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個の学びを支援する授業方法と授業研究
　

小 山 惠 美 子　　小 関 礼 子
帝京大学教職大学院

１　はじめに

「教職大学院」には多様な課題を持って学ぶ学生
が入学してくる。本年度は初年度ということもあ
り、概ね次のような学生が集まった。
Ａ１　ストレート・マスター
　　　（中・高等学校教員を希望している。）
Ａ２　ストレート・マスター
　　　（小学校教員を希望している。）
Ｂ１　�現職教員（管理職になることが決まってい

る。）
Ｂ２　�現職教員（スクール・リーダーとして指導

力の充実を目指す。）
今後、養護教諭、幼稚園教諭、特別支援教育、医
療と教育などさまざまな研究課題を有する学生が共
に学ぶ場となる可能性がある。そのような「教職大
学院」とは、教育に関する理論を学ぶだけでなく、
学生のニーズに応じて、実際の場で生きる実践力を
鍛える場でもある。本年度の「個の学びを支援する
授業方法と授業研究」（共通基礎科目・必修）は、
Ａ１（３名）とＢ１（３名）、Ｂ２（２名）の８名
の学生と教員２名とでスタートした。
本授業は、別に設定されている「授業づくりと教
材研究Ⅰ～Ⅲ」「授業づくりと指導法研究Ⅰ～Ⅲ」
で行う「授業設計の在り方」とは違い、「個の学び」
に焦点を当てて、学習者の側から授業を観ていくも
のとする必要がある。どちらかというと教材研究の
方法を学び、指導案作成と模擬授業を通して、授業
実践力とスクール・リーダーや行政担当としての指
導力を身につける「教材研究」「指導法研究」に対
して、「授業方法と授業研究」は、授業を観る視点
を広げていくことが求められよう。
それぞれ違った課題をもつ学生にどのような授業

を行ったらよいか悩みながらの授業であったが、こ
こにその内容を示し、今後の課題を明らかにしたい。

２　授業の計画

（1）オリエンテーションとしてのアンケート調査

「シラバス」には、「授業の概要」として次のよう
な２つの目標が示されている。
・個々の児童生徒を理解し、集団の中で一人一人を
生かして学びを高めていく授業の方法と評価の在
り方について究明し、創意ある授業実践力の育成
を目指す。
・個々の児童生徒についての理解を深め、意欲的な
学びを喚起していく授業や評価の在り方、授業を
行うために必要な知識や技能等について学び、実
践的技量を高める。また、新たな指導方法、指導
形態、評価方法等について理論的に整理し、それ
を指導資料等にまとめる協同活動を通じて、協働
で活動して高まり、かつ授業実践のリーダーとし
ての素養を高めていく。
※平成21年度帝京大学教職大学院『学生便覧』
（PP.�58～59）
ここから、
①　個々の児童生徒をどう理解するか。
②　授業実践力を高めるための方法とは何か。
③　個をどのように生かすのか。
④　授業を行うために必要な知識や技能とは何か。
⑤　指導資料などをどうまとめたらよいか。
⑥　創意ある実践力とはどのようなものか。
⑦　授業評価とは何か。
といった「問い」が導き出せよう。
さらに、Ａ学生（ストレート・マスター：今後Ａ
学生と表記する）、Ｂ学生（現職教員：今後Ｂ学生
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と表記する）のそれぞれの到達目標がある。Ａ学生
は、「授業実践を行い、授業力の課題を明らかにし、
改善に取り組むこと」であり、Ｂ学生には、さらに
「個々の教師（または授業者）に対して授業の指導
ができたり、校内研究をコーディネートしたりする
技能」も求められる。
そこで、このような「本授業のめあて」を示した
上で、学生がこれまでの自身の授業や授業評価にど
う取り組んでいるかを調査してみた。以下がその内
容である。

①　教材研究をどのように行ったか。
②　�授業をした時うまくいかなかった（難しかっ
た）ことは何か。

③　�どのようなことをしながら授業参観をした
か。（するか）

④　�授業の改善点をどのようにしたら修正でき
たか。

データーとしては少ない（初回の授業に出席した
４人分）が、それぞれの記述を取りだしてみると次
のようになる。
①（教材研究）
・教科書・指導書・実践資料集・学習指導要領を
読む。（Ａ学生・Ｂ学生※以下Ａ・Ｂで示す。）

・年間指導計画を見る。（Ｂ）
・同じ内容の授業を参観する。（Ａ）
・児童生徒に提示する資料を集める。（Ａ・Ｂ）
・既習学習の調査を行う。児童生徒の力を把握す
る。（Ｂ）

・到達目標を設定する。（Ｂ）
・単元の流れを検討する。（Ｂ）
・教材研究ノートを作成する。（Ｂ）
・以前の指導案を検討する。（Ｂ）
・職場の他教員からアドバイスをいただく。（Ｂ）
①について見てみると、Ａ学生は資料収集、各種
資料を見て教材研究を行うことに重点を置いている
が、Ｂ学生は単元の流れをどう組み立てるかを意識
したり、年間指導計画への位置づけに着目していた
り、幅広い視野で人や自分の財産から教材研究を行

おうとしていることが分かる。このような違いの交
流を授業の中に取り入れていきたいと考えた。
次に②の結果である。
②（授業の難しさ）
・作業や活動の指示がうまくいかず学習活動が混
乱した。（説明不足）（Ａ）
・導入に時間がかかりすぎた。（Ａ）
・何を教えたいかがあいまいだった。（Ａ）
・授業への参加の仕方に偏りがあった。（Ａ）
・初任の時、スムーズな展開の授業づくりが難し
かった。（Ｂ）
・つい口を出してしまい、児童の考えを十分に引
き出せなかった。（Ｂ）
・すべての児童を見ているつもりでも見ていな
かった。（Ｂ）
②に関しては、Ａ学生が授業の中の一部分（発問
や指示、ねらいの提示の仕方など）を問題にしてい
るのに対し、Ｂ学生は、授業の全体の進め方や児童
生徒の様子から授業を振り返ろうとしている点に違
いがあることが分かる。別な見方をすれば、Ａ学生
も授業全体を振り返っているのであろうが、発問や
導入部などの一部分がうまくいかなかったために授
業全体が失敗したという意識を強く持っているとい
えるのではないだろうか。Ｂ学生の中には、具体的
に「こうして授業を改善した」という方策を書いて
いる者もいて（授業台本を書いて授業を行うなど）、
こういった点でもＡ学生とＢ学生が共に学ぶことに
大きな意義があると感じさせる結果になった。
次は③の結果である。
③（授業参観の仕方）
・授業者が生徒の質問やつぶやきにどう反応して
いたかに着目した。（Ａ）
・板書を記録した。（Ａ）
・教師が授業の内容に対してどのような切り口で
授業を進めているか。（Ａ）
・教師と生徒のコミュニケーションはどうであっ
たか。（Ａ）
・気になる子を追って見た。（授業の中でどう参
加していたか。）（Ａ・Ｂ）
・授業者の提示する授業観察の視点を踏まえて観
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る。（Ｂ）
・その授業のねらいは何かをおさえて観る。（Ｂ）
・これまでにどのような指導が行われてきたかを
指導案から検討する。（Ｂ）

・授業記録をとる。（Ｂ）
　支援する児童への働きかけを観る。（Ｂ）
・自分ならどう展開するか、考えながら観る。
（Ｂ）
③に関しては、②と同じような傾向があった。Ａ
学生は、板書や発問など授業を観る視点が自分の興
味関心と対応したものであったり、まだ狭い範囲の
見方であったりするのに対して、Ｂ学生は、授業者
の意図や前後のつながりも読み取った上で広い視野
から授業をとらえようとしていることが分かる。ま
た、Ｂ学生の方が、常に授業者としての意識になっ
ていて、客観的に観ようとしつつも授業者の立場に
近いものであることが分かる。
次に④の結果を示す。
④（授業の反省点をどう改善するか）
・自己診断シートの利用（Ａ）
・50分という時間をもう少し現実的に考え、内容
を吟味するべきであった。（Ａ）

・「一番教えたいこと」を中心にして、内容をも
う少し選別してもよかった。（Ａ）

・生徒との日ごろのコミュニケーションを大切に
する。（Ａ）

・協議会での内容を受けて、また自分の振り返り
としてねらいにどれだけ迫れたか、何が課題
で、教師の発問に対する子どもの反応はどうで
あったかなどを考えて指導案を書き直す。（Ｂ）

・浮かび上がった課題から、その後の授業計画を
修正するなどの実践で改善に向かえる。（Ｂ）

・ICレコーダーやビデオで自分の授業を客観的
に振り返り、反省点を自覚する。それを繰り返
すことは効果的だった。（Ｂ）

・教材研究の浅さが反省として出たことはあった
が、今も課題として残っている。（Ｂ）

④についは、Ｂ学生は、やはり経験に裏付けされ
た具体的手だてを持っている。Ａ学生が挙げている
「自己診断シート」というのは、実習指導教員（小

山）が試案としてこんなものを書いて見たらどうで
あろうかとアドバイスしたものである。一つの具体
例ではあるが、Ｂ教員から協議会やビデオなどで客
観的に授業を観ることの必要性が出てきたことは興
味深い。学校とはこのようにお互いに知恵を出し
合って児童生徒の教育に当たるところであり、他者
の力を受け入れることが柔軟にできるものほど実践
力が身につくということを物語っている。
以上のような点を踏まえ、授業形態は教員、学生
それぞれがテーマを分担して、毎回発表していく質
疑応答をする共同研究の形をとることにした。教員
２名は両方とも小学校の現場経験者であり、一人は
管理職経験を有している。さらに、研究者教員と実
務家教員という理論と実践の双方の話を織り交ぜる
ことが可能である。また、最終授業では、授業で使
用したレジメを修正して提出することとした。そう
することで、ストレート・マスターは発表やレジメ
の修正、授業設計などのさまざまな場面で、現職の
アドバイスを受け、自分の課題をよりよくしていく
ことができよう。また、現職教員も若手の指導を直
接的に行う経験を得ることとなろう。
（2）毎回の授業のテーマ

最初に述べた「それぞれ違った課題をもつ学生」
に対応できるようにする手立てとしてもうひとつ試
行したのは、先ほどのアンケートをもとに「授業方
法と授業研究」に関するキーワードを取り出し、毎
回のテーマとして扱うことである。第２回目の授業
の際に、「授業設計のための課題」を以下のように
並べて学生に提示した。太字が今回取り上げた内容
であり、（　　）内は何回目の授業で扱うかを示し
たものである。順番は、学生たちの実習・訪問等の
都合を考慮した上で学生に決めてもらった。

・授業づくり、教材研究はどうあるべきか。
・年間指導計画はどのように作成するか。
・�授業形態にはどのようなものがあるか。教師
はどのような動きをしたらよいのか。
・�児童生徒の学力・特性をどうとらえるか。（授
業前のアンケートをどう活用するか。）（第４

回）
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・�「導入」とは何か。（「導入」の役割、学習のね
らいとのかかわり）

・�発問、活動指示、応答はどうあるべきか。（第
８回）

・�板書はどうあるべきか。どう計画したらよい
か。（第10回）

・�学習で使う（提示する）資料はどのようなも
のか。どう活用するか。（第７回）

・�全員参加の授業はどのようにしたら成立する
か。

・�個への対応はどのように行うか。（個への支援、
個別指導、机間指導…）（第９回）

・�話し合いはどうあるべきか。（協同学習はどの
ようにしたら成立するか。）

・ノート指導はどのように行ったらよいか。
・�授業の反省をどう行うか。（授業改善推進プラ
ン）

・評価はどのように行うか。（第11回）
・�指導と評価の一体化をどのように行うか。（第
14回）

・�児童生徒とのコミュニケーションをどう豊か
にするか。

・授業観察はどのように行うのか。（第12回）
・�模擬授業とは何のために、またどのように行
うか。（第５回）

・�研究会や授業反省会をどのように行うか。（第
６回）（第13回）

・授業をどのように改善するか。（第３回）

学生は８人であったので取り上げられる内容に限
りがあり、太字のものを以下のようなテーマにして
取り上げ、分担をさせた。また、第５回、11回、12
回、13回はＢ学生が主担当であるが、模擬授業と合
わせて行うためＡ学生も担当として加わった。
・第５回　指導案の作成と模擬授業（Ｂ学生：Ｂ２
①＋Ａ学生３人）
・第７回　資料作成の仕方とその事例（Ａ学生①）
・第８回　発問の仕方とその事例（Ａ学生②）
・第９回　活動の見取り方とその事例①（机間指導
とその方法）（Ａ学生③）

・第10回　板書の仕方とその事例（Ｂ学生：Ｂ２②）
・第11回　活動の見取り方とその事例②（評価）（Ｂ
学生：Ｂ１①＋Ａ学生１人）
・第12回　授業観察の方法とその記録の活用（Ｂ学
生：Ｂ1②＋Ａ学生1人）
・第13回　授業研究会の方法（Ｂ学生：Ｂ１③＋全
員）

さらに、左表の下線を引いた第３回、４回、６回、
14回のテーマは、教員２名が担当してレポートした。
・第３回　授業改善推進プラン−東京都の具体例を
もとに−（小関）
・第４回　児童生徒の学力・特性をどうとらえるか
−授業前のアンケートや導入の方法（小山）
・第６回　初任研の内容と方法（小関）
・第14回　指導と評価の一体化（小山）
このようにして、授業の概要を学生のニーズや教
員の専門性に応じて計画した。第15回目には、授業
での質疑応答などを参考にして修正したレジメを各
自印刷して持ち寄り、冊子にしてまとめ、今後に生
かせるようにした。さらに、授業の感想を書いて提
出させた。
この授業を通して、個々の学生にどのような成果
があったか、また次年度への課題は何かを「授業の
実際」をもとに明らかにしてみたい。

３　授業の実際

授業の内容については、以下の３回の授業を取り
上げる。いずれも、Ｂ学生が主となってＡ学生に模
擬授業等を担当させた例である。他のどの授業も教
員の講義が中心ではなく、各学生のレポートが中心
であったが、この３回は前後の学生同士の交流が多
くみられた内容であったため特に取り上げることに
した。
（1）指導案の作成と模擬授業（第５回）

最初にＢ学生の一人が以下のような内容で調べた
ことの報告をした。

①授業分析とは何か
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②授業分析の仕組み
・授業実態の分析
・授業構造の分析
・授業改善の分析
③�社会科教育の現状と課題（国立教育政策研究
所調査をもとに）

・調査の概要
・�調査研究における主な課題と指導改善の具体
策　地理的分野／歴史的分野／公民的分野

・�調査研究から見た中学校社会科教育の現状と
課題

④授業評価表の提案

○「授業分析」についての報告
レポーターは、「授業分析」をどのように行うか
を３点に分けて示し、そのことに加えて現在の中学
校社会科教育の課題を示した。模擬授業を行うＡ学
生が３人とも中学校で実習を行っていることから、
タイムリーな内容を取り上げてくれたといえよう。
調査結果から見た課題としては、以下のような点を
挙げていた。
・地理的分野
　地域調査などの作業的な学習を通して、収集し
た情報を地図化したり、分析したりする能力が必
要。「総合的な学習」の時間等も活用して、教科
で得た基礎的な知識を活用する地域学習が求めら
れる。
・歴史的分野
　歴史的事象の理解のみならず、歴史の因果関係
を追究出来るような指導が必要。歴史の基礎基本
を定着させながらも、課題を追究出来るような教
員の指導力が求められる。
・公民的分野
知識や概念についての理解を深める指導の工夫。
様々な資料を選択して多面的に考察し、生徒同士
の話し合いを通した論理的な思考や表現力の育成
が求められている。
○３つの模擬授業
これら課題を受けて、３人のＡ学生がそれぞれ15
分程度の模擬授業を行った。指導案を用意し、実際

の実習でも授業を行うことを意図したものであっ
た。レポーターには本来は指導案の書き方をレポー
トしてもらうことを期待した。しかし、授業をどう
組み立てるかを解説したかったがために「授業分
析」を取り上げたのだろうと思われる。その点には
この授業者をコーディネートする側としては課題が
残った。以下に、模擬授業の単元と模擬授業を行う
ことによって出てきた課題を示す。
［模擬授業①］「身近な瑞穂町を調べよう（中学１
年・社会科）」
・（板書について）資料をきちんとはる。（移動した
りはり重ねたりしない。）
・ワークシートを書くための補助資料がほしい。
・新旧２つの地図の比較はおもしろい。資料探しの
努力がうかがわれる。
・教材観をしっかり書く。
［模擬授業②］「明治維新（中学２年生・社会科）」
・教材観などよく書けている。
・福沢諭吉に焦点をあてるのは良い。
・教師が解説してしまう部分をどうするか。
・小学校時代にどこまでとらえているか。さらに、
何を身につけさせたいか。そのための資料はある
か？
・政府の政策と福沢諭吉の書物などとの違いを比
べ、生徒が気付けるようにする。
・先生が調べた知識をとうとうと話す形態の授業。
生徒は寝てしまうだろう。先生が調べた資料を出
すとよいのではないか。
・学制がどのように浸透したか、しなかったかが分
かる資料はないか。（庶民の負担、子どもは働き手）

［模擬授業③］「鎖国と近代日本の歩み（中学２年
生・社会科）」
・何をやりたいのかがはっきりしない。（発問、板
書）
・資料をじっくりと見させる。
・目標をどのくらい意識して授業をしているか。
・資料もやってみるとうまく使えない点もある。
［教員から］
・指導案の形式がばらばらで学生は困っているだろ
う。
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　スタンダードがほしい。
・「模擬授業」を行う意義はどこにあるか。
　→机上プランを具体化するため
　→複眼的な目を持つため
　→�どのような資料がほしいか。それはあるか。自
分の探した資料から活用できるものはあるか。

　→生徒に何をさせるか考える。
・教材観・生徒観・評価観をしっかりともち、それ
を学習指導案に表さないといけない。書き込みが
足りないのでは。
・生徒の反応を予想して行うことが大切である。
○模擬授業の成果と課題
どの学生も教科書の資料のみで授業を行おうとし
てはいなかった。それぞれに資料を探し、資料から
何がわかるかを生徒に問いかけ、考えさせるような
指導計画を立てていた。
しかし、模擬授業①は、板書や資料の提示の仕方
にきめ細かさが欠けており、生徒の立場に立ってわ
かりやすいように、見やすいように、準備すること
ができていなかった点が大きな課題であった。授業
を進める際に導入部分での作業の指示に時間がかか
り、スムーズに授業展開ができない点に課題があっ
た学生であるが、作業を多く取り入れる授業展開を
とったことでその課題を乗り越えようと工夫はして
いた。今後は、生徒の側から資料の提示の仕方や板
書を構造化して示せるようにするという課題が模擬
授業を通して明確になってきたといってよい。
模擬授業②は、日ごろから資料収集に意欲を示
し、生徒が興味関心を持つであろう資料をとことん
探してくるところに工夫がみられる良さをいかして
いたが、それを使ってどのような活動をさせるかが
とらえられていないところがあった。先の調査報告
にもあったように、中学校の社会科では基礎的な知
識をどのように身につけさせるかが大きな課題の一
つとなっていたが、そのことが気になってしかたが
ないという印象があった。小学校で身につけている
既習事項は何かを事前に調査してから授業を行って
はどうかという現職の小学校教員からの指摘もあっ
たので、そのような点をとりいれて、授業をやって
みてはどうかということになった。

模擬授業③は、資料の適切性と１時間の授業の目
標が問題となった。資料はインターネットから見つ
けたものをそのままの形で活用し、生徒や授業の進
め方に合わせて手作りしたものではなかった。ま
ず、そこに準備の粗さがある。また、渋沢栄一を取
り上げたいのか福沢諭吉を問題にしたいのか、鉄道
の資料を出したり、富岡製糸工場の資料を出したり
するが、比較して違いを見つけさせるでもないた
め、結局何を理解させたいのかがあいまいであるこ
とが指導案の段階で明らかとなった。この模擬授業
者に関しては、その後レポーターがメンター・メン
ティーの関係を作り、実習校での授業のアドバイ
ザーになる機会が多くみられた。また、前の２人に
ついても、模擬授業と指導案の修正を数回にわたっ
て行い、実際の実習校での授業に臨むことができた。
（2）板書の仕方とその事例（第10回）

この回は、Ｂ学生の一人が以下のような内容で板
書について調べたことの報告をした上で、模擬授業
（小学校・国語科）を行い、実際の板書について検
討した。

１　板書とは
２　板書の役割の変遷（３種）
３　板書の機能（板書の役割）（６つ）
　①理解を助ける
　②思考の方向付け
　③思考を整理する
　④思考を発展させる
　⑤学習を記録し、保存する
　⑥子どもたちの思考過程を表す
４　板書の工夫（６つ）
　①わかる板書
　②子どもと共に創る板書
　③表記の工夫
　④教育機器等との併用
　⑤一時間の流れがわかる板書
　⑥計画的な板書
５　個の学びを支援するために
６　板書の事例
　（低）
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　（中）
　（高）
※実際の勤務校の先生方の板書を取材した。

○模擬授業について
・単元名：「椰子の実」（島崎藤村作）
　　　　　（小学校５年生・国語科）（２時間扱い）
・本時の目標（２時間目）：「椰子の実」にこめられ
た意味について大まかに理解する。
・模擬授業の展開
①初発の感想を紹介する。
②全員で「椰子の実」を音読する。
③「椰子の実」の中でわかることを書く。（ノート）
④ノートに書いたことの中から二人組で話し合
い、分かったことを短冊カードに書いて貼る。

⑤板書をもとに全体で確認しあい、「椰子の実」
に託した話者の憂いと望郷の思いをまとめる。

○模擬授業の実際
授業者は、教材文の模造紙大にした掲示資料を用
意して黒板に貼った。全員で音読後、Ａ学生，Ｂ学
生、教員がそれぞれ２人組になり、「椰子の実」に
ついて分かるところを短冊カードに書いて模造紙に
貼っていった。
（短冊カードの一例）
・汝は→椰子の実のこと？自分のこと、相手のこ
と？
　２つの意味があるような感じ。
・波に幾月→海を漂って長いこと旅をしてきたのだ
ろう。（椰子の実）
・旧の木は生ひや茂れる→木の葉がいっぱい。（に
ぎやかで楽しい感じ）
・われもまた渚を枕→「われ」とはだれ？（作者？）
　渚を枕にして横たわっているのは椰子の実。その
椰子の実と同じように自分も旅をしている？
・孤身の浮寝の旅ぞ→海に浮いている。椰子の実と
同じ。
・実をとりて胸にあつれば→誰？作者？実は椰子の
実。
・新たなり流離の憂→椰子の実を見て、胸に当て
て、同じ思いを感じている。

・たぎり落つ異郷の涙→涙がまた流れる。たくさ
ん。故郷を離れてさみしい。悲しい。夕陽を見る
と余計に故郷を思い出す。
・いづれの日にか国に帰らん→きっと故郷へ帰ろ
う。帰りたい。
○模擬授業後の感想（Ａ学生の反応）
・子供が作る板書が参考になった。中学校でも取り
入れていきたい。
・次にやる授業（歴史的分野）で生かせそう。
・子どもの意見を表記していくと、自分の考えを取
り上げてもらえたときに興味・関心がわくであろ
う。
・自分以外の人の意見を見られる良さがある。た
だ、難しいのは、たくさん出てくると何をどうカ
テゴリーに分けるか交通整理が必要。
・取り上げられなかった子どもの意見をどうしたら
よいか。
・分かったところだけでなく、疑問も出てくること
がわかったので、短冊カードを色別に用意して渡
してもよいか。
○模擬授業の成果と課題
大人の発想ではあるが、次々と短冊が書かれた。
歴史的仮名遣いがある文語調の詩で、大人でも迷う
ところがあったので、子どもたちが躓くところはど
こかなどを予想しながら作業をした。その結果、こ
の詩は単に「椰子の実」の気持ちを語っているもの
ではなく、椰子の実になぞらえて人間の思いを表わ
しているのだということが確認できた。子どもたち
にそのことに気付かせるには、「汝（なれ）は」が
だれであるのか、「われも」はだれであるのか、「実
をとりて」胸に当てているのはだれかといった各連
の主体をはっきりさせることがポイントになるので
はないかということが確認できた。
また、実際の教室では、短冊カードがどのくらい
出てくるのか、全部貼りきれるか、たくさん出たも
ののどれを取り上げてまとめていくか、分からない
ことも出てくるがどうするかなどが話題となった。
模擬授業者（Ｂ学生）は、緻密な作業ができ、学
習指導案を自力で作成することもできる。しかし、
経験がまだ浅く、個別に児童にかかわると他の子ど
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もが見えなくなってしまい、授業がまとまらなくな
ることに不安感を持っている。その原因がどこにあ
るのかはまだつかめていないようであるが、学習活
動をもとに、児童の取り組みを大事にして認識を深
めていこうと考えている。個をどうとらえて授業の
中で生かしていくかが課題となろう。また、個とか
かわりながら、全員参加の授業をどのように成立さ
せていくかがポイントであるともいえる。
（3）授業研究会の方法（第14回）

今回担当のＢ学生が校内研究会について解説した
内容は、以下の通りである。その後、Ａ学生が模擬
授業をし、、それをもとにグループワーク（模擬授
業研究会）を行った。

１　校内研究会とは
２　授業研究とは
３　演習（校内研究の流れと課題）
　・�若い人に授業をやってもらう体制⇒サポー
トする体制はできているか？

　・若手教員が活発に発言する協議会を！
　・�１回見た授業をもう1度ビデオで見るという
設定

４�　人材育成の視点と授業研究会（グループワー
ク：実際に実習先で行った授業を題材に模擬
授業研究会を行う。）

　①授業者（Ａ学生）より視点の発表
　単元名：「社会の変動と欧米諸外国の接近」
　　　　　（中学２年生・社会科）
　本時：「生活文化の広まり」
　・�資料提示の工夫（化政文化の位置づけを理
解させるための）はどうであったか。

　・発問の仕方（説明が長い）はどうであったか。
　②ビデオによる授業参観
　�（50分の授業を30分に短縮：忘れ物確認、ノー
トを書く時間を削除）

　・�若手教員とベテラン教員という設定でペア
（グループ）を作る。

　③�小グループでストレート・マスターが発言
できるように整理する。

　④ビデオを見ながら問題点について話し合う。

○授業者自評
・資料が多い。ほとんど授業者が説明してしまっ
て、生徒に一つの資料でどれだけ考えさせること
ができたか。資料も随分吟味して厳選したが、あ
らためて見るとよく生徒は我慢してくれたな、と
反省した。どれが大切かが結局わかりにくくなっ
てしまった。
・発問については、簡潔に提示して、生徒にじっく
り考えさせる余裕を持つべきと言われた。（実際
の校内での授業研究会で）発言がないと授業が進
まないという不安があり、ヒントを言ってしまう
ことが多くあった。生徒に答えさせることを意識
してやっていくべきであった。もっと発問を練る
必要があった。
○質疑（コーディネーター、OJT担当者などを中心
に）
・自分だったらこうすると思うがなぜこうしたので
すかという意見を言ってくれるといい。
・本時の授業のねらいを参照して、それが達成され
たかを見ていくといい。
・５分時間をとるので、グループで短冊に分けて話
し合ったことを書いてほしい。
　（その後、短冊カードを活用し、研究課題に関し
ては黒で、授業に関しては赤で、と書き分け、研
究コーディネーターが集めて掲示する。）

［研究課題］
・資料の数を減らし、一つの資料にかける時間を多
くとればよいのではないか。
・寺小屋はなぜ、江戸時代にあったのか。また、な
ぜ寺小屋を取り上げたのか。
　（授業者）→元禄と化政文化との違いを示した
かった。より文字文化に親しむようになった庶民
が出てきて、そのことが文化を広めることにつな
がっていったということを知らせたかった。庶民
に読み書きが広まっていって、文化が根付いたと
いうことを寺小屋を例に見せたかった。
・なぜ、寺小屋があったのかについては、専門的に
突っ込んでいくよりも、発問をどうしていったら
よいかという発言が欲しい。協議は時間の都合で
十分に話し合えないこともあるので、議論を焦点
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化したい。
・「庶民」と「農民」「町民」を混同している。「庶民」
とは何かが生徒に理解できていないのでは。
・化政文化をどう定義しているか。
・鎖国とは何かが理解できていないのではないか。
［授業］
・生徒のつぶやきをひろって授業を展開すべきでは
なかったか。
　→生徒が言ったことを拾って、それを使ったほう
がよかった。（どの場面でどういう発問がという
話し合いは？）
・ゴッホの絵が出てきた部分で、自由にノートに書
いてくださいと言っていたが、生徒のノートには
あまり触れていないのではないか。
・資料を提示してどういう背景で作られたのかを生
徒に考えさせる。ゴッホがなぜ、日本の絵に興味
を持ったのかということを考えさせればよかった
のではないか。
・説明の多さは、発問の工夫をすることで子どもの
考えを引き出す方向にもっていけたのではないか。
・１度見ている授業なので、このようなグループ
ワークが成立する。座席を分けているところも工
夫されている。
○講師講評（Ｂ学生の一人が担当）
・授業の初めに、復習として年表プリントなどを
使って歴史の流れの変遷を確認させた点、効果的
な学習だった。
・授業の冒頭で「鎖国下にある日本で、なぜ浮世絵
がヨーロッパに流通していたのか」という発問が
あれば、より効果的だったのではないか。
・「本時のねらい」の一番目として、「政治・経済の
中心が京都・大阪から江戸に移行するとあった
が、「元禄文化」などの復習があったのかがよく
分からなかった。
・「本時のねらい」の二番目として、「課題に積極的
に発言したり」、「課題を解決していく力を育てて
いきたい」とあるが、具体的にどのようなことが
課題なのかが授業者から提示できていたのかが疑
問であった。
・評価の観点が不明確ではなかったか。

・寺小屋の絵を提示していたので、当時の識字率の
高さが、蘭学や国学の発展や明治以降の成長を支
えた点などに影響を与えたということを付け加え
るべき。結果として資料に対する「変だな」探し
が問題解決に至っていなかった。
・日本の文化が「洋」に影響を与えた資料か、寺小
屋などの「和」の資料かどちらか一本化したほう
がよかったのではないか。
・教科書を振り返りながら、自分たちで調べる作業
も必要である。
○授業者による改善点の表明
・資料に関しては、もっと厳選した資料を使うこと
を目指したい。50分という短い時間との戦いにな
る。押さえないといけないことが多くてそれをど
うしたらいいかがさらなる課題。発問をどう工夫
するか、具体的にどうしたらよいのかがさらに知
りたい。
　→（Ｂ学生より）教材研究をしっかりしたうえで、
どう発問したいかを考える。教師自身が問題解決
したうえで発問を作る。（生活の豊かさが前提で
あることも）
　→山ほど発問を作る。そこから厳選する。
　→生徒が資料をどう見るかという予想が必要。自
分授業でも地形図をいろいろ出したが、本当にこ
れが役立つのか疑問に思った。
　→グループの話し合いで疑問を持てた。協議会と
は、どうあるべきか。授業をまかせっきりで矢面
に立たされるのは授業者が気の毒。授業の組み立
て方を指導するなどサポートをして、分科会が責
めを負うべき。みんながやってよかったという研
究会になるようにしたい。
○教員より
・授業研究会は、教材の妥当性を見るために行う。
・授業研究会の歴史がある。
・教師は反省的実践家でなければならない。そのた
めの授業研究である。
・授業研究会で、自己評価力を高める。
・視点、指導案は1週間前に出す。指導計画を見る、
観察対象児を設定するなどしてもよい。
・今日の司会は上手だった。（役割分担の与え方、
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改善策を聞くなど）
・研究協議会の仲間が違うので、その時によっても
やりかたは違うが概ねの流れを確認できた。（専
門教科、若手…）
・子どもの見取りを大切にし、見取ったことから話
をしたい。子どもの活動がどうなのかを問題にし
たい。
・「問い」を生み出すのが授業である。「問い」がな
い授業で、学力が身につくとは思えない。
○グループワークの成果と課題
若手教員が活発に発言できる協議会をしたいとい
うコンセプトのもとに、ペアを組んで自由に考えを
出し合い、短冊カードに書くなどする参加型の協議
会が行われた。Ａ学生も積極的に疑問点や意見を述
べ、それをＢ学生がうまく取り上げてまとめていく
という協議会の一つの方法を共有することができ
た。レポートした（コーディネートした）Ｂ学生か
らは、定期的に発行する校内研究会に役立てる資料
の提示もあったが、実際に行政担当になった時、ま
たスクール・リーダーとして（研究部担当として）
まとめ役となった時に生かすことのできるよいもの
であった。
本年度は、現職教員が管理職候補生であったこと
で、最初はストレート・マスターのＡ学生との格差
が目立つように思えた。しかし、半期の授業であっ
たが、それぞれの発表・報告を通して、興味・関心
を持っている課題を追究し、疑問点を提示したり、
経験を踏まえた実践例を紹介したりすることによ
り、Ａ学生は多くの示唆を得ることができたであろ
う。Ｂ学生は、現場に新人の教員がいたときにどの
ように支援するかを模擬的に経験することができ
た。どのＢ学生も自分のこれまでの実践をもとに解
説したり報告したりできていたので、直接児童生徒
にかかわる立場ではなくなったとしても、指導の方
策として具体的な事例を挙げて指導する方法は今後
も生かしていけるとよい。
一方で、小学校と中学校の見方の違いも若干見ら
れた。今、中学校では教科書に掲載されている知
識・技能をいかに確実に身につけるかがどの教科で
も問題になっているようだ。しかも、どの教科もゆ

とりがない。小学校で「活用型」「探究型」の学習
がさらに工夫・創造されている半面、中学校ではこ
の点が今後も大きな課題となろう。その点について
の議論は、今回は十分にできなかった。

４　成果と課題

「個の学びを支援する授業」は、広義と狭義の意
味でとらえることができる。
広義では、子どもの躓きや学習の困難点に対応し
て、その都度行われる教師の助言、示唆、補充指導
等の学習支援活動を指す。
広義にとらえた場合、個の学びに特化した授業が
行われることはないので、すべての授業実践が対象
になる。この場合、「支援」は、子どもの意欲・関心・
態度、知識・理解、技能等、すべてにおいてなされ
ることになる。
教育実習生の授業や新規採用教員の授業等で、こ
の種の授業が行われることが多い。
これに対し、狭義の意味での「個の学びの支援」
は、個の学びの特徴を焦点化し、その特徴に応じた
授業をつくり、支援をしようとするものである。
本稿の授業は、「１　はじめに」で述べた「個の
学びに焦点を当てて、学習者の側から観ていく授業
づくり」を目指している。ここでは、児童生徒が
もっているモノの何を生かし、何を支援するのか、
個の学びの何に応じ、どう支援しようとするのかが
明確になっていることが重要になる。つまり、広義
の意味と合わせ、狭義の意味での「個の学びの支援」
も視点も重要視する必要がある。
授業において、個の学びを特徴づけるものとして
の、次の諸点（以下、４観点の表記）が考えられる。
①一人一人の児童生徒のもつ学力
②一人一人の児童生徒が学習内容を理解するために
必要な学習時間
③一人一人の児童生徒が理解しやすい学習スタイル
④一人一人の児童生徒が有する興味・関心

したがって、個の学びを支援するためには、次の
ように、４観点のそれぞれに対応する学習内容、学



帝京大学教職大学院年報　創刊号（2010年10月）

−　63　−

習形態が必要になる。両者は、常に表裏一体の関係
になっていることが重要である。
①の一人一人の学力に応じるためには、子どもの実
態に応じる学習内容が必要になる。また、習熟学
習や習得学習を取り入れた学習形態や補充指導等
での支援の仕方の工夫が大切になる。
②の学習に必要な時間の確保は、一斉指導が主流を
占めている授業実践の中で、どう分岐型の授業を
行うかということや協力教授態勢をどう組織化す
るかが重要になる。
③の学習スタイルでは、学習者の性格や認知の仕方
等の特徴に応じた支援の仕方が考えられる。
④の子どもの興味・関心を生かし、その学びを支援
するためには、探究学習や課題解決学習を取り入
れた個別学習や協働学習が必要になる。ここで
は、学習の場を教室から，学区域等、校外に開く
こともでてくる。
以上のことから、４観点は、①、②、③について
は、指導の個別化に特徴があり、指導者としての教
師は、個の学びを支援するため、学習内容（教材の
開発）、学習の仕方（学習形態等、授業実践にかか
わる内容）、評価の工夫が必要になる。
④について、個の学びを支援するために、教師に
は単元構成等のカリキュラムマネージメントが必要
になる。
また、４観点とシラバスの「授業の概要」との関
係は、次の通りである。
「集団の中で、一人一人を生かし、学びを高めて
いく授業」は、①及び②に関係し、「意欲的な学び
を喚起する授業」は③や④と主に関係する。これら
の授業を計画、実践する中で「授業を行うために必
要な知識や技能について学び、実践的技量を高め
る」ことになると考える。
以上の観点に立って、成果と課題について述べる。
⑴　成果
授業の実際にかかわる成果については、事例を挙
げ、３の「授業の実際」で詳述しているので、最終
授業で学生が書いた自己評価表の感想を中心に取り
上げてみたい。
①授業観の変容

個の学びを支援する授業づくりを推進するために
は、指導者の授業観、子ども観の変革が必要である。
模擬授業を取り入れながら、学生同士の協議を大
切にしたことによって、学生の授業観に変化がみら
れた。Ａ学生は、当初、教材開発では資料集めが重
要と考えていたが、Ｂ学生の影響を受け、教材は、
目標や子どもとの実態等と関連させた綜合的な観点
で構成されることに気付いた。実際、Ａ学生は、自
己評価表の感想において「自分の改善点としては、
授業のねらいをどう生徒に学ばせるか、生徒がどの
程度理解しているか、実態をみること。そして、
もっと考えさせる授業をすること。」と述べている。
また、Ｂ学生は「自分はこれまでは教材に関する研
究が主であったので、授業分析や模擬授業について
改めて勉強したことは、自分の授業を振り返るため
に有益だった。」と書いている。
②授業づくりを通しての実践的技能の向上
学習の内容と学習の仕方は、表裏一体の関係にあ
る。今年度の模擬授業は、学習内容（教材）を子ど
もの実態に即してどう指導すればよいかが中心に
なった。したがって、学びの中心は導入の仕方、板
書の仕方等、実践的技量面が主になり、これらにつ
いては掘り下げることもできて、学生の実践的技能
を高めることにつながった。
「板書の事例について体系的に調べ、まとめたこ
とで、自分の中でもやもやしていたものがすっきり
した」との、B学生の感想もあった。
③指導資料の作成
各自のレジュメに加筆し、冊子にまとめたが、こ
れは単なる授業記録でなく、今後現場で活用され、
実践的に検討していくことができる資料として有効
である。
⑵　課題
学生の授業後の感想をみると、「初任研に生かす」、

「板書の大事さが分かった」等、やや情緒的で、ハ
ウツウに着目したものが多く、「個の学びを支援す
る」ために何が大切か、特に、個の学びの何を支援
するかの視点から記述されているものは少なかった。
また、模擬授業においても、「個の学びを支援す
る」ことを特に意図した創意工夫は見られなかっ
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た。このことから、次の課題について今後検討する
必要がある。
①「個の学びを支援」を焦点化する
本節では、個の学びを特徴づける４観点について
述べた。これは、個の学びのどこを支援するかにつ
いて焦点化したものである。個の学びの何を、が明
確でない場合、単なる授業実践研究の域にとどまっ
てしまうことになる。
前述した「広義の意味での個の学びの支援」の授
業の傾向が強く出ることになる。大学院で、Ｂ学生
に対しては、「狭義の意味での個の学びを支援する」
授業づくりにも挑戦させる必要があると考える。
②　学習内容と学び方（授業形態）の一体化を図る
本年度は、一斉指導の中で、子どもの実態に応じ
てどう指導するかの模擬授業が多かった。「個の学
びを支援」する方法は、例えば、一斉指導をどう分
岐させ、複線型の授業をするか、ということや協働
学習においても、ペアー学習やジクソー学習等、多
様である。それらの「個の学びを支援する」学習が、
学習内容とどのようにかかわるか、また、それらの
学習形態の有効性とリスク等を理解したうえで、試
行実験授業するなど、教材開発と授業形態と評価が
一体化した授業実践が必要である。先行研究も含
め、これらを理論的に整理し、同時に学生個々の授
業方法にそれらが反映されるよう、意図していくこ
とが課題である。学生の構成等にもよるが、今年度
の実践を踏まえて深めていきたい。


