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歴史教育における数学的知識の活用
―― 検地の実践から ――
千 葉 真 由 美＊ ・ 吉 井 豊＊ ・ 大 西 有＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Utilization of Mathematical Knowledge in History Education
：from Land Surveying Practice
Mayumi CHIBA , Yutaka YOSHII and Tamotsu ONISHI
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本稿は，日本史の学習において，時代背景や歴史事象への深い理解につなげる題材としての検地に着目した，実践報
告である。近世の測量方法や計算方法を考察しながら，実際に検地を体験する学習を通して，学習者からどのような反応が
得られるかをまとめ，実践における課題について検討した。実践は，検地の様子を描いた図を参考に，必要最小限の道具を
用いて，どのように土地を測るのか，それはどのくらいの人員と時間を要するのか，実践者である学生たち自身が動きながら
考えていく活動とした。手順や方法ついて話し合いと試行を重ねることで，検地の精度に対する疑問，方法のあり方等，今後
に向けた課題を考察することができた。
本実践は，平面図形の面積への理解，特に面積の公式をどのように身に付けるかといった数学教育との関連が，そして，
効率的な実施や道具の精度への気づき等，技術分野で育成した資質・能力の活用との関連も指摘できる。このような題材を
扱うことで，社会科教育・数学教育・技術教育による融合的な科目としての学び，実践的な科目としての学びにもつなげるこ
とが可能になる。

はじめに
日本史の学習のなかで，戦国時代から「天下統一」への過程を学ぶ際，小中高を通して，織田信
長・豊臣秀吉・徳川家康，いわゆる「天下人」と呼ばれる 3 人は必ず扱う人物といえるのではない
か。茨城大学教育学部での学生アンケートで，印象が強い歴史上の人物を尋ねると，この 3 人は毎
年必ず上位を占める1)。ところが，よく知られている人物であるものの，例えば，彼らが実施した
――――――――
*茨城大学教育学部
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政策の意義等を，歴史の流れや背景の中で深く理解できているとは言い難いように思える。天下統
一にかかわる政策のうち，豊臣秀吉による検地は「太閤検地」として，小学校から扱われる内容で
あり，誰もが一度は学ぶ歴史事項といえるだろう。検地の実施を経て作成された検地帳は土地台帳
として年貢徴収の根幹となり，また民衆にとっては土地所有の根拠になるなど，検地はその後の社
会においても重要な意味を持つ。検地および検地に関わる事象を理解することで，時代背景や歴史
事象への深い理解につなげることも可能であろう。
近世の検地は，領主側が土地を測り，実態を把握した上で年貢を賦課したことが画期の一つであ
る。検地を実施する者にとって，数学的知識は必須であっただろう。日本史は社会科の科目，いわ
ゆる「文系」科目であり，数学（あるいは理系科目）に苦手意識を持つ学生も多いように感じる。
しかし検地をより深く学ぶためには，実際にどのように測量をしたのか，どのような計算をしたの
か，といった視点で考えることも有効であり，歴史を他分野からの視点で学習することで，融合的
な科目としての学び，実践的な科目としての学びにもつなげることが可能になるであろう。
本稿は，検地を実際に体験する学習を通して，学習者からどのような反応が得られるか，また実
践での課題について検討した実践報告である。
なお本稿のうち，3(1)は吉井が，3(2)は大西が，その他は千葉が執筆した。

１ 検地の様子を描いた図
豊臣秀吉による「太閤検地」にとどまらず，それ以前の戦国大名による検地，あるいは江戸時代
に幕府や大名によって実施された検地など，検地に関する研究については枚挙にいとまがない。そ
のため，検地をめぐる研究史についてはここで触れることはしない。
また，検地に関わる史料についていえば，全国各地には多くの検地帳が残されており，検地と同
時期に作成された検地絵図もある。さらに，検地を実施する奉行や役人のための細則2)，さまざまな
形状の土地の面積の算出方法を示した書3)など，多種多様な史料が存在する。これに対して，
「縄打
図」などとも呼ばれ，検地奉行や役人たちによる測量の様子を描いた図は，それほど多くは残され
ていないようである4)。
検地道具および検地の様子を描いた図として一般に知られているものに，
『徳川幕府県治要略』5)
の挿絵「検地要具之図」
「検地之図各筆検地ノ分」がある（図 1，26)）
。
「検地之図 各筆検地ノ分」
の原図や典拠は不明で，
『徳川幕府県治要略』刊行のための作図とされるが，近世中後期の幕府検地
施行方法を示したものと考えられている7)。
図 2 には，1 枚の土地に細見竹・梵天竹を立て，水縄を張り，十字木によって縄を直角に交差させてい
る様子が描かれている。さらに水縄を尺杖で測る者，土地の中央付近で帳簿を開いている（帳簿に記して
いる）者，そしてそれらの様子を見ている者なども描かれている。
今回の実践にあたり，参考となる図を数点用意したが，学生が古文書の解読で使用している『近世古文
書解読字典』8)にも参考資料として掲載され，普段から見慣れているという理由もあり，図 2 を「参考図」とし
て用いることになった。
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図 1 「検地要具之図」
（
『徳川幕府県治要略』より）

図 2 「検地之図 各筆検地ノ分」
（
『徳川幕府県治要略』より）

２ 検地の実践
(1)道具の準備
実践は，図１，2 を基本に必要最小限の道具を用いて，どのように土地を測るのか，それはどの
くらいの人員と時間を要するのかについて，学生たち自身が動きながら考えていく活動とした。準
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備した道具と想定した用途は，以下ａ～ｄの通りである。
ａ．麻縄：30ｍ×2 本。事前に赤色のビニールテープで，1 間ごとに，ビニールテープの幅も考
慮して目印を貼り付けた（写真 1）
。
ｂ．園芸用支柱（鋼管竹）
：4～8 本。梵天・細見竹の代替として使用（写真 2）
。
ｃ．巻尺：1 間以内の長さを測る。
ｄ．曲尺：縄を直角に交差させるための道具として使用。

写真 1 麻縄

写真 2 園芸用支柱

(2)実践の様子
2019 年 3 月 14 日（木）
，茨城大学教育学部附属農場において検地を実践した。対象地の模式図
が図 3 である。実践者は大賀洋希（大学院 2 年次生）
，神永ゆめ・川又遼平・菊池彩純・篠原彩里・
関沙耶香・平山稜（以上，学部 4 年次生）
，菊池啓太・矢野圭太郎（以上，学部 3 年次生）
，髙橋奈々
恵（学部 2 年次生）の合計 10 名である。史料や道具を用いて学生自身が考える活動とし，必要な
際に教員 4 名が助言する形とした。おおまかな実践での動きと，各時点で出された疑問点などを以
下，①～⑦として示す。
D

C

A

B

図 3 検地対象地模式図
①図 2 に描かれた内容から，手順を検討。一辺に縄を引いて間数を算出し，その半分の長さとな
る場所に支柱（梵天の代用）を立てることにする。
➡参考図では十字を測っているが，それをどうするのか，という疑問が出る。
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②B に縄を置いて，間数を測る。参考図ではかなり強く引いていることに気づき，できるだけ縄
を張ることに努める。
③続いて A，C，D の順に縄を置いて，間数を測る。まずは長方形をつくるという方向で進め，
A＝8 間 1 尺，B＝10 間 5 尺弱，C＝7 間 3 尺，D＝11 間 1 尺，という数値を出す。
➡土地が斜めになっている場合はどう計算していたのか，という疑問が出る。
④ここで再度，話し合い。各辺の中央に梵天を立てるため，隅から中央までの長さを確認する。
⑤再び A，B，C，D を測り，各辺の中央に支柱（梵天の代用）を立てる。
⑥しかしここで，A，B，C，D を測った時に四隅を直角にしたのか，という疑問が出る。さらに
話し合いとなり，以下の案が出された。
・四隅を直角にするため，曲尺で測りながら縄を移動させる案。
・A，B，C，D いずれかの辺を固定して，両端に直角を作る案。
➡縄を平行に移動させていくのか，などの疑問が出る。
⑦教員より，台形の面積「
（上底＋下底）×高さ÷2」によって面積は計算可能である，との助言
が出される。
①～⑥では，土地を長方形として計算する方法を模索していることがわかる。しかし，対象地は
長方形にはなっておらず誤差が出る。誤差の算出方法が見出せなかったため，⑦を提案することに
なった。学生は台形の面積については想定しておらず，ここで面積の求め方の理解に至ったようで
ある。
一方で，台形の面積の計算は，現代の方法としては有効だが，検地帳には間数が書かれている，
つまり間数で算出しているということにも気づいた。しかも，台形の面積での算出と，間数を用い
た算出方法を比較することで，検地の方法がどれだけ正確であったのかがわかる，差異が出せると
いう点も指摘している。

写真 3 計測の様子①

写真 4 計測の様子②
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写真 5 検討の様子

写真 6 検討後のホワイトボード
説明から後片付けまでを含め，約 2 時間で活動は終了した。土地の計測そのものにかかった時間
は約 1 時間 10 分であった。計測の結果は，縦 7 間 5 尺×横 11 間，実際の長さは，およそ縦 15.6
ｍ×横 18.5ｍであり，ある程度は実態に沿った結果になったといえる。なお，検地は面積を算出す
る必要があるのだが，ここでは縦横の長さを計測したにとどまった。
(3)実践の感想
実践者の現地での感想を要約すると以下の通りである。
・現代の私達でもとても手間がかかったが，昔の人はどうやっていたのか，細かいズレなどはど
うしていたのか，と疑問に思った。
・検地の史料や絵図をもとにしたが，当時は漠然と測っていたように思った。現代は台形の面積
などを使えば，誤差は出るにしても，縄でも正確な測り方ができると思った。気になる点は，
梵天竹から十字を作って，何間×何間と計っていたと思うが，どういう順序で細かい地点を決
めていたのか，最終的に十字を作っていたのかが気になっている。
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・実質１時間位かかったが，昔の人は 1 日でどうやって多くの土地を測っていたのか，手順が知
りたいと思った。
・絵図などをみることはあったが，実際にやってみると自分たちで考えなければならないこと，
あいまいな部分たくさんあった。やってみないと分からない部分が多かったと思う。検地は全
員が同じやり方をしていたのか，やり方の手順を残した史料はなかったのかと疑問に思った。
・測ってみて，やはり正確性に欠けるということ，例えば縄の張り具合など，人によって少しず
つ違うこともあり，なかなか正確には測れないと思った。果たしてこのやり方で正しかったの
か，今でも疑問に思う。
・率直に大変だと思った。90 度を測るにしても，今定規を使っていても，人の目でやっているの
でどうしても違いができる。
・正確に測るのはとても難しい。昔は役人の裁量によって決まってしまい，それで年貢も変わっ
てしまう。自分が当時の人だったら，年貢を少なくしてくれる役人に検地をしてもらいたい。
・率直に言って，計算がなかなかわからないと思った。役人の裁量でどのようにもでき，あまり
正確にしない方が年貢は納めやすかったのではないかと思う。
・人員や道具が足りていないと，誤差が出るように思った。縄が多くあれば動かさなくても済む
し，例えば当時は測る，記録する，公式によって計算する人など専門の分業が出来ていたと思
うので，やはり人員が必要と思った。今回は測っては動いて，となることが多く，そうなると
自然とズレが出てくると思った。また今回は土地の形が測りやすかったが，扇形，あるいは楕
円にもならないような土地だと，面積は少しアバウトになってしまうのかと思った。
大変であったという率直な感想と共に，
今後に向けた問題点を考察することができたようである。
検地の方法を記した当時の史料に興味を持つ学生がいたが，この点，歴史を学ぶにあたっての基本
作業ともいえる，関係資料の継続的な調べ学習にもつながるだろう。
また，道具や技術の精度についての言及もある。直角を作る必要，縄の張り具合など重要な視点
はあるものの，問題提起でとどまっている。特に，縄を地面に置いて計測していたこともあり，し
っかりと引っ張り，浮かせて計測している参考図に立ち返る視点が必要だったと思われる。
検地のあり方そのものでいえば，どれほどの精度があったのか，あるいは精度を求めていたのか
という問題が提起された。日本史研究にとっての従来からの疑問点でもある。実践を通して，日本
史研究の課題についても抽出できたといえる。精度の低さを実証するといった，マイナスイメージ
から学習効果は得られないだろうから，高精度な検地の実践も今後の課題となるであろう。当該期
はどのような検地を実施し得たのか，その段階にいかなる意味を見出すのかを考えていくことも重
要になる。
なお，当日は教員間で参考図からの読み取りを行い，十字木を重視すべきであろうとの結論を得
ているところである。この点については今後の実践を含めて，別稿にて示したい。
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３ 融合科目としての実践に向けて
(1)数学教育の視点から
算数・数学科の観点から見ると，今回実施した検地は，土地の面積をどのようにして測り，どの
ようにして求めるかという問題を含んでおり，小学校第 4，5 学年で学習する「平面図形の面積」の
単元と関連している。算数科で普段行う授業においては，紙上に書かれた平面図形は定規や分度器
を用いて長さや角度を容易に測ることができるゆえに面積も比較的容易に求められる。一方で，今
回の検地では，これらの道具では直接測ることのできない大きな土地の面積を求めることを要求さ
れる点に難しさ，面白さがあるといえる。
実践に参加した学生の活動の様子を振り返ると，2.(2)で説明されている通り，学生らはまず長方
形を作る方向で進めたが，四隅を直角にして測ることに苦労している様子がみられた。また，長方
形から外れた誤差の部分が算出できずにいたため，台形の面積公式を用いた算出を提案するに至っ
た。今回の検地で計測した土地は台形に近い形をしており，台形で近似することで直角の計測が２

台形

長方形
図4

か所に減り効率が良くなる上に台形の面積公式が使えるためである（図 4）
。今回参加したのは全員
が社会科の学生であったが，算数・数学に苦手意識を持ち，学校で学習した基本的な内容が十分に
身についていない様子も見られた。特に，台形の面積公式については公式そのものを忘れていた学
生も少なくなかったようである。この公式は長方形，平行四辺形，三角形のそれよりも式がやや複
雑である上に利用頻度も少なめであるように見受けられ，公式をどのように身に付けるかという算
数・数学教育における課題も浮き彫りになったといえる。
今回は台形に近い比較的単純な土地での計測であったが，より複雑な形をした土地での検地も興
味深いと思われる。限られた人員，限られた道具を用いてどのように検地を行ったら正確で効率が
よくなるかを検討，実践するのも面白い。また，効率等を別にして数学教育の観点から見れば，例
えば定規で測れないような大きな土地について，中学校で学習する相似比の考えを用いて紙にかけ
る大きさに縮小してまずはその面積を求め，そこから土地の面積を求めることを試みるのも面白い
と思われる。
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(2)技術教育の視点から
技術･家庭科技術分野（以下，技術分野とする。
）は，世の中の様々な技術を「材料と加工」
「生物
育成」
「エネルギー変換」
「情報」の 4 つの技術に分けて学習する。家庭科も含め他教科は小学校か
ら高等学校までどの校種においても学習する機会があるが，技術分野の学習内容は，専門教育とし
て高等学校工業科，農業科，情報科等への接続はあるものの，普通教育としては中学校 3 年間のみ
である。
技術分野の学習は，4 つの技術の全てにおいて，①生活や技術に関わる「問題の発見・課題の設
定」→②「解決策の検討，設計・計画」→③「実践（製作・制作・育成）
」→④「取組・成果の評価」
→⑤「技術の評価，選択，管理・運用，改良・応用について考える」学習過程で構成されており，
義務教育の段階において，技術の見方・考え方を働かせて，生活や社会における技術に関わる問題
の解決を図る学習活動を通して，学習の基盤となる資質･能力である問題発見・課題解決能力の育成
とともに，持続可能な社会の構築に向けて適切かつ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な
態度の育成をねらいとして実施される。
さて，多くの人間が関わる検地の作業において，職能集団でもあったと推察できる検地の実施者
は，役割分担を行うとともに，公正を期すためにも正確な検地の実施とともに，検地実施者の誰も
が理解できるように実施手順を明確化，簡略化し，効率的に実施すること等が求められたと推察で
きる。これらを踏まえて，本取組における技術分野で育成した資質・能力等の活用場面について述
べる。
まず 1 つ目は，取組に参加した学生の感想「実質 1 時間ぐらいかかったが，昔の人はどうやって
多くの土地を測っていたのか，手順が知りたいと思った。
」にもあるとおり，いわゆる検地について
の「段取り」について考える場面である。
「段取り」とは，
「物事を行う順序や手順。また，その準
備（デジタル大辞泉（小学館）
）
」のことであり，技術分野の学習過程の特に②「解決策の検討，設
計・計画」に当たる部分である。
技術分野の学習では，例えば題材において，実施手順を明確化，簡略化し，効率的に実施するた
めに，設計図や作業工程表を作成する。あわせて，設計の段階において，利用する技術が，自然環
境への負荷，経済的な負担などと折り合いを付け，最適な解決策となっているかを見極めることが
必要となる。これらは「技術を最適化する」という考え方として前述の 4 つの内容全てで取り扱う
こととなり，検地でいえば，人員を無駄なく効率的に配置し，多くの時間をかけずに実施するとい
った，効率的に実施するために必要なことを考えることにつながる。
2 つ目は，学生の感想「現代の私たちでもとても手間がかかったが，昔の人はどうやっていたの
か，細かいズレなどはどうしていたのか疑問に思った。
」にもあるとおり，いわゆる検地の精度につ
いて考える場面である。中でも，特に道具の扱い方や道具そのものの精度が検地の実施には多くの
影響があることが実感する場面であり，技術分野の学習過程の特に③「実践（製作・制作・育成）
」
に当たる部分である。
技術分野の学習では，例えば実際に五感を活用してものづくりを行う場面では，手加工で実際に
製作する場合，作品の精度に直結する「緻密な加工へのこだわり」が求められ，手工具の扱い方に
ついての知識や技能の習熟が最終的に作品の仕上がりにも影響することに気付くことができる。検
地でいえば，使用する道具についての知識，扱い方の習熟が正確な検地の実施につながると考える
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ことにつながる。
これまで，検地の実践に関わる学習活動と技術分野の学習内容との関連について，実際の取組内
容と検地の実践を行った学生の感想から，その関連について述べた。なお，この実践を例えば中学
校で実施する場合には，実践に関わる人，こと，もの，情報についての調整や実施時期，必要な学
習時間を考慮するなど，社会科と先に述べた数学科，技術分野の学習内容とのカリキュラム・マネ
ジメントが必要であり必須である。

おわりに
以上，本稿は，検地を実際に体験する学習を通して，学習者からどのような反応が得られるかを
まとめ，実践における課題について検討した。本年度 4 月から教員として学校現場に立つ学生も多
かったため，自らの教育現場で活用してみたいという感想もあったことを付記しておく。
検地の実践は，社会科教育・数学教育・技術教育という，教科の枠組みを越えた融合的な科目と
しての学び，実践的な科目としての学びにつながることが確認できた。今後は，関係史料の読み込
みを進め，使用する道具を精査する，測量の技術を向上させるなど，より精緻な方法での実践を行
い，学習体験としていかなる効果が得られるかについても継続して検討する予定である。
＊当日の実践に際しては本稿執筆者 3 名のほか，技術教育教室教務助手岩下英基氏にも立ち会っ
ていただき，助言もいただきました。ここに感謝の意を記します。

注
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

千葉真由美「小学校社会科における歴史学習の内容と理解―「初等社会科内容研究」でのアン
ケート調査から―」
『茨城大学教育学部紀要（人文・社会科学，芸術）
』第 67 号，2018 年，112．
例えば，高崎藩士大石久敬によって寛政 3 年（1791）から執筆が開始された『地方凡例録』に
は，
「検地之事」としてその方法が記されている。
例えば，十字に縄を張り面積を計算する方法について記したものに，丹波篠山藩士万尾時春に
よって享保 10 年（1725）に著された『勧農固本録』がある。
茨城県内の旧水戸藩領での「縄打図」の事例については，佐藤次男「解説」美和村史編さん委
員会編『美和村史料』近世村絵図（美和村，1996 年）133-140．
安藤博編『徳川幕府県治要略』
（赤城書店，1915 年）
．
図 1，2 共に「国立国会図書館デジタルコレクション」より。
大野瑞男「検地」国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』第 5 巻（吉川弘文館，1985 年）別
刷頁．
林英夫他編『近世古文書解読字典』
（柏書房，1972 年）
．
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児童のデータ解釈時の表象による推論プロセスの検証
―― 梃子の釣り合いの等式の導出を事例にして ――
宮 本 直 樹＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Verifying Reasoning Process Representation when Interpreting Data: A Case Study Based on Derivation of the Lever
Balance Equation
Naoki MIYAMOTO

キーワード：データ解釈、表象、推論、梃子の釣り合いの等式

本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」を踏まえた授業実践を
行い、この認知的方略の検証を目的とした。レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の釣
り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話、授業実践事後アンケート調査における梃子の釣り合いの等式
導出時のデータ解釈教材の有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性
に関するデータを分析した結果、「パターン解釈：（特徴の分析と選択）→イメージ図を導入したことによる、表象と言葉（釣り
合い）の対応付け→イメージ図による表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの判断→表象を通じ、梃子の釣り合いに関する首
尾一貫している自分なりの解釈づくり→梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）→梃子の釣り合いの等式の導
出」といった表象による推論プロセスが明らかとなった。これらが、「説明の指針（リソースの明確化）」を介在し、「現象の探
究：実験」の遂行と対応していた。

はじめに
データ解釈能力の育成は、理科授業において育成すべき能力として重視され、小学校理科の問題
解決学習において重要なプロセスであることは言うまでもない。
それにもかかわらず、
周知の通り、
データ解釈が十分でない児童が数多く存在する。したがって、児童のデータ解釈能力を育成するこ
とは、問題解決学習を成功へ導く一因となり、さらに、新たな疑問を生成させ、ひいては、問題解
決学習への児童のエンゲージメント（engagement）やレジリエンス（resilience）等の非認知的な
スキル（社会情緒的スキル）を高める要因ともなる。
――――――――
*茨城大学教育学部
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一方で、データを解釈する際は、
「推論」といった認知的なスキルも必要とされる。この推論は、
認知心理学、教育心理学の研究分野では、表象の構築と大きく関わる。したがって、データ解釈能
力を育成するためには、データ解釈時に必要とされる児童の「表象による推論プロセス」を解明す
る必要がある。これに関する先行研究に目を転じれば、宮本（2018a）は、宮本（2018b）を踏ま
えて、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」を提案
している。しかし、この認知的方略の検証には至っていない現状である。

研究の目的及び方法
本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」
を踏まえた授業実践を行い、この認知的方略の検証を目的とする。
研究の方法としては、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の
釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話、授業実践事後アンケート調査におけ
る梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り
合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性に関するデータを収集し、このデータを分析し、上述
した認知的方略を検証する。

梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論
宮本（2018a）で提案した「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセ
ス」
（図1）を見てみる。なお、
「データ解釈時の表象」とは内的な面積表象を指す。この認知的方
略は、
「現象の探究：実験」
「説明の指針（リソースの明確化）
」
「表象の構築」に大別できる。まず、
「現象の探究：実験」では、梃子の釣り合いの実験において、梃子の釣り合いに関連しているパタ
ーンを見当付けることや主要な特徴を解釈・分析することとして、等距離、同質量(重さ)の時、梃
子は釣り合うことや内重外軽の等量のモーメント及び左腕の目盛とおもりの重さは一定にした場合、
右腕の目盛の数が増えると、右腕のおもりの重さが減るといった反比例の関係に気づかせることで
ある。次に、
「説明の指針（リソースの明確化）
」では、当初、梃子の釣り合いの表象を調整するた
めに、表象の表現としての「マス目表現」
「ブロック表現」を導入することと宮本（2018a）では提
案していたが、授業担当教師から、
「マス目表現」を使用して自由に児童に思考させたいという意図
から、
「マス目表現」の使用のみとした。最後に、
「表象の構築」では、パターン解釈（児童に表象
を表現するための特徴の分析と選択）として、先述したように梃子が釣り合う際には「等距離、同
質量(重さ)」
「内重外軽の等量のモーメント」
「反比例の関係」であることに再認識させる。そして、
釣り合いを可視化するために「マス目表現」を使用して釣り合いを抽象化し、表象と言葉（釣り合
い）の対応付けとして、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右
の腕において面積が等しい）
を対応付け、
「マス目表現」
の使用による内的な面積表象の首尾一貫性、
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梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス（宮本、2018a）

明確さ、単純さを判断する。さらに、内的な面積表象を通して、梃子の釣り合いに関する首尾一貫
0
した児童自身の解釈をし、その解釈をデータ表や実験へフィードバックし、内的な面積表象のメタ
90
表象的判断（内的な面積表象構築の有効性）を行い、外的表象としての梃子の釣り合いの等式を導

出する。
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梃子の釣り合いの等式導出に使用したデータ解釈教材である「マス目表現」
- 35 梃子の釣り合いの等式導出に使用したデータ解釈教材は、梃子の釣り合いを可視化（外的表象）する
ための表現方法としての「マス目表現」である。この「マス目表現」は、内的な面積表象を構築させるため
のデータ解釈教材である。梃子実験器におもりを吊り下げた際に、そのおもりの数と左右の腕の目盛
りの数に対応させるように工作用紙にマス目を作成し 1)、梃子実験器の後ろのネジに止められるよ
うにした（写真 1）
。

写真 1

工作用紙を使用した「マス目表現」
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授業実践
授業実践は、2018 年 12 月 13 日に、国立大学教育学部附属小学校第 6 学年の児童 36 名のクラ
スで行った。2 時間の授業時間数（90 分）を配当した。この 2 時間には後述する授業実践事後アン
ケート調査やインタビュー調査の時間も含まれている。授業実践内容としては、まず、問い「てこ
のうでがつり合うときには、どのようなきまりがあるだろうか」を提示し、次に問いに対する予想
を児童個人でさせた。次に、実験方法として、左の腕（重さ 30g、目盛り 2）の時、右の腕（重さ
10g、20g、30g、40g、50g、60g）とした時の目盛りをそれぞれ調べることに加えて、左の腕（重
さ 20g、目盛り 4）の時、右の腕（重さ 10g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g）とした時の
目盛りをそれぞれ調べるように提示した。これは、2 つの梃子の釣り合いのパターンのデータを取
得したほうが、データを一般化し易いのではないかという授業担当教師からの意見があったためで
ある。そして、梃子の釣り合いの実験を遂行し、得られたデータを表に記入し、その後、①表から
のデータの読み取りとして、
「表から考えること」としてデータを解釈させた。さらに、先述した内
的な面積表象を構築させるための「マス目表現」を使用し、②「梃子実験器の後ろのマス目」を見ての
データの読み取りとして、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」
と児童に説明し、
レポートにデータ解釈内容を記述させた。最後に、結論として、児童のデータ解釈内容を踏まえて
「
（右腕）重さ×目盛り＝（左腕）重さ×目盛り」とまとめをした。

結果及び考察
第一に、
「表象の構築」のパターン解釈（児童に表象を表現するための特徴の分析と選択）では、
梃子が釣り合う際には「等距離、同質量(重さ)」
「内重外軽の等量のモーメント」
「反比例の関係」
であることを再認識させることであったことから、実験を通したレポートの記述における梃子の釣
り合いの等式導出時のデータ解釈としての①表からのデータの読み取りとして、
「表から考えること」
の記述欄のデータ解釈内容、梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話を
分析・考察することにする。
問いに対する予想場面では、
「右うでと左うでにどちらも同じ重さを加える。支点から同じきょり
の所に重りをのせる（原文のまま）
」といったように、等距離、同質量（重さ）に言及するデータ解
釈内容の記述数が 22、
「支点から重りのきょりまでの比の反対→重りの数（原文のまま）
」といった
ような内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）に言及するデータ解釈内容の記述数が 4 あっ
た（表 1）
。一方、
「おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目もりの
数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数」に言及するデータ解釈内容の記述数が既に 9 あった。ま
た、この「おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目もりの数=右の
腕：おもりの重さ×目もりの数」については、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出
時のデータ解釈としての①のデータの読み取り（表 1）において、24 のデータ解釈内容の記述数（約
7 割弱の児童が記述）があることから、大方の児童は「表象の構築」におけるパターン解釈ができ
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表1

レポートに記述したデータ解釈内容

データ解釈内容

予想

①

22

0

内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）

4

5

おもりの重さ×目もりの数＝同じ数（60 または 80）

2

10

9

24

無記入

0

2

その他（分類不可能も含む）

2

0

等距離、同質量（重さ）

おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目も
りの数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数

〔単位は記述数である。なお、表 1 中の「予想」は問いに対する児童の予想、
「①」は表からのデ
ータの読み取りである。なお、
「おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）
」といったような
外的表象の（数式的表現・言語的表現）をレポートのデータ解釈の内容として記述した児童は除い
ている〕
ていると言える。また、実験中の児童の発話より、比例の考えを修正し、反比例に気づき内重外軽
の等量のモーメントを形成していることもわかる（表 2）
。
表2

反比例に気づいた際の児童の発話

Ａ：つまり、こっちが 1 のとき、6 で 1 だと 3 に 2 個つければいいんだよ、2 倍になるから。わか
る、比例。比例だよ、比例。
B：2 対 1 でしょう、そういうこと。2 対 1 でもつり合うっていうこと。
Ａ：比例って言ってるだろう、比例。
C：反比例じゃない。
Ａ：比例じゃね。
C：何で。何で、反比例だよ。
B：反比例。
C：こっち側がふえてったら、こっち側、減っていくじゃない。
Ａ：確かに。
第二に、釣り合いを可視化するために「マス目表現」を使用して釣り合いを抽象化し、表象と言
葉（釣り合い）の対応付けとして、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り
合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けられたかどうかを判断するため、レポートの記
述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②の「梃子実験器の後ろのマス目」
を見てのデータの読み取りとしての「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」の記
述欄におけるデータ解釈内容、梃子の釣り合いの等式導出時の児童の発話、マス目表現使用の有用
性を調査した児童の記述したアンケート内容、
インタビュー回答内容を分析・考察することにする。
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表3

レポートに記述したデータ解釈内容数
データ解釈内容

②

おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）

7

ブロック（マス目）の数が同じだとつり合う

3
18

無記入
その他（分類不可能も含む）

2

〔単位は記述数である。なお、表 3 中の「②」は「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの
読み取りであり、表 3 中のデータ解釈内容は、内的な面積表象が外的表象（数式的表現・言語的表
現）として表出されたものである。したがって、表 1 で示したデータ解釈内容は除いている。また、
外的表象（数式的表現・言語的表現）を複数表出した児童もいる〕
まず、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②「梃子実験
器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りにおいて、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデー
タの読み取り」の記述欄のデータ解釈内容（表 3）より、
「ブロック（マス目）の数が同じだとつり
合う」の記述数は 3 であった。この記述をした児童のレポートに記された図を見ると、内的な面積
表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応
付けていることがわかる（図 1）
。

図1

内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い

次に、梃子の釣り合いの等式導出時の児童の発話において、初めは、児童 D の「2 掛ける 2、4
個」といった発話に見られるように、ブロックの内的表象は構築しているが、
「あれ、この後ろの四
角が謎なんだけど」に見られるように、
「四角（マス目）
」が面積の内的表象を構築していなかった。
しかし、児童 G の「ここの 4 つ分と 1 で、2 は 2 個分の 2 だから、で合うっていう」といった発話
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から内的表象に含まれる「縦×横」と「重さ×腕の長さ」に気づき、マス目と面積を対応させ、児童 G
は、「面積」と「釣り合い」に関して、納得していることがわかる（表 4）。つまり、内的な面積表象や内的
表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けしてい
ることがわかる。
表4

面積と釣り合いの対応付けの発話

D：2 掛ける 2、4 個。
E：もう一度グループで相談しながらやってみよう。
D：こっから 1 番、2 番で、おもりが１個で、こっちから 1 番、2 番、3 番、4 番で、おもりが……
あれ、この後ろの四角が謎なんだけど。
F：おい、待って。
D：2 掛ける 2 と 4 掛ける 1 は等しい。
G：4 じゃん。ここ 4 じゃん。で、4 で 1 だから、ここで 4、4、4。ねえ、ここの四つ分と 1 で、2
は 2 個分の 2 だから、で合うっていう。
D：うん。
さらに、
「マス目表現」使用の有用性を調査した児童の記述したアンケートにおいて、「てこ実験
器の後ろのマス目は、てこのうでがつり合うときのきまりを見つける際に役に立ちましたか」の質
問内容に対して 5 件法（5：かなり役に立った、4：役に立った、3：どちらでもない、2：役に立た
なかった、1：ぜんぜん役に立たなかった。なお、
「5」
「4」は肯定的回答、
「2」
「1」は否定的回答
とする）で問うたところ、肯定的回答 22 名（61.1%）
、否定的回答名 4 名（11.2%）
、どちらにも属
さない回答 10 名（27.8%）であった。
「マス目表現」使用の有用性を約 6 割強の児童は認識してい
る。また、その回答を選んだ理由を「どんなところが、かなり役に立った、または、役に立ちまし
たか。また、どんなところが、ぜんぜんやくに立たなかった、または、役に立ちませんでしたか」
と問うた。すると、
「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童の回答内容は「右うで
と左うでのそれぞれの長さと重りの数をかけて面積がでて一緒だったらつり合うという分かりやす
さが役に立った（原文のまま）」「マス目があったことで、たての長さと横の長さが分かって面積
を求めて、つり合うものが分かりやすくなり役立ったと思います（原文のまま）」といった記述に
見られるように、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕に
おいて面積が等しい）を対応付けしていることがわかる。
最後に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容「てこ実験器の後ろのマス目は、
てこのきまりを見つける際に役に立ちましたか」
「役立った場合どんなところが、かなり役に立った
または、役に立ちましたか。
（役立たない場合）どんなところが、ぜんぜんやくに立たなかったまた
は、役に立ちませんでしたか」
「
『てこ実験器の後ろのマス目』と『てこのうでがつり合うときのき
まり』の間にはどのような関係があると思いますか」（表 5）に関して、児童 E は、マス目表現の
使用がてこのきまりを見つける際に役立ったと回答し、
「縦×横で求めるのが、えっとー、重さ×腕の
長さ」という回答から内的表象に含まれる「縦×横」と「重さ×腕の長さ」を対応させていることがわかる。
そして、マス目が面積を表すことにも気付いている。したがって、内的な面積表象や内的表象に含まれ
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る「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けしていることがわか
る。
表5

インタビュー内容と児童 E の回答内容

I：最初、①で、このデータを見てね、表のデータを見て、決まりを見つけて書いてくれたよね。そ
の後に、工作用紙の画用紙が出てきたじゃん。あれは、決まりを見つけることに役立ちましたか？
E：はい。
I：うん。
E：分かりやすくて、すぐに答えが出るので、役に立ちました。
I：どんなところ、具体的に、決まり見つけるとき役に立った？
E：えっとー、縦×横で求めるのが、えっとー、重さ×腕の長さと合っていたので、すごく分かり
やすかったです。
I：分かりやすかった。あれ（マス目）で面積を表すっていうことは気付きましたか？
E：はい。
I：そのマス目があるのは、見た瞬間に面積で表すんだっていうのは気付いたの？
E：はい。縦×横と、さっきも言ったんですけど、縦×横と重さ×腕の長さが同じだったから。
〔I はインタビューアーを示す。（ ）は内容をわかりやすくするために筆者が加筆したものである。
表 6 も同様である〕
第三に、
「マス目表現」の使用による内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを判断するた
め、これもマス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容やインタビュー回答
内容を分析・考察することにする。
まず、
「マス目表現」使用の有用性を調査した児童の記述したアンケートにおいて、先述したよう
に、「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童は 22 名（61.1%）であった。また、
「マス目表現」使用の有用性を肯定的に回答していた児童の回答内容は「マス目を用いて支点から
できた四角形〔面積〕を計算しながらできたから（原文のまま）
〔 〕は筆者が加筆」といったよう
に、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識しているため、内的な面積表象
を利用して四角形（面積）を計算できた。さらに、「めもりと重りの面積を後ろのマス目に書きこ
めるし、
〔面積を〕書きこむとすぐに見てすぐに理解することができるところが役に立った（原文の
まま）
〔 〕は筆者が加筆」といった記述に見られるように、「マス目表現」の使用による内的な面
積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していることがわかる。
次に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容において、「どんなところ、具体的に、
決まり見つけるとき役に立った？」というインタビューアーの質問に対し、児童Ｅは、「えっとー、縦×横で
求めるのが、えっとー、重さ×腕の長さと合っていたので、すごく分かりやすかったです」（表 5）という回
答より、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していると言える。また、「同じ数に
なるなーってことが分かったんだ。じゃあ②で、工作用紙、マス目が書いてあるやつを使ったら、あれは
決まり見つけるのに役に立ちましたか？」というインタビューアーの質問に対し、児童 F は、
「①ででも決
まりは見つかったけど、なんか、ほかのやり方とか、また違った、なんか、決まりが見つけられたから、役
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に立った」と回答している（表 6）。内的な面積表象が構築され、内的な面積表象の首尾一貫性、
明確さ、単純さを認識しているため、別の方法を用いてきまりを見つけることができている。さら
に、「面積で表すっていうのは分かった？」というインタビューアーの質問に対し、児童 F は、「算数と
かでもやってたから」という算数で学習した既習と関連させた回答をしている（表 6）。算数で学習した面
積と梃子の釣り合いにおける内的な面積表象を対応させることができていることから、内的な面積表
象の首尾一貫性、明確さ、単純さを認識していると言える。
表6

インタビュー内容と児童 F の回答内容

I：①のときは、この表のデータを見て、決まりを見つけたよね。その、表から決まりを見つけるのは見つけ
やすかった？
F：うーん、……一回、なんか、その、つり合うときー、つり合う、わせて見たときに、なんか、掛けてみた
ら、合計（おもりの重さ×目もり）が同じになるから、なったから、ほかの数でもやってみたら同じになっ
たから、そうかなって。
I：同じ数になるなーってことが分かったんだ。じゃあ②で、工作用紙、マス目が書いてあるやつを使った
ら、あれは決まり見つけるのに役に立ちましたか？
F：はい。
I：どんなところ、役に立った？
F：なんか、①ででも決まりは見つかったけど、なんか、ほかのやり方とか、また違った、なんか、決まりが
見つけられたから、役に立った。
I：あれは分かりやすかった？
F：はい。分かりやすかった。
I：面積で表すっていうのは分かった？
F：なんか、算数とかでもやってたから。
I：うん？
F：算数とかでもやってたから、分かりやすかった。
第四に、内的な面積表象を通して、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をし、
その解釈をデータ表や実験へフィードバックし、内的な面積表象のメタ表象的判断（児童による内
的な面積表象構築の有効性）を行うため、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時の
データ解釈としての②の「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りとして、
「梃子実
験器の後ろのマス目を見てのデータの読み取り」の記述欄のデータ解釈内容、マス目表現使用の有
用性を調査した児童の記述したアンケート内容、インタビュー回答内容を分析・考察することにす
る。
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表7

レポートに記述したデータ解釈内容数
データ解釈内容

②

等距離、同質量（重さ）

0

内重外軽の等量のモーメント（反比例も含む）

3

おもりの重さ×目もりの数＝60 または 80

3

おもりの重さ×目もりの数=一定（一般化）
、左の腕：おもりの重さ×目も
りの数=右の腕：おもりの重さ×目もりの数

4
18

無記入

0

その他（分類不可能も含む）

〔単位は記述数である。なお、表 7 中の「②」は「梃子実験器の後ろのマス目」を見てのデータの
読み取りであり、表 3 中の「おもりの重さ×目もりの数＝面積（面積は同じ）
」といった外的表象
の（数式的表現・言語的表現）をレポートのデータ解釈の内容として記述した児童は除いている。
また、
「無記入」は表 3 中の数と同じになる〕
まず、レポートの記述における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈としての②「梃子実験
器の後ろのマス目」を見てのデータの読み取りとして、
「梃子実験器の後ろのマス目を見てのデータ
の読み取り」の記述欄のデータ解釈内容より、無記入の児童は多いものの（表 7）、そのデータ解
釈の記述内容を見てみると、
「左うでの重さ×目もり＝右うでの重さ×目もり マス目を数えれば
左右同じ→面積同じ（原文のまま）
」
「目もりの数×重りの数=力 たとえば 6 目もり×2 個=12 3
目もり×4 個=12 同じ（原文のまま）
」
（図 2）といったように、梃子の釣り合いに関する首尾一貫
した児童自身の解釈をしていることがわかる。

図2

梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈

次に、
梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童の発話より、
左の腕
（重さ 20g、
目盛り 4）の時、右の腕（重さ 10g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g）とした時の目盛りを
それぞれ調べるように提示した場合において、右の腕重さ 50g の時は、目盛りが「1.6」という小
数になってしまい（表 8）
、実験データが得られないが、児童 G は、内的な面積表象や内的表象に
20
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含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積が等しい）を対応付けすることがで
き、さらに、内的な面積表象の首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識しているためか、整数
値のデータが得られない場合でも、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をしてい
ることがわかる。
表8

小数値データによる梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈に関する
発話

G：今、何やったっけ。ああ、そうか。
H：次。
G：50。
H：50。50 のときは 1.6 か 1.5 だと思う。
G：あと 2 個。
H：多分 1.5 だと思うけど。
G：1.6。
さらに、マス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容「『てこ実験器の後
ろのマス目』と『てこのうでがつり合うときのきまり』の間にはどのような関係があると思います
か」に関して、
「マス目でできた面積の縦の長さはおもりの数、横はうでの長さを表しているので、
おもりの重さ×うでの長さが右と左等しくなればつりあうといえると思います（原文のまま）」と
いった記述に見られるように、梃子の釣り合いに関する首尾一貫した児童自身の解釈をしているこ
とがわかる。
最後に、マス目表現使用の有用性を調査したインタビュー内容（表 5）より、「はい。縦×横と、
さっきも言ったんですけど、縦×横と重さ×腕の長さが同じだったから」といったように、内的な
面積表象を踏まえて、
「縦×横」と「重さ×腕の長さ」を対応させて、梃子の釣り合いに関する首
尾一貫した児童自身の解釈ができている。
一方、マス目表現使用の有用性を調査した児童の記述したアンケート内容において、先述した「マ
ス目でできた面積の縦の長さはおもりの数、横はうでの長さを表しているので、おもりの重さ×う
での長さが右と左等しくなればつりあうといえると思います（原文のまま）」「マス目の数が同じ
になっていたらてこのうでがつりあった（原文のまま）」といった記述や、同様に先述した「目も
りの数×重りの数=力 たとえば 6 目もり×2 個=12 3 目もり×4 個=12 同じ（原文のまま）
（た
だし、この児童はモーメントを力と表現している）」（図 2）といった表現に見られるように、内的
な面積表象構築の有効性を認識した上で、梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）
ができていると言える。しかしながら、表、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断（メタ表象
的判断）はできていない。
第五に、第一から第四を踏まえて、「表象の構築」がなされ、梃子の釣り合いの等式の導出に至
った。ただし、第一から第四の順に、全児童の「表象の構築」がなされたことまでには言及できな
いことを断っておく。
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おわりに
本研究では、認知的方略「梃子の釣り合いの等式導出のデータ解釈時の表象による推論プロセス」
を踏まえた授業実践を行い、この認知的方略の検証を目的とした。レポートの記述における梃子の
釣り合いの等式導出時のデータ解釈、梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材に関する児童
の発話、授業実践事後のアンケート調査における梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の
有用性、及びインタビューにおける梃子の釣り合いの等式導出時のデータ解釈教材の有用性に関す
るデータを分析した結果、
「現象の探究：実験」
「説明の指針（リソースの明確化）
」としての「マス
目表現」の導入を踏まえて、
「表象の構築」を検討すると、まず、
「等距離、同質量（重さ）
」
「内重
外軽の等量のモーメント（反比例も含む）
」について多くの児童がパターン解釈していることから、
パターン解釈（表象を表現するための釣り合いの特徴の分析と選択）ができていることがわかる。
次に、内的な面積表象や内的表象に含まれる「面積=縦×横」と釣り合い（左右の腕において面積
が等しい）を対応付けた記述やインタビュー回答が多くあったことから、
「マス目表現」を使用して
釣り合いを抽象化し、表象と言葉(釣り合い)の対応付けができたことがわかる。さらに、この表象
と言葉(釣り合い)の対応付けができていることから、
「マス目表現」の使用による内的な面積表象の
首尾一貫性、明確さ、単純さの有用性を認識していることがわかる。さらに、これらを踏まえて、
表象による梃子の釣り合いに関する首尾一貫している自分なりの解釈づくりをしている。さらに、
表と表象との対応判断に関する記述が全くないこと、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断に
関する記述が少ないことから、表、梃子の釣り合いの実験と表象との対応判断（メタ表象的判断）
に関して、推論のプロセスに含めることは難しいと考える。最後に、梃子の釣り合いの等式導出を
行った。まとめると、本研究において、
「パターン解釈：
（特徴の分析と選択）→イメージ図を導入
したことによる、表象と言葉（釣り合い）の対応付け→イメージ図による表象の首尾一貫性、明確
さ、単純さの判断→表象を通じ、梃子の釣り合いに関する首尾一貫している自分なりの解釈づくり
→梃子の釣り合いと表象との対応判断（メタ表象的判断）→梃子の釣り合いの等式の導出」といっ
た表象による推論プロセスが考えられる。これらが、
「説明の指針（リソースの明確化）
」を介在し、
「現象の探究：実験」の遂行と対応していた。
今後の課題としては、「表象の構築」における「実験と表象との対応判断（メタ表象的判断）
」を
詳細に検討できる評価方法の開発及び、これを踏まえた表象の構築の推論プロセスを検討すること
である。これについては、別稿にて報告したい。

註
1) 梃子の釣り合いを可視化（外的表象）するための表現方法としての「マス目表現」は、ナリカの
「てこのはたらき（説明ボード）
」と似ているが、梃子実験器の後ろのネジに止められるようにし、
実験用重りとマス目が重なるようにした点に差異がある。ナリカ. 2018.「ナリカ理科機器総合カタ
ログ（平成 29・30 年度）
」55、209.
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音楽科におけるカリキュラム・マネジメントに関する研究
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筆者はこれまで、平成 29 年に告示された「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」や同じく平成
29 年に告示された幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領の音楽科を中心とする検討、平成 30 年に発表された「高等学
校学習指導要領の改訂のポイント」や、平成 30 年に告示された高等学校学習指導要領の音楽科を中心とする比較検討を通
して、カリキュラム・マネジメントの重要性を指摘してきた。本論文では、これら拙稿や、先行研究の再検討を軸に、更なるカリ
キュラム・マネジメント理解、最終的にはその理論と実践についての研究を竿頭一歩進め、深めることを目的とした。具体的
には、まず、１.カリキュラム・マネジメントとは何か、２．カリキュラム・マネジメントの手順、３．音楽科におけるカリキュラム・マ
ネジメントという松永洋介の枠組みを一定程度援用し、4.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践を幼稚園、
小・中学校、高等学校において探った。その結果、発達段階を考慮すれば、ほぼ共通的に整合的なカリキュラム・マネジメン
トの作成可能なことがわかった。その後、まとめにかえてにおいて、こういった流れの中でのカリキュラム・マネジメントのあり
方について、整合性のみでなく、発展的なカリキュラム作成や形骸的なカリキュラム作成への危惧など、今後の課題を含め、
考察を加えた。

はじめに
筆者はこれまで、平成 29 年に発表された「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイ
ント１）」や同じく平成 29 年に告示された幼稚園教育要領 2）、小・中学校学習指導要領３）,４）の音楽科を中心
とする新旧学習指導要領に関する検討５）、平成30年に発表された「高等学校学習指導要領の改訂のポイ
――――――――
*茨城大学教育学部音楽教育教室
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ント６）」や、平成 30 年に告示された高等学校学習指導要領７）の音楽科を中心とする、幼稚園から、高等学
校、ひいては大学への接続を含めた新旧学習指導要領に関する、比較検討において８）、カリキュラム・マ
ネジメントの重要性を指摘してきた９）。
筆者はこういった研究を通して、浅学ではあるが、今回の新学習指導要領の眼目は、カリキュラム・マネ
ジメントによって、教育現場において「主体的・対話的で深い学び

10)

」を成立させることではないかと考え

るようになった。すなわち、今回の改定の要諦はカリキュラム・マネジメントであると。
すなわち教員の立場から今回の学習指導要領の改訂を考えるならば、その中心となるのがカリキュラ
ム・マネジメントであって、主となる教育の目的を遂行するために、どういった手立てを計画するのか、す
なわちどういったカリキュラムを、いかにして立てるのかが、どうしても取り組まねばならない、意を尽くす
べき、重要な課題ではないかと考えるようになったからである。
こういった流れを視野に入れると、本論文において、大括りではあるが、音楽科に関しては、単独で扱
われがちな(実際に音楽科に関連するカリキュラム・マネジメントに関する先行研究を見ると、幼稚園、小
学校、中学校、高等学校といった校種別の扱いが主であり、選択された単独の校種で扱われているもの
が多い)カリキュラム・マネジメントに関して、拙稿 11）や、先行研究の再検討を軸に、現時点における、幼稚
園、小・中学校、高等学校におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践を、流れの中で検討することは
意義あることであろう。
従って本論文では、拙稿

11）

や、先行研究の再検討を基盤に、更なるカリキュラム・マネジメント理解、

最終的にはその理論と実践についての研究を竿頭一歩進め、深めることを目的とした。
具体的には、簡略にではあるが、1．カリキュラム・マネジメントとは何か、２．カリキュラム・マネジメント
の手順、３．音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの、1 から 3 までで、幼稚園、小・中学校、高等学校
で基本的に共通的に学ぶべき内容を、松永洋介の枠組み 12）を一定程度援用する形で、総括的に把握す
る。その後、4.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践として 4-1．幼稚園の表現(音楽)に
おけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践、4-2．小学校における音楽科のカリキュラム・マネジメント
の理論と実践、4-3．中学校における音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実践、4-4．高等学校に
おける音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実践の順で、それぞれの特徴の独自性を取り扱うこと
とする。これら一連の作業は、先行研究、新学習指導要領

13）

等を基盤に検討し、まとめにかえてで、流れ

に着目しながら今後の課題を含めて考察を加えることとしたい。

1．カリキュラム・マネジメントとは何か
ここでは、カリキュラム・マネジメントについて総括的な特徴を把握することとする。
田村知子は、カリキュラム・マネジメントを「カリキュラムを主たる手段として，学校の課題を解決し，教
育目標を達成していく営み 14）」としている。
松永洋介は、田村知子を参考文献として踏まえながら、カリキュラム・マネジメントについて述べてい
る。
松永は「平成 29 年度学習指導要領では，コンテンツ・ベースからコンピテンシー・ベースへと学力観
が転換した 15）」とし、学力観が、内容を基盤にしたものから、資質・能力を基盤にしたものへと転換したこと
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を指摘している。その理由として松永は、「こうした用語が登場してきた背景には，次世代を担う子どもた
ちにどのように生きる力を育てるかということがある 16）」とし、さらに「・・・・・・10～20 年後には，日本の労働
人口の約 49％が，技術的には人工知能などで代替可能になると言われている。そうした中で，時代に対
応したカリキュラム開発は学校にとって喫緊の課題となっている 17）」と述べ、「プログラミング 18）が導入され
るのも具体化の 1 つである 19）」としている。
また松永は、平成 10 年の総合的な学習の時間に伴う独自のカリキュラム開発が一般の学校において
必要であったことを指摘している。また平成 20 年改訂に伴う「言語活動の充実」においては、思考力・判
断力・表現力を培うために各教科でどのように展開するのかということが求められたとし、新学習指導要領
では、「知識及び技能」「思考力,判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」という学力観に基づい
たカリキュラム構成が求められるようになったとしている 20）。
さらに松永は、カリキュラム・マネジメントについて小学校学習指導要領では、第１章「総則」の第１「小
学校教育の基本と教育課程の展開」４21）を引用し、「(前略)児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教
育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと(①)，教育
課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと(②)，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体
制を確保するとともにその改善を図っていくこと(③)などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的
に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと(後略)」と示されているとしている

22）

(なお、ここでは()内

の丸文字は松永によると付記されている) 。
松永は、こういったカリキュラム・マネジメントのあり方を、中学校音楽科におけるカリキュラム・マネジメ
ントとは何かとして、中学校学習指導要領の、児童が生徒に置き換えられている以外は同様である部分 23）
を引用し、小学校教育とほぼ同様に著述している 24）。
筆者が確認したところ、カリキュラム・マネジメントについては、高等学校学習指導要領にも中学校学習
指導要領と同じ記述がみられ

25）

、幼稚園教育要領についても、松永の言う①が「・・・・・『幼児期の終わり

までに育ってほしい姿』を踏まえ教育課程を編成すること」となっている以外は、同様の記述がみられる 26）。
なお、この点に関しては、幼稚園における教育の目標・目的と読み替えも可能であり、小学校以上の子ど
もたちの、カリキュラム・マネジメントに関連する教育の方向性として、ほぼ同じものと言えるであろう。
即ち、カリキュラム・マネジメントに関して言えば、学習指導要領において、幼稚園から高等学校まで
発達段階を考慮しても、類似性が多くあり、整合性を重んじる形で著述されている。
以上、田村の記述、松永の学習指導要領を中心とした記述、また筆者が確認した記述などを背景に、
カリキュラム・マネジメントとは何かについて述べた。

２．カリキュラム・マネジメントの手順
松永は、本論文 1．カリキュラム・マネジメントとは何かで示したように、小学校のカリキュラム・マネジメ
ントの手順について、カリキュラム・マネジメントには①から③までの三つの側面がある

27）

として述べてい

る。
以下、松永の説く２．カリキュラム・マネジメントの手順を簡略にまとめたい。
まず、松永によれば、「そこでまず必要なことは,第一に児童，学校，地域の現状を把握すること
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る。
松永は、まず、自分がいる学校の地域性、地域の人々の学校に対する願い、児童・生徒が学習面や生
活面で可能なこと、抱えている課題を把握する必要性を説いている。
次に松永は、「第二に教育内容の質の向上に向けて，ＰＤＣＡサイクル

29）

によって改善を図ること

30）

」と

している。彼は、「・・・・・・まず現行のカリキュラムを振り返り成果と課題を洗い出す(Ｃ)。次いで改善を図り
(Ａ)，指導計画や題材などを編成し直して(Ｐ)実行する(Ｄ)のである。これを１サイクルとして繰り返していく
こと

31）

」を推奨している。「これらは具体的には学校の全体計画、各教科・領域の年間指導計画、時間割、

題材指導計画、週案などの形で表れてくる 32）」としている。
松永は「第三にカリキュラムの実施に必要な人や物を準備することである、これは人事や予算とも関わ
ってくるので学校全体の問題として取り組む必要がある

33）

」としている。その際松永は、田村を引用し、

「田村は『子どもにこのような力をつけるため，このような教育活動が必要だ。その教育活動のためにどの
ような条件整備が必要か』という観点が必要だと述べている。その際，学校なだけでなく，地域(保護者，
地域住民，地域企業など)の力も借りながら行うことでより地域との関係も深まっていくだろう」としている
34）

。
松永は、小学校のこういったカリキュラム・マネジメントの手順を、中学校におけるカリキュラム・マネジ

メントの手順として、児童や子どもという文言が生徒に置き換えられている以外は、ほぼ同様に著述して
いる 35）。
松永は、カリキュラム・マネジメントの手順を、小・中学校に限定して述べているが、1．カリキュラム・マネ
ジメントとは何かですでに述べたように、筆者は、幼稚園から、小・中学校、高等学校までの、学習指導要
領のカリキュラム・マネジメントの手順に関する記述

36）

には、類似性が多くあり、内容における整合性を確

認している。発達段階による配慮を勘案しても、どの校種であっても概ねこういった手順でカリキュラム・マ
ネジメントは可能になるであろうと筆者は考えている。

３．音楽科におけるカリキュラム・マネジメント
松永は、小・中学校の音楽科におけるカリキュラム・マネジメントについて、「・・・・・・音楽科だけで行え
るものでなく，学校全体で行っていくものである。したがって音楽科はそれ自体独立して存在するもので
はなく，学校の教育目標を達成する上でどのように貢献できるのかという視点が必要になってくる
て、小・中学校に共通する形で、以下のように

37）

」とし

38）

、音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論・考え方の雛

型とも言えるものを提案している。
以下に示すこととする。
(１)学校の教育目標を確認する。
(２)学校の教育目標の達成に際して，子どもに育てたい資質・能力を明らかにする。
(３)学校の教育目標を実現するために音楽科としてできることは何かを，資質・能力と関連付けて考える。
(４)音楽科学習指導要領を踏まえつつ，学年ごとの題材構成や年間計画を考える。
(５)指導計画に沿って授業を行い，目指す目標に近づけたかどうかを検証する。
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(６)授業終了後，成果と課題を明確にする。課題は次の授業や題材で行うことができるかどうかを検討し，
実施する。
(７)年度末に一年間の成果を振り返り，次年度の指導計画に反映させる。
この理論・考え方は、高等学校学習指導要領

39）

の内容等に鑑みても、高等学校で対応が可能になる

のではないかと筆者は捉えている。
また、幼稚園教育要領に関しては、松永の言うカリキュラム・マネジメントに関する文言の①松永の言う
①40）に関して言えば、「・・・・・『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を踏まえ教育課程を編成すること」
となっている以外は、概ね同様の記述がみられる

26）

ことなどを考慮すれば、幼稚園で、小・中学校とほぼ

同様の内容で対応できると筆者は考えている。
つまり、この理論・考え方は、発達段階を考慮すれば、幼稚園の表現(音楽)、小・中学校、高等学校に
おける音楽科のカリキュラム・マネジメント作成に、共通的に対応可能であると言えるのではないかと筆者
は考えている。
また、松永は次に、具体例として小・中学校両方の例を示している 41）。
しかしながらここでは、ここにあげた考え方を、理論の一助と捉え、次の４で、この理論と共に実践として
具体例を用い、その特徴と独自性を、要点を押さえる形ではあるが、示すこととする。

４.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践
ここでは、すでに述べたように、３. 音楽科におけるカリキュラム・マネジメントで取り上げた松永の考え
方を、理論の一助として取り扱い、基本的に松永の考え方を援用し、この理論と共に、実践として具体例
もそれに対応したものとして以下に示すこととしよう。

4-1．幼稚園の表現(音楽)におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践
すでに述べたように、本論文では、幼稚園教育要領に関して、松永の言うカリキュラム・マネジメントに
関する文言の①松永の言う①40）に関して言えば、「・・・・・『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を踏ま
え教育課程を編成すること」となっている以外は、小・中学校の学習指導要領と、概ね同様の記述がみら
れる

26）

ことなどを考慮し、小・中学校と幼稚園が、ほぼ同様の内容の理論・考え方で対応できると筆者は

考えている。
つまり、この理論・考え方で対応するならば、発達段階を考慮すれば、幼稚園の表現(音楽)におけるカ
リキュラム・マネジメントの理論と実践においても、次に述べる小・中学校における音楽科のカリキュラム・
マネジメントの理論と実践の場合と、ほぼ同様の考え方で作成可能であろう。しかし今回は、幼稚園に関
しては詳述を省略する。

4-2．小学校における音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実践
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松永の具体例によると、本論文で取り上げた、松永の３.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの（１）
から（７）までの項目分けに対応して、具体的な方策を提案している 42）。
以下に松永の例の概略を示すこととする。
（１）A 小学校の教育目標である、「一人で考え、人と考え、最後までやり抜く子ども」を取り上げる。
（２）期待される資質・能力は、「知的好奇心に基づく主体性」「支え合う協調性」「自己実現に向かう創
造性」である。
（３）教育目標は子どもに分かりやすく示したもの。音楽の授業を通して、主体性・協調性・創造性を育
てることとしている。
（４）学年ごとの題材構成や年間計画を考える。
（５）期待される資質・能力を検証しながら、育成することとする。
（６）授業終了後、（１）で示した３つの資質・能力に基づく検証を行う。
（７）各学校の年度末の教育指導の評価に関する会議で、音楽科としての取り組みを報告する。改善
点については次年度の指導に生かす。
松永は、カリキュラムに関して、「絶えず検証され改善されるものでなくてはならない 43)」としている。

4-3．中学校における音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実践
松永の具体例によると、本論文で取り上げた、松永の３.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの（１）
から（７）までの項目分けに対応して、具体的な方策を提案している 44）。
以下に松永の例の概略を示すこととする。
（１）A 中学校の教育目標である、「独歩、信愛、協働」を取り上げる。
（２）期待される資質・能力は、「夢や願いの実現を目指してひたむきに全力を尽くす」「仲間への思い
やり・心づかいを行動で示す」「仲間とともに高まろうとする」である。
（３）教育目標は生徒に分かりやすく示したもの。音楽の授業を通して、「独歩、協働、信愛」を育てる。
（４）学年ごとの題材構成や年間計画を考える。
（５）期待される資質・能力を検証しながら、育成することとする。
（６）授業終了後、（１）で示した３つの資質・能力に基づく検証を行う。
（７）各学校の年度末の教育指導の評価に関する会議で、音楽科としての取り組みを報告する。改善
点については次年度の指導に生かす。
松永は、カリキュラムに関して、小学校同様、「絶えず検証され改善されるものでなくてはならない 45)」
としている。

4-4．高等学校における音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実践
すでに述べたように、本論文では、カリキュラム・マネジメントに関して、高等学校学習指導要領におい
て、小・中学校と概ね同様の記述がみられる

46）

ことなどを考慮し、小・中学校と高等学校において、ほぼ
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同様の内容で対応できると筆者は考えている。
つまり、この理論・考え方で対応するならば、発達段階を考慮すれば、幼稚園の表現(音楽)におけるカ
リキュラム・マネジメントの理論と実践においても、小・中学校における音楽科のカリキュラム・マネジメント
の理論と実践同様の考え方で、さらには高等学校における音楽科のカリキュラム・マネジメントの理論と実
践においても作成可能であろう。しかし今回は、高等学校に関しては詳述を省略する。

まとめにかえて
以上、1．カリキュラム・マネジメントとは何か、２．カリキュラム・マネジメントの手順、３．音楽科における
カリキュラム・マネジメント、4.音楽科におけるカリキュラム・マネジメントの理論と実践について検討した。
今回の松永の説を援用すれば、発達段階における差異はあるものの、内容的に整合性のある姿が見
られ、ほぼ同様なアプローチで幼稚園の表現(音楽)から、小・中学校、高等学校の音楽科までのカリキュ
ラム・マネジメントの作成が可能であることが分かる。
これまでにも、カリキュラム作成に関しては、学びが成立する仕掛けを作るといった考え方はあり、そ
れは今回の学習指導要領の改訂のみに限られたことではないといった見方もあろう。
しかしながら、１.カリキュラム・マネジメントとは何かで、松永の文章を引用したように１7),18)、時代の変化
に対応して、カリキュラム作成も大きく変化する必要性が生じてきている。
そういった意味で、今まで難しいとされてきたシュタイナー教育４7）などを、小・中学校になどにおいて
部分的に取り入れるなどの方向も考えられるであろう。
シュタイナーのエポック方式に関して言えば、「シュタイナー学校では,毎朝,子どもが受ける最初の授
業として一種のテーマ学習をするのである。テーマの内容は低学年では生活領域により,高学年ではさら
に教科領域によって区切られる。子どもたちは一つのテーマについての体験が深まるように配慮された
総合学習を続けるのであるが,その期間は普通 4 週間である。たとえば『植物』のエポックでは,子どもたち
はお話を聴き,絵をかき,野外観察をし,また絵をかくなど,時間をかけてゆっくりと植物の特徴に関心が深ま
るように導かれていく４8）」とされており、比較的短い単位で展開することが多い、我が国の授業と比較し、
大宇宙、小宇宙の形でも認識可能な、調和のとれた教育方法としても、吟味されてしかるべきであろう。
シュタイナーの、こういった「植物」のエポックなどに着目した、エポック方式の考え方を取り入れた、エ
ポック授業は、カリキュラム・マネジメントにおいて、音楽科を取り入れた次のような展開も可能であろう。
児童・生徒が主体的・対話的に、「植物」に関連した歌を歌う、「植物」を表現するために作曲をする、
「植物」を表現するために楽器を演奏する、「植物」に結びついた踊りの表現に対応した音楽を作曲し、取
り入れるなど、音楽科が関与することで、より教科等横断的に、より総合的に、また広くなど、現在までの
授業と比較すると、より違った形で、深い学びが成立すると筆者は考えている。
こういった、今まで実現が難しいとされてきた教育方法に関しては、今回のカリキュラム・マネジメントで
こそ再認識されねばならないであろう。
そもそもシュタイナー学校では、「……まとまりのある全体的な発展が何よりも重要視され,そのために
エポック方式を選ぶのである４9)」とある。
筆者は、今回取り上げたカリキュラム・マネジメントが形骸化され、内容的に広まりや深まり、統一性を
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欠くことを最も恐れる者である。
今後は、現在までの音楽科における教科教育研究のあり方と、乖離しない形でのカリキュラム・マネジ
メント研究などを通して、さらに新しい形での研究が求められていくのではないかと筆者は考えている。
なお、本論文では主に松永の著作を先行研究として扱ったが、他のカリキュラム・マネジメントに関す
る先行研究も参照されたい 50)。

注
１）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1384662_2.pdf (2018,
9.15 閲覧).
２)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs1384661.htm1384661_3_2pp.17,18.(2017,8,14 閲覧).なお
本論文では『幼稚園教育要領平成 29 年告示 文部科学省』(教育情報出版[保育出版社],2017)を使用
した。なお本論文では、この文献を便宜的に、幼稚園教育要領と表記することとする。
３)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs1384661.htm1384661_4_2(2017,8,14 閲覧).なお本論では
『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)平成 29 年 3 月告示 文部科学省』(東洋館出版社,2018)を使用
した。なお本論文では、この文献を便宜的に、小学校学習指導要領と表記することとする。
４)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs1384661.htm1384661_5(2017,8,14 閲覧).なお本論では
『中学校学習指導要領(平成29 年告示)平成29 年3 月告示 文部科学省』(東山書房,2018)を使用した。
なお本論文では、この文献を便宜的に、中学校学習指導要領と表記することとする。
５)山口(藤田)文子「新旧幼稚園教育要領,小・中学校学習指導要領の音楽科に関する内容と教育方法の
特色と課題」『茨城大学教育学部紀要(教育科学)』,67 号,(2018),pp.189-196.
６)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2018/04/18/1384662_3.pdf（2018,
9.15 閲覧）.
７)http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/11/138
4661_6_1_2.pdf (2018,8.10 閲覧).なお本論文では『高等学校学習指導要領(平成 29 年告示)平成 29 年 3
月告示 文部科学省』(東山書房,2019)を使用した。なお本論文では、この文献を便宜的に、高等学校
学習指導要領と表記することとする。
８）山口(藤田)文子「新旧高等学校学習指導要領の音楽科に関する内容と、教育方法の特色と課題」『茨
城大学教育実践研究』,37 号,(2018),pp.67-75.
９）本論文注５）の前掲論文、p.190、p.195。また、本論文注８）の前掲論文、p.70。
10)本論文注 1)「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」２．知識の理解の質を高
め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」、本論文注６)「高等学校学習指導要領の改訂のポ
イント」２．知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」参照。
11)本論文注 5)、8)参照。
12）松永洋介「１｜カリキュラム・マネジメントの概説・構想例」初等科音楽教育研究会編『小学校教員養成
課程用 最新初等科音楽教育法 ２０１７年告示「小学校学習指導要領」準拠』(音楽之友社,2018)、
pp.116,117、松永洋介「３｜カリキュラム・マネジメントの概説・構想例」中等科音楽教育研究会編『中学
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校・高等学校教員養成課程用 最新中等科音楽教育法 ２０１７/１８年告示「中学校・高等学校学習指
導要領」準拠』(音楽之友社,2019)、pp.114,115．参照。
13)幼稚園、小・中学校については、平成29年告示のもの。また、高等学校に関しては、平成30年告示の
ものをさす。それぞれ、本論文注 2)～4)、7)参照。
14)田村知子『カリキュラムマネジメント―学力向上へのアクションプラン―』日本標準ブックレット No.13(株
式会社 日本標準, 2014), p.12.
15)～22)本論文注 12)前半の前掲書、p.116.参照。
18）堀田達也「プログラム教育の必修化と学校の対応課題」［編集］奈須正裕『［新教育課程］ポイント理解
２ よくわ かる 小学校 中学校新学習指導要領全文と要点解説』（［株］教育開発研究所,
2017）,pp.24,25.参照。
21)本論文注 3)前掲書、p.18.参照。
23)本論文注 4)前掲書、p.20.参照。
24)本論文注 12)後半の前掲書、p.114.参照。
25)本論文注７)前掲書、p.20.参照。
26)本論文注 2)前掲書、p.5.参照。
27)～32）本論文注 12）前半部分の前掲書 p.116.参照。
29）大貫守「1 解説①カリキュラム・マネジメントとは何か」田中耕治・岸田蘭子監修 京都市立高倉小学
校・京都大学大学院教育学研究科共育方法研究室 著『資質・能力を育てるカリキュラム・マネジメント
読解力を基盤とする教科の学習とパフォーマンス評価の実践』,（株式会社 日本標準,2017）,p.105 参
照。ここでは、「・・・・・・カリキュラム・マネジメントが,たんなる計画(Plan)で終わらないために,実際に年
間指導計画に沿って実施し(Do),活動を評価し(Check),計画やチームのあり方自体を練り直す(Act)サ
イクル(PDCA)サイクルを意識することも重要である」とある。
33)本論文注 12）前半部分の前掲書 pp.116,117.参照。
34)本論文注 12）前半部分の前掲書 p.117.参照。
35)本論文注 12）後半部分の前掲書 pp.114,115.参照。
36)本論文注７)前掲書、p.20、本論文注 23)、本論文注 21)、本論文注 26)参照。
37)本論文注 12)前半部分の前掲書、p.117、及び後半部分の前掲書、p.115.参照。
38)同上。
39)本論文注 25)参照。
40)本論文注 12)前半部分の前掲書、p.116、及び後半部分の前掲書、p.114.参照。
41) 本論文注 12)前半部分の前掲書、p.117、及び後半部分の前掲書、p.115.参照。
42)本論文注 12)前半部分の前掲書、p.117.参照。
43)同上。
44)本論文注 12)後半部分の前掲書、p.115.参照。
45) 同上。
46)本論文注 25)参照。
47)実松宣夫「第１１章 シュタイナーの教育思想―無視されてきた思想と教育―」山崎英則/徳本達夫編
著『教育専門シリーズ③ 西洋教育史』（株式会社ミネルヴァ書房, 2001）pp.123-134.
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48)同上書 pp.129,130.
49)同上書 p.130.
50)特に［編著者］津金美智子『平成 29 年度版 新幼稚園教育要領ポイント総整理 幼稚園』(株式会社
東洋館出版社,2017)CHAPTER１幼稚園教育要領改訂のポイント,p.17,CHAPTER２教育課程の編成と
幼稚園教育におけるカリキュラム・マネジメント,pp.55-106,［編著］山下薫子『平成 29 年度版 小学校
新学習指導要領ポイント総整理 音楽』(株式会社東洋館出版社,2017)CHAPTER１音楽科改訂のポイ
ント, p.17,CHAPTER３[授業改善の視点②]カリキュラム・マネジメント,pp.83-107,「月刊高校教育」編
集部編『高等学校新学習指導要領 全文と解説』(学事出版株式会社,2018),pp.14,15,pp.21,22,pp.28
-30.などを参照されたい。
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性的マイノリティ当事者との接触経験がもたらす教育的効果
―― ジェンダー・ダイバーシティ教育の視点から ――
佐 藤 裕 紀 子＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Educational Effects of Contact Experience with Sexual Minorities: from the View Point of Gender Diversity
Education
Yukiko SATO

キーワード：ジェンダー・ダイバーシティ教育，性的マイノリティ，LGBT，フォビア

近年、性の多様性に対する社会的な寛容性は高まりつつあるが、個々の性的マイノリティ当事者たちは依然として差別的
な言動に頻繁にさらされていることが報告されている。本稿の目的は、こうした状況を改善する教育プログラムを検討する基
礎資料を得ることである。性的マイノリティに対する意識を規定する要因として先行研究で指摘されている「LGBT 当事者との
接触経験」に着目し、教育活動の場で「LGBT 当事者との接触経験」を意図的に設定してその教育効果を検証した。授業前
後におけるアンケート結果と授業後の振り返りシートへの自由記述の内容から、受講生の LGBT に対する意識の変化を分析
した結果、 授業後において「LGBT に対するフォビア得点」、「身近な友人に対するフォビア得点」が有意に低下しているこ
とが確認された。また、自由記述の分析からは、LGBT に対するフォビア的な意識が低下していること、多様な性に対する理
解が進むだけにとどまらず、多様な性を尊重しようとする態度も育っていることが確認された。

はじめに
近年、性の多様性に対する社会的な寛容性は急速に高まりつつある。本稿の問題意識は、そうし
た性の多様性に対する社会的な寛容性の高まりにも関わらず、いわゆる性的マイノリティといわれ
る人々に対する差別や偏見が依然として解消されていないことにある。
国際的にみると、政府間レベルでは、2007 年、国連理事会で性的指向や性自認に関し国際人権法
がどのように適用されるかを記した国際文書「ジョグジャカルタ原則」が採択されたことに続き、
2011 年には、国連人権理事会は性的指向と性自認に関するものとしては初となる国連決議を採択し、
個人の性的指向や性自認を理由とする暴力や差別に対する「由々しき懸念」を表明した。これらの
動きは、いかなる性的指向、性自認であっても、それはその個人の権利として尊重されるべきこと
がオーソライズされたことを意味し、性の多様化に関する議論を大きく前進させたという意味にお
――――――――
*茨城大学教育学部
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いてきわめて重要である。医療分野では、LGBT は精神医学会ではながらく病理であると見なされて
きたが、近年のアメリカ精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」や WHO の「国際疾病分
類」
における LGBT の扱いの変更に見られるように、
LGBT の脱精神疾患化への動きが加速している 1）。
家族形成に関しては、オランダやベルギー、スウェーデン、カナダなど、多くの国において同性婚
を認めているほか、ドイツ、アイルランド、スイス、オーストリアなど同姓のカップルにパートナ
ーとしての立場を認める法や制度をもつ国も少なくない。
一方、日本においては、医療分野では 98 年以降、ホルモン療法や性別適合手術の医学的治療が公
的に承認され、2003 年には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立するなど、
性的マイノリティは性的自己決定権を保障されるべき存在としての位置を獲得しつつある。また、
教育分野では 2015 年、文科省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等に
ついて」を各都道府県・指定都市教育委員会及び私立学校等に通知し、翌 2016 年には前年の通知を
補足するものとして、
「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応
等の実施について」を発出した。これらが象徴するように、性的マイノリティは学校現場において
今や「問題行動」2）の事例ではなく、きめ細やかな組織的な対応が求められる存在となっている。
さらに、家族形成に関しては、2015 年に渋谷区、世田谷区が結婚に相当する関係としていわゆる「同
性パートナーシップ制度」をスタートさせたことに始まり、これまでに 20 を超える自治体が導入す
るに至っている。この制度は同姓のカップルには法律婚と同等の権利義務関係を与えておらずシン
ボリックな意味合いが強いものの、彼らは今や日常の場で生活を営む存在としての位置を獲得しつ
つある（釜野 2017）
。
しかし、冒頭で述べたように、こうした社会的な寛容性の高まりにも関わらず、日本では個々の
性的マイノリティ当事者たちが直面している生きづらい状況は依然として改善されていない。いの
ちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン「LGBT の学校生活に関する実態調査（2013）結果報
告書」
（2014）や日高「LGBT 当事者の意識調査」
（2016）では、性的マイノリティ当事者たちが差別
的な冗談やからかいといったフォビア的な言動に頻繁にさらされているようすが明らかにされてい
る。性的指向や性自認のいかんに関わらず、だれもが個として等しく尊重される社会を構築するた
めには、ヘテロノーマティビティを前提とした社会のありようを見直すだけでなく、個別的対人関
係に大きく影響する性的マイノリティ当事者に向けられるフォビア的な意識についても、ジェンダ
ー・ダイバーシティ教育の立場から変えていく取り組みが必要であろう。
性的マイノリティに対する意識を規定する要因については、従来、さまざまな検討がなされてき
た。多数の研究で指摘されてきた要因は、性別（山下・源氏他 1996、石丸 2008、石原 2012、釜野
2017、須長ほか 2017 など）
、年齢（岩井・佐藤 2002、石原 2012、釜野 2017 など）
、職業上の職階（石
原 2012、河口ほか 2016 など）
、当事者との接触経験（石丸 2008、釜野 2017 など）などである。こ
れらの研究では、男性であること、高齢であること、管理職であること、当事者との接触経験がな
いことが、性的マイノリティに対するフォビア的な意識を有意に高めることが指摘されている。こ
れらの規定要因のうち、本稿が注目するのは「当事者との接触経験」である。
「当事者との接触経験」
は、
個々のフォビア的な意識に対し、
教育活動による積極的な介入が可能となる項目だからである。
日常生活における「当事者との接触経験」の機会は誰にも保障されているわけではない。その機会
を教育活動において意図的に設定することにより同様の効果が得られるのであれば、今後の教育活
動に積極的に取り入れていくことで大きな成果が期待できる。
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以上の関心に基づき、本稿では、教育活動の場面に性的マイノリティ当事者が加わることによる
効果を明らかにし、LGBT 当事者との接触経験がもつ意味と意義を検討する。この作業を通じて、ジ
ェンダー・ダイバーシティ教育の視点から、性的指向や性自認のいかんに関わらずだれもが等しく
尊重される社会の担い手を育てる教育活動を考察する手掛かりを得たい。
なお、本稿におけるジェンダー・ダイバーシティ教育とは、性的指向と性自認が多様であること
を理解し、相互に尊重する態度や行動を促す教育を指す用語として用いる。また、性的マイノリテ
ィは L（レズビアン）
、G（ゲイ）
、B（バイセクシュアル）
、T（トランスジェンダー）だけで捉えら
れるわけではないが、本稿では便宜的に性的マイノリティを指す用語として LGBT を用いる。

目的
本稿の目的は、LGBT 当事者による講義が受講者の LGBT に対する意識に与える影響を明らかにす
ることを通じて LGBT 当事者との接触経験がもつ教育的効果を検証し、これからのジェンダー・ダイ
バーシティ教育を考察する基礎資料を得ることである。

方法
１．分析概要
家庭科教員をめざす茨城大学教育学部3年次、4年次学生24名を対象に、2019年7月、LGBT当事者を
講師として「性の多様性」をテーマとした授業を実施し、事前・事後のアンケート調査の結果と、
授業後における振り返りシートへの自由記述内容を分析することにより、LGBTに対する意識の変容
を検討する。調査対象者24名は、いずれも女性で、3年次にジェンダーや多様な性をテーマとする講
義を受講し、性の多様化の現状、性的マイノリティが直面している困難や生きづらさの現状等につ
いて一通りの知識を得ている学生である。
２．調査項目と分析方法
授業の事前・事後のアンケートは、河口和也ほか「性的マイノリティについての意識 2015年全
国調査」（2016）をもとに作成した、「LGBTに対する意識」、「仲のよい友人がLGBTだと知ったと
きの意識」、「LGBTの友人からのカミングアウトに対する意識」、「LGBTの家族形成に対する意識」
などに関する設問から構成される調査票を用いる。上記のうち、本稿では「LGBTに対する意識」、
「仲の良い友人がLGBTだと知ったときの意識」に関する設問への回答について、指導前と指導後の
変容を中心に分析する。
「LGBTに対する意識」を捉える設問は、次の8項目に対し「そう思う」から「そう思わない」まで
の4件法で尋ねる。
・男性が男性に恋愛感情を頂くのはおかしい
・女性が女性に恋愛感情を抱くのはおかしい
・男女両方に恋愛感情を抱くのはおかしい
・男性どうしの性行為は気持ちが悪い
・女性どうしの性行為は気持ちが悪い
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・異性と性行為をすることもあれば、同姓と性行為をすることもあるというのは気持ちが悪い
・性別を男性から女性に変えるのは気持ちが悪い
・性別を女性から男性に変えるのは気持ちが悪い
「仲のよい友人がLGBTだと知ったときの意識」を捉える設問は、次の6項目に対し「そう思う」か
ら「そう思わない」までの4件法で尋ねる。
・仲のよい男性の友人が同性愛者だとわかったら抵抗がある
・仲のよい女性の友人が同性愛者だとわかったら抵抗がある
・仲のよい男性の友人が両性愛者（男女両方を恋愛対象とする男性）だとわかったら抵抗がある
・仲のよい女性の友人が両性愛者（男女両方を恋愛対象とする女性）だとわかったら抵抗がある
・仲のよい友人が性別を男性から女性に変えたら抵抗がある
・仲のよい友人が性別を女性から男性に変えたら抵抗がある
上記設問の各項目について、「そう思う」に4点、「どちらかといえばそう思う」に3点、「どち
らかといえばそう思わない」に2点、「そう思わない」に1点を与え、合計点の平均値を算出し、そ
れぞれを「LGBTフォビア得点」、「身近な友人に対するLGBTフォビア得点」として事前・事後の得
点についてt検定を行う。
振り返りシートには、授業を受けて感じたことを自由に記述してもらい、それについて内容分析
を行う。
３．授業概要
2019年7月、茨城大学においてLGBT当事者3）を講師として「性の多様性」をテーマとした90分の授
業を行った。授業のねらいは、性的指向や性自認の多様性を理解するとともに、LGBT当事者が生活
のさまざまな場面でどのような困難やいきづらさに直面しているのかを知ることである。
授業概要を図1に示す。「性別」と「性」のあり方については、性別は男性と女性だけではないこ
と、性のあり方を考えるためには、体の性（生まれたときの性）、好きになる性（性的指向）、心
の性（性自認）、表現する性（服装や言葉遣い）を知る必要があることが説明された。セクシュア
ル・マイノリティとその人口規模については、LGBTという用語はセクシュアル・マイノリティ全体
を指すものではなく、実際の性のありようはさらに多様であること、各種調査からLGBTの割合は人
口の8％程度存在することが分かっていることが説明された。セクシュアル・マイノリティの「違和
感」・「困惑」・「不安感」については、当事者が成長過程で他者との関わりや学校生活の中で感
じる違和感、困惑、不安感について、当事者としての経験や体験を交えながら説明された。当事者
として伝えたいことについては、“らしさ”の強要をさけてほしいこと、ダイバーシティ（多様な
個性）を知ってほしいこと、「知らない」と「嫌い」を分けて考えてほしいこと、教員として「何
かしてあげなくては」ではなく、自分は（学校は）「何を求められているのか」を丁寧にヒアリン
グしてほしいこと、受け入れることは難しくても、
「そこにいる」ことを否定しないでほしいこと、
などが当事者の立場から伝えられた。質疑応答では、質問がほとんどなかったため、授業内容を補
足する説明や自身の体験が語られた。
なお、授業を行う前に、今回の授業に関わって行われるアンケートや振り返りシートの記入はす
べて無記名で行うこと、記入内容は成績とは一切関係がないこと、アンケートや振り返りシートに
記入しなかったとしても不利益を被ることは一切ないことを説明した。
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１．「性別」と「性」のあり方について
２．セクシュアル・マイノリティとその人口規模
３．セクシュアル・マイノリティの「違和感」・「困惑」・「不安感」
４．当事者として伝えたいこと
５．質疑応答
図１ 授業概要

結果
１．授業前後のフォビア得点の変化
表 1 に「LGBT フォビア得点」と「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」の記述統計量を示し
た。
本調査の対象者の授業前における LGBT に対するフォビア的な意識の程度を捉えるために、
「LGBT
フォビア得点」と「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」を構成する各項目について、本調査（事
前調査）と全国調査の結果を比較した（表 2）
。本調査の対象が大学 3・4 年生（20～22 歳）の女性
であるのに対し、全国調査の対象は 20～30 歳代の男女であるという違いはあるものの、本調査の対
象者の LGBT に対するフォビア的な意識は低いといえる。
授業前と授業後の「LGBT フォビア得点」
、
「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」について t
検定を実施したところ、
「LGBT フォビア得点」
（t(23)=2.42,p＜.05）
、
「身近な友人に対する LGBT フ
ォビア得点」
（t(23)=3.81、p＜.01）はともに授業後は有意に低下したことが確認された。
また、本調査では「これまでに知人や親族に LGBT の人がいたか」を尋ねているが、
「いる」と「そ
うかもしれない人がいる」の合計は 6 名であった。LGBT の人が「いる」と「そうかもしれない人が
いる」と回答した群とそれ以外の群とで「LGBT フォビア得点」
（t(22)=.17,p＜.05）
、
「身近な友人
に対する LGBT フォビア得点」
（t(22)=-1.22,p＜.05）を比較したところ、ともに有意差はみられな
かった。

表 1 「LGBT フォビア得点」と「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」の記述統計量

n

平均

最大値

最小値

標準偏差

α係数

授業前

24 1.42

2.75

1.00

.51

.910

授業後

24 1.32

2.75

1.00

.44

.902

身近な友人に対する

授業前

24 1.50

2.33

1.00

.52

.879

LGBT フォビア得点

授業後

24 1.28

2.33

1.00

.44

.928

LGBT フォビア得点
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表 2 LGBT に対する意識（全国調査※との比較） （単位：％）
とても
そう思う

どちらかと

どちらかと

いえば

いえばそう

そう思う

思わない

そう
思わない

男性同士の恋愛

本調査

―

―

16.7

83.3

感情への違和感

全国調査

5.7

18.8

32.2

40.6

女性同士の恋愛

本調査

―

―

16.7

83.3

感情への違和感

全国調査

4.8

17.6

33.1

41.5

両性への恋愛

本調査

―

―

16.7

83.3

LGBT に

感情への違和感

全国調査

8.1

19.4

29.6

40.3

対する

男性同士の性行為

本調査

4.2

33.3

20.8

41.7

意識

への嫌悪感

全国調査

35.5

29.9

14.9

16.7

女性同士の性行為

本調査

4.2

20.8

20.8

54.2

への嫌悪感

全国調査

20.0

28.4

26.0

22.7

両性との性行為

本調査

4.2

16.7

29.2

50.0

への嫌悪感

全国調査

24.2

31.0

23.3

17.9

トランス女性への

本調査

―

―

16.7

83.3

嫌悪感

全国調査

6.0

17.3

27.5

46.0

トランス男性への

本調査

―

―

16.7

83.3

嫌悪感

全国調査

6.3

16.4

28.1

46.0

同性愛の友人男性に対する

本調査

―

4.2

25.0

70.8

抵抗感

全国調査

8.4

26.9

29.0

34.0

本調査

―

8.3

37.5

54.2

る抵抗感

全国調査

5.7

28.1

28.1

36.4

両性愛の友人男性に対する

本調査

―

―

29.2

70.8

抵抗感

全国調査

6

28.4

31.3

32.5

両性愛の友人女性に対する

本調査

―

―

41.7

58.3

抵抗感

全国調査

5.4

26.3

30.4

35.8

トランス女性の友人に対す

本調査

―

25.0

20.8

54.2

る抵抗感

全国調査

9.0

26.0

31.0

32.2

トランス男性の友人に対す

本調査

―

20.8

29.2

50.0

る抵抗感

全国調査

9.3

26.3

29.6

33.1

同性愛の友人女性に対す
身近な
LGBT の
友人に対
する意識

※「全国調査」は河口他「性的マイノリティについての意識 2015 年全国調査」（2016）における年齢層
20～30 歳代のデータ。
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２．自由記述分析結果
振り返りシートの自由記述について内容分析した結果を表 3 に示した。
表 3 自由記述の内容と記述例
記述分類

記述内容
LGBT について初めて知る
ことが多くて驚いた。

知識・理解

LGBT の割合が多いことに
驚いた

（n=24）

記述例
LGBT について知っているつもりだったが知らないことが多く
て驚いた／思っていたより性が多様であることを知って驚い
た、など。
LGBT の割合が思っていたより多いことに驚いた、など。

性的指向や性自認が生得

性的指向や性自認が成長してからの個人的な趣味や嗜好では

的なものであることを知

なく生まれたときからの個性であることを知って驚いた、な

って驚いた

ど。

人数※
（％）
8
(33.3)
3
(12.5)
2
(8.3)

セクシャル・マイノリティの人たちを理解できなくても存在
を認められるようにしたいと思う／偏見はないが家族のよう
LGBT の人たちを理解でき な身近な人だった受け入れるのが難しいと思っていたが、教
なくても否定しないよう

員として受け持つ子どもにいたら否定しないように、これか

にしたい

らもっと知っていきたい／「嫌い」と「わからない」を区別

3
(12.5)

してほしいという話に納得した。まずは相手を知ることから
始めてみようと思った、など。
LGBT の人たちを傷つけな 当事者の方の心情や経験を聞いて考えさせられた／当事者の
いように自分の言動には
意識・態度 気をつけたい
の変容

方が他人のさまざまな言動に傷ついていることを知り、日常
的な何気ない言動に気をつけようと思った、など。

7
(29.2)

話してくれる子どもがいたら、教員として何をしてあげるか
カミングアウトされたら

ではなく、相手が何を求めているのかを丁寧に聞くようにし

相手の話をよく聞く姿勢

たい／私に打ち明けてくれた意味をよく考えて、よく話を聞

を大切にしたい

いてていねいに接していきたい／話してくれる人がいたら、

6
(25.0)

相手の話によく耳を傾ける姿勢を大切にしたい、など。
打ち明けてくれる人がいたら支えになってあげられる人にな
支えになってあげたい

りたい／周りにいたら親身になって受け止められるようにな
りたいと思った、など。

教員としての適切な対応
を学んでいきたい
自身の性に
対する自覚

自分の性に気付いた

教員としてクラスの子どもを傷つけないよう対応の仕方を学
んでいきたい／教員としての対応をもっと学んでいきたい、
など。
自分の性的指向や性自認について改めて確認する契機になっ
た、など。

※延べ数．
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1
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内容を大きく分類すると 3 種の内容が確認された。講義を聞いて新たな「知識・理解」を得たこ
とを示す内容、講義を聞いて自分自身の「意識・態度の変容」が促されたことを示す内容、講義が
「自身の性に対する自覚」の契機になったことを示す内容である。
「知識・理解」を得たことを示す内容はさらに 3 種に分類された。
「LGBT について初めて知るこ
とが多くて驚いた」
（8 名）
、
「LGBT の割合が多いことに驚いた」
（3 名）
、
「性的指向や性自認が生得
的なものであることを知って驚いた」
（2 名）
、という内容である。
また、
「意識・態度の変容」が促されたことを示す内容はさらに 5 種に分類された。
「LGBT の人た
ちを理解できなくても否定しないようにしたい」
（3 名）
、
「LGBT の人たちを傷つけないように自分の
言動には気をつけたい」
（7 名）
、
「カミングアウトされたら相手の話をよく聞く姿勢を大切にしたい」
（6 名）
、
「支えになってあげたい」
（2 名）
、
「教員としての適切な対応を学んでいきたい」
（2 名）
、
などの内容である。
「理解できないが存在は否定しない」という消極的なものから「支えになってあ
げたい」
「
、
（専門職の立場から）
適切な対応を学んでいきたい」
という積極的なものまで幅があるが、
いずれもそれまでの自分自身の意識や態度のありようを、相手の立場に立って変えていこうとする
意識が記されていた。

考察
以上から、教育活動の場面に LGBT が加わることにより「LGBT 当事者との接触経験」を意図的に
設定することは、ジェンダー・ダイバーシティ教育の観点から以下のような効果があったと考えら
れる。
第一に LGBT 当事者に対するフォビア的な意識の低下に何らかの影響を与えることである。
すでに
指摘したように、先行研究からは、LGBT 当事者との接触経験がないことは LGBT に対するフォビア
的な意識を有意に高めることが明らかにされている。この知見は、LGBT 当事者との接触経験が LGBT
に対するフォビア的な意識を有意に低下させることを意味するものではない。しかし、本稿の結果
からは、教育活動を通して「LGBT 当事者との接触経験」を意図的に設定することにより、LGBT 一般
に対しても、また仲の良い友人関係にある者に対しても、フォビア的な意識を低下させる効果があ
ることが確認できた。
第二に、性の多様性に対する理解を促すだけにとどまらず、多様な性を尊重しようとする態度が
促されることである。授業後の自由記述からは、
「話をよく聞く姿勢を大切にしたい」
、
「支えになっ
てあげたい」など積極的な意識・態度の変容が促されたことを示す内容が見られた。だが、何より
も注目されたのは、自分もそうかもしれない、LGBT の人たちを理解するのは難しい、無自覚な言動
で LGBT 当事者の人たちを傷つけてしまっているかもしれないなど、
自分自身の性や意識を見つめた
り、これまでの言動を振り返ったりするなかで、自分に対する理解を深めたり、今後、自分がどの
ような態度や行動をとるべきかを省察したりする内容が見られたことである。現在、社会的には
LGBT 当事者に対する配慮を促す傾向がみられるが、その根底にあるのは、LGBT を「配慮の要する特
別な存在」ととらえる考え方であろう。ジェンダー・ダイバーシティ教育に求められるのは、LGBT
当事者への配慮を促すことよりもむしろ、性が多様であるという前提に立ち、ヘテロノーマティビ
ティを無意識のうちに内面化している自分自身やその言動を見直す作業である。今回の自由記述か
ら、一部にではあったが、そうした個々の省察が促されたことが確認できたことは大きな成果であ
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ったといえる。
ところで、本研究において、これまでに知人や親族に LGBT の人や LGBT かもしれない人がいた群
といなかった群とで授業前の「LGBT フォビア得点」
、
「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」を
比較したところ有意差はみられなかった。それにも関わらず、LGBT 当事者による授業の前後で「LGBT
フォビア得点」
、
「身近な友人に対する LGBT フォビア得点」に有意差がみられたことは何を意味する
のであろうか。本研究で実施した授業では、LGBT 当事者により、性の多様性について説明がなされ
るとともに、当事者が成長過程で直面する違和感、困惑、不安感について経験や体験を交えながら
語られた。このことを踏まえると、フォビア的な意識は単に LGBT 当事者との接触経験だけでは低減
せず、性の多様性に対する正確な知識を得たり、LGBT 当事者が直面している困難を知り、なおかつ
その困難が自分自身を含む LGBT 当事者以外の人々の無自覚的な言動により生じていることを理解
したりすることにより低減するのではないかと考えられる。LGBT 当事者をめぐるこうした意味での
理解は日常生活において促される機会は少ないことから、今後、教育現場における取り組みの必要
性が一層強く認識される。

おわりに
最後に、ジェンダー・ダイバーシティ教育の視点から、今後、検討されなければならない課題を
指摘しておきたい。LGBT 当事者に対するフォビア的な意識を低減するには教育が必要であることは
既に述べた。だが、授業の場を通じての「LGBT 当事者との接触経験」の効果は、多分に授業の質に
依存し、場を設定しさえすれば効果が期待できるものではないという点である。どのような人物が
授業をするのか、何を話すのか、どのように話すのか、受講生のレディネスはどの程度必要かなど、
検討されなければならない課題は多い。こうした課題を丁寧に検証し、効果的な実践的ジェンダー・
ダイバーシティ教育プログラムを構築することが今後の課題である。

注
1）2013 年、アメリカ精神医学会の［精神疾患の診断・統計マニュアル（DSM）
］第 5 版において「性
同一性障害（gender identity disorder）
」は「性別違和」
（gender dysphoria）へと変更され、2019
年、WHO「国際疾病分類（ICD）
」第 11 版においては、それまでの性同一性障害（gender identity
disorder）の用語は性別不合（gender incongruence）へと変更された。
2）文部省（当時）が 1979 年に発行した『生徒の問題行動に関する基礎資料―中学校・高等学校編
においては、同性愛は「倒錯的性非行」であり、指導して改善すべき「問題行動」であると位置づ
けられている。
3）授業を行ったのはトランスジェンダーの男性である。

引用文献
日高庸晴.2016.「LGBT当事者の意識調査～いじめ問題と職場環境等の課題～」
http://www.health-issue.jp/reach_online2016_report.pdf（2019年8月10日閲覧）.
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小学校英語教育におけるチャンクを利用した
音声指導，および読み書き指導への橋渡し
下

薫＊ ・ 猪井 新一＊＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Introducing ‘Chunking’ into Listening and Speaking Activities and Using it as a Bridge for
Teaching Reading and Writing in Elementary School English Education
Kaoru SHIMO and Shin’ichi INOI

キーワード： 小学校英語，音声指導，語彙指導，チャンク，音から文字への連動

本論文は，新小学校学習指導要領の外国語活動及び外国語科における総括目標，5 領域の目標及び言語材料，チャ
ンクを利用した音声指導と読み書き指導の具体的指導方法，学級担任が音声指導をするための留意点等について考察
したものである。
チャンク指導は，
英語の音声指導および,音声指導を読み書き指導に接続する上で有効と思われるが，
学級担任は小学校英語教育の理念や目的を見失うことのないように，英語指導にあたることが大切である。

はじめに
2020 年度より小学校では 3,4 年生から年間 35 時間の外国語活動，5,6 年生は年間 70 時間の外国
語科が開始する。その移行期間として 2018 年度より 3, 4 年生で年間 15 時間，5, 6 年生で年間 50 時
間の外国語の授業が実施されている。2020 年度から，5, 6 年生の外国語は教科となるため検定教科
書が作られたが，移行期間の教材に関しては文部科学省から 3,4 年生向けに Let’s Try!，5, 6 年生向
けに We Can! が制作され，現在多くの小学校で，それ以前に配布された Hi, friends! と合わせて使用
されている。We Can! には補助教材としてテキストに沿ったデジタル教材が用意され，指導する小
学教員のサポートになっている。この結果，児童の外国語活動に対する学習意欲の高まりや，中学
生の外国語教育に対する積極性の向上などが報告されている。しかし一方で，小学校の音声中心の
学習と中学校の文字学習が円滑に連携していない点や，日本語と英語の音声の違い，英語の発音と
綴りの関係，文構造の学習などにおいて課題が指摘されている (文部科学省, 2018a, p. 7)。本稿では，
1) 音から文字へ円滑な連携を実現させる「チャンク」を利用した音声指導について，学習指導要領
――――――――
*茨城大学教育学部非常勤講師

**茨城大学教育学部
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に記載された目標に沿って考察する。次に 2) 音声面を中心に学習指導要領に記載された 5 領域の
目標について考察する。3) チャンクを利用した音声指導と読み書き指導について具体的な活動案を
示しながら提案する。4) チャンクを含めた音声指導をする際の小学校学級担任の留意事項について
言及する。

学習指導要領
１． 総括目標
文部科学省が掲げる小学校と中学校の外国語に関する目標を比較すると以下の通りである。
小学校中学年の外国語活動の目標
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，話す
ことの言語活動を通して，コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり育成する
(文部科学省, 2018a, p.11, 下線部筆者)

ことを目指す。
小学校高学年の外国語科の目標

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読む
こと，話すこと，書くことの言語活動を通して，コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力
(文部科学省, 2018a, p. 67, 下線部筆者)

を次のとおり育成することを目指す。
中学校の外国語科の目標

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読む
こと，話すこと，書くことの言語活動を通して，簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝
えあったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(文部科学省, 2018b, p.10, 下線部筆者)
文部科学省は小学校から中学校の教育が円滑に接続されることを重視し，中学校の外国語科の目
標が「コミュニケーションを図る資質・能力」であることに対して，小学校中学年が「素地となる
資質・能力」
，高学年が「基礎となる資質・能力」とし，小学校の英語活動が中学校の礎になるこ
とを強調している (文部科学省, 2018a, pp.12-13)。この資質・能力には「知識及び技能」
，
「思考
力，判断力，表現力等」
，
「学びに向かう力，人間性等」の 3 つが挙げられ，小・中・高等学校で一
貫して育成するものであるとしている (文部科学省, 2018b, pp.7-8)。この 3 つの資質・能力の下
で，小学校中学年の「聞くこと」
「話すこと[やりとり]」
「話すこと[発表]」の 3 領域に，高学年で
「読むこと」
「書くこと」に加え，教科として外国語を導入されることとなった。次に小学校の外
国語活動と外国語科のそれぞれの目標を記載されている言語材料と共に音声の観点から考察する。

２． 小学校学習指導要領の目標に関する音声指導
1) 外国語活動
学習指導要領に記載されている外国語活動の目標の中で音声面に触れている部分は以下の通りで
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ある。
(1) 外国語を通して，言語や文化について体験的に理解を深め，日本語と外国語との音声の違い等
に気付くとともに，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむようにする。
(文部科学省, 2018a, p.13,下線部筆者)
「日本語と外国語との音声の違い等に気付く」
という表記は学習指導要領改定版で
「知識及び技能」
に追加された。これは，小学校で学んだ音声が，中学校で円滑に文字に連動していないことなどの
課題を踏まえての改定されたものである。小，中，高校と一貫した英語活動の実現のための重要な
音声面の素地作りとなる。音声面の「素地」とは英語特有の音に気付き，その感覚を身につけるこ
とである。学習指導要領にもまず日本語と英語の音声の違いに気付かせることが重要だとし，英語
の音に触れることで，英語のみならず日本語の音声の特徴に気付くことができると述べている。
小学校 3, 4 年生で身につけた音声の「知識及び技能」は高学年以降の「聞く」
「話す」力につなが
る「素地」として重要になる。その具体的な活動として学習指導要領では以下の具体的な内容を挙
げている。
イ 日本と外国の言語や文化について理解すること。
(ｱ)

英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに，日本語との違いを知り，言葉の面白さや
(文部科学省, 2018a, p. 26,下線部筆者)

豊かさに気付くこと。

未知なるものに興味を持ち，受け入れる柔軟性のある小学校低，中学年は，新たに耳にする英語
の音声をチャンツやゲームを通して楽しみながら，繰り返し音を聞き，発話する傾向がある。学
習指導要領にも英語音声やリズムに慣れ親しむ具体例として，日本語と英語の音節の違い，英語
特有の発音，そして動物の鳴き声の違いなど言葉の面白さ気付く，の 3 点を挙げている (同書,
p.26) 。音節に関しては，日本語ではミルクが (mi-ru-ku)と 3 音節であるのに対して，英語では
milk と 1 音節になることを挙げているが，音声の素地作りの上で，この音節を意識したリズ
ム，イントネーションの指導は特に重要だと言えよう。
2) 外国語科
小学校 5, 6 年生を対象とした外国語科の音声面の目標に関しては，小学校学習指導要領に以下の
ように記載されている。
(1) 外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働きなどについて，日本語と外国語との
違いに気付き，これらの知識を理解するとともに，読むこと，書くことに慣れ親しみ，聞く
こと，読むこと，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる
基礎的な技能を見にづけるようにする。(文部科学省, 2018a, p. 67, 下線部筆者)
教科としての外国語科では，中学年の外国語活動において英語の音声や基本的な表現に慣れ親しん
だことを生かし，中学校で身につける実際のコミュニケーションで活用できる技能の基礎的なもの
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を身につけるとされている。具体的には小学校から中学校への音声から文字への学習が円滑に進ん
でいないこと，音声の違い，発音と綴りの関係，文構造の学習において課題がある点などを踏まえ
て，高学年から発達段階に応じて「読む」
「書く」を加え，言語能力向上の観点から言語の仕組みを
理解することが求められる (同書, p. 68)。音から文字への円滑は連携とは，身についた英語のリズ
ム，イントネーションなどの音の感覚を保ったまま文字，単語，文章の「読み」につなげていくこ
とである。つまり音を伴った「読み」
「書き」学習を実現させることが重要である。そこで次に，学
習指導要領に設定されている各領域の目標を，児童が音声受容する言語材料と合わせて考察する。
３．5 領域の目標と言語材料
1) 外国語活動における「聞くこと」
「話すこと」の目標及び言語材料
中学年の外国語活動においては，高学年以降で設定されている 5 つの領域のうち，
「聞くこと」
，
「話すこと[やりとり]」
，
「話すこと[発表]」の 3 つの領域について目標を設定している (文部科学省,
2018a, pp. 19-24)。ここでは Let’s Try! と We Can! に掲載されている言語材料と合わせて指導要領に
記載されている目標を領域別に見ていく。
(1)「聞くこと」
中学年での「聞くこと」の目標は，児童が興味・関心を示すような身近で簡単な事柄，例えば自
分のことや身の回りの物についての簡単な語句，基本的な表現がゆっくりはっきりと話された際に
聞き取れ，意味が分かるようにすること (同書, p.19)。身近な題材を選ぶことで，初めて聞く英語の
単語の音声と意味が一致し，受容語彙として児童は受け入れることになる。言語材料として，‘Jump,
Walk, Run’ などジェスチャーと共に示すことで理解につながる動詞や， ‘I like blue. I have a pen. I go
to school.’ など自分に関することの聞き取りなどが挙げられる。基本的な表現の理解を助けるため
の，イラスト，写真などの視覚教材を使うことの重要性にも触れている (同書, p. 20) 。
(2)「話すこと[やり取り]」
相手とのやりとり，すなわち対話形式の「話すこと」に関して，まず第一段階として， ‘How
are you? I’m good.’ などと挨拶を交わしたり，簡単な依頼に応じて感謝の気持ちを述べ合ったり
する(同書, p. 32)，とある。児童同士のやり取りの例として， ‘The A card, please. Here you are. Thank
you. You’re welcome.’ が挙げられている通り，日常的な場面設定で言語活動が行われることで児童
は英語による表現を自然に理解し，発話につなげることができる。第二段階としては，ペアやグル
ープで自分のことや気持ちを簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合うとある。ここでは第一段
階の定型的なやり取りから発展して，話し手と聞き手が互いを意識して，分かりやすく伝えたり，
聞き手はうなずくなどの反応を返して会話を進めることを目標としている。 ‘That’s great! Me, too.
That’s too bad.’ など自分の気持ちを伝えることで，自己尊重や他者理解にもつながるコミュニケー
ションの機会と考えられる。そして第三段階では教員らのサポートを受けて，自分や相手のこと及
び身の回りのものに関する事柄について，簡単な語句や基本的な表現を用いて質問したり，質問に
答えたりする，とある。第二段階で友人や先生など他者への興味を示し，話しを聞いた次のステッ
プとして，
「相手意識」
「目的意識」を持って英語で簡単に質問をし，答える活動はコミュニケーシ
ョンを図る上で大切である。既習の言語材料を使い，場面設定を明確にして， ‘Do you like soccer?
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Yes, I do. What color do you like? I like blue.’ など児童同士が積極的にやり取りする機会を作ることが
必要である(同書, pp. 21-22)。
(3)「話すこと[発表]」
人前で学習してきた簡単な語句や基本的な表現を用いて発表することで児童は自信を深め，学習
動機を高めることになる。
「聞くこと」
「話すこと[やり取り]」で繰り返し聞いて，発話してきた語句
や表現を整理し，まとめて話すことは重要である。話すテーマに合わせて実物やイラスト，写真な
どを見せながら話す例として学習指導要領には，校内の自分のお気に入りの場所について，イラス
トや写真を見せながら， ‘My favorite place is the music room. I like music.’ などと自分の考えや気持ち
を話す活動を挙げている (同書, pp. 23-24)。そして「話すこと[やり取り]」同様に，聞き手はうなず
くなどの反応をして，相手の考えや気持ちを受容する態度の育成にも留意する必要があると書かれ
ている。発表は毎月テーマを持って学習してきたことのまとめをする良い機会である。 ‘All About
Me’ と題して ‘My name is Ken. I like blue. I have a dog. My favorite food is sushi.’ など，毎月 1 枚イラ
ストや単語をカードに書き，それを束ねて学期末につなげて発表すると，児童はある程度まとまり
のある英語を発話することに自信を持つことになる。
2) 外国語科における「聞くこと」
「話すこと」の目標及び言語材料
教科に位置付けられた小学校 5，6 年生の外国語科の領域別の目標は，外国語活動の「聞くこと」
「話すこと[やり取り]」
「話すこと[発表]」に，
「読むこと」と「書くこと」が加わった。中学年で英
語に慣れ親しみ，英語学習への動機付けを高めた上で，高学年からは発達段階に応じて文字を，
「読
むこと」と「書くこと」を通して導入し，総合的に扱う教科学習を行うとした (文部科学省, 2018a,
p.75)。中学年で暗示的に取り入れられた音の感覚を使って，新たに活字体で書かれた文字や単語を
認識しながら，語順や文の構造などに気付かせ，言葉の仕組みの理解を促すことになる。
(1)「聞くこと」
高学年における「聞くこと」の目標は，中学年の「簡単な語句や基本的な表現」の聞き取りに加
えて，短い話の概要を捉えることができるようにする，とある (文部科学省, 2018a, pp.76-77)。中学
年で歌やチャンツで英語の特有の音やイントネーションに慣れてきた児童が，高学年である程度の
まとまりのある短い話や説明を聞いて理解する機会は大変重要である。一語一語の単語を聞いて理
解することにとらわれず，ある程度の長さの話を類推しながら聞く練習が必要になる。その中で，
知っている単語の聞き取り，文脈から内容を把握する力をつけることになる。その際イラストや写
真など理解を則す視覚教材を使用することが表記されている。We Can! では Let’s Watch and Think
が 10 文程度のまとまりのある英文をデジタル教材で視聴し，その内容に合う絵を選んだり，クラス
で内容確認するなどの活動につなげている。視聴前に聞き取りのポイントを確認して言語材料への
予測や気付きを促したり，自分と比較することで目的を持って聞かせることができる (文部科学省,
2018c, p.76)。
(2)「話すこと[やり取り]」
高学年の「話すこと[やり取り]」は中学年の蓄積を土台に，自分で考えて質問をしたり，自分の力
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で考えを伝えることを目標にしている。具体的には

’How about drinks?’ ‘No, thank you.’ など指示

や依頼に応じる活動では，断ったりすることができるようにとある。また日常生活に関する事柄に
ついて，
自分の考えや気持ちなどを，
簡単な語句や基本的な表現で伝える例としては，‘You like sushi.
Me, too. Sushi is delicious. I like salmon. Do you like it?’ と 2, 3 語の単語を使った短文をつなげて考えを
話す。(文部科学省, 2018a, pp.106-107)。さらに中学年で教員や友達のサポートを受けて行っていた質
問をしたり答えたりの活動を，高学年では相手とのやりとりの際，それまでの学習や経験を元に，
自分の力で質問し，答えることとしている (同書, pp.79-80)。
(3)「話すこと[発表]」
発表に関しては，中学年の外国語活動の経験を踏まえて，伝える事項が複数ある時は，整理して
順番を決めたり，選んだりして聞き手に分かりやすく伝わる工夫ができることを目標にしている。
またその内容に関しては学校生活や地域に関することなどに発展させ，自分の考えを伝えることを
求めている。例えば，中学校生活への期待に関して発表する例として以下を挙げている。
‘Hello, everyone. I want to join the badminton club. I like badminton very much. I want to make many friends.
Thank you.’ (同書, p.110)。
3) 外国語科における「読むこと」
「書くこと」の目標及び言語材料
(1)「読むこと」
文字に関しては活字体を認識し，その読み方を発音することができるようにすることと，音声で
十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的表現の意味が分かるようにするとある。中学年で「聞くこ
と」
「話すこと」の活動を通して音声で慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を識別し，その意味
が分かるようにする。単語の発音と綴りの関係は中学校で指導することとし，小学校では文字が示
す音の読み方に留めることを記している。しかし一部の代表的な音に関しては歌やチャンツを使っ
て，文字に名称と音があることに気付かせて言語活動につなげることは重要であるとしている (同
書， p.78)。We Can! に収録されている４種類の Jingle は A から Z で始まる 26 個の単語が並び，ア
ルファベットの名前，音，単語の順にリズムよく発音していく活動である。上記の「一部の代表的
な音」とはアルファベットの 5 つの短母音と 21 の子音を指していると思われる。
(2)「書くこと」
大文字と小文字を正しく書き分け，語順，語と語の区切りを識別し，簡単な語句や基本的な表現
を書き写すことができるようにするとある (同書, p.81)。語順を意識する具体例としては ‘Sakura
pushed Taku.’ を ‘Taku pushed Sakura.’ と語の順番を替えると意味が変わることを知り，英語におい
ては語順が重要な役割を担っていることを認識させる。この際日本語と比較して 2 つの言語の文の
構造の違いに気付かせることができるとしている (同書, p.82)。
以上，学習指導要領に記載された音声面を中心とした目標及び言語材料についてまとめたが，次に
その目標を達成するためにチャンクを利用した音声指導から文字指導への具体的な提案を行いたい。

- 50 -

下・猪井：小学校英語教育におけるチャンクを利用した音声指導

チャンクを利用した音声指導から読み書き指導への接続
学習指導要領にある通り，小学校の外国語活動と外国語科で礎を作り，中学校でコミュニケーシ
ョンを図る資質・能力を育成するために，小学校で培われた音声が中学校での文字学習に連結する
ことが必須である。そのため文字学習が開始しても，音声と文字を分割することなく，音と共に学
習は継続されることが望まれる。心も体も柔軟な児童は，初めて聞いた英語の音やリズムをそのま
ま再生することが大人に比べ容易にできる。この時期に歌やチャンツで繰り返し音に触れ，数多く
発話することで，児童はやがて英語特有のリズム，イントネーションを伴った英語の音声，すなわ
ち音の感覚 (「音感」―おとかん)を身に付けることができる (下, 2018b, pp.1-2)。それはつまり暗示
的に文字，語彙，文構造の知識を習得していくことであり，自動化された暗示的知識は，意識しな
くても自然に出てくることになる。しかし文字学習の「読み」
「書き」
「文構造」を，音声を伴わず
明示的指導で導入すると，せっかく身についた「音感」はリズムを崩し自然なスピードを失う。日
本語を母語とする児童の母語習得を考えると，幼児期に耳や体の感覚で吸収した日本語の「音感」
を使いながら小学校で日本語の文字，語彙，文構造を学習している。
「音感」は文字学習を定着させ
るツールとして必要になる。しかし母語と比べて外国語は児童がその言語を受容し産出する機会は
圧倒的に少ない。外国語教育の中で児童が「音感」をつけるために単語と文の間の長さであるチャ
ンクを使った指導法を提案したい。
１．チャンクとは
チャンクとは 2, 3 単語の固まりのことであり，第二言語習得の研究においては Nattinger が早い段
階から ‘chunking’(チャンキング)という言葉を使い，初級の学習者は基本となるチャンクを使って
学習を開始することが重要だと述べた (Nattinger & DeCarrico, 1992, p.159)。音声でインプットされた
言葉は，個々の単語単位だけでなく，句やさらに長い語の固まりの単位で記憶される。Lewis は言
語学習に適した理想的なチャンクの数は 2 語から 7 語でこれが記憶の定着につながる数だとしてい
る (Lewis, 2002, p.33)。
Foster (1990, p. 142) は乳児期の前言語期から，幼児の初語，一語文，二語文など言語獲得期まで，
乳幼児の発話の特徴を観察しまとめている。その中でまだ文字が読めない子供は，自然な発話をひ
とつながりの流れとして捉えるため，例えば， ‘Whatsat’ というチャンクを 1 つの単語として認識
すると述べている。子供は発話を理解する際， ‘what’ ‘-s’ ‘that’と単語 1 つ 1 つをボトムアップで組
み立てているのではなく，チャンクで入ってきた固まり全体の音から，後に部分である単語に気付
き，理解すると述べている。
チャンクは外国語教授法においても取り上げられており，Lewis (1993, pp.122-123)は，学習者は頭
の中に最初から組み立てたチャンクを持っていて，それぞれの場面で必要に合わせて引き出して使
っているとしている。学習者にチャンク学習を導入し，チャンクの意識付けができる言語材料や活
動を行うことが言語教育の中心であるべきだとまとめている。また lexical items (語彙項目)の分類と
して単語，句動詞，コロケーション，慣用表現などをあげている。そしてある程度の長さの発話を，
意味をとらえながら聞くと，内容語に強勢がある tone units (音の単位) が作り出すチャンクが聞こ
えてくると述べている。この tone units は黙読する際も読みを得意とする学習者は ‘silent chunking’
として使っている (Lewis, 2002, pp. 58-59)。内容語に強勢をつけた 2，3 語で構成されたチャンクを
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繰り返し聞き，繰り返し発音することで，インプットされた tone units はやがて理解を伴った intake
につながると考えられる。チャンクの作り方として，Lewis はコロケーションのリスト(collocation
boxes) にまとめ，形容詞＋名詞，動詞＋名詞，名詞＋動詞，動詞＋形容詞＋名詞 の 4 グループに分
けたものを紹介している。そしてそれぞれの箱には 5 単語以上は入れるべきでないと述べている
(Lewis, 1993, pp.124-126)。
表 1. Collocation boxes (Example 1-4) (Lewis, 1993, p, 126)
(re)draft

confidential

dictate

sales
letter

small

Italian

nice

Chinese

classy

Thai

go through

special offer

get

urgent

reasonable

Indian

fax

promotional

popular

Mexican

restaurant

complaint

paper

a letter

of

resignation

a sheet of

glass

(large, flat, piece)

ice

acceptance

flame

…………………

stamps
…………………

また文レベルのチャンクの考え方としては，That’s で始まる collocation boxes を例にあげてい
る (表 2 参照)。
表 2. Collocation boxes (Example 5) (Lewis, 2002, p.39)
great.
That’s

dreadful.
exciting.
terrifying.

That sounds

interesting.

That must be

marvelous.

That must have been

awful.
wonderful.
food fun.

この区分けに関して Lewis は文法的な分析ではないとし，文構造より語彙に主眼においていると述
べている。さらに自然な発話は常に完成したものではなく，文として未完成の状態があるとしてい
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る(Lewis, 2002, p.39) 。以上のチャンクの考え方をもとに，日本の児童の言語習得にどう活かせるか
考えてみたい。
２． チャンクを利用した外国語活動と外国語科における「聞くこと」
「話すこと」の活動案
文科省は外国語科の「知識及び技能」のうち「音声」に関する具体的に取り扱う内容を以下の通
りとしている。
・ 語と語の連結による音の変化
・ 語や句，文における基本的な強勢
・ 文における基本的なイントネーション
・ 文における基本的な区切り
さらに，
「語，連語及び慣用表現」に関しては，
・ 連語のうち，get up, look at などの活用頻度の高い基本的もの
・ 慣用表現のうち，excuse me, I see, I’m sorry, thank you, you’re welcome などの活用頻度の高い基
(文部科学省, 2018a, p.156)

本的なものをあげている。

これらの「音声」
「語彙」に関する内容は現在行われている活動でどれだけ達成できているのだろ
うか。現場の教員も「行なっている活動が目標を達成できているか自信がない」などの声を聞く。
例えば単語学習はどうであろう。
「動物」
「食べ物」
「教科」などの名詞をフラッシュカードで覚えた
り，
体を動かしジェスチャーなどで動詞を覚えたりと，
単語を 1 語単位で学習していることが多い。
単語学習は単調で児童も飽きてしまいなかなか次に発展できないという声も教員から聞く。実際の
練習だけでは発話量も増えず，文レベルでの会話にたどりつくことは困難である。現在使われてい
る小学校の教材も，
単語学習からいきなり目標言語の英文や短いダイアログに飛んでいると感じる。
そこで単語と文の中間にあたるチャンクを導入することで，1) 語の連結による音声変化と強勢, イ
ントネーション, 区切りなどの音声知識，2) 品詞の組み合わせ，語順という文構造の知識を暗示的
に学習できるのではないかと考える。チャンクで受容された「音感」はチャンクで産出されるため，
「聞く」
「話す」のみならず「読む」
「書く」の学習がスムーズにつながると考えられる。チャンク
指導の第一歩は教員がまずチャンクを知り，意識することである。チャンクを使う指導上の利点は
以下の項目が考えられる。
1) 歌・チャンツの強勢や区切りがわかり，オリジナルの歌詞を作ることができる。
2) 会話活動をチャンクで区切りながら行うと，自然な会話に発展できる。
3) チャンクの「音感」を使えば，文法知識がなくても正しい語順で「書く」活動ができる。
チャンクを，リズムをつけた歌・チャンツで導入すると「音感」が残こすことができる。歌・チ
ャンツの活動は，常に児童が好きな活動の上位にあり，多くの小学校で，授業開始時のウォーミン
グアップの活動として使ったり，毎日昼休みに流すなど，様々に活用されている。歌・チャンツの
音声面の効果については文部科学省研修ガイドブックにも以下の通り記載している (文部科学省,
2018c, p.105)。
・ 外国語独特のリズムやイントネーションを繰り返し聞くことで自然に身につけることができる
・ 歌を歌う，動作を加えるなど，体全体で英語の音声やリズムに触れるため，記憶に残りやすい
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・ 簡単な歌は，繰り返しが多く，英語らしい発音を身につけやすい
歌・チャンツは単純な繰り返しの中で，単語を置き換えるなどして，表現を増やすことができる。
しかし一方で，楽しいだけの活動で終わってしまい，音声，リズムがどれだけ児童の中に残ってい
るか，学習の結果がわからないなどの教員の声を聞く。チャンクを意識して歌・チャンツの指導を
行うと，児童に音やリズムの気付きが生まれ暗示的な知識がつき，それが「音感」につながる。歌・
チャンツは以下の順番で行うと「音感」がつく。まず，すぐに歌わず，音を「聞く」ことが大切で
ある。歌・チャンツでリズムをとるには拍手でなくタッピング (指で机を軽く叩く) が良い。リズム
の感覚を体感でき，自分の歌う声が良く聞こえる。
(1 回目) 歌わず，リズムを聞く。タッピングで強弱のリズムを取る。
(2 回目) 歌わず，歌詞を聞く。タッピングしながら絵をヒントに内容を類推させる。
(3 回目) タッピングをしながら歌えるところ (強勢部分) を中心に歌う。歌詞と絵を提示する。
(下, 2018b,「歌・チャンツについて」)
次にチャンクを意識させる 2 つの歌・チャンツを紹介する。
(1) On the, In the, Under the
3 拍強弱リズムの前置詞チャンクで構成されている。on the mat, under the chair など，日本人学習者
にとって抜けやすい冠詞の「音感」をつける。歌詞の 1，3 行目は文としては非文法的であるが，
「前
置詞＋冠詞」でリズムを作り，前置詞の定着につながる歌・チャンツである。
On the， In the， Under the

(下, 2005， p.43)

●

●

●

On the，

in the，

under the

Where

is

On the，

in the，

The cat is

the cat?

on

under the
the mat.

(●と下線部が強勢のある音節)

(2) My Favorite Clothes
洋服と色をテーマにしたこの歌・チャンツでは，歌詞 1 行目の名詞に，3 行目で形容詞を加え，
同じリズムの中で，a cap から a red cap と単語を増やし，音や強勢箇所の変化など意識できる。さら
に，形容詞の意味，語順に気付かせる歌・チャンツになっている。
My Favorite Clothes

(下, 2018a, ‘Clothes’)

●

●

●

A cap，

a shirt，

jeans

These are
A red cap，
Don’t they

the clothes

I want to

a gray shirt，
look

blue jeans
good on
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歌・チャンツのデジタル教材で，歌詞の字幕の文字を音源に合わせて 1 文字ずつ色を変えて流し
ているものがある。しかしここは文字ではなく音節で色を変えて示めす方が効果的であろう。歌・
チャンツは「音から文字」を実現する貴重な教材である。音，リズムに慣れ，内容を理解したら，
次の段階として歌詞を見せて「読む」最初の体験をさせる。単語の「読み」を導入していない小学
校英語では，単語ではなく音やリズムを読ませる phonological awareness (音韻認識) の活動を今後は
考える必要があるだろう。
３．チャンクを利用した外国語科における「
「読むこと」
「書くこと」の活動案
学習指導要領に記載されている文及び文構造には，日本語と英語の語順の違い等に気付かせると
ともに，基本的な表現として，意味のある文脈でのコミュニケーションの中で繰り返し触れること
を推奨している。具体的な内容として以下の a-c の 3 種類の文構造をあげている。
a. [主語＋動詞]
b. [主語＋動詞＋補語]のうち，主語＋be 動詞＋(名詞，代名詞，形容詞)
c. [主語＋動詞＋目的語]のうち，主語＋動詞＋(名詞，代名詞)
Let’s Try! と We Can! には肯定文と否定文の言語材料が合わせて 145 文収録されている。これを
上記 3 種類の文構造に照らし合わせながら，collocation boxes を使ってチャンクに分けて考察した 。
チャンクの分類方法は Lewis (1993) が分類した通り，名詞，動詞，前置詞を中心とした数語の固ま
り及び，単語単体である。その一部を紹介すると以下の通りである。
上記 a.の「主語＋動詞」は I study.の 1 文のみであった (表 3 参照）
。
表 3 「主語＋動詞」チャンク
Chunk 1
Chunk 2

Chunk 3

I study.

言語材料収録箇所
We Can 1 (Unit 1)

上記 b.の「主語＋be 動詞」は I’m， S/he is， This is， It’s などで始まる 47 文あった。
「主語+be 動
詞」を Chunk 1 として, 後続の名詞，形容詞，名詞句，前置詞句を Chunk 2, Chunk 3 に分類した（表
4 参照）
。
表 4 「主語＋be 動詞」チャンク
Chunk 1

Chunk 2

Chunk 3

I’m a nurse.
He is good at

言語材料収録箇所
We Can 1 (Unit 3)

playing tennis.

This is my favorite place.

We Can 2 (Unit 6)
Let’s Try 2 (Unit 8)

It’s on the desk.

We Can 1 (Unit 7)

上記 c.の「主語＋動詞」は 87 文あり，I like， I have， I can， I want， I want to などのよく使われ
る「主語＋動詞」は Chunk 1，その他の動作動詞 (study， play， enjoy など)は Chunk 2 に分類した
(表 5 参照)。
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表 5 「主語＋動詞+目的語」チャンク
Chunk 1

Chunk 2

Chunk 3

I like music

very much.

言語材料収録箇所
Let’s Try 2 (Unit 8)

I have a new ball.

We Can 2 (Unit 3)

I don’t have a pen.

Let’s Try 2 (Unit 5)

You can see it

on your left.

We Can 1 (Unit 7)

She can’t sing well.

We Can 1 (Unit 5)

I want a new ball.

We Can 1 (Unit 6)

I want to read
I always wash

many books.

We Can 2 (Unit 9)

the dishes.

We Can 1 (Unit 4)

小学 3 年から 6 年までに出てくる言語材料の文構造を横断的に一覧すると，繰り返し出てくる言語
材料が多いことがわかる。音声主体で分けたチャンクを中学年で導入し「音感」をつけ，スパイラ
ル状に繰り返しチャンクを意識して導入することで，
「聞く」
「話す」から「読む」
「書く」の橋渡し
になるであろう。
以下，文構造や語順を意識し「読み」
「書き」につなげる活動例を紹介する。まずは音声でチャン
クを導入し，次に，カードやノートに書き写す際も，必ず言いながら書くことが大切である。
(1) Q＆A チャンク(名詞チャンク) 教材：白い犬のイラストのカード大 1 枚
「冠詞＋形容詞＋名詞」のチャンクの音と語順に慣れる。強勢(下線部)を意識してチャンクの音を
聞き，声に出す練習をすると，短く入る冠詞の「音感」も習得できる。チャンク学習の Q&A は，
チャンクを意識するためにも文レベルで答える必要はない。
Q1: What’s this?

A1: A dog.

Q2: What color is the dog?

A2: A white dog.

Q3: Is the dog big or small?

A3: A small dog.

Q4: What shape is the dog?

A4: A round dog.

Q5: How does the dog look like?

A5: A cute dog.

(下線は強勢のある音節)

次のステップでは「冠詞＋形容詞 1＋形容詞 2＋名詞」のチャンクを導入し，形容詞の順番を含む
語順の「音感」をつける。教材に様々な犬のイラストのカード大を用意し，それを見ながら Q&A を
する。(例) a long brown dog (数＋形＋色)，two white dogs (数＋色)，
a funny big dog (数＋状態＋大きさ)
(2) どんな猫ですか？(名詞チャンク) 教材：様々な特徴や動作をする猫のイラスト
What’s the cat like? (形容詞，現在分詞，前置詞との組み合わせでチャンクを作る)
「冠詞＋形容詞＋名詞」の 3 単語チャンク (下記，No.2-5) に慣れたら，チャンクを 2 つにして(下
記，No.6-8)「どんな猫？」の答えをイメージする。その際，意味も「中国から来た」
「箱の中」
「長
い尻尾」というチャンクでとらえさせ，決して，from， in ，with など単語レベルに分解して内容理
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解をさせない。最後は 3 チャンク(No.9)で強勢 (下線部文) を聞き，イラストを見ながら理解し，発
話し音と内容を一致させる。さらに，チャンクに分けて単語を見せることで，チャンクで「読む」
体験をさせる。
1. a cat
2. a big cat
3. a black cat
4. a hungry cat
5. a jumping cat
6. a cat

from China

7. a cat

in the box

8. a cat

with a long tail

9. a cat

sleeping

under the tree

(3) 動作をリズム良く言おう(動詞チャンク) 教材：イラストと英単語で作られた collocation boxes
TPR (トータルフィジカルリスポンス) の応用で児童向けの英語活動は，教員の指示を聞いて，児
童が動作を行う’Stand. Sit. Run.’など自動詞の学習が多い。しかし教室英語を含め，児童が英語で表
現できる学校や家で行う動作は数多くある。まずリズムよく他動詞＋名詞の組み合わせのチャンク
（表 6 参照）の音声を入れ，次に，カード合わせやカードの並び替えなどの「読み」のゲームにつ
なげる。
表 6. 動詞チャンクの例
catch
kick

the door
the ball

close

hit

your eyes

soccer
play

your books

catch

a circle
make

the piano

two teams
eye contact

(4) 考えながらゆっくり会話しよう(名詞チャンク，動詞チャンク)教材：話すテーマの絵，
写真，リアリア，サイコロ，会話ルーレット
Q&A を最初から暗記してロールプレイで行うのではなく，考えながら質問する，考えながら答え
る状況を作る。Lewis (2002) が述べているように，自然な会話は未完成であることから，チャンク，
語の区切りを意図的に Q＆A を導入することで，児童はゆっくり考えながら，チャンク単位で会話
をすることができるだろう。I like， I have， I want などの「主語＋動詞」や I can の「主語＋助動
詞」もチャンクで「音感」をつけ，会話を完成させる活動。
Q: What animal do you like?

A: Well….I….
I like…. dogs.
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I like …little dogs.
Q: Oh, you like… little dogs?

A: Yeah, ….I like…little dogs and …..
I like … white dogs.

Q: Oh, you like… white dogs?
So you like ….little white dogs.

A: That’s right. I like ….little white dogs.

このチャンクで考えながら話す活動は We Can! 2 の Small Talk を使って発展できる。Small Talk で
は，相手の言葉をチャンクで繰り返したり，質問を疑問文にせず，クエッションマークをつけるな
ど自然な会話の流れが使われている。一度ロールプレイをしたら終わりと，Small Talk の応用に苦慮
する教員の声も聞くが，まずは基本の会話文に fillers や話し相手の名前を加えたり，チャンクの区
切りでポーズをつけて考えながら会話する練習を行うのが望ましい。児童が間違いを気にせず自由
に会話する機会を多く設けることが必要だ。

チャンクを含めた音声指導をする際の小学校学級担任の留意事項
小学校教員，とりわけ，学級担任 (HRT) が英語のチャンクを含めた音声指導をする際の留意点を述べ
る前に，小学校教員の実態にふれる。小学校教員のうち，いわゆる中学校英語免許取得者は 1 割にも満
たない (Mahoney & Inoi, 2015)。言い換えれば，大多数の小学校教員は，英語音声学のような専門的科
目を学生時代は履修していないため，英語音声の専門的知識が不足している。例えば，英語は強勢を中
心とした強勢拍リズムの特徴をもち，一方，日本語は音節 (あるいはモーラ) を中心とした音節拍リズムと
いう特徴をもつという知識や，その知識を実際の英語運用に活用している小学校教員はごく少ないと思わ
れる。さらに，海外滞在経験が長期間でなければ，自然な英語の音声にふれる機会もそれほど多くはな
いと思われる。このような実態があるにも関わらず，小学校学習指導要領において，HRT が英語授業の
計画・実施することが求められている (文部科学省, 208b, p. 48; p. 128) 。英語に対し苦手意識をもち，
英語の発音に自信のない HRT は，英語の発音が得意なネイティブスピーカー，英語の教員免許状の
所有者，海外滞在経験の長い外部人材等に，本稿で論じたチャンクの指導を含め，英語の授業をお
任せすればよいのであろうか。どうすればよいかについて，留意点を以下に述べる。
１．小学校英語教育の目標をよく理解する。
上述したように小学校英語教育の目標は基本的には，外国語 (英語) を通して，コミュニケーシ
ョンを図るための資質・能力を図ることである。改定前の学習指導要領では「積極的にコミュニケ
ーションを図ろうとする素地」を培うことであった (文部科学省，2008)。英語を聞くこと・話すこ
とのスキル養成は第一義ではなかった。新学習指導要領においても，英語を聞くこと・読むこと・
話すこと・書くことのスキル養成は大事であるが，それ以上に，コミュニケ―ションをしようとす
る態度を養うことはもっと大切であることを，HRT は認識する必要がある。
２．HRT は英語のモデルではなく，英語を学ぼうとする学習者モデルある。
小学校英語授業における HRT が欠かせない存在であることは，新旧小学校学習指導要領に明示
されている。新旧小学校学習指導要領において，ほぼ同じ表現を用いて，HRT は児童の不安を取り
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除き，新しいものへ挑戦する気持ちや失敗を恐れない雰囲気を作り出すために，豊かな児童理解と
高まり合う学集団作りが求められるとある (文部科学省, 2018a, p. 48; p. 128) 。そのためには，まず
は HRT が英語を学ぼうとする学習者としてのモデルを，子供たちに提示することである。英語のモ
デルは ALT 等の英語のネイティブスピーカーであり，海外滞在経験のある外部人材，あるいはＣＤ
音声教材である。HRT 自身が，上手ではなくとも英語を話してみる。そのことで子供に勇気を与え，
いわゆる英語を学ぼうとする学習者モデル (直山, 2008, p. 27) を子供たちに示すことが大切である。
チャンクを指導するにしても，最初はチャンク指導ができる指導者にお願いし，HRT は授業中とに
かくまねてみることである。下手であっても HRT がチャンク学ぼうとしている姿は，子供たちに学
習者モデルを提示することになり，安心感を与える。少しずつチャンク指導を，授業を通して学び，
独り立ちできるようになれればよい。
３．英語の発音は通じればよいとする認識をもつ。
英語の発音は通じればよいということを，HRT のみならず，英語教育関係者が認識することであ
る。英文法に関しても同様である。日本の子供たちは将来英語の母語話者を相手にするよりも，非
英語母語話者を相手にして英語によるコミュニケーションする機会の方が圧倒的に多いことが十分
予想される。Jenkins (2009, p. 41) は，ELF (English as a lingua franca) という用語を用い，日本人英語
学習者も含め，従来英語を外国語として学習してきた国々の人々は，学術的な場面も含めいろいろ
な場面で，第一言語が異なる様々な人々と，共通語としての英語，つまり ELF を用いてコミュニケ
ーションする必要性があると述べている。
従来の日本の英語教育は「正確さ」(Accuracy) に重点を置きすぎるあまり，積極的にコミュニケ
ーションをしようとする態度を十分育むことができなかった。英語の発音・文法の正確さについて
は，中学校英語科で，徐々に指導すればよい。チャンク指導で，どこまで個々の発音の正確さが求
められるかは議論の余地はあるが，いわゆる，英語の強弱のリズムがある程度できれば良いとすべ
きであろう。チャンク活動は，あくまで意味が通じるための一つの手段であり，それ自体ができる
ことが目的となってはいけない。

注
１）第一著者の下薫および第二著者の猪井新一の執筆分担箇所は以下の通りである。
下 薫:「はじめに」
「学習指導要領」
「チャンクを利用した音声指導から読み書き指導への接続」
猪井 新一:「チャンクを含めた音声指導をする際の小学校学級担任の留意事項」
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課題解決型学習が英語学習意欲や態度に及ぼす影響
―― テキストマイニングによる分析 ――
小 林 翔＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Effects of Implementing Project Based Learning on Learners’ Motivation for and Attitude toward Learning
English: Utilizing Text Mining Techniques
Sho KOBAYASHI

キーワード：課題解決型学習, PBL，協同学習，テキストマイニング, モチベーション

本研究の目的は、協同学習に基づいた PBL に対して、高校生はどのように感じているのかを明らかにし、協同学習や
PBL のあり方について提案することである。これまでの意識調査で用いられてきた質問形式は多肢選択式が多く用いられ
ており、質問項目が調査側の思いに偏る可能性があるため、本研究では、調査参加者から得られた協同学習に基づいた
PBL に対する自由記述アンケートを採用した。調査には高校 1 年生 37 名のデータを取り、計量テキスト分析を用いて、参
加者の心情の構造化を試みた。検証の結果、次のことが明らかになった。英語に対して苦手意識をもっている生徒にお
いても、PBL の活動を全体として肯定的に捉えていることがわかった。PBL を難しいと感じながらも、友達と協力して意見を
出し合うことで課題発見から解決案の発表までできた。こうした経験を積むことで自己肯定感が高まる可能性があることが
示唆された。また、友達との学び合いや ICT を効果的に活用して英語で発表し、やり取りする楽しさや難しさを経験させる
ことで、達成感を与えることに繋がることがわかった。一方、他人任せになっているケースも見られた。協同学習を適切に
行うためには、授業外でも進捗状況を確認する手立てや自律的学習者を育てる教育環境が必要であることがわかった。

はじめに
平成 30 年告示の高等学校学習指導要領外国語科の目標には、
「外国語によるコミュニケーション
における見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活
動及びこれらを結び付けた統合的な言語活動を通して、情報や考えなどを的確に理解したり適切に
表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目
―――――――
*茨城大学教育学部
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指す」(文部科学省, 2018, p. 12)と明記されており、話すこと(やり取りと発表)を含め、五つの領
域を効果的に関連付けた言語活動を一層重視していることがわかる。
これは、やり取りや即興性を意識した言語活動や複数の領域を統合した言語活動に課題があるこ
とを示唆している。2020 年から学校段階ごとに実施される新学習指導要領では、アクティブ・ラー
ニング(以下、AL と略)の視点に立った授業改善が求められている。AL とは、
「課題の発見と解決に
向けて主体的・協働的に学ぶ学習」(文部科学省,2014)の総称であり、思考力・判断力・表現力や主
体性・多様性・協働性の育成を目指すものである。つまり、
「自ら課題を発見し、その解決に向けて
主体的・協働的に探究し、学びの成果等を表現し、更に実践に生かしていけるようにすることが重
要であるという視点」(文部科学省,2014)である。さらに、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等についての答申では、到達目標を明確にし
ながら、生徒自身に主体的に課題解決させるために考えさせ、学びの質や深まりを求めながら、指
導方法の改善をしていくことが求められている(文部科学省,2016)。

先行研究
協同学習(協働学習；collaborative/cooperative)
協同学習とは、
「協同的な学びはわからない子どもにも参加の機会を保障し、その参加をとおして
意味ある経験を豊かにする機会を保証する」 (佐藤, 2006, p.34)、
「二人もしくは三人以上の学生
が一緒に活動し、公平に活動を分担し、すべての参加者が意図した学習成果に向かって進むこと」
(バークレイほか, 2009)と言われている。また、
「協同学習(協働学習；collaborative/cooperative)
とは、
「少人数集団で自分と仲間の学びを最大限に高め合い、全員の学力と人間関係力を育て合う教
育の原理と方法」(江利川, 2012, p.6)であると定義される学習法であり、その有効性を示す実践報
告が教育現場からなされている。しかし、単に学習者にペアやグループを組ませた学習が自動的に
協同学習になるわけではない。協同学習は Johnson & Johnson(1989, p.49)が指摘しているように、
個別学習や競争的学習よりメタ認知の指導に効果的であり、自律的学習態度の育成に大きな役割を
果たすと言われており、Johnson, Johnson, and Holubec (2002)は、効果的な協同学習を生み出す
授業を構成するために、次の 5 つの原理を提案している。
(1)互恵的な協力関係(個人の成功とグループの成功を結びつける)
(2)責任の自覚(グループの各メンバーがグループ活動に貢献する責任があることを自覚する)
(3)活発な相互交流(お互いに積極的に援助し合う)
(4)対人技能・小集団技能の活用の学習(対人関係技能やグループスキルを意識的に身につける)
(5)グループ改善手続き(個人と仲間の成果を評価する)、
PBL
PBL は問題・課題解決型(Problem Based Learning)とプロジェクト・課題探求型(Project Based
Learning)を略したものであり、溝上(2007)によると、課題解決型学習の AL とは、課される課題の
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もと学習を展開させる学習であり、課題探求型の AL とは、自由テーマによる調べ学習で最後の結論
は学生の学習内容に依存する学習であるといわれている。また、PBL とは「問題の把握から、問題
解決策の立案、実施、評価に到る一連の学習プロセスを主とした教育方法である。小グループによ
る自律的な学習形態が特徴である。現実世界との関係性を重視し、プロジェクトとして、現実の課
題に取り汲むことが求められる。その課題を教員の支援のもとに解決し、企画をたて実施する過程
そのものが学びとなる」(山戸, 2013, p.202)ともいわれている。
グローバル人材の育成に関する教育手法として、近年グローバル PBL が注目されている。グロー
バル PBL とは、
「Global Project-Based Learning(国際的課題解決型学習)の略で、学生が自主的に
問題解決に取り組む演習形式にグローバルな視点が加わった学習方法である」(橋口ほか, 2013,
p.262)。このように、PBL の定義は研究者によっても異なるが、基本的には AL の一種であり、学習
者の主体的かつ能動的な学びが基盤となっている。PBL の教育手法には、このように様々な特徴が
あるが、共通する主要な要素を考え、本研究では、次の a から f の 6 つの視点を踏まえて実践した。
a.学習者の主体性・能動性を基盤とする
b.実社会の課題・問題をテーマとして扱う
c.学習者が自ら課題・問題を発見する
d.グループ学習等を通して課題を探求する
e.成果よりもコンピテンシーの獲得を重視する
f.成果を形にする(丹治；松本, 2014, p.33 より)
e.のコンピテンシーとは、
「知識やスキルを活かして『成果や効果につながる行動や、表現ができ
る、説明できる』
」能力のことである(鈴木, 2012, p.11)。
既に新学習指導要領の実施前から学校現場においては 21 世紀型能力を身につけさせるために AL
が実施されていることが報告されている(上山 2016；管・松下 2017；小林 2017)。しかし、PBL
は様々な分野で広く大学において実践されているが、高等学校での英語での実践報告は少なく、
PBL や協同学習に対する英語学習への意欲や態度を調査した実践報告は多くない。これらの先行研
究を踏まえ、本論文では、コミュニケーション能力を涵養する学習形態のひとつとして協同学習に
焦点を当てたグローバル PBL の実践を報告し、その効果を探る。授業実践という性格から PBL を大
きな枠組みで捉え、あるテーマについてグループで課題を発見し、解決方法を考え、その成果をま
とめ、発信する授業と定義し、PBL の授業案を構築し、実践を試みた。

目的
本研究の目的は、高等学校 1 年生を対象とした協同学習に焦点を当てた課題解決型学習において
どのような考えや意識を持っているのかを明らかにすることである。アンケートにおける自由記述
欄の記述データを分析対象とし、この記述データについてテキストマイニング法によって可視化を
試みた。
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参加者
調査対象者は、筆者が以前勤務していた公立高等学校 1 年生であり、当日の授業に欠席した生徒
を除いた結果、調査対象者は 37 名になった。参加者の英語学習に対する意識を把握するために、事
前アンケートを実施した結果を図 1 と図 2 に示す。図 1 の結果から、76%の生徒が、肯定的に(英語
がとても好き＋ある程度好き)回答している。また、24%の生徒が否定的に(あまり好きではない＋好
きではない)回答している。

図 1：
「英語が好きである」に関する結果(n = 37)
次に、英語が得意と感じているかどうかについて質問の結果を図 2 に示す。その結果、46％の生
徒が、肯定的に感じている(とても得意＋ある程度得意)一方で、54%の生徒が否定的に感じている
(あまり得意ではない＋得意ではない)ことがわかった。

図 2：
「英語が得意である」に関する結果(n = 37)
図 1 と図 2 の結果から、あまり得意ではないが、ある程度好きと回答していた生徒は 9 名、得意
ではないが、ある程度好きと回答していた生徒は 2 名、あまり得意ではないが、とても好きと回答
していた生徒は 1 名いた。さらに、英語があまり好きではない＋好きではないと回答している 9 名
の内、8 名(あまり得意ではない＋得意ではない)が英語に対して苦手意識も持っていることがわか
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った。これらの結果から、37 名中 8 名(22%)は英語に対する好感度も低く、苦手意識をもっている
ことや、全体としては比較的英語への好感度は高いが、約半分の生徒が英語に対して苦手意識を持
っていることがわかった。

実践内容
表 1：PBL のタイムテーブル
単元計画：授業での活動
第1回

教科書のテーマ「ゴミから生まれる共感の調べ」への興味関心を高める

PBL の目的を知らせ、PBL の課題を提示し、単元のゴールを周知
PBL の進め方を提示、グループ編成、発表日、発表形式、評価方法
第 2～5 回

教科書本文内容理解
ジグソー法、リテリング

第 6～7 回

PBL：パソコン配布、資料集め、ディスカッション、テーマ決定

第8回

PBL：発表資料作成、発表練習、各グループにフィードバック

第 9～10 回 グループ発表、Q&A、評価
第 10 回

成果物の掲示、ビデオの振り返り、ポートフォリオ

第 1 回には、ゴミから作られた楽器に関する写真や動画を見せながらグループ対抗のクイズ形式
で本単元のテーマを予想させ、教科書を開きたくなるように工夫した。教科書のテーマであった「貧
困、創造性、希望」について考えさせ、”What do you know about global issues and how to solve
them?” と全体に問い、
「教科書のテーマと関連性のある世界で起きている問題について調べよう」
と指示し、PBL の目的や具体的な手順を示した。8 名が基本のグループを編成し、発表日、発表形式
を伝え（グループ単位で全体に向けてポスターやパワーポイントを活用しての発表、発表時間は 15
分）
、評価方法(ルーブリックを用いた自己評価と相互評価)とワークシートを配布した(資料 1、2 参
照)。第 2 回～第 5 回には、ジグソー法を用いてパートごとに教科書本文を扱い、学習した内容をリ
テリングするなど、これまでに学んだ事柄を復習させた。第 6～7 回では、日本語を適宜使用するこ
とも許可し、グループごとに発表に向けた準備を行った。その際、social skill awareness を意識
して協同学習が進むように、
「協調の技能」を提示し、それらを意識して活動するように促した(資
料 3 参照)。インターネット環境が整っているパソコンを一人一台配布し、情報収集を開始し、第 7
回目までに各自で課題・問題を発見したものをグループで共有し、テーマを決定した。第 8 回では、
ポスターやパワーポイントを使って発表資料の作成に取り掛かり、発表原稿や内容に対してフィー
ドバックし、練習を行った。第 9～10 回では、各グループ 8 人で発表し、発表後はリスナーとプレ
ゼンターによる英語での Q&A の時間を設け、即興でやり取りを行った。その後、発表グループはル
ーブリックを用いて自己評価し、聞いていた他の生徒も相互評価を行った(資料 1 参照)。全グルー
プが発表を終えた時点で、ビデオに録画していた発表を一緒に振り返った。PBL 後には、調査資料、
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原稿、ポスター、ルーブリック、パワーポイントのデータなど(資料 4 参照)をファイルに綴じて提
出させ、これまでの準備過程も含めたポートフォリオ評価を行った。ポートフォリオは課題発見か
ら解決プロセスの可視化をかなえ、自分で俯瞰しながら目標へ向かうことでより質の高い成果を生
むことができる(鈴木, 2012)。

分析
分析方法
第 10 回目の PBL の後に、本実践の感想を自由記述してもらった。この自由記述の回答、いわゆる
テキストデータを分析が行えるように形式を整えて表計算ソフト(Excel)に入力することから始め
た。その際、原則として生徒の書いているまま入力したが、誤字脱字があれば、元データが伝える
意味を崩さないことを確認した上で修正した。例えば、
「出来た」と「できた」といった漢字表記と
仮名表記がテキストデータには見られたが、この場合は意味内容が変わらないことを確認して「で
きた」と仮名表記に統一した。
「ですます調」等の文体についての修正は行わなかった。句読点は「、
」
「。
」に統一した。以上の作業の後、分析用のデータとして Excel 形式で再保存をした。入力したデ
ータを、KH Coder(樋口, 2014)によるテキストマイニングのソフトウェアを利用して、計量テキス
ト分析を行った。計量テキスト分析とは、
「インタビューデータなどの質的データ(文字データ)をコ
ーディングによって数値化し、計量的分析手法を適用して、データを整理、分析、理解する方法(秋
庭・川端, 2004: p.235-6)」のことであり、語の選択にあたり恣意的となりえる手作業をなくし、
データの全体像を統計的に要約提示することができるため、英語教育学・第二言語習得研究におい
て振り返りのような記述データを分析する際に用いられている。まず、エクセルファイルの各行に
1 文ずつ入力されたデータを読み込み、テキストから自動的に語を取り出し、分析対象に含まれる
すべての「総抽出語数」と何種類の語が含まれていたかを示す「異なり語数」を求めた。最後に、
出現パターンの似通った語を線で結んだ共起ネットワークを作成した。

結果と考察
本章では、PBL の活動後における生徒の記述データの内容を定量的に分析した結果について報告
する。質的分析結果を計量化するため、KH Coder (樋口, 2014)による分析を行った結果、総抽出語
数が 1442 語、異なり語数が 345 語、文数が 63 文であった。これらの頻出後のうち上位 50 語とその
出現回数を表 2 に示す。表 2 より、
「英語」
「思う」
「自分」
「できた」等の頻度が上位にきているこ
とから、英語で考え、英語で自分の思いや考えを伝える体験を通して達成感を味わうことができて
いると考えられる。次に、
「問題」
「解決」
「課題」が上位にきていることから、課題解決型学習の目
的を理解して取りくめていたことが推測される。さらに、
「人」
「グループ」が上位にきていること
から、協同学習の取り組みを意識していたと考えられる。
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表 2 : PBL の振り返りにおける頻出語とその頻度

抽出語

出現回数

抽出語

出現回数

抽出語

出現回数

英語

21

内容

5

言う

3

思う

18

発見

5

作る

3

自分

18

理解

5

使い方

3

できた

15

違う

4

世界

3

問題

9

学ぶ

4

説明

3

人

8

活動

4

得る

3

難しい

8

機会

4

普通

3

発表

8

教科書

4

雰囲気

3

グループ

7

時間

4

方法

3

解決

7

取り組む

4

１つ

2

授業

7

調べる

4

テーマ

2

課題

6

勉強

4

ペア

2

考える

6

話す

4

メンバー

2

良い

6

パワーポイント

3

リスニング

2

意見

5

プレゼン

3

学べる

2

楽しい

5

感じる

3

感じ

2

使う

5

気づく

3

次に、PBL についての生徒の感想の特徴をつかむために共起ネットワークで可視化した結果を図
3 に示す。出現頻度が 3 回以上の単語を利用して、共起ネットワーク図を提示した。太い線は共起
関係が強いこと、大きい円は出現頻度が多いことを示している。解釈は、グループ内の単語だけを
つなげて行うのではなく、その単語がどのような文脈で登場しているかを KH Coder の検索機能を
利用して元のテキストデータを参照しながら行った。
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図 3：PBL における振り返りの共起ネットワーク
図 3 は、PBL における振り返りの自由記述の共起ネットワークである。このネットワーク図で一番目を
引くのは、「自分」、「できた」、「思う」、「英語」という語が最も大きく描かれて位置し、それぞれ「自分―考
える」、「できたープレゼン」、「思うー良い」、「英語―使う」と線で結ばれていることであろう。このことから、
主体的に英語学習に取り組めた自由記述が多いことが読み取れ、PBL の活動を全体として肯定的に
捉えたとみなすことができよう。
「自分」から「人」、「考える」、「理解」に結ばれ、「考える」は、「内容」、「教科書」、「使う」、「難しい」の
それぞれと結ばれている。これは、生徒が自分で考える機会や友達に意見を言う機会が多くあり、その
過程を通して教科書の内容やテーマに対する理解が深まり、実際に英語を使う機会に繋がったと考え
ていることを示唆している。また、「人」の周辺では「難しい」、「言う」、「意見」も出現し、「良い」、「思う」と
結びついていることから、自分の考えを他の人に伝えたりすることが難しいと感じている一方で、良いイ
メージを持っている傾向が見受けられる。さらに、「作る」、「パワーポイント」も「良い」と共起されているこ
とから、発表資料や成果物を作成することもポジティブな意味を持つ文脈の中での「難しい」だったこと
がわかった。実際の回答でも、「特定の答えがないので難しい分得られるものも大きいと思う」、「限られ
た時間内で資料等を作るのが大変だったが、なかなか工夫し、良いものができた」、「大変なこともあっ
たけど、自分たちだけで意見をまとめパワーポイントを作るというのはとても勉強になった」といった声が
多かった。
次に、協同学習に関しては、関連性のある「活動」の周辺に「グループ」、「取り組む」、「感じる」、「課
題」が出現し、「発見」と強く結びついている。さらに、PBL に関しては、「問題」に繋がる言葉は「解決」、
「世界」、「調べる」が共起されており、グループワークを通して様々な視点から課題を探求し、解決法を
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発見することで達成感を味わうことができた生徒が多かったと考えられる。
また、生徒の自由記述の中で、授業者の想定から外れた記述はほとんど見られなかった。生徒の発
達段階に応じて、教科書と関連させながらも世界で起きている問題について自分で考える学習活動を
意図的に設定することで、「学ぶ」という語が「楽しい」と共起されていた。協同学習の 5 つの原理に基づ
いた PBL の取り組みが生徒の知的好奇心を高め、学習意欲の向上にも繋がる可能性がみえた。しか
し、一方で否定的に感じている生徒が数名見られた。これは、特定の生徒に作業が集中して、他人に
まかせっきりになっていたことが原因だと思われる。実際の回答でも、
「グループのメンバー１人１
人が積極的に取り組んでいなかったので、それぞれのパートをつないだ時に発表の完成度にばらつ
きが出てしまった」
、
「積極的に参加してくれなくてなかなか進まないときがあった」という記述に
見られるように、生徒の習熟度を考慮し、グループ分けを適切に行うなど、さらに適切な支援をす
る必要があるだろう。発表の時間の関係を考慮し、8 人グループの構成にしたが、4 人グループにし
て個人の役割を明確化し、個々の生徒に配慮するなど PBL の設定を工夫しなければならない。
Johnson, Johnson, and Holubec (2002) の 5 つの原理のうちの一つである「責任の自覚」につい
てさらに手立てを講じる必要があることがわかった。このことから、ファシリテーターである教員
は常に各グループの活動をチェックして生徒の状況を把握し、適切なアドバイスを実施するといっ
た指導の改善を図るヒントを得ることができた。

まとめ
本研究では PBL の実践における生徒の振り返りについて定量的に分析することにより、その振り
返りの内容の様相を明らかにすることを試みた。本研究の結果により PBL の実践における生徒の特
長を客観的かつ定量的に示すことができた。その結果、課題を発見し、解決案を提案して英語で発
表することに対して難しいと感じながらも、友達と協力して意見を出し合うことで苦手意識を減ら
し、自己肯定感が高まる可能性があることが示唆された。英語に対して苦手意識をもっている高校
1 年生であっても、このように協同学習と PBL を結びつけ、友達との学び合いや ICT を効果的に活
用して英語で発表し、やり取りする楽しさや難しさを経験させることで、達成感を与えることに繋
がることと考えられる。
今後の課題として、PBL の前後における生徒の意識の変容や長期的に継続して行うことで、具体
的にどのような力がつくのかを把握することも重要だと考えられる。またその際に、授業内だけで
なく、授業外でも生徒の進捗状況が確認できる学習ログなどを定期的に提出させてチェックするな
ど、
協同学習が適切に行われているかどうかを随時モニタリングする必要がある。
こうすることで、
他人任せになっている生徒を自律的な学習者へと導き、グループにおける互恵的な協力関係が築け
ることが期待できる。なお、本研究は 1 つの学校の限られた人数の生徒を調査対象とした研究であ
り、研究結果を過度に一般化することはできない。PBL を実践した生徒の課題解決に向けた主体性
や協働性の全体的な傾向を示すにとどまるため、実際に PBL の実践を通じてどれくらい英語力が向
上したかについて検証していないことも、本研究の課題である。しかしながら、このような限界は
あるものの、
「ペアワークやグループ活動は仲間がいるという安心感を得られるし、違う考えを組み
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合わせることでより良いものが作れると思う」という記述に見られるように、本実践が、生徒同士
の支援である「足場かけ」となっていることがわかった。個人で問題解決が可能な能力と他者等の
助けがあれば解決可能な潜在的能力との距離である「発達の最近接領域(Zone of Proximal
Development)」が示すとおり、教師からのフィードバックや生徒同士の議論から刺激を受け、その
結果、学習意欲が促進されて自主性や責任感を認識するようになったことが見られたことは示唆に
富む結果であったと言える。協力的な雰囲気は、学習者の自尊感情や自信に対して正の効用をもた
らすと言われている(Dörnyei, 2001)。こうした活動を継続することで、クラスでの友好的な人間関
係や連帯感といったお互いの学習を助け合う雰囲気を創出していくことが必要不可欠だと考える。
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資料 2：PBL ワークシート(小林,2018, p.49 より)

資料 3：協調の技能：(大場,2015, p.184,p.185 より)
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資料 4：PBL で発表した内容の例
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高校生の英語学習に対する協同学習の効果

―マシュマロ・チャレンジの実践報告―
小 林 翔＊ ・ 田 淵 香 奈 子＊＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Effects of Collaborative Learning on High School Students’ Attitudes of English Learning
: A Practical Report of the Marshmallow Challenge
Sho KOBAYASHI and Kanako TABUCHI

キーワード：アクティブ・ラーニング，協同学習，モチベーション，クラスルーム環境

本実践報告の目的は、グループ活動を活用した「マシュマロ・チャレンジ」の効果を検証し、協力的なクラスルーム環境
のあり方について提案することである。1)学習者はこの活動を通して、どのようなことに気づくのか。2)英語でコミュニケーシ
ョンを図る活動を通して、協同で学習する力を身に付けることができるのか。3)英語学習に対する意識や態度に変化が生
じるのかを観察及び、計量テキスト分析を通して考察する。調査には高校 3年生 41 名の参加者から得られた「マシュマロ・
チャレンジ」に対する自由記述アンケートのデータを取り、計量テキスト分析を用いて、参加者の心情の構造化を試みた。
検証の結果、次のことが明らかになった。1)英語に対して苦手意識をもっている生徒においても、ゲーム性のあるタスクに
対して肯定的に捉えていることがわかった。2)グループで友達と英語でやり取りする楽しさや難しさを経験させることで、団
結力を与えることに繋がることがわかった。3)自分が伝えたいことが英語でなかなか言えなかった経験が、今後の英語学
習へのモチベーションにつながる可能性があることが示唆された。一方、沈黙が多くなり、日本語を使用してしまうケースも
見られた。協力的なクラスルーム環境を作るためには、習熟度に応じて足場かけをし、タイムマネジメントやワークシートを
工夫する等、学習者間のインタラクションの効果を高める必要があることがわかった。

本実践の意義と背景
2018 年に実施された 1003 名の中学校 3 年生を対象としたベネッセの全国調査では、64.7%の中学
校 3 年生が、
「英語が好きである」と回答している。一方で、
「先生や友達と英語でやり取りするの
―――――――
*茨城大学教育学部

**茨城県立勝田高等学校
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は楽しい」と感じているのは 47.8%しかおらず、
「英語の授業でしていること」については、
「自分
の考えや気持ちを英語で話す活動」が最も低かった。
「英語の授業の中での活動」については、
「そ
の場で考えながら先生や友達と英語でやり取りする」については 50.4%、
「身近な話題についてその
場で考えて先生や友達に英語で伝える」については 43.1%であった (ベネッセ, 2018)。また、2015
年に実施された中高の英語指導に関するベネッセの全国調査では、高校の指導方法や活動内容は、
中学校と同様に「音読、発音練習、文法の説明」が多く、
「自分のことや気持ちや考えを英語で書く」
、
「英語で教科書本文の要約を話す」
、
「即興で自分のことや気持ちや考えを英語で話す」などの実施
率は低かった。さらに、
「生徒が自分の考えを英語で表現する機会を作る」ことや、
「4 技能のバラ
ンスを考慮して指導する」
、
「複数の技能を統合的に用いる活動」については、とても重要だと感じ
つつも、実行している教員が少ないことも報告されている(ベネッセ, 2015)。
平成 30 年告示の高等学校学習指導要領外国語科では、小・中学校における学習内容との接続及び
発信能力の育成の強化を図る観点から、
「知識及び技能」
、
「思考力、判断力、表現力等」
、
「学びに向
かう力、人間性等」の 3 つの資質・能力の下で、
「聞くこと」
、
「話すこと［やり取り］
」
、
「話すこと
［発表］
」
、
「読むこと」
、
「書くこと」の 5 つの領域を効果的に関連付けた言語活動を一層重視するこ
とが明示されている。これは、依然として外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識した
「話すこと」及び「書くこと」
、特に、やり取りや即興性を意識した言語活動や技能統合型の指導が
適切に行われていないことを指摘しており、主体的・対話的で深い学びの視点で授業改善を進める
ことが求められている。

本実践が解決しようとしている具体的問題
このような背景を元に、本実践では、課題である即興性を意識したスピーキング活動の実践を通
して、英語でやり取りすることや協同学習の重要性に気づかせ、英語学習への動機付けを高め、人
間関係を構築してクラスの結束を高めることを目指した。本実践の目的は、グループ活動を活用し
た「マシュマロ・チャレンジ」の効果を検証し、協力的なクラスルーム環境のあり方について提案
することである。①学習者はこの活動を通して、どのようなことに気づくのか。②英語でコミュニ
ケーションを図る活動を通して、協同で学習する力を身に付けることができるのか。③英語学習に
対する意識や態度に変化が生じるのかを観察及び、計量テキスト分析を通して考察する。

過去の実践事例について
協同学習
本実践の意義と背景で述べたように、これまでの英語の授業では、即興でやり取りすることや、
自分の考えを英語で話すことに慣れ親しんでいないため、最初から英語でその場で即興の発話を続
けることは難易度が高く、うまく機能しないかもしれない。そこで、個人で問題解決が可能な能力
と他者等の助けがあれば解決可能な潜在的能力との距離である「発達の最近接領域 ZPD(Zone of
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Proximal Development)」の概念や、
「協同的な学びはわからない子どもにも参加の機会を保障し、
その参加をとおして意味ある経験を豊かにする機会を保証する」 (佐藤, 2006, p.34)と言われてい
るように、クラスの生徒全員が楽しみながら参加できるような協同学習に取り組んだ。Guk and
Kellogg (2007)の英語学習を始めたばかりの小学校 5 年生を対象とした研究によると、グループ形
態での児童同士の相互交流は、母語のやり取りや英語の発話の誤りが目立ったが、仲間との交流は
知識を少しずつ自己のものに内化していく場となり、協働して談話を構成することができたと言わ
れている。Johnson, Johnson, and Holubec (2002)は、効果的な協同学習を生み出す授業を構成す
るために、次の 5 つの原理を提案している。
(1)互恵的な協力関係(個人の成功とグループの成功を結びつける)
(2)責任の自覚(グループの各メンバーがグループ活動に貢献する責任があることを自覚する)
(3)活発な相互交流(お互いに積極的に援助し合う)
(4)対人技能・小集団技能の活用の学習(対人関係技能やグループスキルを意識的に身につける)
(5)グループ改善手続き(個人と仲間の成果を評価する)
この中でも特に重要と言われている、メンバーの互恵的相互依存の関係性を築くことを考えた。
この社会的相互依存理論は注目されており、グループ内でのコミュニケーションが協力的になり、
最終到達度が上がることが実証されている (Johnson & Johnson, 2009)。
協力的なクラスルーム環境の整備
学習指導要領に示された、やり取りや即興性を意識した言語活動を実践し、それらの課題を解決
するためには、協力的なクラスルーム環境を作り出すことが必要不可欠である。また、主体的・対
話的で深い学びを実現するためには、ペアワークやグループワークなどが効果的に機能するための
具体的な手立てや、生徒のやる気を引き出す工夫が大切である。しかし、実際の教室現場では、モ
チベーションが低い、他の生徒の英語を信用しない、アクティビティの効果に懐疑的である等、様々
な心理的要因があり、生徒が英語でコミュニケーションをとりたがらないといった現実問題が介在
する(佐藤, 2017)。そこで、
「学期の始めに、よりよいクラスルームの環境を作り出すことにじっく
り時間を割くことは長期的に見て非常に有効」(佐藤, 2017, p. 97)と言われているように、授業開
始の 4 月の段階で教師と生徒や生徒同士の人間関係を構築することができるかどうかが、その後の
指導に大きく影響すると思われる。特にクラス替えなど、生徒同士の人間関係がまだ固まる前の段
階で授業を開始する場合は、生徒のやる気や、恥ずかしさなど様々な心理的要因がプラスに働いて
くれる可能性がある。Walqui (2006)は、3 段階の協力的クラスルーム構築方法を提示している。
1) 生徒が自由に発言できる安心感のあるサポート環境を作る。生徒が発話する語彙や文法など
誤りがあっても当然のことだという認識できる肯定的な心理状態のあるクラスである。
2) 実際に授業で行うアクティビティの手順とゴールを明確に示す。生徒に何をするべきかをし
っかり理解させることである。
3) 教師がその場で関わる。アクティビティ中に、教師が生徒同士の助け合いをサポートする。
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既に新学習指導要領の実施前から学校現場においては 21 世紀型能力を身につけさせるためにア
クティブ・ラーニング型の授業が実施されていることが報告されている(上山, 2016；管・松下,
2017；小林, 2017；小林, 2018)。アクティブ・ラーニングとは、
「一方的な講義形式の教育とは異
なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修す
ることによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図
る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディス
カッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である」(中
央教育審議会, 2012, p. 37)と定義されている。しかし、高等学校における即興性のあるスピーキ
ング活動やクラスルーム環境づくりに対する英語学習への意欲や態度についての協同学習の実践報
告は少なく、本実践を調査することは非常に意義があると思われる。
これらの先行研究を踏まえ、本実践では、授業開きにおける重要性を考え、英語を使う雰囲気、
友達と英語でコミュニケーションする難しさや楽しさ、互恵的相互依存関係、学び合いによる人間
関係の構築、学習意欲の促進等を期待して共同作業のタスクを試みた。相互にコミュニケーション
をとる際に、教師から生徒への「足場かけ」だけではなく、生徒同士の相互交流においても「足場
かけ」が提供されるように 4 人グループでの活動形態を採用し、個人の成功とグループの成功を結
びつけた「マシュマロ・チャレンジ」を実践した。
マシュマロ・チャレンジ
マシュマロ・チャレンジとは、チームの力を高める目的でデザイナーのピーター・スキルマン氏
が考案した活動である(Wilkinson, 2016)。他にも「初対面者同士の緊張感を緩和するためのグルー
プワーク」(鈴木・阪田・稲田, 2014, p.547)や、グループの緊張を解くためのアイスブレーカーの
役割を持ったグループ活動(橘野, 2017)などと呼ばれており、教育現場だけでなく、ビジネス界で
も活用されている。使用する用具は、マシュマロ 1 個、乾麺スパゲティ 20 本、テープ 90cm、紐 90cm、
ハサミ 1 個だけであり、
これらを自由に用いて 18 分の制限時間内にグループでできるだけ高い位置
にマシュマロを載せる構造物を作り、その高さを他のグループと競うゲームである。

実施環境について
対象者
調査対象者は、公立高等学校普通科の高校 3 年生であり、当日の授業に欠席した生徒を除いた結
果、41 名になった。参加者の特性は、非常に落ち着いている一方で、英語が苦手で嫌いと感じてい
る生徒が多数いる。4 月の初回の授業に実施したアンケートによると、約 70%以上もの生徒が、英語
が嫌いと回答しており、これまでの授業に対しては基本的に受け身の姿勢で参加してきている傾向
があることがわかった。また、参加者はこれまで日本語による講義形式の授業に慣れており、外国
人講師が月に一回程度ティームティーチングで授業に参加したり、show and tell などの発表時に
は英語を話すことはあるものの、即興でやり取りしたり、英語でディスカッションしたりすること
はほとんど経験しておらず、協同学習にも慣れていなかった。

- 78 -

小林・田淵：高校生の英語学習に対する協同学習の効果

第二執筆者である授業担当者の教員経験年数は 10 年目である。
これまで中学校で 3 年間勤務した
経験があり、英語教育推進リーダーを経て、現在は高等学校で 7 年間勤務している。英語の授業は
英語で指導することを基本としており、ペアワークやグループワークなど生徒同士で英語を使用す
る場面をできるだけ多く作っている。また、主体的・対話的で深い学びが実現できるように、ICT
を活用しながら生徒の英語学習への動機付けを意識して日々の教育活動を行なっている。

実践内容
具体的手順
マシュマロ・チャレンジの実践の手順を説明する。まず、パワーポイントのスライドを利用しな
がら本時の授業のめあて「Build the tallest freestanding structure together!」を伝えた。ス
ライドの内容は、4 人グループを作ることや、制限時間が 18 分であること、使用する用具の紹介や
使用言語は英語のみであるといったルールや、目標値をイメージしやすいように、世界記録が 99cm
であることを生徒に伝えた。その後、ワークシート(添付資料 1 参照)を配布して、生徒同士で英語
で意見を伝え合う際に参考になると思われた語彙を紹介した。さらに、pre task として、
「Do you
think you can make a good marshmallow structure? Why or why not?」と問い、自分の気持ちや
考えを書いて表現する時間を設けた。書いた後は、グループで意見交換を行った。Main task では、
生徒同士英語で意見交換をしながら4人グループで18分間試行錯誤しながら構造物の作成に取り掛
かった。
スライドにタイマーを大きく表示させ、
制限時間を意識させながら協同学習を開始させた。
生徒の作品例を写真 1,2,3 に示す。制限時間が終わった時点で、教師がそれぞれのグループの構造
物の高さを測りに行き、その記録を板書し、生徒は自分のワークシートに各グループの記録を記入
した(写真 4 参照)。Post task では、
「What did you learn today? What is the most important thing
you learned from the marshmallow challenge?」と問い、さらに英語で言いたかったけど言えなか
った表現について考えさせ、グループ内で書いた内容を共有し、本日のタスクの振り返りを行った
(添付資料 2 参照)。

写真 1

写真 2
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写真 3

写真 4

分析
マシュマロ・チャレンジの後に、本実践の感想を日本語で自由記述(添付資料 2 参照)してもらっ
た。この自由記述の回答、いわゆるテキストデータを分析が行えるように形式を整えて表計算ソフ
ト(Excel)に入力し、KH Coder(樋口, 2014)によるテキストマイニングのソフトウェアを利用して、
計量テキスト分析を行った。計量テキスト分析とは、
「インタビューデータなどの質的データ(文字
データ)をコーディングによって数値化し、計量的分析手法を適用して、データを整理、分析、理解
する方法(秋庭・川端, 2004: p.235-6)」のことであり、語の選択にあたり恣意的となりえる手作業
をなくし、データの全体像を統計的に要約提示することができるため、英語教育学・第二言語習得
研究において振り返りのような記述データを分析する際に用いられている。

本実践の成果と考察
本章では、マシュマロ・チャレンジの活動後における生徒の記述データの内容を定量的に分析し
た結果について報告する。質的分析結果を計量化するため、KH Coder (樋口, 2014)による分析を行
った結果、総抽出語数が 1218 語、異なり語数が 260 語、文数が 71 文であった。これらの頻出後の
うち上位 50 語とその出現回数を表に示す。表 1 より、
「英語」
、
「難しい」
、
「思う」
、
「伝える」等の
頻度が上位にきていることから、本実践を通して、英語で自分が思っていることや、言いたいこと
を伝えることの難しさに気がついた生徒が多くいることが考えられる。次に、
「使う」
、
「楽しい」
、
「協力」が上位にきていることから、英語でコミュニケーションすることが難しいと感じている一
方で、英語を使う経験をし、友達と楽しく協力して取り組めていたことが推測される。さらに、
「日
本語」
、
「自分」
、
「人」が上位にきていることから、自分の言いたいことが英語で言えなかった時に
は、日本語を使用していたと考えられる。

- 80 -

小林・田淵：高校生の英語学習に対する協同学習の効果

表 1 : マシュマロ・チャレンジの振り返りにおける頻出語とその頻度
抽出語

出現回数

抽出語

出現回数

抽出語

出現回数

英語

37

マシュマロ

6

高い

3

難しい

26

言える

6

作る

3

思う

19

単語

6

時間

3

伝える

17

話す

6

出る

3

使う

13

グループ

5

少し

3

楽しい

10

語彙

5

表現

3

協力

10

コミュニケーション

4

一つ

2

日本語

10

考える

4

もう少し

2

自分

7

タワー

3

チーム

2

人

7

感じる

3

チャレンジ

2

図 1：マシュマロ・チャレンジにおける振り返りの共起ネットワーク
次に、マシュマロ・チャレンジについての生徒の感想の特徴をつかむために共起ネットワークで
可視化した結果を図 1 に示す。出現頻度が 2 回以上の単語を利用して、共起ネットワーク図を提示
した。太い線は共起関係が強いこと、大きい円は出現頻度が多いことを示している。解釈は、グル
ープ内の単語だけをつなげて行うのではなく、その単語がどのような文脈で登場しているかを KH
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Coder の検索機能を利用して元のテキストデータを参照しながら行った。
図 1 は、マシュマロ・チャレンジにおける振り返りの自由記述の共起ネットワークである。この
ネットワーク図で一番目を引くのは、
「英語」という語が最も大きく描かれて位置し、その周辺では、
「難しい」
、
「伝える」
、
「思う」も出現し、
「使う」
、
「日本語」
、
「語彙」
、
「自分」と結びついているこ
とから、英語を使って自分の考えを相手に伝えることは、語彙や使える表現が不足しているため、
困難であると考えている傾向が見受けられる。
これまで即興的に英語で対話する機会があまりなく、
慣れていないことや、自分の考えを英語で相手に伝える練習をしてきていないため、特に難しいと
感じたようである。本実践においては、英語でやり取りすることに慣れていない生徒を対象として
いるため、少しでも会話がスムーズになるように、タスク中に使用する可能性が高い語彙をワーク
シート(資料 1 参照)に記載し、実施前に配布してから行った。このように足場かけをし、できるだ
け英語で何とかやり取りするように工夫したが、生徒によってはまだまだ言いたい表現や語彙など
が不足していることがわかり、ワークシートを工夫するなど、今後の課題が見つかった。
次に、協同で学習することに関しては、関連性のある「協力」の周辺に、
「グループ」
、
「楽しい」
が出現し、
「コミュニケーション」と強く結びついている。さらに、
「コミュニケーション」
、
「楽し
い」に繋がる言葉は、
「成功」が共起されている。チーム力を高めることが期待できるマシュマロ・
チャレンジは、グループで話し合いながら高いタワーを完成させるタスクになっているため、自然
と成功体験がしやすい仕掛けになっている。その成功体験が、コミュニケーションすることが楽し
いと感じるような結果に繋がったと考えることができる。協同学習の 5 つの原理に基づいた互恵的
な協力関係(個人の成功とグループの成功を結びつける)を意識させることができ、生徒の知的好奇
心を高める可能性がみえた。また、
「成功―無理―チーム」が線で結ばれており、グループワークで
お互いに協力することで、
不可能だと思っていたことが可能になる経験にも繋がる可能性がみえた。
「発達の最近接領域(Zone of Proximal Development)」が示す通り、実際の回答でも、
「無理だろう
と思っていたことが意外と何とかなった。
」
「無理だと思ったこともチームのメンバーと協力すれば、
、
成功できたことが嬉しかった。
」という記述が見られた。このことから、学習者同士の双方向の支援
により、一人では達成できないレベルに到達することを促すことができたといえる。
次に、英語学習に対する意識や態度の変化に関しては、
「考える―話す―単語―言える」が線で結
ばれている。これは、今回のマシュマロ・チャレンジを経験したことで、英語学習への動機付けの
高まりが示されたことを表している。実際の回答でも、
「伝えたいことが英語だとすべて断片的にし
か伝えられなかったので、まず文を考えてから話していきたい。
」
、
「どうしても日本語を使ってしま
うところがあるので、日常的に使えそうな単語は言えるようにしたい。またその単語をいつ、どこ
で使うかもしっかり覚えたい。
」
、
「ジェスチャーを使わなくても英語で言えるようにしたい。
」とい
う記述が見られ、英語学習に対する意欲が高まっていることが読み取れる。Swain (1995)は,「アウ
トプットすることで気づきを促進させる。つまり、目標言語で自分が言いたいことと言えることの
ギャップに気づき、自身の言語上の問題を認識するようになる。そのような状況において、関連す
るインプットに注意を向けて,新しい言語知識を獲得しようとする(p. 126, 筆者訳)」と述べている。
つまり、生徒が言いたいことを言えないもどかしさを経験したり、自分の英語力や課題を把握した
りすることで、英語を学習する必要性に気がつくきっかけになっていると捉えることができよう。
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まとめ
本実践では、
課題である即興性を意識したスピーキング活動、
技能統合型の指導の実践を通して、
英語でやり取りすることや協同して学習することの重要性に気づかせ、英語学習への動機付けを高
め、人間関係を構築してクラスの結束を高めることを目指した。マシュマロ・チャレンジの実践に
おける生徒の振り返りについて定量的に分析することにより、生徒の特長を客観的かつ定量的に示
すことができた。その結果、即興で伝えたい内容を英語で表現することの難しさや、英語で言いた
いことが言えないもどかしさを経験したことで、自分自身の課題を認識し、今後の英語学習の必要
性に気づかせることができたことが示唆された。また、その場ですぐに成功体験に繋がるグループ
タスクが生徒の知的好奇心を高め、コミュニケーションする楽しさや、人間関係の構築に役に立つ
可能性があることがわかった。英語に対して苦手意識をもっていても、他のグループと競うシンプ
ルかつ楽しいゲーム性のあるタスクを通して、英語でやり取りする難しさを経験しつつも、楽しみ
ながら英語を使う雰囲気が作られた。振り返りシートの結果からも、41 名中 33 名が、本タスクが
楽しかったと答えていた。こうした経験が、友達と協力する態度の育成や、英語学習へのやる気を
刺激することに繋がることと考えられる。しかし、振り返りシートの回答から、あまり楽しいと感
じなかった 8 名については、あまり理解できず、タスクが完成できなかったことが原因である可能
性があることがわかった。
生徒によっては,英語のみで意見交換しながらグループでタスクを遂行す
ることが認知レベルに合っていなかったかもしれない。
苦手意識の克服に向けて,成功体験に導ける
ように個々に対応し,生徒の学習段階に適したきめ細やかな支援の継続が必要であろう。
本実践における困難点は、Walqui (2006)が示した、生徒が自由に発言できる安心感のあるサポー
ト環境作りである。チームで協力してタスクを遂行するゲーム性のあるマシュマロ・チャレンジを
通して、発話する語彙や文法など、誤りがあっても生徒が楽しみながらジェスチャーでなんとか相
手に伝えようとする姿勢が観察された。しかし、これまで英語でやり取りすることに慣れていない
こともあり、なかなか言いたいことが英語で言えない場面が多々あり、沈黙が多くなってしまった
生徒や、日本語を使用してしまった生徒もいた。足場かけとして、ワークシートにディスカッショ
ンで役に立つ語彙や表現をイラストと一緒に載せていたにもかかわらず、目の前の構造物を作成す
るタスクに意識が向きすぎており、そのワークシートを参照することを忘れていた生徒もいた。今
後は、英語でやり取りする機会を増やし、簡単な表現でも相手に伝える練習を少しずつ増やしてい
く必要がある。さらに、英語が苦手な生徒も安心して参加できるように、ワークシートの語彙を増
やし、提示するタイミングなど改善することも必要である。
実践中においては、できるだけ多くのグループの支援に回るなど、教師のサポートを工夫するこ
とで日本語の使用を避けることができるだろう。また、タイムマネジメントについても課題が残っ
た。18 分という制限時間だったため、
「もう少し長い時間があればもう少しいいものが作れたんじ
ゃないかと思った。
」
、
「時間内に終わらすにはチームワークが大切だと思った。役割の分担などしっ
かりすればもっと早く作業が終わると思った。
」という記述が見られるように、英語が苦手な高校生
を対象とした場合、もう少し時間を長く設定するなど、今後の課題が明らかになった。なお、本実
践は 1 つの学校の限られた人数の生徒を調査対象とした実践であり、マシュマロ・チャレンジを実
施した生徒のチーム力を高める効果や、英語学習への意識の変化等、全体的な傾向を示すにとどま
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るため、結果を過度に一般化することはできない。
しかしながら、このような困難点はあるものの、即興性を意識したスピーキング活動の実践を通
して、英語学習への動機付けを高め、英語でやり取りすることや協同学習の重要性に気づかせ、人
間関係の構築やクラスの結束を高めることに良い影響を与える可能性が示された。協力的な雰囲気
は、学習者の自尊感情や自信に対して正の効用をもたらすと言われている(Dörnyei, 2001)。不十分
な英語であっても、ジェスチャー等を用いてなんとか相手に自分の言いたいことを英語で伝えよう
とする姿勢を大切にする活動を授業の最初の段階で実施することで、クラスでの友好的な人間関係
や連帯感といったお互いの学習を助け合う肯定的な心理状態のある雰囲気を創出していくことにつ
ながると考える。そのような協力的なクラスルーム環境を作るには、年度初めの授業開始にマシュ
マロ・チャレンジを実施することで実現できる可能性があることが本実践でわかった。つまり、グ
ループの各メンバーがグループ活動にお互いに協力すれば成功することがイメージできるような連
帯責任を自覚させるゲーム性のあるタスクを用意し、個人の成功とグループの成功を結びつけるな
どチーム対抗戦形式にするなど競争心を刺激し、生徒個人と仲間の成果を評価できるようにタスク
シートや振り返りシートを用いて生徒自身の課題点に向き合う仕掛けを作ることが重要である。今
後も教員が生徒による振り返りやアンケートを活用し，その結果を分析し，自己の内省を深めるこ
とで授業改善につなげるといったアクションリサーチを行うなど,より多くの実践の積み重ねが必
要である。
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特別支援教育における実践論の特質に関する検討
――障害特性をふまえた支援論と生活・経験主義にもとづく実践論を超える視座 ――
新井英靖＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Discussion of the nature of educational practice for Special Needs Education: beyond views
based on life-empiricism practical theory and support theory based on disability characteristics
Hideyasu ARAI

キーワード：特別支援教育，ユニバーサルデザイン，生活単元学習，弁証法

本研究では，平成 27 年に出された新学習指導要領のキーワードである「育成を目指す資質・能力」や「主体的・対話的で
深い学び」を，特別支援教育の授業づくりの中で実現するためには，どのような実践課題があるのかについて検討すること
を目的とした。具体的には，ユニバーサルデザインなどの認知・行動的な視点から構成されている支援論と，生活単元学習
をはじめとする生活・経験主義的な実践論の特質および実践課題について検討した上で，これらの実践課題を克服するた
めに「弁証法」的な発達論・実践論を取り上げ，特別支援教育における実践改革の方向性（視座）について検討した。

はじめに
2017（平成 29）年 4 月に特別支援学校学習指導要領が新しく公示され，その翌年に特別支援学
校学習指導要領解説（小学部・中学部編）が出された。そのなかで，特別支援学校においても小学
校や中学校と同様に，
「汎用的な能力の育成を重視する世界的な潮流を踏まえつつ，知識及び技能と
思考力，判断力，表現力等をバランスよく育成してきた我が国の学校教育の蓄積を生かしていくこ
とが重要」と指摘されている（文部科学省，2018，6）
。このとき，
「育成を目指す資質・能力」を明
確化するとともに，
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進していくことが求
められた（文部科学省，2018，7）注 1）。
特別支援教育の分野でも，こうした時代の実践をどのように実現するかを検討してきたが，その
――――――――
*茨城大学教育学部
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かたちは一様ではない。たとえば，熊谷は「そもそも様々な子供たちに対する一斉授業の中で，一
人一人の学習スタイルにぴったりと適合させる授業を行うことは不可能である」
という立場をとり，
「様々な学習スタイルを持つ子供たちが，どこからでも授業内容にアクセスできるように，授業の
やり方に一定の幅を持たせる」ということを実践原理としている（熊谷，2017，13）
。こうした発
想での実践は，ユニバーサルデザイン（UD）の授業づくりが典型的である。
UD の授業づくりでは，黒板に「いろいろな教科ごとの連絡が貼られていて，板書するにも全面
が使えなかったり」すると，特別な支援を必要とする子どもは「注意の集中・持続や必要な情報の
取捨選択に困難が生じやすい」と考える。こうした学習上の困難を打開する方策として，
「教室環境
の整備」や「教材やプリント類の整理の仕方」
「指示や説明を簡潔で具体的なものにする」というよ
うに，さまざまな視点から手立てを講じることが UD の授業づくりであると指摘されている（花熊・
米田，2016，12-13）注 2）。これは，
「通常学級において発達的に課題がある子の『学びのつまずき』
を想定し，その背景を踏まえてデザインしていくのが UD 化された授業」であるとし，
「ひきつけ
る」
「むすびつける」
「方向づける」
「そろえる」
「
『わかった』
『できた』と実感させる」といった「５
つのテクニック」を子どもに合わせて用いていくことが多様性への対応であるという考え方が根底
にある実践論である（阿部，2017，12-13）
。
こうした視点は，知的障害児教育の教科指導においても従来からあった。たとえば，特別支援学
校（知的障害）の国語の授業において，
「担当する児童生徒の発達段階に合わせて，生活に生かせる
題材や内容を設定し，
『伝え合う力』の育成を視野に入れながら，授業を構成すること」が重要であ
るが，それを実現するための手立てとして「視覚的な教材などを工夫して，児童生徒が理解を深め
られるように取り組んでいく」実践例が多く紹介されてきた（是枝ほか，2011，13）
。新学習指導
要領をふまえた特別支援教育のポイント解説においても，
「①学びの過程で考えられる【困難さの状
態】を把握し，
」
「②【指導上の工夫の意図】を明確にもった上で，
」
「③【手立て】を講じる」とさ
れている（斎藤，2019，16）
。
以上のように，特別支援教育の実践論は，新学習指導要領においてアクティブ・ラーニングの視
点で授業づくりを進めていくことが求められる中でも，障害児の特性をふまえた「特別な手立て」
を講じていくこと（
「支援」論）を実践原理としているものが多い。
一方で，新しい学習指導要領は，
「通常の教育の教育内容観が大きく転換し，それは知的障害児教
育が戦後一貫して大事にしてきた教育内容観と大きく重なるものとなった」ととらえる研究者もい
る（名古屋，2018，20）
。こうした主張は，新学習指導要領で求められている「資質・能力」は「単
なる知識・技能」の習得にとどまらず，
「子どもが社会のなかで生き生きと生きていくために必要な
内容」であるが，そうした内容を知的障害児教育は戦後一貫して生活単元学習等の「各教科を合わ
せた指導」のなかで実践してきたということを論拠としている（名古屋，2018，32）
。すなわち，新
学習指導要領で求められている「社会のなかで生き生きと学ぶ」には，
「学習活動の実生活化・単元
化」が不可欠であり，こうした実践を生活単元学習は従来から展開してきたという主張である（名
古屋，2018，33）
。たしかに，知的障害児教育で展開されてきた生活単元学習は，生活（社会）に関
連するテーマを単元化し，子どもにさまざまな能力を高め，深めていくことをねらいとしている。
しかし，はたして新学習指導要領で求められている「育成を目指す資質・能力」というものは，
「実
生活化」した学習活動を通して育つものなのだろうか。この点については，これまで十分な検討が
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なされてこなかった。
以上のような特別支援教育の実践的課題について，
三浦は以下のようにとらえている。
すなわち，
実践現場では主体的・対話的で深い学びを実現しようとしているが，子どもの障害特性を考慮した
手立てを提供しても，
「実際には形だけの対話になって」いて，決して「話し合い活動」とはいえな
い場面も少なくないと指摘している。その一方で，生活単元学習などでは「体験・経験」
「調べ学習」
「問題解決学習」などの様々な取り組みが展開されているが，
「調べて解決して終わってしまうよう
な学習活動」になっていて，
「アクティブ・ラーニングとは決して言えない」とも指摘している（三
浦，2017，29）
。
このように，特別支援教育の実践論は，障害特性論をベースにした「支援論」と，実生活をもと
にした（教科とは異なる）生活・経験主義的な単元学習のなかで能力育成をはかるものとに二分さ
れる。しかし，どちらの実践をとっても，新学習指導要領の鍵概念である「資質・能力の育成」や
「主体的・対話的で深い学び」を実現できるとは言えないという指摘もあり，検討の余地が残され
ている。そこで，本研究では，これらの支援論や実践論の特質を分析し，新学習指導要領で掲げら
れた「育成を目指す資質・能力」や「主体的・対話的で深い学び」とはどのような相違点があるの
かを検討することを目的とした。
その方法として，中央教育審議会の答申等を比較することで，UD の授業づくりと生活単元学習
の授業づくりが新学習指導要領の鍵となる概念を比較検討する。その上で，析出された特別支援教
育の実践課題を解決することができる実践原理について，近年の発達論や教育方法論に関する研究
論文をもとに検討したいと考えた。

ユニバーサルデザインの授業づくりと「社会との接点」
昨今，日本において UD の授業づくりは多くの人が支持するところとなり，一定の広がりを見
せている。この実践は，学習障害や発達障害の障害特性をふまえた支援方法をベースにして構築さ
れているものが多く，その理論は「認知と行動」をベースにした心理学研究が基礎となっている。
すなわち，学習の過程で障害等により「困難」や「つまずき」が生じた場合には，「視覚化」や
「動作化」などの手立てを講じて「目標（＝見方・考え方が身につくこと）」に到達することが
UD の授業づくりの大きなねらいであるが，こうした対応では，新学習指導要領で求められている
「育成すべき資質・能力」を十分に身につけることはできないのではないかと考える。それは，
UD の授業づくりでは，新学習指導要領で求められている「社会と関係するなかで資質・能力を育
てる」という視点があまり検討されていないからである。
平成 28 年に出された中央教育審議会答申では，
「学校が社会や世界と接点を持ちつつ，多様な
人々とつながりを保ちながら学ぶことのできる，開かれた環境となることが不可欠である」という
ことや，「学校が社会や地域とのつながりを意識し，社会の中の学校であるためには，学校教育の
中核となる教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある」と指摘されている（中央教
育審議会，2016，p19）。また，
「地域の人的・物的資源を活用したり，放課後や土曜日等を活用
- 91 -

茨城大学教育実践研究 38(2019)

した社会教育との連携を図ったりし，学校教育を学校内に閉じずに，その目指すところを社会と共
有・連携しながら実現させる」ことが重要であると考えられている。そして，こうした学びを社会
や地域に広げていくことで，
「これからの社会を創り出していく子供たちが，社会や世界に向き合
い関わり合い，自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを，教育課程に
おいて明確化し育んでいくこと」ができると指摘している（中央教育審議会，2016，p20）。
これが，新学習指導要領において求められている「社会に開かれた教育課程」や「カリキュラ
ム・マネジメント」であるが，UD の授業づくりではこうした視点は中軸に据えられていない。ま
た，新学習指導要領で重視された「主体的・対話的で深い学び」という視点からみても同様であ
る。特に，
「深い学び」については，以下のように「社会」と結びつけながら「わかる」というこ
とが求められている。
「学びの過程において子供たちが，主体的に学ぶことの意味と自分の人生や社会の在り方を結び付
けたり，多様な人との対話を通じて考えを広げたりしていることが重要である。また，単に知識を
記憶する学びにとどまらず，身に付けた資質・能力が様々な課題の対応に生かせることを実感でき
るような，学びの深まりも重要になる」
（中央教育審議会，2016，p47）
以上のように，新学習指導要領の鍵概念である「資質・能力」や「深い学び」は社会との接点
が不可欠なものであり，特別支援教育の実践論においても，
「個人の能力の育成は社会的つながり
を深めながら伸長していくものである」という点を基盤にして考えていかなければならない。

生活・経験主義にもとづく単元学習と「深い学び」
以上の点をふまえると，特別支援教育の実践においては，認知・行動的な視点から子どもをとら
えて授業づくりを展開するよりも，経験や生活をふまえた実践のほうが新学習指導要領の主旨にそ
った実践が可能であると考えられる。このため，生活単元学習を従来から研究してきた研究者は，
従来通り，生活単元学習を充実させていくことで「深い学び」が実現でき，新学習指導要領で求め
られる「資質・能力」を育成できると考えている。
しかし，従来から実践されてきた「生活単元学習」における「学び」が，新学習指導要領におい
て議論されている「深い学び」と同列に論じてよいかという点については検討の余地がある。それ
は，生活単元学習で重視する「学習活動の実生活化・単元化」によって，
「経験を通してできること」
は増えていくかもしれないが，
果たしてそうした授業を通して新学習指導要領で求められている
「も
のごとを深く見つめ，考える力」が身につくかどうかという点については十分に言及されていない
からである。
生活単元学習を長年，
研究してきた名古屋は生活単元学習の論争史を振り返り，
「
『生活か教科か』
の古びた二項対立は終わるべき」と指摘している（名古屋，2018，20）
。筆者もこの点について異
論はないのだが，新学習指導要領で求めている実践は，
「従来の教科でもなければ，従来の生活単元
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学習でもない」実践を展開することなのではないだろうか。
たとえば，久田はアクティブ・ラーニングで重要な「課題の発見」に関しては，
「教材内容の批判
的検討をも必然的に内包する課題の共同決定」の過程を生み出すことが重要であることを指摘して
いる。そのため，学習指導案についても，
「緻密な指導案を作成し，細大漏らさずにその計画に子ど
もの主体的参加を囲い込むのではなく，学びと授業の進行・計画を立てること自体を授業の一部に
することもできる」と指摘している（久田，2016，51）
。また，子安は「教師の教えの絶対化を避
け，教えただけあるいは学びだけの理論枠組みを否定し，科学や文化の成果を学びとして生成的に
取り入れる見地にたって授業を構想」することが重要であると指摘している（子安，2016，27）
。
つまり，アクティブ・ラーニングを議論する場合には，教科（科学や文化）と生活（子どもの実
際的な経験）のどちらが優位であるかを検討するのではなく，両者を一体的，融合的にとらえる実
践論を展開しなければならない。この点について柴田は，
「経験的概念と理論的概念とはたんに相互
に対立するだけでなく，相互に依存しあい，たえず変化し，たがいに他に転化する可能性のあるも
のとしてみなくてはならない」と指摘している（柴田，2010a，41-42）
。柴田はこうした考え方を
授業づくりの基本であると考え，
「教授―学習過程」の創出こそ授業の原理であると述べている（柴
田，2010b）
。
以上をふまえると，現代の特別支援教育の実践論に求められていることは，従来からの生活単元
学習を継承することではなく，経験（生活）を通して学ぶことの意義を強調しつつも，そのなかに
生活から離れた教科の視点（見方・考え方）を融合していく実践なのではないかと考える。

特別支援教育の実践論を転回するための視座
前節までに，UD の授業づくりをはじめとした「認知・行動的支援論」と，生活・経験主義にも
とづく「生活単元学習」のどちらにおいても，新学習指導要領の「資質・能力の育成」や「深い学
び」に結びつかないのではないかと指摘した。この議論の行きつく先は，
「資質・能力とは生活から
遊離したところにある教科の見方・考え方」を身につけることでありながら，
「社会と接点があるな
かで資質・能力が身につき，学びが深まる」ものであるというように，一見すると矛盾し，対立す
る二者を融合する実践原理を構築することである。
ここでいったん立ち止まって，21 世紀にアクティブ・ラーニングが注目されるようになった背景
に注目すると，この実践改革の背景に D．ショーンなどの研究知見が広まったことが挙げられる。
D．ショーンはプロフェッショナルな仕事をしている人は，次のように行為していると指摘する。
「有能な実践者は日々の実践の中で，適切な判断基準を言葉で説明できないまま，無数もの判断を
おこなっており，規則や手続きの説明ができないまま，自分の具能を実演している。研究に裏打ち
された理論と技能を意識的に用いているときでも，有能な実践者は暗黙の認識や判断，また熟練し
たふるまいに頼っている」（Schon, D., 1983＝2007, 50）
ただし，以上のような「行為の中の省察」は「複雑性，不確実性，不安定性，独自性，価値観の
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衝突」の中で生まれるものであり，決して固定的，安定的なものではない。そのため，「実践の中
の矛盾し合うパラダイム」を目の前にして，いつでも「解決」できるというわけではなく，そこか
ら常に問題が「設定」されているのが専門家の省察であるとショーンは指摘する（Schon, D., 1983
＝2007, 17-18）。
こうした D. ショーンの考え方を教育実践や教師の専門性論として再構成した研究者がコルトハ
ーヘンである。コルトハーヘンは，「今ここの教室での場面における行動」はしばしば無意識的に
導かれているものであり，「個人がもつニーズ，関心，価値観，意味づけ，好み，感情，行動の傾
向を集合体的として，ひとつの分離することの出来ない全体に統一する」ものであると指摘してい
る。こうした統一体をコルトハーヘンは「ゲシュタルト」と表現し，「経験による学び」の中で形
成されると考えた（Korthagen, F. et al, 2001＝2010, 51）。このように，不確実で不安定な中で，
考えたことを感情や価値を含めて全体的にとらえることができるようになると，
行為や思考は深化・
発展するとコルトハーヘンは考えた。
また，1990 年代以降のこうした知見をもとに，学習論を再構築したのがエンゲストロームであ
る。エンゲストロームは，単に活動していれば人は新しいことを学習できると考えるのではなく，
「変化と発展の源として中心的な役割を果たす」ものは，「矛盾」＝「歴史的に蓄積されてきた構
造上の緊張状態」であると考えた。そして，こうした「矛盾」を乗り超えるために重要なものが「交
渉」（コミュニケーション）と「協働」であると考えられている。ただし，エンゲストロームのい
う「交渉」や「協働」とは，「事前にしっかりとした規則や中心的な権威なしに成立する」もので
あり，「ネットワーク」ではなく，「はるかにつかみどころのない，即興的な現象」＝「ノットワ
ーキング」（結び目）であると考えられている（Engestom, Y., 2008=2013, 330）。
エンゲストロームが述べる「ノットワーキング」とは，以下のような実践を展開することで，個
人知や学校知を超えた学習へと広がっていくものであると述べられている（表 1）
。
表 1 エンゲストロームの拡張的学習論の特徴
① 組織や専門性の境界を横断するものであること。
② すばやく変化していくニーズに応えるために，「機動性」と「柔軟性」をもつこと。
③ 権限が一つの中心に固定されていないのに，共有された対象の鼓動に焦点を合わせられ
ること。
こうしたエンゲストロームの拡張的学習理論について，庄井は「ある人格が具体的な困難を，多
声的に語り合い，そこから新たな人間どうしの絆，新たな共同活動のシステムを構築する」もので
あると指摘する。そして，この学習論では，単にみんなで語り合い，活動していれば学習が広がる
というものではなく，「『固有名』の人格の意味－世界・他者・自己への意味づけのシステム」あ
るいは「自己物語として絶えずつむぎ直される人生のアイデンティティ研究」として拡張するもの
であると指摘している（庄井，2013，162）。また，山住は教室を「社会的コミュニケーション空
間」とすることが必要であると指摘しているが（山住，1998，90）
，これは，授業を「集団や組織
やコミュニティ自身による協働的な活動の発達・成長のシステムとサイクル」となるように動的に
展開することが重要であると考えている（山住，2004，78）注 3）。
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以上のように，近年の教育実践論は，認知・行動と感情・価値を一体的にとらえ，自己の内面形
成と社会との結びつきを融合させることが重視されている。これらは，従来の学習理論では相容れ
ないものとしてとらえられていた互いに対立・矛盾する側面を統一・融合する実践原理を追究して
いく必要があるということを示すものであると考える。

「弁証法」という視点から実践論を再構築する
それでは，対立・矛盾するものを統一・融合する子供のとらえ方や教育実践の原理とはどのような
ものであろうか。ここでは，「弁証法」という考え方に注目し，弁証法にもとづく発達論や実践論
を展開している近年の論文を取り上げて検討してみたい。
（1）
「弁証法」的発達という考え方
まず，発達を「弁証法」という視点から検討している 2000 年以降の論文を取り上げ，そこで展
開されている「発達」のとらえ方について考えてみたい。
たとえば，神谷は「普遍的なものと個性的なもの，概念と現実の諸関係を認識する」にあたって，
これら対立する諸側面を統一するべく弁証法的にとらえるときには，美的表象のような「全体的な
もの」が重要であり，自由な想像の機能（想像力）が統一へと向かわせるものであると指摘してい
る（神谷，2004，72）注 4）。
また，アイデンティティの発達について論じた山田は，エリクソンやフロイトの考えを援用しな
がら，
「アイデンティティの形成は生成的であるだけでなく，相手，対象との相互関係を通して進む
ものであり，それぞれにおいて心理社会的ベクトルが作用し，その相互作用を通して弁証法的な発
達・発展がもたらされる」と指摘している（山田，2012，287-286）注 5）。
さらに大場は，ユング心理学を参考にしながら，発達障害の自己形成過程を論じるなかで同様の
指摘をしている。すなわち，大場は発達障害者には「自―他の境界」がなく，主体のなさがその特
徴として挙げられるが，自―他を分離させようとする際にも「分化のプロセスの中には，なお融合
を求め続けるという矛盾が含まれている」ことを指摘しており，
「結合と分離は同時的で弁証法的な
ものである」と指摘している（大場，2018，242）
。そして，大場は，対立する二項（自―他）を「つ
なぐ」ものとして「象徴」があり，
「象徴形成，主体の形成，他者の生成はそれぞれがそれぞれと関
わり合いながら，同時的，弁証法的に進んでいく」と指摘する（大場，2018，245）
。
加えて，亀谷はアンリ・ワロンの人格発達理論を研究するなかで，
「
『認識』
（身体意識，自己意識，
さらにその発展形態としての言語的・論理的思考が含まれる）の発達は『人格』全体の発達の解明
抜きにはあり得ない」という点にワロンの理論の特徴があると指摘している。具体的には，
「身体こ
そ（精神・心理よりも）第一義的であり，優位性がある。身体の方が始原的な実在（
「認識そのもの
から独立した存在」
）であって，精神発生の過程の解明では，まず必然的に<心身関係>自体が問わ
れることになる」と指摘している。その上で，
「その個体の<心身関係>に，同時に，同様の個体を持
つ他者とも関わり（相互作用の変容）を重ね合わせて把握」する必要があり，
「社会的環境の下での
他者（周囲の人たち）こそ，精神発生と人格発達の重要な必然的な要因」であると指摘する（亀谷，
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2016，27）
。これは，ワロンが「発達の諸相を複眼的・重層的に把握」しようとしていたものであ
り，
「デカルト的な自我・自己意識，すなわち，近代西欧哲学での『人格』主体や，近代個人主義の
克服という課題」があったと亀谷は指摘している（亀谷，2016，27）
。
（2）教育方法学における「弁証法」的学習論
発達論と軌を同じくして，2000 年以降，教育方法学研究においても『弁証法』的なとらえ方を主
張する研究は行われてきた。たとえば，田久保は，
「個人指導が生徒の自己変革を生み始めると，個
人指導は『必然的に集団指導に転化する』
」と指摘している。すなわち，個人指導と集団指導は対立
的にとらえられることが多いが，本来、これらは「相互に関連しあい，相互に転化・移行する過程
をたどりつつ，集団の自治性・民主性を発展させ」ることで，
「人格的自立と社会的連帯を統一的に
追求する」ことができると指摘している（田久保，2003，31）
。田久保は，こうした捉え方ができ
るようになるのは，
「個人指導のあり方を対象関係論の見地から検討する」からであると考えてお
り，
「個人指導と集団指導の弁証的発展」が重要であると述べている（田久保，2003，31-32）
。
また，田井は「シェライエルマッハ―における弁証法」の理論を援用しながら，教育は「現実の
具体的な人間に対するはたらきかけであると同時に，理念的な倫理的価値である善を目指すもので
なければならない」と指摘する（田井，2005，7）
。そして，教育はこうした「現実的なものと思弁
的なものの間の調和的結合」が重要であり，この結合が生み出されることを「弁証法」と説明して
いる（田井，2005，8）
。こうした弁証法的な教育では，
「相対立する極同士をまとめ上げるような
思考における同一化」が必要であると田井は指摘する。そして，
「人間が本質的に社会的動物として
の性質をもち，その性質をもつがゆえに，それぞれの人間の思考は他の人間の思考と相違点を含み
つつもそれを統合していく機能を本質的に備えもつものである」と述べている。こうした「現実性
と理念性の対立を前提にした同一化への過程」こそが弁証法的な教育実践であると田井は指摘する
（田井，2007，3）
。
さらに，佐藤は P.フレイレの『解放』の教育思想を取り上げ，
「学習者は，
『世界と向き合う主体』
として『自己解放』へと向か」うとともに，
「
『世界』を変革する」ことも同時に行われると指摘し
ている（佐藤。2016，52）
。佐藤はこれを，
「
『対話』と『意識化』の弁証法」と述べているが（佐
藤。2016，52）
，こうした相互の発展を遂げるためには，
「
『課題』を媒介に『省察と行動』のサイ
クルである『対話』と『意識化』の弁証的実践を行うことが重要である」と指摘している（佐藤。
2016，56）
。
加えて，平田は，エンゲストロームの拡張的学習理論を分析する中で，学習が拡張される過程で
必要とされている「矛盾」とは，
「単なる活動システムの不備などではなく，文化・歴史的な背景を
持つ，必然的な内部矛盾である」と指摘している。つまり，
「学校教育の内的矛盾の構造を見抜き，
既存の学校教育の文脈を問い直し，新しい活動システムを創出することが，拡張的学習にあたる」
と述べている（平田，2017，22）
。そして，この理論では，
「固定化された順序や不変の最終目的が
あるわけではな」く，むしろ「ある特定の状況・文脈」のなかで一般化を獲得していく過程が重要
であり，これを「普遍性と文脈特殊性の弁証法」と表現している（平田，2017，25）
。
このように，
「理論・実践」や「認識・経験」といった対立・矛盾するものを統一する際に，
「弁
証法」を用いて論じる研究が行われてきた。これは，究極的には「教えること」と「学ぶこと」の
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間にある矛盾や対立をどのように超えるかということと結びつく。この点について，柴田は子ども
の認識活動は「人間の実践活動を基礎」とする一方で，
「客観的事実の分析と総合，因果関係の探求」
等を通しておこなわれると指摘している（柴田，2010b，96）
。そのため，柴田は「授業における認
識活動の主体」は「教師であり，生徒である」という立場をとる。そして，この両者の活動は「教
授」と「学習」と称されるように，
「明らかに異なっている」ものでありながら，授業のなかでは「対
立した役割を両者は演じる」と指摘する。つまり，
「授業過程（教授―学習過程）
」とは，
「この過程
に含まれる弁証法的対立，矛盾を明らかにする」ことであると指摘している（柴田，2010b，96）
。
以上のように，2000 年以降の発達論・実践論は「弁証法」的なとらえ方が必要であるとする論考
がいくつも出されている。これらは，発達や実践を動的にとらえることの重要性を指摘するものが
多く，アクティブ・ラーニングの理論的根拠ともなりえるものであると考えられる。そして，特別
支援教育の実践論についても，こうした視点から再構築していくことが必要なのではないかと考え
る。

まとめと考察
本研究は，特別支援教育の実践論の特質を分析したうえで，新学習指導要領で掲げられた「育成
を目指す資質・能力」や「主体的・対話的で深い学び」をふまえた実践を展開するために，どのよ
うな実践原理を採用し，どのような実践を展開していくべきであるのかについて検討することを目
的とした。その結果，新学習指導要領の主旨をふまえて特別支援教育の実践を展開するには，
「障害
特性にもとづく支援論」だけでは不十分であると同時に，
「教科の視点」なく生活（経験）を重視し
た従来の生活単元学習でも不十分な点があることを指摘した。そのうえで，上記の二極化した特別
支援教育の実践論を超えた新しい実践原理を構築するためには，
「理論（教科）と実践（生活）
」や
「認識と感情」といった対立・矛盾するものを統一する「弁証法」的な発達論や教育実践論を展開
することが必要であると指摘した。
本稿では，2000 年以降の特別支援教育および発達や教育実践を論じた論文や政府資料をもとに
検討したために，特別支援教育の実践的特質とそれを超えるための実践原理を検討するにとどまっ
ている。本来，従来の特別支援教育の実践的特質を超える発達論や実践論を構築するためには，
「原
理」を述べるにとどまらず，そうした「原理」をもとにどのような実践を展開することができるの
かという点を明らかにしなければならない。つまり，特別支援が必要な子どもに対しても，
「主体
的・対話的で深い学び」を実現するために，発達や教育指導を弁証法的に捉えて実践する方法を具
体的に検討することが必要であるが，この点については本稿では十分に論じられていないので，今
後の課題としたい。

注
1）特別支援学校学習指導要領解説では，こうした授業改善は「アクティブ・ラーニングの視点に立
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った」ものであると記されている（文部科学省，2018，7）
。
2）こうした「障害特性」を「学習スタイルの違い」として理解し，一斉授業のなかに「特別な支援」
を加えていく授業づくりの方法は，小学校・中学校を問わず，これまでさまざまなところで紹介
されてきた（柘植ほか，2012；柘植，2014；涌井，2014 など）
。
3)山住の理論的な背景には，エンゲストロームの拡張的学習論がある。山住は，エンゲストローム
が，
「拡張的学習を展開するためには協同的に学習することが重要である」と考えている点に注目
している（Engestrom, Y., 1987=1999, 2-4：山住，2004）
。
4）神谷はこうした指摘をする文脈で，カント哲学を批判的に取り上げている。すなわち，
「カント
は美をもっぱら『快・不快の感情』とのみ結びつけ，美的表象を『まったく認識の構成要素にな
り得ない』ものとしている」が，
「世界の美的知覚は，世界をそのように眺めるときの感動に見ら
れるように『快・不快の感情』をよび起こすとはいえ，それにとどまらない」と述べ，カントの
とらえ方に異議を唱えている（神谷，2004，72）
。
5）逆に，山田はこうした「相関関係が弁証法的な発展に向かわずに再生産に陥る」と，
「出口がな
く繰り返される悪循環においてお互いが絡みあい，身動きがとれなくなる病理的な関係性」とな
ることを指摘している（山田，2012，286）
。
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保幼小接続期のカリキュラムと授業づくりに関する検討

―― 保幼小接続期の学習のつまずきを軽減する教材の開発と学習の展開――
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Successive curriculum and learning from pre-school education to elementary school education:
development of teaching materials for alleviating whisper of learning in the childhood and
unfolding learning
Hideyasu ARAI, Seiki YAMAMOTO, Ayumi WATANABE, Yoko HISAKA, Kanako ITO,
Miu KISHIDA, Yuki YAMAZAKI, Yuka KAMEYAMA, Nene YAMAGUCHI, Mayuko ISHIHARA,
Masayo YOSHIDA, Shoko GOMI, Kenta HATORI, Yumiko MIYAZAKI, Yuki OOUCHI, Anna
SUZUKI, and Kahori UEMATSU

キーワード：保幼小接続，カリキュラム，ファンタジー，算数，特別支援

本研究では，小学校算数の学習内容を幼児が楽しく学ぶ方法ついて検討した。その結果，幼児はファンタジーのある活
動の中で主体的に操作活動に参加し，友だちと対話しながら答えを見つけようとする姿が見られた。このとき，指導者はやり
方を教えるのではなく，幼児が「どうしたら良いか？」を考えられるように働きかけると，幼児は「比べる」「並べる」などの算数・
数学（「長さ」）の見方・考え方ができるようになった。また，発達障害等の学習困難のある幼児には，活動全体が楽しい雰囲
気に包まれ，友達と一緒に活動することで，参加の機会が多くなった。以上のように，保幼小接続期の学びでは，幼児期の
遊びと小学校の学習につながる教科のねらいを融合する活動を展開することが有効であると考えた。

――――――――
*茨城大学教育学部

**茨城大学教育学部附属特別支援学校 ***茨城県立友部東特別支援学校 ****茨城県立

伊奈特別支援学校 *****茨城大学大学院教育学研究科 ******茨城大学特別支援教育特別専攻科 *******茨城
県立鹿島特別支援学校 ********茨城県立常陸太田特別支援学校 *********茨城県日立市立中小路幼稚園
**********茨城県水戸市立寿幼稚園
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はじめに
保育園・幼稚園から小学校への接続期に子どもの学びが連続的に用意されることがとても重要であるこ
とが認知され，日本全国でアプローチカリキュラムとスタートカリキュラムが作成されている。しかし，実際
には，この移行期に具体的にどのような遊びや学びを提供すればよいかという点は，十分に検討されて
いるとはいえない状況にある。たとえば藤谷は，「先行事例が提示しているアプローチカリキュラムの保育
事例においては，小学校との交流学習や集会活動等のイベント的なものが多く前面に出されているのに
対し，日常の保育におけるアプローチカリキュラムの具体化した題材例があまり示されていない」と指摘し
ている（藤谷，2017，255）。濱田らは，こうした状況の中で，「幼保小連携・接続をイベントではなく，日常
の保育・教育の一部として進めること」が重要であると指摘している。しかし，その方策については具体的
に示しておらず，「就学前施設と小学校，就学前施設同士といった組織間の関係性を密にし，共に子ども
を育てるという感覚」が重要であるという点を指摘するにとどまっている（濱田ほか，2019，32）注 1）。
一方，瓜生らは「教育や保育活動において体験とか経験と言うとき，漠然とした一時的行為とは区別す
る必要がある」と指摘している。これは，「1 回の経験をその子にとって意味ある経験として成立させる要件
を，保育や教育は最大限に満たさねばなら」ないという意味であり，保育活動のなかに教育的意図を組み
入れていく必要性を指摘するものである（瓜生ほか，2000，157）。同様に，三浦は「保育活動の題材がど
の 5 領域を重視しているのか，そして，それが小学校においてどの教科と結びつくのかを明確に」するこ
とが重要であると指摘し，「幼稚園の保育活動と小学校の教科等を連続性・関連性があるように」題材を整
理して示している（三浦，2016； 三浦，2017）。
もちろん，保幼小の接続を考える場合には，幼児教育の側にだけ改革・改善が必要なわけではく，「小
学校教育のカリキュラム全体を問い直さざるを得なくなる」と指摘されてきた（浅野，2018，73）。そもそも，
保幼小接続カリキュラムの重要性が指摘されたのは，いわゆる「小1 プロブレム」を軽減するためのもので
あるが，「小 1 プロブレム」が生じている背景には，単に子どもの育ちや家庭での教育力の低下などとい
った理由ばかりではなく，保育園や幼稚園と小学校の「生活リズムの違い」も考えられ，そうした違いを理
解した上で「授業の工夫」が必要であると指摘されている。具体的には，「授業が面白くなく子どもをひき
つけられない」こと，「子どもに興味関心を持たせるような言葉かけや環境づくりが不足している」ことなど
も指摘されている（有嶋，2017，9）。そして，有嶋は，小学校入学直後の 1 年生には，「15～30 分程度の
短い時間帯で学習を構成し，1 年生全体の集中力の定着を図りながら，徐々に 1 単位時間を 45 分に近
づけていく」といった「モジュール学習」が有効であると指摘している（有嶋，2019，10）。
こうした実践は，教科学習という点からみると「合科的・関連的な学習」である生活科のなかで実現しや
すいという指摘が多い（加納，2017；若手，2018；田村ほか，2018）。中でも，成田らは 4 月の最初の単元
は「学校を探検する」ことを生活科の学習のなかで行い，その際に「15～20 分のモジュールにして毎日
学習」することなどを提案している（成田ほか，2016，49）。そして，こうした学校めぐりや外で行う学習活
動があると，「遊びと授業との区切りを明確にすることができ，子どもたちは教師から指示されなくても次の
授業の支度をしたり，前の授業時に終わらなかった課題に取り組んで完成させようとしたりする姿が見ら
れた」と指摘されている（松嵜，2018，97）。
ただし，生活科が保幼小接続期の学び効果的な唯一のものであると考えるのは早計であろう。すなわち，
机から離れて活動的に学ぶ授業は，国語や算数のような教科学習でも実現できるのではないか。これま
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での先行研究においても，実践的に幼児期の遊びを紹介しながら，「ビー玉をホースの最後まで転がす
にはどうするか」を考えるときに数量に関わる思考が働くと指摘している（矢治，2017，161）。もちろん，ス
タートカリキュラムにおいて「発問や指導のわかりやすさ」が「児童の授業中の安心感を支えると同時に学
びに対する構えを作る」という指摘や（斎藤ほか，2019，20），「『問いをもつ→活動する→発見を紹介す
る』という学習のサイクル」があると「自覚的な学び」を実現しやすいといった指摘など（岩野・西端，2017，
140），指導技術の質的向上も接続期の学びの断絶を軽減する方策として重要である。しかし，それと同
時に，幼児期の学びと小学校での学びを融合し，「遊んでいるうちに小学校の学習内容が自然と学べる
カリキュラム」を創出する実践の開発が不可欠なのではないだろうか注 2）。
そこで，本研究では，幼児期の遊びのなかに小学校の国語や算数の教科学習のねらいを含めた活動
を創出し，そうした活動に参加した幼児がどのように学んでいたのかを検討することを目的とした。

研究の方法
本研究では，上記の点を明らかにするために，筆者らで保幼小接続授業注 3）を立案し，それを幼児に実
践することで，保幼小接続期の学び方について検討することとした。具体的には以下の手続きに従って
研究を進めることとした。
（1）保幼小接続授業を立案する
保幼小接続授業を立案するにあたり，授業設計の方針を明確にした上で，学習指導案を立案した。な
お，保幼小接続授業は，幼児期の発達をふまえた遊びを通して学ぶことを基本とするが，そうした遊びの
なかに国語や算数の教科学習の内容を盛り込むものである。今回の授業設計においては，遊びの中に
組み入れやすい算数（長さ）の学習を融合することとした。
（2）保幼小接続授業を実践し，幼児の学びの過程を分析する
立案した保幼小接続授業を幼稚園（年長組）において実践し，保幼小接続期の学びの特徴を検討した。
具体的には，幼児が保幼小接続授業のなかでどのように学んでいたのかについてエピソード記録を示し，
幼児の学びの過程を分析した。
以上の 2 点を明らかにするなかで，保幼小接続授業の内容と方法について考察した。

結 果
1．保幼小接続授業の立案
（1）授業設計の基本方針
保幼小接続授業を立案するにあたり，幼児期の発達をふまえるとともに，小学校 1 年生の算数の内容へ
と接続する学習活動を検討した。このとき，保幼小接続授業は次の点に留意して学習活動を用意すること
が必要であると考えた。
まず，保幼小接続カリキュラム（アプローチカリキュラム・スタートカリキュラム）は，幼稚園・保育園と小学
校のそれぞれの目的や大切にすべきことがあるという点を確認し，どちらか一方が他方に合わせるもの
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ではない注 4）。つまり，保育園・幼稚園においては幼児期の発達，小学校においては学童期の発達があり，
その特徴をふまえた学習ができるように保育・教育を行うことが重要であると考えた。具体的には，幼児期
の子どもは，ファンタジーを楽しみながら想像力を高めていく時期である一方で，学童期の子どもは言語
（記号）を用いて思考する力を高めていく時期であるので，幼児にこうした活動を実践する際にはファンタ
ージの世界を楽しめるようなお話をつくった。もちろん，その発達は「小学校に入学した 4 月」に突然切り
替わるものではなく，幼児期後半（年長）から学童期前半（1～2 年生）にかけて徐々に変化していくもので
あるという点も授業づくりの基本とした（図 1 参照）。
保育園・幼稚園

小学校

アプローチカリキュラム

スタートカリキュラム

幼稚園

小学校

教育要領

学習指導要領

遊び

教科

両者の重なりあっている部分を意識した保幼小接続授業を立案することが必要
図 1 保幼小接続授業の視点
すなわち，「6 歳」を境にして幼稚園と小学校に区別し，教育の内容や方法を分けているのは「制度上」
のことであり，子どもの学びは連続している。そのため，指導する保育者・教師は幼児期から小学校への
移行期に子どもは「なだらかに発達が変化していく」ということを意識して保育・教育を行うことが求められ
る。そうでなければ小学校入学段階で大きな「断絶」が生じ，学習につまずきやすい子どもは学校に適応
できなくなることも考えられる。これまで議論されてきた「小 1 プロブレム」は，こうした断絶をうまく乗り越え
ることができず，学習につまずきやすい子どもが多くいるクラスであると筆者らは考えている。
そこで，保幼小接続期のカリキュラムでは，ファンタジーのなかで学ぶ（遊ぶ）ことを基本にしながら，そ
のなかに小学校で学ぶ各教科の内容を含め，関心を向けることができるように学習する活動を展開しよう
と考えた。
（2）保幼小接続授業の教材および展開
以上の点をふまえて，今回立案する保幼小接続授業は，「ストーリー性のある展開の中に算数・数学の
内容の一部を組み入れて，問題解決的に学びための学習活動を用意することが有効であると考えた。今
回の取り組みでは，その内容を以下のように設計した。
a）ファンタジーのなかで楽しく学ぶためのストーリーをつくる
今回の授業では，「お姫様を救い出せ！」という場面設定をして，寸劇を通して幼児が長さに着目して
学習できるように設定した。これはファンタジーのなかであれば幼児が集中して学ぶことができると考えた
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からである。ただし，幼児の集中が持続できる時間を 30 分程度と考え，その時間内で教科学習（算数）の
内容に注目できるように展開を考えた。
もちろん，授業展開があまりに「算数・数学」に偏りすぎると，ファンタジーの面白さを阻害してしまう可能
性もあり，こうした点をふまえて今回の保幼小接続授業では，ファンタジーの面白さを損なうことなく，子ど
もたちが楽しめるシナリオを用意し，実践した（保幼小接続授業のシナリオは資料 1 参照）。
b）幼児が学ぶ「算数・数学」の内容
今回，立案した保幼小接続授業では，ファンタジーを楽しみながら小学校 1 年生の算数・数学の内容の
一部を幼児向けにアレンジして加えた。具体的には「長さ」に関する学習を取り上げているが，これは小
学校 1 年生では，「どっちが長い？」について考える単元に接続する内容である。ただし，幼児（年長）に
は，小学校 1 年生のように「単位」を用いて測定するということは難しいと考え，その前段階（直接比較から
間接比較の理解）をねらいにして学習を展開することが適切であると考えた（単位を用いて量を測定する
前の段階については，表 1 参照）。そこで，「お姫様を救い出す」というミッションをクリアするなかで，この
活動に参加した幼児が「長さ」に着目できるように活動を用意した。
表 1 単位を用いて量を測定することができるようになるまでの指導の段階
「量と測定」
ねらい：測定の意味を理解すること
→計器や単位を用いて測定する前提として，測定の意味やその必然性を理解することができるように，「なぜ測る必要
があるのか：」という点を体験的に学ぶ。
→測定に関して以下の指導の４段階を経ることで，「測る」ということの意味を理解する。
①

第１段階「直接比較」

測定の対象を動かすことができる場合には，端を揃えて並べ，目で見て大小関係を比べる。
②-１ 第２段階「間接比較」
測定の対象を動かして大小関係を比べる。
→任意の同種の量（重さ，長さ）を媒介にしながら大小を比較する
②-２ 第３段階「任意単位による測定」
直接比較と間接比較により大小関係の把握をしたうえで，どれだけ差があるのかを測る。
→ある任意の物を基準に数値化し，測定値を比べる（○○が何個分という形で量が数値化される）。
②-３ 第４段階「普遍単位による測定」
世界共通の普遍的な単位を用いて測定結果を世界共通の数値で表し，比較する。
（増田，2015，ｐp108-110 を参考にして筆者らでまとめた）

c）学習参加が難しい幼児に対する配慮と支援
以上の内容や展開を学習指導案として記載すると資料2 のようになる。このとき指導案には学習参加が
難しいと考えられる幼児に対する配慮と支援についても記載した。なお，発達に遅れがある幼児に対して
は，今回の保幼小接続授業でねらった学習内容をすべて理解できることを想定しているわけでなく，ファ
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ンタジックに進んでいくお話のなかでストーリーを楽しみ，他の幼児が活動しているなかの一部に参加す
る（部分参加）ことができるように配慮と支援を考えた。
2．保幼小接続授業における幼児の学びの過程
以上のように立案した授業を協力の得られた幼稚園において実践した（20XX 年 5 月実施：A 幼稚
園および B 幼稚園の年長組で実施）
。その実践のなかで見られた幼児の様子をエピソードとして記
録し，それをもとに保幼小接続カリキュラムと教材開発および学習活動の展開方法について考察し
た。
（1）ファンタジーのなかでどのような学びが展開されたか
幼児期の発達段階にある子どもにとって，ファンタジーのなかに巻き込み，そのなかで考えさせる工夫
をすることはとても重要なことである。今回の「保幼小接続授業」においても，「姫を助け出せ！」というファ
ンタジックなストーリーのなかに子どもたちはとてもよく入り込んできた（エピソード 1 参照）。
エピソード 1

「悪者は怖い…でもみんなと一緒に姫を助けたい！」
（A 幼稚園）

何をするのかよく知らされないまま遊戯室に集められた園児たち。
「今から何をするんだろう？」と思っていると，
突然，ピンクの衣装で，ティアラ（王冠）を頭につけた女性がステージ上に登場。
「私はハッピー王国の〇〇姫！！」
と名乗る。
「何が始まったのか？！」と驚き，呆然とステージ上に注目する園児たち。姫の「こんにちは～！！」
の挨拶への反応は薄かった。
間もなく，おどろおどろしい（怪獣映画の）BGM が遊戯室のスピーカーから部屋中に響き渡る。耳をふさぐ数
人の園児たち。黒いマントを着た大柄な男性が登場。低く強い口調で，
「ワッハッハッハッ！俺は〇〇マン！楽し
いことが大嫌いなんだ！」と話す。表情がこわばる園児たち。ステージから降りてくる悪者から遠ざかる園児たち。
悪者は，突然バリアを張って姫を閉じ込めてしまう。姫の「みんな～，助けてー！」の声も，園児たちの反応は未
だ薄い。
「姫を助けたいのなら，グループに分かれて今から出すゲームをクリアするんだ。
」と指示する悪者。それに対
して姫は，
「力を合せて助けに来て！」とさらに助けを求めた。園児たちは，何となくグループに分かれてゲーム
に取り組み始めるも，戸惑いが見られる。しかし，徐々に園児たちの声がたくさん聞こえてくるようになった。
「私
は△△だと思う。
」
「
（教材を操作しながら）こうすればいいんだよ。
」
「違うよ！こうだよ！」など，声を掛け合い，
夢中で取り組む園児たち。また，相変わらず悪者を怖がる様子は見られるものの，悪者が言うゲームの指示をしっ
かり聞こうとしていた。

この活動がはじまる前は，
「今から何をするのかよくわからない」という状況で，子どもたちは不
安な気持ちを抱いていた。しかし，指導者の演技や BGM などにより，ファンタジーの世界を作り
出すことで，ワクワク感が不安な気持ちを上回り，園児たちは集中して活動に参加できるようにな
っていった。このとき，悪者に対して恐怖心を抱いていた園児たちも，
「グループで，力を合せてミ
ッションをクリアする」という展開だったため安心して取り組めるようになったと考える。
こうした子どもたちの主体的な参加は，活動の冒頭だけでなく，活動の後半部分でも見られた（エピソ
ード 2 参照）。
- 106 -

新井ほか：保幼小接続期のカリキュラムと授業づくりに関する検討

エピソード 2

「姫を救うために一丸となる」
（B 幼稚園）

悪役から提示された３つのゲームを進める中で，子どもたちは教材やゲーム内容にかなり興味をもって取り組ん
でいた。最後の「姫を助けよう」では，一人一枚ずつマットを並べてつなぎ，姫までの道を完成させるということ
が伝えられた。
悪役が「最後は俺様と対決だ！」と伝えると，
「キャー！」
「ウワー！」と嬉しそうに声を出す子どもや，立ちあ
がって跳ねる子どももいた。グループごとに順番にマットを並べていく様子を，待っている子どもたちも真剣に見
つめていた。そのような中，Ａ児の「ザキヤマン（悪役）に勝て！」の言葉を聞き，もう一人が「がんばれー！」
と声をあげると，一斉に応援の声が爆発する。マットを並べている友達に向かって，必死になって「がんばれー！
がんばれー！」と声をはりあげ，夢中で応援し始めた。

以上のように，最後の活動でも園児たちは，活動に夢中になり，
「全員」で協力して活動していた。
そこには，
「みんなで力を合わせて姫を救う」といったわかりやすいファンタジー（ストーリー）が
あったので，園児たちが同じ目標に向かって活動できたのだと考える。
（2）ファンタジーのなかで算数の内容理解がどのように深まったか
一方，今回の「保幼小接続授業」の目的の一つである小学校 1 年生の学習内容に接続する算数の理解
はどうであっただろうか。以下に，園児の学びの過程をみていきたい（エピソード 3）。
エピソード 3

「やっぱり青だ！」
（B 幼稚園）

宝箱につながる道の色が青（一番長い）
，緑（教具と同じ長さ）
，赤（一番短い）の３種類で描かれている。１グ
ループに１本ずつある教具で，一番長い道を当て，宝箱のカギを手に入れる活動場面で，すぐに子どもたちから「青
だ，青！！」という大合唱が響き渡っていた。グループごとの活動に移っても，A 児も友達の声を聞いていたから
か「あお！」とコールしている。棒を持った男の子も「青！」と主張しているので，確かめるように促すと，最初
に赤の道に棒を当てて「
（棒よりも）みじかい・・・」と話す。その声を聞いてか，A 児もぽつんと「みじかい」と
つぶやく。次に緑の道に棒を当てると「
（棒と比べて）ぴったりだ！」
。最後に青の道に棒を当てると，棒よりも青
の道の方が長い。すると「やっぱり，青だ！」という確信の声。グループ内の全員の答えが満場一致で「青」とな
り，無事にアイテムである鍵をゲットできた。A 児も，全身を大きく動かして喜んでいた。

この活動では，準備の段階から「なるべくぱっと見ただけでは，一番長い色が分からない」よう
に工夫して教材を作った。しかし，子どもたちはすぐに長いものを見つけていた。ただし，本当に
その色が一番長いのか，根拠をみんなで考えることがこの活動を通してできた。すなわち，多くの
子どもが「予想（仮説）
」したことを，みんなで「操作（実証）
」して，答えにたどりつくという学
習のプロセスをていねいに経たことで，
子どもたちは自分たちの答えに確証をもつ子どもができた。
これは，算数を学ぶ過程でとても重要な意味をもっていると考えた。
そして，算数・数学の思考力を育てるには指導者の意図的な関わりも必要であった（エピソード 4・エピ
ソード 5 参照）。
エピソード 4

「なんでそう思うの？」
（A 幼稚園）
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グループごとに長さの違う 3 本の巻物から，一番長い巻物を選ぶゲームに取り組む場面で，
「いちばんなが～い
巻物はどれだ？」と悪者が指示した。長さの違う 3 本の巻物が無造作に床に置かれていたが，グループの 3 人はな
かなか取り組もうとしない。グループの担当となった指導者が「いちばんなが～い巻物はどれだろうね？」と話す
と，B 児がぱっと見て「これが一番長い！」と手に取った。指導者が他の２人に「これで合ってる？」と尋ねると，
2 人とも「合ってるよ」と答える。３人とも，巻物を操作しようとする様子は全くなかった。
そこで，指導者が「何でそう思うの？」と尋ねると，
「合せてみるとわかる」と C 児が話した。その発言を指導
者が「そろえるってことだね」と言い換えて確認した。続けて指導者が「一番短いのはどれ？」と尋ねると，今度
は D 児が，３本の巻物を床に立てて並べ，比べ始めた。
「一番短いのはこれだな。
」と，３人とも一番短い巻物を選
ぶことができた。

エピソード 5

「どうやったら分かるのかな？」
（B 幼稚園）

一番長い巻物をみつける活動では，３つの巻物を見て，すぐに「これ！これ！」と指さしする F 児。急いで巻物
を開けようとしたので，
「本当にそうかな？他の人はどう思う？」と言葉かけした。E 児が「これだよ！」と比べ
る活動をせずに，F 児と同じ巻物を指差していたので，
「どうやったら本当にこれが一番長いって分かるかな？」
と尋ねてみた。すると，
「こうだよ」とおもむろに巻物を３つ並べて置く F 児。２つは端がそろっていたが，３つ
目は端がそろっていない。
「あれ？これだけバラバラだね」と指摘すると，押さえづらそうにしながらも，なんと
か巻物の端をそろえた。端がそろった巻物を見て，
「やっぱり，これ」と一番長い物を選ぶことができた。

以上のように，ファンタジーの中で活動をすると言っても，教科（算数・数学）の視点（
「長さ」
）に
注目させる際には，指導者が意図的に関わった。仮に，園児が選択した巻物が正解だったとしても，
グループのメンバー全員に確認させる言葉かけをするようにした。
このとき，指導者は「教える」ように話すのではなく，
「本当にこれで良い？」など，
「考えさせ
る」
「気付かせる」
「試行錯誤させる」
「対話させる」
「理解度を確認する」ように言葉をかけるよう
にした。上記に示したエピソードからは，
「何でそう思うの？」というように働きかけることによっ
て，園児たちは教材を操作（試行錯誤）し，対話をはじめたことがわかる。こうした中で，園児た
ちは自分たちの判断の根拠を確かなものにすることができ，
（
「そろえる」
「くらべる」などの）
「長
さ」に関する見方・考え方に着目できるようになっていったのだと考えた注 5）。
（3）気になる幼児の学習参加について
それでは，学習上の困難を伴う幼児は，こうした活動にどのように参加し，どのような学びをしていたの
だろうか。以下，「自分の思い通りにならないと癇癪をおこす G 児」と「言語理解が難しい自閉症の H 児」
のエピソードから考える（エピソード 6・エピソード 7 参照）。
エピソード 6

「ちょっとやってみようかな①」
（A 幼稚園）

G 児は自分の思い通りにならないと癇癪を起こしてしまう子どもであったが，関心のないことには取り組まない
こともよくある子どもであった。この日は具体的な活動内容を十分に予告されないまま遊戯室に集められたので，
活動が始まる前は少しソワソワしている様子であった。担当の指導者から「楽しみだね」と言葉をかけられても，
反応はなかった。
姫が悪者に閉じ込められる劇が始まる。姫や悪者をじーっと見ているだけであった。その後，グループごとのゲ
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ームが始まると，やはり最初の「
（３本の中から）一番長い巻物を選ぶ」ゲームには参加できなかったが，同グル
ープの友達がやっている様子をじーっと見ていた。
次のゲームは，
「
（ピンクの棒を使って）宝地図に描かれた３本の道の中から一番長い道を探す」活動であった。
同グループの I 児が，
「こうだよ」と G 児にやりかたを教えてくれた。反応は薄かったが，I 児の言葉に耳を傾け
ている様子が見受けられた。間もなく，同グループの友達が，このミッションをクリアしたことによってゲットし
た鍵を持ち，姫のところへ行った。その後，指導者が，ヒントとなるピンクの棒を渡すと，G 児はそれを使って道
の長さを比べ始めた。
最後のゲームは「一人一枚ずつマットを並べ，悪者よりも長い道を作る」という活動であった。悪者役の指導者
から全体に指示を出している最中，指導者が G 児に声をかけると，G 児は指導者の手をもって口をおさえるよう
にして，耳元で小さく「うるさい」とつぶやいた。その後，
「グループごとにタイルを並べるよ」という指示や，
「赤い印に合せて並べるよ」などの指示のあと，他の子どものやり方をみながら一緒にタイルを置いていく活動に
取り組むことができた。このミッションをクリアして姫が助け出されたきには，笑顔でハイタッチを交わしていた。

エピソード 6

「ちょっとやってみようかな②」
（B 幼稚園）

自閉症の診断を受けている H 児（療育手帳Ｂ）は，言葉だけでイメージするのは難しいことも多いが，簡単な
要求を言葉で伝えられ，語彙も少しずつ増えてきて，集団行動ができるようになってきた。移動する時に列から少
し遅れて歩いている場面や，実際に教具をもって比べる活動では，名前を呼び個別に言葉かけする場面もあった。
しかし，鍵で開いた宝箱からマットが出てくる場面では，遠くにいたにも関わらず，自分から走ってきて他の友達
の間に割って入り，一緒に宝箱の中をのぞきこんで確かめていた。また，3 つ目のマットを並べる活動では，グル
ープの前方に座り，目の前でマットを並べる友達の様子をじっと見つめていた。最後に全員でマットの数を数える
場面では，
（声を出して数を数えてはいないものの）１枚ずつ数を確認していく悪役の動作を見つめていた。そし
て，姫の場所までマットの橋がつながった時には立ちあがってジャンプして喜ぶなど，最後まで活動に参加できた。

以上のように，学習困難のある幼児でも，周りの友達がファンタジーの世界の中に少しずつ引き
込まれ，仲良く笑顔でゲームを楽しむ様子が見られた。このとき，友達の様子をみながら「なんだ
かおもしろそう」と感じ，
「ちょっとやってみようかな」という気持ちになったと考えられる。もち
ろん，G 児や H 児が学習に参加できた理由として，視覚的に分かりやすい教材，実際に操作できる
教具があったということも重要な要素であることは事実であるが，新規場面に不安を抱えることの
多い学習困難児に対しては，クラス全体が盛り上がって楽しむ中で，友達と一緒に活動できる場面
を設定したことが学習参加を促進したと考える。
このとき，指導者の関わり方として，ただ言葉をかけて促すのではなく，逆に，引いて見守るだ
けでもない関わり方をすることが重要であると考えた。すなわち，短く区切れた，１つ１つが分か
りやすい活動設定のなかで，D 児や E 児にわかるように短く言葉をかけ，活動を明確に示すととも
に，友達の応援や曲などを使って学習活動の場面を楽しい雰囲気にしていくことが学習困難児の参
加を促す関わり方であったと考える。

まとめと考察
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本研究は，ファンタジーのなかに算数・数学の学習内容を組み込み，「幼児が遊んでいるうちに小学校
の学習へとつながる内容を自然と学べるカリキュラム」を創出する方法を検討することが目的であった。具
体的にには，「姫を助け出せ！」というストーリーを作り，そのなかに「長さ」の「直接比較」と「間接比較」を
考えることができるミッションを盛り込んだ活動を行った。
その結果，幼児はミッションをクリアするために，自ら算数・数学の操作活動を行い，友だちと相談しな
がら答えを見つけだそうとする主体的・対話的な学びが見られた。このとき，指導者は「やり方を教える」の
ではなく，「どうしたら良いか？」を考えることができるように意図的に働きかけたが，そうしたなかで幼児
は「比べる」「並べる」などの算数・数学（「長さ」）の見方・考え方をするようになった。
このとき，幼児が算数・数学的な視点で考え，学ぶことができるようになるためには，予想や仮説を立て
たことに対して，グループで話し合ったり，検証したりすることが大切であり，そうした学びを保障するため
に指導者は幼児に対する言葉かけのレパートリーを準備しておき，意図的に関わることが重要であった。
また，本実践のエピソードから，発達障害等の学習困難のある幼児も，活動に参加できていたが，こうした
学習参加を可能にした背景には，見た目でわかりやすい教具の準備や，学習の流れが理解しやすかっ
たというだけでなく，活動全体が楽しい雰囲気に包まれ，友達と共同的に活動する展開であったことが大
きく影響していると考えた。
以上のように，幼児に対してはファンタジックなストーリーと，算数・数学の学習内容を融合する活動を
用意し，そのなかで指導者が教科内容の見方・考え方に注目できるように意図的に関わることが効果的
であると考えた注 6）。ただし，本稿は，30 分の活動を 2 つの幼稚園で実践した結果をもとに考察している
だけであるので，さらなる検証が必要である。この点については，今後の課題としたい。

注
1）この点については田中らも同様に指摘している。すなわち，田中らは，幼小接続カリキュラムを編成し，
実践している先駆的自治体を調査した結果，成功している自治体では，「モデルカリキュラム開発の特
質として，『導入しやすさ』を意識して」いることを指摘している。そのため，幼小接続カリキュラムは幼児
教育施設および小学校の双方にとって価値やメリットを感じやすい形で検討することが重要であると指
摘しているが，その方策については具体的に示しているものではない（田中ほか，2018，43）。
2）赤木らは幼児期から小学校への接続を考える際に「身体」に着目しているが，こうした幼児教育と小学
校教育をつなぐキーワードを取り上げて接続する試みは重要であると考える（赤木ほか，2016）。本稿
では，幼児期の「遊び」から小学校の「遊び的学び」へと接続することができるのではないかという視点
をもって検討を行うものである。
3）幼児期の学びでは「遊び」が中心であるので，本来，幼稚園や保育園の保育活動を「授業」と表記する
ことは不適切であるかもしないが，今回の実践ではあえて「授業」として表記した。それは，幼児にとっ
ては「遊び」としてとらえる活動のなかでも，教師が意図的に 30 分程度の学習を設定することはできる
と考えたからである。そして，教師が意図して設定した活動は，たとえ幼児保育であっても小学校の研
究授業で配布されるような「学習指導案」を書くことができると考えた。こうした，教師の教育的意図を明
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確にした時間を設定し，学習指導案を立案して取り組む学習活動は「授業」と呼ぶことができると考えた
が，このような呼び方は，決して全国的に普及しているものではないので，今回のような取り組みにお
いてのみ適用できる用語であると考えている。
4）これは，たとえば，幼稚園の年長組で小学校 1 年生の学習を先取りして文字の読み書きを教えるとい
ったカリキュラムを組むことを求めものではないという意味である。当然のことながら，その逆に小学校
1 年生の児童に教科書を用いず，幼稚園や保育園での遊びを数か月継続するカリキュラムを組むとい
うものでもない。
5）こうした「判断の根拠」をもてるような学習は「深い学び」と言うことができる。すなわち，幼児の深い学び
はファンタジーのなかで楽しく活動しながら，（教科）内容の本質に気づくことであると考える。
6）この考察は「保幼小接続期のカリキュラムと授業づくり」に関するものであるが，筆者らは，ここに記した
論考は多様な興味・関心や能力差を包括して学ぶ「インクルーシブ・カリキュラム」の原理でもあると考
えている。
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年度～2018 年度／課題番号 19K02446；研究代表者・新井英靖，2019 年度～2021 年度）の研究成果の
一部である。

資料 1 「お姫様を助け出せ！」のシナリオ
導

姫：私は△△国の□□姫。今日はみんなと一緒に遊びに来たの！楽しみだわ！

入

姫：
（～不穏な BGM～） 誰！？
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○○マン：
（悪そうな笑い声）俺は○○マンだ！邪魔しに来たぜ！俺は楽しいことが大嫌いなんだよ！バリアを
張って姫をここに閉じ込めてやる！
姫：
（～バリアを張る音～）キャー！！出れないわ！みんな助けてー！！
○○マン：バリアを破るにはこの鍵がないとだめなんだが・・・。全てのゲームをクリアしないと姫を助けられ
ないぞ！
姫：みんな聞いた？バリアを破るには鍵が必要よ！力を合わせて助けに来て！
グ

〇〇マン：みんな姫を助けたいか？だったらまずはグループに分かれるんだ。

ル

（子どもたちが全員所定の位置についたのを確認したら…）

│

〇〇マン：みんな準備はいいか？よーし，それでは最初のゲームだ。一番ながーい巻物はどれかな？一番ながー

プ
ご
と
の
活
動

い巻物をみんなで協力して探そう。
姫：みんな～，一番なが～い巻物が見つけられたかな？近くのお兄さん・お姉さんに渡すと次のゲームのヒント
をもらえるよ
〇〇マン：みんなヒントをもらえたかな？それでは次のゲームだ。宝の地図を見てみよう。一番ながーい道は何
色かな？一番ながーい道の先の宝箱の下に，鍵が隠れているぞ。
（姫，ステージ上に待機。
）
〇〇マン：みんな鍵は手に入れたかな？みんな座ろう。グループで１人鍵をもって前にでてきてみよう。１人ず
つさしてみよう。最後のゲームは俺と，〇〇組みんなとの対決だ。このマットを並べて，姫までの道を作る
んだ。何枚並べたら姫のところにたどり着けるかな？
（T3 以下，１G ずつ呼んでマットを配る。
）
○○マン：やめろー！！（アドリブで）
姫：
（～バリアを破る音～）
（登場する）みんなありがとう！みんなのおかげでバリアから出ることができたわ！
○○マン：やられてしまったか・・・。俺は△枚並べたけど，姫には届かなかった。みんなは何枚並べたんだ？
みんなで数えてみよう。
子どもたち：□枚！！
〇〇マン：そうか。□枚並べたみんなの方が，△枚並べた俺よりも，ながーい道を作ったんだね。ながーい道を
作ったから，姫を助けることができたんだね。

ラ

姫：みんなで○○マンの悪い心を追い出しましょう！悪い心を追い出す呪文はマイマイポーよ！せーの！

ス

全員：マイマイポー！

ト

○○マン：ぐわああああ！（アドリブ）

・
振
り

（反省している様子で）みんなごめんな・・・ほんとは俺もみんなと一緒に遊びたかったんだ・・・。
姫：○○マンはみんなと一緒にあそびたかったのね・・・。じゃあ最後にみんなで一緒にあそびましょう！みん
な集まってくれる？

返

～子どもたちを並ばせる～

り

姫：私を助けてくれたお礼に，お歌をプレゼントするわ！みんなも一緒に歌いましょう！
～『さんぽ』を流し，歌詞を確認する～ （１番だけ流す・歌詞カードは T3 以下がもつ）
～全員で『さんぽ』の替え歌を歌う～
姫：みんなと一緒にあそべてとってもたのしかったわ！みんな今日は助けてくれて本当にありがとう！難しい
ゲームをクリアするなんて，みんなすごいわ！長いものを知りたいときは そろえる！みんなで一緒に，さ
んはい！
全員：そろえる！
姫：くらべる！
全員：くらべる！
姫：かぞえる！
全員：かぞえる！
姫：これからも，長いものを知りたいときは今日のことを思い出してね！じゃあまたみんなであそびましょう！
姫＆○○マン：さようなら～！

- 113 -

茨城大学教育実践研究 37(2018)

全員：さようなら～！

資料 2 保幼小接続授業の学習指導案
１ 単 元 姫を助け出せ！ －長さ比べ－
２ 日 時 20××年×月×日 10 時 30 分～11 時 00 分
３ 場 所 Ａ幼稚園および B 幼稚園の多目的ルーム
４ 展 開
時間
5

学習・活動内容

留意点
・ストーリーを設定し，教師が簡単な劇を演じて見せることで，

１ 本時の活動内容を知る。

意欲をもって活動に取り組むことができるようにする。

【ストーリー】

・グループごとの活動にすることで，友達と対話的・協働的に

姫が悪者に閉じ込められました。

取り組むことができるようにする。

助けるためには鍵が必要です。
みんなで協力してゲームをクリアし，鍵をゲットし

・順番やルールを守って活動できるよう，全体の場で初めに
確認する。

て姫を助けましょう。
25

・具体物を操作しながらゲームに取り組むようにすることで，

２ 活動に取り組む。

試行錯誤しながら，様々な見方・考え方で長さの違いに気
付くことができるようにする。

【一番長い巻物はどれだ？！】（直接比較）

・幼児Ａが活動場所や集団に入ることが難しい場合は，用意

・３本の巻物を比べ，一番長い巻物を選ぶ。

した個別の教材を提示したり興味のある素材を見せたりす

・一番長い巻物に，次のゲームのヒントが書かれ

ることで，長さの課題に教師と一緒に取り組むことができる

ている。

ようにする。

【一番長い道はどれだ？！】（間接比較）
・紙テープを操作し，宝の地図に描かれている３

・幼児Ｂがグループの中で教材に触れることが難しい場合に
は，実際に教材をもてるように促すことや友達の様子を見

本の道の中で，一番長い道を選ぶ。

て一緒に活動できるような言葉かけをする。

・一番長い道の先の宝箱カードをめくると鍵をゲ

・基準となる線を引くことで，端を揃えると長さが比べやすいこ

ットできる。

とに気付けるようにする。
・紙テープの長さと比較できるようにすることで，身近なものを
使うと長さの違いに気付けるようにする。

【姫を助けよう！】（任意単位）
・一人一枚ずつ，正方形のマットを敷いて姫まで

・「全部で何枚マットを敷いたかな？」などの言葉かけをする
ことで，「マット何枚分」を代用単位として長さを捉えることが

の道を作る。

できるようにする。

・マットの上を歩いて姫を助ける。

・幼児Ａが離れた場所で活動していても，マットをつなげる場
面では参加できるように誘うことで，全員で協力して姫を助
け出したという達成感を共有できるようにする。
５

３ 本時の活動を振り返る。

・長さに関する言葉が入った替え歌を最後にみんなで歌うこ
とで，本時の学習のポイントを確認できるようにする。
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養護教育専攻大学院生が
『The Cider House Rules』から得たインパクト
―― 質的分析を通して――
高 橋 朋 子＊ ・ 粟 野 智 美＊ ・ 佐 藤 亜 純＊ ・ 渡 辺 梨 紗 子＊ ・
角 田 愛＊＊・斉 藤 ふ く み＊＊＊・古 池 雄 治＊＊＊＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Impact on Graduate Students of Nursing Education from “The Cider House Rules”: Through Qualitative
Analysis
Tomoko TAKAHASHI，Satomi AWANO，Asumi SATO，Risako WATANABE，Ai TSUNODA，
Fukumi SAITO and Yuji KOIKE

キーワード：養護教育専攻 シネメデュケーション 質的記述的分析

映画が人に与える影響は多様であり，映画を用いた教育方法として，「シネメデュケーション（cinemeducation）」がある。
養護教育専攻大学院生が，子どもの自立をテーマとした映画からどのようなインパクトを得たのかを明らかにするために，大
学院 1 年次の「養護学特論演習」の授業において，『The Cider House Rules』による「シネメデュケーション
（cinemeducation）」を行い，鑑賞後の受講生 4 名の感想を対象として質的記述的分析を行った。その結果， 70 コード，21
サブカテゴリーを抽出した。さらに，【孤児院の子どもたちが求める愛情と権利】【経験や人との関わりによる成長】【虐待，中
絶，差別，戦争等社会的背景】【既存のルールと自分たちが必要とするルール】【人生に希望や変化をもたらす愛】【周囲へ
の感謝と誰かのためになること】【養護教諭としての成長】の 7 カテゴリーに分類された。学習者は現在においても生命や人
権を脅かす社会問題が多く存在していることを認識し，主人公を通して子どもの欲求充足・成長過程について考えることで，
自分自身の成長と重ねあわせながら，養護教諭としてできることは何だろうと深く洞察していた。そのことは，生命倫理を学
ぶことと同時に養護教諭としての職業意識の確立の一助となったと考える。

はじめに
――――――――
*茨城大学大学院教育学研究科養護教育専攻
***関西福祉科学大学健康福祉学部健康科学科

**群馬県利根郡川場村立川場小学校
****茨城大学教育学部教育保健教室
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映画が，人に与える影響は多様である。作品を観て，感動を覚えたり，主人公に感情移入して喜
怒哀楽をともにしたりすることもあるだろう。映画作品を鑑賞することを通して，自分を見つめ直
す機会となり，物事の考え方や見方，価値観に変化をもたらすなども考えられる。時に，社会問題
を作品のテーマとして取り上げられることも多く，世界で起きている環境問題や AI の発展，生命
などについて考えるきっかけとなることもある。また，ストレス発散や息抜きの手段，趣味として
映画鑑賞が挙げられることも多い。映画が人にもたらす影響は文化・芸術面ばかりではなく，心理
面など多角的である。
映画を用いた教育方法として，
「シネメデュケーション（cinemeducation）
」がある。
「シネメデュケ
ーション（cinemeducation）
」とは，
「cinema」+「medical」+「education」と三つの単語を合わせて作
られた造語で，1994 年にアメリカの Alexander 博士により提唱された。映画作品には，医療倫理や
家族や友人など大切な人の死を扱った作品や現代の社会や教育界における問題を扱った作品が多く
存在し，現在医療現場の研修等，医学教育方法として用いられている。Nuttha ら（2009）によって，
「シネメデュケーション（cinemeducation）
」は，学生のためのプロフェッショナリズムの学習を促
進するもう一つの効果的で楽しい方法であることが証明されている１）。学校教育においても，道徳
教育の教材として用いられた例もある２）。
また，仁平ら（2016）は，
「シネメデュケーション（cinemeducation）
」により「映画が提起するさ
まざまな課題を体験的に学びながら，学習者自身が思考し，自らに問うていき，学習者同士の対話
的な自由な学びのなかで，人間的発達が相互に共有されながら，思考の深化，価値の葛藤，文化の
再吟味が期待でき，また一定の有効性が認められた３）」としている。看護学を学び，医療について
も学ぶ機会がある養護教育専攻の大学院生にとっても，
「シネメデュケーション（cinemeducation）
」
は，プロフェッショナリズムの学習において有効性があると考えられる。
このことから，大学院 1 年次の授業「養護学特論演習」の一環として，
『The Cider House Rules』
による「シネメデュケーション（cinemeducation）
」を行った。鑑賞した『The Cider House Rules』は，
1999 年にアメリカで製作された作品である。2000 年には，アカデミー作品賞にノミネートされ，マ
イケル・ケインがアカデミー助演男優賞，原作者のジョン・アービングがアカデミー脚色賞を受賞
した。孤児院で育った主人公のホーマーが，様々な経験を通して成長し，自分の居場所を見つける
過程を描いた映画である。この映画作品では，虐待，妊娠中絶，近親相姦，戦争など様々な問題が
取り上げられている。養護教諭として，被虐待児と接することや妊娠中絶，近親相姦に悩む生徒に
出会うこともあるかもしれない。養護教諭としての受講生各自の「自分」を考えるにあたり，
『The
Cider House Rules』はどのようなインパクトを与えたのかを明らかにするために，鑑賞後の受講生 4
名の記述を対象に質的記述的分析をした。

研究方法
分析方法は質的記述的分析を用いた。分析の手順は以下の通りである。
手順１：受講生４名が『The Cider House Rules』鑑賞後，①考えたこと②この映画が与えたインパク
トについて記述させる。
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手順２：受講生が記述した逐語からまとまりのある内容の記述をデータとしてまとめ，さらにデー
タを概念化してコードを抽出する。
手順３：集められたコードから類似するものをまとめてサブカテゴリー化し，さらに抽象度を高め
カテゴリー化する。
手順４：カテゴリー化したものを図式化し，内容の検討を行い構造図を作成する。
第一段階
授業科目名：養護学特論演習
受講生：4 名
映画鑑賞後課題について自由記述する
課題：①映画を観て考えたこと
②映画があなたの将来にどのようなインパクトを与えるか

第二段階
自由記述を逐語にする
質的記述的分析を行う

結果
「
『The Cider House Rules』を観て何を考えましたか。
」
「
『The Cider House Rules』を観て，この映画
はあなたの将来にどのようなインパクトを与えると思いますか」という問いに対する受講生の自由
記述の逐語からまとまりのある内容をコードとして抽出し，コードを概念化して類似するものをサ
ブカテゴリー化し，70 コード，21 サブカテゴリーを抽出した。さらに抽象度を高めてカテゴリー化
した結果，
【孤児院の子どもたちが求める愛情と権利】
【経験や人との関わりによる成長】
【虐待，中
絶，差別，戦争等社会的背景】
【既存のルールと自分たちが必要とするルール】
【人生に希望や変化
をもたらす愛】
【周囲への感謝と誰かのためになること】
【養護教諭としての成長】の 7 カテゴリー
に分類された（表 1）
。以下，カテゴリーを【 】
，サブカテゴリーを「 」で示す。
【孤児院の子どもたちが求める愛情と権利】は，
「孤児院の子どもたちは親の愛を求めており，誰
もが幸せになる権利がある」
「これまでの孤児院の印象と異なり映画の孤児院は家庭的な温かさが
あり，子どもの成長を支える優しさにあふれていた」の 2 項目のサブカテゴリーが含まれた。
【経験
や人との関わりによる成長】は，
「周囲の大人のかかわり方や環境が子どもの成長にとって大切であ
る」
「社会の問題に直面し，どう考え，決断していくのか，主人公と一緒に考え，成長したような気
持になる映画であった」の 2 項目のサブカテゴリーが含まれた。
【虐待，中絶，差別，戦争等の社会
的背景】は，
「虐待，妊娠中絶，近親相姦，戦争など重苦しい社会的なテーマで，登場人物も複雑な
問題を抱えていた」
「禁断である人工妊娠中絶を行う場面は，現代における妊娠中絶問題を反映して
いた」の 2 項目のサブカテゴリーが含まれた。
【既存のルールと自分たちが必要とするルール】は，
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「ルールはそこに住んでいる者が決めるものであり，住んでいない者が決めるのではない」
「法律だ
けでは人は救えない，
誰の心にも自分なりのルールがある」
等 4 項目のサブカテゴリーが含まれた。
【人生に希望や変化をもたらす愛】は，
「孤児院のおやすみのシーンは，愛が込められていて希望を
感じる」
「深い愛情を受けていたことに気づき主人公は成長し，人生の選択をした」等 3 項目のサブ
カテゴリーが含まれた。
【周囲への感謝と誰かのためになること】は，
「これまでの家族の支えに感
謝し，広い視野を持ち自分も誰かのためになれる人でありたいと考えた」
「外の世界を知り，自分が
いつも孤児院の人々に支えられていたことに気づき，孤児院に戻り医師の後を継ぐことに大きな意
味がある」の 2 項目のサブカテゴリーが含まれた。
【養護教諭としての成長】は，
「試行錯誤を繰り
返しながら養護教諭として人として成長していきたい」
「養護教諭としてまっすぐな愛を伝えたい」
等 6 項目のサブカテゴリーが含まれた。サブカテゴリーに含まれる代表的なコードは表 1 の通りで
ある。

表 1 大学院生のレポートから得たカテゴリー・サブカテゴリー・代表的なコード
カテゴリー

サブカテゴリー

代表的なコード
里子を希望する夫婦が，子どもを見定めるシーンで

孤児院の子どもたちは親の愛を求め

は，自分を選んでと微笑を返す子どもたちの表情が切

ており，誰もが幸せになる権利があ

なく，
「私を愛して，ここから出して，お父さんとお母

る。

さんがほしい」と叫ぶ子どもの声が聞こえてきた。
孤児院の子ども達が「よい子」にふるまう様子から，
命の重み，誰もが幸せになる権利があることを感じ，

孤児院の子どもた
ちが求める愛情と
権利

命の尊さを忘れずにいたいと思った。
これまでの孤児院の印象と異なり映

これまでの孤児院の印象は監獄のようで，冷たい，寂

画の孤児院は家庭的な温かさがあ

しいものであったが，この映画の孤児院は家庭で過ご

り，子どもの成長を支える優しさに

しているような温かさが感じられた。

あふれていた。

ラーチ医師は，孤児院の子どもを本当の子どものよう
にかわいがっていた。孤児院でなければ経験しない哀
しみを抱えている子供たちを自分のことのように感
じていた。

周囲の大人のかかわり方や環境が子

周囲の大人の関わり方が子どもの成長にとって大切

どもの成長にとって大切である。

である。
この作品は，環境が子どもの成長にどのように影響す
るかを考えさせる作品であった。

経験や人との関わ
りによる成長

社会の問題に直面し，どう考え，決断

孤児院の生活しか知らない純真な青年が，社会の問題
していくのか，主人公と一緒に考え， に直面し様々な経験を通して，どう考え，決断してい
成長したような気持になる映画であ くか難しい選択になる場面で自分だったらと考えさ
った。

せられた。そこに映画の価値があるのかもしれない。
様々な想いを残していきながら，主人公と一緒に成長
したような気持になる映画だった。
最終決断は自分であるが相談することも大事である。
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虐待，中絶，差別，
戦争等の社会的背

虐待，妊娠中絶，近親相姦，戦争など

登場人物は，みな優しいおだやかな人柄だったが，社

重苦しい社会的なテーマで，登場人

会的に認められない問題を抱える複雑な人物が多か

物も複雑な問題を抱えていた。

った。

禁断である人工妊娠中絶を行う場面

近親相姦や性犯罪等望まない妊娠が後を絶たないこ

は，現代における妊娠中絶問題を反

と，出生前診断の染色体異常検査による人工妊娠中絶

映していた。

の増加は医療の発達によって出てきた問題であり，パ

景

ートナーとの家族計画，出生前診断についての話し合
いは重要である。
命の尊さを理解していたから，ラーチ医師は堕胎手術
を続けていた。
ルールはそこに住んでいる者が決め

黒人たちはりんご農場のルールが読めず，ルールを無

るものであり，住んでいない者が決

視した生活をしていたが，
「ルールはそこに住んでい

めるのではない。

る者が決める，住んでいない者が決めるのではない」
という台詞が印象的だった。

法律だけでは人は救えない，誰の心

平等な環境があって，ルールは機能するものであり，

にも自分なりのルールがある。

法律だけでは人は救えない現実の厳しさ，社会の不条
理を象徴しており，誰の心にも自分なりのルールがあ
るはずである。

社会のルールと個人の意思 2 つのバ

今を大事に生きることで未来は開かれていく。人には

既存のルールと自

ランスを取っていくことが重要であ

内なるルールがあり，それが人の役に立つものであっ

分たちが必要とす

り，そのルールは人の役に立つもの

たら素敵だ。

るルール

であれば素敵である

社会のルールと個人の意思の尊重のバランスが生き
方に影響することが分かった。
法律や規則等のルールを守ることも大切であるが，一
人一人の意思を尊重することも大切である。

時には，勇気をもって新しいルール

ルールが無意味な場合もあり，ラーチ医師が妊娠中絶

づくりが必要である。

を行ったように，時には新しいルールへ一新すること
も大切である。
新しいことに挑戦することは勇気が必要だが，時には
思い切って自身を信じて新たなルールづくり，改革が
必要である。

孤児院のおやすみのシーンは，愛が

ラーチ医師が言う「おやすみ，メイン州の王子たちよ，

込められていて希望を感じる。

ニュー・イングランドの王たちよ」という言葉には子
どもたちへの愛がこめられていた。ホーマーにもそれ
が受け継がれており，小さな希望を感じた。

人生に希望や変化

深い愛情を受けていたことに気づき

をもたらす愛

主人公は成長し，人生の選択をした。 の愛，親子愛等様々な形の「愛」について考え，ラー

ラーチ院長から子どもたちへの愛，ホーマーと女性と
チ院長の深い愛がホーマーへ変化をもたらした。

恋は人生に大きな影響を与える源で

キャンディーとの恋も，彼が人生を考えるきっかけと

あった。

なった大きな要因である。
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これまでの家族の支えに感謝し，広

私自身一人暮らしを始めてから，改めて今までどれだ

い視野を持ち自分も誰かのためにな

け自分が家族に支えられて生きてきたのかを実感し

れる人でありたいと考えた。

た。広い世界に出ていろいろなものを見なければ，今
あるものの良さにさえ気付かないこともあるかもし

周囲への感謝と誰

れない。これからの人生，挑戦すること，また原点に

かのためになるこ

帰ることを恐れずに物事に取り組み，広い視野で物事

と

を見ていきたいと思った。
外の世界を知り，自分がいつも孤児

いつも自分がラーチ医師や孤児院の面々に支えられ

院の人々に支えられていたことに気

続けていたことを理解し，孤児院に戻った。外の世界

づき，孤児院に戻り医師の後を継ぐ

を知ってから，孤児院に戻り，医師の後を継ぐことに

ことに大きな意味がある。

大きな意味があるだろうと思う。

子どものために必要な譲れない養護

法律や規制は，時代や社会の変化に応じて変更されて

教諭の根幹をなすルールは，いつの

いくが，子どもにとって必要である，譲れないという

時代にも変わることはない。

養護教諭としての根幹をなすルールは，いつの時代に
も変わることなく大切にしていきたい。

試行錯誤を繰り返しながら養護教諭

『The Cider House Rules』を観て得た感情を忘れず

として人として成長していきたい。

に，様々な試行錯誤を繰り返しながら，養護教諭とし
て，人間として成長していきたいと思った。

様々なことを学びよい人生を送るこ

私もこれから養護教諭になった際，いろいろな子供た

とができるように子どもを支えてい

ちに出会うことがあると思う。いつか子供が大人にな

きたい。

った時，ホーマーのようにさまざまことを学びながら
良い人生を歩むことができるように子どもたちを支
えていきたいと考えた。

養護教諭としての

養護教諭としてまっすぐな愛を伝え

養護教諭も言葉や表情，アタッチメントを通して，子

成長

たい。

どもたちに愛を伝えており，自分も無償の愛を与えら
れるような，自分自身を大切にできる養護教諭となっ
て，子どもたちにまっすぐな愛を伝えていきたい。

子どものニーズを的確にとらえ意思

この作品から，子どものニーズを確実にとらえ，適切

を尊重しながら判断対応することの

な対応を判断し，実行する大切さを学んだ。

大切さを学んだ。

学校現場においても子どもたちの課題は変化し，多様
化していくため，その変化に伴う生徒指導，保健指導，
教育現場の改善を続けていくことが大切である。

養護教諭は最新の知見を求められて

時代の変化に伴う子どもたちの健康課題の変化に対

いる，自分の中にある物差しを変え

応するため，養護教諭には最新の知見を得ていること

ることも大切である。

が求められること，そして，時には今までを疑うこと
で自分の中にあるものさしを変えることが大切であ
ると学んだ。

考察
１．カテゴリーの関係性
本研究では，妊娠中絶などの社会的な問題を取り上げた映画「
『The Cider House Rules』を通して，
学習者がその問題をどのように認識，分析，解釈し，学習者自身の将来にどのようなインパクトを

- 120 -

高橋ほか：The Cider House Rules からのインパクト

与えたかを質的記述的分析により明らかにした。
その結果をカテゴリーの関係図として図１に示す。
カテゴリーを【 】で表記した。

図１ カテゴリー関係図
分析の結果から，まず本映画が持つ中心テーマである【虐待・中絶・差別・戦争等の社会的背景】
に関して，いつの時代でも世の中に変わらず存在する社会問題として認識していた。そこには，
【既
存のルールと自分たちが必要とするルール】があることを，映画の主人公が経験する様々な出来事
を通して考えていた。映画の中で特に印象深いシーンとしてあげていた孤児院の子どものたちの生
活には，
【孤児院の子どもたちが求める愛情や権利】
【人生に希望や変化をもたらす愛】という深い
慈しみと愛情が必要であり，そこには愛情あふれる重要な他者が存在することで，
【経験や人との関
わりによる成長】が得られると解釈していた。そして，最終的には映画の主人公が【周囲への感謝
と誰かのためになること】を目指した職業選択や自分らしい生き方を見つけ自己実現していく成長
過程に，学習者自身を重ね【養護教諭としての成長】についても深く洞察し，養護教諭としての職
業意識の確立の一助となっていたことが捉えられた。カテゴリー関係図では，厳しい社会状況・背
景を抱えながらも，子どもが周囲からの愛情を受け，経験を通し成長していく未来への可能性を示
すエネルギーがだんだんと大きくなっていくエネルギー量を矢印で表現した。それは，
【周囲への感
謝と誰かのためになること】という目標に向かって，自己実現する成長の過程であると考える。
映画『The Cider House Rules』は，虐待・中絶・差別・戦争などの問題を具体的に提起する作品で
あり，特に妊娠中絶の問題を通して，生命倫理の観点から命の尊さ，性的虐待，性と生殖に関する
権利，法律・規則の矛盾や限界，自分の信念ともいえるルールについて問い続けている。映画『The
Cider House Rules』は，生命倫理を考えるシネメデュケーションとしても，効果的な作品であったと
考える。
２．子どもの成長と養護教諭としての成長（養護の基本原理）
記述データから創出した７つのカテゴリーについて，
マズローの欲求 5 段階説を参考にしながら，
子どもの欲求充足・成長の側面と養護教諭としての成長（養護の基本原理）の側面４）を考察し，子
どもの成長と養護の構造図（図２）を作成した。マズローは人間の基本的欲求を低次から 5 段階に
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分類し，
「生理的欲求」
「安全への欲求」
「集団所属や愛情の欲求」
「自尊心や他者による尊敬や承認
の欲求」が順次満たされてくると，
「自己実現の欲求」に動機づけられるとしている５)。孤児院で育
てられた主人公ホーマーの成長過程についてもこの理論に基づいて説明することができる。

図２

子どもの成長と養護

また，大谷ら６）は「養護」の目的は，未熟で成長・発達過程にある子どもたちがその子なりの可
能性を伸ばし，一人の人間として成長し，自立することが出来るように支援することであると定義
している。さらに，養護する側の子どもに向きあう姿勢を養護の基本原理として➀生命・人間尊重
の原理（
「あなたは大事な存在」と認識して向き合う）
，②主体性尊重の原理（
「あなたの生活の主人
公はあなた」として認識して関わる）
，③共感・連帯の原理（
「あなたによって私は育つ」と相互作
用に感謝する）をあげている。これは，学習者が映画から受けたインパクトが自分の将来にどのよ
うに影響したかを考えた時に，
「養護教諭としてできることは何か」と自身に問いかけた養護の本質
とも言える。
これらのことを踏まえて，
【虐待・中絶・差別・戦争等の社会的背景】は，いつの時代でも不条理
な社会問題が存在すること，
【既存のルールと自分たちが必要とするルール】は，人々を守るために
あるはずの法律が時には弱者を生み苦しめている現実があることを示し図の地下部分に配置した。
これは，マズローの 5 段階説の一番下の層の下，ピラミッドの地下部分になる。例えば，性暴力に
よって傷つけられると，このピラミッドの地下の層が破壊され，生きるために食べ物を摂ったり，
体を健康に保つといった生理的欲求に属することがどうでもよくなってしまう，生きることがどう
でもよくなってしまうといった感覚である。人間としての尊厳の部分であり，自分の存在や生きる
ことへの欲求がまず必要であると考えた７)。言い換えれば，人間は誕生した時にすでに社会的階層
や差別の中に置かれているといえる。20 世紀中頃における映画の登場人物が経験する様々な出来事
が現実の厳しさを突き付けてくるが，この問題は過去の問題ではなく現在も続いている問題である
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ことにも気づく。とりわけ日本においては虐待による死亡やいじめによる自殺，過労死の問題，十
代の妊娠中絶，さらには，出生前診断検査による妊娠中絶の是非などが現在の大きな社会問題とな
っている。学校教育の中でもこの複雑な社会問題に対して，チームとして対応が求められている８)。
養護教諭はその職の特性からいち早く問題に気づくことも多い。子どもをそのまま受け入れ，
「あな
たは大事な存在」であるということを伝えることから関係が始まるといえる。
次に，
【孤児院の子どものたちが求める愛情と権利】
【人生に希望や変化をもたらす愛】
【経験や人
との関わりによる成長】の段階では，まず子どもの成長にとって，安全・安心は欠かせない基本的
な生理的欲求である。さらに愛情欲求の充足として，重要な他者からの愛情が満たされることで基
本的な信頼関係を形成し，新たな外界の社会での経験へと動機づけられる。生理的欲求や集団所属・
愛情欲求が十分に満たされると，人との関わり欲求や集団内での承認欲求の充足へとつながってい
く。この段階では，養護教諭は子どもを受容し温かく見守るだけでなく，子どもの主体性を尊重し
た関わりも必要となってくる。
そして，
【経験や人との関わりによる成長】をとおして，最上部には自己実現欲求の充足として【周
囲への感謝と誰かのためになること】を目指した職業選択や自分らしい生き方を見つけていく成長
過程があると考える。養護教諭はこの成長過程を意識して子どもと関わることで，子どもと一緒に
養護教諭自身も様々な経験を通して成長できる相互作用が生まれ，自己肯定感を高めていくことに
なる。
映画『The Cider House Rules』から得たインパクトについてまとめた結果，学習者は現在において
も生命や人権を脅かす社会問題が多く存在していることを認識し，主人公を通して，
「子どもの欲求
充足と成長過程」について考えることで，自分自身の成長と重ねあわせながら，養護教諭としてで
きることは何だろうと深く洞察していた。そのことは，生命倫理を学ぶことを通して【養護教諭と
しての成長】と同時に職業意識の確立の一助になっていると考える。
３．映画を通して考える生命倫理
浅井らは，
『映画を見ながら生命倫理を学ぶ利点は，問題を実感できる，強い感情が引き起こされ
る，様々な立場を追体験することができる，登場人物に対する反応を通して，
「どのような人間であ
るべきか，どのような性質（特性）を持つべきか」という問題を考えることができる。有徳性に関
する教育的意義は医療専門職のプロフェッショナリズム教育においても意味を持つだろう』と述べ
ている９）。このことは養護教諭にも当てはまることではないだろうか。学校を取り巻く課題は極め
て多種多様であり，いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や貧困・児童虐待などの課題を抱えた
家庭への対応，保護者や地域との協力関係の構築，インクルーシブ教育システムの構築の理念を踏
まえた発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応，自然災害や不審者による死傷
事件を含めた学校安全への対応など，新たな教育課題が指摘されている 10）。養護教諭自身が生命倫
理・法・社会・心理・文化・宗教的な諸問題を的確に認識し，チームとして適切かつ迅速に対応す
ることで，子どもの生命を守り，養護の質をさらに向上させることができると考える。そのために
は，倫理的観点から課題を自ら発見し，探求し，解決する専門職としての実践的教育が必要である。
今回，映画『The Cider House Rules』を視聴し，レポートとして「映画を観て何を考えたか」
「この
映画は，あなたの将来にどのようなインパクトを与えると思うか」の 2 点について記述する課題が
課された。レポート作成を通して，学習者は映画の世界での出来事を改めて解釈し，現代社会にお
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いて共通する社会問題や自分自身の行動の倫理的意味を考える機会となった。先行研究では，
「映画
を通して考える生命倫理」の授業構成や教材例 11），シネメデュケーションの教育方法と課題などの
報告 12）は少なからず認められるが，学習者の思考過程を分析した研究は少ない。本研究は，映画を
通して学習者自身が何を考え，自分の将来に影響を与えたかを真剣に考えまとめたレポート内容を
質的記述的分析法で整理した意義は大きいと考える。日常的に生命倫理について考える機会は極め
て少ない。映画を用いた教育により，鑑賞者としての距離を取りながらも生命倫理の意味を深く考
え，強烈なインパクトを与えられた結果，妊娠・中絶の問題，近親相姦，差別や貧困，養護施設に
入所している子ども達について，固定観念の修正や法的な問題を含めた社会の在り方について考え
る貴重な経験となっていた。途中退席を保障されたうえで，教育者からの介入を受けずに全編を視
聴したことによる学習効果が大きかったともいえる。
４．本研究の課題と限界
本研究により，養護教育専攻大学院生 4 名が，映画「
『The Cider House Rules』から影響を受けた
内容について明らかにすることができた。しかし，学習者が 4 名と少ないために，今後は，養護教
育専攻以外の大学院生との内容比較や養護教諭専攻の大学院生の人数を増やした内容分析が必要で
あると考える。

注
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』(2015),13-14.
11）前掲書 9）,47-58.
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学校・学級経営の理論と実践に関する研究
－コンプライアンス問題を中心に―

小 川 哲 哉＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Study of a theory and the practice on school and classroom administration
The issue of compliance
Tetsuya OGAWA

キーワード：コンプライアンス、教師の服務、学校経営、法化現象

近年教員のコンプライアンス問題が注目されている。その背景には、教員の法令遵守が必要とされる状況が教育現
場に広がっているためである。そのため多くの学校において、コンプライアンス研修が実施されており、こうした研
修を通して所属教員のコンプライアンス意識を高めることが学校・学級経営の課題の一つになっている。ただこれま
でのコンプライアンス研修は、トップダン的な研修会が多く、コンプライアンスに関する知識や情報を受動的に理解
するものが多かったと言われている。本研究ではそうした研修ではなく、参加者が主体的・対話的にコンプライアン
ス問題に取り組めるような研修会の可能性を模索し、その種の研修会の意義を確認した。

問題の所在
コンプライアンス問題は、近年の学校・学級経営を考える上で看過できないものになっている。
この種の問題は、学校・学級を組織的に運営する際の構成員ひとり一人の責任の自覚に関わる問題
であり、望ましい組織的マネジメントを行うためにはこうした問題の解決が必要とされているから
だ。そのため多くの教育現場においては、法令遵守を意味するコンプライアンス研修が、ここ数年
繰り返し行われている。本研究では茨城県の事例に基づいて、コンプライアンス研修の必要性と実
――――――――
*茨城大学教育学部
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際のコンプライアンス研修の実例に基づいて望ましい研修のあり方について論究する。ここではま
ず最初に、茨城県における教員の不祥事をめぐる問題について考えてみたい。

茨城県における教員の不祥事をめぐる諸問題
茨城県では 2015 年に「茨城県コンプライアンス委員会」が設置され、教員の不祥事をめぐる問題
の解決に向けた取り組みを強化しているが、不祥事問題は後を絶たない（コンプライアンスだより
「事故の未然防止と信頼される学校づくり」No.1～8）
。
2017 年度の教職員の懲戒処分の件数は免職 6 件、停職 5 件、減給 5 件であり、その中で不祥事の
内訳は、飲酒運転 4 件、体罰 2 件、わいせつ 3 件になっている。さらに 2017 年から過去 5 年間の処
分件数の推移を見てみると、19（2013 年）
、12（2014 年）
、13（2015 年）
、21（2016 年）
、16（2017
年）件になっており、委員会が設置された 2015 年以降も不祥事の件数が劇的に減っているとは言え
ない状況にある。
次に今年新聞に掲載された個別のケースを紹介すると以下のようなものがある（地名・学校名・
役職名等は伏している）
。
＜部活指導顧問の不適切な指導問題＞
茨城県 B 市の市立中学３年の女子生徒が自殺していたことが分かり、市の教育委員会は女子生徒
が所属する部活動で、顧問が「殺すぞ」と発言するなど「不適切な指導があった」と明かしました。
B 教育委員会によりますと、自殺したのは卓球部に所属する中学３年の女子生徒（１５）で、先
月３０日、自宅の自分の部屋で死亡しているのを家族が見つけました。教育委員会は自殺の原因は
調査中としたうえで、卓球部の男性顧問が“不適切な指導”を行っていたと明らかにしました。
「
『いいかげんにしろ』
『ばか野郎』
『殴るぞ』
『殺すぞ』などの 暴言を、部員全体に対して発した」
（B 教育委員会 C 教育部長）
また、顧問は、部員の肩を小突いたり、道具を床に投げつけたりもしていたということで、教育
長は、
「行き過ぎた指導で、限りなく体罰に近い」との認識を示しました。女子生徒は今年３月、練
習に出なくなりましたが、その直後、教育委員会に、指導に関する匿名の相談が寄せられ、対応し
ていたということです。
女子生徒は顧問の“不適切な指導”を記した直筆のメモを残していたということで、教育委員会
は、第三者委員会を立ち上げ調査する方針です（茨城新聞 2019 年 1 月 22 日）
。
＜高校教諭が教え子にわいせつ行為問題＞
教え子にキスを４０～５０回するなどわいせつな行為をしたとして、
茨城県教育委員会は２５日、
県立高の男性教諭（２２）を懲戒免職処分とした。教諭は「いけないと分かっていたのにしてしま
った。大変申し訳ない」と話しているという。
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県教委によると、男性教諭は６月１１日から複数回、自宅で教え子の女子生徒にキスしたり、体
を触ったりした。２人の仲の良さを不審に思った別の女子生徒が同月２６日、学校側に相談してい
た。教諭と女子生徒は交際していたといい、女子生徒は教諭の自宅に２回宿泊したこともあった（産
経新聞 2019 年 7 月 25 日）。

＜生徒の個人情報入りの USB 紛失問題＞
B 教育委員会は９日、県立 C 高（C 市）の男性教諭が、全校生徒８３２人の氏名と住所、電話番号、
保護者氏名が記録されたＵＳＢメモリーを紛失したと発表した。現時点で情報漏洩（ろうえい）に
伴う被害は確認されていない。
県教委高校教育課によると、男性教諭は４日、職員室の業務パソコンで生徒名簿を作成していた
が、作業が終わらなかったため私用のＵＳＢメモリーにデータを保存して自宅に持ち帰った。６日
未明の就寝中、何者かが自宅に侵入する被害に遭い、ＵＳＢメモリーや財布などが入った通勤用か
ばんを盗まれたという。自宅を所管する D 県警 E 署が窃盗事件として捜査している。
県教委は、業務での私用ＵＳＢメモリーの使用やデータの持ち帰りを禁止している(産経新聞
2019 年 5 月 9 日)。
このような個別のケースを含めて茨城県では、法令遵守が守られていないことによる教員の不祥
事は後を絶たない。そのため県教委では、他の多くの都道府県同様に教員の服務規程の厳格化と懲
戒処分の指針の作成を行っており、その指針内容は年々増えている。2006 年に制定された茨城県教
育委員会の「教職員の懲戒処分の指針」は、これまでに二度の一部改訂を経て現在に至っている。
この指針は「非違行為」の代表的な事例についての処分量定の目安となる「標準例」を定めたもの
であり、県教職員だけではなく、市町村立学校に勤務する県費負担教職員にまで適用するものであ
る。その標準例の内容項目は以下のとおりである（茨城県教育委員会「教職員の懲戒処分の指針」
2018 年 10 月 31 日一部改正より）
。
＜一般服務関係＞
（１）欠勤、
（２）遅刻・早退、
（３）休暇の虚偽請求、
（４）勤務態度不良、
（５）職場内秩序びん
乱、
（６）虚偽報告、
（７）違法な職員団体行動、
（８）政治的目的を有する文書の配布、
（９）秘密
漏えい、(10)個人情報の紛失、盗難、(11)個人の秘密情報の目的外収集、(12)営利企業等従事、(13)
公文書の不適切な取扱い、(14)公印偽造・不正使用、(15)収賄、(16)入札談合等に関与する行為、
(17)セクシャル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の教職員を
不快にさせる職場外における性的な言動）
＜公的な財産取扱い関係＞
（１）横領・窃取・詐取、
（２）紛失、
（３）盗難、
（４）損壊、
（５）出火・爆発、
（６）給与等の不
適正受給、
（７）公金等処理不適正、
（８）コンピュータの不適正使用
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＜公務外非行行為＞
（１）放火・殺人、
（２）障害・暴行・けんか、
（３）器物損壊、
（４）横領・窃盗・強盗、
（５）詐
欺・恐喝、
（６）賭博、
（７）麻薬等の所持等、
（８）酩酊による粗野な言動等、
（９）わいせつ行為
等
＜交通事故・交通法規違反関係＞
（１）酒酔い運転、
（２）酒気帯び運転、
（３）飲酒運転の同乗等、
（４）飲酒運転以外での交通事故
等
＜児童生徒に対する非違行為関係＞
（１）体罰、
（２）わいせつ行為等
＜監督責任関係＞
（１）指導監督不適正、
（２）非行の隠ぺい，黙認
こうした内容項目は、改正後ごとに増える傾向にあるが、それは日々生起する諸問題への対応の
ために法令遵守しなければならない項目が増えていくという悪循環をもたらしていると見ることも
できる。しかも教育委員会や学校サイドは、対処療法的な対応をせざるを得ない状況にあり、そう
した対応をトップダウン式に現場へ通達する傾向も見られる。しかしこのような方式では、コンプ
ライアンス問題への個々の教員の関わりが極めて受動的となり、法令遵守の本来の意味や、その重
要性の理解が極めて皮相的になってしまうのではないだろうか。
そのため、そのような受動的姿勢ではなく、教職員がコンプライアンス問題に主体的・対話的に
取り組み、深い学びにつながるような指導や研修が今強く求められている。ここでは、そうしたコ
ンプライアンス研修の試みの一つを紹介してみたい。

主体的・対話的なコンプライアンス校内研修の試み
茨城県立Ａ高校の「コンプライアンス推進研修会」は、2019 年 7 月下旬に主体的・対話的な話し
合いによる討議活動を中心に行われた。実施方法は以下の通りである。
（１）実施日 2019 年 7 月 26 日
（２）場所 階段教室
（３）対象 教職員 37 名
（４）目的 教職員一人一人が、コンプライアンスの重要性について真摯に受けとめ、自己管理を
徹底し、不祥事の未然防止と信頼される学校づくりに向けた取り組みを進めるため。
（５）指導者 筆者
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研修会では、まず最初に筆者がまずコンプライアンス研修のねらいを説明した。その際に強調し
たのは、コンプライアンス研修会で重要なのは、単にコンプライアンス問題の知識や情報の量を増
やし、いわゆる知識伝達型の理解を進めることではなく、むしろそのような問題への意識を高め、
主体的・対話的な理解を深めていくことであった。つまり、法令や事例等の知識・情報の収集・分
析・理解を広めるだけではなく、そうした重要事項に関する討議を深め、問題意識の拡大をはかる
ことであった。
そのような諸点を考慮に入れて研修ではまず、以下のようなテーマの明確化を図るため、グルー
プ別の討議活動から始めた。
今日は，学校コンプライアンスについて皆で考えてみましょう。
これまで，教師生活を振り返って，コンプライアンス違反が行われている場面に直面したこと
はありませんか。学校は，一日の大半を過ごす場所です。教員の皆さんが気持ち良く，安心して
生徒と向き合うことができることが，たいへん重要なことです。しかし，残念なことに，生徒と
保護者とトラブルになったり，同僚とトラブルになったり，あるいは教師としてやってはいけな
いことをしてしまったりするケースを見たりすることもあると思います。
ここで各自が過去に、コンプライアンス違反につながる可能性があった体験や経験の話題提供
をしてください。
この最初の討議活動では、各グループのメンバーがこれまで経験や体験してきたことに基づいて
コンプライアンス問題に関する意見交換を行うのだが、この最初の意見交換はグループディスカッ
ションの話し合い活動に臨む際のウォームアップ的な意味合いがある。
続いて以下のような全体討議とグループ別討議を行った。
＜全体テーマ＞
①なぜ、コンプライアンス違反がおこるのでしょうか。
②なぜ、コンプライアンス違反をしてはいけないのでしょうか。
＜グループ別テーマ＞
①なぜ、コンプライアンス違反はいけないと分かっていても止められないのでしょうか（１～３グ
ループ）
。
②どうやってコンプライアンス違反を防ぎ、解決することができますか（４～６グループ）
。
③コンプライアンス違反により生じた結果について、どのような責任を負わなくてはならないでし
ょうか（７～９グループ）
。
テーマ内容から分かるように今回の研修では、全てのテーマが課題発見及び課題解決学習活動に
なるようにしている。各グループは、全体テーマでもグループ別テーマでも、それぞれのグループ
が課題を見出し、その課題解決を図るための討議活動を展開していくことが求められる。そうした
課題解決のためにどのような知識や情報が必要かを見出し、活用していく。そのための基礎資料と
なるのが、茨城県が教育現場に配布している『信頼される学校であるために』
（茨城県教育委員会
2016 年配布）と、
『体罰防止マニュアル（改訂版）
』
（茨城県教育委員会 2013 年配布）である。
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各グループは、十分な討議活動の後、討議結果をホワイト・ボードにまとめて発表し、他のグル
ープの討議活動の内容を相互理解する。

研修会のアンケート調査の結果
この研修会の主体的・対話的な討議活動の教育的意義は、研修後のアンケート調査により明らか
になっている。アンケート結果は以下のとおりである。
調査対象は，本研修に参加した県立Ａ高校の教員 37 人（男 29 人・女９人）である。なお，調査
時期と方法については，令和元年７月 26 日に，Ａ高校で実施し，２件法（はい，いいえ）で調査す
るとともに，自由記述欄を設けた。
（１）質問紙調査項目
次の①～④を質問項目とし調査を試みた。
① 研修内容はよかったですか。
② 今回の研修は、参加しやすい雰囲気でしたか。
③ グループでの活動場面は良かったですか。
④ 今後コンプライアンスを意識したいと思いますか。
（２）調査結果
「はい」と答えた教員と「いいえ」と答えた教員を数え上げ,１×２の度数集計表にまとめると，
次の表のようになった。
表 調査結果：参加教員の評価
調査項目

観測値１：

観測値２：

Ｎｏ．

「はい」

「いいえ」

①

37

0

②

37

0

③

36

1

④

37

0

※数値は人数。
（３）統計的検定による方法
表調査結果を統計的検定の考え方に基づき，ｊs-STAR（統計用フリーソフト）を用いて直接確率
計算（１×２表）で分析を行った。
（４）統計的検定による分析結果
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質問①の「研修内容はよかったですか」を教員 37 人に尋ねた結果，「はい」が 37 人，「いいえ」
が０人だった。直接確率計算によると，その偶然確率はｐ＝0.0000(両側検定)であり，有意水準が
１％で有意だった。よって，今回の活動は，教員に支持される構成であったといえる。以下②～④
を同様に行った。
質問②の「今回の研修は、参加しやすい雰囲気でしたか」の結果は，「はい」が 37 人，「いいえ」
が０人だった。偶然確率はｐ＝0.0000(両側検定)であり，有意水準が１％で有意だった。
質問③の「グループでの活動場面は良かったですか」の結果は，「はい」が 36 人，「いいえ」が
１人だった。偶然確率はｐ＝0.0000(両側検定)であり，有意水準が１％で有意だった。
質問④の「今後コンプライアンスを意識したいと思いますか」の結果は，「はい」が 37 人，「い
いえ」が０人だった。偶然確率はｐ＝0.0000(両側検定)であり，有意水準が１％で有意だった。
以上の結果から、今回のＡ高校の校内研修は、同校の教職員に支持されていたことが統計的に明
らかになったといってよい。
（５）自由記述に関する結果
自由記述に関しても研修に参加した教職員からの意見は、好意的なものが多かった。その一部を紹
介しておきたい（以下、記は記述例を指す）
。
記① 信頼関係が大切で、そのための機会を作ることも大切だと思いました。現代はコミュニケー
ションをする場がもっと必要だと思いました。
記② グループでの活動があったことで、自由に多くの発言ができ、身近なこととして受け止める
ことができました。
記③ いろいろな先生方と話せる雰囲気があることが、良い職場の条件だと思いました。
記④ コンプライアンスに関して、情報を得ることは重要であるが、考える機会が必要だと感じた。
「なぜ、コンプライアンス違反は止められないのか」
「防止、解決策は？」と問われ、考え
意見を出し合うことで、
「こういうこともあるのか」と気づくことが大切だと思いました。
まさに主体的・対話的で深い学びが大切だと感じたので、生徒たちにも「考える場」を与え
る必要があると思いました。
記⑤ 対話的な活動の経験は、教員の方が生徒たちより少ないので、このような機会をうまく生か
せればと思う。
記⑥ 実際に問題を起こしてしまう人は、
「これくらいは大丈夫」という感覚が少しズレている所か
ら始まっているように思う。また、
「これまでは通用した」という所もあるように思う。自分がいつ
問題を起こす側になるか（無意識に）分からない所に不安を覚えた。
記⑦ コンプライアンスの問題が出るたびに、
「何でまだなくならないのか」
という思いがあったが、
今回の研修のように、教員が職場の仲間と話し合うことで、お互いのコンプライアンスの意
識が高まってくることが感じられた。チームでの取り組みを実感した。
記⑧ 対生徒だけではなく、教員間においてもコンプライアンス違反となる言動があればそれを防
ぎ、解決しなければ、そのストレスから起こる問題も解決できないのではないかと改めて感
じた。
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結語的考察
教職員の不祥事案件は、全国的に見ても減る傾向にはない。それは茨城県にも当てはまる。現に
コンプライアンス委員会を設置して取り組みを強化し始めた 2015 年以降でも不祥事案件が劇的に
減っているわけではない。その意味では、自由記述にもあるように、自分は大丈夫であると思って
いても、
いつ問題を起こす側になるか分からない不安をもつ教員も多いことが分かる。
そのために、
コンプライアンス違反にならないための様々な決まり事やルール、さらには諸々の規程の量は年々
増え続けていると言われている。そうした法令や規程の知識や情報を広く受容していくことは極め
て重要なことであるに違いない。
しかしながら、そのような受容的かつ受動的な姿勢でコンプライアンス問題に取り組むことは、
確かに一時的かつ一過的な対応には役立つかもしれないが、長期にわたる対応にどれだけ役立つか
は未知数である。むしろ一時的・一過的な知識や情報はすぐに忘却されてしまうものになりかねな
い。コンプライアンス問題の解決のためには、そうした受け身的な姿勢ではなく、より能動的で、
積極的な取り組みが必要である。なぜコンプライアンスが重要なのか、どのような理由からコンプ
ライアンス違反が起こってしまうか等々、まさにこの問題対して主体的で対話的な取り組みがなさ
れることが、長期的で継続的な取り組みの可能にし、その問題の本質的意味を深く考える姿勢を多
くの教員に育成させることができるように思う。今後も主体的・対話的にコンプライアンス問題に
取り組む様々な試みが行われる必要があるだろう。
さて、この種のコンプライアンス研修を行うことで、学校・学級経営にはどのような影響がもた
らされることになるだろうか。この問題を考える上で示唆的なのが、自由記述に見いだせる。例え
ば、記⑦の言説を分析してみると、コンプライアンス問題の解決のためには、個々の教員の努力が
必要であると同時に、
「チームでの取り組み」の重要性を実感していることが分かる。法令遵守する
ことは個々の教員にとって当然必要なことであるが、そこにはどのような問題があり、どのような
ことに気を付けていけばいいのかを、教員相互の自由な意見交換の機会を通じて主体的に自覚する
ことは極めて重要である。特に近年の教育問題に取り組むためには、個々の教員が個別に対応する
ことは困難なものが多く、教員が互いに協力・連携し合って解決を模索しなければならない事案が
多い。そのためにも「チームとしての学校」のあり方が問われている（中教審第 185 号、2015 年）
ただ、コンプライアンス違反を、個々の教員が学校や学級の生活場面で犯していたり、本人が気
づかない形で行ってしまっている状況で、同僚としての他の教員がどのような対応ができるかには
難しい問題もあるだろう。そのためにも今回のような形式の研修が貴重な機会であることは、自由
記述で指摘されている。例えば、記①のように、
「信頼関係が大切」であり、そのための機会の重要
性に気づいている言説や、記③で指摘されている「いろいろな先生方と話せる雰囲気」の大切さを
理解している言説には注意したい。また記⑤では、
「対話的な活動」を経験することが重要であるこ
とが認識されている点にも注目したい。
このようにアンケート調査からは、従来のような知識伝達的な研修ではなく、主体的で対話的な
自立的研修の有効性が確認できたように思われる。今後はさらに様々なアクティブ・ラーニング的
な要素を加えた研修会のあり方を検討していく必要があるだろう。
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高等学校の討議型道徳授業の理論と実践に関する研究
－動画教材の教育的意義について―

小 川 哲 哉＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Study of a theory and the practice on Discussion type morality class of the high school
About the educational significance of the animation teaching materials
Tetsuya OGAWA

キーワード：高校道徳、動画教材、言説分析、討議活動

茨城県の高等学校（以下，高校）第 2 学年のホームルーム活動で実施されている「道徳プラス」は、今年で 3 年目
になる。道徳プラスでは、課題について互いが納得できる合意形成を目指す「討議型」の学習と、モラルスキルトレ
ーニング活用した「協働型」の学習を行い、将来自立した社会人に成長する人材を育成している。授業テキストとし
ては『高校 2 年生の道徳プラス』を使用している。このテキストでは活字教材を使用しているが、討議型の学習では，
活字による教材理解がスムーズに行えない生徒も少なからず存在する。そこで本研究では，活字教材を動画教材に作
り替え、その教育的効果を探る論究を行った。そのためにオリジナル教材「みんなの桜の木」の動画教材を作成した。
その特徴は、単なる動画ではなく、デジタル紙芝居的な「フォトムービー」形式の動画である。この動画教材を茨城
県 A 高校での授業実践ではフォトムービー教材に対する生徒の印象をインタビュー調査で明らかにし、さらに B 県の
教員向けの質問用紙調査も行った。その結果様々な面で動画教材の有効性が確認できた。

問題の所在
茨城県では、2016 年度より高校 2 年生のホームルーム活動の時間に、課題解決学習を行う討議型
の話し合い活動と、モラルスキルトレーニングを活用した協働型のロールプレイ活動を行ってい―
―――――――
*茨城大学教育学部
- 135 -

茨城大学教育実践研究 38(2019)

る。そのためのテキストとして、茨城県教育委員会が編集した『高校 2 年生の道徳プラス』を使用
しているが、
どちらの活動の教材も基本的には読み物教材をベースした活字教材である。
そのため、
活字による教材理解が十分に行いえない生徒が少なからず存在する。
特に討議型の話し合い活動では、ジレンマ例話による価値対立の理解や登場人物の布置関係がす
ぐには理解できない生徒がおり、そのため課題理解とコミュニケーション活動がスムーズに行えな
い状況が問題になっている。そのため、活字とは違う動画教材の開発の必要性が教育現場から指摘
されている。

オリジナル教材「みんなの桜の木」の動画化と教育実践の分析
本研究のために作成した教材「みんなの桜の木」は、オリジナル教材でモラルジレンマ例話の形
式になっている（荒木 2013）
。以下その全文を引用しておきたい（小川 2018）
。
【みんなの桜の木】
Ａ小学校の桜の木は、半世紀も前に植樹された大切な木である。4 月の入学式ごろには桜の花が
満開となり、それは素晴らしい光景であった。A 小学校を卒業した高校生 B たちも通学路から見え
る桜の木を通じて母校 A 小学校への愛着と郷土愛が深まるのを感じていた。
だから、
小学校近郊の住民から桜の木の取り扱いをめぐる批判が起こっていることは意外だった。
一部の住民からは桜の枝が自分の家の敷地内に入ってきたり、桜の花びらが大量に庭に落ちてくる
ので、掃除が大変であるとの批判が学校側に起こされ、できれば切り倒してほしい旨の陳情書が出
されたことは考えられないことだった。
しかし、桜の木の様子をじっくり観察していくと、そのような苦情が出されたことに一定の理解
もできた。けれど、桜の木を切り倒すことには反対で、何とか桜の木を守りたいと思い、地域住民
の集会に参加し、苦情を言っている一部の住民と話し合いたいと思った。
【話し合い活動のヒント】
①問題になっていることは何でしょう。

②学校の桜は、地域住民たちにとってどのような意味があるかを考えた上でＢ君たちは桜の木の存
続のためにはどうすればいいでしょうか。
集会に参加する皆が納得できる意見を考えてみましょう。
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この教材は、二つの価値葛藤を抱えた典型的なジレンマ例話になっている。ただ、単なるモラル
ジレンマでは、価値対立が収束せず、いわゆるオープンエンドなってしまうため、一定の合意形成
が可能となる構成にしている。そのためこの教材では，A小学校を卒業した高校生Bたちが母校の桜
の木を守りたいとする自然愛護の価値と，桜の枝や花びらによる日常生活上の問題を取り除きたい
一部住民たちの自他の権利の尊重という価値が対立しながらも、その対立を乗り越える形で、桜の
木の存続を目指す方向性で話し合う活動ができるようにしている。これによって、価値葛藤や対立
のままで終わるのではなく、話し合い活動を通して得られる最適解や納得解へと導かれる学習が可
能となった。
この教材の動画化の経緯については、拙論を参照していただきたいが（小川、長島、高橋 2019）
、
ここでは動画化されたフォトムービー形式の教材を紹介しておきたい（図 1～6）
。

図１

図２

図３

図４
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図５

図６

（この動画教材については、2019 年 7 月 13 日から You Tube 上に公開している。
「みんなの桜の木」
で検索していただきたい。
）

動画教材に対する生徒コメントと言説分析
この教材を使った茨城県 A 高校での道徳授業(2019 年 6 月 13 日に実施)の量的分析の結果は、す
でに拙論において明らかにしており、以下該当箇所を引用しておきたい（小川、長島、高橋 2019、
4～5 頁）
。
質問① 授業で使った動画は分かりやすかったですか。
「はい」17 人、
「いいえ」2 人、未回答 1 人
質問② 授業で使った動画は教科書のような文字だけのプリントよりも良いですか。
「はい」17 人、
「いいえ」2 人、未回答 1 人）
。
質問③ 今日の授業で使った動画で、もっと良くした方がいいところはありますか。
「はい」5 人、
「いいえ」15 人
このように、動画教材に対する印象は、概ね良いものであり、統計的検定を行うためのソフト
「js-STAR」による直接確率計算（１×２）の結果も有意の結果が出ていた。ただ、質問①及び②
で「いいえ」と否定的に回答している生徒の自由記述は以下のとおりである（S は、生徒）
。
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質問①
Ｓ１ 文字が速くて全部読めなかった。
Ｓ２ 文字が小さくて読めなかった。
質問②
Ｓ１ 自分のペースで見ることができない。
Ｓ２ 文字が見にくい。
以上のような結果が拙論において明らかになったが、本研究では否定的な評価を行った生徒 S1
と S2 に対して、後日改めてインタビュー調査を行った（2019 年 8 月 7 日）
。ただインタビューは、
外部の小川がすると生徒側が自然な言動を行えなくなる可能性があるため、授業担当教員に行って
頂いた。その生徒の回答コメントに対して小川が言説分析・考察を行った。
＜インタビュー調査＞
・男子生徒①と②は、アンケート調査で否定的な回答を寄せた 2 人である。
・①、②共に廊下側の一番後ろの椅子に着座し、隣同士
・T＝授業担当教員（女）/ S１、S2 ＝ 生徒（男）
男子生徒①
T 動画を見てもらったんだけど、それはどうだった。
S１ うーん、まぁ、文字は追えました。でもそれなら絵の必要なくないですか。
T というと。
S１ だって文字だけで分かっちゃうじゃないですか。
場面が絵だけ見てそれ要るのかなって思っち
ゃいました。
T 絵本的な感じを想像すればいい。
S１ そんな感じです。絵本とか漫画みたいな感じの方が絵の必要性を感じますけど。別々ならあえ
て見せる必要がないのかと。
T なるほど。ありがとう。他にこうしてほしい部分はある。
S１ 特にそれ以外はないです。
男子生徒②
T 動画は、文字と絵とがバラバラになっていたけどどうだった。
S2 見えないのは変わりなかったですけど、バラバラの方が良かったと思う。
T それはどうして。
S2 文字と絵が混じってないからです。混じっていると背景が余計で見なかったです。
T 動画自体についてはどう思う。
S2 文字が見える動画であってもいいのだけれど、ただ絵が見えないところがあるなら紙のプリン
トでいいんじゃないかって思いました。
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T 見えないことを改善する以外にもっとここはこうしてほしい点はある。
S2 見えればいいんで、特にないっすね。
【分析・考察】
先に示したように、教材「みんなの桜の木」は、基本的にはフォトムービー形式の動画になって
いる。さらに絵の部分と文字の部分は分けて表示されるように作成した。これは、最初に絵を見て
各自のイメージを膨らませ、その後に文字による詳しい説明を受けることで、教材のより深い理解
を広げてほしいという意図があった。なぜそうしたのかといえば、映像だけのドラマ的構成では一
つの映像によるイメージの固定化が起きる可能性があり、そのようなことを避けるためであったか
らだ。今日のように映像が氾濫している時代では、一つの映像によって文字から得られる多様なイ
メージの創出が狭められる可能性があるからだ。そのため本教材では、先に絵を見せた後に文字に
よるイメージの多様化をねらった。
ただ、S1 の生徒のように、絵と文字のそれぞれからイメージを膨らませるような理解があったこ
とは意外だった。文字は追えたので、そうならば絵は必要ないのではないかとの S1 の認識は独自な
見方であるように思われる。さらに彼は、そうした認識のズレを乗り越えるために、絵と文字が一
つの画面の中で分割されて表示されるような、いわば「絵本風の動画」を希望している点は興味深
い。
S2 の生徒の場合は、本教材の特徴であるそれぞれのコマが絵と文字とで分割されている点につい
ては、よい印象を持っていることが分かる。しかしながら、もしそのようにコマが分割されていて
文字だけのコマがあるのなら、最初から紙のプリントだけでもいいのではないかとの指摘は興味深
い。この指摘は、フォトムービー形式の動画の構造的な特徴を突いているように思う。こちらの作
成意図としては、絵から受けるイメージの創出を文字によってさらに膨らませてほしかったが、む
しろ彼には文字だけの教材の方がよいとの認識があるようだ。そのような認識に立てば、彼にとっ
て絵は、文字だけで広げたい想像力を少なからず妨げるものであったかもしれない。彼の発言の真
意がどこにあったのかは、さらに個別に聞き取りたい点である。
いずれにしても、否定的に回答している生徒たちへのインタビュー調査によって、彼らの絵と文
字に対する認識の違いが明らかになり、フォトムービー形式の動画の様々な特徴と問題点が浮き彫
りにされた点は極めて興味深い。

動画教材に対する高校教員の意識調査
さて本動画教材に対する意識調査は、B 県全域の道徳担当教員向けのセミナーでも紹介し、合意
形成を図る討議活動を実践し、その結果を質問用紙調査して、本教材の教育的効果や意義について
検証を試みた。
調査対象は，本セミナーに参加した B 県の全ての県立高校の教員 100 人である。なお，調査時期
と方法については，2019 年８月 23 日に B 県教育研修センターで本教材を使った模擬授業を行い、
その後２件法（はい，いいえ）の質問用紙調査を実施した。
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（１）質問紙調査項目
次の①～③を質問項目とし調査を試みた。
① 動画の教材は，紙媒体の教材よりも良かったですか。
② 動画の教材を活用した上で，グループ活動では話し合いを生徒たちが中心となって進めてい
くことになりますが，アクティブラーニング型の学習は良いと思いますか。
③ 動画の教材で授業を行う際，指導上どのように活用してよいか，不安はありますか。
（２）調査結果
「はい」と答えた教員と「いいえ」と答えた教員を数え上げ,１×２の度数集計表にまとめると，
次の表のようになった。
表 調査結果：参加教員の評価
調査項目

観測値１：

観測値２：

Ｎｏ．

「はい」

「いいえ」

①

82

13

②

96

2

③

46

54

※数値は人数（無答は除外）
（３）統計的検定による方法
表調査結果を統計的検定の考え方に基づき，ｊs-STAR（統計用フリーソフト）を用いて直接確率
計算（１×２表）で分析を行う。
（４）統計的検定による分析結果
質問①の「動画の教材は，紙媒体の教材よりも良かったですか。」を教員 100 人に尋ねた結果，
「はい」が 82 人，
「いいえ」が 13 人だった。直接確率計算によると，その偶然確率はｐ＝0.0000(両
側検定)であり，有意水準が１％で有意だった。よって，動画の教材が紙媒体の教材よりも，教員に
支持されたといえる。以下②～③を同様に行った。
質問②の「動画の教材を活用した上で，グループ活動では話し合いを生徒たちが中心となって進
めていくことになりますが，アクティブラーニング型の学習は良いと思いますか。」の結果は，「は
い」が 96 人，「いいえ」が 2 人だった。偶然確率はｐ＝0.0000(両側検定)であり，有意水準が１％
で有意だった。よって、動画の教材を活用した上で，アクティブラーニング型の学習を行うことは，
教員に支持されたといえる。
質問③の「動画の教材で授業を行う際，指導上どのように活用してよいか，不安はありますか。」
の結果は，「はい」が 46 人，「いいえ」が 54 人だった。偶然確率はｐ＝0.4841(両側検定)であり，
有意ではなかった。よって，動画の教材を授業で行う際，教員は不安があるとはいえなかった。
以上の結果から、本動画教材は活字教材よりも教育的効果があり、アクティブ・ラーニング的な
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話し合い活動にも有効であることが統計的に明らかにされた。
（５）自由記述に関する結果
今回の調査では自由記述もしていただいた。この自由記述には、本動画教材に対する印象と、様々
な改善方策が指摘されている。ここでは、その中の代表的なものを紹介しておきたい。
・良いので改善の必要はありません
・シンプルな動画で様々なイメージが浮かぶので良いと感じました。
・住民のためにも桜があることのメリットを感じてもらう工夫があればもっとよかった。
・この動画を是非活用したいので、学校のインフラを早く整えてほしい。
・文字は、半分くらいの量で 2 頁にすると読みやすかったのでないでしょうか。でもイラストだけ
ではなく音楽（ゆったりめの）があったことはよかったと思います。
・私の勤務する学校では、漢字が多すぎて理解できない子が半数は出ると思います。希望としては、
文字送りのスピードをもう少し遅くし、ルビなどもふってほしいです。一画面上の字数が多すぎて
生徒の中には読むのをあきらめてしまうものもいると思います。
・シーンによって曲を変える。例えば桜の木が迷惑であるとのシーンでは迷惑そうな曲を流す。
・BGM はよかったが、場面に合わせて途中で「タイプ」
「雰囲気」
「曲調」を変えるともっと良かっ
たと思います。
・絵で表現するのは良いと思ったが、写真や動画を使った場合はどうなったのかを見てみたい。
・アニメーション化して少し画像を動かしてみる方法もあります。
・できれば絵よりも写真にすると、さらに効果的だと思います。
・実際の桜の写真などを入れてみたり、桜の下で生徒が写真を撮ったものなどを入れてみたり、学
校内の桜のイメージが伝わるものを入れてもよいかと思いました。
・各個人のイメージをふくらませるため敢えて動画にしたことは理解できますが、実写だとより具
体的なイメージが持てると思います。
・音声や演技を実際に生徒に演じてもらうとよかった。
・生徒のナレーションや朗読劇の形で音声が入っていると良いと思いました。今回は敢えて無声だ
ったかもしれませんが、生徒の朗読力がつきます。
・文章が流れるだけではなく、音声として読むこともあっていいと思う。
・登場人物のキャラクターが出すぎないようにイラストにしたり、文章を表示するのではなく、声
で読み上げると、また違った感じになるのではないでしょうか。
・画像と文字を同時に出し、紙芝居風にする方法もあります。
・文章は紙媒体でも読めますので、漫画チックにまとめた方が印象に残りやすいのではないか。
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・絵本のようなほのぼのとした作画が良かったと思います。

結語的考察
冒頭でも指摘したように、活字教材を使って討議型の話し合い活動を行う際の問題点は、教材が
持っている道徳的価値の対立構造や、
登場人物らの関係性がすぐに理解できない場合があることだ。
授業を行う時には、活字による教材理解が容易に行えない生徒が少なからず存在する。こうした問
題を解消するための一方法として有効だと考えられるのが動画教材である。本研究では、フォトム
ービー形式の動画教材を作成して、その教育的効果を検証したが、結果としては生徒対象の調査だ
けではなく、教員対象の調査でも動画教材に対しては概ね良い印象が多かったように思う。活字教
材とは違い、動画教材の方が内容の理解を容易にするとの感想も多かった。
ただ、改善策については先述したように様々な意見が示された。先ず、絵の部分と活字の部分と
を分離したことについては、好意的な意見が多かったものの、細かいところを敢えて描かなかった
絵については、生徒個々人のイメージを膨らませるという意図がよく伝わっていない意見もあった
ように思う。むしろより細部を鮮明にすべきとの意見や、実写や写真等の具体的な映像による教材
を求める意見もあった点には注意したい。さらに活字の部分の分量が多いことや、漢字にルビをふ
る必要性があるとの意見も何件かあった。個々の高校の学力レベルの違いもあり、今後は教材作成
する際の根本的な問題として再考する必要があるだろう。
ところで今回の教員の調査で注目したいのは、
「音声」や「ナレーション」も必要ではないかとの
意見である。このような意見はかなり多く、特に活字の部分に表示の際に、音声による朗読を求め
る指摘もあった。本動画教材の作成に当たっては、細部を敢えて描かない絵や、文字画面でも映す
だけにして、生徒のイマジネーションの幅を広げさせる意図があったのだが、そのような意図が、
逆に文字理解が十分にできない生徒たちにはかえってネックになったのかもしれない。
「画像と文字を同時に出し、紙芝居風にする」との指摘や、絵本のような作画に対する評価は、
生徒たちへのインタビュー調査でも指摘されており、生徒と教員の双方に共通する認識があった点
が興味深い。このような指摘を受けて、一画面の中に「絵」と「文字」を別々に表記し、いわば絵
本や漫画のような描き方をすること、さらにそれに音声ナレーションを入れた教材を作成すれば内
容理解がさらに容易になるように思われる。
以上の諸点については、今後の動画教材作成の課題として受け止めたいと思う。

引用文献
荒木紀幸、2013『モラルジレンマ教材でする白熱討論の道徳授業‐中学校・高等学校編‐』
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小川哲哉、2018『主体的・対話的な＜学び＞の理論と実践－「自律」と「自立」を目指す教育－』
青簡舎
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高校農業科の実践的諸問題
―― 農業における地域や産業界等と連携した実践的・体験的な学習活動について ――
宮 地 富 雄＊ ・ 小 川 哲 哉＊＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Practical problems of high school agriculture department
―― About the practical and experiential learning activities
in cooperation with regions and industries in agriculture ――
Tomio MIYACHI and Tetsuya OGAWA

キーワード：高等学校学習指導要領，地域や産業界等との連携，実践的・体験的な教育活動，偕楽園での造園実習

平成 30 年３月 30 日，新しい高等学校学習指導要領が公示された。職業に関する各教科・科目の改善について，高等学
校学習指導要領（平成 30 年告示）解説農業編（文部科学省）の「第２節 農業科改訂の趣旨及び要点」で，「産業教育におい
ては，企業等と連携した商品開発，地域での販売実習，高度熟練技能者による指導など，地域や産業界等と連携した実験・
実習などの実践的・体験的な学習活動を重視してきた」と明記されている。また，職業教育における，地域や産業界等と連携
した実験・実習などの実践的・体験的な学習活動は，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図る上でも重要
であり，地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成するために積極的に取り組んでいく必要があると明記されて
いる。そこで，本研究では，農業教育における地域や産業界等と連携した実践的・体験的な学習活動として，偕楽園での造
園実習の事例を取り上げて，生徒のアンケート結果から学習効果等について考察する。

１ はじめに
平成 30 年３月 30 日，新しい高等学校学習指導要領が公示された。およそ９年ぶりの全面改訂と
なり，今回の改訂は，子どもたちが自信を持って自分の人生を切り拓き，よりよい社会を創り出し
ていくことができるよう，これからの社会に求められる資質・能力を，生徒に確実に育成すること
を目指したものである（文部科学省初等中等教育局教育課程課，2018，p.2）
。
新しい高等学校学習指導要領は，令和４年度（2022 年度）から年次進行で施行される。また，教
――――――――
*茨城県教育庁

**茨城大学教育学部
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育内容の主な改善事項の「職業教育の充実」に，次のように記載されている（文部科学省初等中等
教育局教育課程課，2018，p.7）
。
・就業体験等を通じた望ましい勤労観，職業観の育成，職業人に求められる倫理観に関する指導を
充実したこと。
・地域や社会の発展を担う職業人を育成するため，社会や産業の変化の状況等を踏まえ，持続可能
な社会の構築，情報化の一層の進展，グローバル化などへの対応の視点から各教科の教育内容を
改善したこと。
・産業界で求められる人材を育成するため，
「船舶工学」
「観光ビジネス」
「総合調理実習」
「情報セ
キュリティ」
「メディアとサービス」などの科目を新設したこと。
さらに，今回の高等学校の改訂においては，小・中学校の改訂と同様，
「主体的・対話的で深い学
び」
（
「アクティブ・ラーニング」
）の実現に向けた授業改善を重視している。なお，職業教育におい
ては，これまでも地域や産業界等との連携した実験・実習などの実践的・体験的な学習活動を重視
してきた。このような学習活動は「主体的・対話的で深い学び」とも関連が深いと考えられる（文
部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室，2018，p.4）
。
このように職業教育においては，地域や産業界等と連携し，より実践的・体験的な実験や実習を
行う必要があることが重要であり，これらの学習活動を通して，従前のような受動的な授業ではな
く，
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善につなげていく必要がある。
そこで，本研究では，農業教育における地域や産業界等と連携した実践的・体験的な学習活動と
して，偕楽園での造園実習の事例を取り上げて，生徒のアンケート結果から学習効果等について考
察する。

２ 偕楽園での造園実習について
偕楽園での造園実習は，茨城県造園建設業協会，茨城県水戸土木事務所（都市施設整備課，偕楽
園公園課）の協力のもと，平成 27 年度から造園を学んでいる石岡一高，水戸農高，真壁高で実施し
てきた。８月下旬に関係者で準備会議を実施して，梅の剪定時期である 12 月上旬に実施している。
以下に，平成 30 年度の県立真壁高校での実施要項（平成 30 年度「造園を学ぶ生徒の実践的な実
習」）を紹介する。
（１）目的
日本三名園の偕楽園における実践的な造園実習を通して，造園に関する生徒の興味・関心
を高める。また，庭園の様式や歴史，文化，自然環境などを総合的かつ実践的に学習した上
で，郷土に対する誇りや愛着心を高めることを目的とする。
（２）日程
・平成 30 年 12 月 6 日（木）
8:40

学校出発（バス） ～ 桜川・筑西インター

9:50

水戸インター
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10:20

県立歴史館下車（バスは県立歴史館の駐車場で待機）

10:30-11:30

表門で偕楽園の庭園の様式や歴史，文化，自然環境などの説明を聞く
※その後，園内を散策しながら各場所で説明を聞く
表門，吐玉泉，中門，本園（東西梅林他），好文亭，梅桜橋，公園センター

11:30-12:00

昼食・休憩（昼食場所：偕楽園公園センター会議室)

12:00-14:00

剪定実習（猩猩梅林）
・茨城県造園建設業協会 会長あいさつ
・真壁高校 引率代表者あいさつ
・４班に分かれて，実践的な梅の剪定を行う
※13:50 から各班で剪定した枝をまとめるなど片付けをする

14:00

集合
・茨城県水戸土木事務所次長兼偕楽園公園課長あいさつ
・生徒代表あいさつ

14:30

護国神社下の道路脇から乗車（県立歴史館駐車場からバス移動）
・水戸インター ～ 桜川・筑西インター

16:00

学校着

（３）持参品
・昼食，飲み物，防寒着，筆記用具，ノート
※脚立，安全帯（ベルト）は，学校で用意し，当日の午前中に学校のトラックで運搬する。
剪定用ノコギリ・ハサミ，ヘルメット，軍手は，生徒がバスで持参する。
（４）その他
・生徒は，実習着で参加し，防寒着，昼食，飲み物を持参する。
・脚立には，安全対策用のひもを結んでおく。
・雨天・降雪時は，翌日に順延とする。
※前日正午までに校長と高校教育課で判断した上で，実施について協力機関に連絡する。
・開式，閉式の司会進行は，真壁高校が担当する。

３ 参加生徒のアンケート結果
（１）実施状況
・第１回 平成 27 年 12 月 2 日（水）曇り，石岡一高，造園科１年，40 名（内女子生徒 4 名）
・第２回 平成 28 年 12 月 13 日（火）晴れ，石岡一高，造園科１年，34 名（内女子生徒 4 名）
・第３回 平成 29 年 12 月 13 日（水）晴れ，水戸農高，園芸科１～３年，29（男子 14 名，女子 15 名）
【内訳】１年 14 名（内女子 12 名）,２年 10 名（内女子 3 名）,３年 5 名
・第４回 平成 30 年 12 月 6 日（木）雨曇，真壁高，環境緑地科２年，15 名（内女子生徒 0 名）
（２）参加した生徒の感想など

※回答の割合が最も高い所を
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生徒のアンケート結果より，偕楽園での造園実習を経験して，多くの生徒のが，進路（就職）
先の一つとして造園建設業を考えるきっかけになったと考えられる。一方で，就職について，
多くの生徒が，自宅から通勤でき，決まった休みがとれる仕事を希望し，造園建設業は希望す
る条件の求人が限られており，就職先として最終的に選ばないとの教員の意見があった。
①偕楽園の見学が，庭園の様式や歴史や文化，自然環境の学習につながりましたか。
そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言うとそう思わない
そう思わない

H30
H29
H28
H27
66.7％
82.8％
73.5％
75.0％
(10 名)
(24 名)
(25 名)
(30 名)
33.3％
17.2％
20.6％
25.0％
( 5 名)
( 5 名)
( 7 名)
(10 名)
0.0％( 0 0.0％( 0 5.9％( 2 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)
0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)

②技術者からの剪定実習に関する指導を，今後の実習に役立てたいと思いますか。
そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言うとそう思わない
そう思わない

H30
H29
H28
H27
60.0％
72.4％
79.4％
97.5％
( 9 名)
(21 名)
(27 名)
(39 名)
40.0％
27.6％
17.6％ 2.5％( 1
( 6 名)
( 8 名)
( 6 名)
名)
0.0％( 0 0.0％( 0 3.0％( 1 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)
0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)

③偕楽園での実習を，今後の造園に関する学習に役立てたいと思いますか。
そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言うとそう思わない
そう思わない

H30
73.3％
(11 名)

H29
75.9％
(22 名)

H28
76.5％
(26 名)

H27
90.0％
(36 名)

26.7％
20.7％
23.5％
10.0％
( 4 名)
( 6 名)
( 8 名)
( 4 名)
0.0％( 0 3.4％( 1 0.0％( 0 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)
0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0 0.0％( 0
名)
名)
名)
名)

④今回の偕楽園での実習により，進路（就職）先の一つとして造園建設業を考えてみようと思
いますか。
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そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言うとそう思わない
そう思わない

H30
40.0％
( 6 名)
53.3％
( 8 名)
6.7％( 1
名)
0.0％( 0
名)

H29
27.6％
( 8 名)
44.8％
(13 名)
13.8％
( 4 名)
13.8％
( 4 名)

H28
H27
44.1％
50.0％
(15 名)
(20 名)
35.3％
32.5％
(12 名)
(13 名)
14.7％ 5.0％( 2
( 5 名)
名)
5.9％( 2 12.5％
名)
( 5 名)

⑤生徒の感想等（真壁高校の生徒）
・吐玉泉のきれいな湧き水や，遠くに好文亭を見る素晴らしい景色が印象に残っています。
・偕楽園の庭園がたくさんの木があり，とてもきれいで，また行きたいと思いました。
・立派な竹が並んでいた孟宗竹林や，多くの梅の木があった東西梅林が印象に残っています。
・剪定では，木全体を見て，奥まで日光があたるように枝の重なりや枝の向きを考えて剪定するこ
と，芽が多く出ている枝を残すとよいことを学びました。
・剪定する時は，きれいに見せるために枝元から切ることを学びました。
・太い枝を切る時は，枝を曲げながら剪定バサミで切ると簡単に切れることを教えてもらい，これ
からの実習で役立てたいと思います。
・今度は，天気のよい時に来て，自分が剪定した木が花を咲かせた姿を見たいと思います。
・実習が終わった後，達成感がありました。剪定をさらに学びたいと思います。
・今回の経験を造園の授業や造園技能士３級の資格取得に生かしたと思います。
・就職については，製造業を考えています。
・進路はまだ決めていないので，今回の経験で，造園建設業を進路の一つとして考えます。
・技術者の方には，ていねいに分かりやすく指導していただき，ありがとうございました。

４ 参加生徒の進路状況
造園関係の就職先について，H29 石岡一高が 茨城県４社５名，H29 水戸農高が 茨城県１社２名，
H30 石岡一高が 東京都１社１名と８名が造園関係の会社に就職した。
表：造園実習に参加した生徒の進路状況 ※就職で造園関係の所を
で示した。
卒業
進学
就職
実施
卒業年度
(年度)
（高校名） 生数 大
短 専門学校 県立農大 造園関係 造園関係以外
学
大
第１回
H29
5
26
38
0
1
5
1
（H27）
(石岡一)
第２回
H30
35
4
2
6
1
1
21
（H28）
(石岡一)
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その他
（名）

0
0
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第３回
H29
5
0
0
0
2
（H29） (水戸農業)
第３回
H30
10
1
1
3
1
（H29） (水戸農業)
※第３回の H29（水戸農高）のその他は，進学準備（アルバイト）

2

0

1

0

4

0

５ 造園実習に取り組む生徒の様子
平成 27 年度に県立石岡第一高校造園科１年生 39 名，平成 28 年度に同じく造園科１年生 34 名，
平成 29 年度に県立水戸農業高校園芸科１～３年生 29 名，平成 30 年度に県立真壁高校環境緑地科
２年生 15 名が参加して，これまで４回実施してきた。
午前中に，偕楽園公園センターの方から説明を受けながら，好文亭表門，吐玉泉，好文亭，見晴
広場，東門，東西梅林などを見学し，生徒たちは，
「偕楽園には，約 100 品種，3,000 本の梅の木が
ある」
「表門から入ると孟宗竹と杉林に囲まれた静けさのある陰の世界から千波湖が一望できる高
台と梅林が広がる陽の世界につながる」
など偕楽園の植栽や庭園の様式について実践的に学習した。
午後からは，偕楽園の拡張部の猩々（しょうじょう）梅林で，梅の木の剪定実習を行い，卓越し
た技能者（現代の名工）の称号を持つ造園の技術者４名および造園業者の指導のもと，生徒たちは，
剪定バサミの使い方，脚立の安全な掛け方，実践的な剪定方法などについて学んだ。
初めの頃，生徒たちは「どの枝を切るとよいかな」と不安な表情で作業をしていたが，技術者の
方から指導を受けてコツをつかむと，自信を持って手際よく剪定作業に取り組むようになった。ま
た，
「見栄えよく剪定するポイント」
「太い枝の上手な切り方」など，技術者の方に熱心に聞く姿も
見られた。参加した生徒たちは，日頃の授業で造園について学んでおり，技術者から実践的に教わ
ることで，造園業に興味を持ち，高校卒業後の就職先の一つとして造園建設業を視野に入れる生徒
もいる。また，学校では，事前に基本的な剪定技術だけでなく，偕楽園の歴史などを調べることで，
郷土の理解にもつなげている。

６ まとめ
偕楽園の造園実習を通して，茨城県造園建設業協会は後継者確保，茨城県水戸土木事務所は地域
資源の活用，生徒は技術者との交流により造園への興味関心を高めている。生徒の様子から見て，
偕楽園での造園実習は，技術者の方に質問をしたり，アドバイスを聞いたりして，やりとりするこ
とで「主体的・対話的で深い学び」につながっていると判断できる。
こうした地域や産業界と連携した実践的・体験的な学習活動による生徒の学習効果をさらに高め
るためには，事前指導と事後指導が大切であると考える。例えば，事前に，日頃の授業や実習の学
習内容と関連させて，生徒が技術者から教わりたいことを明確にすることで，技術者への質問も生
まれるであろう。また，事後の授業において，技術者から学んだことをどのように生かしていきた
いかまとめることで，その後の学習意欲の向上につながるであろう。また，教員の意識や姿勢も重
要であると思う。例えば，
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善につなげていく意識
- 150 -

宮地・小川：高校農業科の実践的諸問題

や，この機会に専門的な知識や技術を学び，専門性を高める姿勢をもつことが大切である。
農業教育をはじめ職業教育における地域や産業界等と連携した実践的・体験的な学習活動は，生
徒が専門分野の学習内容に興味関心をもち専門性を高めることができるだけでなく，教員が授業改
善や専門分野の知識や技術を向上させることができる有意義な取組であると考えられる。

７ 偕楽園での造園実習の様子(平成 30 年度 県立真壁高校)
１ 吐玉泉の説明

２ 好文亭の説明（外観から）

４ 技術者から指導を受ける生徒

５ 高い所の枝を剪定

３ 造園実習の開式

６ 参加者で記念撮影

引用文献
文部科学省初等中等教育局教育課程課，2018，
「高等学校学習指導要領の改訂について」
『月刊 産
業と教育』平成 30 年６月号 No.788，産業教育振興中央会，2-9.
文部科学省初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室，2018，
「高等学校学習指導要領（職業に関す
る教科）の改訂とその趣旨の実現について」
『月刊 産業と教育』平成 30 年７月号 No.789，産
業教育振興中央会，2-7.
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農業科教育法の理論と実践に関する研究
―― 農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け ――
宮 地 富 雄＊ ・ 小 川 哲 哉＊＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Research on Theory and Practice of Agricultural Education Method
―― Positioning of school agriculture club activity in agriculture education ――
Tomio MIYACHI and Tetsuya OGAWA

キーワード：高等学校，教員免許，農業科教育法，学校農業クラブ活動

高等学校教諭一種免許状（農業）の取得のためには，農業科教育法を履修する必要がある。高校の農業教育の学習活動
の一つに学校農業クラブ活動があり，高校の農業教員を目指す学生が，学校農業クラブ活動の内容を理解しておくことは重
要である。学校農業クラブ活動について，教科農業を高校で学習した学生には広く理解されているが，普通科等で教科農
業を学習していない学生にはイメージすることも難しいのではないかと思われる。
本研究では，農業科教育法のテーマの一つとして「農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，授業
計画（２単位）を作成する。また，学校農業クラブ活動の内容をまとめて特質を明らかにすることで，農業科教育法の指導項
目の一つにしたい。

１ はじめに
高等学校教諭一種免許状（農業）の取得のためには，農業科教育法を履修する必要がある。高校の
農業教育の学習活動の一つに学校農業クラブ活動があり，高校の農業教員を目指す学生が，学校農
業クラブ活動の内容を理解しておくことは重要である。学校農業クラブ活動について，教科農業を
高校で学習した学生には広く理解されているが，普通科等で教科農業を学習していない学生にはイ
メージすることも難しいのではないかと思われる。そこで本研究では，農業科教育法のテーマの一
つに「農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，授業計画（２単位）を作成
する。また，学校農業クラブ活動の内容をまとめて特質を明らかにして指導項目の一つにしたい。
――――――――
*茨城県教育庁

**茨城大学教育学部
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２ 「農業科教育法」の目標及び授業計画（２単位）
本研究で取り上げる農業科教育法の目標及び授業計画（２単位）は，次の通りである。
（１）目標
高等学校学習指導要領に基づく教科「農業」について，講義と演習をとおして農業教育につ
いて学び，将来の高等学校農業教育担当教員としての資質を養うことを目指す。具体的に次の
能力を身につけることを目標とする。
①高等学校学習指導要領をもとに，教科「農業」の目標や内容，教育課程について理解できる。
②農業科を設置する高校の現状を理解し，学習指導を実践的にマネジメントできるようになる。
③農業教員としての資質，能力の基礎，実践的指導力の基盤を養い，地域社会や産業の課題を
理解して，農業科教育の教材として指導できるようになる。
（２）授業計画（２単位）
①授業の進め方とガイダンス，日本の農業の現状と課題
②農業高校の現況（在籍生徒数，志願状況，進路等）とその課題
③農業教育（産業教育を含む）の変遷と現状
④高等学校学習指導要領の総則の要点
⑤高等学校学習指導要領の教科「農業」の要点
⑥高等学校学習指導要領の教科「農業」の目標と科目の構成
⑦教科「農業」の原則履修科目と共通的な科目等とその要点
⑧農業教育における学校農業クラブ活動の位置付け
⑨教育課程の編成，年間指導計画の作成
⑩学校農場及び実験実習の施設設備
⑪農業教育における特色ある取り組み，農業教育と連携する関連機関・団体
⑫学習指導計画の作成と学習評価（指導と評価の一体化）
⑬模擬授業Ⅰ ※作成した学習指導計画をもとに模擬授業と振り返りを行う。
⑭模擬授業Ⅱ ※作成した学習指導計画をもとに模擬授業と振り返りを行う。
⑮農業教育の課題と展望

３ 学習指導要領における学校農業クラブ活動の位置付け
学校農業クラブ活動について，現行の学習指導要領解説（文部科学省，2010，p.179）
，新学習指
導要領解説（文部科学省，2019，p.271）
。には，それぞれ次の記述がある。
（１）高等学校学習指導要領解説 農業編（平成 22 年６月）
第３章 教育課程の編成と指導計画の作成
第１節 教育課程の編成
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５ 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項（総則第５款）
（４）職業に関して配慮すべき事項（総則第５款の４）
④ホームプロジェクト，学校農業クラブ（ 総則第５款の４の（４）のイ ）
ホームプロジェクト及び学校農業クラブの活動を利用して，学習効果が上がるように留
意する。農業教育においては，従来からプロジェクト学習が効果的な学習法として定着し
ており，
「農業と環境」をはじめ，多くの科目でプロジェクト学習を明確に位置付けるなど
重視している。また，学校農業クラブ活動については，
「農業と環境」
，
「課題研究」
，
「総合
実習」に位置付けている。生徒の自発的な学習活動を進めるためにもプロジェクト学習及
び学校農業クラブ活動を促進するように配慮することが必要である。
（以下，省略）
（２）高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 農業編（平成 30 年７月）
第３章 各教科にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
第４節 総則に関連する事項
６ 職業に関する各教科・科目についての配慮事項（ 総則第２款３（７）エ ）
（２）ホームプロジェクト，学校農業クラブ
（イ）農業，水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホームプロジェクト
並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用して，学習の効果を上げ
るよう留意すること。この場合，ホームプロジェクトについては，その各教科・科目の
授業時数の 10 分の２以内をこれに充てることができること。
ホームプロジェクト及び学校農業クラブの活動を利用して，学習効果が上がるように留
意する。農業教育においては，従来からプロジェクト学習が効果的な学習法として定着し
ており，
「農業と環境」をはじめ，多くの科目でプロジェクト学習を明確に位置付けるなど
重視している。また，学校農業クラブ活動については，
「農業と環境」
，
「課題研究」
，
「総合
実習」に位置付けている。生徒の自発的な学習活動を進めるためにもプロジェクト学習及
び学校農業クラブ活動を促進するように配慮することが必要である。
（以下，省略）
学校農業クラブ活動の記載内容について，学習指導要領の改訂にともなう変更はない。これまで
と同様，学校農業クラブ活動は，
「農業と環境」
「課題研究」
「総合実習」の各科目の学習内容に位置
付けられており，
生徒の自発的な活動を進め，
学習効果を上げるためにも促進していく必要がある。
次節では，学校農業クラブの歴史，活動の三大目標及び組織，茨城県学校農業クラブ連盟の組織
及び行事，日本学校農業クラブ全国大会について紹介する。
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４ 学校農業クラブ活動
（１）学校農業クラブとは（農業と環境 実務教育出版，p.292）
。
学校農業クラブは，1948 年に農業高校生の自主的・自発的な組織として，全国の農業高校で
誕生した。そして，都道府県ごとに連盟がつくられ，1950 年に全国組織として日本学校農業ク
ラブ連盟（FFJ：Future Farmers of Japan の略）が結成された。
農業に関する学科を置く高校や総合学科等の高校で農業を学ぶ生徒は，各学校の農業クラブ
に所属して，農業をはじめ幅広い産業分野で活躍できる資質を身につけられるよう自主的・自
発的な活動に取り組んでいる。

【鳩と富士の稲穂マーク】
・日本学校農業クラブ連盟のシンボルとし 1951 年に制定され，バ
ッチや連盟旗に用いられている。
・鳩は平和と友愛と協同を表し，富士山は日本を表し，稲穂は日本
の農業を表している。

【鶴翼の飛翔（かくよくのひしょう）マーク】
・このマークは，連盟結成 50 周年を記念して 2000 年に作られた。
二羽の鶴はクラブ員を表し，中央のボールは豊かな水をたたえる
地球とその自然環境を表し，稲穂は食料の収穫，すなわち農業を
表している。
・二羽の鶴が地球と農業を協力しながら抱え込み広く宇宙を飛翔す
るイメージである。

※日本学校農業クラブのホームページから引用。
（２）活動の三大目標（農業と環境 実務教育出版，p.293）
。
学校農業クラブ活動の目的は，将来，農業や農業に関連した職業を担う者として，社会に貢
献し，活躍できるための力を育てることにある。そのために，次の三つの目標がかかげられて
いる。これを学校農業クラブの三大目標という。
・科学性：プロジェクト学習を通して，農業や関連産業に必要な知識・技術を身につけ，諸問
題を合理的に解決する力を身につける。
・社会性：さまざまな活動を通して，協力し合ったり，地域社会のいろいろな事業に参加して，
公共に奉仕したりする精神を養う。
・指導性：自分の意見を積極的に述べると同時に，他人の意見も理解して尊重しながら組織を
運営したり，多くの人を指導したりする力を身につける。
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（３）学校農業クラブの組織（農業と環境 農文協，p.29）
。
学校農業クラブの組織には，学校ごとに組織されている単位クラブ，都道府県ごとに組織さ
れている都道府県連盟，全国を９つ（北海道，東北，関東，北信越，東海，近畿，中国，四国，
九州）に分けて組織されているブロック連盟，並びに全国組織である日本学校農業クラブ連盟
（日連）がある。各連盟の事業として，それぞれの大会が開催されている。これらの大会は，
活動や学習の成果を発表したり，技術競技のなかでお互いのレベルアップをめざしたりする場
として，また，クラブ員どうしの意見・情報交換の場として貴重なものとなっている。
（４）茨城県学校農業クラブ連盟の組織及び行事
令和元年度の茨城県学校農業クラブ連盟は，農業に関する学科のある６校，総合学科で農業
系列のある高校２校，普通科で農業を学習している１校（高萩高校）の合計９校で組織されて
いる。表１に，茨城県の高校における農業に関する学科・系列の設置状況を示した。また，茨
城県学校農業クラブ連盟では，表２に示した行事を行い，生徒一人一人の自主的・自発的な活
動の促進につなげている。
表１：茨城県の高校における農業に関する学科・系列の設置状況（令和元年４月現在）
【全日制】
学校名

農業に関する学科・系列

大子清流高校

農林科学科

水戸農業高校

農業科，園芸科，畜産科，食品化学科，農業土木科，生活科学科，農業経済科

鉾田第二高校

農業科，食品技術科

鉾田農業高校

農業科，食品技術科，流通情報科
※平成 29 年度に鉾田第二高校と統合し，令和元年度が最終学年。

石岡第一高校

園芸科，造園科

江戸崎総合高校

総合学科（グリーンテクノ系列）

真壁高校

農業科，食品化学科，環境緑地科

坂東総合高校

総合学科（生物資源系列・環境デザイン系列）
※令和２年度に岩井高校と統合し，園芸技術科，農業工学科が設置。令和４年度が最終学年。

【定時制】
学校名

農業に関する学科・系列

水戸農業高校
農業科
※令和元年度の茨城県学校農業クラブ連盟は，教科農業を学習している高萩高校（定時制普通科）
を加えて，９校で組織されている。
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表２：茨城県学校農業クラブ連盟の行事
行事名

内容

代議員会

４・５・１月の３回，県の農業クラブ活動を運営するための会議。

リーダー研修会

５月上旬に１泊２日で，クラブ員間の交流を図り，農業の魅力や課題
について認識を深めることをねらいに実施している。

茨城県学校農業クラブ

７月下旬に日頃の研究・学習の成果を発表・競技する。本県農業関係高

連盟大会

校の一大イベントで，最優秀賞を受賞したクラブ員やチームは，上位
大会（関東大会，全国大会）へ出場する予選会となっている。

ＦＦＪ研修会

11 月に各クラブ員の資質の向上とクラブ員間の交流を図ることを目的
に実施している。

スイーツコンテスト

本県独自の行事として平成 27 年度から開催している。農業の６次産業
化の学習成果を発表するために，12 月に学校産・地元産の食材を使っ
た新作オリジナル・スイーツで競い合うコンテストを開催している。

写真１ 茨城県学校農業クラブ連盟大会 式典

写真２ 第４回スイーツコンテスト

※令和元年７月 23 日，大和ふれあいセンタ－シトラス

※平成 30 年 12 月 20 日開催

（５）日本学校農業クラブ全国大会
日本学校農業クラブ全国大会は，
毎年 10 月頃に都道府県連盟の持ち回りで開催されている。
令和元年度は，10 月 23 日（水）
，24 日（木）に山形県，宮城県、福島県を開催地にした南東北
大会が開催される。全国大会への出場の流れは，発表会，競技会によって決まっている。プロ
ジェクト発表会と意見発表会は，都道府県大会において最優秀を獲得するとブロック連盟大会
に出場し，ブロック連盟大会で最優秀を獲得すると全国大会へ出場することができる。また，
平板測量競技会は，県大会の最優秀の１チームが，農業鑑定競技会は，学校ごとに主な学習分
野別に１名から複数名が全国大会へ出場することができる。
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表３：日本学校農業クラブ全国大会の実施競技の一覧
名称
プロジェクト発表会

意見発表会

平板測量競技会

農業鑑定競技会

クラブ員代表者会議

家畜審査競技会
農業情報処理競技会

内容
日頃のプロジェクト活動の成果を，視聴覚機器を使用して 10 分間で発
表。発表をとおしてクラブ員の科学的な資質の向上を図ることを目的と
する。発表は，Ⅰ類（生産・流通・経営）
，Ⅱ類（開発・保全・創造）
，
Ⅲ類（ヒューマンサービス）の３つの分野に分かれて行う。
クラブ員の身近な問題や将来の問題について，抱負や意見を７分間で発
表。発表をとおして問題解決のための自主的・積極的な態度と能力を養
うことを目的とする。プロジェクト発表会と同じ３つの分野がある。
平板測量の技術を用いて，指定された測量区域の境界線測量と，測量成
果をもとにした面積計算，図面仕上げを行う。競技は３人１チームで行
い，制限時間内に早く，正確に測量できるかを競う。
日頃の学習で得た農業に関する知識・技術の成果を，鑑定・判定・診断・
審査技術にわたり，その実力を競い合う。農業・園芸・畜産・食品・森
林・農業土木・造園・生活の８分野に分かれで実施し，出題数は 40 問で，
出題形式は，20 秒の択一問題と記述問題，40 秒問題を組み合わせる。
全国の単位クラブの代表者が参加する会議で，農業クラブ活動の事例を
もとに情報交換と連盟運営に関する意見交換を行う。会議への参加をと
おして農業クラブ員の資質の向上と農業クラブ活動の発展を目指す。
公開競技で，大会事務局の判断で開催する。第 70 回日本学校農業クラブ
連盟全国大会（南東北大会）は，開催しない。

※令和元年度第 70 回日本学校農業クラブ連盟全国大会（南東北大会）のホームページ。

５ まとめ
平成 30 年度の農業に関する学科のある全国の高校数は約 300 校，生徒数は約８万人である（図
１，図２）。農業高校に入学するほとんどの生徒は，高校入学後，本格的な農業を初めて体験して
いる。学校農業クラブ活動は，「農業と環境」「課題研究」「総合実習」の各科目に位置付けられ
ており，特に，１年生ではじめて農業について学習する「農業と環境」が大切である。そして，「農
業と環境」の学習を基礎として，農業の学習を生かして，学校農業クラブ活動に積極的に取り組み，
生徒が農業への興味・関心を高めることが期待される。このように学校農業クラブ活動は，農業教
育の重要な学習活動の一つであり，農業科教育法のテーマの一つとして「農業教育における学校農
業クラブ活動の位置付け」を取り上げ，農業教員を目指す学生に理解してもらうことが重要である
と考える。
農学部の学生には，卒業後，農業や農業関連産業に直接関わることも大切であるが，農学部で学
んだことを高校の農業教育のさまざまな場面で活用して，将来の農業後継者を育成して，間接的に
農業に貢献することも大切であることを理解してもらいたい。農業教員を目指す学生には，大学で
の研究や調査を通して，データのまとめ方，発表方法などの基礎的な知識や技術を身に付けて，学
校農業クラブ活動のプロジェクト発表会を指導できる農業教員になってもらいたい。卒業後すぐに
教員にならないとしても，一人でも多くの学生が，教員免許を取得することを期待している。
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商業 618 校
工業 530 校

農業 303 校
水産 41 校

図１ 農業高校，工業高校，商業高校，水産高校の学校数の推移（平成 30 年度学校基本調査から）
※令和元年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会（農業）の配布資料

図２ 農業高校，工業高校，商業高校，水産高校の生徒数の推移（平成 30 年度学校基本調査から）
※令和元年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会（農業）の配布資料
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文化財を活用した地域教材作成の実践
―― 「学校教育総合研究」における事例 ――
佐 藤

環＊

(2019 年 10 月 23 日受理)

Practice for creating teaching materials using cultural assets in the Mito area: Cases in “General research for
school education
Tamaki SATO

キーワード：学校教育総合研究，水戸藩校弘道館，偕楽園，フィールドワーク，地域教材の作成

2017・2018 年に改訂された小中高校学習指導要領に共通して強調されたのは教科横断学習である。現行の教育課程
ではすでに「総合的な学習の時間」が配置されているが、教科間で一層の融合的学習の展開が期待されている。今まで
の教科横断学習に関する研究・実践が蓄積されているのは郷土教育の実践であろう。郷土の文化財を用いた教材は、社
会科、国語科のみならず、算数・数学科、理科などの教科にも活用することが可能である。
本稿では、茨城大学大学院教育学研究科修士課程の 1 年次配当必修科目「学校教育総合研究」で目指した郷土の
文化遺跡を教科横断的教材として作成するに必要な教育学的視座の教授について考察する。題材として水戸市にある
藩校弘道館と偕楽園を取り上げ、講義での事前学習となる知識・視点の伝授、院生が知見・体験を総合化できるフィール
ドワークでの学びに焦点を当て検討した。弘道館・偕楽園の歴史的性格、それらを梅桜一対という観点の提示を事前に
行うことで、フィールドワーク時に種々の問題意識を持って総合的な教材作成に向かうことができた。

はじめに
本稿は、茨城大学大学院教育学研究科（修士課程）の必修科目「研究科共通科目a 群」に配当された「学
校教育総合研究」の教育実践報告である。
改正教育基本法第2 条第5 項で「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
」
（下線部、筆者）と示されてい
るように、学校教員に対する現代的課題の一つとして、地域の歴史的遺産を教材として有効に活用する能力
――――――――
*茨城大学教育学部
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の涵養が強く求められている。本大学院第1 学年次生に対して、上記の能力育成を図るため「学校教育総合
研究」担当教員（小川哲哉・佐藤環・神永直美・今泉友里）は、水戸市にある水戸藩校弘道館及び偕楽園を
フィールドワーク事例として取り上げ、①地域の文化遺産を教材化する目的の理解、②文化遺産そのものに
対する理解を深めるための調査（グループワーク）
、③文化遺産への訪問・見学（フィールドワーク）
、④新
たな知見をグループで纏める、⑤情報機器を使用したグループ発表を行うこと、などを講義内容とした。ま
た、教育効果の観点よりフィールドワークに連続5 時間（1 日）を充てるため本科目は集中講義（5 講×3 週
の計15 講）の形式をとり、日程を2019（令和元）年6 月29 日（土）に講義、同年7 月6 日（土）にフィー
ルドワーク、同年7 月13 日（土）に講義という内容に設定した。
本稿の目的は、本学大学院生が大学院所在地である水戸地域にある歴史的文化遺産を利用して教科横断学
習の教材を作成するにあたり、その基盤となる知識理解・体験を活用させる教授の在り方を考察することで
ある。

水戸藩校弘道館と偕楽園の理解
集中講義初日（2019/06/29）の5 回にわたる講義では、水戸市にある近世の史跡である水戸藩校弘道館と
偕楽園を訪問・見学することに先立ち、事前指導として以下のような文化遺跡に関する知識と教材化におけ
る視座を提供した。
（１）水戸藩校弘道館
近世の教育機関は、藩校、郷校、寺子屋（手習塾）
、私塾（学問塾）の４つに区分されるのが通例で、藩
士子弟を教育する藩校と藩士子弟のみならず士分に属さない地域名望家子弟を教育する郷校は藩府の管理
下にある公立校、読書算の基礎を教える寺子屋と程度の高い学問を教授する私塾は自生的に発展した私立校
と言ってよい１）。
水戸藩第9 代藩主徳川斉昭により天保12（1841）年に仮開館した弘道館は文武不岐（文武両道）を校是と
し、近世藩校の中でも群を抜いて広大な校地を有するものであった２）。藩校弘道館の敷地は、現在の特別史
跡に指定されている旧弘道館、水戸市立三の丸小学校、茨城県立図書館、そして旧茨城県庁のある土地をす
べて包含している。何故にこのような広大な校地を必要としたかは、幕末期の軍事的要請によるもので、軍
事的集団訓練を施すための広大な調練場（練兵場）を藩校内に設けたことによる。
学習対象としての水戸藩校弘道館の意義は、江戸時代の武士階級に対してなされた学校教育を現代の学校
教育と比較考察することにより、改めて“教育とは何か”を受講生に問い、さらに小中高校での学習教材と
してどのように利用工夫できるかを考えさせることにあった。
（２）偕楽園
岡山市（岡山藩）の後楽園、金沢市（金沢藩）の兼六園とともに日本三名園の一つとして名高い偕楽園は、
水戸藩第 9 代藩主徳川斉昭により天保 12（1841）年７月から造園され翌天保 13（1842）年に開園した。こ
の偕楽園は、斉昭が千波湖に臨む七面山を切り開き水戸藩校弘道館で修業する藩士子弟の休養の場とするだ
けでなく、封建体制下にもかかわらず領民も含めて楽しむ場とすることを目的に庶民に開放したことで有名
である。
（３）
「一張一弛」 －勉励と休息のバランスをとる－
五経のひとつである『礼記』雑記下にある「一張一弛」は、弦を強く張ったり緩めたりすること、転じて、
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人に厳しく接したりやさしく接したりすることを意味する。周の文王・武王が時には厳しく時には寛大に人
民に接し天下泰平をもたらした故事により、政治家や教育者の心得として用いられる。徳川斉昭が同時期に
藩校弘道館と偕楽園をつくったのは学びも遊び（休息）も同様に重要であり、そのバランスを保つ一張一弛
の精神を藩士に求めたためである（
「偕楽園記」後段）
。

図１．水戸藩校弘道館の今昔対比

水戸藩校弘道館の教育について、就学義務日数（出席日数）と学制の観点から現在と対比してみる。
就学義務日数については、現在と大きく異なる。全ての児童・生徒に毎週 5 日、月あたり 20 日プラスア
ルファの出席を要求する現在の小中高校に対して少ないように思われるかも知れないが、弘道館への出席日
数は上限が 15 日であった。しかも武士の身分内身分によって異なり、身分の高い者や家督を継ぐべき者に
多くの出席を以下のように求めている３）４）。
①15 日：布衣ならびに300 石以上の当主・嫡子。
官位六位に相当する「布衣（ほい）
」は将軍と謁見可能の身分であり、江戸時代にあっては御三家と金
沢藩が陪臣も官位を貰うことが出来た。
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写真１．弘道館正庁（筆者撮影）

写真２．対試場から見た弘道館正庁（筆者撮影）
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②12 日：布衣ならびに300 石以上の次男以下。物頭ならびに150 石以上の当主・嫡子。
③10 日：物頭ならびに150 石以上の次男以下。平士の当主・嫡子。
④8 日：平士の次男以下。
つまり弘道館教育は、将来水戸藩の中枢を担う家格の藩士に比重を置いており、当時の封建的身分制社会
を投影していることがわかる。なお、水戸藩に限らず当時の一般的武士は、必要に応じて武芸は師範の開設
した道場、文学（儒学）ならば私塾に学んでおり、藩校が唯一の教育機関ではない。
学制面について。初等教育を包含しているかどうかで諸藩校を分類する場合がある。つまり、素読段階か
ら藩校で教育するか否かである。弘道館の場合は、素読段階の教育を含んでおらず、今日でいう中等・高等
教育を授けるタイプとなる。
近世における儒学の学習形態は、素読段階・講義段階・会業段階・詩作文の段階に分けられる５）。
素読とは、経書を声に出して正確に読みひたすら繰り返すことで、テキストの全文を完全に暗唱してしま
うことである。素読段階では、原則としてテキストにある文，字句の意味は学ばない。素読は、記憶力の旺
盛な子ども時代、概ね７・８歳くらいから始められる。江戸時代の教育の原則は、個別指導・個別学習であ
る。師匠はテキストを挟んで子どもと差し向かいで座る。師匠がテキストの漢字一字一字を「突き指し（字
指し）棒」で示しながら声をあげて読んでいく。それを子どもが鸚鵡返しに復唱する。これを「付け読み」
という。そして、師匠のリードなしで読めるよう自分で繰り返し音読する。これを「温習」という。暗唱す
ることが前提であるので、一回に進む分量は多くない。翌日には、前日学習した箇所を暗唱できるかを確認
し（
「復読」
）
、その後に次の箇所に進む。だから、子どもは既に学んだことを日頃から繰り返し「温習」し
ておかねばならない。子ども一人一人に敏と鈍の差があり、進む進度に自ずと違いが出てくる。使うテキス
トも学習箇所も異なるので、一斉授業にはならず、短時間の個別指導と、その間の比較的長時間の自習活動
が基本。これは、藩学においても共通しており、素読課程においては子ども間の学習進度に関する競争は普
通問題とならない。
講義とは、英語で言うレクチャーではなく学習者が経書の意味を講究することである。現在使用される一
斉教授の形式を採る「講義」を言う場合は、区別して「講釈」という。講釈とは模範的な読書のあり方を、
教師が弟子たちの前で公開して演じること。経書のこの文章は注釈書に拠りながら（学派により拠るべき注
釈書は異なる）その根拠を公開して説くのである。
会業とは、学生が集団で行う学習形態で、実際には、ほぼ同程度の学力の者が数人から十人程度のグルー
プで行う共同学習のことである。輪番で当番を決め、順次テキストを読み進め共同で質疑討論する「会読」
と、輪番で当番を決め順次テキストを「講義」して協同で質疑討論を行う「輪講」の２つがある。両者の違
いは取り上げるテキストの違いで、
「会読」では経書以外の史書などの類をテキストとし本来一人で進めて
いく独看（黙読）を協同で相互に誤りをただしながら行う読書会（輪読会）のようなもの、対して「輪講」
は経書をテキストとし、注釈書や疎釈書の群に分け入って経書を異端と弁別しながら正確に解釈し理解する
ことである。
詩作文の段階は、漢文を駆使して文章や詩を綴るという能力を伸ばす段階で、いわば自己表現能力であっ
た。但し、過度の詩文への没入は却って儒学の本体部分を見失うと警告された。逆に言えば、所与の古典を
読む受動的な儒学学習とは異なり、積極的な自己表現の営み・創造的な活動であるので、教師の側からすれ
ば過度の入れ込みを警戒したのである。
水戸藩校弘道館の入学許可年齢は、原則として15 歳と規定されている。藩士の子どもは10 歳になると「家
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塾」に入学し素読段階の教育を受け、15 歳時に論語・孝経など経書の試験に合格すると弘道館の「講習寮」
に晴れて通うことが許された。合格しない者は続けて「家塾」で素読教育を受けつつ試験に臨むこととなる。
20 歳になっても試験に合格しない者は弘道館にある「講習別局」に入ることを許された。なお、武館（武芸
所）には15 歳となった藩士子弟の全員が入学できた。
（４）「梅」と「桜」を対比させる観点
水戸の景観における特色として「梅桜一対」を挙げることができる。漢的世界を表す「梅」と和的世界を
表す「桜」とを一対として弘道館や偕楽園に配置されている 6）。

一張（弘道館）

一弛（偕楽園）

鹿島神社
の「桜」

孔子廟の
「梅」

桜山の
「桜」

偕楽園本
園の「梅」

神道

儒学

一遊亭

好文亭

弘道館記
①神儒一致
②文武不岐

偕楽園記「二亭逍遙」

図２．水戸の景観 －梅桜一対－

①梅について
中国伝来の梅は、白居易や蘇軾などにより漢詩に取り上げられることが多く「漢」的世界を代表する
花である。日本においても中国文化の影響が大きい時代には「花」と言えば梅を意味するほど浸透し、
国風文化勃興前の平安期に菅原道真が「東風吹かば、にほひおこせよ 梅の花、主なしとて 春を忘る
な（春な忘れそ）」（初出『拾遺和歌集』）と詠んでいるなど日本文化に馴染んでいた。また道真が大宰府
に配流された折に彼を慕う庭木の梅と松が後を追って飛んでいく伝説があり、松は力尽きて現在の神
戸市須磨区板宿町あたりの丘に落ちて根を張り（「菅公の飛松（とびまつ）」）、梅は菅原道真が流された
太宰府まで見事に飛んだ（「飛梅（とびうめ）伝説」）とされ、松より梅を評価しいるところが興味深い。
水戸藩では二代藩主徳川光圀が、号として自らを「梅里」と称した（壽蔵碑、元禄 4 年）。また、偕楽園
には梅林や好文亭を配置した。好文亭の「好文」は「好文木」すなわち梅の異称である。
②桜について
「和」的世界を代表する花である桜は、和歌によく詠まれ国風文化が浸透した平安末から鎌倉期以降、
「花」といえば日本に自生していた桜を指すようになる。桜の名所として西の吉野、東の桜川と言われて
おり、水戸藩では幕末期に藤田東湖が 1845（弘化 2）年に「文天祥正気の歌に和す（正気の歌）」（漢詩）
を残している。文天祥は中国南宋末期の政治家・軍人で忠臣の鑑とされた。「正気の歌」は文天祥がモ
ンゴルに屈することなく南宋王朝に忠誠を誓う内容のもので、それを基として藤田東湖が自作した。そ
の中に「発しては、萬朶（まんだ）の櫻となり、衆芳（しゅうほう）與（とも）に儔（たぐい）ひし難し」（下線部
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筆者）とあり、正気が花となって発する満開の桜となり、その色香の見事さは他の多くの花とは比べよう
がないとした。なお、ソメイヨシノの学名は、旧水戸藩（付家老中山家領）出身の植物学者松村任三によ
る。

フィールドワークの実施
2019（令和元）年 7 月 6 日（土）に、藩校弘道館と偕楽園にてフィールドワークを行った。このフィールド
ワークで得た知見や撮影した風景を使って 7 月 13 日（土）にグループ発表を行うためである。
（１）水戸藩校弘道館
『大日本史』編纂を目的とした研究所であった彰考館跡（現水戸市立水戸第二中学校）を見学後、弘
道館内の見学を行った。弘道館を分析するため、以下の観点を設定した。

写真３．弘道館正庁にある資料室にて（筆者撮影）

写真４．学生警鐘を見る院生たち（筆者撮影）
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①弘道館正庁の構造的特色や、歴史の調査。
②八卦堂にある弘道館記の調査により、弘道館設立の趣旨を確認する。
③水戸学の特色のひとつである儒教と神道の融合を、館内にある孔子廟と鹿島神社で確認する。
④「梅桜一対」を館内の史蹟・碑文で確認する。
⑤「文武不岐」を実践するための館内の文館・武館・調練場などの配置を確認する。
（２）偕楽園

図３．偕楽園地図

現在、偕楽園の入場門は表門・西門・南門・東門・御成門の４つが設置されている。しかし、江戸時代
には、表門と南門しかなく、また表門から入ることを原則としていた。よって、受講者は表門に集合し、そ
こから孟宗竹林を通り、好文亭で千波湖を借景としていること、漢詩を作る際の平仄の表があることなど
を確認した。
好文亭を出て東進しながら梅林と左近の桜を見学し、さらに千波湖西側の桜山が配置されており「梅
桜一対」に留意して眺望した。好文亭の東にある左近の桜は、1963（昭和 38）年の弘道館改修工事完
了記念として茨城県が宮内庁より京都御所の左近の桜の系統を受領し弘道館と偕楽園に植えたもの
である。残念ながら、左近の桜は 2019 年 9 月 9 日に台風 15 号の暴風雨により根本から倒れたので撤
去されてしまった。
１９０６（明治３９）年に『大日本史』が完成した場所が偕楽園南西にあり、水戸藩の修史事業が廃藩後
も引き継がれていたことを碑によって確認した。弘道館見学の前に彰考館跡を見学しているので、修史
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事業の連続性と非連続を体感できたと考える。

写真５．表門より幽玄な偕楽園に入る（筆者撮影）

写真６．好文亭二階より千波湖を望む院生（筆者撮影）
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写真７．台風15 号により倒木した左近の桜は撤去されている（2019/09/15、筆者撮影）

写真８．大日本史完成地の碑（筆者撮影）
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結語
大学院科目「学校教育総合研究」において、地域文化財を用いた教科横断的教材作成への視座を
理解・定着させようとする授業を以下の諸点に留意して行った。
まず、歴史的文化遺産についての文献等にあたり、教科の枠にとらわれずできる限り広範囲にわた
った情報等の収集に努めること。児童生徒用の教材だからといって専門性の高い情報を捨てるべきで
はない。教員には、授業で触れなくとも専門性の高い知識を持つことに吝かであってはならないからで
ある。次に、フィールドワークによって文献的知識に加え体験による裏打ちが必要であること。郷土の歴
史的遺産を教材とする際、実際にその遺跡に訪問調査（映像資料調査含む）し、映像資料として写真・
ビデオに記録することのほか、歴史的遺産が醸し出す雰囲気などを体感し愛着心を持つことが大事で
ある。郷土への愛情がない教員は郷土を語り教える資格はないと思う。そして、収集した情報を用いて
教材化する際、歴史的視点、地理的視点や国語的視点のみならず理科的視点、体育的視点など多角
的・多面的に検討し、さらに映像資料による可視化の必要性も踏まえて実践することが必要である。フィ
ールドワークを含む今回の授業では、水戸市にある歴史的遺跡の水戸藩校弘道館と偕楽園を題材に
選んだが、教科横断的視点として「梅」と「桜」を取りあげ、地理、歴史、国語からの切り口だけでなく、理
科的視点に立った授業構成ができる可能性を示した。
謝辞
藩校弘道館見学の際（2019/07/06）、水戸土木事務所偕楽園課弘道館事務所の学芸員・小圷のり子先生より受講生の
ために弘道館の資料を恵贈いただいた。ここに謝意を表するものである。
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6) 図 2．は 2018 年 9 月 22 日の第 4 回関東近県生涯学習・社会教育実践研究交流会における事例発
表「 “彰往考来”のまちづくり～歴史的景観の復興をめざした市民・学生・企業による水戸桜川の学
びと実践～」水戸桜川千本桜プロジェクト及び水戸桜川日本花の会代表：稲葉寿郎氏の作成資料を
参考とした。なお、図 1．と図 3．は一般社団法人茨城県観光物産協会ホームページ掲載資料に依
拠する。
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子ども・保護者に誠実な園運営
―― 園長（管理職）へのインタビューから見えてきたこと ――
神 永 直 美＊ ・ 中 島 美那子＊＊ ・ 木 村 由 希＊＊＊
（2019 年 10 月 23 日受理)

Pre-schools and Childcare Centers that Take Good Care of Both Children and Their Families
：The Interview Research with Principals (Management)
Naomi KAMINAGA，Minako NAKAJIMA and Yuki KIMURA

キーワード：園長（管理職）のあり方，園運営，子ども，保護者，M-GTA

幼児教育・保育の無償化が現実となり、これまで以上の保育者不足が懸念されるとともに、幼児教育・保育の質の向上が
喫緊の課題となっている。保育者が早期に離職することなく、長期的な見通しをもって働き続けられるような職場環境や、保
育実践の方向性を園全体で共有し保育者がよりよい保育を志向していくという園の文化（風土）が求められる。解決策のひと
つとして園内研修の充実があげられる。筆者らはこれまで保育者同士の対話を誘発することで、保育者間の人間関係を深め、
自己省察を生み出す園内研修の手法を検討してきた（木村ほか、2018a,2018ｂ）。しかし、その園内研修のあり方や職場環境
を検討していくに当たって、園運営の質、すなわち園長（管理職）の保育への考え方や園長（管理職）としての資質が大きく
影響し、避けては通れない課題として浮上してきた。そこで、本研究では全国の優れた園運営を行っている園の園長（管理
職）にインタビューを行い修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（木下 2003）の手法を用いて分析することを通して、園
運営のよりよいあり方を検討した。その結果、「保育者を大事にする園運営」（中島ほか、2019 日本保育者養成教育学会で口
頭発表）と「子ども・保護者に誠実な園運営」という園運営に欠かせない概念を見出した。本稿では、「子ども・保護者に誠実
な園運営」について報告する。

問題と目的
我が国では、近年待機児童解消の対策として保育施設の増設が進められるとともに、保育者の需
要が高まっている。厚生労働省によると、保育士の有効求人倍率は全国で 3.64 倍（2019 年 1 月）
、
東京都では 6.44 倍（2018 年 11 月）となっており、保育者不足が深刻な社会的課題となっているこ
――――――――
*茨城大学教育学部

**茨城キリスト教大学

常磐短期大学

＊＊＊
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とがわかる。保育者不足の理由として、早期離職率の高さや潜在保育者の就職・再就職の低迷があ
げられる。中島ほか（2017）によれば、早期に退職する理由、そして離職後に再就職しようと思わ
ない理由に、職場内の人間関係および仕事量の多さがあげられるという。また、澤津ほか（2015）
は保育施設の職場状況、職務内容、労働条件が相互に関連し合い保育士の離職に関して複合的に作
用している可能性を示唆している。教育・保育施設において、人間関係の構築と職場環境の整備が
喫緊の課題であると言える。
しかし、現実には教育・保育施設における園内研修において保育者は、同調プレッシャー（相互
に意見を述べ合うとき、自分とは異なる意見を他の保育者が先に発言したときに、自分の考えを述
べることに躊躇してしまい、その保育者に同調しておいた方がいいという意識が働き、プレッシャ
ーを感じること）や、評価プレッシャー（自分の意見を述べるとき、園長などの管理職や他の保育
者がどう受け止め、どう評価するのか、否定されたり、反論されたり、根拠を求められたりしない
かという意識が働き、プレッシャーを感じること）
、経験年数プレッシャー（経験年数の多い保育者
の場合、自分が議論を牽引し、若い保育者に指導したり、アドバイスしたりなど、豊富な知識を提
供しなければならないのではないかという意識が働き、プレッシャーを感じること）
、完成度プレッ
シャー（自分の意見を述べるとき、他の保育者に的確に伝わるように、わかりやすく、論理的に、
かつ立派な意見を述べなければならないのではないかという意識が働き、プレッシャーを感じるこ
と）を感じているとの報告がある（濱名ほか，2015）ように、これらのプレッシャーから保育者を
いかに解放するかが園内研修を進める上で重要な要素となる。
それらを解決する糸口として、筆者らはこれまでに保育の質の向上とともに人間関係を深め、自
己省察を生み出す園内研修の実施方法として、カナダ生まれの親支援プログラム（ノーバディーズ・
パーフェクト・プログラム）の手法を参考にした園内研修を開発、実施しその効果を検討してきた
（木村ほか，2018a，2018b,2019）
。同時に、リフレクティング・チーム・アプローチの手法を用い
ることにより、参加者が自然と自己開示し参加者同士で意見交換を行うことができるとし、その効
果を検討した（中島ほか，2018a,2018b,2019）
。また、その中で体験学習プログラム（体験→認識→
関連づけ→応用）を意識し思考することで、自己省察の力を高め、自分の保育を見直しよりよい保
育を志向するようになることが明らかになった（木村ほか，2018a）
。
このような園内研修を行っていくには、一保育者の努力等では限界がある。園内研修等の時間を
見出せず園内での研修がほとんど行われていない園も存在するように、園長等管理職の園運営の理
念や保育の方法、ファシリテーター的な存在の有無や園の雰囲気・風土（文化）が左右し、それが
課題となっているのが現状である。しかし、その一方で、早期離職率が低く、園内の研修も活発に
行われ学会や研修等で発表を重ねている園もある。そこで、本研究では優れた園運営を行っていると
いう園を訪問し、園長（管理職）のインタビューを通して調査することでその特徴を見出し、園運営の知見
を明らかにしようと考えた。

研究方法
（1） 園長（管理職）へのインタビューの実施
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本研究では、国内の保育園、幼稚園、幼保連携型認定こども園 18 園（北海道から沖縄県）の理事長・園
長等管理職に対して、半構造化面接法によるインタビュー調査を行った。対象園については、保育雑誌
に掲載されたり、学会・研修会等で発表したりしており、園運営において優れていると評価されており、本
研究の趣旨に賛同を得た園である。表１に調査対象園の一覧を示す。
表 1 インタビュー調査対象園一覧
1

茨城県

幼保連携型認定こども園

園長

10

栃木県

幼稚園

園長

2

岩手県

幼保連携型認定こども園

主任

11

群馬県

幼保連携型認定こども園

理事長

3

埼玉県

幼保連携型認定こども園

理事長

12

群馬県

幼保連携型認定こども園

理事長

4

広島県

幼保連携型認定こども園

園長

13

山梨県

幼保連携型認定こども園

園長

5

北海道

幼稚園

理事長

14

栃木県

幼保連携型認定こども園

理事長

6

茨城県

保育園

園長

15

大阪府

幼保連携型認定こども園

理事長

7

秋田県

幼保連携型認定こども園

園長

16

沖縄県

保育所（無認可）

所長

8

秋田県

保育園

園長

17

沖縄県

幼保連携型認定こども園

園長

9

宮城県

幼保連携型認定こども園

副園長

18

宮崎県

幼保連携型認定こども園

園長

なお、調査期間は 2017 年 3 月から 2019 年 3 月までである。
（2） インタビューの内容
本研究の目的が達成されるように、以下のような内容でインタビューを行った。質問に対しての答えの
方向性により、質問順が前後したりその場で質問事項を加えたりすることもあった。
①園のあり方について
・自園をどのような園だと思うか、園長としてどうありたいか
・どのような園にしたいか、またそう思うのは何かに影響を受けているのか
・どのような保育集団にしたいと考えているか
・理想とする保育者はどのような人か、またそう思うのは、何かに影響を受けているのか
・若手の先生をどう育てようとしているか、どのような工夫をしているか
・保育者一人一人をどう評価し、それをどうフィードバックしているか
・園をよくするためにどんな工夫をしているか
・働き方で工夫していることはあるか、どんな工夫をしているか
②園での行事について
・行事をどう捉えているか、主にどんな行事をどのように実施しているか
・保育者にはどう取り組んでほしいか
・現在の取組には満足しているか（園全体の方向性と個々の保育者の取組）
③園内研修について
・実施しているか、していればその内容や頻度、園のなかでの位置づけ、実施への満足度等
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していなければ実施しない理由、研修をどのように考えるか
・研修時間を生み出すためにどのような工夫をしているか、シフトの組み方等
・保育者全員が参加しているか（正規、非正規）
（3） データ分析の手続き
インタビュー時間は、最短で約 5０分、最長で１８０分であった。インタビューの内容は IC レコーダーに
録音した後に逐後録として文字に起こした。その後、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（木下
2003）(以下M-GTA)の手順を参考に分析した。M-GTAは、データに根ざしており、わかりやすく、納得が
いき、相互作用の展開（プロセス）が見え、現場で応用・実践できる理論である（木下, 2003）ことから、イン
タビューデータから理事長・園長等の管理職の園運営に関する概念を導きだすという本研究の目的に適
していると考えた。分析は次のような手順で行った。
①分析テーマ（園運営が優れていると評価されている園の特徴）と照らし合わせて重要と思われるデー
タ部分（具体例）を１つ選び、分析ワークシートの「バリエーション」欄に書き込む。
②バリエーションの意味を解釈し、その解釈を定義とし文章化し「定義」の欄に書き込む。
③定義を踏まえ、コンパクトでインパクトのある概念名を考え「概念」を作成する。
④定義・概念名と照らし合わせて類似と対極のバリエーションを探し、比較検討の上、類似のものを「バ
リエーション」欄に書き込む。
⑤④を繰り返す過程で、必要に応じて定義と概念名に修正を加える。
⑥④～⑤の過程で、対極・例外的なバリエーションの抽出と比較検討も実施し、関連する分析ワークシ
ートの「理論的メモ」欄に記入するか、新たにワークシートを作成して概念生成を試みる。
⑦中核となる概念を基点に、すべての概念間関係を検討して相互に関係づけ、その関係性を表すカ
テゴリーを生成して、結果図を描き出す。
⑧すべての逐語録を分析テーマと照らし合わせてあらためて読み直し、新たな概念形成やすでに生
成した概念の精緻化の可能性の有無を確認する。
分析後、結果図を文章化（ストーリーラインの執筆）する。
（4） 倫理的配慮
茨城キリスト教大学の倫理審査の承認を得て（課題番号 2017-13）行った。インタビュー対象者
には、研究の目的、研究内容、研究データや管理方法等の説明は、書面を通して行った。その後、
研究協力への同意書を取り交わした。

研究結果
(1) 生成した概念とカテゴリー
「園運営が優れていると評価されている園の特徴」を分析テーマとし分析の結果、２つの大カテゴリ
ーと９つのカテゴリー、そしてカテゴリー内に 36 の概念が生成された。２つの大カテゴリーは、
「保
育者を大事にする園運営」
（中島ほか，2019）と「子ども・保護者に誠実な園運営」である。
「保育
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者を大事にする園運営」には 5 つのカテゴリーと 20 の概念が見出された。本稿では、
「子ども・保
護者に誠実な園運営」の分析結果を報告する。大カテゴリー「子ども・保護者に誠実な園運営」に
生成されたカテゴリーは４つで、概念が 16 である（表 2）
。
(2) 概念と定義
逐語録の中からバリエーション（具体例）を抽出し収集する過程で、概念の定義を検討していっ
た。
（表 2）
表 2 生成されたカテゴリーと概念、定義
カテゴリー

概

念

定

義

当然のこととして行っていることに疑問を呈し、みんなで考えてみようという言
保育内容の見直し
う姿勢をもつ
「行事」への挑戦

行事の意味を考えた上で、既成概念にとらわれず見直す。
遊びによって子どもが育つ。子どもが本気で楽しめるようになる。そのことがわ

子どもを中心

遊び中心の保育への転換
かれば、保護者も転換に納得する。

にした保育
人の力だけではない、環境の力で子どもが育つという視点をもつ。長期的な見通
園舎・園庭が子どもを育てる
しをもった改革。
何のための「壁面制作」かを問い、いわゆる保育雑誌をまねるだけの壁面制作は
「壁面制作」に対する考え方
やめる。必要な情報を伝達に使用するなど必然性のある制作に。
入園説明会や保護者会などで園の考えを知ってもらう機会を大切にする。文書や
保護者・地域

保護者とのコミュニケーション
図を用いることによる理解への工夫がある。保護者が集うしかけづくり。

との良好な関
子どもを託すだけの場ではなく、保護者自身のネットワークづくりや趣味を広げ
係づくり

保護者が来園したくなる魅力づくり
る場にもなる。保護者が楽しくなる仕組みづくりがある。
園全体をよくする（良質の保育・働きやすさ・同僚生の育成）ことで、働きたい

持続可能な経

保育者獲得の方策
園となる。

営への努力
財源獲得の工夫

持続するための財源獲得への執念がある。情報を収集する力がある。
就任以前は他の社会で働いていた園長（管理職）が、教育・保育の世界に切り込

様々な経験をもつ園長のパワー
み、改革を成し遂げる。教育・保育の常識を問う。

園長（管理職）
の姿

ピンチを好機に変える力

園を改革する際の大量退職や反発などを、結果的に好転させる力と努力。

改革し続ける姿勢

より良い園環境、職場環境を求めて、安心せずに変えていく努力をし続ける。

園長はプロデューサー

全体を統括しながら、前面に出るのは担任という姿勢をもつ。

園の発達段階

個人の成長だけではなく、園全体の発達を年単位で俯瞰する。
改革するリーダーのみでは最善の改革とはならない。そこには周辺をフォローす

右腕の存在
る右腕（副園長や主任等）の存在がある。
支援が必要な子どもへの合理的配慮や人的配慮をし、みんな一緒に育つという考
インクルーシブ保育への努力
えをもつ。
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（3) 結果図
生成したカテゴリーと概念を基に、
「子ども・保護者に誠実な園運営」についての結果図を作成し
た（図 1）
。

図１子ども・保護者に誠実な園運営」についての結果図
(4) ストーリーライン
ストーリーラインは、次の通りである。
（カテゴリーを《

》
、概念を‘

’で表示）

優れた園運営（早期離職者が少なく、よりよい保育を全教職員で指向している）をしている園で
は、
「子ども・保護者に誠実な園運営」を実行するために、
《子どもを中心とした保育》を柱に、
‘遊
び中心の保育へ転換’し、園内研修等により‘保育内容の見直し’を行い、行事に関しても子ども
の視点から見直すことで‘
「行事」への挑戦’を行っている。
‘園舎・園庭が子どもを育てる’とい
う信念のもと、子ども主体の遊びが広がる環境づくりに力を入れ、
‘
「壁面制作」に対する考え方’
も子どもにとってどうかという視点を重視している。
また、
《保護者・地域との良好な関係づくり》に率先して取り組み、園の状況に応じた‘保護者と
のコミュニケーション’の方法を創造し、在園児並びに地域の‘保護者が来園したくなる魅力作り’
の工夫があり様々な試行を行っている。
その主となる《園長（管理職）の姿》として、
‘様々な経験をもつ園長のパワー’があり、
‘園の
発達段階’を客観的に捉える目を備えている。また、
‘園長はプロデューサー’であり全体を統括す
るリーダーであるという意識をもち、常によりよい園を目指して‘改革し続ける姿勢’や窮地に追
い込まれるようなことがあっても‘ピンチを好機に変える力’を備えている。さらに、園運営にお
いて、自分の考えに同調し、それを理解しやすいようにメンバーに伝えるという役目を担っている
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‘右腕の存在’がある。同時に《持続可能な経営への努力》を行っており、園長同士の情報交換の
手段をもち勉強会等に積極的に参加している。よって‘財源獲得の工夫’をしており、
‘保育者獲得
の方策’への情報も得やすく採用に関しての工夫も見られる。
3） 考察
生成された概念やカテゴリー、結果図、ストリーラインから明らかになったように、園運営が優
れていると言われる園では、まずは子どもにとっての教育・保育を充実させることを中心に据え、
そのために必要な保育者の研修や働き方の改善、そして保護者への保育方法や内容の説明や保護者
が来園したくなるような園づくりを行っている。それを支えているのが、園運営全体をプロデュー
スする園長等管理職の園運営に対する理念や改革への信念である。理想の園を見据えた上で自園の
発達段階を評価し、現状の課題を的確に捉え改善策や工夫を考える推進力が必要となる。
インタビューをした園では、園の創設から 40 年～50 年たち、最近園長等管理職が代替わりした
という園が多く見られた。自分自身が教員（幼稚園・小学校等）の経験を経て現職に就いたという
園長もいたが、他の職種（一般企業）からこの世界に飛び込んだという園長も多かった。どちらも
その経歴を生かした視点からこれまでの園運営に対して疑問を呈し、職場環境や保育方法等の改革
を進めていた。その中で、
「子どもを中心に」や「保護者へわかるように説明をしながら」という言
葉がどの園からも聞かれた。ある園では、
「自分は他業種から保育の世界へ来たので、右も左も分か
らずよりどころとして保育所保育指針を読んだ。すると、そこに書いてあることと自分の園でやっ
ていることが全くちがうのではないかという疑問をもち、素晴らしい保育をやっていると言われる
園に行かせてもらい勉強した。それで、変えなければならないと決意したのです」と、園庭の大改
造に取り組み始めたという園があった。1 年に 1 回の運動会のために広い平面だけの園庭はいらな
いと、築山やトンネルを作り、樹木を植え、水場を作り手押しポンプを設置した。すると、まず子
どもが変わってきたと言う。園庭の至る所で様々な発見をし嬉しそうに報告する姿や、泥遊びに夢
中になる姿が見られるようになった。
園庭が変わったことで保育者も保育を変えざるを得なくなり、
どうすればよいか保育について考えるようになったというのである。
保育の方針が変わったことで、
戸惑い退職する保育者もいたとのことであるが、話し合いを積み重ねるきっかけになり研修が定着
してきたとのことだった。
ある園でも、遊び中心の保育へ転換した際に入園希望者が激減し、その時に保護者への説明の重
要性に気付き、遊び中心の保育の大切さを保護者にいかに伝えるかを学んだとの話があった。その
園では、それ以降保護者が園に集うきっかけづくりを工夫し、保護者運営のカフェテリアを作るに
至った。保護者にとっての心地よい居場所づくりをしたことで、保護者同士がつながり様々な講座
を開催するようにもなり、在園保護者だけではなく、未就園児親子にとっても集いの場となってい
るという。
また、行事についても子どもにとっての意味を捉え直すことで必要性を問い、方法を変えスリム
化している園も多かった。それが結果的に保育者の意識を変えたり、働き方に影響を及ぼしたりし
ている様子がうかがえた。
幼保連携型認定こども園が多かったこともあり、
「全ての子どものために」とインクルーシブ保育
に取り組んでいる園も多く見られた。自園の隣に発達支援センターを設置し、相互の連携をとりな
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がら子どもの成長を促すとともに保護者支援に力を入れている園もあった。
このような各園の一つ一つのバリエーション（具体例）から生成された概念やカテゴリーは、園
運営の貴重な知見であり、本研究の成果と考える。

まとめと今後の課題
本研究では、園運営が優れている園の園長等管理職にインタビューし分析することで、その知見
を得、言語化することを目的とした。ここで得られたバリエーション（具体例）の一つ一つやそこ
から生成された概念やカテゴリーは、園運営の参考として生かされる価値あるものであり、幼児教
育・保育の質を評価する際の指標となりうるものであると考える。さらに改善・修正し、各園にお
いて課題を見出し、改善に向かう際の参考として役立て、応用できるようにしていきたい。
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ＩＣＴを利用した授業研究の可能性
―― 学習者の記述の収集と分析を通して ――
今 泉 友 里＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Possibilities of ICT as Tools for Reflection on Teaching: Collecting and Analyzing Learner Descriptions
Yuri IMAIZUMI

キーワード：授業改善，アクティブ・ラーニング，ICT の利用

本研究はアクティブ・ラーニングの視点からの授業づくりと ICT の利用が進む中で、ICT を用いた効率的な学習者の記
述の収集と分析が授業研究を支える可能性を明らかにしようとするものである。小・中・高等学校でも活用可能な知見を得
ることをねらうが、事例としては筆者が行った大学の授業を取り上げる。アクティブ・ラーニングを引き起こすことをねらった
授業であり、ICT 環境が整備された中で行われているという条件が整っていたためである。
まず対象となる授業において大学が運営するウェブ上のシステムを用いて受講生の記述を収集し、次にソフトウェアに
よって頻出語を抽出した。さらに授業で使用した資料からも頻出語を抽出した。また受講生の記述内の頻出語、資料内
の頻出語に、授業者の想定していたキーワードを加えて比較した。
その結果、ウェブ上のシステムやソフトウェアという ICT を用いることで、効率的にクラス全体の理解の傾向をつかむこと
ができることを示した。また授業実施時にも同様の分析を行っており、それをもとに授業の振り返りを行い、改善を図った。
ただし、このような効率的な情報の収集、分析は、授業改善の手助けのひとつになるだけであり、より詳しい、また個々
に寄り添った学習者の様子の把握と、そこからの細やかな授業改善もまた必要である。

はじめに
小・中・高等学校では、様々な形で授業研究が行われている。他者に公開する研究授業を構想し、
実施し、参観者とともに研究するという形もあれば、毎日の授業を振り返り、次時の授業を構想す
るという形もある。特に後者のような授業研究では、子どもたちの授業中の反応や提出されたワー
クシートやノートの記述などが振り返りの材料となる。また、2017 年度改訂の学習指導要領は「主
――――――――
*茨城大学教育学部
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体的・対話的で深い学び」
（アクティブ・ラーニング）の実現という視点からの授業改善を求めてい
る。この授業改善の一つとして、アクティブ・ラーニングを引き起こすために学習者に自らの考え
を記述させたり、内容のまとめを自分なりに記述させたりした場合に、その記述をもとに授業を振
り返るという営みが可能だろう。一方、近年小・中・高等学校では ICT が普及してきている。そこ
で本研究では ICT を利用した学習者の記述の収集と分析が授業研究を支える可能性に迫りたい。そ
のための事例として ICT 環境が充実している大学の授業を取り上げ、学生の記述の分析が授業の振
り返りの材料になりうることと、ICT を用いることでその記述の収集と分析が効率的に行えること
を示したい。事例として取り上げるのは大学の授業ではあるが、今後アクティブ・ラーニングの視
点からの授業づくりと ICT の利用が進む中で、本研究で得られた知見は小・中・高等学校でも活用
できると考える。

研究方法
まず本研究に関連する本学の ICT 環境および研究対象となる授業について述べ、その上で研究の
手続きと分析方法について述べる。
茨城大学においては 2020 年度に BYOD が完全実施される予定1）であり、学修を支える ICT 環境
がハード面、ソフト面から整備されつつある。本研究に関連するハード面の ICT 環境としては、教
室に無線 LAN ルーターが設置されていることが挙げられる。研究対象となる授業が実施された教
室では全ての席で十分な無線 LAN の電波をとらえることが可能であり、また学生は手持ちのスマ
ートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの機器から認証を行うことで無線 LAN を通してイ
ンターネットにアクセスできる。ソフト面では茨城大学が運用している「教務情報ポータルシステ
ム」が本研究に関連する。
「教務情報ポータルシステム」は、学生側からの履修登録、成績の確認、
レポートの提出など、教員側からのシラバスの登録、講義資料の配信、成績の報告などに利用でき
るウェブサイトである。
「教務情報ポータルシステム」の中に「小テスト」という機能がある。これ
は教員が設問を記入して解答可能時間帯を設定し、受講生がログインして氏名を明らかにした状態
で解答するものである。教員は「小テスト」実施後に受講生の解答一覧を Excel 形式で取得できる。
本研究の対象となる授業は、茨城大学で 2018 年度前期火曜日 1 講時に開講2）された「教育実践と
教師」である。
「教育実践と教師」は教育学部の必修授業であり、主に 1 年生を対象としている。授
業担当者は筆者で、2018 年度の受講者は 199 名であった。授業構想時にはアクティブ・ラーニング
を引き起こすことを意識し、授業全体を通して知識構成型ジグソー法3）を用いた。典型的な知識構
成型ジグソー法では、グループワークで検討する資料を複数配布する。この資料に基づいてグルー
プワークを行うため、資料に示された内容が授業内容であるということになる。まとめの部分で授
業者がコメントを行う場面もあるが、その形式はグループワーク後の発表へのコメントである場合
が多い。
「教育実践と教師」の授業では担当者のコメント時間は 10 分程度であり授業全体に占める
時間的な割合も小さかった。また典型的な知識構成型ジグソー法の授業では、授業の前後に同じ問
いを出し学習者が個人で考えて回答する時間を設けることによって、教授者が学習者の理解度を把
握するとともに、学習者自身が自らの理解を確認することを目指す。
「教育実践と教師」の授業でも
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一部を除く 12 回分の授業で資料を配布し、授業開始時と終了直前に共通の問いに回答させた。授業
開始時の回答は紙媒体のワークシートに 5 分程度で記入させ、授業終了直前の回答は前述の「教務
情報ポータル」の「小テスト」として4）送信させた。授業終了直前の回答は 10 分程度の時間をとっ
たが、回答を送信し終えたら解散してよいと伝えたため、5 分程度で回答を終了する受講生が数割
いた。授業担当者は授業後に「小テスト」の回答を Excel 形式で取得し、記述本文と頻出語から受
講生全体の傾向を把握して、補足が必要な点や訂正をしたい点を洗い出した。それらをもとに授業
の改善に努めた。具体的には次の授業の最初に示す前回のまとめを作成した。
本研究では、対象授業で受講生が回答した「小テスト」の記述を改めて分析することにより、ICT
を用いた記述の収集と分析が授業の振り返りの手助けとなることを示す。前述の授業改善の段階で
は得られた全回答を分析対象としたが、本研究では研究参加への同意が得られた 164 名分の回答の
みを分析の対象とする。この研究参加への同意については 2019 年度 7 月に 2 年生の必修授業5）の終
了時に研究参加の内容について説明をし、同意書を配布して回収することで確認した。分析対象と
なるのは同意が得られた学生の 12 回分6）の記述である。同意が得られたのは全受講生の約 82％で、
総記述数は 1755 件7），8）、全ての記述の文字数を合計すると 217504 字9）である。
対象となる記述と授業について、次のような分析を行う。１）授業で配布した資料内の頻出語を
各回ごとに抽出する。２）受講生の記述内の頻出語を各回ごとに抽出する。３）担当者が想定した
各回のキーワードと１）
、２）の結果を比較する。ここで配布資料の頻出語の抽出を行うのは、知識
構成型ジグソー法を用いた「教育実践と教師」の授業では、配布資料が授業の内容そのものであっ
たからである10）。なお頻出語の抽出にあたっては、フリーソフトウェア「KH Coder3」を利用する
11）
。また、ICT

を利用して分析の効率化を図るという本研究の趣旨により、１）で対象とするのは

Word ファイルで作成した文字列のみとし、手書き、PDF ファイル、図表部分については対象とし
ない。

分析結果
１．受講生の記述の傾向（頻出語、表 1）
まず各回の受講生の記述内の頻出語の抽出結果の上位 10 語をまとめると表１のようになった。
「子ども」と「子供」については同じ語として結果を修正した。また受講生の記述は授業者が出し
た「問い」に答える形で行った。そのため、頻出語の中には「問い」の文章に使われていた語が多
く入っている。受講生の理解の傾向を把握するためには、受講生が自発的に使用した語なのか、
「問
い」の文章に使われていたから使った語なのかを区別する必要がある。そこで、
「問い」に使用され
ていた語については網掛けで示すこととした。
表 1 からは受講生記述の中に「教師」
「子ども」
「思う」など授業回に共通して出現する頻出語が
ある一方で、授業回によって異なる語も現れていることが分かる。これらの語から受講生全体の理
解の傾向を推測することができる。たとえば、第 1 回の授業の「問い」は、
「あなたは教師として、
何をどのように「教え」たいですか。
」である。この受講生記述中の頻出語を見ると、クラス全体と
しては「生徒の意見を理解したり自分で考えさせたりするような授業をしたい、そのための環境を
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整えたい」という内容に触れた記述が多かったことが推測できる。記述そのものに戻って確認をし
ても、そのような内容が多く見られた。また「伝える」については「自分の意見を他者に伝える」
という使い方もあるものの、多くは「教える」の言い換えとして使われている場合が多かった。
分析対象語の総数に占める上位 10 語の割合はおおむね 20 から 30％12）であり、頻出語から推測し
た理解の傾向をクラス全体の傾向としてとらえることができると考える。
２．受講生の記述の傾向（有力クラスター、表 2）
ここでさらに「KH Coder3」を使用して階層的クラスター分析を行った13）。この分析は一緒に使
われた語をクラスターという塊に分けていくもので、同じクラスターの中の語は同じ文の中に出現
する頻度が高いということになる。クラスターの中の語を見ると、どのような内容に言及している
かのおおよその見当がつきやすい。階層的クラスター分析の結果最も有力だった（含まれる語の出
現頻度が高い）クラスターに含まれている語を表 2 に示した。表 1 と同様に、
「問い」に含まれる語
には網掛けをした。なお全ての授業回で有力なクラスターは 1 つもしくは 2 つに絞られ、その他の
5 から10程度のクラスターは有力なクラスターに比較すると含まれる語の出現頻度が大幅に低かっ
た。
たとえば、第 2 回の授業の「問い」は「なぜ大学で授業を履修することが教員免許の取得につな
がるのでしょうか？」であった。最頻出クラスターに含まれる語を見ると、クラス全体としては「教
師の質と多様性を保つ必要があり、免許の取得には知識を身につける必要があること、そのために
大学の授業を履修すべき」という理解がなされている傾向にあると推測できる。
また、有力なクラスターは各回 1 つもしくは 2 つしかなく、その他の 5 から１0 程度のクラスタ
ーとの出現度の差が大きかった。ここからも、クラス全体としての傾向が一定程度存在することが
分かる。
表 2 では表 1 に比べて授業回間で共通する語が少なく、単に頻出語を見るよりも有力なクラスタ
ーを見た方が各回の特徴がより現れることが分かる。また実際には階層的クラスター分析を行うと
これらの語がツリー構造で示されるため、語の間の関係も分かりやすくなる。
３．授業資料の傾向と授業者の想定（表 3、表 4）
次に授業で配布した資料内の頻出語の抽出結果を上位 10 語まで示すと表 3 のようになった。ここで
分析の対象としたのは、授業中に配布したプリントのうち、グループワークに使うための 3 種類の異なる
内容の資料、どのグループにも共通で渡した資料である。個人用の書き込み式のワークシートについ
ては対象としなかった。これはワークシート内には毎回決まった言葉（資料、グループ、話す、まとめるな
ど）が多用されているためである。
表 3 の分析対象語の総数に占める上位 10 頻出語の割合はおおむね 12％から 19％14）であり、表２で
おおむね 20 から 30％であったことと比較すると、受講生記述に比べて授業内資料の方が内容のばら
つきが大きいと言える。つまり受講生は幅広い内容の資料を読み、そこから「問い」に答える形で自分な
りの記述を行ったが、受講生全体を見ると記述には一定の傾向があることから、資料の内容の中で記
述に使われやすい部分と使われにくい部分があったということになる。
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ここで配布資料についても受講生記述と同様に階層的クラスター分析を試行したが、受講生記述と
比較すると細かなクラスターに分かれ、かつクラスター間の有力度（含まれる語の出現頻度）の差が小さ
かった。このため、ここには配布資料における受講生記述の表 2 にあたる表は示さない。
それに代わる配布資料の構成を示すデータとして、授業者が想定していた授業のキーワードと資料
のタイトルを表 4 として掲げる。表４に示した授業者が想定した授業のキーワードと資料タイトルの中で、
表 1 と表 2 から推測した受講者の理解の傾向の中に現れていると考えられる部分に下線を引いた。ここ
で、下線が引けると判断した根拠と、下線を引いたことで可能になった授業の振り返りおよび改善につ
いて例示する。
４．授業の改善（１） 資料構成と「問い」の文章の改善
可能になった授業の振り返りのひとつが、資料の構成や「問い」の文章などの検討である。検討の結
果、次年度に資料構成や「問い」の文章を改善していくための方向が見いだせた。
たとえば、表 4 の第 1 回のキーワードの「多様性」については、「自分」「考え」というつながりが多く見ら
れたことから、「対話」については「意見」「聞く」というつながりが見られたことから、「理解」については
「理解」「考える」という語が出てきたことから、「環境設定」については「環境」「作る」という組み合わせが
見られたことから、それぞれ下線を引いた。
これらは授業資料の頻出語の中でもそれぞれ「自分」、「グループ」、「理解」、「グループ」と「役割」と
いう語として現れているものであり、初回の授業としては受講生にとって取り組みやすい内容であっただ
ろうという振り返りを行った。グループワークの形を導入する授業回であるため、授業者は内容を取り組
みやすいものにしようと考えて授業を構成した。分析によってその構成が機能したことが分かった。
一方で、資料タイトルとして提示した概念については受講生記述の中になかなか現れてこなかった。
これは「問い」が「あなたは教師として、何をどのように「教え」たいですか。」であったため、この問いを考
える根拠となる概念まで記述をしなかったからだろうという推量をした。
よって次年度は、授業構成の簡潔さは維持しつつ、資料で概念に言及する必要があるか検討する、
概念に言及する場合は「問い」を再検討するという授業改善案を立てることができた。
キーワードは理解されているが資料タイトルの個別の概念が理解されていないという同様の傾向は第
10 回でも見られた。特に 10 は資料のタイトルとして提示した個別の概念の理解も、キーワードにあるよう
な資料に共通する内容から行う全体の統合もどちらも重要な回であるため、「問い」と資料の再検討が
必要であると考える。
５．授業の改善（２）前時の振り返りの活用
また授業を振り返って、理解してもらえていない概念があることが分かった時に、次の時間に前時の
振り返りをする際に、理解されていない傾向のあった概念について特に強調して触れるという方法をと
ることができた。
たとえば、第 2 回の授業で多様性については理解している傾向にあるが画一性については理解され
ていない傾向にあることが分かったため、第 3 回の授業の冒頭で、前回の復習として、多様性と画一性
が対になるものであり、教員養成のシステムはその両者のバランスの上に成り立ってきたということを強
調して説明した。
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表 1 受講生記述中の頻出語
授業回

１

２

３

４

５

６

頻出語

生徒（170） 教員（261） 子供・子ど 生徒（394） 専門（588） 教師（253）
教える

大学（224） も（131・64） 授業（210） 思う（278） 専門（247）

（161）

多様（168） 教師（195） 思う（164） 教師（201） 思う（114）

自分（106） 養成（108） 仕事（125） 先生（144） 言える

地位（97）

考える（85） 授業（107） 思う（116） 教師（135） （141）

学校（91）

考え（76）

質（96）

特徴（107） 子供・子ど 教職（139） 社会（68）

授業（73）

必要（92）

教育（85）

も（61・46） 知識（122） 低下（68）

理解（52）

教師（91）

職業（82）

考える（95） 考える（83） 保護（64）

意見（49） 教育（88）

義務（76） 主体（79）

実践（81）

連携（61）

環境（47）

制約（73）

研究（64）

必要（76）

対応（59）

生徒（73）

学ぶ（61）

満たす（65）

知識（87）

伝える（45）
総数

3906（22％） 5188（25％） 5849（19％） 6000（25％） 5922（30％） 5280（25％）

授業回

７

頻出語

生徒（257） 生徒（209） 学校（170） 授業（262） 評価（232） 教師（264）

８

９

１０

１１

１２

教師（211） 教師（177） 地域（148） 指導（144） 生徒（125） 権力（111）

総数

権力（192） 授業（152） 教師（128） 子ども・子 授業（85）

生徒（106）

存在（124） 権力（132） 活動（119） 供（80・62） 試験（81）

学ぶ（84）

教室（105） 思う（118） 連携（114） 学習（108） 理解（72）

学校（78）

思う（654） 学習（110） 思う（107） 生徒（102） 行う（61）

仕事（66）

持つ（63）

子ども・子 専門（95）

思う（74）

思う（58）

授業（61）

社会（61）

供（50・43） 仕事（64）

考える（70） 学力（56）

教育（53）

評価（61）

グループ

授業（61）

評価（69）

考える（43） 思う（46）

支配（51）

（81）

生徒（54）

デザイン

教師（40）

教室（75）

（57）

考える（59）

理解（50）

視点（31）

4035（44％） 4858（25％） 4546（23％） 4139（26％） 3206（27％） 3215（28％）
頻出語の右の（ ）内は出現数、網掛けは「問い」で使われていた語
総数とは分析対象語の総数、総数の右の（ ）内は上位 10 語の割合（小数点一位四捨五入）
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表 2 受講生記述中の最頻出クラスターに含まれる語
回 １

２

３

４

５

６

頻 授業

質

感情

重要

仕事

教師

大切

出 考える

教師

多忙

最も

先生

言える

考える

ク 生徒

多様

感じる

思う

プロ

専門

社会

ラ 教える

大学

生徒

教師

思う

思う

地位

ス 先生

教員

自分

特徴

考える

実践

低下

タ 思う

履修

仕事

子供

主体

反省

思う

ー 大切

授業

正解

職業

生徒

授業

教師

に 人

取得

様々

教育

授業

定義

専門

含

免許

大切

常に

考える

対応

ま 環境

身

制約

教師

知識

変化

れ 作る

知識

考える

研究

必要

教育

る 経験

必要

義務

教職

必要

語 自分

権利

満たす

連携

考え

制限

他

聞く

労働

市民

知識

一般

伝える
回 ７

８

９

１０

１１

１２

頻 評価

教室

学校

資料

基準

生徒

学校

出 存在

コミュニケ 地域

大切

評価

評価

生徒

ク 教室

ーション

連携

思う

要領

授業

教師

ラ 権力

環境

教師

気

指導

理解

権力

ス 生徒

大切

専門

考える

学習

思う

授業

タ 教師

グループ

授業

生徒

子ども

試験

仕事

ー

学習

思う

授業

教材

行う

学ぶ

に

生徒

子供

含

授業

デザイン

ま

思う

れ

教師

る

権力

語
1 行開けは別クラスターの開始、2 列の分かち書きはスペースの都合
網掛けは「問い」で使われていた語
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表 3 配布資料中の頻出語
授業回

１

２

３

４

５

６

頻出語

理解（23）

教員（62）

教員（60）

教師（75）

専門（49）

専門（74）

授業（21）

教育（49）

教育（49）

生徒（22）

教育（41）

学校（42）

自分（20）

免許（47）

免許（46）

学習（20）

教師（38）

教師（39）

教師（19）

教師（40）

教師（40）

教育（18）

知識（33）

教育（27）

学習（15）

資料（38）

養成（35）

子ども

実践（26）

教員（19）

月（15）

学校（36）

資料（33）

（18）

反省（21）

社会（18）

グループ

養成（36）

大学（29）

大村（16）

技術（20）

制度（18）

（14）

大学（30）

師範（27） 授業（15）

授業（19）

教諭（16）

考える（14） 師範（27）

質（27）

ディベート

資料（15）15）

資料（14）

内容（13）

制度（26）

（14）

モデル（12） 問題（14）

質（27）

役割（13）

考える（14）
思う（13）

総数

1267（13％） 2025（18％） 1967（19％） 1894（12％） 1765（16％） 1857（15％）

授業回

７

８

９

１０

１１

１２

頻出語

教室（43）

学習（56）

学校（80）

指導（56）

評価（99）

（関連する

教師（42）

授業（42）

教育（19）

学習（48）

学力（30）

映画を視聴

権力（41）

子ども

教師（19）

授業（34）

目標（26）

したため、

会話（26）

（37）

委員（14）

要領（33）

子ども（22） 分析対象と

構造（22）

教師（35）

専門（14）

学校（24）

授業（22）

なる資料が

式（22）

教室（33）

地域（14）

教育（24）

指導（19）

ない）

社会（20）

集団（26）

分掌（14）

評価（24）

テスト（17）

生徒（20）

権力（22）

役割（13）

資料（20）

教育（17）

考える（19） 身体（22）

連携（13）

カリキュラ 学習（13）

人（19）

コミュニケ 経営（11）

ム

ーション

（15）

（19）

内容（15）

活動（12）

学校（19）
総数

2320（12％） 1877（17％） 1122（19％） 1207（24％） 1772（16％）
頻出語の右の（ ）内は出現数、網掛けは「問い」で使われていた語
総数とは分析対象語の総数、総数の右の（ ）内は上位 10 語の割合（小数点一位四捨五入）

- 190 -

今泉：ＩＣＴを利用した授業研究の可能性

表 4 授業者が想定していた各授業の内容
回 １

２

３

４

５

６

キ 多様性

教員養成

無境界性

追究、探究

専門職の要件

市民の尊重

ー 協調

質保証

不確定性

誇り

公

協働、連携

ワ 対話

多様性

責任

職人

自律性

子どもと向

ー 理解

画一性

公

専門家

反省的実践家

き合う

技術的熟達者

地位の低下

ド 深化

やりがい

環境設定

知識基礎

資 素 朴 概 念 師範学校への反 教師の社会 教師像の変遷

教職の専門性

料 と 科 学 的 省と「大学におけ 的地位

的地位

タ 概念

る教員養成」
「開

イ

放制の教員養成」 教員の権利 のことば

ト 建 設 的 相 の原則

ある国語教師 反省的実践
脱専門職化
PCK

と義務

ル 互作用

ある社会科教

他者との協

教師の質保証の 教師の仕事 師の振り返り
知 識 構 成 工夫

の性質と感

型ジグソ

情

ー法

教師の社会

働

教師の質の向上
に向けて

回 ７

８

９

１０

１１

キ 権力

即興性

子どもと向 一貫性

指導と評価の 学校と社会

ー 内面化

対話

き合う

水準の確保

一体化

ワ 見えない

多様性

チーム学校

子どもと向き 客観的

ー 装置

環境設定

コミュニテ 合う

ド

権力

ィ・スクー 評価

具体的

１２
権力
多様性
即興性
連携

ル
連携
資 教 室 の 会 教師の姿勢の変 校務分掌と 学習指導要領 評価の目的

（関連する

料 話 構 造 革

学校の役割 と学習指導案

映画を視聴

タ （IRE）

類型

イ

評価の原理

集団学習

子ども観、教材

ト 潜在的カ

地域との連 観、指導観

ル リ キ ュ ラ 教室の学習環境

携

ム

したため、
資料タイト

評価の手法

ルがない）

ねらいと授業
学校に関わ 構成

規律権力

る専門職

下線は受講生記述に関連する内容が見られて、理解されている傾向にあると判断した内容
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考察
これらの分析結果から、
授業の振り返りの助けとなる情報について、
次の 3 点が明らかになった。
1)ICT を利用することで効率的に情報を収集することができる。2)ICT を利用することで効率的に情
報を分析することができる。3)分析が授業の改善のヒントとなる。
まず一点目として、ICT の利用により効率的な情報収集が可能になることが示された。しかし収
集される情報が限定されるという側面もあった。
「教務情報ポータル」を利用して記述を収集するこ
とで紙媒体の記述からデータ起こしする労力を省くことができる。
「研究手法」で述べたように対象
となる記述は大量であり、毎回気軽にデータ起こしができる分量ではない。受講生に文字データで
回答を送信させ、Excel 形式で情報が取り出せる「教務情報ポータル」の「小テスト」機能がある
ことで、記述の収集が容易であった。ICT を利用することで効率的に記述を収集できたと言える。
しかし、授業開始時のワークシートの手書き記述と見比べると、
「小テスト」で収集した記述には厚
みがないという側面があった。手書きの記述では矢印を使ったり文字の大きさを変えたりして概念
のまとまりを表現するものがあったり、字の大きさや濃さから自信の有無がうかがえるようなもの
があったりした。
「小テスト」で収集した記述ではそのような文字以外の情報が剥落してしまってい
た。
二点目に ICT を利用して効率的な分析が行えることが示された。しかし今回の分析では正確な理
解度や個々人の変化を見ることはできなかった。
「KH Corder3」を利用することで頻出語が容易に
抽出でき、そこからクラス全体の傾向を見ることができることが明らかになった。特に資料の中で
の頻出語と比較すると、資料の中のキーワードを的確に拾えているか、資料を基に知識を構成しな
おしているかという全体的な傾向を把握しやすかった。しかし今回の分析では頻出語に注目したた
めに、論理的な理解ができているか、概念を的確にとらえているか、自らの体験に引き付けて考え
ているかといった語の羅列からは見えにくい部分には迫れなかった。またクラス全体の記述に注目
したために、個々の受講生の理解度や理解の仕方、それらの変化をとらえることもできなかった。
最後に、今回のような分析が授業改善のヒントになることが分かった。今回の授業で授業者が行
った主な授業改善は、復習時のコメント内容だった。授業で理解を狙っていた概念のうち受講生の
記述に現れなかったものについて、次時の冒頭で前回の復習として触れるようにした。また、次年
度に向けての改善事項も見えてきた。ただし可能であった授業改善はクラス全体に関する部分であ
り、個別の支援にはつながらなかった。また、授業の改善が有効であったかどうかの検証はできな
かった。
考察の２点目で述べたように、全体の記述から頻出語を抽出するという手法では受講生個々の理
解には迫れない。よって、個別の支援という授業改善にはつながらなかった。個別の支援について
は、授業中の机間巡視や観察、ワークシートや「小テスト」の具体的な記述などの、全体的な分析
とは別の観点から必要性を把握し、実施していく必要がある。
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おわりに
以上のように、アクティブ・ラーニングを引き起こすことをねらった大学の授業において、受講
生の記述を ICT を用いて収集、分析することで、授業者が授業の振り返りを行う際の手助けとなり
うる情報が効率的に入手できることがわかった。今後小・中・高等学校でアクティブ・ラーニング
の視点による授業改善が求められ、ICT の普及が進む中で、小・中・高等学校においても、このよ
うな効率的な情報の入手が授業者の日々の授業の振り返りと授業改善を円滑にすると考えられる。
最後に本研究の課題と限界を 3 点挙げる。まず本研究では 1 つの授業のみを対象としたが、別の
授業との比較を行うことができれば、授業の振り返りと授業改善の道筋をよりはっきりと示せた可
能性がある。また本研究では授業最後の記述のみを分析対象としたが、授業開始時の記述と比較す
ればその変化から学習者の理解の把握をより的確に行うことができた可能性がある。今回は授業開
始時の記述をワークシートに書かせたので、分析のためにはデータ起こしが必要であり、効率的で
はないことから前後比較の分析を見送った。三点目に、本研究では受講生の文字記述、特に頻出語
に基づいて振り返りを行ったが、文字記述と語レベルの情報だけでは不十分である。授業の振り返
りと改善においては授業時の学習者の表情やことば、反応などが重要な情報源となるはずであり、
「考察」でも述べたように、学習者の記述についても文字で表される内容だけでなく手書きの字の
太さや消し跡といった情報が含まれているはずである。また分析方法についても「考察」に述べた
ように語以外の部分に注目してより詳しく把握する必要がある。記述内容という側面で効率的に授
業の振り返りと改善のための情報を得る工夫をする一方で、授業のその時その場所での学習者の様
子や文字や語としてデータ化できない情報を観察する努力を続ける必要がある。

注

茨城大学 IT 基盤センター「茨城大学の情報環境について」
https://www.ipc.ibaraki.ac.jp/service/env.php（2019 年 9 月確認）
2）
同年度同学期同曜日の 2 講時にも筆者が担当する「教育実践と教師」が開講され、教育学部
の 1 年生は選修・コースごとに指定された方の授業を受講することになっていた。
3）
知識構成型ジグソー法については三宅なほみ, 東京大学 CoREF, 河合塾. 2016. 『協調学習と
は 対話を通して理解を深めるアクティブラーニング型授業』(北大路書房)に詳しい。
4） 「小テスト」機能を使用しているが、記述式であり、決まった解があるわけではない。
5）
該当授業は 2018 年度に 1 年生で研究対象の授業を受講していた学生のほとんどが受講してい
る。
6）
まとめの回などを除くため、
「小テスト」を実施したのは 12 回分であった。
7）
教務情報ポータルのログインパスワードを紛失または失念したために回答できなかったケー
スや授業時に欠席していて回答しなかったケースがあるため、164×12 よりも少なくなっている。
8）
Excel で記述があったセルを機械的にカウントした結果である。
9）
同じく Excel で文字数を機械的にカウントした結果であるため、句読点や記号、送信時に挿入
されていたスペースなども含まれている。
10）
分析結果の中でも述べるが、第 12 回の授業のみ、配布資料が授業内容そのものを反映してい
1）
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なかった。紙媒体の資料に加えて、関連する映画を視聴したためである。
11） 抽出対象としたのは「KH Coder3」による品詞分類の中で次のものである。名詞、サ変名詞、
形容動詞、固有名詞、組織名、人名、地名、ナイ形容、副詞可能、未知語、タグ、感動詞、動詞、
形容詞、副詞、名詞 C。
「KH Coder3」の規定値をそのまま利用した。助詞、助動詞に加えて、ひ
らがなのみの名詞や動詞も抽出対象外となっている。なお動詞については連体形、連用形、未然形
となっていても同じ語とみなしている。
12） 例外として 19％が 1 件、44％が 1 件あった。
13） 抽出語の階層的クラスター分析の機能を利用し、集計単位は「段落」
（受講生自身が改行をして
送信した場合はそれを段落とみなし、改行がない場合は 1 人の受講生の記述全体を 1 段落として設
定した）
、対象とする語の最小出現数を 10、分析の方法は「Ward 法」
、距離の判定は「Jaccard」
とした。
14） 例外として 24％が 1 件あった。
15） もともとの結果では 9 位に「ショー」が入っていた。これは資料中の「ショーマン」
、
「ショー
ン」という人名を誤って数えているものであり、
「ショーマン」と「ショーン」別々では 10 位以内
に入らなかったため、省略し、11 位の「モデル」を記載した。
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教職専門開発学校の定義に見る関心の推移
今 泉 友 里＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

How Ideas Used for Describing Professional Development Schools have Changed and Unchanging
Yuri IMAIZUMI

キーワード：Professional Development School，ホームズ・グループ, NCATE, NAPDS

本研究は教職大学院設置がすすめられて教員養成の高度化が進む日本の状況への示唆を得ることを目的として、アメ
リカ合衆国を中心に学校と大学の連携の中で理論と実践の融合を目指して実践されてきた教職専門開発学校をめぐる
関心がどのように変化したかを追う。
そのために、教職専門開発学校を中心的に支えてきたホームズ・グループ、全米教師教育資格認定協議会、全米教
職専門開発学校協会の３つの団体の性質と、これらの団体が発表した提言や原則、スタンダードなどの文書を比較する。
比較の際には、これらの団体の性質と発表した文書の内容から、教職専門開発学校全体の状況を４つの時期に区分し
た。
比較の結果、子どもの学習の向上などの重要な概念については全時期で言及がなされていた。また、次第に参加者間
の協同が進み、探究が進んだこと、自律的な運動へと変化していったこと、形態が多様化したことが明らかになった。ここ
で得られた教職専門開発学校をめぐる関心の観点から、教職大学院の実践を検証することが可能だろう。

はじめに
１．目的
教員養成の高度化に向けて、日本では 2008 年から教職大学院の設置がすすめられ、2019 年 4 月
にはその数は 54 になった。教職大学院制度創設のもととなった中央教育審議会答申「今後の教員養
成・免許制度の在り方について（答申）
」では教職大学院において「理論・学説の講義に偏ることな
く実践的指導力を育成する体系的で効果的なカリキュラムを編成するとともに、実践的な新しい教
育方法を積極的に開発・導入することにより、
「理論と実践の融合」を強く意識」することや、
「附
属学校の積極的活用は当然の前提としつつ、附属学校以外の一般校の中から連携協力校を設定する
――――――――
*茨城大学教育学部
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こと」1）を提言している。
教職大学院と同様に学校との連携の中で理論と実践の融合を目指した教員養成のシステムのひと
つが、アメリカ合衆国を中心に 1980 年代後半から提案され実践されてきた教職専門開発学校（PDS,
Professional Development School、職能開発学校という訳もある）である。
本論文では、この教職専門開発学校に関わる中心的な関心がどのように変化してきたのかを歴史
的に追うことで、学校との連携による理論と実践の融合を目指した教員養成システムが向かう方向
についての示唆を得たい。
２．先行研究
教職専門開発学校の歴史的な展開については、アメリカ合衆国においてまとめられている。たと
えば各教職専門開発学校へのアンケート調査を含めて教職専門開発学校に関する様々な研究を分類
し紹介することで教職専門開発学校の実践の全体像を描いたアブダルハック2）や、教職専門開発学
校の成立から 2000 年代前半までの歴史をまとめて今後の方向性を示そうとしたテイテル3）、ホーム
ズ・グループの提案と NCATE のスタンダードによる教職専門開発学校の発展を振り返ったタンク
スとナポリタン4）、NAPDS による「9 つの本質」まで含めて教職専門開発学校を支援する歴史をま
とめたハンジーカー5）、教職専門開発学校を支える団体に注目したナポリタンとレヴィン6）などが
ある。
また日本における教職専門開発学校の研究としては、現職教育の側面を特徴ととらえて実践例を
交えて紹介した鞍馬7）、歴史的な展開を追うとともに実践事例を紹介した小柳8）、大学における教員
養成の側面に注目して実践事例を紹介した木塚9）などが挙げられる。特に小柳10）は、ナポリタン＆
レヴィン11）を参照しながら教職専門開発学校の普及を支える様々な団体の性質をまとめている。
３．射程と方法
本論文では、教職開発専門学校を中心的に支えてきた 3 つの団体による提言や定義、宣言などか
ら、教職専門開発学校をめぐる関心がどこにあるのか、その関心がどのように変化してきたのかを
明らかにする。3 つの団体とは、ホームズ・グループ（Holmes group、後のホームズ・パートナーシ
ップ）
、全米教師教育資格認定協議会（National Council for Accreditation of Teacher Education, 以下
NCATE）
、全米教職専門開発学校協会（National Association for Professional Development Schools, 以下
NAPDS）である。また変化を見るために 1980 年代後半から現在までを 4 つの時期に区分する。提
言期、普及期、確立期、成熟期である。この時期区分は教職専門開発学校の設置数や設置地域など
の変化から設定するものではなく、教職専門学校に関わる諸団体の性質や歴史、またそれらの団体
が公表した提言や定義、宣言の内容から設定するものである。

教職開発専門学校を支えた団体と宣言
１．ホームズ・グループの三部作
ここでは、ホームズ・グループの特徴と、
『明日の教師』
『明日の学校』
『明日の教育学部』による
PDS の定義について述べる。
ホームズ・グループは 1986 年に結成された北米の研究大学の学長からなる団体である。1986 年
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の『明日の教師』
、1990 年の『明日の学校』
、1995 年の『明日の教育学部』が三部作として知られて
いる。ホームズ・グループは子どもの力を伸ばす教育改革のために、教師教育の改革と教職専門性
の改革を行うことを長期的な目標とし、
「教師教育を知的により完全なものにする」
「教師の教育と
資格認定と仕事において、彼らの知識とスキル、責任が違うと理解する」
「試験や教育的な要件とい
う、教職につくための職業上適切で知的に擁護できる基準をつくる」
「私たち自身の機構（教育学部
―引用者補）と学校をつなぐ」
「学校を実践する教師にとって働き、また学ぶのによりよい場所に
する」12）という 5 つのアジェンダを設定した。そしてこれらのアジェンダを実現するために、大学
院レベルでの実践的な教職専門開発のプログラム、教育や経験の違いから教師の資格を段階別に分
けるシステム、教職のスタンダードの策定、教職専門開発学校の設置などを提言した。
「教職専門開発学校」という言葉が初めて登場したのは『明日の教師』の中の次の一文だった。
『教職専門開発学校』は、医学部の附属病院に類似するもので、実践者である教師と学校経営
者を、大学教員と共に、それぞれの学生・生徒の教育と学習を改善するようなパートナーシッ
プに参加させるだろう。13）
ここでは、教職専門開発学校の学校と大学の共同という組織面と、学習の改善に注目するという
目標の側面が記述されている。特に組織面では、大学院レベルでの教職専門開発のプログラムとい
う提案と結びついた、教職専門開発学校の中での長期インターンシップが提案された。また、組織
面では、臨床教師として小学校などの教員を大学の教員として迎え入れるという提案もあった。
また、
『明日の教師』は教職専門開発学校について次の 4 つの原則を示した。
互恵性
実験

相互交換と研究と実践の間の利益
実践と構造の新しい形に挑戦したいという意欲

組織的な探究
子どもの多様性

新しいアイディアを注意深い研究と実証の対象にしたいという要求
異なる背景や能力、学習スタイルを持つ幅広い範囲の子どもに対する教授
方略を発展させることへの責任ある参加

14）

この 4 つの原則は、その後の教職専門開発学校の活動や定義によって踏襲されていく基本の原則と
なる。さらに、
『明日の教師』は教職専門開発学校について次のように説明する。
これらの学校は、教育の専門家が異なる授業形態を試したり、初任者と研究者が能力ある実践
者の下で活動したり、大学教員と実践者の間で専門的な知識を交換したり、新しい専門の要求
にこたえて設計された新しい構造を発達させたりするための環境として機能する。15）
この例示は示された 4 つの原則のうちの組織的な探究、互恵性、実験に対応すると考えられる。
4 年後に発表された『明日の学校』では、
『明日の教師』が提案した大学院での教師教育や段階別
の教員免許などの様々な項目の中でも特に学校と大学の関係に絞って詳しい提案が行われた。冒頭
で次のように教職専門開発学校を描いた。
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『教職専門開発学校』と言うことによって意味されるのは、大学の研究のための単なる実験学
校でも、模範となる学校でも、教師準備教育とインターンのための単なる臨床環境でもない。
それら全てを含んだ、新任教師発達とベテラン教師の継続的な発達のための学校であり、さら
に教職専門の研究と発展のための学校である。

16）

この記述は、教職に関する研究と、学校改革と、準備教育と現職教育を含んだ教師教育に貢献す
るという教職専門開発学校の目標を表現していると考えられる。また『明日の学校』は、教職専門
開発学校を一つの構造としてではなく様々なアイディアを試すことのできる場だとした上で、教職
専門開発学校の組織をつくる上での次の 6 つの原則をあげている。
原則 1 理解のための教授と学習
全ての子どもたちは、生涯学習を続けることができるような学習に真剣に参加する。その
ためには学校のカリキュラムと授業の抜本的な改革が必要になるだろう。
原則 2 学習の共同体を作る
我々が望む野心的な教授と学習は、教室と学校が学習の共同体として思慮深く組織されて
いる場合にのみ、多くの子どもたちに対して持続的に起こる。
原則 3 全ての子どもの理解のための教授と学習
教職専門開発学校の主な責任のひとつは、不平等な社会によって引き起こされる教育的お
よび社会的障壁を克服することである。
原則 4 教師と教師教育者、学校経営者の継続的な学習
教職専門開発学校は大人も学習し続けることを期待している。
原則 5 教育と学習についての思慮深い長期的な探究
これは教師、学校管理者、教師教育者の職業生活に不可欠である。パートナーとして働く
教職専門開発学校の教員は、学校の中心的側面としての実践についての省察と研究を促進
する。
原則 6 新しい組織の創案
ここまでの原則は、よりよい学校教員の専門準備に利害関係のある全ての機関の同盟関係
に耐えることに支えられて、教職専門開発学校がそれ自身のために特異な組織構造を考案
する必要があるという重大な変化を導く。17）
原則 6 については、解説の中で「教職専門開発学校の 6 番目の原則は、学校の経営、リーダーシ
ップ、大学の同僚を含む教員が協力して、教育と学習に関する新しい目的と原則に沿った新しい組
織構造を発明することである」18）と言い換えられている。
『明日の教師』と比較すると、
『明日の学校』では次のような特徴がみられると考えられる。１）
養成段階での活用に関する言及の減少、２）共同体であることの強調、３）子どもの学習について
の言及の増加、
４）
教職専門開発学校の運営側である学校と大学の教員の側の学びへの明確な言及、
５）教職専門開発学校には唯一の形があるわけではなく変化をし続けるものだという主張。
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ホームズ・グループはその後 1995 年に『明日の教育学部』を発表する。
『明日の教育学部』はホ
ームズ・グループが目指す教育改革に不可欠な教育学部自身の変化について提案したもので、教職
専門開発学校については教育学部の変化に必要な構造として取り上げられているのみであり、教職
専門開発学校についての新たな定義や原則は提示されていない。本書の中で教職専門開発学校につ
いて特に強調されているのは、単一のマニュアルはないということである。ホームズ・グループが
当初企図していたアプローチをとらない学校も教職専門開発学校とよばれるようになり、ホーム
ズ・グループのメンバーは教職専門開発学校の本質的な進歩的な改革の部分がなくなっていくとい
う危険を感じたという。教職専門開発学校はフランチャイズのようにマニュアルが出来上がってい
るシステムではなく、改革を続けていくネットワークであり機構であって、学校教育の改善を目指
すものだと述べている。19）
その後ホームズ・グループの大学と学校との連携の支援は 1996 年にホームズ・パートナーシップ
に改組し、2010 年に解散した20）。
２．NCATE のスタンダード
2001 年、NCATE（全米教師教育資格認定協議会）が教職専門開発学校のスタンダードを発表し
た。本節では、まず NCATE という団体の性質、次にスタンダード発表のねらいと経緯、最後にス
タンダードの内容を整理する。
NCATE はアメリカ教育省が公認する団体で、大学における教師教育を認証していた。大学、教
師、政策立案者などの代表団体からなる全国規模の公認団体であるため、発表したスタンダードが
大きな影響力を持った。また教師教育の認証を担っているため、スタンダードにおいても教職専門
開発学校の教師教育機関としての側面が強調されている。なお、2010 年に NCATE の後身となる教
育者養成評価協議会(Council for the Accreditation of Educator Preparation, CAEP）が発足し、2013 年に
NCATE が CAEP に合併され、2016 年には NCATE のスタンダードは全て廃止された21）。
NCATE は『教職専門開発学校のスタンダード』の序で、スタンダードを策定する意義として、
教職専門開発学校の当事者による反省的な評価に役立つこと、教職専門開発学校を支援する行政が
教職専門開発学校について理解を深めるのを助けることと並んで、教職専門開発学校を定義するこ
とで調査研究のための枠組み、共通の条件が生まれることを挙げている。22）一方で、このスタンダ
ードは狭い意味の教職専門開発学校、つまりホームズ・グループの提言に沿って実践された教職専
門開発学校だけでなく、全米教育再生ネットワーク（NNER）の学校再生、アメリカ教員組合の教
職専門実践学校などを含めて、幅広く大学と学校の連携を教職専門開発学校ととらえていた。
NCATE は教職専門開発学校パートナーシップが持つ学校と大学の改革を支える潜在的な力を認
めていた。
『教職専門開発学校のスタンダード』によれば、NCATE は 1989 年以降教職専門開発学
校が急速に広まったことで勇気づけられると同時に、広まることで教職専門開発学校が名前だけの
ものとならないかという不安が生まれたため、教職専門開発学校本来の力を失わせないように、厳
密な教職専門開発学校の概念の定義が必要だと考えてスタンダードの作成に着手したという。1995
年から 1997 年にかけて草案がつくられ、1998 年 2 月から 2001 年 1 月にかけて 20 校の教職専門開
発学校の協力を得て実際に試験的に運用し、2001 年 3 月に発表された。その後このスタンダードは
多くの教職専門開発学校の実践で採用された。
スタンダードは「学習共同体」
、
「説明責任と質の保障」
、
「協同」
、
「多様性と公平性」
、
「構造と資
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源と役割」という教職専門開発学校の特徴に迫る 5 つのスタンダードから成り、それぞれのスタン
ダードについて、要素と呼ばれる説明が 3～5 個ぶら下がっていた。
表 1 にそれら要素とスタンダードの概要を示す。なお表中に出てくる「資源」という語は人材や
資金、知識、時間などを指すが、特に教職専門開発学校運営のための予算が念頭に置かれている。
スタッフの人件費を含む教職専門開発学校に必要な資金は、大学や学部から出る場合、学区や行政
から出る場合、基金などに応募して得る場合があるが、どれも長期的に安定した確実に得られる予
算ではない。
表 1 からは次のような点が読み取れる。１）教職専門開発学校の運営上の特徴や組織の在り方に
ついて多く述べられている。２）教職専門開発学校の使命に関わる概念としては公平性と協同、学
習が挙げられる。
さらに NCATE の教職専門開発学校のスタンダードではガイドラインとして教職専門開発学校の
成熟度を「初期」
、
「発達途上」
、
「到達」
「高度」の 4 段階に分けて示し、成熟度を横に、スタンダー
ドの要素を縦にとったマトリックス表の形であらわした。一例として「協同」のガイドラインの表
を表 2 として示す。なお、
「到達」段階の記述がスタンダードの要素の文言と一致する。
表 2 からは、次のような点が読み取れる。１）
「初期」であっても中心的な概念は認識されている
ことが求められている。２）ただし、
「初期」にはそれが実現まではいたらなかったり、一部のメン
バーに共有されているだけであったりする。３）
「高度」にいたると大学と学校の連携だけでなく、
州や学区の政策レベルでの変化が起きる。４）また「高度」では概念が実現されているだけでなく、
それによって組織そのものの在り方が変化している。５）
「協同」においては、意思決定の主体、資
源配分、
規範といった領域がスタンダードに合致するかどうかの判断を行う領域である。
６）
「協同」
の中では参加者間の相互の関わり合いと参加者の同格性が重要な概念である。
３． NAPDS の設立
「高度」な教職専門開発学校は国家レベルの政策への影響力を持つとした NCATE の教職専門開
発学校のスタンダードの発表と並行して、教職専門開発学校の実践者たちによる全国規模のネット
ワークが発達していく。まず 2000 年に教職専門開発学校全国会議（PDS National Conference）がス
タートし、2005 年には NAPDS（全米教職専門開発学校協会）が設立された。本節では NAPDS と
いう自律的な全国組織の設立を中心に、NCATE のスタンダードが実現された経緯を追う。
最初の教職専門開発学校全国会議は 2000 年 3 月にホームズ・パートナーシップとサウスカロライ
ナ大学教育学部によって開催された。NAPDS が発行するニュースレター「PDS Partners」23）,24）によ
れば、2002 年の会議で毎年 1 回の会議だけではない取り組みができないかという発言があり、2003
年の会議ではこの取り組みについて考える 75 名の会議がもたれたという。その後準備期間を経て、
2005 年 3 月の教職専門開発学校全国会議において 902 名の暫定の参加者を得て、教職専門開発学校
の参加者の自律的、自発的なネットワークである NAPDS が発足した。
「PDS Partners」の最初の号
では、NAPDS の目的は「教職専門開発学校の参加者が相互に学び合い、経験を蓄積することで実
践の質を高めていくこと」25）であると述べられている。
NAPDS の特徴は、関心領域と共同関係にある。ホームズ・グループ、NNER、NCATE などのこ
れまで教職専門開発学校に関わってきた団体は、大きな教育改善のねらいのなかのひとつの手段と
して教職専門開発学校について提言、促進、定義してきた。これに対して NAPDS は教職専門開発
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表 1 5 つのスタンダードとその概要
要素

概要

学習共

・複数の学習者の支援

教職専門開発学校は、探究中心の実践を通して、P-12 の子どもたち、教師志望者、

同体

・活動と実践が探究中心であり、学習

参加者の統合的な学習と発達を支援する学習中心の共同体である。参加者は研究

に焦点がある

と実践的な知識に基づく教授と学習に関する共通の見方を持っている。参加者

・研究と実践者の知識に基づいた教授

は、大人も子どもも実践の文脈の中で最もよく学ぶと信じている。この共同体に

と学習に関する共通の専門的な見方

支えられた学びは、個々の実践の、また参加機関の方針と実践の変化と改善をも

・変化を引き起こす道具として役立つ

たらす。

・拡張された学習の共同体

教職専門開発学校パートナーシップには校長や学長、支援機関、個人が含まれる。
教職専門開発学校の主要な参加者は P-12 の学校、教職準備課程であり、支援的
な参加者として大学、学区、教師組合や教職専門職協会が含まれる。教養学部や
その他の興味のある学部、家族、地域、関連学校が拡張された学習共同体の中で
重要な教職専門開発学校の参加者となる。

説明責

・専門的な説明責任の開発

参加者は、教授と学習についての専門的基準を維持することについて内部と外部

任と質

・外部社会への説明責任の保証

の社会に説明責任を負う。参加者は、機関または個人の水準で参加のための基準

の保障

・教職専門開発学校実践の基準の設定

を明確にする。参加者は協同的に評価を開発し、情報を収集し、結果を体系的な

・評価の開発、情報の収集、結果の利

実践の検証に利用し、P-12 の子どもたちと教師志望者、教員、その他の専門家の

用

ための成果目標を立てる。教職専門開発学校は活動にかかわる地域、州、国家レ

・教職専門開発学校の文脈に携わる

ベルの政策と慣行に影響を与える。

・共同の活動に携わる（1）

参加者と参加団体は、各自でまた相互に教職専門開発学校の使命を実現するため

・協同を進め同格性を高めるために、

の共同の活動に携わることを引き受けることで、独立した実践から相互依存的な

役割と構造をデザインする（2）

実践へと体系的に移行する。参加者と参加機関は、教職専門開発学校活動と個人

・共同の活動と相互の貢献を組織的に

や機関の同格性を支える役割と構造を協同的に設計する。参加者は P-12 の子ど

理解し称賛する（3）

もたちと教師志望者、教員、その他の専門家の成果を向上させるために、共有の

協同

活動を利用する。教職専門開発学校は共同の活動と各参加者の貢献を体系的に認
め、称賛する。
多様性

・公平な学習の機会を保証する

参加者と教師志望者はすべての P-12 の子どもたちの学習につながる知識、技術、

と公平

・公平な学習成果を支えるために、方

気質を開発し、実際に示す。参加者は参加機関の政策と実践がすべての参加者の

性

針と実践を評価する

公平な（equitable）学習成果に結びつくことを確実にする。参加者には教職専門

・多様な参加者を引き入れ、支援する

開発学校の活動のための多様な学習共同体が含まれる。

構造と

・運営と支援の構造をつくる

教職専門開発学校はその権限と資源を使用して、使命を明確にし、P-12 の子ども

資源と

・目標に向かって進み続けることを保

たち、教師志望者、教員、そのほかの専門家の学習と開発を支援するような運営

役割

証する

構造を確立する。参加機関は構造とプログラム、資源の決定が教職専門開発学校

・教職専門開発学校の役割をつくる

の使命を支えることを保証する。参加者は、P-12 の子どもたち、教師志望者、教

・資源

員、その他の専門家の新しい役割を作成し、既存の役割を組み替える。教職専門

・効果的なコミュニケーションを使う

開発学校は学区、大学、その他の組織との調整と連携のために、また社会と政策
立案者、専門家に活動を伝えるために、コミュニケーションを効果的に使う

26）

NCATE『教職専門開発学校のスタンダード』 より作成
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表 2 NCATE による教職専門開発学校スタンダードの 5 つのうちの 1 つ、
「協同」のガイドライン
初期

発達途上

到達

高度

段

信念、口頭での約束、 参加者が部分的な制度的

PDS の使命が連携機関に統合されている。PDS の活動

高度な PDS 活動は持続的、生成的

階

計画、組織、初期作

支援を受けて PDS の使命

は期待され、支援され、ベスト・プラクティスを反映

であり、活動が１．連携機関の政策

／

業が、PDS の使命と

を追求している。

している。

と実践における組織的変化と２．
学

要

一致している。

区、州、国家レベルの政策への影響

素
１

につながっている。
参加者は協同的に、

参加者は、教師志望者の

参加者は P-12 の子どもたち、教師志望者、教師、その

協同は大学や地域の他者を含みこ

p-12 の子どもたちだ

養成、p-12 の子どもたち

ほかの専門家の成果を向上させるために共有の活動を

むように連携の領域を広げる。学

けでなく候補者の学

の学習、構造的な変化（時

利用する。協同の水準が深いほど参加機関間の境界が

区、教員組合や専門職協会、大学、

習を形作るための共

間や資源の割り当てな

あいまいになる。それまでは参加機関のうちの一つが

地域のメンバーのより深いかかわ

同作業を計画する。

ど）に関する様々な活動

占有していた領域で、PDS 連携のための統合された意

りがより広い分野へのアイディア

この計画は、PDS を

で協同する。参加者は一

思決定が行われる。参加者は幅広い教育と政策の共同

の広がりを可能にする。
参加者は同

実施するための協同

般に、より大きな関わり

体への関りやそれらからの批評を求める。教師志望者

時的で相互的な改革に携わり、
障害

的な意思決定の方略

のある共同の意思決定の

のカリキュラムと指導について、教養学部、学校、大

となりうる方針について互いに喜

を支える。またこの

努力の個別事例はあるも

学の教員が共に計画し改善する。PDS は教師志望者の

んで異議を唱えることができる。

計画は共有された制

のの、共同で関わりの小

指導と助言にあたる学校や大学の教師を選定する。

度上の目標とリーダ

さな決定と実践を行う。

P-12 の子どもたちのニーズに応えるために、参加者は

ーシップと資源に関

協同でスタッフの開発構想を計画し改善のための研究

する責任を描く。

を行う。参加者は共に参加と学習の成果のためのスタ
ンダードを作成する。PDS には家族が参加している。

２

PDS は新しい役割と

参加者の新しい役割は一

参加機関が同格性に責任を持っていることが、PDS の

役割、相互の期待、参加への責任な

必要な資源の再配分

部の参加者には明らかで

規範、役割、構造、資源の配分に反映されている。PDS

どの文化と規範の長期的な変化は

について議論し、合

あり、意思決定の過程と

委員会は構成集団の代表者を含み、参加機関の責任と

参加機関に織り込まれている。
すべ

意する。参加者は参

資源の配分の一部には同

理想を明確に定義する。PDS は報酬を含む構造を計画

ての参加機関は学校と教師教育の

加者間の同格性を理

格性の証が見える。

し、参加者間、参加機関間、拡張された学習共同体の

改革と改善を引き受ける。
参加機関

中での協同を支援する。

は学区と政策立案者が PDS に追加

解し、高めるように
PDS を運営すること

の資源を配分し、
機関レベルでの役

に同意する。

割と構造の変化を支援するように
働きかける。

３

PDS の中の共同の活

参加機関は全参加者の信

参加機関は共同的で協同的な活動の規範を保つ。全参

全参加者の PDS の活動を認め、価

動は PDS 参加者や機

念、ニーズ、目標を尊重

加者の PDS の活動を認め、価値づけ、称賛することが、 値づけ、称賛することが、日常的で

関のリーダーの価値

し、それらに価値を置く。 文化と報酬構造の重要な一部分である。

普及した文化と報酬構造の一部で

として表される。

参加者は専門的な目標の

ある。
学区と州の政策立案者はPDS

一部を達成するために互

の活動を認め、報酬を与える。

いに頼りあっている。
NCATE『教職専門開発学校のスタンダード』27）より作成

要素番号は表 1 の（1）-（3）に対応 PDS は教職専門開発学校の略称
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学校そのものを関心領域として設立された団体であった。またこれまでの団体は主に研究者や大学
に所属するメンバーが中心となっていた。これに対して NAPDS は「協会の活動の全ての側面に、
P-12 の教員とスタッフを含めなければならない」28）という計画時の発言に見られるように、参加者
の対等な共同関係を求めた。初代の会長フィールドはサウスカロライナ大学の教職専門開発学校の
理事で、高校での教師経験を持つ大学の教員であり、副会長のジェファーソンはメリーランド州ハ
ワード郡のメンター教師であり、メリーランドボルチモア大学との教職専門開発学校のファシリテ
ーターである29），30）。またその後の歴代の会長にも教職専門開発学校に参加する大学、学区、学校な
ど様々な背景を持つメンバーが就いている。このことからもわかるように、大学に所属する参加者
と学校や学区に所属する参加者が共に活動に参加している点がもうひとつの特徴である。共同の対
等な参加という概念は、NCATE の教職専門開発学校のスタンダードでも掲げられていた。全国規
模の団体であるという点に加え、共同の対等な参加という点でも、NAPDS は NCATE のスタンダー
ドを実現していると言える。さらに NCATE のスタンダードを越えて、NAPDS には教師志望者も参
加している。
４．NAPDS の「9 つの本質」
2005 年から活動を開始した NAPDS は、2008 年に『教職専門学校であることが意味するもの』31）
という宣言文を発表した。本節では、まずこの宣言文の特徴を二つの観点から確認し、次にその内
容を整理する。
まず、特徴として宣言の自律性が挙げられる。
『教職専門学校であることが意味するもの』は、2007
年 8 月の「共通理解に向けて」という会議で合意された内容に基づいて、NAPDS の理事会と幹事
会の名前で、実際には当時の NAPDS 会長、前会長、学会誌の編集委員長により作成された32）。会
議「共通理解に向けて」には、大学、学校のメンバーに加えて、NNER やホームズ・パートナーシ
ップなどの団体から計 22 名の教職専門開発学校に関わった経験を持つ者が参加した33），34）。前述の
ように NAPDS は教職専門開発学校間のネットワークであり、この宣言に関わった人々の背景から
は、この宣言が外部からではなく教職専門開発学校の内部から行われている自律的なものであるこ
とが分かる。
ナポリタンとレヴィン35）は、この「9 つの本質」について「NAPDS は、NNER とホームズ・パ
ートナーシップが立てた理想像からと同時に、哲学的主張と操作的指示を通して何が本質なのかを
描くことで教職専門開発学校を検証しようとした。
」36）と評価している。NAPDS 自体が NNER と
ホームズ・パートナーシップの理想像を引き受けながら教職専門開発学校の構成員たちによって自
律的に設立、運営されていることを考えると、
「9 つの本質」を発表するということ自体が教職専門
開発学校実践者たちの共同と自律のあらわれであり、教職専門開発学校間のネットワークの成熟を
示すものであると言える。
また、この宣言が教職専門開発学校の最小限度の定義である点も特徴として挙げられる。この宣
言は教職専門開発学校には様々なバリエーションがあることを認めているが、教職専門開発学校と
いう言葉を全ての学校と大学の連携に用いることには否定的である。この背景には、NCATE のス
タンダードという形で教職専門開発学校が定義づけされて年数がたち、教職専門開発学校という言
葉が一般的になりすぎて定義があいまいになってきたことがあるという37）。教職専門開発学校が重
視されているのにその定義があいまいである状況に問題を感じた NAPDS は「この 9 つが欠けてい

- 203 -

茨城大学教育実践研究 38(2019)

たら（中略）教職専門開発学校ではない」38）という最小限度の本質を用いた定義を行ったのである。
『教職専門学校であることが意味するもの』の中心になっているのは、次の「9 つの本質」であ
る。
1．範囲と視野の点でどのパートナーの使命よりも幅広い使命。教職の専門性とその責任（学校の中
での公平性を高め、可能性を伸ばすことによって幅広い共同体を発展させるということ）を促進す
るという包括的な使命。
2．学校コミュニティーへの積極的な関与を含めた、将来の教育者を育てることを引き受けるという
学校と大学の文化。
3．必要に応じて進められる、全ての参加者への継続的で相互的な教職専門の開発。
4．全ての参加者が革新的で反省的な実践に参加していくこと。
5．各々の参加者が計画的な実践研究を行い、その結果を公開すること。
6．各々の参加者によって作成される、全ての関係者の役割と責任について述べた明確な協定。
7．全ての参加者が継続的な管理、省察、共同のための会議（フォーラム）に参加できるという構造。
8．大学（または学部）の教員と P-12（初等・中等教育）の教員が機関を越えて公式の役割を果た
すこと。
9．専用の共有された資源と、公式の表彰や認証の構造。39）
これらの「9 つの本質」の 1.使命、2.教師教育の文化、3.専門性の開発、4.実践、5.実践研究は、
教職専門開発学校の目的や背景に関わる哲学的な部分であり、6.協定の明文化、7.自律的な会議、8.
既存の機関を越えた連携、9.資源と認証は教職専門開発学校の運営や手続きに関わる操作的な部分
である。それぞれの内容について全構成員の参加や共有に力点を置きながら述べている点が特徴的
である。
NBPDS の「9 つの本質」を NCATE とホームズ・グループの文章と比較すると次のような特徴が
見える。１）理想像ではなく最小限の共有される本質を述べている。２）目的や背景に関する本質
と運営や手続きに関する本質の両面を意図的に分けて主張している。３）子どもたちの学習につい
ての直接的な言及がない。４）発表経緯が自律的である。ただし３）については「教職の専門性と
その責任」という部分の解説の中で、
「教職専門開発学校の特徴を特定することに加えて、使命に関
する文章は二つの包括的な目標に焦点を当てる必要がある。教職専門職の進歩と p-12 の学習の改善
である。
（中略）教職専門開発学校は学校の共同体の中にいる全ての人々にとって偏見のない、公平
で公正な方法で実施されるもので、全ての子どもが学べるという教義が教職専門開発学校の活動の
必須条件となる。教職専門開発学校は、全ての子どもたちにとって安全で、子どもたちが学び、居
心地よく感じ、身体的、慣用的、知的に害のない環境を作り出さねばならない。
」40）という形で述
べられている。取り組みの成果が最終的には p-12 の子どもたちに還元されることは、教職専門開発
学校に限らず前提となっているために、
「9 つの本質」の中では大きく取り上げなかったのかもしれ
ない。
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4 つの時期と変化
ここで、これらの諸団体の活動と定義、宣言などをもとに、教職専門開発学校が提案された 1986
年から現在までを提言期、普及期、確立期、成熟期の 4 つの時期に区分し、それぞれの時期に教職
専門開発学校をめぐる関心がどこにあったのかを整理する。
１．提言期（1986 年から 1989 年）
ホームズ・グループにより教職専門開発学校が提案され、反論を受けながらも実践がスタートし
た時期であり、実践の形に注目が集まっていた。この時期をリードしていたのはホームズ・グルー
プのメンバー、つまり教員養成に関わっている大学の教授陣、特に研究大学の教授陣であった。
提言期には教職専門開発学校による理論と実践の融合という改革と、
実践の形が関心事であった。
中心になって支えている団体が研究大学中心のホームズ・グループであったこともあり、大学の側
がどう学校と連携をしていくか、教員養成の仕組みの二点が注目されていた。教員養成の仕組みの
中でも、大学院段階への引き上げが教職専門開発学校の提案の背景にあったことが議論の的となっ
た。賛成側には大学院での教育を実践的な教育、学習が行える期間であるととらえる意見があり、
一方、反対側には大学院での教育は時間的、金銭的コストの増大でありコストをかけられない層の
教職からの締め出しにつながるという論があった。また、教育学部が改革の中心になることで全体
が改善されるとする見方もあれば、教育学部が中心になって大学の改革を行うことは難しいという
見方もあった41）,42）,43）,44）。
また、定義や要素を見ると、教師志望者の教育と子どもたちの教育に焦点があわせられ、大学と
学校の互恵的な組織への変革、養成段階の臨床的な教育、変革についての研究、これらによって子
どもへの教授方略が変わるという道筋が示されている。普及期、確立期、成熟期と比較すると、大
学と学校が連携するという実践の形態が議論の中心だった。しかし、以降の時期につながるような
子どもたちの学習や教職専門に関する研究などの要素も既に提案の中に含まれていた。
２．普及期（1990 年から 2000 年）
『明日の学校』以降を普及期とする。提言が部分的に実現し、実践が発展していく中で、現実に即
した実践と提言の目指す理想とが一致せず、現実と理想の間で目指す姿を探していた時期である。
教職専門開発学校の実践はホームズ・グループの提言を引き受けて行われたものでもあったが、
全米教育改革ネットワーク（NNER）などの実績ある活動を支えとして実現していった。
普及期に中心的に教職専門開発学校を支えていたホームズ・グループの参加機関は全て大学であ
り、理事会も大学教授陣で占められていた。
『明日の学校』執筆陣やその準備段階の会議に公立学校
の教師や校長が参加した記録はあるものの、全体としては大学の側から学校との関係をつくってい
くという立場に立っている。また定義や要素を見ると、領域としては現職の教師の発達、教師志望
者の学習、子どもの学習の改善が中心となり、そのために互恵性、改革、研究、子どもの学習、学
習の共同体が注目されている。
提言期と比較すると、現職の教師の発達が視野に入り、逆に大学院段階の教育は強調されなくな
った。また、大学教員や学校の校長などの教職専門開発学校運営側を含めたすべての参加者が学ぶ
ことが目指され、学習の共同体という要素が入ってきた。
３．確立期（2001 年から 2007 年）
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2001 年の NCATE による教職専門開発学校スタンダードの公表以降を確立期とした。確立期は教職
専門開発学校の具体的な基準が明文化され、教職専門開発学校の全国化が進んだ時期であった。
Hainzieker(2018)はこの時期について「2001 年の NCATE の教職専門開発学校スタンダードの発表
と 2005 年の NAPDS の設立は、教職専門開発学校が教師教育の中で全国区の共通の実践となったこ
とを示していた。
」45）と述べている。全国組織である NCATE による外部からの評価可能な定義づ
けと、NAPDS という自律的な全国組織の発足という両面から教職専門開発学校という実践がフォ
ーマルな形で確立した時期であると考えられる。
これは 2000 年頃からアメリカの教育界を覆うスタ
ンダード化と説明責任の要求の流れと呼応していると考えられる。
NCATE の教職専門開発学校スタンダードの特徴として、ホームズ・グループの定義よりも組織
や運営に紙幅を割いていたことが挙げられる。
この時期に特徴的な教職専門開発学校をめぐる関心は、全国化に加えて、共同である。教職専門
開発学校の運営における大学と学校の対等な関係に注目している点が特徴であると考えられる。
４．成熟期（2008 年から）
2008 年の NAPDS による「9 つの本質」の発表以降を成熟期とした。成熟期は、多様な実践の中で自
律的に教職専門開発学校という概念を再構成し、それによって多様性を保ちつつ交流することが可能
となり、実践研究が発展した時期である。
確立期に目指されていた教職専門開発学校の全国的なネットワークは、NAPDS という形で実現した。
NAPDS の中で教職専門開発学校であるとはどういうことかについての議論が行われた結果、「9 つの本
質」が公表された。この「9 つの本質」がその後の教職専門開発学校の定義や研究、実践研究のテーマ
としてよく用いられていることから、「9 つの本質」の公表以降を成熟期とした。
成熟期には、この「9 つの本質」を足掛かりに、多様なバージョンの教職専門開発学校が運営されて
いる。規模、中心となる機関、中心メンバーの出身（研究者か学校教員か）、実習の扱い、連携機関が
大学か、学部か、プログラムか、また学校か、学校群か、学区かなど、様々な点で違いがある。「9 つの
本質」が運営の形態や手続きといった組織的な定義ではなく、最小限度の定義であったことから、様々
な形の教職専門開発学校が教職専門開発学校として活動をしていると考えられる。
またこの時期には実践研究の交流により、共通する課題と具体的な対応の共有や、時代の変化に応
じた概念と教職専門開発学校の接点についての議論が進められている。たとえば前者については、
2018 年度の NAPDS 大会では、教職専門開発学校のスタッフの雇用元、つまり大学が雇用するのか、
学区が雇用するのかという教職専門開発学校が共通して抱えやすい問題に関する実践上の工夫の発
表が複数あった。後者については「リーダーシップ」46）と教職専門開発学校の関係についての発表が
複数あった。これらの実践研究が大学と学校や学区の共同研究として行われていることもまた、成熟期
の特徴である。
このように、成熟期の教職専門開発学校は多様であるが、自律的に作成した定義である「９つの本質」
を共有することで交流が可能となり、実践研究の意義が高まった。この時期の教職専門開発学校をめぐ
る関心としては、教職専門開発学校の形態のバリエーション、共同の実践研究、自律が挙げられるだろ
う。
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結論と課題
教職専門開発学校をめぐる関心は大学院レベルでの教員養成と学校の連携、子どもの学習、互恵
性、探究、改革（提言期）
、学習の共同体、大学教員も含めた教師全体の発達（普及期）
、全国化、
対等な関係、共同（確立期）
、形態のバリエーション、共同の実践研究、自律（成熟期）と変遷して
きたことが明らかになった。
子どもの学習の向上が最終的なねらいであること、それが多様性を認め公平性を追求する中で起
こることについてはどの時期にも重視されていた。
参加者間の互恵性への言及もどの時期にも見られたが、提言期には大学と学校の関係だったもの
が、確立期以降は学区や他学部、国家レベルの政策決定、また家庭や地域などを支援的な参加者と
して想定していて、参加者の枠が広がっていた。枠が広がっただけではなく、参加者間の関係もよ
り深くなっていった。提言期には互恵性として描かれていたが、普及期には相互依存的な関係とし
て描かれ、また参加者が役割を交換することも述べられていた。さらに確立期以降は参加者間の同
格性が強調され、特に成熟期には明文化された協定によって参加者が同格の立場で教職専門学校の
運営にあたることが必須だとされた。成熟期には参加者の役割の交換だけでなく、役割そのものが
既存の機関を越えたところにあることが示されていた。
探究に関しては提言期から言及はあったものの、普及期に学習の共同体の概念が導入されて、教
師や教師教育者もまた学ぶという構造が明確になった。学習の共同体の概念は、前述の子どもの学
習と参加者間の関係にも関わる概念である。さらに確立期にはスタンダードの役割の一つとして研
究のための共通理解を作ることが挙げられ、成熟期には実践研究への参加が必須とされるなど、探
究の側面も次第に深まった行ったことが分かる。
改革の面では、提言期からずっと新しい形への挑戦、マニュアル化しないことがテーマになって
いた。それに加えて、普及期には実践の普及という形で改革が進み、確立期にはスタンダードの策
定という新しい形が生まれ、成熟期には新しい形に挑戦しながらもそれまでの教職専門開発学校の
抱えてきた問題やそれに対応する工夫を共有し、共通の問題の解決を図る動きが出てきた。
連携のフォーマルな形態は提言期には強調されたが、その後はあまり注目されなかった。教職専
門開発学校が実際に活動を進めていく中で、当初ホームズ・グループが意図していた大学院レベル
での教員養成を含む教師教育全体の改革の一つであるという関係が前面に出なくなった。
たとえば、
大学院段階での教育と結びつけた定義はなされていない。実践が進むにつれ、大学の教員養成全体
の中の一プログラムであるなど、オルタナティブなものとして位置付き、多様性が増したからだと
考えられる。さらに各教職専門開発学校で形態が異なっていて、単独の学校との連携なのか、学区
との連携なのか、専任のスタッフが学区から参加しているかどうかなどの様々な違いがあることか
ら、連携の形態については重視されなくなっていった様子がうかがえる。
さらに教職専門開発学校の運動を進める主体が変化していった。研究大学の学部長から始まった
改革に、次第に実践者や教師の代表団体などの他団体が参加するようになり、成熟期には実践者に
よる自律的な組織が運動の中心となった。
これらの動きをまとめ、表 3 として示した。
この結果から、日本の教職大学院の制度をこれらの関心の観点からみることで、教師教育の高度化
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をさらに進められる可能性があるという示唆が得られた。特に参加者間の同格性や機関の枠を超えた
役割については、専門職大学院という形をとっているために踏み込むことが難しいが、個々の実践の中
では参加者間の互恵的な関係が存在する可能性があり、今後検証していきたい。
表 3 教職専門開発学校の定義から見る関心の推移（ホームズ・グループの提言、NCATE のスタン
ダード、NAPDS の活動より）

オレンジの図はそれぞれの概念の大きさの変化を示す。

最後に、その他の残された課題を二点記す。
まず、検討した定義などの少なさである。本稿では教職専門開発学校をめぐる関心について、教職
専門開発学校を中心的に支援してきた 3 つの団体の文章を取り上げて検討した。しかし、教職専門開
発学校という名前ではなく別の名称で学校と大学の連携を提案、実践してきた人や団体は他にもあり、
それらの人や団体の提案と実践も現在の教職専門開発学校に影響を与えている。たとえば、思想的背
景となっているデューイの実験学校、提言期にカーネギーのタスク・フォースが『備えある国家』の中で
提案した臨床学校、提言期の前から大学と学校の連携を進めていた全米教育再生ネットワーク（NNER）
のパートナー・スクールの実践、NNER を率いたグッドラッドによる教師教育についての 20 の前提、提言
期と普及期のアメリカ教員連盟（AFT）による教職専門実践学校の提案などが挙げられる。これらの一
部は確立期に NCATE のスタンダードに含みこまれる形で教職専門開発学校という名称で呼ばれるよう
になった。また、グッドラッドの下でまたは影響を受けて学校改革に取り組んだ経験を持つ教職専門開
発学校の参加者も多い。2019 年には NAPDS の発行する雑誌の中で、グッドラッドの思想と NNER の実
践を NAPDS とその「9 つの本質」に関連付けた特集も組まれている。本稿で設定した 4 つの時期区分
に沿って、教職専門開発学校という名称ではない名称で提案、実践されてきた大学と学校の連携につ
いても定義などを検討する必要がある。
二点目に、実際の実践の変化を追えていないことである。本稿では定義などの文章と団体の性質か
ら時期区分を行った。しかし、実際の実践の変化は記述できなかった。実践がどのように増減し、また変
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質していったのかを並行して検討する必要がある。また教職専門開発学校の制度そのものの変化だけ
でなく、そこで行われている実践研究の変化も分析する必要がある。
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小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための
教授用資料の制作
小 林 祐 紀＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Production of Teaching Materials to Support the Implementation of Programming Education at
Elementary School
Yuki KOBAYASHI

キーワード：小学校，プログラミング教育，教授用資料，制作

本研究の目的は，小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作することである。9 名の
実践者及び 1 名の指導助言者を選定し，協力を得て，41 頁から構成される教授用資料を制作した。41 頁の具体的内容
として，教授用資料の制作意図や使用方法を示した「はじめに」，プログラミングの授業設計について解説した「プログラミ
ング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」，各学年の「実践例」，プログラミングの用語の解説やプログラミング教
材を紹介した「用語と教材」の 4 つとなっている。最も頁数の多い「実践例」では，第 1 学年～第 6 学年までの全ての学年
に対応した実践例を掲載している。また，コンピュータを用いない実践例を掲載している点が特徴である。制作した教授
用資料は印刷し，無償で提供するだけではなく，ウェブサイトから pdf ファイルを自由にダウンロードして使用できる環境を
整えている。

はじめに
2020 年度より小学校プログラミング教育が必修化を迎える。大多数の小学校教員にとって，プロ
グラミングの経験はなく戸惑いが予想されていることから，円滑な実施を支援するための種々の取
組が始まっている。
例えば，文部科学省・総務省・経済産業省は連携して未来の学びコンソーシアムを立ち上げ，小
学校プログラミング教育に関する多様な情報を共有するためのポータルサイトを運用している（未
来の学びコンソーシアム 2018）。ポータルサイト内では，小学校プログラミング教育の実践例が A

――――――――
*茨城大学教育学部
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分類～F 分類に分けて紹介されている。徐々に充実してきているとはいえ，すべての学年における
実践例が示されているわけではなく，未だ充実しているとは言い切れない。
他の取組として，文部科学省は小学校プログラミング教育の導入の経緯やねらい，プログラミン
グを取り入れた授業の考え方，具体的な実践例等をしめした小学校プログラミング教育の手引きを
提供している（文部科学省 2018a，2018b）。小学校プログラミング教育の手引きは，これまでに
小学校学習指導要領（文部科学省 2017）や小学校学習指導要領解説（文部科学省 2018c）に示さ
れてきたプログラミング教育に関する情報を改めて整理し，分かりやすくまとめていることが特徴
的である。したがって，新たに実践例が追記され多様な実践例が提供されているわけではない。
また，小学校プログラミング教育の円滑な実施に向けて教育委員会及び各学校が参考にできる実
施工程表が示されている（未来の学びコンソーシアム 2018）。これによると，2019 年度秋には各
学校において，2020 年度の学習指導要領全面実施に向けて，プログラミングの授業をどの学年，ど
の教科において，どのような内容を実施していくのか検討することが求められている。したがって，
小学校プログラミングの授業を検討し実践するためには，これまでに概観したようなすでに提供さ
れている情報に加え，具体的な実践例や授業設計に関する知見の提供が急務といえる。

研究目的
本研究の目的は，小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作す
ることである。なお，制作する教授用資料は，最終的に無償で提供することを予定している。

制作方針
小学校プログラミング教育の教授用資料を制作するにあたり，以下のような 3 つの方針を立てた。
① 教員歴や ICT 活用歴に関係なく，どのような教員であっても実践する際に役立つことを目指す。
② 算数科・理科を中心に第 1 学年から第 6 学年までの全学年の事例を掲載する。
③ プログラミングの授業に関する授業設計の基本的事項が理解できるように配慮する。
①について，プログラミング教育の第一義的目標であるプログラミング的思考は，情報活用能力の一
部と位置づけられている（文部科学省 2017）。また，小学校学習指導要領総則において，情報活用能
力は学習の基盤となる資質・能力として位置づけられている。したがって，プログラミング教育は，一部
のコンピュータに堪能な教員が実施すればよいのではなく，すべての教員が実施していくことが求めら
れている。
そこで，教員歴や ICT 活用歴に関係なくすべての教員がプログラミングの授業を実施するためには，
専門用語を多用し，プログラミングに関する高度な内容を盛り込んだ実践例ではなく，どのような教員で
あっても取り組むことができそうだと感じられる内容が必要だと考えた。
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②について，①に関連して，小学校学習指導要領総則にプログラミング教育について述べられてい
る以上，例示されている第 5 学年算数科や第 6 学年理科だけではなく，すべての学年における実践例
が必要であると考えた。その際，小学校学習指導要領に例示された教科と同じ教科を中心に掲載する
ことで，各学校の実施計画が立案しやすくなると考えた。
③について，最終的に教員自らがプログラミングの授業を開発するためには，実践例を充実させるだ
けでは不十分と考えた。授業を開発する際には，授業設計における留意点や児童の思考についての
理解が欠かせない。そこで，実践例を充実させると共に，授業設計の基本的な事項が理解できるように
配慮することが必要であると考えた。

制作手順
教授用資料の制作にあたり，以下に示す手順で進めることとした。
1）実践者及び助言者を決定する
小学校プログラミング教育は，これまでにない新しい取組であるしたがって，制作の中心的な役
割を担う筆者と頻繁に連絡が取れるだけではなく，授業づくりについて綿密打合せが必要である。
そこで，物理的な距離が遠い教員ではなく，容易に集まりやすい茨城県内の教員を対象に選定する。
また，小学校教員にプログラミングの経験者を見出すことは困難である。したがって，小学校プ
ログラミング教育に関心があり，個人研究を推進していたり，学校研究として取り組む学校に勤務
している教員を対象にする。また，これまでの教員歴や研究主任といった授業設計に関する授業力
量及び担当学年について考慮して選定し，最終的には所属校の学校長の承諾を得て実践者を確定さ
せた。9 名の各実践者のプロフィール（2018 年度当時）を以下に示す。
A 教諭：N 市立 Y 小学校教諭，男性，教員歴 6 年，校内情報教育担当者，情報教育と算数科につい
て主に研究している。N 市の小学校プログラミング教育に関する研究協力教員である。これまでに
取り組んだプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されている。学会・研究会等において小学校
プログラミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
B 教諭：N 市立 Y 小学校教諭，女性，教員歴 16 年，校内情報教育担当者，2018 年度内地留学制度を
利用し，小学校プログラミング教育について研究していた。N 市の小学校プログラミング教育に関
する研究協力教員である。これまでに取り組んだプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されて
いる。学会・研究会等において小学校プログラミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
C 教諭：国立大学法人教育学部附属小学校教諭，男性，教員歴 8 年，校内情報教育担当者，情報教
育（特にプログラミング教育）と理科について主に研究している。
D 教諭：T 市立 K 義務教育学校教諭，女性，教員歴 4 年，校内プログラミング教育担当者，前任校
において自治体のプログラミング教育モデルとして，多くの授業を開発及び実践し，その成果を学
会・研究会等で発表している。取組は大手メディアにも取り上げられたり，書籍や雑誌に収録され
ている。
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E 教諭：N 市立 S 小学校教諭，女性，教員歴 17 年，2016 年度内地留学制度を利用し，算数科の学習
指導について研究していた。県教育委員会及び公益財団法人日本教育公務員弘済会茨城支部が主催
する「教育に関する研究論文」において 2018 年度最優秀賞を受賞している。
F 教諭：国立大学法人教育学部附属小学校教諭，男性，教員歴 12 年，研究主任，情報教育（特にタ
ブレット端末の活用及びプログラミング教育）と音楽について研究している。これまでに取り組ん
だプログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されている。学会・研究会等において小学校プログラ
ミング教育に関する実践研究の成果を発表している。
G 教諭：T 市立 S 小学校教諭，女性，教員歴 7 年，研究主任，前任校において自治体の ICT 活用推
進教員として，プログラミングを含む多くの ICT を活用した授業を開発及び実践し，その成果を各
地の研究会，セミナー等で発表している。また，プログラミングの授業が書籍や雑誌に収録されて
いる。
H 教諭：K 市立 S 小学校教諭，男性，教員歴 13 年，研究主任，現任校において自治体の ICT 活用推
進教員として，プログラミングを含む多くの ICT を活用した授業を開発及び実践し，その成果を各
地の研究会，セミナー等で発表している。2016 年度及び 2017 年度にパナソニック教育財団の特別
研究指定校として，タブレット端末等を活用した教育実践を開発し，その際中心的な役割を果たし
ている。
I 教諭：N 市立 N 小学校教諭，男性，教員歴 21 年，算数について長年研究している。算数科におけ
る学習指導及び内容研究の成果について，その成果を全国組織の研究会等で発表している。
また，指導助言者については，算数科に関するの授業が多く想定されていることから，長年算数
科の学習指導を実践研究してきた J 氏とする。氏は，教諭経験だけではなく，茨城県内自治体の指
導主事も務めた経験もあり，他教科の指導助言も含めて適任であると判断した。
2）実践内容を決定する
9 名の実践者と共に具体的な授業構想（実施学年・教科・学習内容等）を議論する場を設定する。
実践内容及び指導案については，メーリングリスト等を用いて適宜指導助言を実施した。また指導
助言にあたっては，筆者だけではなく，助言者である U 氏も積極的に加わるよう依頼した。
また，実践内容についてはコンピュータを用いない（学習活動としてプログラミングを取り入れ
ない）授業についても掲載することにした（小林・兼宗 2017，小林ほか 2018）。プログラミング
的思考をより具体化し，コンピュータを用いない授業を実施することで，従来の授業とプログラミ
ングとのつながりが理解しやすく，授業イメージの獲得につながりやすくなると考えられている
（黒上・堀田 2017）。
3）教授用資料への記載事項を検討し，事例及び授業設計に関する解説等を執筆する
教授用資料への記載事項の検討は，3）とほぼ同時並行して実践者と議論を進める。定めた方針
を念頭に，最終的な記載事項を決定する。見やすさを考慮して事例は 1 事例あたり 2 頁構成とし，
「授業タイトル」「単元名」「単元計画」「使用したプログラミング教材」「準備物」「本時の目
標」「授業の概要」「指導略案」「板書例」「指導譲歩ポイント」「実践のまとめ」の 11 項目か
ら構成される紙面とする。
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また，J 氏においては授業設計について解説する頁を担うことととする。さらに，教授用資料の
制作意図や使用方法を示した内容やプログラミングに関する用語やプログラミング教材の紹介を
を執筆して教授用資料の全体構成とする。

制作した教授用資料の内容
41 頁から構成される教授用資料を制作した。内容に関して，教授用資料の制作意図や使用方法を
示した「はじめに」（1 頁），プログラミングを学習活動として取り入れた授業が多く想定されて
いる算数科に特化し，その授業設計について解説した「プログラミング教育を取り入れた算数科授
業づくりについて」（2 頁），各学年の「実践例」（36 頁），教授用資料内で使用されているプロ
グラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した「用語と教材」（2 頁）の 4 つから構成
されている（括弧内は当該頁数）。以下，「実践例」「プログラミング教育を取り入れた算数科授
業づくりについて」「用語と教材」について内容を詳述する。
・学年別「実践例」
小学校プログラミング教育については，小学校学習指導要領において総則に記載されていること
から，すべての学年において実践例が掲載されることが望ましいと考えた。そこで，第 1 学年～第
6 学年まで全ての学年における実践例を開発し掲載することにした。具体的には，第 1 学年 1 事例
（算数），第 2 学年 2 事例（算数・生活），第 3 学年 3 事例（理科・算数），第 4 学年 3 事例（算
数・総合的な学習の時間・日常的な取組），第 5 学年 3 事例（算数），第 6 学年 6 事例（理科・算
数）である。実践例は，見開き 2 頁で構成されている（図 1）。読者の読みやすさを優先し，プロ
グラミングの授業に関心を持ってもらうことを意図したためである。

図 1 見開き 2 頁で構成した実践例
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左頁上段は授業における基本的な情報が掲載されている。授業内容が一目で理解されやすいよう
タイトルを大きく記載することとした。また，単元名や本時が単元のどこに位置付くのかを示す単
元計画を示した。さらに，使用するプログラミング教材や準備物を画像等を用いて明示することで，
追実践されやすいように配慮した（図 2）。

図 2 第 6 学年算数における当該箇所の例
次いで左頁中段には「本時で達成したい目標」を記載した。「本時で達成したい目標」は原則 2
つの観点から記述している。1 つは各教科の目標である。もう 1 つはプログラミング的思考に関す
る目標である。プログラミング的思考は「自分が意図する一連の活動を実現するために，どのよう
な動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせたらいい
のか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか，といったこと
を論理的に考えていく力 」と定義されており（文部科学省 2016），実際にプログラミングに取り
組む際の手続きを強く意識していることが読み取れる。しかし，この定義のままでは各授業の目標
に設定することは難しい。そこで，プログラミング的思考を具体的に捉え直し，プログラミング的
思考に関する目標を記載した。これにより，今後プログラミングの授業を初めて実践しようとする
教員にとって，学習目標を立てる際の参考になると考えられる。
左頁中段には，
「授業の概要」を記載した。本時の授業がどのような内容であるかだけではなく，
授業展開の中でどのような児童の姿が見られたのか等について，具体的な事実をもとにして記載す
るようにした。
左頁下段には「本時の展開」として略案を記載した（図 3）。活動内容及び指導上の留意点が記
載されている。学習活動に特定の印を付し，「指導上のポイント」として右頁に詳細な情報を記載
している。
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図 3 第 6 学年算数科における「本時の展開」の例
右頁上段には「板書例」を示した（図 4）。板書は教師の学習に関する指導力として，今もって
なお問われることの多いものである。また，小学校プログラミング教育はこれまでにない新しい取
組である。したがって，どのような内容について，どのように板書し授業を展開していくのかに関
する情報は不可欠であると考えた。これにより，今後授業を実践しようとする教員は板書計画を立
案しやすくなり，授業に臨む際の準備も容易になると考えられる。

図 4 第 4 学年算数科における「板書」の例
右頁中段には，左頁下段の「本時の展開」の中で，中心となる学習活動に関する詳細な情報を記
載した（図 5）。文章による解説だけではなく，学習活動が想像できる写真や児童のノート等が掲
載されている。これにより，今後授業を実践しようとする教員は授業のイメージを持ちやすくなる
と考えられる。
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プログラミング教育を取り入れた
算数科授業づくりについて

臼井 英成 （鹿嶋市立中野東小学校 教頭）

2020年度から，小学校ではいよいよプログラミング教育が全面実施となります。プログラミング教育を
どのように実践していけばよいのか，現在手さぐりの状態の先生方も多数おられるのではないかと思いま
す。そこで，本項では，プログラミング教育を算数科の授業に取り入れるにあたり，授業づくりのポイン
トについて考えていきます。

1 プログラミング教育のねらい
2017年告示の小学校学習指導要領〔第１章

総則

第３の１の（３）
〕では，各教科等の特質に応じて，

計画的に実施することとして，

図 5 第 1 学年算数科における「指導上のポイントの例」

児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を
身に付けるための学習活動

最後に，右頁下段には「まとめ」として，実践の成果を具体的な児童の振り返りや観察記録から
と示しています。
「児童がプログラミングを体験しながら」とあるように，学習指導要領では，児童がコ

言及したり，本時がどのように次の授業につながっていくのか等について記載した。
ンピュータを用いて，プログラミングを体験することを求めています。
そして，プログラミング教育のねらいとして，
（１）
「プログラミング的思考」を育むこと

・「プログラミング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」
（２）コンピュータのよさを知り，主体的に活用する態度を育むこと

ここでは，プログラミングを学習活動として取り入れた授業が多く想定されている算数科に特化
（３）教科の学びを深めること
としています。
し，その授業設計について解説している。解説は，長年公立・国立学校教諭として算数科の学習指

導を実践研究してきた J 氏が担った。

2 算数科授業づくりのポイント
学習指導要領をもとに，プログラミング教育のねらいを再確認した後，プログラミング教育の手
プログラミング教育のねらいと算数科の教科の目標達成を目指した授業を構想するために，小学校学習

引き（第一版）（文部科学省 2018）に記載されている授業におけるプログラミング的思考のプロ
指導要領に例示されている第５学年

正三角形の作図の事例とプログラミング的思考を表した図（
「プロ

セスを具体的な算数の事例と関連づけて図示し解説している（図
6）。
グラミング教育の手引［第一版］p.13」
）とを関連づけて，上記の（１）
〜
（３）のねらいに沿って，授業
づくりのポイントを探ってみましょう。

❶ 問題を見いだす
●

❷
●

意図した一連の
活動の実現
（学習課題）
正三角形をかく

プログラミング的思考

必要な動きを
分けて考える
●辺の長さが全て等しい
●角の大きさが全て
等しい

動きに対応した
命令（記号）にする
●長さ 100 進む
●右に 120 度曲がる

組み合わせる

❸
●

●順番をどうするか
●３回繰り返す

問題の解決
正三角形をかく
ことができた

試行錯誤しながら継続的に改善する
●大きさが異なる正三角形にするにはどこを変えればいいかな
●右に

60 度だと思ったら，違っていた。どうしてかな

●数値を変えたらどうなるかな
●同じことを繰り返しているな

●正多角形の作図には，

かくための手順があるんだ

●他の正多角形もかいてみたいな
●右に何度にすればいいかな
●正十二角形だと画面からはみだし

ちゃうよ。どうしたらいいのかな

既習の知識・技能等の活用
●正三角形の意味や性質

簡単に正確な図をかくことができた
●もっとコンピュータを使ってみたいな

●図形を構成する要素
●辺どうしの位置関係

など

正三角形の作図とプログラミング的思考との関連
02

図 6 算数科におけるプログラミング的思考と授業内容との関連
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想定される学習内容，児童の意識，既習の学習内容との関連について詳細に示されている。また，
この図をもとにして，授業づくりのポイントを具体的に解説している。例えば，「コンピュータの
よさを知り，主体的に活用する態度を育むために」については以下のように授業実施の際のポイン
トを解説している。
図の※のように，コンピュータを用いることで，「問題解決には必要な手順があること」「コンピュータ
であれば容易にできて手間がかからないこと」とよさを感じたり，「もっとコンピュータを用いたい」と意
欲を喚起したりすることができます。そのためには，児童が，「今までは時間がかかったり，上手にできな

知っておきたい！ プログラミン

かったりしたことが，コンピュータを用いることで簡単にできた」といった体験をすることが大切です。

用語と教材

プログラミング関連用語
算数の授業において児童が主体的にプログラミングに取り組むことを経験している教員は極め
アプリケーション（アプリ）

パソコンやタブレットなどで動く，ある特定の作業を
て少ないと想定される。そこで，上記のようなプログラミングに取り組む良さを認識させたり，学

するために使用するソフトウェアのことです。表やグ
ラフを書いたり，ゲームができたりするものなどがあ
ります。WordやExcelなどもアプリにあたります。

習意欲を喚起させたりするためのポイントを示した。

このような授業設計についての解説を掲載することで，実践例では示すことができない授業設計

条件分岐

プログラミ
満たす場合
の処理がこ
て奇数が出
定する処理
を使います

アルゴリズム（処理手順）

コンピュータにあることをさせたいときに，どのよう
に基本的な考え方やどの授業にも共通するポイントの理解につながると考えられる。
な命令をどのような順番で実行するかの手順のことで
す。例えば，人がいなくなったら自動的に電気を消す
動作をコンピュータにさせるための手順がアルゴリズ
ムです。

・「用語と教材」

アンプラグド

ステージ（

専門的な用語とプログラミング教材について解説している。例えば「アルゴリズム（処理手順）」

画面の右（
がステージ
こに表示さ

では以下にように解説している。

的な考え方である命令実行の手順，条件によって処理
方法を変える，繰り返し実行させるなどの方法を学習
します。PCの電源プラグを使用しない（＝PCやタブ
レットなどを動かさない，使わない）という意味です。
例えば，「ルビィのぼうけん」などの本を題材に学習
することは「アンプラグドなプログラミング学習」と
いえます。

スプライト（

コード

プログラミ
組み合わせ

教授用資料内で使用されているプログラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した
コンピュータを使用しないで，プログラミングの基本

コンピュータにあることをさせたいときに，どのような命令をどのような順番で実行するかの手順のことで

人間がコンピュータに命令して動かすために記述した
す。例えば，人がいなくなったら自動的に電気を消す動作をコンピュータにさせるための手順がアルゴリズ

記号や文字のことで，ソースコードともいいます。コ
ードを書くことをコーディングといい，人間とコンピ
ュータを媒介する手段です。例えば，Scratchのこれ
です。

ムです。

また，プログラミング教材としての使用が広く想定され「実践例」においても実際に使用してい
た Scratch のプログラムを示しながら解説している以下のような用語もある。実際のプログラムを
シーケンス（順序処理）

プログラミングの基本的考え方の１つで，コンピュー
タに命令してある処理をしたいときに，命令の順番を
考えて順序良く処理させる手順のことです。例えば，
正方形をかかせたいときに手順を考えて実行すること
と同じ思考方法です。以下はScratchでの一例です。

示すことで用語の理解がされやすくなると考えた。
シーケンス(順序処理)

キャラクタ
ることがで

スクリプト（

デバッグ

プログラム

バグ

プログラム
す不具合の
プログラム

ビジュアルプ

プログラミ
パーツなど
例えば，Sc
ります。

フィジカルプ

したいときに，命令の順番を考えて順序良く処理させる手順のことです。例え

パーツやブ
ラムを作成
例えば，コ
これにあた

ば，正方形をかかせたいときに手順を考えて実行することと同じ思考方法です。

プログラミン

プログラミングの基本的考え方の 1 つで，コンピュー タに命令してある処理を

人間がコン
ラムを書く
のがテキス
などがあり
ビジュアル
グラミンな

以下は Scratch での一例です。

40
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プログラミング教材について，コンピュータやタブレット端末の画面上で操作する体験するビジ
ュアル型プログラミング言語として，プログラミン，Hour of Code，Viscuit，Scratch，Pyonkee，
Swift Playgrounds の 6 種類について紹介している。これらは全て無償で利用できる点が特徴であ
る。また，基盤やロボットを使用した教材として，アーテックロボ，LEGO マインドストーム EV3，
LEGO WeDo2.0，micro:bit，MESH，Raspberry Pi，Sphero SPRK+の 7 種類を紹介している。「実践
例」では使用していないものも含めることで，今後実践しようとする教員自身が様々な教材がある
ことに気付き，体験する機会につながることを期待している。

おわりに
本研究は小学校プログラミング教育の円滑な実施を支援するための教授用資料を制作すること
を目的とした。研究の結果，41 頁から構成される教授用資料を制作することができた。41 頁の具
体的内容は，教授用資料の制作意図や使用方法を示した「はじめに」（1 頁），プログラミングの
授業設計について解説した
「プログラミング教育を取り入れた算数科授業づくりについて」
（2 頁）
，
各学年の「実践例」（36 頁），プログラミングの用語の解説やプログラミング教材を紹介した「用
語と教材」（2 頁）の 4 つである。最も頁数の多い「実践例」では，第 1 学年～第 6 学年までの全
ての学年に対応した実践例を掲載している。また，コンピュータを用いない実践例を掲載している
点が特徴である。制作した教授用資料は印刷し，無償で提供するだけではなく，ウェブサイトから
pdf ファイルをダウンロードして自由に使用できる環境を整えている。
今後の展望として，新版の教科書の採択状況が 2019 年度秋以降に明らかになるため，新版教科
書に記載されたプログラミングに該当する学習内容に準拠する形で教授用資料を作成することが
求められる。主たる教材である教科書をもとにした教授用資料の作成により，小学校プログラミン
グ教育のさらなる円滑な実施につながることが期待できる。

付記
本研究は，大日本図書株式会社との共同研究（研究題目「小学校プログラミングに関わる授業開
発」）の成果である。制作した教授用資料は，以下よりダウンロード可能である。
https://www.dainippon-tosho.co.jp/newsletter/detail.php?id=244

謝辞
本研究を遂行するにあたり，多くの小学校教員の協力を得た。特に，プログラミングの授業を開
発し，実施していただいた教員及び指導助言者に深謝します。
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道徳教育におけるいじめの問題の対応
―― 「問題解決的な学習」のプロセスと実施上の課題――
宮 本 浩 紀＊
(2019 年 10 月 23 日受理)

Strategy of Anti-Bullying for Moral Education: Processes and Tasks of “Problem Based Learning”
Hiroki MIYAMOTO

キーワード：「特別の教科 道徳」、いじめ、「考え、議論する道徳」、問題解決的な学習、生徒指導提要

本稿の目的は、道徳教育におけるいじめ問題対策の枠組み及びその変化について探究するべく、学習指導要領に記載
された内容について考察を行うものである。具体的な方法としては、次の三点があげられる。第一に、2008 年版学習指導
要領（及びその解説）と 2015 年版学習指導要領（及びその解説）の記載内容を比較することで、いじめの防止に資する道
徳教育を行うという新たな枠組みがいかなる経緯で提示されたのか明らかにする。第二に、道徳教育の新たな枠組みに
おいて示された「問題解決的な学習」の具体的な学習プロセスについて把握することで、「特別の教科 道徳（道徳科）」に
おいていじめの問題を扱う際の留意点と課題について明らかにする。第三に、道徳教育の指導内容である内容項目にお
いていじめの問題がどのように扱われているか分析することで、「問題解決的な学習」の実践過程について明らかにする。
本稿における考察の結果、「問題解決的な学習」の成立には、①人間一般に認められる肯定的な性向に加えて否定的な
性向も取り上げる必要のあること、②いじめ行為を生じさせる環境要因にも注目する必要のあること、以上が確認された。

1. 道徳教育におけるいじめ問題対策の枠組み
(1) 2008 年版指導要領の枠組み
現在、道徳教育はいじめ問題対策の中心的な役割を担うことが期待されている。文部科学省の施
策を辿ると、その直接の契機は 2015（平成 27）年における学校教育法施行規則の改正によって新設
された「特別の教科 道徳（以下、
「道徳科」
）
」に認められる。いじめの問題に関しては、国、地方
自治体、教育委員会による総合的な対策策定の下、学校全体をあげて精力的な取り組みが目指され
ているものの、現状その認知件数は増加の一途を辿っている 1)。もっとも、長期的にみるならば、
――――――――
*茨城大学教育学部
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いじめの件数自体は減少傾向にあったことがうかがえる 2)。1985 年度の 7 か月間に報告された約 15
万 5 千件は、翌 1986 年度には 1 年間で約 5 万 3 千件に、2005 年度には約 2 万件にまで減少してい
た。いじめの定義が変更された 2006 年度に再び約 12 万 5 千件にまで上昇するものの、それ以降、
2008 年にいじめの報告の対象が発生件数から認知件数へと変更されてもなお 2011 年度まで減少傾
向がみられたわけである。そのような状況に変化を生じさせたのは、2011（平成 24）年 7 月に滋賀
県大津市で起こったいじめ事件（及びそれをきっかけに生じた中学二年生男子生徒による自殺 3））
であった。このいじめ事件を契機として、2012（平成 25）年 2 月に教育再生実行会議（第二次安倍
内閣）の第 1 次提言として、
「社会総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整
備する法律の制定が必要」との認識が示され、同年 6 月における「いじめ防止対策推進法」の公布
に結びついた経緯がある。2015 年における中学校学習指導要領一部改訂（以下、
「指導要領」と記
す）は、このような経緯の下、道徳教育におけるいじめの問題への対策実施を明記したものである。
もっとも、従来より道徳教育といじめの問題の間の結びつきが皆無であったわけではない。2008
年に改訂された指導要領にはその言葉が用いられていないとはいえ、
同中学校学習指導要領解説
（以
下、
「指導要領解説」と記す）道徳編には、以下のような記載がなされている。
社会における情報化が急速に進展する中，インターネット上の『掲示板』への書き込みによる
誹謗中傷やいじめといった情報化の影の部分に対応するため，発達の段階に応じて情報モラル
を取り扱う 4)。
…生命に対する畏敬の念に根ざした人間尊重の精神を培うことによって，人間の生命が，あら
ゆる生命との関係や調和の中で存在し生かされていることを自覚できる。そして更に，生命あ
るものすべてに対する感謝の心や思いやりの心をはぐくみ，より深く自己を見つめながら，人
間としての在り方や生き方の自覚を深めていくことができる。子どもの自殺やいじめにかかわ
る問題，環境の問題などを考えるとき，このことが一層重要になる 5)。
このように、道徳教育の目標や各内容項目に関する説明の中で「いじめ」という言葉が用いられ
るなど、2008 年版指導要領においても道徳教育といじめの問題は関連付けられていたことが認めら
れる。だが、両者の間に関連づけがなされていた一方、あくまでもその中心となる目的・目標は生
徒の有する肯定的な性向を高めることに置かれていたといえる。そのことは、例えば 2008 年版指導
要領解説において道徳教育の目標を論じた中で、
「学校における道徳教育は，豊かな心をはぐくみ，
人間としての生き方の自覚を促し，道徳性を育成することをねらいとする教育活動であり，社会の
変化に主体的に対応して生きていくことができる人間を育成する上で重要な役割をもっている 6)」
と記されていることに認められる。ここでは、道徳教育の目標を述べるために「豊かな心」や「人
間としての生き方の自覚」などといった表現が用いられている一方、
「いじめ」を構成する悪口や暴
力といった他者危害行為については直接言及されていない。このことは、2008 年時点での道徳教育
におけるいじめ問題対策の枠組みを示しているといえる。
すなわち、
その時点における道徳教育は、
「豊かな心」をはぐくむことや「人間としての在り方や生き方の自覚を深めること」によって間接
的にいじめの問題への対策が成し遂げられるという枠組みを有していたわけである。
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(2) 2015 年版指導要領で示された新たな枠組み
2015 年版指導要領ではこのような枠組みに大きな変更が加えられた。同指導要領解説（特別の教
科 道徳編）には、指導要領の改訂及び道徳科新設の議論は、いじめの問題への対応の必要性に鑑み
てなされたことが明記されている 7)。具体的な内容としては、そのうちの「道徳教育に関する配慮
事項」に記された次の記載があげられる。
学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに，職場体験活動やボランティア活動，自然体
験活動，地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また，道徳教育の指導内容が，
生徒の日常生活に生かされるようにすること。その際，いじめの防止や安全の確保等にも資す
ることとなるよう留意すること 8)。
この引用箇所の特徴は、従来の枠組みと異なり、道徳教育の指導内容として「いじめの防止」があ
げられたことにある。
「道徳教育の指導内容が…いじめの防止…にも資することとなるよう留意す
ること」という記載内容には読み取っておくべき点が複数含まれている。ここではとくに以下の二
点をあげておきたい。
第一に、
「にも」という表現は、本来（あるいは従来）道徳教育が担っている（きた）目的・目標・
指導内容として特定の事柄があることを前提とした上で、それに加えていじめの防止等が追加され
たことを意味している。今般の改訂で新たに「いじめの防止」が追加されたということは、2008 年
版指導要領において記されていた道徳教育といじめの問題の関係づけのみでは不十分な対応しかで
きていないという課題が認められたことを示しているものと推察される。そうである以上、2008 年
版指導要領に示された道徳教育の指導内容・指導方法のうち具体的にどの点を変える必要があるの
かについて把握する必要がある。
第二に、
「いじめの防止…にも資することとなるよう留意すること」という表現が「道徳教育に関
する配慮事項」として示されたことの意味を考える必要がある。教職員は、道徳教育の指導の結果
として偶発的にいじめの防止に資することを目指すのではなく、いじめの防止に資する道徳教育を
あらかじめ構想し実践することが求められているわけである。そのため、第一と同様、指導内容・
指導方法をどのように改めて、いじめの防止に資する道徳教育を行うのかについて把握する必要が
ある。
(3) いじめの防止に資する道徳教育を実施する上での論点整理
これらの疑問点をもって指導要領及び指導要領解説の内容を検討すると、
「考える道徳」
、
「議論す
る道徳」
（以下、
「考え、議論する道徳」と記す）という新たな指導方法が示されたことが注目され
る。少し長いが該当箇所を引用したい。
今回の改正は，いじめの問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえた体系的なものと
する観点からの内容の改善，問題解決的な学習を取り入れるなどの指導方法の工夫を図ること
などを示したものである。このことにより，
「特定の価値観を押し付けたり，主体性をもたず言
われるままに行動するよう指導したりすることは，道徳教育が目指す方向の対極にあるものと
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言わなければならない」
，
「多様な価値観の，時に対立がある場合を含めて，誠実にそれらの価
値に向き合い，道徳としての問題を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資質である」
との答申を踏まえ，発達の段階に応じ，答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の生徒が
自分自身の問題と捉え，向き合う「考える道徳」
，
「議論する道徳」へと転換を図るものである
9)

。

本引用箇所は、いじめの問題への対応等の必要性に鑑み、指導内容の改善と指導方法の工夫が図
られたこと、その結果として、答申内容を踏まえた形で道徳教育の転換が行われたこと、以上二つ
の点から成り立っている。ここでいわれる答申が 2014（平成 26）年 10 月に中央教育審議会より出
された「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）
」であることを踏まえるならば、2008 年版
指導要領の課題として、教師が生徒に特定の価値観を押しつけてしまう可能性及び生徒が多様な価
値観に向き合う必要性が引き出されたことと推察される。これらは道徳教育の課題として従来より
指摘されてきたものであるため、ここではその正否に関する検討は行わない。今すべきことは、指
導要領及び指導要領解説において、いかなる経緯でいじめの防止に資する道徳教育の枠組みが構想
されたのか、あるいはそれを実現する具体的な指導方法としてどのようなものがあげられているか
である。
その観点に立ち、以下、本稿では次の二つの論点について考察していく。第一に、
「問題解決的な
学習」という指導方法は、いじめの防止（実際には引用箇所では「いじめの問題への対応」と記さ
れている）に資する道徳教育においてどのように用いられるか。第二に、
「問題解決的な学習」を成
立させる上で、指導要領にはどのような指導内容が記載されているか。簡潔に示すならば、一点目
は指導方法、二点目は指導内容に関わるものである。これら二点に関する考察を通じて、2015 年版
指導要領において示された道徳教育の新たな枠組みの把握に努めたい。

2. 2015 年版指導要領に示された指導方法の工夫といじめの問題への適用
2015 年版指導要領では「考え、議論する道徳」への転換が図られることが示されている。指導方
法上の具体的な変更として「問題解決的な学習」と「体験的な学習」が示されている。本稿では、
前者「問題解決的な学習」の意味するところについて考察していく。それについて指導要領解説で
は次のように述べられている。
問題解決的な学習とは，生徒が学習主題として何らかの問題を自覚し，その解決法についても
主体的・能動的に取り組み，考えていくことにより学んでいく学習方法である。道徳科におけ
る問題解決的な学習とは，生徒一人一人が生きる上で出会う様々な道徳上の問題や課題を多面
的・多角的に考え，主体的に判断し実行し，よりよく生きていくための資質・能力を養う学習
である 10)。
本引用箇所は、指導要領解説に示された「道徳科の特質を生かした授業を行う上で，各教科等と同
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様に，
問題解決的な学習や体験的な学習を有効に活用することが重要である 11)」
という認識の下に、
各教科における指導方法と共通の「問題解決的な学習」について説明したものである。内容を図式
化するならば、
「問題解決的な学習」のプロセスは次のように表すことができよう（図 1 参照）
。

問題・課題の

問題・課題に

問題・課題の

問題・課題の

自覚

関する考察

解決法の学習

解決法の実行

図 1 「問題解決的な学習」のプロセス
これをいじめの問題に当てはめてみるならば、生徒たちはいじめの問題が存在することを自覚した
上で、その問題に関する考察をし、いじめの問題を解決する方法の学習及びその実行を行うという
プロセスをたどることになる。いじめの問題は学校で用いられる教材やマスコミの報道等において
取り上げられることが多いため、それが日本に存在することについてはどの生徒も知っているはず
である。また、生徒たちがこれまでの学校生活及び現在の日常生活の中でいじめの問題を自ら体験
あるいは直接見聞きしている状況にあることも想像できる。そのように、いじめの問題が存在する
ことに関しては中学生のだれもが認めるところであるが、それを「問題」として自覚する度合いに
ついては各人異なることが推察される。これについては次の四つの類型が提示できるだろう。
・いじめの問題が一般に存在することを知っている者
・いじめの問題が周囲に存在することを知っている者
・いじめの問題が周囲に存在することを知っており、その解決が必要と考えている者
・いじめの問題が周囲に存在することを知っており、その解決に何らかの行動を起こした者
道徳科における指導が行われる前段階において、生徒たちはこのように自覚の度合いに相違を抱え
た形で存在している。いじめの問題に関する考察は、これらの相違が存在すること及びそれをなく
すことに寄与する。だが、具体的に何をもって「考察」というのだろうか。一般に特定の問題を考
察する際のプロセスを想定すると、いじめの問題に関する考察では、
「いじめ行為はなぜ行われるの
か」
（いじめの原因）
、
「いじめ行為はどのような状況で行われるのか」
（いじめの発生状況）
、
「いじ
め行為には具体的にどのような行動が含まれるか」
（いじめの具体的内容）
、
「いじめ行為はどの程度
生じているか」
（いじめの発生数）
、
「いじめ行為はなぜ問題であるのか」
（いじめの問題性）等に関
する事実を収集することが必要となる。いじめの問題に関して自覚の度合いに相違が生じる一つの
要因として、これらに関する事実認識の違いがあるものと推察される。このようにいじめの問題に
関する考察が行われた後、その解決法に関する学習がなされていく。その際主として参照されるも
のは「いじめの原因」である。個々の原因それぞれに関していかなる解決法を提示できるか検討を
行った上で、最終的にその解決法が実行される。上述のとおり、このようなプロセスの過程では「主
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体性」が重視されているため、生徒たちはいじめ行為の原因やいじめの問題の解決法を実行する上
での諸課題（実行を妨げる要因）について探っていくことが求められる。
なお、このプロセスの実行には留意点があげられる。第一に、生徒自身の性向（性格、考え方、
経験、認知スタイルなど）だけでなく人間一般の性向を把握することで、自他のいじめ行為の原因
を探ることに資することができること。第二に、環境要因（人間社会全体、社会集団、学校環境、
学級集団などに認められる特質）がいじめ行為の発生に与える影響も含めて把握することで、実際
にいじめの防止に資する資質と態度を獲得することができること。これらに関して、生徒が教師の
望む回答を示すことのないよう主体的な考察を行う授業づくりが求められる。この点に関する指導
要領解説の説明をみてみよう。
道徳科において問題解決的な学習を取り入れた場合には，その課題を自分との関わりや人間と
しての生き方との関わりで見つめたときに，自分にはどのようなよさがあるのか，どのような
改善すべきことがあるのかなど，生徒一人一人が道徳上の課題に対する答えを導き出すことが
大切である 12)。
ここには、考察の対象として生徒自身及び人間一般の双方が明示されている一方、環境要因が含ま
れているかどうかは定かではない。だが、森田洋司氏の「いじめ集団の四層構造モデル 13)」に明ら
かなように、いじめの問題は加害者と被害者の二者のみの関係で規定されているわけではない。と
きにはいじめ行為を助長する者（
「観衆」
）や傍観者の果たしている役割も大きいという点について
は文部科学省も記しているところである。そのことを敷衍するならば、そもそもいじめ行為が起こ
りやすい学級という集団の抱える特徴やいじめの問題の解決を妨げる学校の抱える課題も考察の対
象として含めることが必要だろう。
以上のとおり、いじめの防止に資する道徳教育を実現する「問題解決的な学習」を行うには、問
題の自覚、考察、解決法の提示、実行という一連のプロセスを生徒が実践していくことが必要であ
ることが確認できた。その際の留意点として、各段階の対象には人間一般及び自分自身に認められ
る性向のみならず、学級集団のもつ特徴や学校の抱える課題についても含まれていることが求めら
れよう。

3. 「いじめ」の防止に資する指導内容に関する考察
(1) 指導要領解説における「いじめ」記載の一覧
これまで、第一に、道徳教育におけるいじめ問題対策の枠組みが変更されたこと、第二に、それに鑑
み指導方法の工夫が図られたことについて確認してきた。続いて、いじめの防止に資する道徳教育に
おいてどのような指導内容が構想されているのか把握していきたい。具体的には、2015 年版指導要領
解説において、内容項目といじめの問題がどのように関係づけられているか把握していく。
同資料には「いじめ」という言葉が計 7 回用いられている。表 1 はその内容をまとめたものである（番
号・下線は筆者）。7 か所の内訳は、指導要領改訂の主旨について述べた総説における二か所（❶、❷）
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と各内容項目における 5 か所（❸～❼）である。前者は法改正の主旨等について述べたものであるの
で、道徳教育における具体的ないじめ防止対策については各内容項目に関する説明から把握してい
くことが必要となる。本稿では、これら 5 か所を、いじめの起こる原因と内容項目の関係を示した❸❻と、
内容項目の把握がいじめ防止につながることを示した❹❺❼の二つに分けて考察してみたい。
表 1 中学校学習指導要領解説（特別の教科 道徳編）における「いじめ」記載一覧
記載箇所
1 改訂の経緯

記載内容
❶「今回の改正は，いじめの問題への対応の充実や発達の段階
をより一層踏まえた体系的なものとする観点からの内容の改善，
問題解決的な学習を取り入れるなどの指導方法の工夫を図ること

第
1
章

などを示したものである 14)」
2 改訂の基本方針

❷「とりわけ，道徳の時間が道徳教育の要として有効に機能するこ
とが不可欠である。今回の道徳教育の改善に関する議論の発端

総

となったのは，いじめの問題への対応であり，生徒がこうした現実

説

の困難な問題に主体的に対処することのできる実効性ある力を育
成していく上で，道徳教育も大きな役割を果たすことが強く求めら
れた 15)」
第 2 節 内容項目の指導 ❸「…自分と他者の考えや意見の違いが明らかになることを恐れ
の観点

たり，考え方の違いから仲間だと思っていた関係に摩擦が生じた

―B 主として人との関わ りして，悩み，孤立する場合がある。その一方で，過剰に同調する
りに関すること

傾向も生じやすく，いじめのような問題に発展することもある 16)」

―9 相互理解、寛容

❹「さらに，いろいろなものの見方や考え方から学び，自分自身を

第

高め，他者と共に生きるという自制を伴った気持ちで，判断し行動

3

することの大切さを理解できるような指導の工夫が必要になる。こ

章

のような指導を通して，例えばいじめや不正を見逃さず，排除しよ

道

うとする主張や不正を指摘する資質や能力を培うことにつなげるこ

徳

とができる 17)」

科

同上

❺「中学校の段階でも，入学から間もない時期には，自己中心的

の

な考え方や偏った見方をしてしまい，他者に対して不公平な態度

内

―C 主として集団や社会 をとる場合がある。また，周囲で不公正があっても，多数の意見に

容

との関わりに関すること

同調したり傍観したりするだけで，制止することができないこともあ

―11 公正，公平，社会 る。そのため，いじめや不正な行動等が起きても，勇気を出して止
正義

めることに消極的になってしまうことがある 18)」

同上

❻「中学生の時期は，比較的健康に毎日が過ごせる場合が多い
ため，自己の生命に対する有り難みを感じている生徒は決して多

―D 主として生命や自 いとは言えない。身近な人の死に接したり，人間の生命の有限さ
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然，崇高なものとの関わり やかけがえのなさに心を揺り動かされたりする経験をもつことも少
に関すること

なくなっている。このことが，生命軽視の軽はずみな言動につなが

―19 生命の尊さ

り，いじめなどの社会的な問題となることもある 19)」

同上

❼「小学校の段階では，高学年に，今回初めてこの内容項目が
置かれた。そのため，近隣の小・中学校が連携協力し，発達の段

―22 よりよく生きる喜び

階に応じた指導内容と方法について工夫を重ねることが必要であ
る。自分を高め，身近な仲間とよい関係を築き，人間としての強さ
や気高さを身に付けて生きようとする項目であり，いじめの防止等
にもつながる内容項目である 20)」

(2) 内容項目に基づく「問題解決的な学習」実施上の課題
❸❻では、いじめの原因として、過剰な同調傾向及び自己の生命に対する有り難みや生命の有限さ
があげられている。❸に示された同調傾向はたしかにいじめの問題と関連性をもって論じることが可能
である。だが、生徒にみられる過剰な同調傾向といじめ行為との間には実際のところ因果関係が認めら
れるわけではない。同調傾向に注意を向けるべきなのは、まず初めに一人ないし一部の者によってい
じめ行為が開始されて以降である。つまり、同調傾向が直接的にいじめ行為を引き起こす原因とはみな
し得ないわけである。
一方、❻がいじめ行為を引き起こす原因の一つとしてあげられること自体に問題はない。だが、仮に
現代の中学生にとって自己の生命や人間の生命の有限さを感じる経験が乏しいことが事実であるとし
ても（これについて統計データを引き出すことは実際には困難である可能性が高い）、そのことといじめ
行為が引き起こされることの間に因果関係は見出し得ない。少なくとも、それを証するにはさらなる根拠
を示すことが必要である。大部分の中学生が同様の問題を抱えているのならば、いじめ行為に至る者と
そうでない者が生まれる現実についてどのように説明できるのか。これらのことを踏まえると、いじめの防
止に資する道徳教育の実施について具体的な示唆を得るには、少なくとも生徒がなぜいじめ行為に及
んでしまうかについて直接的な原因を把握する必要のあることが認められる。
その点について、『生徒指導提要』にはより直接的な原因が示されている。それには、①心理的ストレ
ス（過度のストレスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しようとする）、②集団内の異質な者への嫌
悪感情（凝集性が過度に高まった学級集団などにおいて、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除
意識が向けられる）、③ねたみや嫉妬感情、④遊び感覚やふざけ意識、⑤いじめの被害者となることへ
の回避感情、以上五つがあげられている 21)。
先の❸❻と①～⑤を比較すると、❸と⑤の間に一部内容上の親近性がみられるものの、それ以外に
ついては重なりがないことが認められる。本内容項目を説明する文脈に後者の大部分が含められてい
ないことはいじめの防止に資する道徳教育の実施にどのような影響を与えるだろうか。この点について
考察するには学校の教育活動全体の枠組みが示唆を与えてくれる。すなわち、従来いじめ対策は事
前防止及び事後対応双方に関わるものとして主に生徒指導の範疇に位置づけられてきた。前者に関
しては「積極的・開発的な指導援助」（ないし「予防的・開発的な援助」）、後者に関しては「事後対応」と
いう名称が当てられ、前者の役割の一端は学級経営が担ってきた。この「積極的・開発的な指導援助」
は内容上 2008 年版指導要領における道徳教育にも当てはまる。仮に 2015 年版指導要領において道
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徳教育の枠組みが変更されず、「問題解決的な学習」という指導方法の工夫が示されていなかったなら
ば、その説明が❸❻のみを含み、①～④に相当する内容を含まないことは論理的に整合性がとれたも
のといえるだろう。
だがそうすると、2015 年版指導要領における道徳教育がいじめ行為の直接的な原因を究明するとい
う役割を担うものではないことを意味する。上述のとおり、問題の自覚、考察、解決法の提示、実行とい
う一連のプロセスを有する「問題解決的な学習」を行うには、いじめの原因に関する考察が必要とされる。
にもかかわらず、同指導要領解説は、①～④のような人間一般に認められる負の性向ないし集団のも
つ特徴等を指導内容に含まない道徳教育の枠組みをイメージさせる。
(3) 内容項目にみる人間一般の負の性向に関する記載
以上のように、指導要領解説には『生徒指導提要』においていじめの原因として示された①～④の内
容は直接表されてなかった。では、直接いじめの原因と明記されていないにせよ、人間の負の性向に
ついていかなる記述がなされているのだろうか。その観点から指導要領を読み直すと、人間のもつ「偏
見」について書かれた箇所が認められる。それは内容項目「公平、公正、社会正義」において次のよう
に記載されている。
公平に接するためには，偏ったものの見方や考え方を避けるよう努めることが大切である。好き嫌
いは感情であるから，全くなくすことはできないが，とらわれないようにすることはできる。好き嫌いか
ら他者に対して偏見をもたないように努めることはできるのである 22)。
ここでは「偏ったものの見方や考え方」すなわち「偏見」と「好き嫌い」が区別されて示された上で、前者
に関してはそれをもたないことを努めることができること、後者に関してはそれにとらわれないようにでき
ることが示されている。
この内容を上述の「問題解決的な学習」のプロセスに当てはめると、人間は「好き嫌い」という感情をも
ちはするが、それにとらわれなければ「偏見」をもたないように努められるという認識が示されていること
が認められる。人間が好き嫌いをもつという問題（人間の性向）が認められた以上、次に重要なのはそ
の問題について考察し解決法を学習することである。具体的には、人間が好き嫌いをもってしまうことの
原因について考察した上で、それにとらわれないですむ解決法を学習することになる。だが、指導要領
にはそのことに関する建設的な方向性は示されていない。続く箇所では、自己中心的な考え方からの
脱却や不正を憎む態度の育成が示されるにとどまっているのである。これらは、たしかに好き嫌いという
感情にとらわれないようにするための具体的な解決法として示されたものである。だがこれは、それぞれ
に至る解決法についてさらなる学習を行う必要性を喚起するのみで、「問題解決的な学習」のプロセス
を進めるための具体的な事実の収集には結びつかない。どうすれば生徒は自己中心的な考え方から
脱却できるのか、そもそも生徒は本当に自己中心的な考え方に陥っているのか、それはどのような状態
を指しているのかなどの疑問点を解消して初めて授業づくりを行う端緒に立つことができる。道徳教育
において「問題解決的な学習」を行うためには、人間一般に認められる道徳上の諸問題の提示、その
考察に資する具体的内容の記載、それら問題の解決法、これらが一体となった記載が求められるとい
える。
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おわりに―いじめの防止に資する道徳教育を行う上での課題―
「相互理解、寛容」、「公正，公平，社会正義」、「生命の尊さ」、「よりよく生きる喜び」がいじめの防止
に資する可能性については指導要領解説からうかがえる。だが、新たな道徳教育の枠組みがいじめの
原因を一部除外した形で構想されているためか、上述の❹❺❼のように、そこで扱われる内容項目で
は人間一般に認められる負の性向は重点的に取り上げられていない。その一方、人間一般に認められ
る肯定的な性向を強調することは 2008 年版指導要領でも行われていた。それに課題が認められたから
こそ道徳教育の新たな枠組みが示されたはずなのに、結果的に内容項目においていじめの原因は直
接扱われず、「問題解決的な」学習のプロセスが具体化しえていないという課題が認められた。
以上のとおり本稿では、いじめの防止をめぐって構想された新たな道徳教育の枠組みについて検討を
行うべく、主として指導要領及び指導要領解説の内容を探ってきた。本稿のまとめとして考察の過程で
見出された疑問点をまとめておく。
・いじめの防止に資する道徳教育は、生徒がいじめ行為に至る直接的な原因を扱う必要はない
のか。
・いじめの防止に資する道徳教育では人間一般に認められる負の性向はどのような形で扱い得るか。
・2015 年版指導要領で示された「問題解決的な学習」という指導方法はどのようにしていじめの問題
に資する道徳教育の実現に寄与するか。
本稿ではこれらの疑問点が授業場面においてどのような形で考慮されているか把握することができなか
った。今後の課題として、例えば『私たちの道徳』に掲載された「卒業文集最後の二行」などいじめの問
題を扱った読み物資料に関する考察があげられる。資料それ自体の分析に加えて、資料を活用した授
業実践の分析を行うことで、道徳教育の新たな枠組みとして示された「問題解決的な学習」の実際につ
いて検討していきたい。

注
1) 周知のとおり、統計上のいじめの認知件数の増加が「実態」を反映しているかどうかは定かでは
ない.その理由としては、主として次の二点があげられよう.第一に、いじめがそれを認知する教職員
（及び保護者）に見えない場所・形態においてなされるものであること.第二に、文部科学省、各自
治体、教育委員会、校長等の指示及び各教職員・保護者の問題意識の変化により、いじめの認知を
積極的に進めようとした結果、従来は認められなかったような事象を把握し認知件数の増加につな
がる可能性のあること.これら二点の観点から、実際のところいじめの問題が深刻化したのか否かに
ついては確定できないことは留意しておく必要がある.
2) 国立教育政策研究所『平成 24 年度教育研究公開シンポジウム「いじめについて、わかっている
こと、できること。
」
』
（悠光堂、2013 年）
、15-20 頁.
3) 滋賀県大津市におけるいじめ事件に関するその後の状況に関しては教育新聞に詳しく記されて
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いる.少し長くなるが、大津いじめ事件の現況及びいじめの問題と自殺の関連を認めた画期となる判
決として把握する必要性に鑑み引用しておく.「生徒の自殺を巡っては、大津市教委が『いじめと自
殺との因果関係は不明』と発表したのに対し、遺族が 12 年 2 月、
『いじめで自殺したのは明らか』
と元同級生らと市を相手取り勝訴。市の第三者調査委員会が 13 年 1 月、元同級生 3 人のうち 2 人
から、顔などを殴る、蹴る、ヘッドロックをかけるといった暴行や、口や顔、手足にガムテープを
巻き付ける、蜂の死骸を食べさせる、自殺の練習をさせるなどの行為が連日繰り返されたとし、
『重
篤ないじめ行為は、自死につながる直接的要因になった』と報告したことを受け、市は 15 年 3 月、
責任を認めて遺族に謝罪し、1300 万円を支払うことで和解した（教育新聞 2019 年 2 月 20 日）
」
（https://www.kyobun.co.jp/news/20190220_04/）
。他方、2019（令和元）年 2 月に大津地裁が元同
級生側に対して計約 3750 万円の支払いを命じた一審は、現在大阪高裁において控訴審が開かれて
いる.
4) 文部科学省『中学校学習指導要領解説（道徳編）
』
（東山書房、2008 年）
、7 頁.
5) 同上、26 頁.
6) 同上、24 頁.
7) この間の具体的な議論に関しては、中央教育審議会道徳専門部会における 10 回にわたる審議や
教育再生実行会議における議論の経過を辿ることで確認できる.
8) 文部科学省『中学校学習指導要領』
（教育出版、2015 年）
、12 頁.
9) 文部科学省、
『中学校学習指導要領解説（特別の教科 道徳編）
』
（教育出版、2015 年）2 頁.
10) 同上、96 頁.
11) 同上、96 頁.
12) 同上、97 頁.
13) 森田洋司『いじめとは何か 教室の問題、社会の問題』
（中公新書、2010 年）
、131-135 頁.
14) 同上、2 頁.
15) 同上、3 頁.
16) 同上、42 頁.
17) 同上.
18) 同上、46 頁.
19) 同上、61 頁.
20) 同上、67 頁.
21) 文部科学省『生徒指導提要』
（教育図書、2010 年）
、186 頁.
22) 同上、45 頁.
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コンピュータの働きへの気付きを深めるプログラミング教育の構想
清 水

匠＊

(2019 年 10 月 23 日受理)

Plan of programming education in elementary school to deepen awareness of computer working
Takumi SHIMIZU

キーワード：小学校プログラミング教育，コンピュータ，カリキュラム・マネジメント，授業構想

新小学校学習指導要領では，①コンピュータの働きに気付くこと，②プログラミング的思考を育成すること，③各教科等の
学びを深めることが求められている。子ども達がコンピュータと自分とのかかわりを考え，適切にコンピュータを活用する能
力としての情報活用能力を身に付けるには，①コンピュータの働きへの気付きを深めることがポイントになると考えた。そこ
で，１年間継続的に同じ子どもにプログラミング教育を実践し，その変容を分析した結果，以下３点が明らかになった。
第一に，学ばせたいプログラミング的思考を，コンピュータ全体の仕組みからプログラムをつくる際の考え方へと段階的に
配列することで，その理解を深めることができる。第二に，コンピュータを使った活動と使わない活動を関連させることで，人
間とコンピュータとの接点について考えることができる。第三に，授業の終末に，日常生活でコンピュータがどのように活用さ
れているか考える時間を設定することで，上記２つの学びをもとに，コンピュータの働きへの気付きを深めることができる。

はじめに
本校の子ども達は，数年来タブレット端末を活用しながら調べ学習や発表を行ったり，電子黒板
で仲間の回答と見比べて考えを深めたりするなど，日常的にコンピュータとふれ合ってきている。
しかし，それがどのような仕組みで出来ているか理解している子どもは少ない。一方，平成 29 年度
告示の小学校学習指導要領において，プログラミング教育の必修化が示され，コンピュータのよさ
に気付きながら，プログラミング的思考を育み，各教科等の学習をより確実に身に付けていくこと
が求められた。また，文部科学省が 2018 年に示した『プログラミング教育の手引（第２版）
』では，
「コンピュータをより適切，効果的に活用していくためには，その仕組みを知ることが重要です。
（中略）コンピュータが『魔法の箱』ではなくなり，より主体的に活用することにつながります。
」
と記載されている。
――――――――
*茨城大学教育学部附属小学校
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このような現状を踏まえ，本校の子ども達がコンピュータと自分とのかかわりを考え，適切にコ
ンピュータを活用する能力としての情報活用能力を身に付けるためには，コンピュータとふれ合い
親しむばかりでなく，コンピュータの働きに気付く必要があると考えた。
先行研究を概観すると，教育課程内での研究では，小林・兼宗（2017）や黒上・堀田（2017）な
どが代表的だが，
「プログラミング的思考の育成と各教科等の学びの深まり」を目指している場合が
多く，
「コンピュータの働きへの気付き」という視点で研究しているものは少ない。
教育課程外の先行研究として，特定非営利活動法人「みんなのコード」が石川県加賀市で実施し
た研究があげられる。ここでは，自分の生活とプログラミングとの接点を感じることを目的に，加
賀市内の中高学年の小学生を募集して実施している。コンピュータを使わずにプログラミングを体
験する活動と，Hour of Code を使ったプログラミング活動とを関連させて行っている。子ども達の
学びについては詳しく公表されておらず，
「プログラミングはいろいろなものに役立つと思った」な
どの感想の報告に留まっている。同時に，教育課程外で実施した希望者対象のものであり，同じ子
どもが継続的に学んでいる実践ではないため，成果が見えにくい。
また，Tim Bell（2007）は，コンピュータを使わずに情報科学を教えるための学習法として「コ
ンピュータサイエンスアンプラグド（CS アンプラグド）
」を提唱している。カードなどを用いたゲ
ームやグループ活動を通して，コンピュータの基本的な仕組みである二進法やテキスト圧縮などを
楽しく学ぶことができるものとされる。石塚・兼宗・堀田（2014）では，実際に日本の小学生を対
象に実施した様子が報告され，CS アンプラグドの学習メソッドが子どもにとって理解しやすいもの
であることなどが明らかになっている。ただ，この研究も教育課程外であるキッズイベントで実施
した実践であり，学習の成果については詳細が明らかになっていない。

目的と方法
本研究の目的は，小学校教育課程内で，同じ子どもに１年間継続的にプログラミング教育を行う
ことで，コンピュータの働きへの気付きがどのように深まっていくのかを分析し，効果的な単元構
成や授業デザインの視点を明らかにすることである。
方法としては，以下の３点に独自性をもたせた授業の計画・実践・検証とする。
（１）小学校の教育課程内で実施するプログラミング教育であること。
（２）実施教科・領域の学びを深めること，プログラミング的思考を育成することに加えて，コン
ピュータの働きへの気付きを深めることも目指すこと。
（３）同じ子どもに１年間継続的に実施し，その変容を分析すること。
特に，検証にあたっては，授業実践ごとの振り返り文章の分析を主とする。そこでは，
「教科・領
域として学んだこと」
「コンピュータについて学んだこと」の２つに分けて記入させる。そして，子
ども達全員とともに抽出児を対象に，１年間の変容の分析をする。その際，質的分析法を用いて記
述内容をコード化・カテゴリー化することで，どのように変化したのかを明らかにする。
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なお，二進法や画像表現などのコンピ
ュータの原理を
「コンピュータの仕組み」
，
条件分岐や順序などプログラマがプログ
ラムをつくる際に使う考え方を「プログ

プ
ロ
的グ
思ラ
考ミ
ン
グ

プログラマ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾐﾝｸﾞ

コンピュータ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの
仕組み

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
考え方

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの働き

ラムの考え方」と表記し，これらを活用

人

して論理的に考えていく力を「プログラ

間

図１．用語の関係性

ミング的思考」と定義する。そして，こ
れらをもとにした，コンピュータと人間

とのかかわりや，人間が受ける恩恵を，
「コンピュータの働き」として表記する（図１）
。

授業デザインの視点
各教科・領域で実施するプログラミング教育は，以下３つの視点でデザインした。
（１）学ばせたいプログラミング的思考の順序性
子どもが生活の中でふれ合っているコンピュータ全体の仕組みから取り扱い，徐々にプログラ
ムをつくる際の考え方に移行していくように配列する。例えば，子ども達に馴染みのあるスマー
トフォンなどを活用し，コンピュータがどのような原理で動いているのか，二進法や画像表現を
学ぶ。最終的には，それらは全てプログラマがつくったプログラムによって動いていることに気
付かせ，アルゴリズムや変数などの，プログラムの考え方に目が向くようにする（表１）
。そうす
ることで，人間がどのようにコンピュータの仕組みを活用し，人間の生活とどのようにかかわっ
ているかというコンピュータの働きへの気付きを深めることができると考えた。
（２）コンピュータを使用する方法と使用しない方法の関連
小学校プログラミング教育では，コンピュータを用いてプログラミングを体験する直接体験が
必要である。コンピュータの画面上で二次元の動きをプログラミングするビジュアルプログラミ
ングと，三次元のロボットの動きをプログラミングするフィジカルプログラミングがある。どち
らも，何度も失敗を繰り返しながら，意図した動きになるようにプログラミングする面白さや達
成感を味わうことができる。一方で，コンピュータを使わずに，その考え方そのものに目を向け
る学習活動も重要である。機器の操作に左右されることなく，コンピュータの考え方そのものに
焦点をあてて考えることができるからである。これらのことから，
「コンピュータを使わないプロ
グラミング」
「ビジュアルプログラミング」
「フィジカルプログラミング」の３つを組み合わせて
実施していく。このように，
「コンピュータを使わないプログラミング」を取り入れたカリキュラ
ム・マネジメントを行うことで，ロボットやキャラクターを動かすことに終始することなく，コ
ンピュータの考え方そのものにもしっかりと目を向けながら，試行錯誤してプログラミングする
姿を生み出すことができると考える。プログラムの考え方を理解し，実際に自分でそれを活用し
ながらプログラミングし，そこでの経験をもとに再度プログラムの考え方を学んでいくという，
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往還した経験を積み重ねることができるのである。
（３）プログラミング的思考と日常生活とのかかわりに気付く終末
授業の最後に，本時で扱ったプログラミング的思考が，身の回りのコンピュータの中でどのよ
うに活用されているのかを考える時間を設ける。
例えば，
変数の考え方を活用した授業であれば，
そのプログラムの考え方が電子レンジにも活用されており，温める時間を変数に設定しているか
らこそ，何分になっても対応できるプログラムとすることができていることを紹介する。このよ
うに具体的な事例をあげながら学習をまとめることで，本時での体験をもとにしながら，コンピ
ュータの働きを具体物とかかわらせてイメージすることができ，自分との接点を見出すことがで
きると考えた。

授業実践の概要
上記３つの視点を踏まえ，
平成 29 年７月から平成 30 年３月の期間に茨城県Ｆ小学校６年２組
（男
子 16 名，女子 16 名，計 32 名）を対象に筆者が実践した（表１）
。実践にあたっては，それぞれの
教科・領域の学習内容を取り扱い，教科・領域の目標達成のための活動とならなければならないこ
とに留意した。なお，以下文中の★印はコンピュータを使った学習活動であることを示している。
表１.一年間で実施したプログラミング教育の授業概要一覧
回数

教科・領域

扱うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

回数

教科・領域

扱うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

実施月

単元名

的思考

実施月

単元名

的思考

算数

条件分岐

第１回
７月
第２回
７月★
第３回
９月
第４回
９月

グラフに
表そう
総合

10 月

算数

アプリ

第６回

形が同じ図形

ケーション

10 月★

二進法

コンピュータ
の中身

第５回

画像表現

第７回

総合

２月★

ﾛﾎﾞｯﾄを動かそう

第８回

算数

２月★

比例・反比例

第９回

学級活動

３月

５年生にﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ

条件分岐
プログラム
アルゴリズム
変数
条件分岐

（１）第１・２回 算数科「グラフに表そう」
（条件分岐）
（★アプリケーション）
既習のグラフである棒グラフ・折れ線グラフ・帯グラフ・円グラフから，自分の伝えたい内容
に適したグラフが選べるフローチャートづくりを行った。どんな順番でどんな条件を設定するか
を考える過程で，各グラフの特徴を再確認した。最後に，条件分岐の考え方は，お掃除ロボット
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などで活用されていることを学んだ。子ども達は，条件分岐は自らも日常的に使っている考え方
であることに気付いていった。
次時では，つくったフローチャートを使って，実際
に伝えたいことに合ったグラフを選択したが，グラフ
を見ないと最終判断ができないことから，自動でグラ
フを書いてくれるアプリケーションを活用した。最後
に，アプリケーションは人間の作業が簡単になるよう
に作られていることに気付き，アプリケーションの働
きで生活が便利になっていることを実感した。

図２．グラフを選択する子ども

（２）第３・４回 総合的な学習の時間「コンピュータの中身」
（二進法）
（画像表現）
コンピュータはどのように計算しているのかという課題を設定した。調べた結果，電気の ON・
OFF を０と１として計算していることを知り，実際に０から 20 までの数字を二進法に変換した。
十進法よりも桁が多くなって扱いづらいという声があがったが，非常に早く判断できるコンピュ
ータにとっては，二種類だけで判断できる方が便利なことをつかんでいった。
次時では，コンピュータで文字や絵はどうやって表示しているのかという課題を設定した。こ
こでは，白と黒の小さな点が集まって表示されている仕組みを利用して，自分の好きな文字や絵
を，マス目状にかいて数字に置き換え，ペアで文字や
絵を伝え合う活動を行った。子ども達は，数字だけで
文字や絵が伝わったことに驚きながら，コンピュータ
の仕組みを体感した。最後に，スマートフォンを提示
すると，色彩豊かな写真が表示できたり，斜めの線が
なめらかにかけたりすることを思い出し，今まで以上
に技術の高さとその恩恵に気付くことができた。

図３．数字で絵を伝え合う子ども

（３）第５・６回 算数科「形が同じ図形」
（条件分岐）
（★プログラム）
拡大図・縮図・合同な図形にはどんな共通点がある
のかを考えた。そして，見付けた条件を分岐として組
み合わせて，拡大図・縮図・合同な図形を分類するフ
ローチャートづくりを行った。最後に，条件分岐の考
え方は，私たちが自然と使う考え方だが，身の回りの
コンピュータ（お掃除ロボットやエアコン）でも使わ
れていることを知り，それが便利さの一因であること

図４．フローチャートをつくる子ども

に気付くことができた。
次時では，コンピュータを使って作図する方法を考えた。ここではドリトルを活用し，数字を
入力しながら数多くの図形をコンピュータで作図した。終末では，プログラムに「辺○○×比率」
という言葉が多く使われており，人間と同じく全ての辺に同じ比率をかける指示に気付いた。
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（４）第７回 総合的な学習の時間「ロボットを動かそう」
（★アルゴリズム）
障害物などを配置したコースをつくり，その上でロ
ボットをプログラムして，最短時間でゴールできるル
ートを見付けるという課題を提示した。
子どもたちは，
実際にロボットを動かすと思い通りに動かず，何度も
ロボットを走らせながら，数値の設定や指示の組み合
わせを微調整していった。ここでは，意図するルート
を決めて，そのルートでロボットを動かすにはどんな

図５．ロボットを動かす子ども

動きが必要か，
「60 度曲がる」
「５秒間まっすぐ進む」
などに動きを細分化し，その組み合わせを考えながらプログラムをつくった。つくったプログラ
ムでレースをして，一番早くゴールしたグループのプログラムを全員で確認し，プログラムの組
み合わせの工夫点を話し合った。授業の終わりには，多くの電化製品でも，意図した動きになる
よう順序に気を付けてプログラムされているからこそ，正しく作動して，私たちの生活を助けて
くれていることに気付いた。
（５）第８回 算数科「比例・反比例」
（★変数）
比例のグラフが本当に直線になるのか検証するため，ロボットを走らせて計測する活動を行っ
た。ｘ秒間走った道のりをｙcm として，様々な秒数における道のりを計測した。子ども達は，直
線に近い右上がりのグラフになると結論付け，なぜ直
線のグラフにならなかったのか話し合った。床の摩擦
や動力の差など，現実の条件を取り払って直線上の値
としてみなすことが算数のよさであることに気付いた。
最後に，秒数の部分の値だけをいろいろに変更して計
測したことにふれ，変数の考え方が使われていること
を理解した。

図６．ロボットの動きを計測する子ども

（６）第９回 学級活動「５年生にバトンタッチ」
（条件分岐）
卒業を控えた子ども達は，異年齢清掃活動での５年生の姿に不安を抱いていた。そこで，清掃
の運営手順をフローチャートに整理し，５年生に伝えることにした。実際につくったフローチャ
ートの客観性を高めるため，友達に実際に実行しても
らい，清掃活動がきちんと運営できるか評価し合いな
がら完成させていった。最後に，活用した条件分岐の
考え方を振り返りながら，お掃除ロボットや洗濯機の
写真を提示し，コンピュータも人間と同じように条件
分岐を活用することで，より高度な動きをしているこ
図７．フローチャートを試す子ども

とに気付くことができた。
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考察（１）クラス全体の変容傾向
分析にあたっては，全ての授業に参加した 24 名（男子 12 名，女子 12 名）を対象とし，各授業後
に記入した「コンピュータについての学び」の記述内容を質的研究技法によりオープン・コード化
し，カテゴリーに分類することで，子どもの変容をとらえた。例えば，
「お掃除ロボットも条件分岐
を使っていることが分かった（コンピュータの条件分岐の仕組み）
。それをつくっているプログラマ
はもっとすごいと思う（プログラマの存在）
。
」とコード化し，複数の意味を含むものは，複数のコ
ードを付けた。そして，コードを整理してカテゴリーを生成した結果，
「コンピュータの仕組み」
「コ
ンピュータの利便性」
「プログラマの存在」
「思考の活用」
「人間との比較」
「興味関心」の６カテゴ
リーに整理できた（表２）
。これを基に，24 名の記述内容を分析すると，以下２点が明らかになっ
た。
第一に，コンピュータの仕組みについて，より具体的な理解へと変容している点である。はじめ
の頃は「コンピュータの利便性」について記述する子どもが多かったが，徐々に具体的なプログラ
ムの考え方である「思考の活用」に記述内容が移っている。つまり，
「コンピュータはすごい」から，
「コンピュータのこの考え方がすごい」という具体的な考え方に気付くようになったと言える。こ
れは，授業デザインの視点①にあるように，学ばせたいプログラミング的思考を段階的に設定し，
コンピュータ全体の仕組みから，徐々にプログラムの考え方を扱っていくよう指導したことに起因
すると考えられる。
第二に，
「コンピュータの仕組み」や「利便性」への気付きから，それをつくる「プログラマの存
在」への気付きに移行している点である。第１回の授業では，カテゴリー「プログラマの存在」は
全く記述されていない。しかし，第２回の授業で，実際にプログラムにふれる体験をしたため，コ
ンピュータに指示を出すプログラマの存在に気付く記述が一気に増えた。その後は，プログラムを
作る人間の側から学習を振り返る子どもが一定数存在し続ける。これは授業デザインの視点②にあ

表２．記述内容におけるカテゴリーの変容 （単位：％）

総 コ
数 ー
ド

仕
組
み

利
便
性

ラ プ
マ ロ
グ

思
考

比 人
較 間

関 興
心 味

①算数

55

47

25

0

1.8

13

13

②算数★

49

16

43

39

0

0

2

③総合

95

23

27

9.5

0

24

16

④総合

76

32

34

2.6

0

16

16

⑤算数

72

14

8.3

2.8

49

9.7

17

⑥算数★

50

12

28

16

16

10

18

⑦総合★

56

27

16

3.6

32

8.9

13

⑧算数★

90

58

3.3

1.1

16

8.9

13

⑨学活

48

0

0

0

73

15

13

授 実
業 施
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るように，コンピュータを使用する方法と使用しない方法とを関連させて実施したことに起因する
と考えられる。プログラムの考え方を理解する活動と，実際に自分でそれを活用しながらプログラ
ミングする活動とを繰り返し経験しすることができたからだと推察できる。

考察（２）抽出児Ａの変容
ここでは，１年間の変容が顕著に表れている子どもを抽出児とし，その変容を分析する。
一人目の児童Ａは，学習に対して非常に消極的な子どもで，最低限のノート整理などはきちんと
行うものの，授業中の発言などはほとんど見られない。一方，文章での表現であれば，自分の考え
をしっかりと記すことができる。プログラミングにかかわる経験はなく，本実践での経験のみとな
る。以下，児童Ａのコンピュータについての学びの変容を整理した（表３）
。
これを見ると，第２回の授業でプログラミングを体験したのを機に，コンピュータの仕組みと，
それをつくっているプログラマという２つの側面から，学習を振り返ることが多くなっている。さ
らには，第６・７回で，本格的にプログラムを自分でつくり上げるフィジカルプログラミングを行
ったことで，コンピュータへの興味・関心が著しく上昇し，自分もロボットなどをプログラムした
いという，主体的な態度が育成されたと言える。
また，第１・５・９回と継続的に実施してきた「条件分岐」の考え方を取り扱う授業では，第１
回では，条件分岐の定義を理解する程度に留まっていた。しかし，第５回では，自分との接点に気
付いたり，条件分岐の働きを理解したりすることができた。そして，第９回では，自分の生活に取
り入れたい思いが生まれ，社会の中で主体的にコンピュータの働きを活用しようという思いをもつ
ことができたと言える。

考察（３）抽出児Ｂの変容
児童Ｂは，全ての授業に積極的に取り組み，自分と関わらせて物事を考える能力をもっている。
また，特に理系科目が得意で，日常的に論理的な物事の考え方を身に付けている子どもである。プ
ログラミングにかかわる経験はなく，本実践での経験のみとなる。以下，児童Ｂのコンピュータに
ついての学びの変容を整理した（表４）
。
これを見ると，第１回では，コンピュータの仕組みについて簡単に記述するだけだったが，第２
回で実際にプログラムにふれてみると，それをつくっているプログラマに目が向き，感謝の思いを
もつようになったことが分かる。また，コンピュータが日常でどのように活用されているのか学習
したことで，その利便性を感じ取ることができた。その結果，第３回でコンピュータと人間の考え
方の違いを学んでからは，ほぼ毎回，コンピュータと人間を比較して本時の学習を振り返るように
なった。これは，コンピュータの仕組みを理解した上に，さらに自分の生活との接点をとらえたり
人間の考え方と比べたりしながら，コンピュータの働きへの気付きを深めていると見取ることがで
きる。
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表３．児童Ａのコンピュータについての学びの変容
授業

「コンピュータについての学び」の記述内容（抜粋）

カテゴリー

コンピュータは決められた条件で確実に多くの答えを出してくれ コンピュータの利便性

１算

る優れ物。さらに条件分岐の考えが入っているコンピュータは，と コンピュータの利便性
てもすごい。

２算
★

コンピュータは，正確なところがよいところで，自分で作業をして コンピュータのよさ
くれるところがコンピュータのよいところ。しかし，誰かがプログ
ラムしてくれたわけで，プログラムする人は，とてもすごい人。
コンピュータは，０と１だけを上手に利用して大きな数も計算して

３総

４総

プログラマの存在

コンピュータの仕組み

いる。今回二進法の計算を実際にやってみて，これだけのことをコ プログラマの存在
ンピュータの中にプログラムできることは，すごいこと。コンピュ
ータは，様々なすごいプログラムによって生み出されたもの。

コンピュータの仕組み

私が予想しなかったことをコンピュータがしていて，それを考えた

プログラマの存在

人はすごい。他にも，コンピュータはやはり数字が必要で，綿密に コンピュータの仕組み
プログラムされて，このような画像ができあがったことを知った。
コンピュータのしくみについて，もっと知りたい。

興味関心

フローチャートは，簡単に答えを出すことができて，すごく便利。 思考の活用

５算

条件分岐は，私たちの生活でも，普通に使われているのでとても便 思考の活用
利。またフローチャートは確実なものなので，細かく情報を知るこ 思考の活用
とができ，いろいろなことに使える。

６算
★

コンピュータの考え方は，比率を使うという賢い考え方。さらに， コンピュータの仕組み
少し変えるだけで，また別の物を作ることができるのはすごい。そ コンピュータの利便性
れに，コーディングをコンピュータに理解させるのは，すごい。

プログラマの存在

指示は，より細かくていねいに設定することが大切。これからもっ 思考の活用

７総
★

と色々なプログラムをして，また新しい動きを発見したい。生活の 興味関心
中にあるアルゴリズムを使ったもの，機械を見つけたり調べたりし

興味関心

たい。順序に気を付け，より正確に進むロボットを作りたい。

興味関心

変数という考え方を取り入れることで，プログラムを一からやり直

プログラマの存在

８算

さずに済んで，とても簡単にプログラムを変えられている。私たち

★

の身のまわりの機械では，電子レンジや洗濯機が応用して簡単にい

コンピュータの利便性

ろいろな動きができて便利。

９学

条件分岐はいろいろと分ける時に使うととても楽なので，これから

思考の活用

も上手に活用していきたい。条件分岐はとても便利でいろいろな見

思考の活用

方，やり方に変えることができるので，条件分岐を使うことは大切。
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表４．児童Ｂのコンピュータについての学びの変容
授業
１算

「コンピュータについての学び」の記述内容（抜粋）

カテゴリー

お掃除ロボットは，初めて条件分岐で動いていて，前に物があった コンピュータの仕組み
らよけるなどの知能が入っている。
アプリでは，すぐにグラフが出てきてどれを使えばよいのか分か コンピュータの利便性

２算

り，とても便利。でも，裏にはプログラムしている人がいて，その プログラマの存在

★

人はそのアプリを作るのに時間をかけているから，感謝して使いた
い。
コンピュータは二進法で，早く正確に問題を解いている。人間は１ コンピュータの仕組み

３総

０個の数字を扱わなければならないけど，コンピュータは２つの数

人間との比較

字でやっていて解き方が違う。コンピュータは人の役にとても立っ

興味関心

ているので，中身を知ったうえで使いたい。
コンピュータは画像の黒と白の配置を表していて，とても高性能。 コンピュータの仕組み

４総

また数字を１つ間違えるだけで違う形が出てきて，人間がやったら

人間との比較

すごく難しい。コンピュータと人間は，違う考え方をしていて，だ 人間との比較
から人間が簡単にわからないことがすぐ分かる。

５算

コンピュータは人間の指示に従って動いている。また，私たちもこ

コンピュータの仕組み

の条件分岐を無意識に使っていて，コンピュータにも人間にもとて

人間との比較

も大切な考え。このフローチャートの通りにやると簡単に求めら 思考の活用
れ，とても便利。
人間の頭では時間がかかり大変だけど，コンピュータでは，辺の長 人間との比較

６算

さ，角の大きさを入れて比率を増やしたりするだけなので，自分で

★

やるよりとても簡単。コンピュータはたくさんの考えを式に表して

コンピュータの仕組み

考えている。
ロボットを思い通り，意図した通りに動かすには角度やその角度で

コンピュータの仕組み

７総

何秒進むかなどが重要で，アルゴリズムの順番も大切。これは日常 コンピュータの仕組み

★

の機械の洗濯機にも使われていて，順番もきちんとアルゴリズムさ

コンピュータの利便性

れているから，私たちの生活ではすごく便利に使える。

８算
★

コンピュータは，変数がプログラムされていて最初から一回一回設

コンピュータの仕組み

定しなくても数などを変えていける。それは電子レンジにも使われ

コンピュータの利便性

ていて，さりげなく変数の仕組みを使っている。
条件分岐を使うときれいにまとめられ，あらゆる可能性を説明する

９学

思考の活用

ことができるので，条件分岐はとても便利なもの。そして，日常で
も私の頭は条件分岐を行っている。条件分岐をよりうまく使えば， 人間との比較
人に手順を伝えたい時，分かりやすく伝えられる。
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成果
本研究では，小学校教育課程内の授業で，同じ子どもに１年間継続的にプログラミング教育を行
うことで，子どもの「コンピュータの働き」の理解がどのように深まっていくのかを分析し，効果
的な単元構成や授業デザインの視点を明らかにすることを目的とした。記述された学びを質的分析
法を用いてコード化・カテゴリー化することで，１年間の変容を分析した結果，以下の３点が成果
としてあげられる。
（１）学ばせたいプログラミング的思考を，コンピュータ全体の仕組みから，徐々にプログラマが
使うプログラムの考え方に移っていくよう段階的に配列し，継続的に授業を実施することで，
具体的に理解を深めることができる。
（２）コンピュータを使った活動と使わない活動を関連させ，プログラムの考え方を理解する活動
と，実際に自分でそれを活用しながらプログラミングする活動とを繰り返し経験する授業構
成にすることで，コンピュータをつくっているプログラマの存在に気付き，人間とコンピュ
ータとの接点に気付くことができる。
（３）本時で学習したプログラミング的思考が，日常生活でどのように活用されているか考える時
間を設けることで，上記２点の学びをもとに人間とコンピュータとのかかわりや，どのよう
に人間に恩恵を与えているのかをとらえ，コンピュータの働きへの気付きを深めることがで
きる。
上記のような単元構成や授業デザインの視点でプログラミング教育を構想し，カリキュラム・マ
ネジメントを行うことで，コンピュータの働きへの気付きを深めることができることが明らかにな
った。

おわりに
全ての実践が終わった３月のことである。子ども達は，卒業に向けて，お世話になった親や先生
方に感謝をする会を計画し始めた。準備計画を立てていると，ある子どもが「何をしなければなら
ないのか，順序を明確にしよう」と，フローチャートに活動を整理し始めた。また，
「プログラマに
なりたい」と言いながら，算数の学習に意欲的に取り組む子どももいた。このように，日常生活で
も物事を論理的に考えようとしたり，
コンピュータへの興味・関心が高まったりする姿が見られた。
これらは，コンピュータの働きへの気付きが深まり，主体的にコンピュータとかかわっていく態度
が育った結果だと考える。
今後はさらに，子ども達が学んだことが別の学習でどう生かされるのか，汎用性や定着度を測っ
ていくことや，中学校技術科での学習において，小学校段階での学習がどのように影響していくの
か明らかにする必要がある。
子ども達が，これから訪れる変化の激しい社会の中で，コンピュータなどの情報技術と主体的に
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かかわり合いながら，
自らの道を切り拓いていく未来の創り手となって活躍していくことを願って，
今後も研究を積み重ねたい。
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修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いた
知的障害特別支援学校のアクティブラーニング授業の分析
―― ミドル教師の授業の質的分析を通して――
遠 藤 貴 則* ・ 新 井 英 靖**
(2019 年 10 月 23 日受理)

Grounded Theory Approach of Lessons for Children with Intellectual disability in Special School
Takanori ENDO and Hideyasu ARAI

キーワード：知的障害特別支援学校，アクティブラーニング，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

知的障害特別支援学校においてもアクティブラーニング授業が実践されているが，それらの実践は，知的発達の遅れと
適応行動の困難さという障害特性に対し，構造化や視覚化等の方法で認知面での支援を提供し，望ましい行動を促進する
ことに重点を置いているものが多く，アクティブラーニングにおいて重要な深い学び，つまり子どもの「これまで持っていた知
識や経験と関連づける」（溝上，2014，108）という視点での分析・検討はあまりされてこなかった。そこで本研究では，知
的障害特別支援学校での経験が豊富で，優れた授業実践を行うミドル教師のインタビューと授業観察により収集した質的デ
ータを分析することで，ミドル教師が，授業の中で，新しい学習内容と既存の子どもの知識や経験をどのように結びつけ，深
い学びを生み出しているのかを明らかにすることを目的とした。研究方法として，半構造化面接および授業観察によって収
集した質的データを，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）の手法（木下，2003）を用いて研究を進めたが，
その結果，特別支援学校のミドル教師は，子どもの知識や経験の関連づけ，深い学びを促すために，授業に文化的・協働
的な活動を取り入れ，感覚・知覚・表象を混融させながら，役割を意識させ，課題遂行への切迫感を生み出すことで，
アクティブラーニング授業を実践していたということが明らかになった。

はじめに
2018 年（平成 30 年）３月に改訂された特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚
部・小学部・中学部）では，改訂の主旨として，社会の変化が「予測が困難な時代となっている」
――――――――
*茨城大学教育学部附属特別支援学校

**茨城大学教育学部
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ことや「持続可能な社会の担い手として，その多様性を原動力として，質的な豊かさを伴った個人
と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待される」ことが指摘されている。
その中で，学校教育では「子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，他者と協働して課題を解決
していくことや，様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成するなどして新た
な価値につなげていくこと，
複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるようにすること」
が求められている。この状況を受け，学習指導要領では，育成すべき資質・能力を「知識・技能」
，
「思考力・判断力・表現力等」
，
「学びに向かう力・人間力等」の三つの柱に整理し，それらを育成
する視点として，
「主体的・対話的で深い学び」
（アクティブラーニング）の実現に向けた授業改善
の推進が求められている。
知的障害教育でも同様にアクティブラーニングの視点が重要であると考えられているが，実際の
授業づくりでは，
「知的発達の遅れ」と「適応行動の困難さ」という知的障害の特性を考慮しながら，
いかにアクティブラーニングを実践するかが焦点となっている。そうした中でも，武富・松見は，
知的障害のある子どもたちへの学習上の特性等を踏まえたアプローチとして，
「言葉によるやり取
りが難しい場合がある」としても，
「生活に即した学習の流れや周囲の状況及び様々な体験的活動な
どを通して，文脈を理解して，思考し，行動として表れていることが多い」とし，教師が子どもの
「学習の段階」を「見極めながら，児童生徒の思考や判断を伸長していくことのできる個別性の高
い段階的な指導」が重要であるとしている。また，学習評価に関して「児童生徒が活動しながら体
得していく学びが大切にされ，教育の成果と効果を挙げてきている」としている。つまり，知的障
害教育では，子どもの具体的な行動から，教師がその理解や思考の過程を読み取りながら，個別的
段階的に学習を展開していくことが重要であるとしている（武富・松見，2017，12-14）
。
また，武富・松見は，上記の視点からの実践をいくつか紹介している。知的障害特別支援学校小
学部算数科図形の学習では，空き箱や空き缶を使用した遊びや体験的な活動を導入し，子どもが自
分から動作や感覚を使い，環境と対話しながら図形の理解を図る授業を行っていた。その中で，教
師は，日常経験と結びつけながら教具を提示したり，特徴を表す言葉を強調したり，指でなぞるな
どの支援を行っていた。その結果，描画遊びの中で四角形を描くようになるなどの成果があった（武
富・松見，2017，36-39）
。また，知的障害特別支援学級国語科の実践では，自己理解や他者理解の
育成を図ることをねらい，
「ぼくのニセモノをつくるには」を教材に「自分を知ってもらう本」づく
りを通し，主人公と自分の相違点を考えながら読んだり，自分の考えを伝えたり友だちの考えを取
り入れたりする活動を行った。その結果，見通しや「読み取り作戦」等合い言葉を用いた思考活用
のルーティーン化を図ったことにより，自分のよさに気付いたり，負の自分を受け入れる等，主体
的な学びにつながったとしていた（武富・松見，2017，40-43）
。
以上の実践をまとめると「教師が，具体的な行動から，個々の子どもの認知過程を読み取りなが
ら，課題の解決を認知的に整理することで，子どもは，課題解決までの流れが認知的に整理され，
行動的に課題を解決することができるようになった」と言うことができる。もちろん，課題解決ま
での過程が，明確になることで，子どもの学習への参加が高まり，学習の成果が上がることは間違
いないであろう。しかし，スムーズに課題を解決できることのみで，学びが深くなったと評価する
ことには疑問が残る。学習指導要領で指摘されているように，アクティブラーニングでは，新しい
価値を生み出すことや目的を再構築するという解決までの道筋が不明確な中で対応する力の育成を
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図ることが重要となってくると考えられる。この点について，溝上は，深い学びとは「これまで持
っていた知識や経験と関連づけること」であるとしている（溝上，2014，108）
。深い学びとは，単
なる情報の記憶やスムーズな課題解決ではなく，子どもの中でこれまで蓄積した知識や経験と授業
での学習による新しい知識や経験の結びつきの有り様だと考える。
つまり，アクティブラーニングを実践する際には，授業の中で，どのように子どもの既存の知識
や経験と新しい知識や経験を結びつけていくのかということが重要となってくる。
この点において，
新井は，言葉の理解と活用に困難を伴う知的障害児や学習困難児には，
「感覚－知覚－表象を一体化
させた活動が必要」であるとし，
「感情と認識，あるいは記憶と知覚が混融する授業」が必要である
としている（新井，2019，３）
。また，新井は，教科学習において知識や経験を結びつける契機とし
て「自分の生と結びつけ･･･のっぴきならない切迫感をもった学習課題が提示」されることが重要で
あるとしている（新井，2018，91）
。このように，授業において感覚・知覚・表象を混融させ，学習
課題に切迫感をもたせることが，子どもの知識や経験の関連づけを促進し，アクティブラーニング
だと言えるのではないか。
本研究では，以上の点を踏まえて，経験豊富なミドルリーダー教師（以下ミドル）のインタビュ
ー内容と授業実践を質的に分析することで，授業において，どのように感覚・知覚・表象の混融を
生み出しているか，また，いかにして学習課題に切迫感をもたせ，アクティブラーニングを実践し
ているかについて検討することを目的とした。

研究の方法
（１） データ収集の方法
上記の目的を達成するために，質的研究（半構造化面接及び授業観察）の手法を用いた。具体的
には，優れた授業を実践しているミドルに対し，半構造化インタビューと授業観察（フィールドノ
ーツ及びＶＴＲ）により，質的データを収集した。収集した質的データは，修正版グラウンテッド・
セオリー・アプローチ(以下 M-GTA)（木下，2003）を参考に，文字化，コード化した。そして，コー
ドからデータの意味を概念化し，その概念同士の関係性を整理し，カテゴリー図と理論モデルを作
成した。
(２) 研究の対象者
Ａ特別支援学校の教諭（1 名）に研究依頼をした。研究を進めるにあたっては，研究の趣旨を説
明し，同意の得られた教諭のうち，特別支援教育 10 年以上の経験があり，優れた授業実践を行い，
実践を言語化できる F 教諭を研究の対象者とした。
(３) インタビュー実施日及びインタビューの視点
Ａ特別支援学校において，F 教諭に対し 2016 年 8 月・11 月，2017 年 1 月（計３回）の半構造化
インタビューを実施した。インタビューをするにあたり，倫理的な手続きを踏むために，研究の趣
旨を説明し，同意を得た上で「研究協力の同意書」に署名してもらった。半構造化インタビューに
ついては，表１で示した視点をもとに自由に語ってもらった。
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表１ インタビューの視点
・「子どもが生き生き活動していた授業について」
・
「教師自身が面白いと感じた授業」
・
「学習成果が生活の中で見られた経験」

上記の視点が，授業の中にどのように反映しているのかを明らかにするために，授業観察を行っ
た。観察対象授業としては，ティームティーチング形式の授業ではなく，研究対象教諭が，単独で
行う国語・算数(数学)の授業とし，2016 年 12 月に授業観察を行った。
(４) 質的分析の方法および結果の示し方
まず，半構造化インタビューにより研究対象者の学習観を分析した。次にフィールドノーツと VTR
により分析した。分析の際には，収集した質的データを M-GTA の手続きをもとに解釈的に考察し，
質的データを意味のあるまとまりとして理論抽出し，文章化した。
なお，分析した結果は以下の手続きを踏んで整理し，その抜粋を本論文に掲載した。
①質的データの収集
インタビューを通して得られた音声データを，すべてテープ起こしをして逐語録にした。
観察した授業をビデオに録画し，必要な箇所のフィールドノーツを作成した。
②収集した質的データを分析・解釈する
②-a：①で得られたデータを解釈的に分析するため，意味の分かる最小限の単位（原則的に一文
ごと，必要に応じて二文程度）に分け，コード化した。コード化した質的データについて研
究テーマと関連する箇所に着目し，それらを説明するカテゴリーを生成した。
②-b：カテゴリーの生成に際しては，コード化した質的データの関連性（類似や対極等）を考慮
しながら，同一カテゴリー内の質的データのすべてに共通する意味を解釈し，抽象化した。
解釈，抽象化する際には，関連する教育学的知見を参考にした。以上のように質的データを
根拠としながら教育学的知見を参考にカテゴリー化することで，内容の妥当性を確保しなが
ら分析した。また，カテゴリー生成の際に，調査協力者への内容の確認や特別支援教育を専
門とする研究者の助言・指導を受けることで内容の妥当性を手続き的に担保するようにした。
②-c：以上のように生成したカテゴリーを図に整理してまとめた。
③分析・解釈した結果を文章化する
分析・解釈した結果を整理し，表にまとめ，その内容を文章化した。なお，文章化する際に，上
記の手続きをふんで得られた逐語録データは以下のようにナンバリングして示した。
・データの種類（インタビューは I，フールドノーツは F）
・データの番号（データが複数ある場合には順番を①～③で示した）
・話者の特定（F）
・発話の番号（１～40）
たとえば，(I①-F-8)という表記があった場合には、インタビュー（Ｉ）の１回目の F 教諭の 8 番
目の発話ということを意味している。
なお，
論文ではすべての発話を掲載することができないため，
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論文で検討したいと考えている点について発言している箇所を取り上げ，一覧表に示した。このと
き，該当する箇所を 1 部のみ抜粋することになるが，出来る限り，同一の話者が同じ視点で語って
いる箇所を抜き出すこととし，恣意的に表を作成することのないように留意した。

結果
(１)カテゴリー図の生成
上記の方法で F 教諭のインタビュー及びフィールドノーツをコード化し，
カテゴリー化した結果，
以下のようなカテゴリー図となった（表 2）
。そして，この表に示した内容を文章化し，理論化した
ところ，次節以後のようになった。
表 2 インタビュー結果のカテゴリー図
カテゴリー

概念

具体例（ヴァリエーション）

協働活動の中に学習

文化的実践

◯ガーナのゲストティーチャーの授業で初めて触れるものの喜びとか自分

を位置づける

を通し感覚・ の予想を超えるものに出会った瞬間の喜び（I①-F-3）
知覚的要素

◯（ガーナ料理の）調理場面で大量の唐辛子を入れたにもかかわらず美味し

を取り入れ

く食べることができた驚き（I①-F-4）

る

◯自分で触って感じたものを，特徴として取り出すという授業は自分から，
（子どもが）動いてやった（I①-F-21）
◯ボウリングのピンの中にあずきを入れ，倒れた時に音がでるようにする
（I②-F-3）
◯コップを重ねる（I③-F-5）

協働的な活

○個別の目標や教材を掛け合わせるとボウリングができる（I②-F-3）

動から役割

○ボウリングの過程の中で（個別の）目標を達成する形が良い（I③-F-4-2）

の意識へ

◯全体目標「みんなで協力してボウリングをしよう」
（FN①-F-1）
◯みんなが携わることが一番楽しいと気付かせる授業（I②-F-9）
◯みんなで意識してグループをして「学び合い」が（授業の）方針（I③-F2-1）
◯「学び合いの場」
，互いに見たり，協力し達成する（I③-F-2-2）
◯仲間作り，仲間と一緒にやった達成感（I②-F-2－2）◯文脈の中に一人一
人を位置づけ，目標を達成する方が良い（I③-F-2-3）
◯全員が一つの目的に向かって，やっていく方が良い（I③-F-2-4）
◯全体目標「みんなで協力してボウリングをしよう」
（FN①-F-1）
◯個別の目標をもとに係を設定している（FN①-F-2）

期待から切

◯（活動に）興味を示さない子どもには，
（教師が）一緒にやったり，友だ

迫感を生み

ちを巻き込んだりした（I①-F-23）

出す

◯これができないとボウリングができない，だから頑張ろうねという話し
方で（子どもの）認知面を刺激している（I③-F-4-3）
◯仕事を頼まれたときに頼られる存在になることを信じている（I②-F-5）
◯「みんな目標を達成すると楽しくボウリングができるよ」
（FN①-F-）
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◯思わぬ所でこんなに感謝されるんだという驚き（I①-F-8）
◯販売活動で「ありがとう」と言われて笑顔になった（I①-F-2）
◯販売で活躍した友だちの雰囲気を感じ，みんな頑張っていた（I①-F-11）
◯「～さんが準備やってくれたから，この授業ができるんだね」
（I③-F-2）
◯自分が学ばなくちゃならない，ここはクリアーしなくちゃいけないから
課題を頑張ろうという目標になる（I③-F-4）
◯人のためになったことが（子どもが）間違わないようにしようということ
に結びついている（I③-F-4-1）

(２)協働活動の中に過程に学習を位置づける
①文化的実践を通し，感覚・知覚的要素を取り入れる
F 教諭は，
「授業で初めて触れる物の喜びとか自分の予想を超えるもので出会った喜び」
（I①-F3）や「調理場面で大量の唐辛子を入れたにもかかわらず，美味しく食べられたという驚き」
（I①F-4）というように，触覚や味覚等の五感を使った感覚的経験やそこから生まれる喜びや驚きとい
ったような知覚や情動的側面が子どもの学習にとって重要であると考えていた。実際の授業づくり
においても，
「個別の目標や教材を掛け合わせるとボウリングができる」
（I②-F-3）というよう
に，グループの子どもたちの個別の学習内容を重視しつつも，子どもが実際に経験したことのある
「ボウリング」という文化的活動で包含していた。このようにボウリングを取り入れることで，ボ
ールを触る，投げるとって感覚的経験やピンが音を立てながら倒れるといった知覚的経験，また倒
れて嬉しいといった情動経験が，授業の中で実際に経験できるようにし，それらと言葉や数（表
象）の学習を関連づけるようにしていた（表 3）
。
表 3 文化的実践を通し，感覚・知覚的要素を取り入れる
◯ガーナのゲストティーチャーの授業で初めて触れるものの喜びとか自分の予想を超えるものに出会った瞬間の
喜び（I①-F-3）
◯（ガーナ料理の）調理場面で大量の唐辛子を入れたにもかかわらず美味しく食べることができた驚き（I①-F-4）
◯自分で触って感じたものを，特徴として取り出すという授業は自分から，
（子どもが）動いてやった（I①-F-21）
◯ボウリングのピンの中にあずきを入れ，倒れた時に音がでるようにする（I②-F-3）
◯コップを重ねる（I③-F-5）

②協働的な活動から役割の意識へ
さらに,「
『みんなで協力してボウリングをしよう』
（表 4）と黒板に全体目標として掲示するこ
とで，子どもたちが常に全体目標を意識できるように工夫し，集団の中で子ども同士が協働する場
面を意図的に設定していた。また，それを子ども自身に意識化できるように工夫することで，授業
を「
『学び合いの場』
，互いに見たり，協力し達成する場として成立させ，国語・数学の学習を協働
的な学習として展開していた（I③-F-2-2）
。このような協働的な学習を通し，
「みんなが携わるこ
とが一番楽しいと気付かせる授業」
（I②-F-9）を実践することで，
「仲間作り，仲間と一緒にやっ
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た達成感」
（I②-F-2－2）を味わうことができるようにしていた（表５）
。
また，F 教諭は，
「全員が一つの目的に向かって，やっていく方が良い」
（I③-F-2-4）とし，目
的を共有することや「文脈の中に一人一人を位置づけ，目的を達成する方が良い」
（I③-F-2-3）と
いうように，目的達成のための役割の分担を重視していた。実際の授業の中で，子どもに「ボール
を並べる」
「ピンを作る」
「ピンを並べる」
「メダルを並べる」
（表 6）というように個々の学習内容
を，子どもが分担する係内容として位置づけていた。つまり，F 教諭は，役割を媒介させること
で，個別の国語・数学の課題を集団における協働活動に位置づけ直していると言うことができる。
F 教諭は，授業場面で，子どもたちの準備が整い，ボウリングを始めるときに「みんなで頑張って
準備を協力してやってくれたので，
『ボウリング』やりたいと思います」のように，個別の国語・
数学の学習の成果としてではなく，学習の協働的な側面を積極的に評価していた。実際に，その場
面で，ある子どもは，自分が準備したピンを何度も指差し，自分の学習の成果を積極的に発信する
様子も見られた（表 6）
。
以上のように，F 教諭は，協働的に学習を展開する中で，学習課題を協働的活動に位置づけ，課
題への取り組みを役割として子どもに提示していた。つまり，学習を役割を通して協働的活動の中
での意味ある活動として取り組むようにしていた。
表 4 国語・数学「ボウリングをしよう」板書
単元名：ボウリングをしよう

・上下を判断してボールを準
備する
・説明を聞いて移動ができる

全体目標：みんなで協力してボウリングをする

・動作を表す絵カードをとる。
・ある，ないを判断してピンの
準備をする

・説明を聞いてボウリングの準
備をする
・印をよく見ておもりをいれる

表 5 協働的に学習する
◯みんなで意識してグループをして「学び合い」が（授業の）方針（I③-F-2-1）
○個別の目標や教材を掛け合わせるとボウリングができる（I②-F-3）
○ボウリングの過程の中で（個別の）目標を達成する形が良い（I③-F-4-2）
◯全体目標「みんなで協力してボウリングをしよう」
（FN①-F-1）
◯「学び合いの場」
，互いに見たり，協力し達成する（I③-F-2-2）
◯みんなが携わることが一番楽しいと気付かせる授業（I②-F-9）
◯仲間作り，仲間と一緒にやった達成感（I②-F-2－2）
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表 6 国語・数学「ボウリングをしよう」準備からボウリング開始の場面
教師の働きかけ

生徒の反応

個別の学習（
「ボールを並べる」
「ピンを作る」
「ピンを並べる」
「メダルを並べる」
）が終了し，
「ボウリング」を始める場面
「みんなで頑張って準備を協力してやってくれたの
で，
「ボウリング」やりたいと思います。
」

「では，一回戦」

F 児・H 児教師の方を見ている
E 児は，教師の説明聞きながら，自分が準備した物を指差
ししている。
E 児は笑顔で応答
「では，Ｅさん，おねがいします」

表 7 協働から役割
◯文脈の中に一人一人を位置づけ，目標を達成する方が良い（I③-F-2-3）
◯全員が一つの目的に向かって，やっていく方が良い（I③-F-2-4）
◯全体目標「みんなで協力してボウリングをしよう」
（FN①-F-1）
◯個別の目標をもとに係を設定している（FN①-F-2）

③期待から切迫感を生み出す
さらに，F 教諭は，
「子どもが生き生き活動していた授業について」という質問に対し，高等部の作業
学習の製品販売会でのエピソードを取り上げ，子どもが「販売活動で『ありがとう』と言われて笑顔に

なった」
（I①-F-2）
「思わぬ所でこんなに感謝されるんだという驚き」
（I①-F-8）のような周囲の人
から感謝を受けること，つまり期待されて何かに取り組むことが「販売で活躍した友だちの雰囲気
を感じ，みんな頑張っていた」
（I①-F-11）というように子どもの意欲的な学習につながるととらえ
ていた。そのため，F 教諭は，周囲の人から期待を受けるような機会を授業の中に設定することで，
子どもを意欲的に学習できるようにしていた。
実際の授業場面で，F 教諭は「みんな目標を達成すると楽しくボウリングができるよ」
（FN①-F36）や「～さんが準備やってくれたから，この授業ができるんだね」
（I③-F-2）のような言葉かけ
を活動の中で行い，子どもに教師や仲間の期待を受ける機会を意図的に設定していた。また，F 教
諭は，
「これができないとボウリングができない，だから頑張ろうねという話し方で（子どもの）認
知面を刺激している」
（I③-F-4-3）というように，期待を受け，意欲的に活動するまでに，子ども
中に「頑張らないとできないので頑張ろう」といった切迫感を感じる過程をつくり出していた。そ
のような切迫感を感じ，学習することで，
「認知の側面を刺激している」というように認知発達にも
関連すると捉えていた。
つまり，F 教諭は，ボウリングのために頑張ろうねというように，教師や周囲の仲間の期待を受
け，切迫感を感じることが，混融された様々な要素と新しい学習内容の結びつきを促進すると考え
ていると言える。また，
「人のためになったことが（子どもが）間違わないようにしようということ
に結びついている」
（I③-F-4-1）というように，子どもは期待を受け，切迫感を感じることで，自
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分の能力を自分から意識的に活用できるようになり，それが結果として「間違わない」という成果
を生み出していると考えていた（表 8）
。そして，学習の振り返りの場面では，
「F さん，今日は，し
っかりと話しを聞いてメダルの準備ができましたね」や「上下が分かり，ボールの準備がしっかり
とできましたね」のように，課題の成否だけでなく，自分の役割を果たし，期待に応えられたこと，
あるいは期待に応えようとしていた姿勢を積極的に評価していた（表 9）
。
F 教諭は「仕事を頼まれたときに頼られる存在になることを信じている」
（I②-F-5）というよう
に，
主体性の形成を意識しており，
主体性の形成の過程の中で子どもの学習の意味を評価していた。
つまり，F 教諭は，周囲の人からの期待を受け，切迫感を感じることで，学習に対する意欲だけ
でなく，その知識技能を向上させることにつながると考えていた。そして，期待を受け自分からそ
の役割を果たそうとする姿勢を積極的に評価することで，子どもの主体性を形成していた。そのよ
うに子どもの主体性を形成する過程を授業の中にきちんと設定していることが明らかになった。
表 8 期待から生まれる主体性
◯これができないとボウリングができない，だから頑張ろうねという話し方で（子どもの）認知面を刺激してい
る（I③-F-4-3）
◯「みんな目標を達成すると楽しくボウリングができるよ」
（FN①-F-）
◯思わぬ所でこんなに感謝されるんだという驚き（I①-F-8）
◯販売活動で「ありがとう」と言われて笑顔になった（I①-F-2）
◯販売で活躍した友だちの雰囲気を感じ，みんな頑張っていた（I①-F-11）
◯「～さんが準備やってくれたから，この授業ができるんだね」
（I③-F-2）
◯自分が学ばなくちゃならない，ここはクリアーしなくちゃいけないから課題を頑張ろうという目標になる
（I③-F-4）
◯人のためになったことが（子どもが）間違わないようにしようということに結びついている（I③-F-4-1）
◯仕事を頼まれたときに頼られる存在になることを信じている（I②-F-5）

表 9 国語・数学「ボウリングをしよう」振り返りの場面
教師の働きかけ

生徒の反応

ボウリングの順位の発表の授業の最後の振り返りの場面

「F さん，今日は，しっかりと先生の話を聞いて，ボウリング
の準備，メダルの準備しっかりできたね」
「印もよく見て，にここって知らせることができたね」
「はなまるです」
F 児は教師の方を見ている
「E さん動作を表す絵カ-ドしっかりとってくれてたね」
「
『投げる』や『転がす』があったね」
「ボウリングは『転がす』だね」
「
『ある』
『ない』はわかってきたので，次は『多い』
『少ない』
が分かるようになるといいね」
「
『ある』
『ない』すごいよく頑張っていなました」
「はなまるです」
「H さん，
」
「上下判断してしっかりとボ-ルの準備ができました」
「ボウリングがスム-ズにできました」
「それから」
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「ここに立つよ。ここで準備するよ」
「よく話を聞いていたと思います」
「はなまるです」
「では，最後，みんなで挨拶して終わりにしたいと思います」

H 児は笑顔

考察
本研究は，知的障害特別支援学校の経験豊富な F 教諭の実践を M-GTA を参考にし，知的障害教育
おけるアクティブラーニング授業について①感覚・知覚・表象の混融と②切迫感の二つの視点から
質的に分析した。その結果を総括すると以下のようになった。
まず，感覚・知覚・表象の混融については，F 教諭は，ボウリングという直接経験したことのあ
る文化的な活動を授業に取り入れることで，ボウリングの球の大きさや重さ，さわり心地といった
触感などの感覚体験やボールを投げる，ピンが倒れる，ピンが元に戻るなどの知覚体験とピンの位
置や数などの表象が結びつくようにしていた。
つまり，F 教諭は，授業において子どもが実際に経験したことのある文化的実践を取り入れるこ
とで，授業に感覚・知覚的要素と学習内容つまり表象を関連づけることで，混融した状況を生み出
していた。このような混融した状況の中で学習することで子どものこれまでの感覚・知覚経験が学
習の成果と授業における新しい表象が結びつく前提を整えていたと言うことができる。
次に,切迫感については，F 教諭は，授業にボウリングの準備の場面を取り入れ，一対一対応が課
題の場合には，ピンを印の上に置く係にするなど，準備分担に学習課題を取り入れることで，学習
を役割の遂行として位置づけていた。このように学習を役割の遂行とし，周囲の人からの期待を受
けることで，
「間違わないようにやらなければ」という課題に対する切迫感を生み出していた。
このように F 教諭は，授業に「ボウリング」のような子どもの身近な文化な活動を協働で取り組
む状況を設定することで，感覚・知覚・表象を混融させていた。また，役割を通し，学習課題に取
り組むことで，周囲の人の期待を受ける機会を設け，学習に対する切迫感を生み出していた。
以上のように，経験豊富なミドル教師は，アクティブラーニング授業，つまり子どもの知識や経
験の関連づけ，深い学びを実践するために，授業に文化的な協働活動を取り入れ，感覚・知覚・表
象を混融させ，役割を通した課題遂行への切迫感を生み出すことで，知的障害の子どものアクティ
ブラーニング授業を実践していたということが明らかになった。
ただし，本研究では，授業で学習した内容と子どもの既存の知識や経験がどのように結びつき，
学びが深くなったのかという具体的な学習成果までは明らかにできなかった。今後，深い学びの具
体的な内容についても明らかにする必要がある。この点については，授業観察を継続して実施し，
質的データを蓄積すること，また授業場面以外での子どもの変容についても観察することなど，本
研究で得られた知見を深める必要があると考える。

- 256 -

遠藤・新井：M-GTA による特別支援学校の授業分析

引用文献
新井英靖．2019.「言葉の理解と活用に困難を伴う子どもの国語の指導－記憶と知覚の接面を創り
出す授業づくり－」第 134 回全国大学国語教育学会（大阪教育大学）課題研究授業発表資料
新井英靖．2018．
「中学校におけるインクルーシブ授業と教科学習の意義－情緒不安定な中学生に
対する教科学習の指導から－」
『インクルーシブ授業の国際比較研究』 福村出版 88－95
木下康仁．2003．
『グラウンデッド・セオリー・アプローチ 質的研究への誘い』
（弘文堂）
．
溝上慎一．2014．
『アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換』
（東信堂）
文部科学省．2018．
『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編』

- 257 -

茨城大学全学教職センター紀要編集委員
委員長

小川 哲哉

(全学教職センター)

副委員長 昌子 佳広 (全学教職センター）
菊地 利幸 (全学教職センター)
五島 浩一 (全学教職センター)
本田 敏明 (全学教職センター)
望月 厚志 (全学教職センター)
東小川昌夫 (全学教職センター)
松村 初

(教育学部数学教育）

齋藤 英敏 (教育学部英語教育)
小林 祐紀 (教育学部情報文化)

第 38 号

茨城大学教育実践研究
発

行

日

編集・発行

2019 年 11 月 30 日
茨城大学全学教職センター
〒310-8512

茨城県水戸市文京 2-1-1

TEL

029（228）8327

FAX

029（228）8328

（事務室）

URL http://center.edu.ibaraki.ac.jp/

STUDIES IN TEACHING STRATEGIES
IBARAKI UNIVERSITY
Vol. 38, November 2019

CONTENTS

Utilization of Mathematical Knowledge in History Education：from Land Surveying Practice
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mayumi CHIBA, Yutaka YOSHII and Tamotsu ONISHI

1

Verifying Reasoning Process Representation when Interpreting Data: A Case Study Based on Derivation of the Lever
Balance Equation・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Naoki MIYAMOTO

11

Study of Curriculum Management in Music Department：Focusing on Theory and Practice in Kindergarten,
Elementary / Junior High School, and High School・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ayako FUJITA

25

Educational Effects of Contact Experience with Sexual Minorities
: From the View Point of Gender Diversity Education・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Yukiko SATO

35

Introducing ‘Chunking’ into Listening and Speaking Activities and Using it as a Bridge for Teaching
Reading and Writing in Elementary School English Education
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Kaoru SHIMO and Shin’ichi INOI

45

Effects of Implementing Project Based Learning on Learners’ Motivation for and Attitude toward Learning English
:Utilizing Text Mining Techniques・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Sho KOBAYASHI

61

Effects of Collaborative Learning on High School Students’ Attitudes of English Learning
: A Practical Report of the Marshmallow Challenge ・・・・・・・・Sho KOBAYASHI and Kanako TABUCHI

75

Discussion of the nature of educational practice for Special Needs Education: beyond views based on life-empiricism
practical theory and support theory based on disability characteristics・・・・・・・・・・・・・・・・・Hideyasu ARAI

89

Successive curriculum and learning from pre-school education to elementary school education: development of
teaching materials for alleviating whisper of learning in the childhood and unfolding learning
・・・・・・Hideyasu ARAI, Seiki YAMAMOTO, Ayumi WATANABE, Yoko HISAKA, Kanako ITO,Miu KISHIDA,
Yuki YAMAZAKI, Yuka KAMEYAMA, Nene YAMAGUCHI, Mayuko ISHIHARA, Masayo OSHIDA,Shoko
GOMI, Kenta HATORI, Yumiko MIYAZAKI, Yuki OOUCHI, Anna SUZUKI, and Kahori UEMATSU 101

Impact on Graduate Students of Nursing Education from " The Cider House Ruies "
：Through Qualitative Analysis・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tomoko TAKAHASHI，
Satomi AWANO，Asumi SATO，Risako WATANABE，Ai TSUNODA，Fukumi SAITO and Yuji KOIKE 115

Study of a theory and the practice on school and classroom administration : The issue of compliance
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tetsuya OGAWA 125

Study of a theory and the practice on Discussion type morality class of the high school
About the educational significance of the animation teaching materials・・・・・・・・・・・・・Tetsuya OGAWA 135

Practical problems of high school agriculture department
―― About the practical and experiential learning activities in cooperation with regions and industries in
agriculture ――・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tomio MIYACHI and Tetsuya OGAWA 145
Research on Theory and Practice of Agricultural Education Method – Positioning of school agriculture club activitiy in
agriculture education ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tomio MIYACHI and Tetsuya OGAWA 153
Practice for creating teaching materials using cultural assets in the Mito area: Cases in “General research for
school education・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tamaki SATO 161
Pre-schools and Childcare Centers that Take Good Care of Both Children and Their Families
：The Interview Research with Principal (Management)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Naomi KAMINAGA，Minako NAKAJIMA and Yuki KIMURA 173

Possibilities of ICT as Tools for Reflection on Teaching: Collecting and Analyzing Learner Descriptions
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Yuri IMAIZUMI 183

How Ideas Used for Describing Professional Development Schools have Changed and Unchanging
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Yuri IMAIZUMI 195

Production of Teaching Materials to Support the Implementation of Programming Education at Elementary School
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Yuki KOBAYASHI 211
Strategy of Anti-Bullying for Moral Education: Processes and tasks of “Problem Based Learning”
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Hiroki Miyamoto 223

Plan of programming education in elementary school to deepen awareness of computer working
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Takumi SHIMIZU 235
Grounded Theory Approach of Lessons for Children with Intellectual disability in Special School
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Takanori ENDO and Hideyasu ARAI 247

Published by the Center for Teacher Education Ibaraki University
Mito, Ibaraki Prefecture
Japan

