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実践につなぐ学び合う授業づくり
─ロールプレイングの試行と現職教員・ストレートマスターの協働─

岩 城 孝 次　　和 田　孝
　　　　　　　　　　　　　　帝京大学教職大学院　　　帝京大学文学部（帝京大学教職大学院）

１　はじめに

わが国の教員養成・教員研修の切り札として新設
された教職大学院は期待される役割を担って、それ
ぞれ目指す教員像を掲げ、特色ある教育課程を編
成・実施している。
教職大学院では、「理論と実践の融合」が合い言
葉のように語られている。その根底には、教育は実
践であるという認識があり、質の高い実践力をどの
ようにして獲得させるかが大きな課題である。
学校における実習の重視、充実は当然であるが、
大学院の授業実践も重要であり、これまでの経験に
ない内容や方法を取り入れた授業研究を進めること
も必要である。
本稿は、そうした授業づくりの実践レポートであ
る。授業設計に当たって、次の２点を課題とした。
◆授業におけるロールプレイングの実践
文部科学省の示すところによれば、教職大学院の
教育方法について、教職大学院の目的を達成しうる
実践的な教育を行うための授業の工夫として、グ
ループ討議、実技指導・模擬授業、ワークショップ、
フィールドワークなどを例示している。これらを授
業に取り入れるねらいは、学生の主体的学習、より
実践に結びつく学習を推進するところにある。ロー
ルプレイングも、この一つとして、本教職大学院科
目の多くのシラバスに載せられている。
今回は、共通基礎科目「生徒指導・特別活動の理
論と事例研究」の第３回授業に位置付けられたロー
ルプレイングをどのように実施するかを授業づくり
の課題とした。
◆現職教員とストレートマスターが共に学ぶ授業づ
くり
本教職大学院では、現職教員を対象とするスクー

ルリーダーコースとストレートマスター対象の教育
実践高度化コースを設けているが、教育課程は共通
でコース別に分けられていない。どちらのコースで
あっても、開講科目は総て受講できる。各授業は、
Ａ類学生（ストレートマスター）とＢ類学生（現職
教員・スクールリーダー）とが一緒に受講している。
知識・経験に大きな差がある学生が同じ場で学ぶと
き、それぞれの目標達成に支障はないのか。それぞ
れの特性を生かし、どのようにして目標達成を図る
授業を展開できるのか。授業実践に当たっての課題
となっている。

２　授業の計画

（1）授業科目の概要と実施経過

本科目は生徒指導、教育相談に関する領域の共通
基礎科目の一つとして、生徒指導５回、道徳教育３
回、特別活動５回、キャリア教育２回の内容で授業
計画を立て、岩城、和田のＴＴで授業を実施してい
る。
今回（平成21年度後期）の受講者は7名で、内訳
は、Ａ類学生1年生が３名で、それぞれ連携協力校
である中学校で実習中であり、教科は全員社会であ
る。
Ｂ類学生は、小学校教員３、中学校教員１、中
学・高等学校教員１の５名である。小学校教員のう
ち１名は、教職４年目であるが、他は、教職10年目
以上の中堅教員である。
本授業では、学生間で話し合い、Ａ類、Ｂ類混合
で２グループ（班）を編成してグループワークを進
めた。
本時は３回目の授業であり、ロールプレイングを
行うことがシラバスに載っており、それを踏まえ
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て、以下のように進めた。
第１回　生徒指導の意義と役割
・説明：授業計画（シラバス）の確認
・個別学習：到達目標と自己課題の設定
・講義：生徒指導の基礎理論（和田）
第２回　生徒指導の現状と課題の把握
・講義：生徒指導の現状概説（岩城）
・�グループワーク：生徒指導の統計資料や情報交
換から、今日の学校で課題となる指導場面を抽
出し、規範意識の育成と人間関係づくりの生徒
指導場面についてロールプレイングにより研究
することに決めた。

・ロールプレイング実施方法の確認と準備：
　ロールプレイング実施上の予備知識の確認。
　�生徒指導場面の設定（事例の作成）は、グルー
プ毎の課題として、次回までに作成することに
した。

（2）生徒指導場面事例（筋書、シナリオ）の作成

ロールプレイングのシナリオとなる生徒指導場面
の事例作成を次のように行った。
①今回のシナリオは、登場人物の台詞は書かずに、
生徒指導の場面・状況を記述するものにした。
　それぞれの場面で登場人物となって学生自身が考
え、判断し、行動する方が、台詞をなぞるよりも
実践につながる体験になると考えたからである。
②事例は中学校における生徒指導場面とした。Ａ類
学生が中学校で実習しているので、中学生を指導
する場面とし、登場人物は教師と生徒に限定し
た。学校では保護者対応も問題であるが、生徒と
向き合う場にしぼって保護者は登場させないこと
にした。
③Ａ類学生とＢ類学生が協働して事例作成に取り組
んだ。まず、指導場面の設定や登場人物について
グループで話し合った。実習校での経験、出会っ
た生徒のことなど、指導場面をイメージしなが
ら、Ｂ類学生のリードの下に進められた。その上
で、事例の文章作成などを分担したが、グループ
によって違いが見られた。一つは相談後、現職教
員の一人が事例文を作成した。もう一方のグルー

プでは、話し合いで場面を設定した後、ストレー
トマスターが文章化をまかされ、Ｂ類学生の指導
助言を受けて作成した。事例は事前に提出し、教
員も読んで内容・表現について指導助言をした。
実演の時間なども考慮し、複雑に過ぎないように
筋道を明確にし、ことの経緯や登場人物の動きが
はっきり捉えられる表現にしたり、登場人物の属
性を絞り込んだりなどの修正を求めた。この過程
でストレートマスターの文章には現代の若者の一
方的な視点に立つような話し言葉が使われてお
り、適切な表現に直させたが、生徒指導を実践す
る上で、教師としての言葉遣いを身に付けること
も課題であると認識することになった。
④作成されたロールプレイング事例
　学生が作成した事例は次のものである。どちら
も、中学校で実際に遭遇するような場面である。
事例１は、授業規律、生活のきまり、規範意識の
育成にかかわるものであり、事例２は、人間関係
のトラブルに関するもので、いじめがからんでい
ることも推察される例である。

ロールプレイング事例１：

「授業中に交換ノートを書いていた生徒」への指導

【登場人物】
　生徒Ａ　２年１組女子
　教諭Ｂ　２年１組学級担任、社会科担当
【指導場面】
１．中学校２年１組の学級に、授業に取り組もうと
しない女子生徒Ａがいる。クラス担任のＢ教諭
は、自分の担当する社会の授業中に、生徒Ａが学
習に真剣に取り組もうとせず、授業とは関係のな
いことをやっていることを頻繁に見かけていた。
　　ある日、地理の授業中、Ｂ教諭が地図を指し示
しながら説明をし、黒板を見るように指示をする
が、生徒Ａはずっと下を向いていて、顔を上げな
い。Ｂ教諭はしばらく説明を続けていたが、生徒
Ａの様子が気になりはじめる。しかし、いつまで
たっても生徒Ａは黒板の方を見ようとしない。そ
こで、Ｂ教諭は生徒Ａの席に近づいていって様子
を覗き込んだ。すると、生徒Ａはペンをもって必
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死に何かを書いている。よく見てみると、その
ノートは交換ノート（友達同士で好きなことを書
きあい、読みあって回しあうノート）であった。
以前にも生徒Ａは社会科の授業の時間に交換ノー
トを書いていて、Ｂ教諭に注意を受けたことが
あった。Ｂ教諭は、生徒Ａを見て、「また書いて
いるのか……。」と思い、生徒Ａに声をかけた。

ロールプレイング場面　Ｂ教諭と生徒Ａのやりとり

＊Ｂ教諭は帰りの学活まで生徒Ａの交換ノートを預
かることにして、学活終了後に個別の指導を行っ
て返却することを考えた。
２．（帰りの学活）
　　「起立、礼。」のあいさつ後、生徒ＡはＢ教諭の
ところにかけより、「先生、ノート、返してくだ
さい。」と、謝る素振りもなく、交換ノートを返
してほしいことだけを要求してくる。この生徒A
の態度を見てB教諭は、生徒Ａに話しかけた。

ロールプレイング場面　Ｂ教諭と生徒Ａのやりとり

ロールプレイング事例２：

「ケンカした二人の生徒」への指導

【登場人物】
　教諭Ａ　　２年１組学級担任、社会科担当
　教諭Ｂ　　２年３組学級担任、美術科担当
　生徒Ｃ　　２年１組男子（女子）
　生徒Ｄ　　２年１組男子（女子）
【指導場面】
　　生徒Ｃは、おとなしい性格で、あまり口数も多
くなく、友達もあまりいない。ときどき、独り言
をブツブツ言ったり、アニメキャラを熱心に描い
たりするので、そのことを理由にクラスの生徒か
らからかわれることがたびたびあった。特に生徒
Ｄから、からかわれることが多かったが、生徒Ｄ
としては軽い気持ちで、悪ふざけといった感覚で
あったが、授業中に生徒Ｃを馬鹿にするような言
動も見られ、Ｂ教諭の美術の授業では写生の作業
中、生徒Ｃに対し「おまえはアニメのキャラでも
描いてろよ」と言ってからかうなどの発言が目立

つようになった。
　　こうしたことがあって、担任を始め、同学年の
教師たちは、２人の関係に注意をはらっていた。
その矢先、２年１組の教室で生徒Ｃが、同じクラ
スの生徒Ｄにいきなり飛びかかり、ケンカになっ
た。それを見ていたクラスの他の子の連絡で２人
の担任のＡ教諭と同じ学年のＢ教諭が駆けつけ、
二人に割って入り、けんかを止め、別々に事情を
聴くことになった。
　　そこで、担任のＡ教諭は、先に飛びかかった生
徒Ｃから話を聞き、この間、B教諭が、生徒Dか
ら話を聞くことにした。

ロールプレイング場面　Ａ教諭と生徒Ｃとのやりとり

ロールプレイング場面２　Ｂ教諭と生徒Ｄとのやりとり

その後、Ａ教諭と�Ｂ教諭が立ち会って二人を仲
直りさせることになった。

ロールプレイング場面３　Ａ教諭・Ｂ教諭立会いの
下、生徒Ｃ・Ｄを仲直りさせる

（3）ロールプレイングと授業設計

心理療法として創始されたロールプレイングでは
あるが、学校教育においても、役割演技による学習
等に、活用されている。教員研修にも導入されてお
り、多様な実践が行われている。今回は、学校生活
における生徒指導上の問題場面において、教師或い
は生徒のロールプレイングを行うことで学ぶことと
した。
▼生徒指導の学習とロールプレイング
生徒指導の学習では、学校における生徒指導上の
実践課題の把握、児童生徒理解の深化、児童生徒へ
のかかわり方、指導の在り方等の探究を進める必要
がある。
こうした学習において、生徒指導の実践に取り組
む教師として、生徒に向き合う体験、教師の指導を
受ける生徒になる体験をすること、また、教師と生
徒とのかかわりを演じる姿を観察することが、講義
や話し合い、他のメディアでは得難い、学習効果が
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期待できることから、ロールプレイングを取り入れ
ることにした。どんなものなのか、ロールプレイン
グを体験して、そこからどんなことが得られるの
か、試す位のつもりで、取り組んだ。
▼ロールプレイング導入のねらい
ロールプレイングをどのように実施するかはいろ
いろ考えられる。実践につなぐ点からは、生徒指導
場面における問題解決の練習とすることもできるが
本授業では、次の点にねらいをおいてロールプレイ
ングを行うことにした。
①Ａ類学生に生徒指導の模擬場面を経験させる。
　　教師（あるいは児童生徒）の役割を演じること
によって、教師としての自分と生徒である相手の
認知・感情・行動への理解を深める。
　　実習生の立場で生徒指導を行うことは難しい
が、実習中自分の目の前の問題行動を見逃しには
できない。授業中に起こりうる場面で、教師とし
て模擬生徒指導を行って、生徒役とのやりとりを
通して、気づくことが、実践場面での言動・態度
形成につながることを期した。
②Ｂ類学生には、児童生徒の役割を演じることに
よって、新たな気づきを促す。
　　日常、教師としての役割を果たしていれば児童
生徒理解も進み、個に応じて指導を行っている
が、問題行動を起こして、教師の指導を受ける児
童生徒の役割を演じることによって、児童生徒理
解の深化と自らの生徒観、指導の見直しにつなが
る気づきを得ることを期した。
③ロールプレイングを実際に経験し、生徒指導等、
教育活動にロ－ルプレイングを活用するための知
識理解を図る。
　　場面の設定、事例（シナリオ）の作成から、事
例の分析・解釈、役割分担、演技・観察そして話
し合い（シェアリング）と一連の活動を実際に経
験することによって、ロールプレイングについて
の理解を図った。前時に基本となる知識を確認し
たが、実際に体験して、教育活動や教員研修等で
活用できるようロールプレイングについて、さら
に詳しく学ぶ素地となることを期した。
▼ロールプレイングの進め方

上述のねらいから、次のように進めるよう計画し
た。
ア．役割演技では、原則として、Ａ類学生は教師役、
Ｂ類学生は生徒役を分担するようにした。台詞が
決まっていて、それをどう表現するかに重点を置
くのでなく、設定された場面・状況の中で、自分
が教師として、或いは生徒としての立場で、それ
ぞれの役割をどう果たすのか、演ずる人物になり
きって対応を考え、言葉にしていくことに重点を
置いた。
イ．教育実践の場では、その都度様々な状況に対応
しなければならないことから、前もって考えた演
技をするのを避け、自分のグループが作成した事
例でなく、他のグループが作成した事例を演じる
ようにした。そこで、それぞれの事例について、
事例場面の分析・解釈、登場人物の理解、指導の
課題等について話し合い、役割分担を決めるた
め、グループでの事前協議の時間を取った。
　　当初、同じ事例を２つのグループで演じて、比
較しながら考察する方法も考えたが、時間がかか
るので、今回は、事例を作成したグループは観察
し、作成した立場で話し合いに臨むことにした。
ウ．演技者だけでなく、進行・監督役を設けるよう
にした。演技の開始・終了の指示に加えて、演技
者が途中で立ち往生してしまう場合もあり得るの
で、各グループＢ類学生にそうした事態に対処し
て進行を図る役割をとるよう指示した。
エ．演技終了後の話し合いでは、事例を作成したグ
ループが司会をするようにした。事例作成の意図
を踏まえた話し合いが展開されることを期待し
た。
オ．話し合いでは、時間の目安を示し、演技者の振
り返り、観客の観察からの発見、気づき、疑問な
どについて発言するように指導した。

（4）授業案の作成

今回の授業展開での課題として、ロールプレイン
グの試行と学生の特性を生かした学び合いを重視し
て、次に示す授業案を作成した。
第３回　生徒指導・特別活動の理論と事例研究」授
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業案
○日　時　平成21年10月12日（月）３限
○主　題　学校における生徒指導の課題への取り組
み１
○目　標
Ａ類学生：ロールプレイングにより児童生徒及び
教師の認知・感情・行動への理解を深めるとと
もに児童生徒との適切なかかわり方、指導の仕
方を習得する。

Ｂ類学生：ロールプレイングにより児童生徒及び
教師の認知・感情・行動への理解を深めるとと
もに児童生徒との適切なかかわり方、指導の仕
方に関する指導助言の内容・方法を整理する。

○展　開

学�習�内�容　・　学�習�活�動 資�料・担�当�等

課題提示
本時の学習のねらい・課題
ロールプレイングの進め方・留意点

課題提示進行：和田

グループワーク（事前協議）
◆事例１、２の理解（分析・解釈）
　場面の状況、経緯、課題の把握
　登場人物の心情、意図
◆役割分担

・事例プリント
　事例１（１班作成）
　事例２（２班作成）
・ワークシート

ロールプレイング�１
◆実演　事例１のロールプレイング
◆話し合い（気づき、発見、質疑等）
　�ｏ現職教員（スクールリーダー
コース学生）からの助言

　司会　１班

ロールプレイング�２
◆実演　事例２のロールプレイング
◆話し合い（気づき、発見、質疑等）
　�ｏ現職教員（スクールリーダー
コース学生）からの助言

　司会　２班

・自己評価
・指導助言・補足
　次回の授業計画と準備

・評価表
　和田・岩城

○評　価
Ａ類学生　児童生徒、教師の認知・感情・行動へ
の理解が深まったか。児童生徒との適切なかか
わり方を習得できたか。（ワークシート）

Ｂ類学生　児童生徒、教師の認知・感情・行動へ
の理解を深まったか。児童生徒のかかわり方に
関する指導助言の内容・方法を整理できたか。
（ワークシート）

▼到達目標に向けての学び合う活動の進め方
授業案に示すようにＡ類，Ｂ類、それぞれの目標
を設定したが、その達成を図るため、次のように進
める。
言うまでもなく、日頃の授業においてそれぞれの
学生に応じた学習を行い、学び合う関係を築いてい
くことが大切である。
当然ながら、ストレートマスターの知識・経験は
現職教員に比べ、遥かに少ない。初めて聞く教育用
語については教員ばかりでなくＢ類学生に説明させ
ることも多い。それは現職教員にとっても、分かり
やすく指導する機会にもなっている。また、現職教
員といえども、日常の実践に追われて、自らの実践
の目的や意義が二の次になってしまいがちである
点、ストレートマスターの問いに応えることは、改
めて理念や本質を思い起こして自らを省みることに
もなる。その点に関して、大学院教員も両者の特性
を踏まえた指導を行うようにしている。本科目の第
１回の授業で、和田が行った「生徒指導の基礎理論」
の講義は、全員に基礎的・基本的な内容の共通理解
を得させるとともに、現職教員に生徒指導の目的や
理念を再認識させる意図も伴うものであった。
日常の授業において、知識理解を図ったり、課題
を追求したりする活動において、互いに学び合う関
係が形成されてきている。
これを踏まえて、本時の展開では、次のような点
でそれぞれの到達目標にむけて学び合う活動を計画
した。
ア．事前協議、ロールプレイングの実演、話し合い
等、グループワークの時間を多く設定する。それ
らの活動はＢ類学生が指導性を発揮し、Ａ類学生
はフォロアーとなって進行される。グループでの
学習は本時に限ったことではなく、第１回授業か
ら始まっており、次時以降もグループを編成し直
しながら続けられた。
イ．事例毎に演技、話し合いの終了後、Ｂ類学生に
よる助言の機会を設ける。事例に関連して、現職
教員としての教育実践、教育研究の経験を生かし
て生徒指導について、Ａ類学生への指導助言を組
み入れた。
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　　児童生徒及び教師の認知・感情・行動への理解
や児童生徒との適切なかかわり方、指導の仕方に
関するに経験・知見を述べ、ストレートマスター
の到達目標の達成を援助するとともに、そのため
に指導助言の内容・方法を整理するという本時の
到達目標の達成を図るためである。この活動を通
して、Ａ類学生の気づきや疑問、認知や思考の傾
向を知ることは、他の教員への指導助言の参考に
もなると考えた。
ウ．それぞれの到達目標を意識して、取り組めるよ
うに自己の学習と評価の記録のため、ワークシー
トを用意した。
Ａ４判裏表１枚で、以下の項目について記入する
ようにした。

１．本時の自己課題
２．事前準備・協議メモ
３．ロールプレイング振り返りメモ
４．ロールプレイング観察メモ
５．話し合い、指導助言メモ
６．本時の自己評価（目標への到達度、課題）

３．授業の実際

本授業はほぼ授業案に即して実施できたが、ロー
ルプレイングに時間がかかり、自己評価を実施する
時間がなく、事後に記入、提出させることになった。
進行が危惧されたロールプレイングは、途中停止
してしまうことなく、予期した以上に円滑に進めら
れ、事後話し合いも活発に行われた

（1）ロールプレイング（実演）の記録

次に、Ｂ類学生の一人が残した観察メモを載せ
る。実施した総てではなく、発言の正確な記録とは
言い切れないが、実施されたロールプレイングのあ
らましが分かる記録である。

事例１　�場面２　放課後、Ｂ教諭と生徒Ａのやりと
り

　演技者　Ｂ教諭（Ａ類学生・男）
　　　　　生徒Ａ（Ａ類学生・女）

Ａ：ノート返してください。
Ｂ：職員室で話そうか。
Ａ；はい。
Ｂ：こないだも注意したよね。何でですか。
Ａ：すいませんでした。
Ｂ：どうして書いたの。理由を教えて。
Ａ：一緒に交換ノートを書いている友だちから今日
中に渡してほしいって、さっきの時間に言われま
した。
Ｂ：休み時間じゃなく？
Ａ：休み時間中に渡されて、次の休み時間までにっ
て。
Ｂ：でも、前も言ったよね。
Ａ：はい。
Ｂ：だめなものはだめだよね。実際に交換相手から
言われたの？　遅れてもいいとかは？
Ａ：だから、授業中に書くしかないと思って。
Ｂ：じゃ、授業の方は集中できないよね。
Ａ：すみません。でも、先生、いつも私のことばか
り注意するじゃないですか。それがいやで……　
なんで、私のことばかり注意するのですか？
Ｂ：そうみえるかも知れないけど、同じように注意
しているつもりだよ。
Ａ：みんなも授業中話しを聞いていないのに先生は
注意しない。
Ｂ：確かに、今日はＡを注意したけど、いつも注意
しているし、ダメなものは注意するっていったで
しょ。
Ａ：はい。
Ｂ：Ａは、自分だけって思っているかもしれないけ
ど、授業の時に……
Ａ：返してくれます？
Ｂ：約束できる？
Ａ：はい。
Ｂ：次の時間までに出してと言われても、無理と
言って、授業の時間は守ることは守ろうな。
Ａ：すみませんでした。
Ｂ：気をつけようね。

事例２　場面１　Ａ教諭と生徒Ｃのやりとり
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　演技者　Ａ教諭（Ａ類学生・男）
　　　　　Ｂ教諭（Ｂ類学生・女−教職経験４年目）
　　　　　生徒Ｃ（Ｂ類学生・女−中学校中堅教諭）
　　　　　生徒Ｄ（Ｂ類学生・男−中・高中堅教諭）
Ａ：先生聞いたんだけど、Ｄくんを殴ったって、何
があったの？
Ｃ：美術の授業で絵を描いていたら、おまえはアニ
メでも書いていろって、からかわれたんです。
Ａ：で、手がでちゃったの？　今日に限ってのこ
と？　結構言われる？
Ｃ：アニメ書くと、馬鹿じゃないって言われるから。
一回とか二回とかじゃなく、いつも言われる。
Ａ：でも、結局、手を出してしまったんだよね。手
を出してしまったことは悪いと思っているんだ。
よくからかわれるっていうけれど、やめてくれっ
て言ったの？
Ｃ：言ってもやめてくれない。やめてって言っても、
言われてしまう。同じクラスなのが嫌だ。
Ａ：先生としては、今日、たまりにたまって手が出
てしまったということは、手を出してしまったの
は、悪いことだよね。じゃあ、Ｄくんの話を聞い
てみるので、その後、謝ろうか。

事例２　場面２　Ｂ教諭と生徒Ｄとのやりとり
Ｂ：どう？
Ｄ：かなり痛いんで、病院に行きたい。
Ｂ：保健の先生は？
Ｄ：いってない。我慢出来ないくらい痛い。
Ｂ：ちょっと見せて。はれているね。湿布をしてか
ら話そうか。
Ｄ：殴られたことがむかつくから、何とかして貰い
たいんだけど。
Ｂ：いきなり殴ってきたの？
Ｄ：あいつは暗いから、自分なりに気をつかって、
かまっているつもり。
Ｂ：友だちのつもりで？
Ｄ：他の生徒はかかわらないんですよ。
Ｂ：遊んでいたつもりなのに？　じゃあ、びっくり
したでしょう。でも、殴っちゃまずいでしょ。
Ｄ：たまたま彼が頭にきたからかも。僕はいつもと

変わらないから。
Ｂ：じゃあ、今までどんな言葉をかけてきた？
Ｄ：彼はアニメおたくだから、からかったりしない
と、かかわれない。
Ｂ：でも、おたくって言われたらいやじゃない？
Ｄ：でも、暴力はよくない。
Ｂ：でも、からかってきたことは？
Ｄ：謝るつもりはない。僕は彼のことを考えてから
かっていたんだから、納得がいかない。
Ｂ：でも、先生の考えでは、からかわれて嫌な気持
ちだったかもしれないよね。
Ｄ：じゃあ、直接聞いてみるよ。

場面３　Ａ教諭、Ｂ教諭立ち会いの下、生徒ＣとＤ
を仲直りさせる
Ａ：Ｃくんは謝りたいって言っているんだけれど、
どうかな？
Ｃ：さっきは、殴ってごめんなさい。
Ｂ：Ｄくんは？
Ｄ：謝るだけじゃ納得いかない。帰ってから、家に
帰って親に話す。
Ｂ：でも、からかっているって思っているんだよね。
Ｄ：いやがっていたそぶりをみせていたのならね。
Ｃ：いやって言った。ずっと続けるからいやだって。
同じクラスなのもいやだよ。
Ｂ：でも、同じクラスの仲間なんだから、これから
も仲良くしていきたいんじゃない？　Ｄくんはど
う思った。
Ｄ：気づかなかった。僕も謝らなきゃなと思うけど、
殴りかかってきたことは納得できない。うちの親
も納得しないと思う。
Ｂ：お父さんとお母さんのことはおいておきましょ
う。二人の問題なのだから。
記録を読み直してみると、それぞれの場面で教師
役の学生が適切な指導、問題解決ができたのかとい
うと、どちらのロールプレイングの場合も、疑問が
残る内容であった。

（2）話し合いの記録（ワークシートの記述より）

○事例１についての話し合い



岩城・和田：実践につなぐ学び合う授業づくり

−　72　−

　　Ｂ教諭役の学生Ｅ（Ａ類）は、ノートを書く必
要がある点について、教師側が追求するところが
多かった、何度も繰り返す生徒に書いてはダメと
言い過ぎてしまった、生徒の内面・友人関係を探
る必要があると思った、と振り返っている。
　　生徒Ａ役の学生Ｆ（Ａ類）は、生徒自身が心に
かかえているものをはき出したが、教師からの反
応がイマイチと感じた。教師について自分だった
らどう対応するか、考えながら演じたが少し戸惑
いがあった、と述べている。
　　これに対して、現職教員から次の助言がなされ
た。
・授業中に守るべきことは徹底すべきである。
・普段から生徒との関係づくりに努める。
・友人関係（グループでの立場など）はどうか、
知る必要がある。

・Ａの状況把握、原因、背景を探ることも必要。
・個別指導をどうするか、次の一手がポイント
・担任だけで対応しない。他の教職員からも情報
を収集する。

○事例２についての話し合い
　　Ａ教諭役の学生Ｇ（Ａ類）は、C君はいじめら
れていると感じているに違いないと思って、指導
に当たった。Ｃ君とＤ君のどちらに重点をおいた
らよいのか、と疑問も述べている。
　　Ｂ教諭役の学生Ｈ（Ｂ類）は、Ｄ君はとても驚
いているだろうという認識で指導に当たったが、
もう少し落ち着かせてから話をするとよかった。
ロールプレイを行ってみて、次のような課題が
あったと記述している。困った顔を露骨にだして
しまったこと、生徒がどんな気持ちなのか、十分
に引き出せず、寄り添えなかったこと、Ａ先生と
“願い”について共有していなかったこと、心か
らの“願い”であったかどうか、曖昧だったこと。
　　生徒Ｃ役の学生Ｉ（Ｂ類）は、生徒の立場を経
験し、教師の言葉掛けに対して生徒がどのような
気持ちを持つかが、分かった。ストレートマス
ターの学生とともに一つのことに協力して取り組
めてよかった。実践的な内容であったと記述。
　　事例２については、次のような指摘、助言が

あった。
・Ｃ君に対する指導のタイミングが遅れた。
・Ｃ君の気持ちを教師がしっかり受け止めていな
い。謝りさえすればよいと思われなかったか？
・いじめに発展する事例であることに注意する。
・もっと、具体的に話を聞くべきだった。人間関
係を築いて内面を引き出すようにすることが大
切。
・言葉の暴力を見逃してはならない。その場です
ぐ指導する。
・小学校の方が、担任との人間関係が深い。小中
の連携の問題もある。
・けんか両成敗では済まない生徒指導の現状があ
る。
・いやがる相手をからかうのはいけないことをど
うやってＤ君に理解させるか
・Ｄ君みたいに教師を困らせるような状況はあ
る。
・学校としての対応が課題だ。
このように実演後は、生徒指導についてかなり幅
の広い話し合いがなされた。なお、公開授業として
授業終了後の協議会において、様々な感想・意見を
頂戴したが、ここでは取り上げていない。

（3）学生の自己評価

学生自身が本授業で目標へ到達できたか、どのよ
うな課題を持ったか、教員が用意した評価項目
（チェックリスト）についての評価及び学習の成果
と課題についての自己評価・授業評価を記入させ
た。
①チェックリストによる評価
次の評価項目について、それぞれ“まだこれから”

（低い評価）から“ほぼ達成”（高い評価）までのど
の辺りまで到達したか、その位置に○を付けて
チェックする方法で行った。
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（例）

ほぼ達成�←�←�○�←�←�←�←�←�←�←�まだこれから

↑
中央

１．生徒指導上の実践課題を把握する。
２．課題である指導場面を想像できる。
３．ロールプレイングの事例を作成する。
４．事例の状況・経過、人間関係を読み取る。
５．ロールプレイングに関する知識を得る。
６．ロールプレイング（役割演技）を体験する。
７．ロールプレイングを振り返って考察する。
８．生徒の考え方、感じ方への理解を深める。
９．教師の考え方、感じ方への理解を深める。
10．教師の言動の効果（影響力）を実感する。
11．児童生徒への適切なかかわり方が分かる。
12．自分を見つめて自己理解を深める。
13．指導助言の内容・方法を検討する。
14．ロールプレイングに関する知見を整理する。
15．生徒指導に取り組む意欲を高める。

自己評価では評価基準は各自まちまちである訳だ
が、各学生の評価値を一つの表にプロットしてみる
と、そこから次のような傾向が読み取れた。
ア．どの学生もが、“ほぼ達成”か、それに近い位
置に○を付けたのが、「生徒指導に取り組む意欲
を高める」であった。ロールプレイングの内容・
方法に課題はあるとしても、生徒指導の実践に繋
げるという点では、有効であったと言えよう。
イ．左端“ほぼ達成”と右端“まだこれから”の中
央で左右に分けて見ると、左半分に○が多く、右
半分の○は、左半分の６分の１であり、目標に近
づいたと評価した項目が多いことがわかる。
　　個人別では、３名が15項目総て左に付けて高い
評価をしていた。一方、低い評価では８項目につ
いて右半分に付けたものが１名であった。
ウ．項目別では「３．ロールプレイングの事例を作
成する」、「６．ロールプレイング（役割演技）を
体験する」では、参加・実演した学生の評価は高
かったが、出来なかった学生の評価は低く、差が
大きかった。時間があれば、体験できたかこ知れ
ないが、事例１は登場人物の数から２人だけしか
実演できなかった。

　　「10．教師の言動の効果（影響力）を実感する」
については、生徒役を演じた学生がやや高い評価
を与えている。
　　「14．ロールプレイングに関する知見を整理す
る」は、他の項目に比べると、評価が低かった。
エ．Ｂ類学生のうち、経験豊かな中堅教員4名の自
己評価値（プロットされた○の位置）には、あま
り大きな差が見られず、どの項目も比較的高い評
価であった。それに比べると、経験の少ない現職
教員、Ａ類学生の評価はやや低めで、ばらつきも
大きかった。本学習以前の既有知識・経験の差は
縮まっていないようだ。
②学習の成果と課題についての自由記述
学生Ｅ（Ａ類）：実際に同じ場面で、私がどのよう
に指導すればよいか。今日のロールプレイと先生
方の意見を振り返り、生かしていきたい。
　　普段の教師と生徒のかかわりをロールプレイで
強く感じた。交換ノートで繰り返し書いてし生徒
には、普段の注意の方法やよい関係をつくってお
く必要性が見えた。
学生Ｆ（Ａ類）：公開授業ということもありました
が、やはり、実際に近い状態で想定して行う（指
導する）というのは、考えるだけよりも、ずっと
難しく感じました。
学生Ｈ（Ｂ類）：現場にいた頃から感じていたこと
ではあるが、自分の思った通りの流れで生徒指導
ができる訳ではないことを実感した。自分が実際
の生徒に指導する場合は、まずは生徒の気持ちに
よりそうこと、どのような願いを持って生徒指導
を行うか明確にすること、の２点について心にお
きながら生徒指導を行いたいと思った。
学生Ｉ（Ｂ類）：生徒の立場を経験し、教師の言葉
掛けに対して生徒がどのような気持ちを持つか
が、分かった。ストレートマスターの学生ととも
に一つのことに協力して取り組めてよかった。実
践的な内容であった。
学生Ｊ（Ｂ類）：個別指導における正確な状況把握、
連携の必要性を感じた。事例２については、生徒
に対応する前に教師間の調整が必要であると感じ
た。個別に対応したことで、話がこじれてしまう
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場合もある。個人的には、話を聞いて貰う間、気
持ちを落ち着けるなどには、他の先生の協力を仰
ぐが、両者の話は直接聞くようにしている。
学生Ｋ（Ｂ類）：率直な感想を述べさせていただく
と、実際の教師は、もっともっと深く子どもを理
解しようと努め、また理解している。経験を積ん
で子どもたちから引き出す方法や諭す方法はいく
らでも習得可能である。しかし、いくら方法を習
得してもお互いの間に信頼関係が成立していなけ
れば、生徒から何も引き出せない。いや指導が入
らない。普段何も問題が発生していないときに生
徒の人となりを理解しようとしているか、生徒の
悩みに真剣に向き合っているか、総てはそこから
始まると思う。そういう意味で今日はストレート
マスターに自分の考えが伝えられ助言できた。自
分の目標は達成できたと考える。

４．成果と課題

【 ロールプレイングについて 】

今回は、２班編成、２つのロールプレイングを
行ったが、１つあたり実演と話し合いと合わせて30
分では不十分であった。受講者数やその属性によっ
ても工夫が必要である。人数が多くなれば、事例を
１つに絞って、各グループが同じ事例を演じて、観
察し話し合う方法も実施してみたい。
ロールプレイングによる学習がどの程度有効であ
るのか、比較するデータを持たないが、今回は授業
展開の状況、実演、話し合いなど学生の活動及び自
己評価から判断して、生徒指導の実践につながる学
習ができたのは、ロールプレイングの導入が一定の
効果をもたらした結果であると考えられる。
本時のねらいに照らしてみると、児童生徒理解、
教師理解、生徒指導場面に伴う問題への気づきの点
で到達度が高かったが、児童生徒への適切なかかわ
り、指導の仕方については不十分であったことが、
学生の自己評価から読み取れる。ロールプレイング
の方法等の工夫改善によってさらに向上を図ると同
時に、ロールプレイングの限界を見定めることも課
題となる。

事例の指導場面について実演し、話し合っていく
と、その場面自体が問題解決の対象になっていくこ
とが分かった。それは、問題行動の原因や背景の把
握、日常の指導実践、教職員の連携・協働等の重要
性への認識を新たにして生徒指導の本質に迫り、実
践意欲を高める学びの可能性をロールプレイングに
感じる体験であった。

【現職教員とストレートマスターの協働について】

現職教員は、多くの生徒指導上の問題場面に遭遇
し、対応してきている。今日の児童生徒の生徒指導
上の課題を把握しており、児童生徒の心情や思考の
傾向、発言や行動パターンについても理解してお
り、事例の作成やその指導場面への対応について、
自己の知識、経験を生かし、ストレートマスターに
対して高い指導力を発揮していた。
授業目標についても、現職教員は、かなりの程度
達成できているわけで、自己評価でもストレートマ
スターに比べ、全般に高かった。
また、教師役のストレ−トマスターの言動からの
気づきや生徒役になって体験した教師への感情な
ど、現職教員がストレートマスターと共に学ぶこと
による成果もあった。
児童生徒との適切なかかわり方、指導の仕方に関
する指導助言の内容・方法を整理するという目標に
ついては、やや評価が低く不十分に終わった。
ストレートマスターたちの自己評価は、現職教員
に比べ目標への到達度は低かった。しかし、事前の
状態に比べれば、かなり向上しており、現職教員と
共に学ぶことによる成果は大きい。彼らは知識・経
験の面で指導を受けるだけでなく、教職への取り組
みや人間性に学ぶ点も大きい。
一方で、受動的・依存的になることも危惧される。
その点では、様々なグループの編成、ストレートマ
スターをリーダーにして、現職教員がフォローして
いくような活動の導入、ティームティーチングにお
いて、現職教員とストレートマスターを別々にして
教員も担当を分けて学習する授業などを課題として
実践していきたい。


