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実践過程における教師の学びとリフレクション（省察）の可能性
　

中 田 正 弘
帝京大学教職大学院

○実践過程における教師の専門家としての学び
教師の専門家としての学びは、日常の職務の中で

どのようにして行われているのか。
本来、教師の専門的な学びは、実践過程における

反省的な思考をよりどころに、経験を積み上げる中
で、自己の授業改善、授業実践力の向上につながっ
ていくべきものである。

しかし、今日の学校現場では、多くの教師が日常
の職務に追われ、日々の実践過程をじっくりと振り
返る時間的余裕が持てないのが現実である。

また、「経験の積み重ね」がイコール「高い実践
的指導力をもっている」ことを意味することはな
く、かえって経験による思いこみや凝り固まった学
びの認識が、教師の授業実践力向上を阻害する要因
になることもある。そのため、学校で活発に行われ
ている校内研究会が、真に教師の学び、教師個々の
授業実践力の向上につながっていないことも少なく
ない。

日本の校内研究は、主に学校を単位として、古く
から継続されてきているものであり、教師たちの専
門家としての学びを象徴するものである。授業を検
討し合う自律的な教師文化の有効性は、多くの研究
者によって指摘されて、評価されてきた。しかし、
校内研究の効果は経験的にとらえられ、論じられる
ことが多く、このことについて秋田１）（2009）は、
授業研究が教師の実践的知識・技能の発達に寄与す
る、学校が組織的に変化するという前提は、変化の
メカニズムとして明確にされていないと指摘してい
る。

教師たちの専門的知識は、それだけを取り出すこ
とは困難であるとともに、それは階層的に整理され
たものでもなければ、必ずしも言語的、構造的に整
理されたものでもない。加えて、行動に移される場

面では、価値や感情を伴うことが多い。
佐藤２）（1996）は、教師の実践的知識を、文脈に

依存する経験的知識であるため、理論的知識と比べ
ると厳密性や普遍性には乏しいが、具体的で生き生
きとした知識であり、機能的で柔軟な知識であると
している。またそれは、特定の教材の内容、特定の
教室の文脈に規定された「事例知識」であるとし、
実践的知識を形成するためには「事例研究」（臨床
的研究）が有効であるとしている。さらに、実践的
知識は、特定の学問に還元できない総合的な知識で
あること、顕在的な知識としてだけでなく、潜在的
な知識としても機能していること、個人の経験に基
礎をおいた個人的知識であることを性格づけること
ができると説明している。

では教師は、専門家としてどのようして実践的知
識をより論理的に構造化された知識に結び付けてい
くのか、経験を再構成するとはどのようなことなの
か、さらには、知識はどのようにして感情や活動に
結び付けられていくのだろうか。

○�リフレクション（省察）の可能性と実施上
の課題
筆者は平成20年度から東京都のT市の研修会（若

手・中堅教員の授業力向上を目的とする）に継続的
にかかわっている。この研修では、受講者が期間内

（６か月ほど）に自ら授業をプランニングし、２回
の研究授業を実施する。そして研究授業では、受講
者が相互に参観を行うとともに、授業後には研究協
議を実施する。

この研究協議では、授業者による実践の振り返り
をベースに、参加者（受講者３～４名）によって、
授業における教師の教授行動の意味や効果などにつ
いて検証を行う。筆者は検討に参加するとともに、
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授業記録を基に授業を構造的に捉え直したり、改善
の方向性をアドバイスしたりする役割を担ってい
る。ここでは、新たな知識や技能を提供する以上に、
授業実践者の振り返りをベースに変化の契機となる
投げかけを重視している。

このような「授業研究→振り返り→新たな取り組
みの方向性の模索」を繰り返していく過程で、受講
者が、授業の各段階（導入や展開、終末）がそれぞ
れどのような役割をもっているか、またそこでの自
己の教授行動（発問する、板書する、資料を見せる
等）は何を意図して行っているのかを「意識」して
授業を計画・実践に移行するようになっていく傾向
を示すことが分かってきた。実践を基に、そこに見
られた教師の行動と児童の学習成果を、教師が自ら
語り、改善・向上につなげていこうとする試みであ
る。

対象となった教師の変容は、専門家としての学び
を深めるための「リフレクション（省察）」の可能
性を示唆するものであり、指導力のある教師に成長
してく重要な要素の一つではないかと考える。

リフレクション（省察）については、すでに佐藤３）

（1996）らが、教師の専門的成長を、実践的な問題
解決過程で形成される実践的認識の発達で性格づけ
られるとする「反省的実践家」（Schön,1983）モデ
ルを基に紹介している。ショーンは、反省的実践家
を、行為の中で省察するとき、そのひとは文脈にお
ける研究者となる。すでに確立している理論や技術
のカテゴリーに頼るのではなく、行為の中の省察を
通して、独自の事例についての新しい理論を構築す
る。探究者は、あらかじめ意見が一致している手段
をどう用いるかを考察にとどまらない４）ととらえ、
新しい専門職の在り方を強調している。

コルトハーヘン５）（Korthagen,1985）は、ユトレ
ヒト大学のイフロス（IVLOS）教育研究所での取
り組みから、リフレクション（省察）における
ALACT（Act i on→Look i ng  b a ck  on  t h e 
action→Awareness of essential aspects→Creating 
alternative methods of action→Trial）モデルを提
唱し、経験による学びの理想的なプロセスは、行為
と省察がかわるがわる行われることであると主張し

ている（図１）。
しかし、リフレクション（省察）とは、教師が、

子供からよい発言を引き出せなかった理由を考えた
り、テスト結果を見て授業の進め方を反省（「子供
たちはよく分かっていなかった」など）したりする
通常の行為とどのように違うのか。実習を経験した
学生や教師にリフレクション（省察）を起こさせる
ための教師教育者の役割やその手法はどのようなも
のなのか。さらに、教師の実践的な知識に重きを置
くことだけで、果たして教師の専門性は語り切れる
のだろうかなど、実施上明らかにしていかなければ
ならない課題も多い。

日本においては、授業リフレクションの研究は一
部の大学等で広がりを見せ、また教師教育における
リフレクション（省察）の方法は、山口・鯨岡６）

や村井７）によって検討され、紹介されている。し
かし、リフレクション（省察）に関する方法的・技
術的な議論は、まだ浅いと言える。

○教師の教授行動と意思決定
教師の意思決定については、すでに吉崎８）（2002）

が、ペロプ・ピーターソンらの「教師の意思決定モ
デル」等を基に、予想していた子供の反応と現実の
子供の反応に関する情報を短時間で処理しながら次
の教授行動を意思決定していること等を明らかにし
ている。しかし、こうした意思決定は、教師によっ
て常に「意識して」「意図的に」行われているのだ

図１　�省察の理想的なプロセスを説明するALACTモデル
（コルトハーヘン「教師教育学」p54より筆者が作成）
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ろうか。あるいは、プランの段階では意図していた
が、行為に移す瞬間は無意識の状態にあるのだろう
か。さらに、教師が、いつ、何をきっかけに「何を」

「どのように」「意識」するようになっていくのだろ
うか。そのことを明らかにすることは、教師が授業
実践力を向上させていくための具体的方法を学校現
場に提供していくことにつながるものであると考え
ている。

ドルク９）（Dolk,1997）は、教師が、短時間のうち
に判断したり、行動したりしなければならない場面
を「瞬間的授業場面」と呼び、その中では、状況の
認知、解釈、反応をそれぞれ分けてとらえることは
不可能に近いとしている。授業中の瞬間的な場面に
おける行為は教師自身によって意識されることな
く、ごく自然に一連の行われていると考えられてい
る。コルトハーヘン10）は、この「自然に行われて
いる」ことに対して、教師の中で起こる内的プロセ
スが認識のプロセスであるとは考えられず、特定の
ゲシュタルトが惹き起こされる現象であると説明し
ている。

○�ゲシュタルトからスキーマ化への移行の可
能性
今日の教師教育の問題は、教師教育における理論

と実践の乖離を、教師教育で提示された学問知が教
育実践にうまく移行できるようにできていないとい
う問題、つまり知識を実際の場面での「運用」を促
せていないという問題と解釈されていることが多い。

しかし、コルトハーヘンらの「ゲシュタルトに
よって惹き起こされる」という主張は、学生たちは
教師教育で提供されるすべての情報をそのゲシュタ
ルトというフィルターを通じて見ることを意味する。

例えば、「教育とは多くのことを知っている教師
が、多くのことを知らない子供たちに教えこむこと
である」という考えを持ってプログラムに臨んだ学
生は、それとは異なる考えに関する理論は彼らのゲ
シュタルトの中には部分的にしか還元されず、した
がって実習等における実践場面にもあまり反映され
ないことになる。

上記の例を基に、コルトハーヘン11）は、「これら
の思い、感情、価値観、考え方などがすべて合わ
さって、上記の場面はウィルソン先生にとって個人
的な意味を持ち、ほぼ自動的に（ほとんど無意識的
に）先生なりの対応がとられた。この対応は、過去
の類似する彼女の経験に根ざしたものである。この
教師の内部から（すなわち、考え方、内部プロセス、
及び特定の行動を取ろうとする傾向、の３つが合わ
さって）特定のゲシュタルトが惹き起こされる現象
と説明できる。」としている。

ショーンが言うように、教師自身に立ち止まって
考える時間がある場合には、知覚→聴覚→思考→活
動で構成される一連のプロセスで教師の行動は説明
できるものの、瞬間的な行動においてはドルクやコ
ルトハーヘンの説明の方が、より説得力を持ってく
る。教師に許された時間の長さが教師の認知様式に
与える影響が大きいと言えよう。

では、すべての教師が、教師教育を受ける以前の

◆　算数の時間における児童（ジム）の回答
　　「12+９＝22」
◆　ジムの解答に対する教師（ウィルソン）の反応
　 　「間違っていますよ。12+８=20って知っている

でしょ。だから12+９=21よ」
◆　ウィルソン先生のジムに対する行動の要因
　感情：たとえば、ジムがまだ間違いを続けている

ことへのいら立ち
　過去の同様の経験：例えば、ジムやその他の間違

い続ける子供たちについての経験
　価値観：例えば、この教師にとって、この学年の

子供が100までの数の足し算問題を間違うこ
となくとけることが何よりも重要なのかもし
れないということ

　役割に対する考え方：例えば、教師は正しい答え
を「伝達する」人間だという考え方

　ニーズや関心：例えば、足し算の練習をなるべく
早く終わらせて、教師が考えていた引き算の
問題により多くの時間を割きたいという希望

　習慣：例えば、さらなる問題を避けるための手段
として、ただちに誤答を訂正する習慣

図２　特定のゲシュタルトが惹き起こされる現象
（コルトハーヘン「教師教育学」，p196より筆者が作成）
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ゲシュタルトによって行動の多くが規定されている
のであろうか。また、教師の授業中の行動には、多
くの場合、感情や価値観が含まれている。これらは
教師教育学の成果として説明することは困難である。

ゲシュタルトの形成については、コルトハーヘン
の著書「教師教育学」から引用する。
「ゲシュタルト形成とは、ある状況が、過去の類

似する経験を基に、あるまとまったニーズ、考え、
感情、価値観、意味づけと活動の傾向を生み出すプ
ロセスである。ゲシュタルトとは、その状況の中に
ある特定の、その人のニーズを満たすような、現実
に意味を持つ特徴によって惹き起こされる。ゲシュ
タルトは惹き起こされる際、過去の似た経験をした
時の感情を伴う。一般にゲシュタルトは無意識で無
意図的に作用する。言語はゲシュタルト形成の上
で、あまり大きな役割を果たしていない。人々は、
自分たちにとって自明と思われる言葉を使うだけで
ある。」

○現職教員を対象とした予備的調査の結果から
ゲシュタルトは、一度獲得されたものは変化し得

ないのだろうか。先に示したT市の研修会で出会っ
たA教諭の例をあげてみる。A教諭は、体育科の指
導についての専門性を高めることを目指して本研修
を受講していた。2009年１月に実施した第１回目の
研究授業では、跳び箱の種類と配置と、子供の運動
技能の向上についての関係を十分に意識されていな
い状況が見られたため、運動の場づくり（跳び箱の
台数、高さ、置き方）の意図や効果を中心に研究協
議での話し合いをもった。しかし当初は「今までも
同様のやり方をしてきたので」という返答にとど
まっていた。そこで、子供の能力が違うこと、それ
に伴った取り組むべき運動やレベルも違うことか
ら、それらを踏まえた場づくりのアイデア等を一緒
に検討し、２度目の授業づくりに向かった。２月に
実施した２度目の授業では、学習のねらい、子供の
実態（運動能力の差、興味関心など）などを踏まえ
て、授業展開や運動の場を構成するとともに、研究
協議では、運動の場や教師の働きかけと子供の学習
成果、運動量など、明確な視点をもって自己の実践

を振り返っていた。その後もA教諭は体育の研究会
等で積極的に学び、自分の授業を公開するなどの取
り組みを行っているが、当該の研修会での授業分
析・リフレクションが自己を向上させる「変化の
きっかけに」の一つになったことを後述している。

このように、A教諭は、自分自身の教授行動とそ
の理由を言語で説明することが容易となり、そこで
獲得した理論は「自然と」自己の教授行動に取り入
れられていくようになる。ファン・ヒーレ12）（Van 
Hiele）は、このようにスキーマ化された知識が、
時間がたつとゲシュタルトになり下がってしまうか
のように見えることを「段階の格下げ」と呼んでい
る。

この事例は、人は何らかのリアリティのある問題
に出会ったとき、あるいは強く関心を寄せた時、自
己の内にあるゲシュタルトを見つめ直そうとしてい
ることを暗黙のうちに示している。したがって、教
師の成長には新しいゲシュタルトの形成につながる
ような、文脈化された有意味な体験が必要であり、
コルトハーヘンは「ゲシュタルトについて省察する
ことを通して、彼ら自身の授業についての新しい概
念を自分たち自身の独自のものとして、意識的に作
ることができる」と説明している。

また、先のT市の研修に2008年度に参加した教諭
のうち４名に対して質問紙調査を行った（2009,４）。
対象の４名は教職５年から８年の経験を有している

（上記A教諭も含む）。
＜B教諭の場合＞

８年の経験（2009,３時点）をもつB教諭は、日常
の授業の中で、工夫をすれば子供たちが楽しく学ぶ
こと、さらにはモデルとなるような先輩の授業を参
観して刺激を受けたこと、そうした状況の中で、管
理職や先輩から学ぶきっかけを提供されたことが、
自ら勉強に取り組んでいくきっかけとなっている。

そして、自ら授業を計画・実践したり、研究会に
参加したり、教育書を読んだりするなどの取り組み
を行っていくが、その中でも、じっくりと計画を立
てて実践し、それを他者に参観してもらったこと、
授業記録に基づく客観的な分析をしてもらったこと
が、一番効果があったと回答している。
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＜C教諭の場合＞

C教諭は６年の経験を有する。特別支援学校で勤
めたのちに、小学校の通常学級の担任になった。新
卒4年目ごろから、工夫すれば子供たちが楽しく学
ぶことや、そのための指導法等の勉強そのものにお
もしろさを感じたことなどがきっかけで、意識的に
勉強に取り組むようになったという。

そして、B教諭と同様に、一人で授業実践に取り
組んだり、教育書を読んだりしていくが、最も効果
があったものとして、授業を他者に見てもらい、客
観的に分析してもらったことをあげている。

このように、教師が、指導力を向上させようと自
らを変化させていくきっかけは、クラスの子供の学
習に果たす自己の役割を強く意識したこと（「自分
が努力すれば子供たちが楽しく勉強する」「この状
況を何とか改善しなければ」という意識）、先輩教
員の優れた授業との衝撃的な出会い、管理職等から
の勉強の機会の提供などと、自分の外からの刺激に
よって得られているケースが多い。

そして、変化へのきっかけを得られた後の勉強で
は、自分自身が授業を計画・実践し、他者からの視
点をも取り入れながら「自己の教授行為を言語化す
る」という手法でリフレクションしてきたこと、そ
のうえで客観的・具体的なアドバイスを受けたこと
が有効であったと指摘している。

さらに、質問紙に回答してくれた４名の教員は、
実践的に勉強を積み上げる中で、授業のねらいを意
識して授業に取り組むようになったこと、子供たち
の学習状況（意欲も含める）やテスト結果、ノート
の記述内容を、自分の教育的行為との関連から反省
的に考えるようになったことを、成果として挙げて
いる。

山崎13）（2002）は、教師のライフコース研究の中
で、教師の成長過程を丹念に追っている。その中で、
ある教師は、新任期において、自分の被教育体験や
先輩の実践を手掛かりとしながら無我夢中の実践段
階を経て、自己の教育課題が明確になる時期に移行
し、やがて実践の理論化と外に向かっての提起の段
階へと移行している。

自己の教育課題への着目は、「すごい同僚との出

会い」であったり「生徒の荒れ」であったり、「自
分の家庭の問題」や「職務上の責任」であったりと
多様である。これは、教えることについて学ぶとい
うことは単なる認識に関するプロセスではなく、感
情や個人的ニーズに影響されているとしているとい
うハーグリーブスの説明とも相容れるものである。

スキーマのプロセスは、自明だと思われていたこ
とを見つめ直したり、言語にして表したりすること
によって一層活性化されると言えよう。しかし、そ
れは偶発的な場合が多くあるのも確かである。職務
におけるフォーマルな研修等ではなく、むしろイン
フォーマルな世界での先輩や同僚、生徒たちとの会
話から惹き起こされるものでもある。

このことについて山崎14）（2002）は、もはや教師
としての専門的力量は、あたかも要素項目のごとく
年齢段階に即して脱文脈化・脱状況的に抽出され列
挙され得るようなものではないことは明白であると
説明し、抽出され列挙された力量を具体的な文脈・
状況から切り離して整理し提供しようとすること
は、一人一人の教師の発達にとってはあまり意味が
ないとしている。

○まとめとして
今回は、教師は授業の様々な場面において、常に

何かしらの理論と、状況把握、思考、判断、活動と
いうプロセスをもって教授行動を起こしているのだ
ろうかという問いから、先行研究で明らかにされて
いるところの整理を試みた。その結果、以下のこと
が明らかになってきた。
 • 教師の授業中における行動の内容・方法には、そ

の教師に許された思考の長さが、強く影響を与え
ていること

 • 教師自身が、授業の中で瞬間的な判断を求められ
る場面では、長年の経験に根ざしたゲシュタルト
に無意識に従って活動することが多いこと

 • スキーマ化へのきっかけは、文脈化された状況に
おいて、リアリティのある問題や優れた先輩・同
僚等との出会いなど、強く自己を見つめ直すよう
な場面との出会い等のきっかけがあること

 • スキーマ化へのプロセスには、リフレクション
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（省察）の有効性が指摘されているが、その手法・
プロセスはまだ十分に理解されていないこと

 • しかし、経験豊富で、学びについてのスキーマ
（経験、知識、技術等において）を獲得した教師
は、どのような意識で授業に臨んでいるのか、ス
キーマへのきっかけづくりとプロセスは、どのよ
うに個々人に内在化していくのかなど、疑問とし
て残る点も多いこと
多忙感を強める日本の教師は、日々の教育活動の

中で、どのように実践的力量を高めていくことが可
能なのだろうか。リフレクション研究の盛んな欧州
の大学及び学校現場においては、リフレクション

（省察）がどのように進められ、教師の成長に影響
を与えているのか等について調査を進めていく予定
である。
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