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「理論と実践の融合」という視点から実践研究論文をまとめる
専門職学位課程統括長

戸ヶ﨑

泰子

私が専門とする臨床心理学という学問分野では、「サイエンティスト・プラクティショナ
ー・モデル」というトレーニングモデルを大切にしながら、心理臨床の力量形成を図ってい
ます。このモデルでは、実践家（プラクティショナー）は、消費者（実態把握と支援につい
ての研究知見を吸収する）、評価者（自分の実践を科学的に評価して、アカウンタビリティ
を高める）、研究者（自分の研究結果を発信する）という３つの役割を統合的に遂行するこ
とを奨励しています。また、研究者に対しても、自身の実践に基づいて研究を推進していく
ことが推奨されています。つまり、研究者と実践家は、不可分なものであり、決して対立す
るものではないのです。
この「サイエンティスト・プラクティショナー・モデル」を大切にしているのは臨床心理
学分野だけではありません。教職大学院での学びも「理論と実践の融合」というフレーズに
集約されています。このことは、平成 18 年 7 月に中央教育審議会にて、はじめて教職大学
院の制度について議論された「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」にも
記述がありますし、大学院で学ぶ人も十分理解されていることでしょう。
実際、大学院生、特に現職教員学生に「大学院で学ぶ動機」を尋ねると、「実践は日々積
み重ねているが、その経験が理論的に整理されていない」
、「自身の実践に対して、“これで
よい”と思えるだけの根拠を持てずにいる」と、「理論と実践の融合」に課題を感じて進学
を決意した方が多いように思います。入学時にそんな話をしていた方も、修了時には自身の
実践が理論とエビデンスに基づいていることに自信をもち、教壇に立つことに充実感を感
じている姿が見られるようになります。
今年度の「教職大学院年報」にも、十分な理論研究の成果が数多く掲載されています。課
題研究等を通じて、研究と教育実践の両立が、教育の充実につながることを実感された方が
多いことの表れなのだと思います。本年報への投稿を機に、研究者の視点をもつ実践家とし
て、次へのステップを踏み出される、そんな期待感が高まります。
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ICT を活用したフローチャートの作図とプログラミング教材の
動作確認を往還させた課題解決学習による効果
甲斐尚和 i)・小林博典ⅱ)
要 旨
本研究では、児童による ICT を活用したフローチャートの作図と、プログラミング教材の
動作確認を往還させた課題解決学習によるプログラミング的思考の育成に対する効果につ
いて明らかにすることを目的とした。結果、1）結果を予想する力、2）ものごとを分けて整
理する力、3）ものごとを順序に沿って整理する力、4）ものごとの内容や仕組みを考える力、
5）身近な機器の仕組みを細かく分けて考える力、 6）課題解決のための手順を考える力、
7）改善のための方法を考える力の項目において事後が有意に向上し、児童の自由記述から
もプログラミング的思考の育成に効果があることが示唆された。また、習得と探究の中で創
造的・論理的に思考し、解決策と新たな課題を見出すなど「学びの STEAM 化」としての効果
も確認された。
1. 研究の目的
プログラミング的思考を育成するには、児童は自分が考える動作の実現を目指す際に、試行
錯誤を繰り返しながら計画的に組み合わせや流れを検討することが重要であると述べられてい
る（文部科学省 2020）。また、プログラミング教育を小学校で実施する際には、「自己の考え
方を可視化できるように筋道を客観的に捉える力を育成すること」が重要であるとされる（黒
上ほか 2017）。そこで、本研究においては、考えの筋道を客観的に捉え可視化できるフローチ
ャートの活用に着目した。
新地ら（2017）は、プログラミングに関わる論理的な思考を外化させるためにフローチャー
トの有用性を確認するとともに、児童がプログラミングによる動作等の実現のみに関心を奪わ
れることなく、各動作に対応した命令や記号が全体の動きにどのように機能しているか確認・
理解されながら学習を深めさせる必要性があることを課題として述べている。
一方、フローチャートの作図とプログラミング教材を組み合わせた事例は、少ない傾向にあ
る（例えば黒上ほか 2017、小林ほか 2018、小学校を中心としたプログラミング教育ポータル
2021）。要因としては、プログラミング教育の導入としてフローチャートの活用自体は比較的
容易であるものの、児童が思考しながらフローチャートを作図していくには、作図スキルや作
図する時間がある程度必要となることが考えられる。これらの課題解決に向けた実践として、
フローチャートの作図に ICT を効果的に活用した試みがある（清水ほか 2019）。
清水ら（2019）は、授業実践において ICT を活用してフローチャートを作図させることで、
子どもたちが活動時間のほとんどを、条件分岐の設定を考えたり順序性について試行錯誤した
りする時間として十分に確保できたと考察している。一方、ICT を活用してフローチャートを
作図することによる子どもたちの変化を客観的な数値データの収集によって行えなかったこと
を課題としてあげている。
i)
ⅱ)

宮崎大学大学院教育学研究科大学院生
宮崎大学教育学部 附属教育協働開発センター
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そこで、本研究では、児童による ICT を活用したフローチャートの作図とプログラミング教
材の動作確認を往還させた授業実践を行い、これらの課題解決学習における子どもたちの変化
を、量的データを収集して分析を行うとともに、自由記述や発話記録の結果を考察に加えるこ
とにより、プログラミング的思考の育成に対する効果を明らかにすることとした。
2. 研究の方法
(1) プログラミング的思考に関する評価の方法
プログラミング教育の授業実践の前後に、児童を対象にして、思考力に関する質問紙調査を
実施した。
本研究では、
プログラミング教育で求められる思考力に対する効果を確認するため、
寺嶋ら（2013）の開発した思考力に関する尺度に着目した。
寺嶋らの質問紙調査は、児童の思考力育成という視点から継続的に自己評価していくことで
児童の成長を確認していくことを目的に開発されている。また、小林ら（2019）は、この質問
紙調査を用い、プログラミング教育を実践することによる思考力に関する児童の意識の変容を
評価することで、小学校プログラミング教育が、授業展開の特徴に関連して、多様な思考力の
育成に寄与する可能性を示唆している。
そこで、本研究の課題解決学習におけるプログラミング的思考を究める点においては、思考
力を多面的に捉えることができると同時に、児童の自己評価の変容を追うことでその効果を調
査できるのではないかと考え、思考力に関する問い 20 問を採用することとした。
さらに、本研究においては、授業実践を進める上で、フローチャートの作図において重視さ
れている「分解」、「手順」、「改善」（草野 2018）と、その「作図スキル」に関する問いを
加える必要があったため、「機器の仕組みを細かく分けて考えること」、「課題解決に必要な
手順を考えること」、「上手くいかないときに前に戻ってやり直すこと」、「フローチャート
の作図スキル」の 4 問を新たな問いとして作成し、これを加えて、計 24 問を問うこととした。
なお、質問は 5 件法で実施し「大変できる」→5 点、「まあまあできる」→4 点、「どちらとも
言えない」→3 点、「あまりできない」→2 点、「できない」→1 点と得点化し、定量的データ
として分析を試みることとした。
また、授業ごとに、ワークシートの自由記述で児童に感想を書かせた。
加えて、授業実践の 3 週間後に、「学びを生かす」視点でインタビューを行った。インタビ
ューは、気楽に話すことができるように児童 2 人一組の会話形式（一組あたり 3 分程度）で行
い、発話内容を録音した。これらを発話記録として文字化し、考察に加えた。
(2) 授業実践の実際
公立小学校 5 年生 10 名を対象に、総合的な学習の時間において授業を実施した。プログラ
ミング教材として MESH（SONY）を用いた。ICT を活用したフローチャートの作図には、ジャス
トスマイル 8（ジャストシステム）のフローチャート作成ツールを使用した。
本研究の授業実践にフローチャートを導入するにあたっては、フローチャートの活用場面を
検討し、①既存の手順や仕組みをフローチャートで明らかにする場面。②既存の手順や仕組み
を組み替えて、新たなものに変えていく場面。③手順を創造して新たなものを生み出していく
場面の 3 通りを取り入れた。また、本学級の児童の実態から、フローチャートを習熟させてい
くうえでは、①→②→③の順番で取り組ませることが効果的であると考え、
「身近な機器の仕組
み」→「清掃の手順」→「地域の課題の解決策」の順で単元を構成した。

3

ICT を活用したフローチャートの作図とプログラミング教材の動作確認を往還させた課題解決学習による効果

以下に、授業実践の内容を述べていく。
第 1 時は、
「フローチャートの作図を通して、生活を便利にしてくれる身近な機器のプログラ
ミングに興味・関心をもつことができる」ことを目標とし、タブレットのフローチャート作成
ツールを用いて、初めて作図していく学習を展開した。導入において、Society5.0 の動画を視
聴することで、身近な機器に着目し、プログラミングが人々の生活に役立っていることに気づ
くことから、学習課題を設定した。授業後半には、MESH を使って外灯の働きを再現して見せる
ことで、フローチャート通りのプログラミングによって動いていることを実感させたり、フロ
ーチャートの良さを児童の発言と教師の補足説明（順序の可視化・効率化）からまとめたりし
た。
第 2 時は、「身近な機器の仕組みを考える活動を通して、その利便性を構成するプログラム
に気づくことができる」ことを目標とし、「外灯」、「自動ドア」
、
「自動水栓」
、
「防犯ゲート」
といった身近な機器の仕組みに関心をもたせながら、フローチャートの作図とその発表を繰り
返すことでフローチャートの作図の習熟を図った（図 1）。
児童は、
機器の仕組みを細かく分ける場面において、
仕組みの分け方に悩む様子もあったが、
個人思考の時間とペアでの対話、全体での共有を繰り返し行ったことで、互いに補填しあいな
がら取り組むことができていた。また、全体での発表の際には、自分と他者とのフローチャー
トを比較し、自分の作図に抜けている部分に気づく姿も見られた。

図 1 児童が作図した、人感センサーの外灯・自動ドア・お店の防犯
ゲートのフローチャート
第 3 時は、「分岐処理を学ぶことを通して、効率の良い清掃の手順を考えることができる」
ことを目標とし、導入時に低学年の掃除における課題をグラフから読み取り、学習課題を設定
していくといった課題解決型の学習を展開した。またフローチャートを作図していく際に、清
掃の手順をほうき担当と雑巾担当に分担する分岐処理の表し方を経験させた。
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児童は、ワークシートに掃除の動きを細かく書き出し、
スムーズな手順となるように、組み替えていった。その際、
ペアで話し合いながら、分担する部分と一緒に清掃する部
分を何度も試行錯誤しながらフローチャートを作図して
いた。また作図したフローチャートの発表では、タブレッ
トの操作と説明に分かれ、説明に合わせて画面をスクロー
ルするなど、それぞれが作図したフローチャートを理解し
て発表にのぞんでいる姿が見られた。発表し合う中で、質
問や助言を行ったり、互いのフローチャートを比較したり
することで、改善点に気づくことができていた（図 2・3）。

図 3 児童が作図した清掃
のフローチャート

図 2 児童の発表場面
第 4 時は、MESH の使い方に慣れさせる時
間とし、自由に使わせ習熟を図った。
第 5 時は、
「フローチャートの作図と MESH
の動作確認を往還したプログラミング活動
を通して、地域の課題に目を向け、解決策を
考えることができる」を目標とし、地域で行
われているスマート農業の課題（図 4）を取
り上げ、その解決策を、フローチャートに表

図 4 「地域の農業の課題」の提示

し、MESH を使って表現していくといった課題

解決学習を行った。児童は、解決策を試行錯誤していく過程で、作図したフローチャートをも
とに、MESH のプログラミングを行い、その動作とフローチャートを見比べたり、動作の改善か
ら作図したフローチャートを修正したりといったように、フローチャートの作図と MESH の動
作確認を往還しながら学習を進めた（図 5）
。また、児童は、検討した課題解決策について、作
図したフローチャートと MESH の動作を見せながら発表した（図 6・7）
。
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図 5 作図したフローチャートと MESH の動作確認
を往還させている場面①

図 6 扇風機と MESH と MESH のプログラム（ipad）

図 8 ワークショップ形式による発表場面

図 7 児童が作図した解決策
のフローチャート

図 9 作図したフローチャートと MESH
の動作を往還させている場面②

第 6 時は、
「課題の解決策を伝え合う活動を通して、改善点に気付き、フローチャートの作図
と MESH の動作を往還しながら解決策を改善しようとすることができる」を目標とし、第 5 時
で作成した解決策を発表させ、改善していく学習を展開した。発表は、ワークショップ形式で
行い（図 8）
、児童が、聞きに行った他のグループの発表内容を、自分のグループで共有し新た
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に生じた気付きをもとに改善していけるようにした。児童は、他のグループと自分たちのグル
ープのフローチャート等を比較し、解決策を改善していく中で、作図したフローチャートと
MESH の動作の確認を往還しながら取り組んでいた（図 9）
。
3. 研究の結果と考察
(1) 質問紙調査結果の考察
分析の手法として回答データの正規性を検定したが、正規分布に従っておらず、これを前提
とするパラメトリック検定の使用は不適切だったため、Wilcoxon の符号付き順位検定を用いた。
結果は表 1 のとおりである。
また、授業で用いたワークシートの自由記述より、
「分解」
、
「手順」
、
「改善」
、
「作図スキル」に
関する回答を抽出し考察を試みた。抽出した回答は表 2 に示した。
設問 1「知っていることや調べたことをもとに、結果を予想することができますか」
(M 事前 = 3.6,M 事後 = 4.0)について、事後が有意に向上した。このことは、掃除の手順をフロー
チャートに表す活動の際の低学年に教えに行くといったことや、スマート農業のかかえる課題
の解決策を考えるといったことなど、明確な目的をもたせてフローチャートを作図し、具体的
にイメージしていったことが影響を与えているのではないかと考える。
設問 9「いろいろなもの（こと）を、いくつかに分けて、整理することができますか」
（M 事前 = 3.3,M 事後 = 4.1）について、事後が有意に向上した。このことは、掃除の手順をフロ
ーチャートに表す活動の際、掃除の手順を細かく書き出し、ほうき担当と雑巾担当に、書き出
した動きを整理する活動などが影響を与えているのではないかと考える。例えば、児童の自由
記述において、
「細かく分けてフローチャートをつくれた」などの記述もあり、これを示唆して
いるのではないかと考えた。
設問 10「いろいろなもの（こと）を、順序にそって、整理することができますか」
(M 事前 = 3.5,M 事後 = 4.2)について、事後が有意に向上した。このことは、身近な機器の仕組
みをフローチャートに表す際、個人思考の時間を確保できたことや、掃除の手順を検討する際
に、どの順序で行動すればスムーズな掃除ができるかを試行錯誤する場面を設定したことなど
が影響を与えているのではないかと考える。例えば、児童の自由記述において、
「外灯の動きを
組み合わせることができた」
、
「掃除の流れをしっかり見える化できた」などの記述もあり、こ
れを示唆しているのではないかと考えた。
設問 14「もの（こと）の内容や仕組みを考えることができますか」(M 事前 = 3.5,M 事後 = 4.2)
について、事後が有意に向上した。このことは、身近な機器の仕組みや掃除の手順をフローチ
ャートに表した活動などが影響を与えているのではないかと考える。例えば、児童の自由記述
において、
「いろいろな流れの仕組みが分かった」
、
「一つ一つのものにプログラムがあることが
分かった」などの記述もあり、これを示唆しているのではないかと考えた。
設問 21「身近な機器の仕組みを細かく分けて考えることができますか」
(M 事前 = 3.0,M 事後 = 4.6)について、事後が有意に向上した。このことは、外灯や自動ドア、自
動水栓、防犯ゲートなどいくつかの身近な機器の仕組みを、フローチャートに表した活動など
が影響を与えているのではないかと考える。例えば、児童の自由記述において、
「次は目覚まし
時計のフローチャートをやってみたくなった」などの記述もあり、これを示唆しているのでは
ないかと考えた。
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表 1 事前・事後の質問紙調査の結果（N = 10）
設問

項目

事前

M
設問1
設問2
設問3
設問4
設問5
設問6
設問7
設問8
設問9
設問10
設問11
設問12
設問13
設問14
設問15
設問16
設問17
設問18
設問19
設問20
設問21
設問22
設問23
設問24

知っていることや調べたことをもとに、結果を予想すること
ができる。
他の人の気持ちを予想することができる。
もの（こと）の形や様子を予想することができる。
自分なりの見方で、考えることができる。
一つのもの（こと）を、さまざまな視点から考えることがで
きる。
一つのもの（こと）を、全体を見わたして考えることができ
る。
自分なりの見方で、観察することができる。
２つのもの（こと）の同じところやちがうところを比べるこ
とができる。
いろいろなもの（こと）を、いくつかに分けて、整理するこ
とができる。
いろいろなもの（こと）を、順序にそって、整理することが
できる。
条件に応じて、いろいろためしたり、考えたりすることがで
きる。
起きていることの理由について考えることができる。
学んだことを普段の生活に関係づけて考えることができる。
もの（こと）の内容や仕組みを考えることができる。
何かを調べたりまとめたりするときに、いくつかの中から、
ぴったりな方法を選ぶことができる。
何かをまとめるときに、多くの情報から自分にひつようなも
のを選ぶことができる。
いろいろな方法で、答えを確かめようとすることができる。
友達の考えや発表に、意見や感想をもつことができる。
必要なものを、調べたり考えたりして、選ぶことができる。
もの（こと）を明らかにするために、しっかりと考えること
ができる。
身近な機器の仕組みを細かく分けて考えることができる。
課題を解決するために、どんな手順が必要かを考えることが
できる。
課題に取り組んでいて、つまずいたり上手くいかなかったり
したときに、前にもどってやり直したり、どこからやり直せ
ばよいかを考えたりすることができる。
フローチャートをかくことができる。

SD

事後

M

SD

p

3.6 0.70

4.0 0.67 *

4.0 0.47
4.2 0.79
3.4 0.70

3.8 1.03
4.4 0.52
3.8 0.63

3.2 0.63

3.8 0.79

3.6 0.52

3.7 0.82

3.8 0.42

4.2 0.79

3.9 0.32

4.1 0.74

3.3 0.82

4.1 0.57 *

3.5 0.53

4.2 0.63 *

3.6 0.70

3.8 0.63

3.4 0.84
3.6 0.70
3.5 0.53

3.5 0.53
3.8 0.79
4.2 0.79 *

3.6 0.52

3.8 0.79

3.9 0.74

4.4 0.70

3.4 1.17
3.2 0.92
4.2 0.79

3.8 0.92
3.7 0.67
3.8 0.79

3.6 0.52

4.0 0.82

3.0 0.47

4.6 0.52 **

3.4 0.52

4.0 0.67 *

3.2 0.63

4.0 0.94

2.8 0.42 4.4 0.52 **
*P < .05 **P < .01

設問 22「課題を解決するために、どんな手順が必要かを考えることができますか」
(M 事前 = 3.4,M 事後 = 4.0)について、事後が有意に向上した。このことは、スマート農業の
課題の解決策をフローチャートに表し、MESH の動作確認と往還させながら課題解決に取り組
む活動や、解決策を発表し合い改善していく活動などが影響を与えているのではないかと考え
る。例えば、児童の自由記述において、
「いろいろ試してから、課題を考えて、やり方までい
って楽しかった」
、
「考えが広がってすごくおもしろかった」
、
「私達にない考えが見つけられた
のでよかったし、まねしたい」
、
「人それぞれのやり方があることに気づいた」などの記述もあ
り、これを示唆しているのではないかと考えた。
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表 2 児童の自由記述における抽出内容の分類
抽出項目
児童の自由記述
分解
細かく分けてフローチャートをつくれた
外灯の動きを組み合わせることができた
掃除の流れをしっかり見える化できた
次は目覚まし時計のフローチャートをやってみたくなった
手順
いろいろな流れの仕組みが分かった
一つ一つのものにプログラムがあることが分かった
いろいろ試してから、課題を考えて、やり方までいって楽しかった
考えが広がってすごくおもしろかった
私達にない考えが見つけられたのでよかったしまねしたい
人それぞれのやり方があることに気づいた
改善
掃除の仕方をもう一度見直せた
いっぱい抜けていたけど、やり直すことも大切なことが分かりました
作図スキル
フローチャートが前より分かった
上手に判断記号が使えてよかった
フローチャートを上手に作れた
設問 24「フローチャートをかくことができますか」(M 事前 = 2.8,M 事後 = 4.4)について、事後
が有意に向上した。単元を通してフローチャートの作図に取り組ませたことで、タブレット上
でのフローチャートの作図の習熟が図れたものと考える。例えば、児童の自由記述において、
「フローチャートが前より分かった」
、
「上手に判断記号が使えてよかった」
、
「フローチャート
を上手に作れた」などの記述もあり、これを示唆しているのではないかと考えた。
また、設問 23「課題に取り組んでいて、つまずいたり上手くいかなかったりしたときに、前
にもどってやり直したり、どこからやり直せばよいかを考えたりすることができる」
(M 事前 = 3.2,M 事後 = 4.0)については、回答のばらつきが大きく、有意差は見られなかったもの
の、事後の平均値が事前と比べて高くなっている。このことは、掃除の手順を表したフローチ
ャートを発表し合い、自分の作図と比較する活動や、スマート農業の課題の解決策を発表し合
い改善していく活動などが影響を与えているのではないかと考える。例えば、児童の自由記述
において、
「掃除の仕方をもう一度見直せた」
、
「いっぱい抜けていたけど、やり直すことも大切
なことが分かりました。
」などの記述もあり、これを示唆しているのではないかと考えた。
以上のように、結果、7 つの項目において事後が有意に向上し、児童の自由記述からも「分
解」
、
「手順」
、
「改善」
、
「作図スキル」に関する効果を示唆する内容が確認できた。
(2) 発話記録の考察
授業実践の 3 週間後に行ったインタビューの発話記録について、児童の発言に含まれる内容
ごとに分類した。結果は、表 3 のとおりである。以下、これらの結果と考察を述べる。
「興味・関心」と「フローチャート」
「MESH」に関わる発言が合計 29 回あることから、児童が
興味・関心を強くもっていたことが分かる。また、
「MESH を使えるようになってきたらおもし
ろい」
、
「フローチャートが頭の中で想像できるようになった」などの発言から、フローチャー
トの作図とプログラミング教材の使い方を習熟していくことで、より主体的に取り組めるよう
になったことが推察できる。
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表 3 発話記録の分類（N = 10）
主な発言例
MESH を使えるようになってきたらおもしろい
どんなことができるのかと考えるのがおもしろい
フローチャー
9
フローチャートが頭の中で想像できるようになった
ト
フローチャートが大体分かった
MESH
10
MESH で何か作ったりしてみたい
MESH でなんか色々やって発表するのが心に残った
フローチャー
4
フローチャートでやってみて、その後、MESH でやってみたこと
トと MESH の往
がおもしろかった
還
MESH だけでもわかったけれど、フローチャートがあった方がわ
かりやすい
フローチャートと MESH をもうちょっと使い方を上手になりたい
いろんな機械がどんな感じのフローチャートでできていて、MESH
で表せるのか知りたい
学習への利用
7
家庭科で使えそう。何か作る順番とかに使えそうだ
体育のサッカーとかチームの作戦とかで使うと話が早く進みそう
総合の時、紙芝居を作ろうとしているので、そこで、どう流すか
とか作るかとかをやってみたい
生活への利用
2
生活の中でも、家の機械とかでどんな感じにできるのかをやって
みたい
家で使ってみたい。フローチャートとか考えてみたい
「フローチャートと MESH の往還」に関する発言からは、対象児童の約半数が、フローチャー

分類項目
興味・関心

発言数
10

トの作図とプログラミング教材の動作確認を往還させることで、プログラミング教材の動作の
手順を試行錯誤しながら検討することができたり、活動を通して新たな課題を見出そうとして
いたりしたことが分かった。また「学習への利用」に関する発言から、児童は、フローチャー
トの作図を習得し、その良さを理解できたことで、フローチャートを学習に活用していこうと
する実践力が高まったことや、
「生活への利用」に関する発言から、身の回りの機器がプログラ
ムによって動作していることへの関心が高まっていることも確認できた。
これらの学びのあり方は、
「一人ひとりのワクワク感を呼び覚まし、習得と探究の中で、創造
的・論理的に思考し、解決策と新たな課題を見出している（経済産業省 2019）
」と捉えること
ができる。すなわち「学びの STEAM 化」としての効果も示唆しているのではないかと考える。
4. 研究のまとめ
児童による ICT を活用したフローチャートの作図と、プログラミング教材の動作確認を往還
させた課題解決学習に取り組ませた。結果、1）結果を予想する力、2）ものごとを分けて整理
する力、 3）ものごとを順序に沿って整理する力、 4）ものごとの内容や仕組みを考える力、
5） 身近な機器の仕組みを細かく分けて考える力、 6） 課題解決のための手順を考える力、
7） 改善のための方法を考える力の項目において事後が有意に向上し、児童の自由記述からも
プログラミング的思考の育成に効果があることが明らかとなった。これらのことは、今後のプ
ログラミング教育において、フローチャートの作図と、プログラミング教材の動作確認を往還
させることへの意義を示唆しているものと考える。
また、経済産業省（2019）の「未来の教室」ビジョン第 2 次提言では、未来を見通しにくい
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時代に生きる子どもたちには、
「創造的な課題発見・解決力」が求められ、そのための教育改革
として「学びの STEAM 化」を提言している。その実現には、
「知る」と「創る」が循環する文理
融合の学びを実現するための授業モデルが確立されていないことが課題であると述べている。
本研究での授業実践は、児童の自由記述や発話記録からも、
「学びの STEAM 化」を実現する授業
モデルに近い実践だったことを示唆している。この観点から、本研究における授業実践は、プ
ログラミング教育におけるプログラミング的思考の育成や、情報活用能力の向上に寄与するだ
けでなく、
「学びの STEAM 化」としての教科横断的・合科的な授業編成にも繋がることが期待で
き、新たな授業モデルとしての提案ができたのではないかと考える。
5. 今後の課題
本研究は、公立小学校の 5 年生児童 10 名を対象とした単発的な調査に過ぎない。そのため、
本研究の結果に関しては、過度な一般化をすることができない。今後、対象とする児童を増や
すなど、継続的に調査を行い、プログラミング的思考の育成に関する授業のあり方を検討して
いくことが課題である。
また、本実践を通して、フローチャートの作図の習熟が、児童の学習活動における思考に影
響していたものと考えられる。そのため、小学校 1 年生から段階的なプログラミング教育を行
っていく中で、フローチャートの作図等の技能の習得を図りながら、プログラミング的思考を
育成していけるように年間指導計画への位置づけ等の体系化を行うことが必要であると考える。
引用・参考文献
経済産業省（2019）『「未来の教室」ビジョン』経済産業省「未来の教室」と EdTech 研究会,
第 2 次提言
小林祐紀・兼宗進・白井詩沙香・臼井英成（2018）『これで大丈夫!小学校プログラミングの授
業 3+α の授業パターンを意識する[授業実践 39]』翔泳社,東京
小林祐紀・中川一史（2019）「小学校プログラミング教育における思考力・表現力に関する児
童の意識変容-3 つに類型化を試みた教育実践に着目して-」『AI 時代の教育論文誌』第 1
巻:31-36
黒上晴夫・堀田龍也（2017）
『プログラミング教育導入の前に知っておきたい思考のアイデア』
小学館
草野俊彦（2018）『教養としてのプログラミング的思考−今こそ必要な「問題を論理的に解く」
技術−』SB クリエイティブ,東京
文部科学省・総務省・経済産業省（2021）
「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」
https://miraino-manabi.mext.go.jp（2021 年 12 月 8 日閲覧）
文部科学省（2020）『小学校プログラミング教育の手引』第三版
清水匠・中川一史（2019）「小学校プログラミング教育におけるフローチャートづくりと ICT
活用に関する考察」日本 STEM 教育学会,2019 年 3 月拡大研究会,予稿集:22-25
新地辰朗・安藤孝治（2017）「フローチャート分析から考察する走行型ロボットを用いた小学
校プログラミング教育」日本科学教育学会研究会研究報告,Vol.32,No.2:27-30
寺嶋浩介・丸山俊幸・中川一史（2013）「小学校学習指導要領に基づく思考力・表現力育成の
ための目標リストの開発」 長崎大学教育学部附属教育実践総合センター紀要,12:53-59
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の
一体的推進を視野に入れた学校経営計画
～対象としての宮崎県Ａ町～
宮崎大学大学院教職実践開発専攻 桑引 悠成i）・湯田 拓史ii）
要旨
学校が抱える諸課題を解決に導くためには、学校の自助努力だけでは限界があり、家庭
や地域住民等の幅広い参画と地域資源の活用が必要不可欠である。そこで本研究では、文
部科学省が推進するコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進に注目し、
学校運営の改善と地域づくりに資する学校経営計画について宮崎県 A 町の事例を基に検討
する。本研究は、地域学校協働本部やコミュニティ・スクールとの関係性に関する先行研
究を踏まえながらも、地域学校協働活動の先進事例を「キーパーソン」や地域社会の各種
関連団体の観点から分析する。さらに、同様にコミュニティ・スクールの先進事例から、
それらを構成し機能させている諸要素を抽出する。そして、抽出した諸要素を基に、宮崎
A 町の中学校の現状を把握し、地域学校協働活動とコミュニティ・スクールとの一体化を
視野に入れて、学校経営計画の検討を行う。
１．問題の所在
近年、いじめや不登校への対応、特別支援教育の充実、ICT の活用等、学校が抱える課題は
複雑で多岐にわたり、学校内の工夫だけでの課題の解決は困難な状況にある。また、現代社会
においてもグローバル化の進展や日々の技術革新、少子高齢化によって雇用環境や社会構造が
大きく変化し、
誰もが経験したことのない社会が目の前に広がる予測困難な時代を迎えている。
その中で、
学校が抱える様々な課題を解決に導きながら次代を担う子ども達を育てるためには、
多面的な視点から学校や地域の現状を正確に把握し、学校や家庭、地域住民等の幅広い参画を
得る必要がある。そして、これからの社会で求められる人材像を踏まえた資質・能力や目指す
べき教育のビジョンを共有し、目標の実現に向けて学校と地域が連携・協働しながら取組を推
進していく必要がある。その意味で、地域と学校の両者が寄り添い、子ども達の成長を支える
仕組みを導入することは意義深いと考える。特に、地域においては、人口減少や少子高齢化、
財政難等が大きく影響し、担い手不足やつながりの希薄化といった教育力の低下が顕著に表れ
ている。これらの課題に対して「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」を推進す
る体制である「地域学校協働本部」を一体的に推進していくことは、学校の課題や現状の理解
を得ながら、地域の将来を見据えたよりよい学校運営を行うことにつながると考えられる。ま
た、地域全体で子ども達の学びや成長を支え、子ども達が自分達の力で学校や地域を創りあげ
ることで、未来のまちづくりの担い手を育成する側面としても期待される。しかし、現在、コ

i）

宮崎大学大学院教育学研究科大学院生
宮崎大学大学院教育学研究科

ii）
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ミュニティ・スクール及び地域学校協働本部の導入・設置状況は、宮崎県内の中学校 124 校の
うち導入校が 66 校(約 53％)、設置校が 63 校(約 51％)となっており、特に地域学校協働本部
は全国平均と比較しても整備率の低さが見られる 1) 2)。また、平成 29 年 3 月に一部改正された
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第 47 条の 5 では、教育委員会に対してコミ
ュニティ・スクールの設置努力義務が示されている。これらのことから、今後コミュニティ・
スクール及び地域学校協働本部の絶対数の増加が見込まれるだけでなく、さらに導入や推進に
向けての課題が表出されるとともに、本来の意義や内容が失われた取組が推し進められる危険
性も考えられる。
２．先行研究で到達している点
佐藤晴雄は、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の関係性について述べている。特
に、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的な推進を行ううえで、学校支援地域
本部（地域学校協働本部）の有無や設置形態から、学校支援地域本部(地域学校協働本部)の有
用性、その中でも連携型がより高い相乗効果があるというコミュニティ・スクールの成果認識
を行っている 3）。熊谷愼之輔ほかは、コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の実態を把
握したうえで、運営を類型化し、中央教育審議会答申における地域学校協働本部の必須要素（コ
ーディネート機能の強化・幅広い地域住民による幅広い活動・活動の継続性）から一体的・効
果的な機能を発揮するためには、2 つの組織の独自性及び主体性を発揮する関係、学校支援活
動の「地域主導」への移行、地域学校協働の体制の構築が必要であることを述べている

4）5)

。

瀬川和美は、地域学校協働活動を通して生徒への学習支援を行う宮崎市の生目台・田野地域、
延岡市の実態を取り上げ、比較・検討を行う中で重要な諸要素としてキーパーソン、予算根拠、
人的資源、活動場所の 4 つを抽出している 6）。その中でも、持続可能な取組に向けて「キーパ
ーソン」の存在が重要であることを示唆している。
３．本論文での課題設定
3 つの先行研究の問題点として、地域学校協働本部に参画する人々の実態が不明確であるこ
と、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正直後(2017 年)のデータ分析であり現
状と乖離している可能性があること、地域学校協働活動としての具体的な取組が示されていな
いこと、学習支援以外の地域学校協働活動における諸要素の有効性の検証が必要なことが挙げ
られる。そこで、本研究においては、先行研究及び国や宮崎県の実態を踏まえ、地域学校協働
活動及びコミュニティ・スクールの先進事例について比較・検討を進める。そのうえで、具体
的に宮崎県 A 町におけるコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を視野に入
れた中学校の学校経営計画を作成する。
４．調査方法と条件
まず、地域学校協働活動の先進事例を「キーパーソン」や地域社会の各種関連団体の観点か
ら分析する。次に、コミュニティ・スクールの先進事例を分析し、それらを構成・機能する諸
要素を抽出する。さらに、A 町の中学校スタッフ(コミュニティ・スクールの代表者である学校
長、地域学校協働本部の代表者である地域学校協働活動推進本部長)へ半構造化インタビュー
を行う。
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５．先進事例の比較・分析
(1) 地域学校協働活動の先進事例の比較・分析
表 1:表彰事例集の分析結果

まず、令和 2 年度の表彰事例集
7)

の分析結果を表 1 に示す 。地域
学校協働活動を進めるうえでの
「キーパーソン」は、111 事例中
75 事例（約 67.6％）が地域学校協
働活動推進員(コーディネータ
ー)であり、元 PTA 会長や校長、地
域住民、委嘱等、様々な経験者が
業務に携わっていた。各種関連団
体の観点では、公民館や社会福祉
法人、NPO、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・大学、企業、商工会、行政等、地元
の各種団体を活用し活動を進めていることが分かった。地域学校協働活動の取組としては学校
支援活動の割合が 111 事例中 104 事例（約 93.7％）と最も高く、地域未来塾のような学習支援
の割合が 111 事例中 27 事例（約 24.3％）で他の取組と比較すると最も低いことが実態として
表れた。企業や NPO 等との連携に関しては、約 56.8％が連携した取組を行っており、ICT 機器
の活用については、約 37.8％の利用に留まっている状況となった。
(2) コミュニティ・スクールの先進事例の比較・分析
次に、令和 2 年度の推進フォーラム事例発表の分析結果を表 2 に示す 8)。事例からコミュニ
ティ・スクールを構成・機能しうる要素として、学校・家庭・地域の役割の明確化、人材の共
有を含めた組織化、事前の打ち合わせや地域学校協働活動推進員の働きかけの重要性、地域資
源を教材化してカリキュラムに組み込むことが挙げられる。
表 2:事例発表における諸要素の抽出

14

桑引悠成・湯田拓史

(3) 先進事例の分析結果
前者からは、地域学校協働活動推進員（コーディネーター）の役割の明確化、各種団体の効
果的な活用の検討、学校支援活動以外の活動の更なる充実、企業や NPO 等との連携や ICT 機器
の活用については大きな可能性が秘められていることが分かる。後者からは、学校・家庭・地
域の役割の明確化、校内外の組織化の推進、地域学校協働活動推進員（コーディネーター）と
の連携、地域の特色に応じた各学校における独自カリキュラムの作成が効果的な取組の要素と
して表出した。特に、両者に関わる地域学校協働活動推進員（コーディネーター）の存在は、
一体的な推進を進めていくうえで鍵となる。
６．A 中学校における学校経営計画の未来構想
(1) A 町・中学校の実態把握
宮崎県 A 町は、東西 15 ㎞、南北 10 ㎞、総面積 102 ㎢で県の中東部に位置し、西に尾鈴山、
東は日向灘を臨み、西高東低の丘陵性大地による平坦地が広がっている。住みよい気候と明る
く開かれた地形に特徴があり、町土の約 63％は山林に覆われた恵まれた自然を有する町である。
ふるさと納税は全国でも上位の寄付額を誇り、人口は約 10000 人で年々減少傾向である。教育
機関に幼稚園 1 園、小学校 4 校(分校含む)、中学校 1 校がある。高等学校の閉校によって中学
校への期待が高まっている。県内の中でも第 1 次産業を占める割合が高く、JR 九州や宮崎交通
バス、IC が近くにある交通の要所となっている 9)。A 町の概念図を図 1 に示す。

図 1:宮崎県 A 町(概念図)筆者作成
A 中学校は 1947 年に開校し、令和 3 年度は生徒数 228 名の 10 学級(特別支援学級含む)、職
員数 35 名(スタッフ含む)の学校規模であり、就学生徒は年々減少傾向にある。A 町民は A 神社
の大祭に力を注ぎ、コロナ禍以前は学校行事としての中学生の参加も含め、賑わいを見せてい
た。A 町において知・徳・体の調和のとれた人材育成を行ううえで、コミュニティ・スクールや
地域学校協働本部は重要な位置付けにある。
(2) 半構造化インタビュー調査
学校長及び地域学校協働活動推進本部長へ令和 3 年 10 月 28 日（木）13：30～15：10 に A 町
中学校の校長室にて、18 の質問を基に半構造化インタビューを行った。質問項目については表
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3 に示す。
表 3:質問項目

以下は質問項目（以降、
「項目」と略記）に対する回答である。項目(1)は、コミュニティ・
スクールが平成 29 年 3 月に一部改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第
47 条の 5 で努力義務化がなされたことで 2020 年度設置された。地域学校協働本部は、前身で
ある学校支援地域本部は設置されていたものの、取組の不十分さからの脱却及び地域学校協働
活動を進めていくための核としての枠組作りを意図に 2021 年度設置されたようである。小学
校においては、動きはじめたばかりであるが、地域との連携が強く、中学校においては、キャ
リア教育や総合的な学習の時間を中心に取り組みが進められ、他地域と比較して、金銭的な面
も含め、地域学校協働本部の本部長自体が役職として独立していることが強みであるとのこと
だった。項目(2)は表 4 に示す。
表 4:第 2 回 学校運営協議会参加者
Ｙ

第 2 回参加者は、運営協議会委員が 13 名、教育委員会関係職員が 4 名、中学校関係職員が 6
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名であった。特徴は、⑤や⑲が所属する民間企業が大きな役割を果たしていること、⑳～㉔の
ように学校長以外の教職員の関わりがあることが挙げられる。項目(3)は表 5 に示す。
表 5:学校運営協議会開催及び内容

地域学校協働活動推進員 1 名は小学校のコーディネート業務に全面的に携わっているため、
中学校においては⑲の地域コーディネーターや⑦の本部長の関与が鍵となっている。項目(4)
は、決議の権限は⑬の校長がもち、議題の選定役を⑬の校長及び⑦の本部長が担っている。会
の進行は①の会長が行い、意志決定は全体会による熟議によって図られている。項目(5)は表 6
に示す。
表 6:CS 委員以外の属性や役割

学校運営協議会に学校長、地域学校協働本部会議に教頭が参画する形で一体的な推進を目指
している。今後、組織を系統的に揃え PTA との連動も模索中のようである。項目(6)は、両者は
対等な立場であるとともに地域と連携協働するために必要不可欠な存在であった。工夫点は⑦
の本部長が両者の会議に参加をしていることであり、話し合いでの内容の重複が多いことを述
べていた。項目(7)は、キャリア教育を中心とし、町内受け入れ事業所 30 社の関係者及び年間
テーマに応じて各学年 3 名が参加しているようである。項目(8)は、コミュニティ・スクールと
しては学校教育活動を支援してもらえること、地域学校協働本部としては地域の活性化及び町
の良さの理解、
校長の異動の際にも同様に運営の継続が可能であるといったことが挙げられた。
両者のメリットから貸し借りの関係性ではないことが読み取れる。項目(9)は、町民や PTA 等に
活動を広げる手段や開催時間の設定に課題意識があった。特に、権限移譲に対しては慎重な姿
勢であった。項目(10)はコミュニティ・スクールと地域学校協働本部、家庭教育サポートチー
ム、キャリア教育支援センターの 4 つを連動させて活動を捉えており、キャリア教育に力を入
れるうえでキャリア教育支援センターの存在は大きい。項目(11)は職場体験活動のような具体
的な活動の中に意図的に企画されている。項目(12)は、キャリア教育の中でも総合的な学習の
時間を中心に計画が進められている。
項目(13)は、
地域学校協働本部においては学校教員側が、
コミュニティ・スクールにおいては民間企業やケースに応じて異なる傾向がある。項目(14)は
キャリア教育支援センターが担っている。項目(15)はキャリア教育支援センターの体制として
事務局を A 未来まちづくり推進機構、コーディネーター業務を株式会社 I に委託し、センター
長を教育対策監に委嘱している。このことから A 町での「キーパーソン」は地域学校協働活動
推進本部長、キャリア教育支援センター長、教育対策監の肩書きをもつ N であることが指摘で
きる。項目(16)は、両者ともに年間 4 回行われる。項目(17)は、実際の学校教育活動の支援状
況及び子ども達の変化を実感しているようである。項目(18)は両会議の話の重複の点から共に
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協議する場の設定を行いたいようである。また、キャリア教育の名称をまちづくり支援教育に
変えることで、地元に誇る企業についての子ども達の学びを、地域も一体となった学びにつな
げていきたいようであった。このことから、A 町の小さな規模を逆手に中学校のキャリア教育
を町全体に広げるねらいがあることが明らかになった。
(3) 独自カリキュラムについて
令和 3 年度の総合的な
学習の時間の全体計画イ
メージを図 2 に示す。
「A
を知り、地域を動かし、
自分を伸ばすふるさと学
習」
・
「SUN 学」をコンセ
プトに、探究的な見方・
考え方を働かせ、自分や
地域の人、もの、デジタ
ルを活かした総合的な学
習を通して、目的や根拠
図 2:全体計画イメージ図

を明らかにしながら課題

を解決し、自己の生き方を考えることができるようにするという方向で進められている。令和
3 年度の年間活動計画の実際を表 7 に示す。
表 7:令和 3 年度の総合的な学習の時間（年間活動計画）筆者作成

年間活動計画の中で大きく 2 点が刷新された。まず「A 未来学」は、総合的な学習の時間の
核の役割及び他の活動との関連性を意識し、年間 15 時間、全学年が取り組むものである。実際
の 15 時間の使い方については、表 8 の通り。

表 8:A 未来学（15 時間）活動の流れ

SDGs の視点から地域課題当事者を招いて課
題を聞き解決のために必要な視点を収集する
「自分で考え対話する」
、解決のアイデアを出
す練習及び実現に向けた議論を行う「自分で動

表 9:各学年の年間テーマ

きを起こす」
、実際に挑戦し取組を町内に発信
及び共感を得る「まちに動きを起こす」という
流れで活動を進める。学年共通の枠組の構築に
より担当者の変更にも対応できる形を模索した。学年ごとの年間テーマは、表 9 の通り。
次に「A ワク」は、A 町で働くことにワクワクする職場体験学習のことであり、職場体験学習
だけでなく A 町の魅力的な事業所や経営者の存在に触れることで、地元で働く将来の選択肢に
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気付いてもらう

表 9:各学年の年間テーマ

取組である。こ
れまで A 町内の
事業所の少な
さ、事業所の人
手不足、学校の
事業所選定の多
忙感、生徒が仕
事を知る方法の
欠如、一部の生
徒の不満等の課題があったが、受け入れ事業所の募集強化や事業所との体験企画等により課題
の解決を図っている。事業所側も町内外に自社の経営理念やビジョンを伝え、認知度の向上に
つながるといった双方にとってプラスの関係性がある。
(4) A 中学校における学校経営計画の未来構想
令和 3 年度の学校経営計画の「これからの社会に通用する中学生の育成」に注目し、図 3 を
作成した。三本柱である学びの定着、生徒指導、キャリア教育に焦点を当て、まず、学びの定
着に関しては、学習支援である地域未来塾を設立し連携していくことが必要だと思われる。そ
の際、地域学校協働活動推進員を活用し豊富な財源や学習ボランティアに協力を仰ぎながら、
多世代交流拠点施設として整備される A 高等学校跡地の有効利用が考えられる。また、読みき
かせや学習指導等、自己肯定感を高められる場を設定し、中学生が小学生に関わる機会を意図
的に作ることが必要だと思われる。次に、生徒指導においては、子ども食堂(ボランティア団体)
との連携を図り、現在の月 1 回から週 1 回開催できる体制の構築によって、子どもの居場所づ
くりにもつながると考える。最後に、A 未来学の核の 15 時間は株式会社 I が中心に進めるの
で、それ以外の総合的な学習の時間における学校主体での A 未来学への関連性をもたせた取組
を行う必要があると考える。3 つの経営計画を相互に作用させることで、これからの社会に通
用する中学生の育成が図られると考える。

図 3:未来構想(学校経営計画)筆者作成
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を視野に入れた学校経営計画～対象としての宮崎県Ａ町～

７．まとめ
本研究を通して、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を視野に入れた
学校経営計画を作るためには、まず経済構造など経済社会に注目する必要がある。ふるさと納
税等、豊富な財源の恩恵が大きいのではないかと考える。また、A 町が県庁所在地と企業町の
通過地点であるという地理的要因は、人的資源不足への早急な対応を可能にするものだと思わ
れる。さらに祭祀集団と学校との関わりに特色がある。総合的な学習の時間において祭りが以
前から全体計画に組み込まれていることからも、先進地域の模倣に留まるのではなく地域特性
への考慮が重要であることを示していると言える。そして地域既存の人的、物的資源を活用し
た独自カリキュラムの開発とそれらを実現しうるセンター機能を備えた部署の設置が必要であ
ると考える。本研究での事例は、宮崎県における今後の人口増減率によって町全体が校区とな
る 1 町 1 中のモデルとして捉えてよいと考える 10)。なぜなら、少子化による児童生徒数の確保
の困難さを背景とした学校統廃合においては高等学校もその対象であり、高等学校が廃校した
市町村では中学校が地域の期待を背負う状況が生まれつつあるからである。今後の課題として
は、教員の人事異動による事業の継続性の問題が挙げられる。特に、キーパーソンとなる人物
の異動による影響は極めて大きく、担当者の外部化等の仕組みづくりも含め検討していく必要
があると考える。
注
1）文部科学省「令和 3 年度 地域と学校の連携・協働体制の実施・導入状況(宮崎県)(5 月 1 日
現在)」最終アクセス 2022 年 1 月 20 日
https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/ea80bd47e5893c7cb948752d0763c698.pdf
2）宮崎県「令和 3 年度宮崎県学校一覧(市町村立・県立中学校)（5 月 1 日現在）
」最終アクセ
ス 2022 年 1 月 20 日
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/ky-somu/kurashi/kyoiku/documents/38269_202109160
91656-1.pdf
3) 佐藤晴雄（2019）
『コミュニティ・スクール「地域とともにある学校づくり」の実現のため
に』増補改訂版，エイデル研究所
4) 熊谷愼之輔・志々田まなみ・佐々木保孝・天野かおり（2021）
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学文社
5) 中央教育審議会答申（2015）
『新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連
携・協働の在り方と今後の推進方策について』
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7) 文部科学省（2019）
『
「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰事例集』
8) 文部科学省（2019）
『
「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム事例発表』
9) 宮崎県（2021）
「平成 30 年度宮崎県の市町村民経済計算の概要」最終アクセス 2022 年 1 月
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幼児の自然への認識を促進する
「飛ばす遊び」の可能性に関する一考察
中山 迅1
要旨
自然の中に潜む規則性に幼児が気づき，それを活用することによって望むような現象
を生起させる活動として「飛ばす遊び」を位置づけ，科学的な探究や STEAM 教育の特徴
とピアジェ派心理学の理論を関係づけることで，幼児への望ましいかかわり方について
検討した。そして，
「飛ばす遊び」とその効果的な支援が，幼児の科学的な自然認識への
萌芽を育む可能性をを示唆した。
1 背景と問題の所在
幼児の科学的な興味や関心を促すことを意図して，科学的な知識に触れさせたり，珍しい生
き物，科学技術に関するトピックスに誘うような取り組みが古くからよく見られる。しかし，
幼児の科学的な資質・能力を伸長させることを目的とするなら，既に科学者が発見した知識に
触れされることは重要ではなく，幼児の認識の発達を促すことと，科学の本質を結びつけるこ
とこそが重要だと筆者は考えている。本研究は，このような問題意識に基づき，
「飛ばす遊び」
を例に，幼児の自然認識を促進する望ましい手立ての可能性について検討するものである。
自然の物理的性質についての幼児の認識について，Karmiloff-Smith (1996)は， “The Child
as a Physicist”と題する章の中で，バランス課題に対する幼児の調査を取り上げ，幼児は単
に試行錯誤によって棒のバランスを成功させるのではなく，
たとえば
「棒の真ん中でつり合う」
などの規則性を認識して，それに基づいて試行しようとすることを指摘している。自然現象の
中に規則性を見いだすことは，自然科学の営みと共通するものであり，物にかかわる幼児の遊
びの中にも，科学的思考の萌芽が潜んでいると考えることができる。
幼稚園教育要領解説(2018, p. 45)の第 2 節には，幼稚園教育において育みたい資質・能力
及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として，以下の 3 項目が掲げられている。
(1) 豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるようになったりする
「知識及び技能の基礎」
(2) 気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫した
り，表現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」
(3) 心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力，人間性
等」
これらのうちの(1)と(2)について，
「環境」の領域では，物に働きかけてその反応の規則性に
気付いたり，その規則性を利用して行う遊びを通して実現できそうである。それは，
「環境」の
領域の「内容」として掲げられている「(2) 生活の中で，様々な物に触れ，その性質や仕組み
に興味や関心をもつ。
」
「(4) 自然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ。
」に関係す
る事柄である。
1
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本研究の目的は，このような観点から「飛ばす遊び」に着目し，飛ばす遊びを通して児童が
自然の規則性を見いだし，その知識を活用して何かを実現することを楽しむようにする支援の
あり方を提案することである。

2 物理的知識に基づく活動
デブリーズとコールバーグ(1992, p.88)は，ピアジェ派心理学の理論に基づき，
「物理的知識
に基づく活動（physical – knowledge activity)]の例として，床に置いた物をストローで吹い
て移動させる遊びについて，次のように述べている。
「例えぱ，吹いて遊ぶ活動では．床に置いたストローを他のストローで吹いて，部屋の
向こう側まで転がそうとする時，子どもたちは，まっすぐ動かすには床の上のストローの
ちょうどまん中を直角の方向に吹かなければならないことに気づく。ストローのまん中
から見て，どの位置を吹くかによって，ストローは右，あるいは左に回ったり，時にはぐ
るりと 360 度回ってしまうこともある。
」
これは，
「ストローを使ってほかの物を吹くときには，ちょうど真ん中を吹けばまっすぐ移動
し，少しでも吹く位置がずれると回転する」という規則性を子どもが発見することに関する指
摘である。さらに彼女らは次のように述べている。
「子どもに 1 本ずつストローを与えてから，エリス先生は，ティッシュペーパー，ビー
玉，丸型の組み木，小さな積木，アイスキャンデーの捧，空き缶（みかんジュースの缶，
約 450 グラム入りのコーヒー缶）がそれぞれ数個ずつ入っている箱を見せた。彼女は，
「この箱の中に，床の上に置いてストローで部屋の向こう側まで転がしていける物があ
りますか？」と質間した。この問いかけによって，子どもは「吹きやすい物」ということ
を頭において箱の中を見だし，いくぶん直観的ではあるが，次のようなことを考えた。重
さが関係あるか？形が問題なのか？重さと形の両方を考えないといけないのか？どうや
ったら見つけられるか？」
これらの例は，ストローで身の回りにある物体を吹いてみるという単純な行為と，それを促
す大人の言葉かけが，自然事象の中に潜む規則性に気づくように幼児を促し，さらにその反応
の違いによって物体を分類するという思考にまで導くことが可能であることを指摘している。
その上で，彼女らは，活動の展開について，次のような提案をしている。
①「物に働きかけて，それがどのような反応をするかを見る」遊びでは，
「もしあなたが
〜したら，どうなると思う？」といった予想に関する質問をする。
②
「ある結果をつくりだすために物に働きかける」
遊びでは，
「〜することができますか？」
とか，
「他の物を使っても〜できますか？」といった質問をする。
③「どのようにしてその結果をつくりだしたかに気づく」遊びでは，
「どうやって〜した
の？」というような質問をする。
④「原因を説明する」遊びでは，
「なぜ〜が起こったのかしら？」とか，
「どうして〜にな
るのかわからないわ」といった質問をする。
教師から幼児へのこれらの発問について，科学的な観点でとらえ直してみたい。まず，①の
発問は，幼児がまだ現象の規則性に気づいていない段階では，経験に基づく直感を引き出して
いることになるが，幼児が規則性に気づいた後では，規則性に関する知識の活用を促す発問と
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なる。科学法則の特徴は，同一条件では，いつでも，何度でも同じことが起こるということで
あり，それに基づいて，未来を予測することが可能になる。①の発問は，幼児にそのような活
動を促す問いである。
②の発問は，制御に関する問いである。制御は，自分が望むような結果を生み出すためには
どのような働きかけをしたらよいかを，自然の規則性に基づく科学的な知識を使って考え，確
実に望む結果を得る行為である。これは，純粋な意味では自然科学の範疇ではなく，工学
(engineering)に特徴的な行為と言える。
③の発問は，上記の制御がどのように行われたのかについて，自然の規則性についての知識
(科学的知識)と入力条件を言語化して関係づける活動である。平成 28 年告示の小学校学習指
導要領で新たに導入された「プログラミング」も，制御の論理を学ぶことであり，それにつな
がる活動としてとらえることができる。その意味では，近年になって注目されている STEAM 教
育の萌芽がここにあると考えることもできる。
④の「原因を説明する」ことは，科学的知識を活用する言語的活動に他ならない。自然科学
の法則に関して，
「それがなぜ起こるのか？」と問うても答えることはできない。例えば，ニュ
ートンが発見した万有引力の法則は，2 つの物体にはお互いに引き合う力が働き，それらの力
の強さは両方の物体の質量の積に比例し，距離の 2 乗に反比例することを「規則性」として記
述しているが，その力が「なぜ」働くのかを説明するものではない。したがって，科学的な探
究活動の問いとして，
「なぜ」は望ましいものではない。しかし，いったん自然の規則性につい
ての科学的知識を獲得すると，それを活用して自然現象が起こる理由を述べることができる。
例えば，
「ボールをつかんでいる手を放すと，ボールはなぜ落ちるのか？」と問われれば，
「万
有引力の法則にしたがって，地球がボールを下向きに引っ張っているから」と答えることがで
きる。このように，④の原因の説明を促す発問は，自然の規則性に気づいている幼児がそれを
活用した制御を成功させたときに，科学的知識を活用した制御について言語的に関係づけて述
べることを要求する問いであり，幼児にリフレクションを促して思考力と表現力を高める学習
支援として位置づけることができる。
以上に述べたような物理的知識に基づく活動の原則は，
幼児が物に働きかける遊びにおいて，
広範囲に適用可能であると考えられる。
3 物理的知識に基づく活動としての「飛ばす遊び」
身の回りの物を飛ばして楽しむ遊びとして，幼児でも簡単に楽しむことができる例の一つし
として，紙パック飲料のストローを飛ばす遊びがある。作り方は，図 1 のように，ストローの
片側にセロハンテープなどを貼って空気が漏れないようにしたものを，紙パックの穴に軽く差
し込んでから，紙パックを手で強く押すと，ストローが勢いよく飛び出す。
幼稚園や保育所などでの給食などで提供される紙パック飲料は，
幼児にとって身近で，
しかも，
幼稚園の保育所で一人に一個を簡単に準備できる素材である。そして，紙パックを押さえるこ
とで幼児でも簡単にストローを飛ばすことができ，押す強さで飛行距離や高さを調節したり，
向きを変えてストローを飛ばす向きを変えるなどが簡単にできる。このように，取り扱いが簡
単なうえ，自分の意思で現象に変化をもたらすことができる。しかも，飛行体が当たってけが
をする危険性が低いことも特徴の一つである。給食などで全員に行き渡りやすく，一人一人に
「飛ばす遊び」に取り組ませるのに適している。
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最初は，幼児は飛ばすことだけを楽しむかもしれないが，次第に「もっと遠くに」
「もっと高
く」などと目標を持った活動に移行するかもしれない。
「あの壁まで届くかな？」
「天井に当て
られるかな？」などと問いかけて，前述の「ある結果をつくりだすために物に働きかける」活
動を促すことができる。さらには，的を作って「ここに当てられるかな？」
，箱に穴を空けて
おいて「ここに入れられるかな？」
，バケツを持ってきて，
「ここにも入れられるかな？」など
と遊びを発展させることも可能である。それができたら，次は「どうやったら遠くに飛んだ
の？」
「どうやったら天井まで届いたの？」
「どうやったら的に当たったの？」などと，望むよ
うな現象を引き起こすことができた原因を問いかけたりしてみるとよい。
紙パックのストローを飛ばす遊びは，一見すると単純な遊びであるが，自然の規則性に関す
る知識を活用した予測，制御，説明を幼児に要求するものである。自然の規則性の発見や，発
見した知識を用いた予測，制御，説明は，自然科学の基本的な営みであり，変化を伴う現象を
引き起こすことに関する幼児の活動を促すことは，幼児の科学的な自然認識を促し，科学的な
思考力と表現力の萌芽を育むことになる。このように，考えると，
「飛ばす遊び」は，自然科
学の基本的な活動を児童に促すものであり，物理的知識に基づく活動の観点で，児童にとって
豊かな知的活動を引き出す可能性を秘めている。

図 1 紙パック飲料のストローを飛ばす遊び
幼児が取り組める「飛ばす遊び」には，この他にも，ストローの袋飛ばし，ストローのロケ
ット，紙飛行機，跳びはねるカエル，手裏剣，的当て遊びなど，多様な活動がある。幼児がこ
れらの遊びに興味を持ったときに，デブリースとコールバーグが提唱するような働きかけをし
て遊びを発展させることには，幼児の科学的な認識の力を育むことにつながる可能性が秘めら
れている。
4. おわりに
「飛ばす遊び」や「回す遊び」などは，子どもが頭の中に思い描いている規則性に関する知
識に基づいて物に働きかけて，その反応を楽しむ活動である。その過程は，科学者が何らかの
理論に基づいて仮説を立て，それに基づいて実験を行い，観察された事象を解釈して仮説を支
持したり修正したりする自然認識の活動に似ている。そのようにとらえると，幼児のきわめて
ありふれた活動の中にも「科学」があり，大人はそれを的確に見いだして支援することこそが
大切であるとわかる。そのような取り組みは，子どもの「科学する心」を育てるであろう。
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附記
本研究は，科研費(20H01747)の助成を受けた。
引用文献
Annette Karmiloff-Smith (1996) Beyond Modularity: A Developmental Perspective on
Cognitive Science, MIT Press.
Ｒ．デブリーズ／Ｌ．コールバーグ著 加藤泰彦 監訳(1992) 「ピアジェ理論と幼児教育の
実践 モンテッソーリ，自由保育との比較研究 上巻」
，北大路書房.
文部科学省(2018) 幼稚園教育要領解説 平成 30 年 2 月，
https://www.mext.go.jp/content/1384661_3_3.pdf
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教職大学院での実技を取り入れた授業の展開
―専門科目「危機管理の理論と事例演習」の事例―
宮崎大学大学院教職実践開発専攻 湯田 拓史i・坂元 厳ii

要旨
2020 年度から宮崎大学教職大学院の教育行政・学校経営分野の院生が履修する選択科目
「危機管理の理論と事例演習Ａ（災害対応）
」と「危機管理の理論と事例演習Ｂ（保護者対
応）
」は、実技を取り入れた授業として開講されている。クォーター制として災害対応のＡ
と保護者対応のＢとに分割して、それぞれ全 8 回の授業としている。Ａでは不審者対応とし
て「さすまた」の実技演習を実施している。Ｂでは模擬記者会見を実施し、マスコミ役によ
る質問を経験できるようにしている。
実技を授業に取り入れた成果は、理論と実践の往還である。学部の教職課程での講義では、
座学中心になりがちであったが、ストレート院生にとっては、学部で座学として学んだ危機
管理の知識が実際に有効か否かを実体験することができる。現職院生にとっても、大学院で
学ぶ原理としての「児童生徒の安全確保」と「アカウンタビリティの原則」を実践すること
の困難性を経験できるのである。
１．授業の位置づけ
教職大学院での本授業の位置づけは次の通りである。2020 年からクォーター制に対応した授
業として、前期に「危機管理の理論と事例演習」のＡとＢでそれぞれ 8 回実施する各 1 単位の
授業である。本講義の目的は、教育現場におけるリスク回避を学ぶことである。本講義での「リ
スク」概念の範囲は、
「教育の営み」をする際に遭遇する可能性がある危険を広く指している。
災害や事故だけでなく、保護者や地域住民との交流で起きるトラブルも含んでいる。ただし、
対応の仕方が異なるので、講義「危機管理の理論と事例演習」は、ＡとＢに分化している（以
降、
「危機管理の理論と事例演習Ａ」を「演習Ａ」
。
「危機管理の理論と事例演習Ｂ」を「演習Ｂ」
と略記）
。演習Ａと演習Ｂは両方とも宮崎大学教育学部の教職課程必修講義「教育制度論」と教
職実践基礎コースの「学校制度論」に対応している。とくに「学校制度論」の授業では危機管
理の必要性と学校における危機管理計画を説明し、教職大学院でワークショップや実技を行っ
て学校及び校区の実情に応じた改善がとれるようにしている。テキストは、演習Ａと演習Ｂ両
方とも日本大学の田中正博・佐藤晴雄『教育のリスクマネジメント―子ども・学校を危機から
守るために』である。
演習Ａの学習目標は、次の 4 点である。①学校の危機管理のうち、災害等の対応について、
危機を予見してリスクを減らすための計画づくりの手立てを理解する。②教育公務員として学
校危機管理について遵守すべきコンプラインスを認識した上で、自らの役割を果たすことがで

i
ii

宮崎大学大学院教育学研究科
宮崎大学大学院教育学研究科
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きる。③現職院生は、保護者・地域住民対応について勤務校や近隣学校の同僚に適切な指導助
言ができる。④ストレート院生は、保護者・地域住民に対して教育公務員として適切な対応が
できる。
演習Ｂの学習目標は、①学校の危機管理のうち、学校組織マネジメント進める上で生じる保
護者や地域住民へのアカウンタビリティ（説明責任）について理解する。②教育公務員として
学校危機管理について遵守すべきコンプラインスを認識した上で、自らの役割を果たすことが
できる。③現職院生は、保護者・地域住民対応について勤務校や近隣学校の同僚に適切な指導
助言ができる。④ストレート院生は、保護者・地域住民に対して教育公務員として適切な対応
ができる。
このように演習Ａは、危機管理の基礎知識と危機対応への思考枠組みを重視している。一方
で、演習Ｂはアカウンタビリティの原理に則った学校関係者や外部とのコミュケーションを重
視している。
２．授業の概要
演習Ａの授業スケジュールは、次の通りである。第 1 回は、オリエンテーションと基本概念
の説明であり、第 2 回から第 4 回まではテキスト講読を中心としている。第 5 回は、
「危機管理
マニュアルの検討と改善」として、勤務校や実習校の危機管理マニュアルを検討して、評価と
改善の指摘をおこなう。勤務校や実習校の危機管理マニュアルを読み込み、フェンス破損等の
施設設備の欠点から、海岸線までの距離の短さといった地理的問題まで視野に入れて、マニュ
アル改訂案まで作成している。
第 6 回は、日本赤十字社の防災教育教材『ま
もるいのち ひろめるぼうさい』を使用して
検討する。この教材は、日本赤十字社から全
国の小中高等学校に 2 部ずつ無償配布されな
がら、あまり使用されていない。
教材としての「まもるいのち ひろめるぼ
うさい」の特徴は、災害別の内容であるだけ
でなく、校種別であり、小学校では低学年・中
学年・高学年別になっているほどに発達段階
に即して同内容でも異程度となっている。さ
らに本教材末に添付されたＤＶＤには、災害
についての映像資料や画像資料があるだけで
なく、授業案も収録されており、学校現場で
即利用できる状態となっている。
教職大学院の授業では、受講生の現職院生
に対して、勤務校に戻った際に利用できるよ
うに指導している。
写真 1 「まもるいのち ひろめるぼうさい」
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第 7 回は、防災教育教材の検討として、防災
のための調査を専門とする国土防災技術株式
会社が開発した防災教育教材『Ｅｖａｇ』
（イー
バッグ）3）という教材を実際に使用して検討す
る。大雨災害時での避難行動を題材とした教材
である。豪雨災害時での避難行動についての訓
練をするカードゲームである。カードは「属性
カード」を引いた後に、ステップ別に「情報カ
ード」を引き、
「避難アクションカード」で選択
する。
「避難支援カード」で公助と共助に頼るこ
ともできる仕組みである。基本的に、ステップ
が進行するにつれて災害が深刻化していき、避
難行動がしづらいようになっており、避難支援
カードも公助は早々に無効化になる傾向があ
る。共助も限界に直面する。最終的に、なるべ
く早めのステップで避難所に行くのがベスト
である事を学ぶことができる。
写真 2 「ＥＶＡＧ」のパッケージ

使用に際しての注意点としては、公助・共助・
自助の 3 区分を基本枠組みにしているが、
「共

助」は、地域の共同体によっては機能していないことがあるので、事実上「自助」が拡大して
いる状況があることを説明する必要がある。これは、地域の共同体を同質的に捉えていること
が問題である。授業では、学校教材として活用する場合の注意点も含めて指導している。
第 8 回は、危機管理の実技演習と
して、刺股（以降、
「さすまた」と略
記）
、エピペン、三角巾などの実技演
習を行っている。
さすまたについては、
（一社）全国
警備業協会の『刺股操作要領』を参考
にしつつ、実際に校舎内で不審者に
見立てた演者を制圧するところまで
実施している。
手順としては、
「さすまた」での「突
き」の練習から始めている。
基本的に上段突きと下段突きが中
写真３ さすまたの突きの練習 2020 年撮影

心となる。不審者の「喉」に対する上
段突き、不審者の「すね」に対する下
段突きが効果的である。突きの動作で

は腰をおとすのがポイントである。写真３のように、実施主体である教育行政・学校経営分野
の教員の教育費で購入した備品である３本のさすまたを用いて、交代しながら受講生に練習さ
せた。
「さすまた」は、1 本 8 千円程度で購入できる。さすまたには、複数の種類があるが、ア
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ルミ製の軽量型が、女性院生でも負担なく使用できる。
不審者を壁に押しつけるよりも、転
倒させる方が制圧しやすい。
さすまたは基本的に３人１組のチ
ームプレイである。３人の内２人がお
とりで、1 人が背後から不審者に近づ
いて、不審者のひざ裏を突くことで転
倒させる。
不審者の制圧には、さすまたを使う
ことも可能であるが、不審者の反撃リ
スクを考慮すると、可能な限り学校の
備品であるテニスや卓球のネットを
使うのが良い。
写真４ さすまたのチームプレイ 2020 年撮影
エピペンは、Viatris 製薬のエピペ
ン訓練用トレーナーを使用している。
訓練用トレーナーは、事前予約すれば、
Viatris が無償貸与してくれる。ただ
し、使用後は返却する必要がある。
訓練用トレーナーには針がなく安
全である。実技では、安全装置を外し
た後に、太ももの外側から押しつける
動作を数回おこなう。
この他に、2021 年度から、三角巾の
使い方を加えた。三角巾は市販の三角
巾を用いて、骨折時の応急措置を練習
写真５ エピペンの実技 2020 年撮影

している。

危機管理の理論と事例演習Ｂでは、学校危機管理におけるアカウンタビリティについて、保
護者、子ども、マスコミへの説明の方法と改善の工夫について検討・検証する（ロールプレイ
ング、ワークショップ）学校の危機管理のうち、学校組織マネジメント進める上で生じる保護
者や地域住民へのアカウンタビリティ（説明責任）について理解する。
演習Ｂの授業スケジュールは次の通りである。第 1 回の内容は、オリエンテーションと基本
概念の説明 各回でのテーマ説明と課題を示す。第 2 回から第 4 回はＡと同様にテキスト講読
である。第 5 回は「学校安全・危機管理のすすめ方２ −いじめ問題の情報の取扱」として、い
じめ防止対策推進法での規定に基づき、教師として取るべき対応について学ぶ。いじめ問題に
ついての教育委員会への報告と外部への情報公開の在り方について検討する。第 6 回は生徒指
導分野の教員による「保護者・地域住民との円滑なコミュニケーション方法」として、児童生
徒とは異なる保護者・地域住民とのコミュニケーション方法の違いを学ぶ。事前に生徒指導提
要のコミュニケーション方法を読んだうえで、演習を行っている。第 7 回は「越境する教育実
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践 −子どもの貧困と保護者対応」として、教育課程分野の教員による、子ども虐待や子どもの
貧困にどう対応するか、保護者への対応の在り方を学ぶ。子どもの貧困問題について、宮崎県
内のデータを確認したうえで、演習を行っている。第 8 回は、
「学校危機管理・安全管理とアカ
ウンタビリティ −保護者とメディアへの説明戦略と方法−」として、模擬記者会見を実施して
いる。
３．実技の意義と課題
演習Ｂでの模擬記者会見では、記者会見経験のある実務家教員（元教育次長）と記者会見の
想定問答集作りの経験のある実務家教員（指導主事として大学院に出向）の協力のもと実施し
ている。内容は、実技の前にアカウンタビリティの重要性を学び、記者会見会場の間取り、マ
スコミへの通知文の作成、当日の質疑応答時の想定問答集作成を課している。当日の模擬記者
会見では、教育委員会事務局勤務時代に実際に記者会見を経験したことがある実務家教員をマ
スコミ役とする。大学教員の記者会見経験は、次の通りである。
Ａ教員（実務家教員） 元教育次長として、不祥事案件の記者会見を経験した。
Ｂ教員（実務家教員） 県の教育委員会で記者会見の想定問答集を作成した。
Ｃ教員（研究者教員） 大学制作電子コンテンツの記者会見を経験した。さらに、大学の広報
担当で大手新聞の元論説委員による記者会見のレクチャーを受講した経験がある。
模擬記者会見では、予め作成した想定問答集で対応可能かどうか、応答時の姿勢や発言が適
切かどうかをチェックする。緊張感を持ちながら、マスコミ役を納得させられる応答であった
かどうかが問われる。

写真６ 模擬記者会見 2020 年撮影
遠足で児童が蜂に襲われ５年生児童 4 名が怪我と仮定して、状況説明文とマスコミ通知文を
記者会見で説明する学校側の院生に渡す。マスコミ役にはマスコミ通知文のみを渡す。
状況説明文は次の通りである。
2021（令和 3）年 5 月 8 日午前 10 時頃、本校の小学校 5 年生の児童 67 名が参加する
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遠足において、児童生徒 5 名がスズメバチに襲われ体を刺され、救急車でＡ病院に搬送さ
れた。病院からの連絡によると、児童 5 名のうち 4 名は軽症で手当を受けたとのことであ
るが、1 名については目の付近を刺されたことから、今後の経緯を見る必要がある。
学校側は、5 月 9 日に緊急の保護者会を開催して、一連の事実を保護者に知らせた。
しかしながら、5 月 11 日の新聞報道では、
「県内でスズメバチによる被害が相次いでい
ることから、市町村の各教育委員会が、今年の 4 月に通学路や登山遠足のルートを確認す
るよう通知していたが、学校側は再確認を怠り、遠足を決行したのではないか」との記事
がだされた。さらに、保護者会後に一部の保護者から、学校側がハチよけスプレーを持っ
ていなかったなど、学校側の危機管理に不備があったのではないかという疑念が出て、Ｓ
ＮＳなどで拡散されてしまった。
以上の状況を鑑み、5 月 18 日に学校側は記者会見を開催することにした。遠足から 10
日が経過していた。
なお、教育委員会には報告済みであり、教育委員会と記者会見に備えての事前打ち合わ
せと了解が取られている状況である。
マスコミ通知文は、前述の状況説明文のうち、前半部分の事実箇所のみを掲載した文章であ
る。通常、市町村教育委員会が会見すべき内容であるが、後述する学校側の事情があり、それ
によりマスコミ対応に問題があったことから、市町村教育委員会ではなく、学校での記者会見
となった。
模擬記者会見でのポイント
テキスト第５章「教育現場の危機管理広報」を受講した後に、模擬記者会見への準備に移行
する。テキストでは、マスコミ対応の基礎知識を学び、とくに情報開示の大切さを認識した状
態で模擬記者会見に臨むことになる。模擬記者会見では、記者側の質問として、大枠として「応
急処置」
「当日の安全対策」
「今後の取組」の３つの質問が出されることが、事前に大学教員か
ら説明される。
さらに模擬記者会見では、学校側には、どうしてもマスコミに知らせたくない事実があるこ
とを院生に説明する。今回の模擬記者会見でのマスコミに知らせたくない事実は次の通り。
実は、児童がスズメバチに石をなげつけるなど刺激を与えていた。
今後の取り組みとして、遠足のコースの再確認をする。しかしながら、遠足のコースは
創立以来同じコースであり、伝統を重んじる校風を鑑み、来年度以降も同様のコースで実
施せざるをえない。
記者会見自体が遅れたのは、
被害に遭った児童生徒の個人情報保護を最優先したからである。
随行した教員の応急処置は、適切であり、当日までの安全対策として、２週間前に、遠足の下
見をするなどの安全確認をしていた。当日は、教員がハチよけスプレー、抗ヒスタミン剤、ス
テロイド剤を所持していた。
今後の取組として、児童生徒へハチを刺激しないように周知徹底する。遠足のコースの再確
認をすることが挙げられる。ただし、前述のように、遠足の場所とコース設定は同窓会からの
強い要望で変更できず、再発防止で遠足のコース設定は変更できない。
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以上の設定で模擬記者会見を行う。基本的には、１チーム３人でチームを組むが、受講生が
２人以下の場合、
マスター２年の院生を動員して補助してもらうか、
大学教員が司会役をする。
チームを組んだら、前述の状況説明文を読み、質疑応答時での想定問答集を作成する。
記者会見時での共通の台詞は、
「あいさつ」と「終了直前」の箇所であり、
「あいさつ」はテ
キスト 238-239 頁の箇所をのべる。
「終了直前」は、240 頁を述べる。
なお、冒頭の謝罪では、お辞儀の角度等の姿勢とお辞儀の時間も指導対象となる。服装につ
いては、なるべくフォーマルな服装をすすめるが、模擬記者会見実施日が７月になるため、ノ
ーネクタイ・半袖で実施しても良いことにしている。司会役も基本的に院生が担うことで、複
数のマスコミ役の質問を「整理」する経験も含んでいる
表 1 模擬記者会見で使用した想定問答集の一部（２０２１年実施分）
Ｑ
遠足の行程を教えてくだ
さい。

Ａ
５月８日（土）に、貸し切りバス（宮崎交通の大型バス：
乗車定員５５名（正シート４５名＋補助席１０席）
）で、午
前９時に学校を出発し、午前９時１５分に加江田渓谷入り口
の丸野駐車場（無料、１００台）で下車。その後、徒歩で硫
黄谷休憩所や広河原休憩所での休憩を取りながら、多目的広

１

場（３．２㎞）に午前１０時３０分に到着。その後、午前１
１時５０分までレクレーションを行い、昼食を含めた自由時
間を午後２時３０分まで取った後、同様のルートを戻って午
後４時に学校へ到着という行程です。
遠足に同行していた職員
２

は誰か。

１組・２組の学級担任（２組学年主任）が２名、特別支援
学級の担任が１名、養護教諭１名、教務主任（理科専科）１
名が同行、宮崎自然休養林管理事務所の職員の方１名に先導
してもらった。

列のどの児童が刺された
３

のですか。

広河原休憩所から多目的広場までの道中、先頭の１組が出
席番号順、２列縦隊で歩いていた際に、１組の中央付近の男
子児童３名、女子児童２名が刺されました。

先頭の職員は巣の存在に
４

気付かなかったのか。

枝葉が密集して生い茂った木の洞の中にスズメバチの巣
があったため、目視で確認することができませんでした。ス
ズメバチが飛んでいる様子も見られず、羽音やカチカチとい
った警告音も聞こえませんでした。
（中略）

４９

５０

５１

この遠足で、どのような危機

河川敷ということで、水難事故、遊んでいる時の多少の擦り傷な

を予測していましたか。

どを想定していました。

その後の５人の学校での様子

その後は欠席することなく、５人とも落ち着き、学校生活を

を教えてください。

過ごすことができています。

保護者から訴えられたときは

誠実な対応をしていきます。しっかりと話を聞き、保護者の

どのように対応しますか。

気持ちに寄り添った対応をしていきます。
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５２

５３

保護者会はいつ、どのぐらい

保護者会は●日後に、遠足に参加した学年の保護者を対象に

の規模で行ったのか。

行いました。

蜂に刺された児童の保護者

一人一人怪我の状況を確認し、当日の様子も含めて話をしまし

への対応を教えてください。

た。また、校長と学年主任と担任で謝罪をしました。再発防止に
ついて約束をしました。

５４

蜂に刺された児童の保護者

再発防止についてと、徹底した安全管理についての話がでまし

の反応を教えてください。

た。初めは、厳しい表情をされていましたが、一人一人丁寧に説
明を行い、最後は理解をしてもらったと感じています。

想定問答集作成に時間がかかるため、模擬記者会見については、開始日の１ヶ月前に授業内
容を説明した上で、想定問答集を作成するようにしている。項目数は、例年５０問前後である
が、授業では実際に記者会見を経験した実務家教員から、わずか一晩で１００問程度作成した
経験がある旨が説明される。想定問答集作成時には、実務家教員からの助言も受けられる。
模擬記者会見時の質疑応答では、マスコミ役として本演習を受講していない院生からの協力
を得ている。当然ながら、マスコミ役の院生は、マスコミに知らせたくない事実を知らない。
実務家教員もマスコミ役を担うが、基本的に院生優先で質問させる。質疑応答が一通り終了し
たら、解題として記者会見の主旨説明とマスコミに知らせたくない事実を明らかにする。
受講生の声
さすまた実技は、ストレート院生は教育実習で現場に置かれているのを見たことがあるが、
実際に触ったことがないので、重量感も含めて驚いたという感想であった。現職院生は、行政
研修等で使用した経験があるが、現場にあるさすまたはスチール製で重い場合が多く、アルミ
製の軽量タイプに初めて触れたという感想があった。いずれにせよ、実際にさすまたをもつこ
とによってえられる身体的感覚を実感していることがうかがえる。不審者制圧については、難
易度が高いとの指摘があったが、チームプレイで対応することの重要性を学べたという意見も
あった。時間的制約があるが、基本的な使用方法は実感したことが指摘できる。
防災教材 EVAG 使用については、次の通りである。
ゲーム感覚で災害時の避難行動を考えることができる防災教育教材（EVAG）の存在を初
めて知った。普段、防災教育を行う際は、状況に応じて避難を行う際のルートを、校舎配
置図をもとに考えさせたり、災害を想定した避難訓練を行う以外は、受け身の学習（実際
の映像を見て考えたり、経験談や物語を通して考えさせる等）が多い。だからこそ、楽し
みながら取り組めるカードゲームは、とても良い教材だと思った。属性カードを引くこと
で、自分ではない様々な周囲の人の立場から、避難行動を考えることができるので、困っ
た時に助け合うことの大切さにも気付くことができるような気がした。
（以下略）
カードゲームは教材として一般的ではないが、受講生が勤務校に戻った後に今回使用した
EVAG のような業者によって開発された教材を活用することに期待したい。
模擬記者会見では、日々の生活においてＴＶなどで記者会見を見たことがあるが、実際に実
施したことがなかったので、実施してみるととても大変だったという感想が多かった。もっと
も、教員人生において実施する可能性は低いが、いざ実施する際に不手際があってはならない
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ので、今回の演習での経験は，貴重であり大変有意義であったという感想もあった。負担感は、
想定問答集作成で占められていたので、今後は想定問答集作成時の負担軽減の方策をとること
で対応したい。
4．小括
実技導入の成果は、理論と実践の往還である。学部の教職課程での講義では、座学中心にな
りがちであることと、実地見学や実習でも危機管理の項目について、実際に目の当たりにする
ことが難しいことである。

図１ 学部の授業との連続性

出典：本文の記述にもとに著者作成。

「さすまた」は実技演習として実施し、模擬記者会見はロールプレイという形で教職大学院
の授業で実施した。
「さすまた」は、習熟するのに長期の時間が必要なであるが、少なくとも警
備用の機器を直接触ることで教師として不審者に対する「児童生徒の安全確保」の心構えは、
得られていると考える。模擬記者会見は、伝えるべき情報の取捨選択と出し方にとどまらず、
伝える際の姿勢まで、経験者からの指導助言を受けられる。
「アカウンタビリティの原則」を実
践することの困難性を経験できるようにしている。両者とも受講生からの評価は、貴重な経験
ができた等、好評であるので、今後も継続実施したい。
ただし、想定問答集作成の負担が大きいので、ひな形を事前に配布するなど負担軽減を試み
ることにする。
注
１）EVAG の価格は 8500 円（税別）である。2022 年 3 月下旬に災害対策基本法改正に対応する
ためリニューアルされる予定である。
引用・参考文献
田中正博・佐藤晴雄『教育のリスクマネジメント―子ども・学校を危機から守るために』時事
通信出版局、2013 年。
『青少年赤十字防災教育プログラム まもるいのち ひろめるぼうさい』日本赤十字社、2015
年。
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日向神話教材化の試み
―宮崎県小学校向け「海幸山幸伝説」テキスト作成について―
宮崎大学教育学研究科 永吉 寛行i）
要旨
小学校学習指導要領国語科における「神話」に関する指導事項や改訂教科書を検討の結
果、宮崎県独自の神話教材として海幸山幸伝説が相応しいとの結論を得たが、引き続き教
材条件に照らし合わせて検討した。その結果、神名について『古事記』『日本書紀』で相
違がみられることや、小学校第２学年であることを考えると神名が長すぎることが明らか
になり、そこで諸条件に鑑みて「海さち・山さち」が適当であるとの結論に至った。また
概略を 17 の文で述べることで教材範囲を決定した後、物語の山場が、通常の物語教材のよ
うに中心人物の成長・変化の瞬間ではなく、他者からの言動によって中心人物の位置付け
が変わる瞬間であることが判明した。教材の道徳性への配慮については、海幸の扱いにつ
いて注意を要する点を指摘した。また、学習活動については、通常考えられる活動に加え
て「地域の特性」を取り入れる工夫を示した。
１. 本稿の目的
拙稿１）において、小学校学習指導要領（国語）の指導事項や教科書（４種）等を検証した結
果、宮崎県独自の神話教材開発の必要性に言及し、諸条件に鑑みてその教材として相応しい題
材は海幸山幸伝説であると結論づけた。その際、小学校低学年において読み聞かせを目的とし
た教材条件として、①適当な分量（約 1,500 字）
、②小学校２年生相当の言葉遣いや用字、③
（我が国の言語文化らしい）独特の語り口調や言い回し、④起承転結や中心人物の成長などを
取り入れた「ストーリー性」
「完結性」
、⑤道徳性、⑥学習活動の設定等を示している。本稿で
は紙幅の許す限り、これら６条件それぞれに合うよう、海幸山幸伝説を小学校２年生の国語教
材としてリライトすることを目的としている。町田(2009)は、教材開発の際に最も重視する点
として、
「学習者の現実をとらえる」ことを挙げており、そこに「楽しく、力のつく」教材の必
要性を訴えている２）。このことを念頭に置きつつ、小学校２年生が楽しみながら、学習指導要
領の求める資質・能力が身に付くテキストを開発することが本研究の目的である。
２. 『古事記』原典のストーリーから条件④及び⑤の検討
(1)神名について
海幸山幸伝説は言うまでもなく『古事記』
『日本書紀』に収載されている神話である３）。海幸
（兄）を『古事記』では火照命（ホデリノミコト）
、
『日本書紀』では火闌降命（ホノスソリノ
ミコト）と表記し、山幸（弟）はそれぞれ火遠（袁）理命（ホオリノミコト）
、彦火火出見命（ヒ
コホホデミノミコト）と表記しており、両出典において神名を別にしている。そこでまずは、
教材の典拠として何を使用するのか、そして神々の名をどのように表記するのかの問題を解決
しておきたい。
i）

宮崎大学教育学研究科
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現在日本神話を国語教科書に収載しているのは、上記拙稿でも示したように、扱いの程度に
差こそあれ、小学校では４種（全社）である。一方中学校では日本神話を収載した教科書を発
行している社は１社も無い。高等学校になると４）、全 10 社発行分の「古典Ｂ」のうち、７社（１
社はホームページ上からは確認できない）が「上代文学」という単元名の中で、
『古事記』を取
り上げている。従って、小学校から高等学校までの子どもたちの学びの繋がりという点を考慮
すると、小学校段階においても『古事記』を取り上げる方が、生涯にわたって古典に親しむ態
度の育成にも資するものと判断できよう。
また、神名についてであるが、小学校第２学年の児童の発達段階を考えると教材内に登場す
る人物名（固有名詞）は文字数（音数）も長すぎない方が抵抗感の減に繋がるはずである。例
えば、神話にこだわることなく小学校国語教科書における物語教材について、その登場人物名
を調べてみると、宮崎県内の小学校が採択しているＡ社、Ｂ社の２年生使用教科書の中で最も
長い人物名は、Ａ社の「オオクニヌシ」の６字である。参考までに、
「オオクニヌシ」が出てく
る「いなばの白うさぎ」は付録の読み物教材としての位置付けである。そこで、いわゆる「正
規教材」を調べたところ、最も長い人物名は、Ａ社Ｂ社共に掲載している「スイミー」
（４字）
であった。
（ただし、Ａ社は２年生、Ｂ社は１年生である。
）従って、ホデリノミコト、ホヲリ
ノミコトでは両方とも７字では長過ぎる印象を与えてしまうことになる。仮に「ホデリ」
「ホヲ
リ」と短縮したとしても、この２つでは音感が類似しており、聞いている児童に混乱を生じさ
せる恐れもある。そこで、本伝説のストーリー上の重要な要素は、棚田(2005)でも指摘されて
『古事記』における海幸山幸伝説は「狩猟という生活の場面があらわれた部分」
いるように５）、
ということを考えると、狩猟と漁業という生活・労働イメージが濃く出ている「ウミサチ」
「ヤ
マサチ」の呼称の方が相応しいと言えるだろう。その際、神話イメージが薄くなってしまうと
いう懸念もあるだろうが、
『古事記』原文においても
かれ

ほでりのみこと

う み さ ち び こ

し

はた

ひろもの

はた

さもの

ほをりのみこと

や ま さ ち び こ

故、火照照命は、海佐知毘古と為て、鰭の広物・鰭の狭物を取り、火遠理命は、山佐知毘古
し

け

あらもの

け

にこもの

と為て、毛の麁物・毛の柔物を取りき。
とあり、固有名詞ではないものの「ウミサチビコ」
「ヤマサチビコ」として呼称していることか
ら見ても、この名が見当外れということはない。そこで、本研究ではこの兄弟の名を「ウミサ
チ」
「ヤマサチ」とする。なお、漢字「幸」は学年別漢字配当表では第３学年に配当されている
ので、読み聞かせ教材とはいえ、児童の目にするテキストには使用しないことが望ましいので
平仮名表記とするが、
「海」は第２学年、
「山」は第１学年の配当漢字なので、テキスト上は「海
さち」
「山さち」としてよいであろう。
(2)ストーリーの範囲について
次に、ストーリーについて検討する。
『古事記』における海幸山幸伝説の概略は次の通りであ
る。なお便宜上、ホデリノミコトを「海幸」
、ホヲリノミコトを「山幸」とする。なお囲み数字
は稿者が以下に記した概略の文の通し番号であるが、これは後述のテキスト全体の構成を考え
るときにこの番号を使用していくために符番したものである。
１兄の海幸は漁業を営み、弟の山幸は狩猟をしていた。２山幸が兄に道具の交換を願う。３
海幸は最初こそ拒否していたが最後には交換に応じる。４しかし山幸は一匹も魚を釣ることが
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できなかった上に、釣り針を海中になくしてしまう。５海幸が道具の返還を求めるも山幸は返
すことができない。６海幸が何度も返せというので、山幸は自分の剣を折り砕いて 1500 の釣
り針を作り、それを兄に返そうとしたが、海幸は元の釣り針を返すよう求めた。７山幸が困っ
て泣いていたときにシオツチノカミが来て、小舟で海に漕ぎ出すように言う。８そのままワタ
ツミノカミの宮殿まで行けるので、そこまで行けばワタツミノカミの娘が相談に乗ってくれる
と助言する。９言葉の通り宮殿に行った山幸はその娘・トヨタマビメと出会う。10 トヨタマビ
メに招かれて宮殿に入った山幸は、ワタツミノカミにも気に入られ、トヨタマビメと結婚する
ことになった。11 そして３年が経った時に、山幸は当初の目的を思い出し、ワタツミノカミに
兄の釣り針をなくしたことを相談する。12 ワタツミノカミは海中の全部の魚を集めて、心当た
りを質す。13 その結果、鯛がその釣り針を飲み込んでいたことが判明した。14 ワタツミノカ
ミは山幸にその釣り針を渡すときに、呪文と海幸への対処法を授ける。15 そしてその対処に必
しおみちのたま

しおひのたま

要な塩 盈 珠 と塩乾珠も授ける。16 ワニに乗って海幸の元に戻った山幸はすべてワタツミノカ
ミの言う通りにする。17 海幸はとても困り、苦しむことになってしまったので、山幸に守護役
（家来）になることを誓う。
以上が概略である。周知の通り、この後トヨタマビメの出産の話があり、見てはいけないと
いう禁を犯す山幸の話になるのであるが、
ここまで教材として含めてしまうと、
起承転結の
「結」
がぶれてしまうことになる。見るな、開けるなの禁を犯すのは和洋問わず伝承文学の常套手段
であり、イザナキ・イザナミ、浦島太郎、鶴女房など例を挙げればキリがない。そこには叙述
を通して人の心の弱さの典型が読み取れることになり、その設定や発言の比較によって各作品
に共通する文化的な側面が見えたり、あるいは相違点から各作品の特徴などが見えてきたり、
という、いわゆる「言葉による見方・考え方を働かせる深い学び」に繋がる大変魅力的な学習
活動に発展する可能性があるが、小学校２年生という段階を考えたときに、そこまで児童を指
導することの困難さを考えると、トヨタマビメの出産の前でテキストは止めておくのが賢明な
判断と思われる。
(3)物語の「山場」について
以上、17 の文で概略をまとめたが、物語の山場はどこであろうか。小学校国語科教材、特に
物語における読みでは「中心となる人物に焦点を当てながら、どのような事件が起き（事件の
始まり）
、どのように展開し、どこで大きく変化したか（クライマックス）を読み取ることが重
要になる」６）などの指摘もあり、山場の設定が教材開発の大きな鍵となろう。
上記概略をまずは次のように場面に分けてみる。
【一】事件の始まり→１～６
【二】助言者の登場とその助言に従っての行動→７・８
【三】海底宮殿における日々→９・10
【四】陸への帰還→11～15
【五】事件の結末→16・17
以上５場面に分割したが、中心人物である山幸が大きく変化したのはどの場面であろうか。
この話を、
「実直な弟が、意地悪と思われる兄との立場を逆転する話」と捉えるならば、やはり
【四】ということになる。13 までは出来事が説明されているだけで山幸に変化はなく、基本的
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には 14・15 もワタツミノカミが山幸に助言と贈り物をしただけで、山幸の心情変化や成長で
はない。しかし、この瞬間こそが最終場面での逆転劇に繋がるのであり、山幸の状況に変化が
起きたのである。
そもそもワタツミノカミはなぜ山幸に幸運をもたらそうとしたのか。
それは、
兄の意地の悪さに同情したこと、娘婿という身内の関係になったことなどが関係していよう。
そしてそれは、山幸の実直さ、誠実さの結果とも言える。海幸の釣り針を無くしたことについ
て、自らの剣を壊してまで謝罪の気持ちを伝えようとしたこと、また、トヨタマビメをして「麗
あまつひたか

しき人」と形容せしめ、ワタツミノカミをして「天津日高の御子」を言わしめたその高貴さが、
山幸自身を救ったのである。多くの場合、教科書の物語教材は中心人物自身が何らかの行動を
し、何らかの精神的成長を遂げるが、この山幸の場合は、自らの行動や振る舞いによって他者
の心を動かし、状況を好転させるストーリーが成立しうることになる。この、山場を考えてス
トーリー性、完結性を構築する教材開発の過程は、本稿１節で整理した条件⑤「道徳性」にも
関与することにもなり、ややもすると、17 において山幸の兄への復讐劇と取られかねない傾向
を補って余りある読みが期待される。また、注１の拙稿でも述べたように、宮崎県教育委員会
の教材提供サイトにおいて、山幸が海幸に釣り針を返すところまでを描いた後、
「この後どうな
ったのか、続きは自分で調べてみましょう」として、テキストとして明確に示すことを避けて
いる点について、稿者は海幸の謝罪の心情を児童に考えさせることによって、児童に結末の納
得感をもたらすと示唆したが、もう一つの選択肢として、あくまでも中心人物・山幸に視点を
絞って様子に着目させて行動を想像させることで指導の決着を付けてもよいと思う。なぜなら
学習指導要領の第１学年及び第２学年〔思考力、判断力、表現力等〕
「Ｃ読むこと」の「指導事
項エ」がそのようになっているからである。
〔知識及び技能〕の指導については、
「我が国の言
語文化」の位置付けで神話の読み聞かせを通して親しみを持たせるという観点でよいが、
〔思考
力、判断力、表現力等〕
〔学びに向かう力、人間性等〕の目標を設定する必要もあり、特に〔思
考力、判断力、表現力等〕については最も相応しい指導事項を選ばなければならない。山幸の
性格やワタツミノカミやトヨタマビメから見た山幸の様子を整理することで、山幸のその後の
行動を捉えさせることが可能になれば、指導事項エを身に付けさせるのに相応しい教材になる
のである。
(4)「道徳性」について
小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説７）には、第４章「指導計画の作成と内容の取扱
い」における「第１章総則の第１の２の⑵に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関
連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，国語科の特質に応じて
適切な指導をすること」の部分の解説として、
国語で正確に理解したり適切に表現したりする資質・能力を育成する上で，日常生活に
おける人との関わりの中で伝え合う力を高めることは，学校の教育活動全体で道徳教育を
進めていくための基盤となるものである。また，思考力や想像力を養うこと及び言語感覚
を豊かにすることは，道徳的心情や道徳的判断力を養う基本になる。さらに，我が国の言
語文化に関わり，国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養うことは，伝統と文化を
尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛することなどにつながるものである。
（下線
稿者）
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と、国語科と道徳教育の関連が示されている。下線部からも明らかであるように、これは国語
科ではごく普通に育成する言語能力等が、結果的に道徳教育の基盤に繋がることを意識させる
ものであって、道徳教育の目的を強く意識させるものではない。むしろ、解説において上記の
続きとして書かれている、
「教材選定の観点として，第３の３(2)，道徳性の育成に資する項目
を国語科の特質に応じて示している」の方が、本稿の目的である教材開発における道徳に関し
て、開発者として留意すべき事項になり得る。そこで「第３の３(2)」を確認しておきたい。
(2)教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。
ア 国語に対する関心を高め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つこと。
イ 伝え合う力，思考力や想像力及び言語感覚を養うのに役立つこと。
ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てるのに役立つこと。
エ 科学的，論理的に物事を捉え考察し，視野を広げるのに役立つこと。
オ 生活を明るくし，強く正しく生きる意志を育てるのに役立つこと。
カ 生命を尊重し，他人を思いやる心を育てるのに役立つこと。
キ 自然を愛し，美しいものに感動する心を育てるのに役立つこと。
ク 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと。
ケ 日本人としての自覚をもって国を愛し，国家，社会の発展を願う態度を育てるのに役
立つこと。
コ 世界の風土や文化などを理解し，国際協調の精神を養うのに役立つこと。
先に述べたように、ア、イ、クなどは、国語科の指導事項に含まれる内容である。またウ、
エは学習活動（あるいは言語活動）の設定に拠る部分が多い。さらには日本神話を教材とする
場合に関連性がそれほど高くない観点もある。消去法というわけではないが、今回海幸山幸伝
説を小学校２年生向けの教材として開発するに当たって、本文検討の中で留意したいのはオと
カである。つまり「強く正しく生きる意志を育てる」ことや「他人を思いやる心を育てる」こ
とに繋がることが本文自体には配慮されなければならない。本教材を山幸の成功譚と位置づけ
るならば、その山幸の言動には強さと正しさが必要であり、他者を思いやる心を持たせる必要
があるということになろう。兄弟で得意な道具を取り替えたいという好奇心が旺盛な点、兄の
釣り針を紛失してしまったことを表すのに、自らの剣を壊してまで謝罪した点など、誠実で前
向きな山幸の性格が印象づけられる。山幸が佩いていた剣は「十拳剣」と言い、同じ名の剣は
アマテラス、イザナキ、スサノヲなど多くの神々との因縁が深く、ある意味呪術的な力を持つ
剣でもある。その剣を壊してまでも謝罪の意を表した山幸という存在に、児童が共感を覚える
のは自然なことで、
「なぜ山幸は幸運に恵まれたか」という問いにすぐに正解の感覚が脳に呼び
起こされ、
それを適切な言語化に結び付けるという活動につなげることは比較的容易であろう。
問題は、その山幸を許さずにある意味「ヒール」になってしまう海幸の存在を教材内でどう
するかという点である。前述の棚田(2005)に詳しいが、この海幸を山幸が服従させる箇所ほか
何カ所かは、
「非教育的」という判断が働き掲載をカットしたこともあったという。だからいっ
て、原典を歪曲するような形は「我が国の言語文化」に親しませることから主旨が外れよう。
ここは、上記 17 において、
「家来になる」を「謝罪する」というニュアンスで書き終えるのが
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道徳性を持たせる教材としてはいいのではないかと判断している。あるいは、
（それが行き過ぎ
であるならば、
「家来になる」時と山幸に申し出た時の海幸の気持ちを児童に考えさせてもよか
ろう。
）塩盈珠と塩乾珠によって弟との農作物に出来に差を付けられた兄が、弟に服従を誓った
ときの気持ちを考えさせることは、古事記作者がこのような筆致によって読者に伝えたかった
ことを考える機会にもなる。小学校４年の定番教材『ごんぎつね』において、最後の場面で「ご
ん」を撃ってしまう兵十の後悔の気持ちのイントロダクションとして、海幸の後悔の念を位置
付けたい。
３.学習活動について
日本神話の指導アイデアについては、学習指導要領の「読み聞かせを聞くなど」という指導
事項を中心に様々な実践報告及び研究がなされてきた。大越他(2009)によれば８）、神話の読み
聞かせを聞いた後、
感想を発表し合うことのほかに、
次のような学習活動が考えられるという。
・子どもたちによる読み聞かせ
・子どもたちによるストーリーテリング
・読んだ本の読書紹介をする
・
「もしも、浦島太郎が亀を助けなかったら」のような「もしも」の話をつくる
・続き話をつくる
・紙芝居をつくる
・簡単な劇にして演じる
いずれも魅力的な学習活動である。神話を国語科の「読み物」教材の一つとしてとらえ、伝
統的な言語文化に親しむだけでなく、これらの学習活動（言語活動）を通して〔思考力、判断
力、表現力等〕の「Ｃ読むこと」の事項を身に付けさせることが意図されている。
しかしながら、本稿ではこれに加えて「地域の特性」を踏まえた学習活動の可能性を探って
いきたい。例えば、教科書会社Ｂ社の２年生の教科書では、
「いなばの白うさぎ」
「やまたのお
ろち」のようなまとまった文章の教材は令和３年度教科書からは消えた。
「言いつたえられてい
るお話をしろう」という単元設定で、茨城県に伝わる「だいだらぼうの話」を掲載し、
「いなば
の白うさぎ」と「やまたのおろち」は囲み記事の形で、冒頭と思われる部分を各 50 字程度で載
せているだけである。そして、その次のページに参考図書の紹介と共に、児童が居住している
地域の伝説や神話を読み、興味のわいた部分を選び、音読する活動が提案されている。つまり、
教師による読み聞かせという受動的な学習で始まり、終わるのではなく、読書、関心部分の選
択、児童自身による音読という能動的学習が提案されていることになる。この点にまず注目し
たい。読書活動や探究学習への橋渡しを意図したと思われるこの視点は、学校現場の限られた
時間や第３学年以降の学習への繋がり等を考えても意味が大きいと思われる。この点に、
「地域
の特性」を踏まえた学習活動考案の機会があると考えられるからである。
周知の通り、宮崎県内各地に日向神話が伝えられている。宮崎市神話・観光ガイドボランテ
ィア協議会(2012)の調査によれば、海幸山幸伝説だけでも県内に 22 箇所の関連する伝説伝承
場所があるという９）。そこを、学校図書館ネットワーク等で結び、調べる、発表する、感想を
伝え合う、自己の振り返りを行うまでの、学習活動提案システムが必要なのである。そしてそ
の例示として、本稿で取り上げた海幸山幸伝説について、その 22 箇所の関連をまとめた資料を
作成し、学習活動例も示して、第３学年以降の国語科学習や教科横断型の地域学習に国語科か
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らのアプローチ等までを教材化していくことが理想であろう。
注・引用・参考文献
1) 永吉寛行「日向神話教材化への基礎調査―小学校第２学年『伝統的な言語文化』の指導イ
メージから―」
『宮崎大学大学院教育学研究科教職大学院年報』1 号、2021 年 6 月、宮崎大
学教育学研究科
2) 町田守弘『国語科の教材・授業開発論―魅力ある言語活動のイノベーション―』2009 年、
東洋館出版社、pp45-46
3) 本稿では両作品の典拠として、山口佳紀・神野志隆光校注・訳『古事記』
（新編日本古典文
学全集１）1997 年、小学館、小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・
訳『日本書紀①』
（新編日本古典文学全集２）1994 年、小学館を使用した。
4) 本稿執筆時（令和 4 年 2 月）では新課程の「古典探究」
「文学国語」の教科書が管見に入ら
なかったので、やむを得ず旧課程（令和３年度以前の入学生）が履修する「古典Ａ」
「古典
Ｂ」の教科書について、各社ホームページ記載の目次より調査した。
5) 棚田真由美「
『海幸山幸』の教材化に関する考察」
『全国大学国語教育学会国語科教育研究：
大会研究発表要旨集』108 号、2005 年、全国大学国語教育学会
6) 『小学校国語科「言葉による見方・考え方」を鍛える物語の「読み」の授業と教材研究』
「読み」の授業研究会・関西サークル、2019 年、明治図書、p8 など。
7) 文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 国語編』2018 年、東洋館出版
社、pp160-161
8) 大越和孝編『
「昔話、神話・伝承」の指導アイデア 30 選』2009 年、東洋館出版社、pp.2022
9)

宮崎市神話・観光ガイドボランティア協議会編『ひむか神話伝説 全 212 話』2012 年、
鉱脈社、pp144-152
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高大接続を視点としたライティング教育の実践
竹内元1・深見奨平 2・湯田拓史 1
要旨
本実践報告は、ロジカルコミュニケーションを中心としたライティング教育の高大接続カ
リキュラムを検討するために、宮崎県立高鍋高等学校と連携して実施した実践報告である。
本報告では、遠隔リアルタイム方式の授業による課題作文に対する複数の大学教員の指導助
言を整理することを通して、高鍋高等学校が使用しているテキストの問題点を検討した。
１．実践の概要
本実践報告は、ロジカルコミュニケーションを中心としたライティング教育の高大接続カリ
キュラムを検討するために、宮崎県立高鍋高等学校と連携して実施した実践報告であり、遠隔
リアルタイム方式の遠隔授業による課題作文に対する複数の大学教員の指導助言を整理するこ
とを通して、高校生・大学生の論理的思考力に関する課題を検討したものである。本実践は、
教職実践基礎コースの教員による FＤ活動でもある１）。
高鍋高等学校が使用しているテキストは、
『論理コミュニケーション[第 2 版]』
（梅嶋真樹ほ
か、慶応義塾大学出版、2011 年）である。
本書によると、日本論理コミュニケーション技術振興センターは、社会で必須とされるコミ
ュニケーション力は、
「論理的に聴く」
「論理的に構築する」
「論理的に伝える」の大項目、3 つ
の階層、14 のクラスターで構築できると定義し、この実践力を「論理コミュニケーション力」
と命名している。
「論理的に聴く力」とは文章を読む時や、人の話を聴く時に相手が何を言いた
いのかを整理し理解する力であり、
「論理的に構築する力」とは、情報を得て、それを踏まえ自
分の意見を頭の中で考える力であり、
「論理的に伝える力」は、自分の意見や根拠を構築し他者
に伝える力である。
少数派の意見や自分独自の意見は、そもそも相手が理解できないところから始まる。相手が
理解できる根拠を並べ、自分の妄想ではないことを説明しなければならないのが、論理コミュ
ニケーションである、と梅嶋らは指摘する。根拠とは、全く異なる考えの人に、自分自身が考
えたプロセスを再現することにより、その意見をなぜ考えたのかを理解してもらう方法なので
ある。根拠はなぜその意見を考えたのかであり、根拠を出すことはその意見を考えるまでの過
程を整理する作業である。人は一人ひとり異なるプロセスで物事を考えているが、そのような
自分とは異なる人に、自分が考えていることを伝えるためには、なぜそう考えたのかという根
拠を伝えることが必要なのである。意見だけでは意見の良し悪しは決められない。意見の中に
は、相手に「伝える準備がある意見」と「伝える準備ができていない意見」が混ざっている。
意見を出す段階では、どの意見が伝える準備ができているのかはわからない。そのため、意見

1
2
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を書く際に「これは良い意見かどうか」は考えることに意味がないという。だからこそ、思い
つくものはすべて書いておき、根拠を出してからどの意見を出すかを判断する必要がある。い
ったん出した意見に対して、
「なんでそう考えるのか？」を自分自身に問いかけて、根拠を出せ
る意見が相手に「伝える準備ができている意見」なのである。
梅嶋らは、現在の高校生を中心とした学生らが抱える課題は、文章という全体システムを設
計する際に、
「意見」または「根拠」というモジュール自体は自分で制作できるが、文章という
全体システムの中で「意見」や「根拠」といったモジュールが持つ意味合いとそれぞれのモジ
ュールをつなぐルールが理解できていないことだと指摘している２）。
実践の実施日と高校生が取り組んだ課題等は、以下の表１のとおりである。
表１：実施日や課題等一覧
実施日

担当大学教員

2021 年 7 月 14 日（水） 竹内元

課題テーマ
あなたは学校でどんな行事を行いたいですか

2021 年 9 月 29 日（水） 深見奨平・竹内元 あなたはいつから英語教育を始めるべきだと
考えるか
2021 年 10 月 27 日
（水） 湯田拓史・竹内元 日本においてイノベーションを多く起こすに
は、どうすればいいと考えますか
高校生は、探究学科 3 年生 14 名が参加した。Zoom による遠隔リアルタイム方式で行った。1
回あたり 50 分の全体指導である。
２．指摘したコメント
高校生に指摘したコメントは、以下のとおりである。
〈 7 月 14 日 〉
・意見は、多数の人が持つ常識ではなく、少数派である。たとえば、
「あなたは学校でどんな行
事を行いたいですか」と問われたとき、体育祭、スポーツ大会、球技大会、芸術鑑賞、職場体
験などはすでに多くの高校でも行われているので、多数派の意見である。料理教室やきもだめ
し、花火大会、ハロウィンなどの催しも、
「あなたはどんな行事を行いたいですか」と聞かれる
と、多くの人がイベントを考えるという点で多数派の意見となる。
「行事」という言葉をどのよ
うに考えるかという点に工夫が必要になり、
「昼寝の時間を作る日」や「私服で登校する日」の
ように、どんな日にしたいかと視点をずらしたり、
「体育大会を 1 日だけでなく 2 日間にわた
って行いたい」など既存の行事を改善したりすることが求められる。
「意見」を考えるとき、①
できるだけたくさん意見を挙げるだけでなく、②列挙した意見を「常識」と「少数派意見」に
分けるという作業が必要ではなかったか。
・みんなが言うこと（常識）を、自分なりに説明するという点では、ミクロからマクロへと語
る対象を変えて根拠を示したり、根拠を述べる順番に工夫をしたりする必要がある。根拠をど
のように述べるか、どういう立場や視点で根拠を述べているかを自覚し、順番を工夫すると文
章は根拠の示し方に独自性が生まれ、人に訴える文章になるのではないか。
〈 9 月 29 日 〉
・文書を書いた後に、読む側に立って読み返す必要がある。テーマにある問いに答えているか。
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自分が書いた字は、どのように読み手に伝わるのか。自分が示した事実は、正しいのか。伝聞
なのか、説明なのか。書いている自分は、どういうテーマとして理解しているか、読む側はど
ういうテーマとして設定しているのか、そこにズレはないか。自分が書いた文章が相手にどの
ように伝わるのか、推敲しなければならない。
・テーマは、
「英語をいつから学習するか」ではなく、
「英語教育をいつから始めるのか」であ
る。
「いつから」にとらわれるのではなく、なぜ英語教育なのか、そもそもなぜ早く始めるべき
なのかといったテーマの解題が必要である。なぜと自己に問いかけ、テーマの本質をつかまえ
ようとすることが求められる。
・根拠に対する事例が、根拠に対するデータや事実になっていない論述があった。示している
事実やデータは、根拠の信用性を高めているか、自分の文章をチェックする必要がある。その
さい、
「言えると思う」という無駄な表現も見られるので、文そのものを洗練させ、データや事
実を示す字数を確保する必要もある。
・文章を書くことに不慣れなうちは、読む側に立って考えることは難しい。このような読み手
志向のライティング訓練としては、他者の文章を批判すること、他者に自分の文章を批判して
もらうことが役に立つ。
「批判」とは、
「非難」や「誹謗中傷」ではない。相手の主張と根拠が
つながっているか、その根拠は信用できる根拠か等の視点から、主張の論理性を判断すること
である。書き手になるだけでなく、読み手になる経験を積み重ねてほしい。
・一方で、他者の文章を批判するなかで優れた文章や粗雑な文章に触れることで、読み手の立
場を知り、読み手は何を欲しているのかを体験的に理解することができる。他方で、他者に自
分の文章を批判してもらうことで、自分の文章にどのような視点が不足していたかを直接的に
知ることができる。はじめのうちは他者から指摘を受けてそのたびに修正を施し、より良い文
章へと洗練させていくという過程を経る。そして最終的には他者の視点を自分の頭の中で想像
し、自分で自分の文章を一歩引いて読むことができるようになるのが理想である。
・書いた文章を大学教員が論評する前に、いくつかステップが必要である。例えば、①隣同士
のペア活動、②学級全体での検討、③学年での検討、④上級生等の検討、⑤高校教員による検
討のように。このようなステップを通して、生徒は書き手の経験と読み手の経験を積み重ねる
とともに、他者の書き方や読み方から学ぶこともできるだろう。また、このような一連のプロ
セスは繰り返し行うことでより洗練され、表現力と読解力を高めていくことにつながる。大学
教員の側からも、文章の論理構造やテーマの趣旨の読み解き方等、限られた時間の中でより本
質的な論評を行うことができるだろう。
〈 10 月 27 日 〉
・今回は、
「イノベーション」という概念が置かれた状況説明と「イノベーション」と他の概念
とをかけあわせた論究が多かった。これだと次々にイメージがあふれてしまい、かえって複雑
になる危険性がある。むしろ、
「イノベーション」という概念が含む下位概念をつきつめていく
ことが必要である。使う概念を削っていく作業が必要である。新明解国語辞典をひくとよいの
ではないか。
・概念には、本質がある。本質から概念をつかむ。現状に問題がある点を指摘できるとよい。
さらに、
「日本でイノベーションが起きにくいのはなぜか」と、テーマの対偶にある問いを考え
ることができると、もとの主張を批判しながら、自分の意見を言うことができる。
・主張と理由だけだと、論理的な意見にはならない。
「なぜ」をもう一つ繰り返すか、
「たとえ
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ば」と例示するか、
「なぜそうならなかったのか」を考える必要がある。読み手の思考形式を想
定して、論を深めてほしい。
・主張は、全文を書いた後に、リライトする。限定したり、主従関係を確認したり、用語の使
い方を確認したり、一語一語を確認すると、切れ味のある文章になる。
３．考察と今後の課題
『論理コミュニケーション[第 2 版]』では、文章を書き始める前に自分の頭の中を整理する
道具として「文章の設計図」というワークシートが示されている。文章の設計図には、５つの
Step と９つのルールがある。以下のようなプロセスになる。
Step１「意見を書き出す」
①思いつく限りの意見を書き出す
②根拠が出せそうな意見を２つ選ぶ
Step2「根拠を書く」
③選んだ意見のそれぞれに対して根拠を書く
Step3「事例を出す」
④出した根拠に対して、それぞれ事例を出す
⑤説得力のある根拠と事例が書けた意見を一つ選ぶ
Step4「文章を構成する」
⑥今回選んだ意見の根拠を３つに分け、グループにまとめる
⑦各順序を決め、意見と根拠をそのまま原稿に写す
⑧根拠にグループ名をつける
Step5「文章にする」
⑨接続詞を加えながら Step4 の部分をつなげて文章にする
実践を通して得られた課題は、以下のとおりである。
一つには、
『論理コミュニケーション〔第 2 版〕
』では、意見を出し、根拠を書き、出した根
拠に対してそれぞれ事例を出した上で、
意見と根拠をそのまま書き写すと提示されているので、
生徒が説得力のあると考えた根拠が文章として列挙されることに留まることもあり、事例が文
章に抜けてしまうことがある。意見と根拠という二者関係でとらえてしまって、意見と事例を
つなぐ論拠・理由づけという点が意識されにくいのではないだろうか。
二つには、意見を書き出す前に、テーマの対偶にある問いを考えたり、どういうテーマとし
て理解するかを検討したりするプロセスがない点である。
「事実・データ」と「意見」と「論拠」
という軸に、
「問題」と「テーマ」と「結論」という軸を組み合わせて、与えられたテーマがど
ういう問題を解決しようとしているのかを意識させる必要がないだろうか３）。
三つには、構成された文章を点検・修正するプロセスがない点である。だから、根拠に対す
る事例が、根拠に対するデータや事実になっていなかったり、自分の書いた文章が相手にどの
ように伝わるかを推敲できていなかったりすることがあるのではないだろうか。
今後は、探究科学コースを持つ宮崎県立日南高等学校や宮崎県立小林高等学校との連携も視
野に実践を積み重ねるとともに、高校教員との研修や研究会を実施するなかで、高大接続を視
点としたライティング教育プロジェクトを構築していきたい。
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４．注
１）教育行政・学校経営分野と教育課程・授業研究分野の大学院専任教員も含めた学部教職実践基
礎コースを担う研究者教員 7 名は、宮崎県立宮崎南高等学校の課題研究指導も担っている。探
究とライティング教育は密接に関連しており、教職実践基礎コースでは、FD 活動として宮崎南
高等学校の課題研究指導も含めて、論理的思考力の形成や高大接続の在り方などを協議してき
た。本報告もこうした FD 活動の一環に位置づくものである。なお、宮崎県立高鍋高等学校とは、
教育協働開発センターを窓口に連携してきた。探究学科を対象とするロジカルコミュニケーショ
ンのほかに、普通科や生活文化科を対象とする 1 年生地域探究の成果発表への指導助言にも協
力している。
２）梅嶋真樹ほか『論理コミュニケーション[第 2 版]』慶応義塾大学出版、2011 年、参照。さらに、
本書では、複数の文献と１つの主張の関係性を読解する「１対 N の読解」を求めている。
「１対
N の読解とは」とは、複数の文献と１つの主張の関係性を読解することであり、１つの文献に書
かれた新しい主張とその文献の参考文献となっている複数の先行研究の関係性を読解しようと
いうのである。今回の実践は、文書の設計図を活用した論理的な意見文を書くところに対応し
たものであり、１対Ｎの読解を行い、関係性を記述する点は扱っていない。
３）松下佳代『対話型論証による学びのデザイン ― 学校で身につけてほしいたった一つのこと』
勁草書房、2021 年、参照。
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教職実践基礎コースとの接続を視点としたカリキュラムの改善
― 教育課程・授業研究分野の時間割調整を中心に ―
竹内元1・湯田拓史 1・遠藤宏美 2・小林博典 2・盛満弥生 2・深見奨平 2・野邊孝文 1
・椋木香子 1
要旨
本実践報告は、教職実践基礎コースとの接続を視点としたカリキュラム改善の一部を記
録したものである。教職実践基礎コースでは、6 年一貫教育としてフィールドワークを螺
旋型に積み重ねるカリキュラムをデザインしている。それに伴って、とりわけ教育課程・
授業研究分野では、大学院科目の時間割を調整することで、理論と実践の往還を意識する
とともに、教職大学院院生に学外での授業研究の機会を保障してきた。
１．はじめに
宮崎大学教育学部は、小中一貫教育コースと教職実践基礎コース、発達支援教育コースの３
つのコースで構成されている。教職実践基礎コースは、現代の教育課題に対応するための教育
の諸理論と実践力を兼ね備え、地域に根ざす学校づくりの中心となる教員を養成することを目
的としている。
平成 28 年度の学部名称変更に伴うコース改変の際に、大学院進学を前提とする「教職実践
基礎コース」（定員 10 名）を設置した背景には、複雑化・多様化する学校に関わる諸問題に
対応可能な教員育成が喫緊の課題であるにもかかわらず、4 年間の教員養成カリキュラムでは
対応できていないという問題関心があるとともに、前身の学校教育講座の課題として、本講座
を希望する学生の半分近くが 3 年のゼミ分けの時点で教員を諦め、公務員や企業などを希望し
ており、教科教育以外の教育が十分にできないという問題点があった。
教職実践基礎コースでは、宮崎県の小学校教員になることを希望する人のための推薦入試を
行うとともに、教職大学院との強い連携を図り、教育現場でのフィールドワークを多く取り入
れた 6 年間を見通したカリキュラムを工夫してきた。教職実践基礎コースを卒業する学生の進
学状況は、以下のとおりになった。
表 1：教職実践基礎コースの大学院進学者数等

1
2

卒業者数

進学者数

進学率

全体進学者数（参考）

全体進学率（参考）

令和 2 年度

10 人

7人

70%

21 人

19%

令和 3 年度

9人

2人

22%

4人

4%

令和 4 年度

13 人

6人

46%

12 人

9%

宮崎大学教育学研究科
宮崎大学教育学部
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２．教職実践基礎コースとの接続の特徴
教職実践基礎コースにおける大学院の接続に関わる教育の特徴として、大学院接続科目の設
置と学部学生・教職大学院生の授業等の積極的な合同実施がある。
教職実践基礎コースでは、大学院接続科目として、4 年次に「学校・学級経営論」と「教育
課程・学習開発論」を設定している。
「学校・学級経営論」と「教育課程・学習開発論」は、
コース改変当時の大学院の教育学系のコースだった「学校・学級経営コース」と「教育課程・
学習開発コース」のそれぞれの教育内容を先取りした内容を実施する科目であり、具体的には
学外のフィールドワークと講義・グループワーク等の学内での学習を組み合わせた授業を実施
している。これにより、理論と実践の往還を目指す大学院での学習をイメージしやすくなり、
また、通常の学部授業では扱わない学校・学級経営やカリキュラム開発・授業研究などの内容
を実践的に学ぶことができるようになっている。実はコース設置当初は、学部在学中に大学院
の授業を履修し、大学院入学後に履修を認める制度も検討をしていた。これは大学院在学期間
を短縮できるなどのメリットがあるものの、学部在学中に学習した内容が大学院レベルでの学
修となりうるかという点で疑問が残り、学部の教員養成カリキュラムに上記の大学院接続科目
を設置することとしたのである。しかし、学部授業が増えることで教員負担が増えることと、
また、フィールドワークの機会や優れた実践事例については、学部生・院生関係なく、共有す
る必要があることなどから、授業内容の一部については、合同で行なっている。例えば、小学
校で行われる研究授業に院生・学部生も一緒に参加するが、それぞれは異なる授業科目の１コ
マとしてカウントする、などである。
このような合同の学習の場の設定には、意図がある。教職実践基礎コースでは学部 1 年次か
ら学校訪問や授業参観の様々な機会を設定しているが、例えば、カリキュラムの工夫といった
内容は、学部 1 年生では十分理解できない。しかし、学部 1 年生なりに、子どもの姿や教師の
指導方法を学ぶことはできる。同じような取り組みや授業でも、学年によって理解できること
が異なっている。そのため、あえて、同じ取り組みであっても、学部生の時にも大学院の時に
も参観させ、学びの深まりをデザインしている。また、参観したことをもとに質疑や議論をす
る際、院生が気づく視点と学部生が気になるところは当然異なることを生かして、同じ実践を
見ても学習が重層的になるよう工夫している。
このような螺旋型の学習の積み重ねを維持するため、五ヶ瀬町教育委員会等と連携協定を締
結するとともに、コースの再編成と合わせて、「授業の成立と学習集団づくり」や「小規模校
のカリキュラムマネジメントと授業づくり」等、学外での学校視察や研究授業を学内での講義
や分析・検討・議論などで深めるなど、教育課程・授業研究分野のカリキュラムを編成し直し
た。そのさい、時間割をも調整し、学外での授業研究の機会を保障してきたのである。
３．教育課程・授業研究分野の時間割調整
教育課程・授業研究分野では、①「授業研究と教師の成長」
（コース必修科目・前期）／
「授業の分析・評価と学習開発」
（後期）／「授業の成立と学習集団づくり」
（後期）
、②「子
どもの学びと教育課程経営」
（必修科目・前期）／「道徳教育開発研究」
（後期）
、③「情報メ
ディアによる実践的指導方法と課題」
（必修科目）／「情報メディア教育開発研究」を、
「基礎
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能力発展実習」や「メンターシップ実習」と合わせて、理論と実践の往還を意識したカリキュ
ラムとしてきた。そのさい、コース科目を組み合わせる形で時間割を調整し、前期は、月曜日
と金曜日を、後期は、月曜日と木曜日と金曜日を、学外の授業研究等に参加する教育フィール
ド研究の調整日とした。
さらに、あらためて時間割を下記のように見直した。
表２：2022 年度からの教育課程・授業研究分野の時間割変更点
科目名

変更内容

小規模校のカリキュラムマネジメントと授業づくり

時間割変更

（後期）

木 3・4 時限→集中講義

授業研究と教師の成長（前期）

クォーター制への移行
1 期（月 5・6・7・8 時限）

教育課程の理論と方法（前期）

時間割変更
金 5・6 時限→木 7・8 時限

授業の分析・評価と学習開発（後期）

クォーター制への移行
3 期（月 5・6・7・8 時限）

授業の成立と学習集団づくり（後期）

クォーター制への移行
4 期（月 5・6・7・8 時限）

「小規模校のカリキュラムマネジメントと授業づくり」は、開講実態と合わせ、集中講義と
し、
「授業研究と教師の成長」
、
「授業の分析・評価と学習開発」
、
「授業の成立と学習集団づくり」
をクォーター制とし、
「教職総合研究Ⅰ」とのつながりを強め、理論と実践の往還を受講者が自
覚しやすいように整理したのである。具体的な時間割は、以下のようになる。

図１：2022 年度の教育課程授業研究分野の時間割
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４．考察と今後の課題
今後の課題は、院生の学び履歴からカリキュラムの編成内容を点検するとともに、さらなる
授業内容の充実と精査である。学部生と院生を同じ教育フィールドを対象に指導するなかで、
学部生が習得できることと院生が習得できることに差があることが少しずつ分かってきた。そ
のため、大学院の授業内容や指導等について、ルーブリックを作成したり、実習の研究授業の
振り返りから大学院の講義で扱う内容を調整したりするなど、大学院の授業内容の改善にも継
続的に取り組んでいる。なお、教育課程・授業研究分野の授業科目である「小規模校のカリキ
ュラムマネジメントと授業づくり」は、本学の「教育・学生支援センター紀要」第 6 号の実践
報告に、 教育行政・学校経営分野の授業科目である「危機管理の理論と事例演習 B（保護者
対応）
」は、本教職大学院年報第 2 号に投稿している。今後も授業担当者が、実践報告を積み
重ねるなかで、教職実践基礎コース、教育行政・学校経営分野、教育課程・授業研究分野を担
う教員 8 名の FD として、教職実践基礎コースとの接続を視点としたカリキュラム改善に取り
組んでいきたい。
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教員研修や校内研修の充実に関する基礎的研究プロジェクト
ランチタイム FD の実践
竹内元 1)・小林博典 2)・幸秀樹 1)
要旨
本報告は、教員研修プログラムの開発や校内研修の充実に資する地域貢献のあり方に関す
る基礎的研究の一環として行った FD 実践である。
１．実践の概要
宮崎大学教育学部附属教育協働開発センターは、宮崎県教育委員会や宮崎県内の市町村教育
委員会と協働して、授業研究を中核としたさまざまなプロジェクトを推進するとともに、教員
養成・教師教育に関する連携協定の締結や外部資金の獲得を行ってきた。
今年度は、教員研修や校内研修の充実に関するプロジェクトを立ち上げ、大学院教育学研究
科の教員と学部の教員にも参加していただき、主に月 1 回程度のランチタイムセッションと不
定期に開催する研究会を通して、教員研修プログラムの開発や校内研修の充実に資する地域貢
献のあり方に関する基礎的研究を協働で行ってきた。
本実践では、文部科学省の動きと本学部の課題を見据えながら、他大学等の講師にレクチャ
ーを受けながら、教員研修や校内研修の充実に関する探究を深めながら、FD としても充実させ
てきた。さらに、宮崎県教育委員会や教員研修センターへのヒアリングを通して、宮崎県教育
委員会等といっそうの連携を深めつつ、コンテンツ作成やオンライン研修を充実させるための
本学の教室整備も進めている。
Zoom による遠隔リアルタイム方式で実施してきたランチタイムセッションは、以下の通りで
ある。本稿は、ランチタイムセッションを中心に報告する。
【第 1 回：ランチタイムセッション】 2021 年 7 月 14 日（水）12：10－13：10
本学部の教師教育及び教員養成の課題‐独立行政法人教職員支援機構の動向をふまえて
話題提供（敬称略）
：湯田拓史（宮崎大学大学院教育学研究科准教授）
【第 2 回：ランチタイムセッション】 2021 年 9 月 27 日（月）12：00－13：20
本学部の教師教育及び教員養成の課題‐これまでの学部の教員養成教育改革をふまえて
話題提供（敬称略）
：三輪佳見（宮崎大学大学院教育学研究科教授）
【第３回：ランチタイムセッション】 2021 年 11 月 24 日（水）12：00‐13：20
教師教育における教職大学院の役割と課題
話題提供（敬称略）
：姫野完治（北海道教育大学教育学研究科教授）
【第４回：ランチタイムセッション】 2021 年 12 月 8 日（水）12：00‐13：20
独立行政法人教職員支援機構の今後の展望‐教員免許状更新講習の発展的解消の状況等を
ふまえて
話題提供（敬称略）
：清國祐二（独立行政法人教職員支援機構つくば中央研修センター長）

1)
2)

宮崎大学大学院教育学研究科
宮崎大学教育学部
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２．本学部教師教育及び教員養成の課題‐第 1 回ランチタイムセッション及び第２回ランチタ
イムセッション報告
2021 年 7 月 14 日（水）12：10－13：10 に Zoom による遠隔リアルタイム方式で、第 1 回ラン
チタイムセッションを行った。参加教員は、8 名である。
「本学部の教師教育及び教員養成の課
題 – 独立行政法人教職員支援機構の動向をふまえて」というテーマで、湯田拓史准教授に話
題を提供していただいた。教職員支援機構の動向を踏まえ、九州教員研修支援ネットワークで
進めてきた研修コンテンツの作成の動きと、
「教員の働き方改革」や中央教育審議会がすすめて
いく「個別最適な研修」あるいは「新たな教師の学びの姿」にかかわって研修履歴のデーター
ベース化の動きを解説していただいた。
①教育委員会との連携事業は、
「一回性」なものから「継続的」なものとしてとらえる必要が
あること。②研修を実施した際、成果を活字媒体として発表していくことやプログラム評価の
在り方を検討していくこと。③宮崎県の地理的条件を生かして「場に応じた研修」の在り方を
探究することなど、大学の地域貢献のあり方に関する新たな学びがあった。個々の教員には、
育成指標を視野に入れながら大学院講義等のテキストを映像化していく作業が求められるとと
もに、組織としては、教育委員会や教員研修センターと研修プログラムのカリキュラム開発の
場を設けていくことが求められている。
第 2 回のラインタイムセッションは、2021 年 9 月 27 日（月）12：00－13：20 に、Zoom によ
る遠隔リアルタイム方式で行った。宮崎県庁高等教育課の内田信昭副参事を含めて、参加した
教員は、9 名である。三輪佳見教授に、これまでの学部の教員養成教育改革をふまえて、本学
部の教師教育及び教員養成の課題について話題提供してもらった。
本学部は、教員養成改革にいち早く連動し、改組を重ねてきた。改組は、10 年以内に、常に
求められている。
行政改革の観点から教員養成学部の改革が提起され、1989 年に、総合的なゼロ免課程ではな
く、人文社会に特化した人文社会課程を新設、1988 年に専修免許状ができた教職員免許法改正
を受け、1994 年に教育学研究科修士課程を新設、学科目制から講座制へ移行した。教員養成課
程の 5000 人削減、1998 年の教職員免許法改正を受け、1999 年教育文化学部に名称変更、教員
養成は学校教育課程の 1 課程となり、複数免許取得が卒業要件となった。このときは、異校種
の免許、あるいは複数教科を取得するものでもあった。国立の教員養成系大学・学部の在り方
に関する懇談会を経て、教員養成学部の再編・統合、評価システムの確立が求められ、2001 年、
教員養成学部として独自に宮崎県との連携協議会を全国に先駆けて設置した。教育職員養成審
議会答申「養成と採用・研修との連携の円滑化について」を受けて、①コアカリキュラムの整
備とシラバスの作成、②フィールド教育の導入や教育実習の拡大など授業方法の開発、③6 年
を見通した高度の教員養成を実現するために、宮崎県教育委員会等との連携を推進し、修士課
程の夜間コースへの現職教員受け入れ態勢を整えたり、現在の教職総合演習の内容のもとにな
っている宮崎県教育委員会の各課の課長が講義する科目を新設したりした。2003 年には、総務
省による「教員の養成、資質向上等に関する行政評価・監視結果に基づく通知」があり、教員
の質保証が求められ、評価が厳格化された。
ターニングポイントは、2006 年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
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ついて」を受け、教職総合演習の新設・必修化、教職大学院制度の創設、教員免許更新制の導
入など、修士課程における教員養成が否定され、養成と研修を自治体と大学が協働することが
求められた点である。宮崎大学と宮崎県の関係は良好であり、宮崎大学は、教員養成に吹く逆
風の中で宮崎県に支えられる必要があり、宮崎県は財政問題があるなかで、宮崎大学の支援が
必要となった点が良好の関係を維持してきたのではないか。
教員養成を質的に保証するための宮崎大学の改革は、学校教育課程定員を増やすとともに、
教職大学院を設置するものであった。教職大学院には、当時全国唯一の教科領域のコースが設
けられた。質保証は、学部・大学院の到達目標を設定し、教育実習を区切りにしたステージ別
達成目標を設定し、授業基礎演習と教材開発演習を新設した。学部で 2 年前期に観察の基礎能
力を培う授業基礎演習を経て、学部実習Ⅰで観察し、2 年後期は児童生徒の実態を見て教材を
開発する演習へとつなぐ点がカリキュラムの特色である。教職大学院は、大学院の授業におい
て単元計画から授業を作成し、基礎能力発展実習に取り組むものにするとともに、教育委員会
との連携の積み重ねを活かして、修了認定に外部評価を導入した。
本学部では、ミッションの再定義において、小学校教員養成への特化が求められ、中学校教
育コースを廃止することになったが、宮崎県との協議も踏まえて、中学校の教員免許をフルス
ペックで確保し、小中一貫教育コースを設置した。ただし、小中一貫という点で附属学校園が
どうなるかという課題と、学部・大学院の 6 年一貫教育がうまくいっていないという課題があ
った。平成 28 年の改組において、教職実践基礎コースを設置し、入学者選考における宮崎県の
関与を成立させるとともに、高校生を対象とした教師みらいセミナーにも宮崎県との協働が推
進されているが、6 年一貫教育は今後も新しいことを考える必要がある。さらに、実践力を育
てる方向の中で、教員養成学部の教員も学校現場の経験がある人を増やすように求められてい
るが、同時に、外部資金の獲得など研究面の充実も求められている。
残された課題は、専門性を培いつつ学部教員の負担を減らす点である。演習を 1 単位にした
り、選択科目を少なくしたりしていくことが求められる。
今後の課題としては、次の４点が挙げられた。第一に、附属学校園の活用である。附属学校
園を舞台に、宮崎県と大学と附属学校園で協働しつつ授業づくりができ、その成果が研修の成
果になっていくことが求められる。附属学校園と研究において協働するにあたっては、大学教
員も実践に参画し、附属学校園をフィールドとして活用することが必要ではないか。さらに、
附属学校園から保護者の了解を得ながら地域に発信し、地域に還元されていくことも必要では
ないか。第二に、大学院のメンターシップ実習について、本学とは異なって多くの大学では、
勤務校の課題に資する校内研修づくりに取り組んでいる。現職教員を派遣していただく勤務校
に対して、
学校の課題解決に資する現職教員の力量形成を考慮しないといけないのではないか。
第三に、6 年間一貫にかかわった大学院進学の経済的な条件整備である。本学部の 3 年生は大
学院進学に興味はあるけれど、経済的な課題がある。たとえば、学部新卒院生の 2 年目の実習
を実習校に 1 年間勤務しながらできないか。第四に、教員志望者が少なくなる中で、高大接続
を推進し、宮崎大学の附属高校を設置するなど、宮崎県と宮崎大学のさらなる協働が求められ
る点である。
３．教師教育における教職大学院の役割と課題‐第３回ランチタイムセッション報告
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2021 年 11 月 24 日（水）12：00‐13：20 に第 3 回ランチタイムセッションを Zoom による遠
隔リアルタイム方式で行った。北海道教育大学教育学研究科の姫野完治教授にご協力いただい
た。参加した教員は、8 名である。
教職大学院は、①ストレート―マスターと現職教員が一緒に大学院授業を受けている点、②
研究者教員と実務家教員が一緒に大学院における指導を担っている点が、従来の教師教育の枠
組みとは異なっている。従来は、大学院で研究者が学生を指導し、校内・校外研修で指導主事
等の実務家が現職教員の指導の多くを担ってきた。
ストレートマスターは、現職教員とともに教職大学院で学ぶことで、現場教員の実践知を吸
収し、現場経験を積み、スムーズな教職へ移行することが期待されている。現職教員は、スト
レートマスターへのメンタリングを通して、実践経験を省察し、実践を相対化し、理論的な意
味づけができるようになることが期待されている。その反面、現場で役立つといった短期的な
目標に終始していないか、模擬授業とふりかえりで力量は形成されるのか、保護者対応等の事
例検討で現職教員は満足しているのか、といった課題が指摘されている。
また、教職大学院には、①現場経験がない研究者教員、②現場経験がある研究者教員、③実
務家教員の 3 タイプが在籍しているが、研究者教員と実務家教員の融合は可能なのか、理論と
実践を融合・往還する力は誰が育むのか、研究者教員と実務家教員の考える「理論」にズレは
ないのかなどの課題が示されている。
姫野完治教授からは、これからの教職大学院を考える上で注目する点として、①教師の成長・
発達における教職大学院の位置づけ、②教師のための実践研究のあり方、③教師教育を担う大
学教員に求められることについて、話題を提供していただいた。
中央教育審議会（2015）が示した「学び続ける教員を支えるキャリアシステム」では、教師
の学びがポイントでとらえられ、教師の成長・発達を講習や研修を受ければよいということで
しかとらえていないし、カリキュラムの総和として教師の学びをとらえており、経験による学
習やコミュニティによる学習のあり方は検討されていない。教師の学びを加算的に考えるモデ
ルでは、教師に求められるものに対応して、研修をどんどん増やすことになるし、PDCA サイク
ルに基づき、反省反省反省となる。
「学び続ける」教師は、
「学ばされ続ける」教師であり、研
修が増えても高度化はしないのではないか。リフレクションだけでは、教師の学びにはならな
いし、経験から学べる教師と学べない教師がいる。さらに、環境によって学ばなくなったり、
学んだりすることがある。教職大学院は、加算的なカリキュラム観から脱し、現職教員には「観
のとらえ直し」が提供できているか、ストレートマスターには、修了後も継続的に学ぶ機会を
提供するコミュニティづくりが必要ではないだろうか。
教職大学院の大学院生の実践研究は、課題意識からダイレクトに研究の開始につながること
が多く、
「課題意識の問い直し」が抜けている。リサーチ・クエスチョンやリサーチ・デザイン
が立てられずに、実践研究を行っていることが多い。学校における実践研究も、本質的な課題
の分析が不十分なため、日々の教育実践に反映されていないとか、研究主題が具体化されてい
ないため、研究の方向が不明瞭なまま研究がすすめられているとか、実態把握やデータ分析が
曖昧なため、客観性の高い研究になっていないなどが指摘されているが、こうした問題点を教
職大学院が行う実践研究が強化してやしないかに注意を払う必要がある。
さらに、教師の学びを支援する人を、教師教育者とすると、今後は、
「教師教育者」教育が求
められる。今後、鍵となるのは、
「教師教育者」という視点である。そもそも、私たちは「教師
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教育者」という認識を持っているのか。実務経験のない研究者教員と実務経験がある研究者教
員と実務教員では、教員養成で身に付けるべき資質や能力や教師の学び観は異なっている。立
場や背景の異なる教師教育者の違いをいかに生かすかが問われている。
実務経験なし研究者教員、実務経験あり研究者教員、実務家教員の各々強みを生かすには、
TT で授業をすればよいというわけではない。教育実践研究の方法論とリサーチマインドをいか
に高めるか、そのためのカリキュラムや FD、SD が必要となってくる。教職大学院の質を高める
には、授業を担う実務家教員自身が行う実践研究を可視化したり、共有したりするモデルや枠
組みの獲得を促したりする必要がある。教職大学院を修了した現職教員がいずれ教職大学院の
教員になる循環を生み出すような、教師教育者を育むことに寄与する教職大学院カリキュラム
が求められている。
なお、話題提供を受けた質疑応答のなかで、以下のような課題も示された。
（１）実務家教員が大学院の授業にすべて張り付くことを一度見直し、実務家教員が学会発表
や論文執筆経験を得る機会を保障していく必要はないか。
（２）
教職大学院の授業で課すレポートのあり方を見直し、
学びの成果を受講者と共有したり、
学校現場に還元したりすることが求められてくるのではないか。
（３）学校現場の授業研究に、指導助言者だけでなく、実践分析を求められたり、院生もボラ
ンティアの人手として求められるのではなく、リサーチ＆フィードバックが求められたりする
ような、教職大学院の地域貢献が成立するには、どうすればよいか。
（４）教職大学院の FD は、満足度調査であることが多い。授業計画の組み方や授業内容も学習
者である院生が一年間を通してどのように変容しているか、学校現場の変革につながるものを
会得しているかという点から見直すことができているか。
（５）教職大学院修了者を学校長から見た印象評価だけでなく、学校を変えていくキーマンと
して長いスパンで育てていくしくみを得ているか。教職大学院修了者のフォローアップのあり
方を検討する必要はないか。
４．独立行政法人教職員支援機構の今後の展望‐第４回ランチタイムセッション報告
第 4 回ランチタイムセッションは、2021 年 12 月 8 日（水）12：00‐13：20 に、独立行政法
人教職員支援機構つくば中央研修センターの清國祐二センター長にご協力いただき、教員免許
状更新講習の発展的解消の状況等をふまえて、独立行政法人教職員支援機構の今後の展望を語
っていただいた。宮崎県教育研修センター学習研修課の石川優子主幹を含めて、参加した教員
は、9 名である。
教師の研修環境が変化し、体系的かつ効果的な研修体制の樹立やオンラインによる研修コン
テンツの充実等が課題となっている。
学び続ける教師は示されているが、
働き方改革もあって、
研修は悪という位置づけもなされている。そうした中で、独立行政法人教職員支援機構には、
研修履歴をどう記録管理していくか、教員不足を解消していくために教職に就いていない者の
ための学習コンテンツの開発などが求められている。
全国 44 の教職大学院との連携協定を結んでいる全国的な研修・支援のハブ機能を有する教
職員支援機構においては、文部科学省の主導のもと、研修受講履歴管理システムの構築・運用
に参画し、①学習コンテンツの質保証、②ワンストップ的に情報を集約し、適切に整理・提供
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するプラットフォーム、③学びの成果を可視化するための証明の仕組みといった３つの仕組み
を構築・運用し、これらを一体的に構築・運用を図っていくことを、関係機関との連携体制を
整えつつ、これから協議を開始する。なお、任命権者の意向を尊重しながら進めることを前提
とし、見通しとして「校内研修」の積極的な位置づけや推進を図ろうと検討している。
現在、独立行政法人教職員支援機構は、第 6 期の中期目標期間（令和 3～7 年度）であり、大
きく二つの研修タイプがある。一つは、職階別・世代別の「教職員等中央研修」であり、集合・
宿泊型研修を軸にしつつ、全国のネットワークをつくることで、地域リーダーを育成するとと
もに、反転学習を活用し効果を高めることを模索している。二つには、
「学校経営に関する基盤
研修」と「教育課題に対応する指導者養成研修」であり、オンライン研修を実施し、多数の教
職員が各地で受講可能とするものである。研修内容・方法・形態を検証しつつ、随時改善を図
っている。
「基盤研修」と「指導者養成研修」は、３タイプの実施形態を予定している。①講師による
リアルタイム・オンライン研修は、講師がリアルタイムで講義を行い、質疑応答の時間も確保
するものである。個人作業＋グループ協議＋シェアリングといった演習であっても、進行と講
評は原則講師が行うものである。
②ファシリテーターによるリアルタイム・オンライン研修は、
収録動画の講義をリアルタイム配信し、質疑応答の時間は設けないものである。講師とは異な
る研修のファシリテーターによるグループ・リフレクションなどを用い、学校現場に即した学
びへ深化させようとするものである。③オンラインによる学習管理・支援（学習履歴の確認、
試験実施、課題レポート提出、受講者への連絡等）のための機能を有しているＬＭＳ（Learning
Management System）によるオンライン研修であり、教育委員会等から推薦された受講者が、研
修に専念できる期日に確実に受講し、受講歴や課題レポートの提出等が総合的に判断され、修
了の認定が行われるものである。
新しいタイプは、ファシリテーターによるリアルタイム・オンライン研修である。この研修
タイプは、講師等の収録動画を同時刻に配信し、受講者はそれを視聴するので、講師等の時間
を縛らないものである。さらに、グループ・リフレクションを通して受講者の学びの相互作用
により研修内容の理解が深められたり、受講者の情報交換（実践内容や課題意識等）が比較的
柔軟にできたりすると考えられている。
協議の中では、以下のような点が課題として挙げられた。
（１）本学部も大学主催の行政研修を実施しているが、教材費の負担等が課題となっている。
独立行政法人教職員支援機構ではオンラインにすることで、旅費にかかっていた部分を負担金
として徴収できないかと考えている。
様々な資金調達の可能性を探りながら、
学校の教員には、
大学教員が学会費を支払って学会に参加するように、自分の資質向上のため支出するという文
化をどう醸成するか、キャリア形成における受益者負担の文化は、教師が学び合う主体になる
必要もあり、大きな課題である。自分の外に答えがあるときは、オンラインでもよいが、自分
の中に答えがあるときは集合型になる。参加する受講者も受講の仕方を意識してこなかったの
ではないか。受講者側に目的意識をどうつくっていくかは、オンラインがあることで整理しや
すくなった。
（２）どの層にあった研修なのか、構造化された研修を見える化していく必要もある。また、
役に立つ局所的な研修が求められる中で、研修のみで終わるのではなく、日常の実践とどう接
続していくのか、研修と実践をつないでいくファシリテーターの養成も必要となってくる。
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（３）受講者が個人ではなく、学校単位や役職単位ということもある。研修を通して受講者が
身に付けたり、インパクトを得たりすることを明確にする全体のストーリーをどのように受講
者と共有したりするかも問われている。
５．おわりに
「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会の「審議のまとめ」に、次のような
メッセージが示されている。
・学びに専念する時間を確保した一人一人の教師が、自らの専門職性を高めていく営みで
あると自覚しながら、誇りを持って主体的に研修に打ち込むことができるという姿の実現
を目指していく。
・教師の学びの内容の多様性と、自らの日々の経験や他者から学ぶといった「現場の経験」
も含む学びのスタイルの多様性を重視する。
そうした中で、教師の学びの「軸」は学校にあるとして、校内研修の充実が重要視されてい
る。教師教育は、研修内容をどう構成するかという点だけでなく、研修の場をどのようにつく
っていくかが問われている。実践的な力量形成は、自らの実践や他者から学ぼうとする状況を
つくり、それを発展させることを通して、力量形成を互いに支え合う関係を構築することが求
められている。教職大学院のカリキュラムも含めて、オンライン研修にしても、校内研修にし
ても、そうした場を構築していく研修デザインが求められている。
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学校を単位とした授業研究２０２１年度プロジェクト

竹内元1
要旨
学校を単位とした授業研究プロジェクトは、次年度より教育協働開発センター研究プロジ
ェクトとして取り組まれる。本稿では、2021 年度に行った授業研究プロジェクトの概要と
課題を報告する。
１．プロジェクトの概要
本プロジェクトは、学校の小規模化を背景に、教科の授業研究の成立や小中合同による校内
研修の充実といった地域の課題に対応したものである。教職大学院の特色である「理論と実践
の往還」の手法を活用して、学校が抱える課題を解決し、学校現場の教育の質向上に貢献する
プロジェクトであり、宮崎県内の各学校や市長村教育委員会からの依頼を受け、当該学校と本
学部の教員が共同で授業研究を行うものである。2020 年度に対応した学校数は、１市１町の 5
校であり、2021 年度は、1 市 1 町の 3 校である１）。授業参観の回数や対象となった学校教員の
人数等は、表 1 のとおりである。
表１：学校を単位とした授業研究の実施概要
年度

2020 年度

2021 年度

市町村数

2

2

学校数

5

3

対応日数

37

25

授業参観回数

79

52

対象教員述べ人数

184

169

指導助言にかかわった大学教員述べ人数

75

46

教職大学院の特色である専門分野が異なる複数教員による指導体制を活かし、教科教育と教
科専門、教科教育と教育方法といった複数教員の参画による授業研究も行われた。2021 年度は、

1

宮崎大学大学院教育学研究科

59

竹内元

実務家教員と研究者教員の組み合わせでも行われている。
本プロジェクトは、個々の教職大学院修了生を対象とした授業力向上フォローアップ事業と
は異なり、現代的な教育課題への対応や校内研修の活性化など学校全体の力量形成を推進する
ものであり、道徳の教科化に対応した小中一貫カリキュラムの構築や小規模学校における教科
の授業研究の推進などに取り組んできた。町全体の学力向上の推進への対応や教職大学院に入
学してくる現職教員の勤務校への複数年にまたがる対応など、学校や市町村教育委員会との発
展的な協働体制の構築や教職大学院そのものの教育フィールド研究の推進などが期待できる事
業である。
２．西都市立西都銀上学園
西都市教育委員会との連携事業の一つである。本学部の教育協働開発センターが窓口になっ
て西都市の小・中学校における校内授業研究会の指導助言講師の派遣希望がある学校に、本学
教員を派遣している。銀上学園は、施設一体型小中一貫校であり、2012 年度に銀鏡中学校の校
舎を改築し、2013 年度から「西都銀上学園」を愛称として使用している。2021 年度現在、小学
生 8 名、中学生 14 名が在籍している。なお、宮崎県内で唯一山村留学生を受け入れている学校
でもある。山村留学自体の受け入れは、外部団体「奥日向銀上山村留学実行委員会」の取組で
あり、
その制度を利用して校区内の里親さん宅でお世話になっている子どもを受け入れている。
2021 年度は、10 名の新しい留学生を迎えている。
本年度は、9 月 27 日より 10 月 26 日までの４日間で、小学校１教科、中学校６教科の授業参
観と事後検討会を行った。本学部より参加した教員は、菅裕、藤本将人、永吉寛行、興津紀子、
竹内元、木根主税、小林博典の７名である２）。教科や単元名は、表 2 の通りである。
表 2：西都市立西都銀上学園における授業研究の日程・単元等
日程

教科

学年

単元名・指導内容等

9 月 27 日（月）

音楽

中２

リズムパターンをつくろう

10 月 15 日（金）

社会

中１

古代国家の歩みと東アジア

10 月 21 日（木）

国語

中１

「不便」の価値を見つめ直す

10 月 21 日（木）

英語

中３

Program５：The story of chocolate

10 月 26 日（火）

算数

小５

面 積

10 月 26 日（火）

数学

中２

図形の調べ方

10 月 26 日（火）

理科

中１

光・音・力による現象
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３．川南町立川南小学校
川南小学校では、学校の教育的課題の解決に必要なテーマを設定し、1 チーム５名程度に分
かれ、テーマの焦点化を図ったり、相互参観をしたり、授業を実践・検討・改善したりする研
修を行っている。2021 年度は、読解力、表現力、ICT 活用、ソーシャルスキルの 4 チームに分
かれ、6 月に授業研究会を行うとともに、11 月に唐瀬原中学校区の公開研究会を行っている。
本学教員は、読解力、表現力、ICT 活用の 3 チームを中心に、4 月 14 日の事前打ち合わせか
ら 11 月 10 日の公開研究会まで、表３のように研修に参加した。なお、本学部より参加した教
員は、永吉寛行、竹内元、小林博典、野邊孝文の４名であり、事前検討には、Zoom による遠隔
リアルタイム方式も取り入れた。
表３：川南町立川南小学校における授業研究の日程・単元等
チーム
読解力

事前検討の参加

授業参観と事後検討会への参加

6 月 2 日・7 月 21 日・10 月 13 日・ 6 月 14 日：国語（6 年）
10 月 20 日

表現力

11 月 10 日：国語（1 年）

4 月 21 日・7 月 21 日・10 月 20 日 6 月 14 日：理科（6 年）
11 月 10 日：国語（1 年）

ICT 活用

5 月 10 日・6 月 2 日・6 月 10 日

6 月 16 日：社会（3 年）
11 月 10 日：総合的な学習の時間（5 年）

４．川南町立唐瀬原中学校
唐瀬原中学校は、
教科ごとに参観授業とフィードバックを行う方式で授業研究を行っており、
全員が授業を公開している。2021 年度は、2 回の授業公開とフィードバックが行われた。具体
的にはまず、7 月 1 日から 7 月 19 日まで、20 人の教員が授業を公開し、9 名の本学部教員が指
導助言を行った。本学部より参加した教員は、永吉寛行、幸秀樹、木根主税、藤本将人、小林
博典、藤元嘉安、伊波冨久美、菅裕、日高正博である。次に、12 月 6 日から 12 月 16 日まで、
10 教科の授業研究が行われ、本学部より、永吉寛行、幸秀樹、木根主税、藤本将人、小林博典、
藤元嘉安、伊波冨久美、菅裕、日高正博、興津紀子の 10 名が参加した。なお、略案をもとに、
事前協議が行われた教科もある。教科や単元名は、表４の通りである。なお、表４は、文末に
示す。
５．今後の課題
本実践は、
学校の小規模化に伴い教科によっては教科の授業研究が成立しにくい状況の中で、
子どもたちの学習態度を指摘したり、表面的な技術を称賛したりするのではなくて、教科の専
門性を学ぶ授業研究を実施したいという学校管理職の要望が出発点になっている。一町一中学
校になり、一町一人体制も含めた教科指導体制になっていく状況において、授業を他者にひら
いていくこと自体には意味はある。しかし、教科の専門性は、一コマの授業だけに現われるの
ではなくて、単元全体の構成が基盤となっている。授業研究を協働している学校には、講師の
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竹内元

教員も在籍しており、必ずしも理論的なベースがあって、授業実践を積み上げているわけでは
ない。教科によっては、単元構成を構想する段階から支援を必要とする教員もいる。あるいは、
Zoom による遠隔リアルタイム方式で授業を参観したり、授業 VIDEO に対する指導助言で対応し
たりすることで、授業公開の機会を増やしていくことが可能な教科もある。学校教員個々人が
負担感を感じないように、継続的な支援のあり方や多様な支援方法を検討していきたい。
困っている教師は、共通して多忙感を感じているのではないか。多忙感を感じている教師ほ
ど、支援を求めている。授業のよさを指摘すると、
「では、次はどのように展望するか」と教師
自身に学ぶ意欲がわいてくることもある。自分で自分の授業をブラッシュアップする力量がつ
いていないのであれば、自分で自分の授業づくりをふりかえってもらうことも必要となる。対
象となる教員が、ただ授業を公開するだけでなく、自分の授業力をあげていくことに参加して
いるかどうかに注意が必要である。学校の教員は、本プロジェクトの対象ではなく、主体であ
る。授業を公開するという活動ありきではなく、宮崎大学と接点があることの利点が各教員に
どのように伝わっているかに注意しながら、多忙感が減ったかどうかや、不登校の子どもが来
るようになったかどうか、保健室の利用状況が変わったかどうかなど、実践の展望と規準をそ
れぞれの教員と共有することからていねいに始めてみたい。そうした意味では、近隣中学校と
のつながりを創ったり、意欲がある若手教員のサポートを基軸に据えたり、授業研究プロジェ
クトの前提や枠組みを見直し、プロジェクトの方法を目的に応じて臨機応変に変化させていく
ことも視野に入れて協働を推進していきたい。
６．注
１）2020 年度の実践の一部については、次の２つの報告がある。竹内元・椋木香子「学校を単
位とした授業 研究プロジェクト -西都市立三財小中学校 2020 年度プロジェクト-」
『宮
崎大学教職大学院年報』1 号、2021 年、48 – 50 頁。竹内元・大泉佳広・大野匠・樺島優
子「学校を単位とした授業研究プロジェクト -西都市立茶臼原小学校 2020 年度プロジェ
クト-」
『宮崎大学教職大学院年報』1 号、2021 年、51-53 頁。
２）2020 年度は、11 月 4 日から 11 月 12 日の 4 日間に、小学校 1 教科、中学校 6 教科の授業
参観と事後検討会行い、本学部からは、菅裕、藤本将人、永吉寛行、竹内元、木根主税、
小林博典の 6 名が参加している。西都銀上学園の連携は、今年度で 4 年目となる。
３）2020 年度は、川南町立国光原中学校と川南町立唐瀬原中学校 2 校に対応している。国光原
中学校は、7 月 7 日から 7 月 15 日の 5 日間に、8 教科 14 の授業に対応し、11 月 9 日から
12 月 10 日までの 6 日間に、7 教科 15 の授業に対応している。参加した本学部教員は、木
根主税、藤井良宜、山口尚哉、日高正博、永吉寛行、中野登志美、菅裕、吉村功太郎、藤
本将人、小林博典、竹内元の 11 名である。唐瀬原中学校は、7 月 7 日から 7 月 17 日の 8
日間に、10 教科 19 の授業に対応し、11 月 2 日から 11 月 30 日までの 6 日間に、10 教科 20
の授業に対応している。参加した本学部教員は、木根主税、日高正博、永吉寛行、伊波富
久美、菅裕、藤元嘉安、幸秀樹、藤本将人、小林博典、竹内元の 10 名である。
謝辞：2022 年 2 月 16 日と 2022 年 2 月 22 日に開催したミーティングを通して、本稿は作成さ
れている。参加いただいた本学部教員に、記して感謝したい。
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表４：川南町立唐瀬原中学校における授業研究の教科・単元等
第1回
教科

単元名

数学

社会

学
年

「ちょっと立ち止まって」桑

１

原茂夫

年

短歌を楽しむ／短歌を味わう

2年

屏風をつくろう

2年

二次方程式

3年

文字の式 文字式の計算

1年

国語
美術

第2回
教科

理科

技術
国語

技術
家庭
音楽
保体
保体

学
年

太陽と恒星の動き

3年

陸と海の間の大気の動き

2年

音による現象 音の大小と高低

1年

エネルギー変換の技術

2年

筋道を立てて「言葉」をもつ鳥、
シジュウカラ

1年

一次関数

2年

和歌の世界

3年

享保の改革と社会の変化

2年

Program8 The Year-End Events

1年

社会権 ～豊かに生きる権利

3年

英語

～

理科

単元名

Enemy?

酸・アルカリと塩

3年

いろいろな物質とその性質、

1年

家庭

植物の呼吸

2年

Ｂ生物育成の技術 葉物野菜

2年

1年

円の性質（円周角と中心角）

3年

図形の性質と証明

2年

平面図形

1年

保体

バスケットボール

3年

音楽

音楽の特徴「きらきら星変奏曲」

1年

数学

の養液栽培
幼児の生活と家族

3年

情景や曲想を感じ取って歌お

1年

う
1年

ル
マット運動

3年

生活を豊かにするものの製作

物質の区別

球技 ネット型 バレーボー

Program7 Is AI a Friend or an

美術

2年

自画像制作 自分をそっくりに描
こう
アフリカ州～アフリカ産業と新た

社会

な開発～
ＳＤＧｓから地球規模の課題につ
いてとらえよう
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3年
1年
3年

課題研究リポート報告
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の
一体的推進を視野に入れた学校経営計画
～対象としての宮崎県Ａ町～
教職実践高度化コース 桑引 悠成
１．研究の目的
近年、学校が抱える課題は複雑で多岐にわたり、学校内の工夫だけでの解決は困難な状況に
ある。地域においては、人口減少や少子高齢化、財政難等が大きく影響し、担い手不足やつな
がりの希薄化といった教育力の低下が顕著に表れている。これらの課題に対して「コミュニテ
ィ・スクール」と「地域学校協働活動」を推進する体制である「地域学校協働本部」を一体的
に推進していくことは、学校の課題や現状の理解を得ながら、地域の将来を見据えたよりよい
学校運営を行うことにつながると考えられる。佐藤晴雄（2019）1)は、学校支援地域本部（地域
学校協働本部）の有無や設置形態からそれらの有用性、なかでも連携型がより高い相乗効果が
あるというコミュニティ・スクールの成果認識を行っている。熊谷愼之輔ら（2021）2)は、中教
審答申 3)における地域学校協働本部の必須要素から一体的・効果的な機能の発揮には、2 つの
組織の独自性及び主体性を発揮する関係、学校支援活動の「地域主導」への移行、地域学校協
働体制構築の必要性を述べている。瀬川和美（2019）4)は、地域学校協働活動による生徒への学
習支援を持続可能な取組にするうえで「キーパーソン」の重要性を示唆している。しかし、参
画する人々の実態の不明確さ、地教行法一部改正直後の分析と現状との乖離、地域学校協働活
動としての実際の取組、
学習支援以外への諸要素の有効性には疑問が残る。
そこで本研究では、
先行研究及び国や県の実態を踏まえ、地域学校協働活動及びコミュニティ・スクールの先進事
例について比較・検討を進める。そのうえで、具体的に宮崎県 A 町におけるコミュニティ・ス
クールと地域学校協働活動の一体的推進を視野に入れた中学校の学校経営計画を作成する。
２．調査方法と条件
まず、地域学校協働活動の先進事例を「キーパーソン」や地域社会の各種関連団体の観点か
ら分析する。次に、コミュニティ・スクールの先進事例の分析からそれらを構成・機能する諸
要素を抽出する。さらに、A 町の中学校スタッフ(コミュニティ・スクールの代表として校長、
地域学校協働本部の代表として本部長)へ半構造化インタビューを行う。
３．先進事例の比較・分析
(1) 地域学校協働活動の先進事例の比較・分析
まず、令和 2 年度の表彰事例集 5)の分析を行った。観点として設定している「キーパーソン」
は、111 事例中 75 事例（約 67.6％）が地域学校協働活動推進員(コーディネーター)であった。
具体的には、元 PTA 会長や校長等、様々な経験者が業務についていた。各種関連団体の観点で
は、公民館や社会福祉法人、NPO 等、地元の各種団体を活用し活動を進めていることが分かっ
た。
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(2) コミュニティ・スクールの先進事例の比較・分析
次に、令和 2 年度の推進フォーラム事例発表 6)の分析を行った。その結果、コミュニティ・
スクールを構成・機能しうる要素として、学校・家庭・地域の役割の明確化、人材の共有を含
めた組織化、事前の打ち合わせや地域学校協働活動推進員の働きかけの重要性、地域資源を教
材化してカリキュラムに組み込むことが挙げられた。
(3) 先進事例の分析結果
前者は、地域学校協働活動推進員（コーディネーター）の役割の明確化、各種団体の効果的
な活用の検討、学校支援活動以外の活動の更なる充実、企業や NPO 等との連携や ICT 機器の活
用については大きな可能性が秘められている。後者は、学校・家庭・地域の役割の明確化、校
内外の組織化の推進、地域学校協働活動推進員（コーディネーター）との連携、地域の特色に
応じた独自カリキュラムの作成が効果的な取組の要素として表れている。特に、両者に関わる
地域学校協働活動推進員（コーディネーター）は、一体的推進を進めていく鍵となる。
４．A 中学校における学校経営計画の未来構想
(1) A 町・中学校の実態把握
宮崎県 A 町は、県の中東部に位置し、西に尾鈴山、東は日向灘を臨み、西高東低の丘陵性大
地による平坦地が広がる。ふるさと納税は全国でも上位の寄付額を誇り、人口は約 10000 人で
年々減少傾向である。教育機関に幼稚園 1 園、小学校 4 校(分校含む)、中学校 1 校がある。高
等学校の閉校による中学校への期待が大きい。県内で第 1 次産業を占める割合 7)が高く、JR や
バス、IC が近くにあり交通の要所となっている。概念図を図 1 に示す。A 中学校は 1947 年に開
校し、令和 3 年度は生徒数 228 名、10 学級(特別支援学級含む)、職員数 35 名(スタッフ含む)
の学校規模であり就学生徒は年々減少傾向にある。A 町民は A 神社の祭りに力を注ぎ、コロナ
禍以前は学校行事として中学生も参加し賑わいを見せていた。A 町において知・徳・体の調和
のとれた人材育成を行ううえで、コミュニティ・スクールや地域学校協働本部は重要な位置付
けにある。
(2) 半構造化インタビュー調査
表 1:質問項目

学校長及び地域学校協働活
動推進本部長へ令和 3 年 10 月
28 日(木)13：30～15：10 に A 町
中学校の校長室にて、
18 の質問
を基に半構造化インタビュー
を行った。質問項目については
表 1 の通り。質問項目に対する
回答を一部抜粋する。質問項目
(2)について第 2 回参加者の特
徴は、民間企業が大きな役割を
果たしていること、また、学校
長以外の教職員の関わりがあ
ることが挙げられる。質問項目
(3)については、地域学校協働
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活動推進員 1 名は小学校のコーディネート業務に全面的に携わっているため、中学校において
は⑲の地域コーディネーターや⑦の本部長の関与が鍵となっている。質問項目(5)は学校運営
協議会に学校長、地域学校協働本部会議に教頭が参画する形で一体的な推進を目指している。
今後、組織を系統的に揃え PTA との連動も模索中のようである。質問項目(10)はコミュニティ・
スクールと地域学校協働本部、家庭教育サポートチーム、キャリア教育支援センターの 4 つを
連動させて活動を捉えており、キャリア教育に力を入れるうえでキャリア教育支援センターの
存在は大きい。質問項目(15)はキャリア教育支援センターの体制として事務局を A 未来まちづ
くり推進機構、コーディネーター業務を株式会社 I に委託し、センター長を教育対策監に委嘱
している。このことから A 町での「キーパーソン」は地域学校協働活動推進本部長、キャリア
教育支援センター長、教育対策監の肩書きをもつ N であることが分かる。質問項目(18)は両会
議の話の重複の点から共に協議する場の設定を行いたいようである。A 町の小さな規模を逆手
に中学校のキャリア教育を町全体に広げるねらいがあることが分かった。
(3) 独自カリキュラムについて
令和 3 年度の年間活動計画内で大きく 2 点が刷新された。まず「A 未来学」は、総合的な学
習の時間の核の役割及び他の活動との関連性を意識し、年間 15 時間、全学年が取り組むもので
ある。SDGs の視点から地域課題当事者を招いて課題を聞き解決のために必要な視点を収集する
「自分で考え対話する」
、解決のアイデアを出す練習及び実現に向けた議論を行う「自分で動き
を起こす」
、実際に挑戦し取組を町内に発信し共感を得る「まちに動きを起こす」という流れで
進める。共通枠組の構築により担当者の変更にも対応できる形を模索した。次に「A ワク」は、
職場体験学習だけでなく A 町の魅力的な事業所や経営者の存在に触れることで、地元で働く将
来の選択肢に気付いてもらう取組である。これまで A 町内の事業所の少なさ、一部の生徒の不
満等の課題があったが、受け入れ事業所の募集強化や事業所との体験企画等により課題の解決
を図っている。事業所側も経営理念やビジョンを伝え、認知度向上につながるプラスの関係性
がある。
(4) A 中学校における学校経営計画の未来構想
令和 3 年度の学校経営計画「これからの社会に通用する中学生の育成」を基に、図 1「未来
構想（学校経営計画）
」を構想した。

図 1:未来構想(学校経営計画)筆者作成

67

図 1 では、三本柱である学びの定着、生徒指導、キャリア教育に焦点を当て、まず、学びの
定着に関しては、学習支援である地域未来塾を設立し連携していくことが必要だと思われる。
その際、
地域学校協働活動推進員を活用し豊富な財源や学習ボランティアに協力を仰ぎながら、
多世代交流拠点施設として整備される A 高等学校跡地の有効利用が考えられる。また、読み聞
かせや学習指導等、自己肯定感を高められる場を設定し、中学生が小学生に関わる機会を意図
的に作ることが必要だと思われる。次に、生徒指導においては子ども食堂(ボランティア団体)
との連携を図り、月 1 回を週 1 回開催できる体制の構築によって、子どもの居場所づくりにも
つながると考える。最後に、A 未来学の核の 15 時間は株式会社 I が中心に進めるので、それ以
外の時間において学校主体で A 未来学への関連性をもたせた取組を行う必要があると考える。
3 つの経営計画を相互に作用させることで、これからの社会に通用する中学生の育成が図られ
ると考えるのである。
５．まとめ
本研究を通して、まず経済構造など経済社会に注目する必要がある。ふるさと納税等、豊富
な財源の恩恵が大きいのではないかと考える。また、A 町が県庁所在地と企業町の通過地点で
あるという地理的要因は人的資源不足への早急な対応を可能にすると思われる。さらに祭祀集
団と学校との関わりから、先進地域の模倣ではなく地域特性への考慮の重要性を示している。
そして地域既存の人的、物的資源を活用した独自カリキュラムの開発及び実現しうるセンター
機能を備えた部署の設置が必要である。本研究での事例は、宮崎県における今後の人口増減率
8)

によって町全体が校区となる 1 町 1 中のモデルとして捉えてよいと考える。なぜなら、少子

化による学校統廃合は高等学校も対象であり、高等学校が廃校した市町村では中学校が地域の
期待を背負う状況が生まれつつあるからである。今後の課題としては、教員の人事異動による
事業の継続性の問題が挙げられる。特にキーパーソンとなる人物の異動による影響は極めて大
きく、担当者の外部化等の仕組みづくりも含め検討していく必要があると考える。
注
1) 佐藤晴雄（2019）
『コミュニティ・スクール〈増補改訂版〉
「地域とともにある学校づくり」
の実現のために』エイデル研究所
2) 熊谷愼之輔・志々田まなみ・佐々木保孝・天野かおり（2021）
『地域学校協働のデザインと
マネジメント コミュニティ・スクールと地域学校協働本部による学びあい・育ちあい』
学文社
3) 中央教育審議会答申（2015）
『新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連
携・協働の在り方と今後の推進方策について』
4) 瀬川和美（2019）
『地域とともに歩む学習支援の在り方』宮崎大学大学院課題研究リポート
5) 文部科学省（2019）
『
「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰事例集』
6) 文部科学省（2019）
『
「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム事例発表』
7) 宮崎県（2021）
『平成 30 年度宮崎県の市町村民経済計算の概要』
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/documents/11165_2021111811
5515-1.pdf(2022 年 1 月 20 日閲覧)
8) 宮崎県議会（2019）
『人口減少・地域活性化対策特別委員会資料』
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/gikai/committee/special/R01/pdf/jinko_R010926_so
goseisakubu.pdf（2022 年 1 月 20 日閲覧）
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教員の生徒指導力の向上を目指す介入プログラムの開発
―スクールワイド PBIS の実践をとおして―
教職実践高度化コース 矢野 秀平
１．研究の目的
PBIS(Positive Behavioral Interventions and Supports) とは，ポジティブ行動支援
PBS(Positive Behavioral Supports)に介入を意味する Interventions を加え，学級単位で介
入授業を行い，学校全体で，生徒へポジティブな行動支援を実践していくことである(シモンセ
ン＆マイヤーズ，2020)。本研究は，PBIS の理論に基づいて，教員の生徒指導の手法を改善し
ていくことが目的である。研究をとおして，生徒指導を，教員の「これまでの経験に基づいた
実践」から「理論に基づいた実践」へ，
「教員の観察等による主観的データ」から「アセスメン
ト等による客観的データ」へ，
「教員の個人対応」から「教員のチーム対応」へ，
「𠮟𠮟責や制裁
的指導によって生徒の問題行動を減少させる」から「ポジティブな介入によって生徒のポジテ
ィブな行動を増加させる」へ，教員の意識や発想を転換していく。本研究は，教育実践プログ
ラムを開発し，教員へ介入研修を行うことや，生徒へ介入授業を行うことをとおして，そのプ
ログラムの効果を検証することを目的として行った。
２．研究内容および研究仮説
研究Ⅰは，教員に対する介入を行う。
「応用行動分析学」を学び，生徒の「行動」に着目した
生徒指導を実践できるようにするための研修を行う。
「中学校教諭の生徒指導領域における教
職スキルの自己評価尺度(立元・東迫・徳田・冨岡・中岡・川越・川口，2018)」(以下，教職ス
キル尺度)を用いて，教員の生徒指導スキルを測定し，スキルの変容を見ていく。
研究Ⅱは，生徒へ介入を行う。
「学校環境適応感尺度 アセス(栗原・井上，2010)」(以下，
アセス)を用いて，生徒の「生活満足感」
，
「学習的適応」等の因子を数値化することで，実態把
握を行う。アセスの結果を基に職員全員で，生徒一人一人に適した支援を検討し，共通実践を
行う。介入授業は，生徒の実態に応じたターゲットスキルを選定し，ソーシャルスキルトレー
ニング(以下，SST)を行う。介入授業や，日々の教員の指導をとおして，生徒がどのように変容
するかを検証していく。そこで，次の 2 つの研究仮説を設定し，研究を行った。
仮説Ⅰ 介入研修をとおして，応用行動分析学を学び，行動の機能を理解した上で生徒指導
を実践することで，教員の生徒指導力が高まるであろう。
仮説Ⅱ PBIS の授業実践プログラムを介入研修で教員に行い，
授業実践することをとおして，
生徒の生活満足感が高まるであろう。
３．研究Ⅰの方法
(1) 介入対象
調査対象は，宮崎県 A 中学校の教諭(男性 7 名，女性 8 名)，講師 3 名(女性 3 名)の計 18 名
である。A 中学校は，20xx-1 年から 20xx∔1 年の 2 年間，宮崎県教育庁特別支援教育課からス
クールワイド PBS の実践支援校として指定を受け，研究推進および研究実践を行ってきた。

69

(2) 介入時期と調査
職員への介入として，20xx 年 8 月第 1 週から，12 月第 1 週にかけて 3 回の介入研修を行っ
た。調査は，20xx 年 5 月第 4 週から，12 月第 4 週の計 2 回実施した(表１参照)。
(3) 調査尺度
中学校教諭の生徒指導領域における教職スキルの自己評価尺度(立元他，2018)
表１：調査と介入時期
時期

取組

研修内容

5月

質問紙調査(Pre 期)

職員研修前の教職スキルの測定

8月

介入研修１

応用行動分析学に基づいた PBIS の理論と実践

8月

介入研修 2

PBIS の機能をいかした授業(SST)実践の在り方

12 月

介入研修 3

アサーショントレーニングの理論と実践

12 月

質問紙調査(Post 期)

職員研修後の教職スキルの測定

４．研究Ⅰの結果
教職スキル尺度の因子ごとの偏差値を算出し，Pre 期から Post 期にかけての平均値の差が，
対応のある t 検定を用いて，5％水準で有意である場合に介入効果を認めることとした。
「生徒
をほめ，よい関係を構築するスキル(ｐ<.05)」
，
「生徒を動機づけるスキル(ｐ<.05)」で有意な
改善が見られた(図 1～2 参照)。
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図１：よい関係を構築するスキル(ｐ<.05)
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図２：生徒を動機づけるスキル(ｐ<.05)

５．研究Ⅰの考察
教職スキル尺度の結果から，
「生徒をほめ，よい関係を構築するスキル」
，
「生徒を動機づける
スキル」について，有意な改善が見られた。この結果は，3 回の介入研修の効果が表れている
ことを示唆する。介入効果が見られた要因として次の 2 点を考察した。
1 点目は，研修プログラムの効果である。介入研修では，ワークショップ形式を採用し，研
修で理解した内容を定期的にアウトプットする時間を設定した。また，映像教材を用いて視覚
化したこと，学年職員で共有化を図るための座席にしたこと，研修中に振り返りを適宜行うよ
うな内容にしたことが効果につながったと考えた。研修中に繰り返し伝えてきた，
「𠮟𠮟責や制裁
的指導によって問題行動を減らそうとする」から，
「ポジティブな介入によってポジティブな行
動を増やす」方向へ，教員の生徒指導の手法を転換することができたのではないかと考えた。
2 点目は，PBS に関しての対象校の状況である。勤務校 A は，前年度からスクールワイド PBS
の取組を継続的に行っていた。前年度は，研究推進委員会を立ち上げ研究推進および教育実践
を行ってきた。前年度からの実践を基盤として，職員研修で「応用行動分析学」を学んだこと
で，実践に対する学術的裏付けができたことが，効果につながったのではないかと考えた。
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６．研究Ⅱの方法
(1) 介入者
本報告の著者が作成したプログラムを，授業実践者(A 中学校職員 18 名)に対して研修を行
い，各クラスの担任教員が介入授業を各学級単位で実施した。
(2) 介入対象
調査対象は宮崎県 A 中学校に在籍する，1 年生から 3 年生で，欠席等で質問紙調査に回答で
きなかった生徒 13 名を除く，計 146 名(男子 77 名，女子 69 名)の生徒であった。
(3) 介入方法と調査
教員への介入として，20xx 年 8 月第 1 週から，12 月第 1 週にかけて 3 回の研修を行った。
その研修後の 20xx 年 10 月第 3 週，12 月第 2 週に各学級の担任教員が 2 回の介入授業を行っ
た。生徒対象の調査尺度として，アセス(栗原・井上，2010)を用いた。アセスは，20xx 年 5
月第 4 週と 12 月第 4 週の計 2 回，各担任が調査対象の生徒たちに記入させた(表 2 参照)。
(4) 調査尺度
学校環境適応感尺度 「アセス」(栗原・井上，2010)
表２：調査と介入時期
時期

取組

研修内容

5月

質問紙調査(Pre 期)

介入授業前のアセスの測定

10 月

介入授業１

ほめ方・ほめられ方

12 月

介入授業 2

アサーショントレーニング

12 月

質問紙調査(Post 期)

介入授業後のアセスの測定

７．研究Ⅱの結果
アセスの各因子の偏差値を算出し，Pre 期と Post 期にかけてそれぞれの平均値の推移を比較
した。対応のある t 検定を用いて，改善する方向での差が 5％水準で有意である場合に介入効
果を認めることとした。
「教師サポート」
，
「向社会的スキル」
，
「学習的適応」は，介入前と介入
後の調査で，有意な改善が見られた(それぞれ，ｐ<.05；図 3～5 参照)。
「友人サポート」は，
介入前と介入後の間で，改善の傾向(ｐ<.1)が見られた(図 6 参照)。
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図３：教師サポート(ｐ<.05)
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図６：友人サポート(ｐ<.1)
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８．研究Ⅱの考察
アセスの分析結果から，
「教師サポート」
，
「向社会的スキル」
，
「学習的適応」の因子について，
有意な改善が見られた(図 3～図 5 参照)。これは，3 回の介入研修で教員の生徒指導スキルが
向上したことや，介入授業で SST を行ったことで生徒が一定のスキルを獲得することができた
と分析した。
「生活満足感」
，
「非侵害的関係」は，介入効果が見られなかった。
「生活満足感」
，
「非侵害的関係」についての効果が有意に達しなかった要因は，次の 2 点があると分析した。
1 点目は，介入授業の回数の少なさである。本研究は，介入研修を 3 回，介入授業を 2 時間
行った。学校介入は，できるだけ多く行うことが理想であるが，日々の授業や業務もあり介入
実践できる機会は限定される。そのため，帰りの会などで行うことができるようなショート SST
プログラムを作成し，
実践していれば，
効果を高めることにつながったのではないかと考えた。
2 点目は，アセスの結果や担任教員から聞き取った情報を基に分析した，アセスメントが十
分ではなく，選定した SST のターゲットスキルが生徒の実態に一致していなかった可能性があ
る。本研究は，
「関係維持スキル」
，
「主張性スキル」にねらいを定め，全学年同じターゲットス
キルで SST を行った。学級の実態に応じたターゲットスキルを選定し，個別の授業プログラム
を開発すべきであった。学級や学年の実態に一致した授業介入を行っていれば，介入効果がよ
り高まったのではないかと考えた。
９．今後の展望
教職スキル尺度やアセスの結果から「生徒をほめ，よい関係を構築するスキル」や「教師サ
ポート」が向上しており，効果のある介入プログラムを開発することができた。今後，生徒の
「生活満足感」を向上させるための研究の展望を 2 点述べていく。
1 点目は，教職スキル尺度やアセス等の尺度を用いたアセスメントを，これからも継続的に
行うことである。客観的なデータを基にした，
「生徒の実態把握」
，
「生徒の課題発見」
，
「組織
的な生徒指導」を行っていくことは，安定した学級経営につながっていくと考える。生徒指導
のしくみを，
「R：生徒の実態把握・課題発見」
，
「P：組織的な対応の計画立案」
，
「D：教育実
践」
，
「C：評価」
，
「A：取組の改善」とする「R－PDCA サイクル」としてとらえ，このサイクル
定期的に回していく。このサイクルを回すことで，教師の指導の改善が図られ，教師の支援が
充実していくことをとおして，生徒の「生活満足感」が向上していくと考える。
2 点目は，
「レジリエンス教育」の導入である。本研究では，アセスの「生活満足感」につい
て，統計的に有意な改善は見られなかった。
「レジリエンス教育」の介入プログラム，すなわち，
様々なストレッサーが取り巻く現代社会の中，
「ストレス反応を軽減させる力」
，
「ストレスから
立ち直る力」
，
「心の健康を保つ力」が身に付くことで，生徒相互の「非侵害的関係」の力を向
上させ，
「生活満足感」を向上させていくことにつながるのではないかと考える。
引用・参考文献
栗原 慎二(編著)(2018) ポジティブな行動が増え，問題行動が激減！PBIS 実践マニュアル＆実
践集，ほんの森出版
立元 真・東迫 健一・徳田 公威・冨岡 直美・中岡 嵩・川越 雅彦・川口 直(2018) 中学校教
諭の生徒指導領域における教職スキルの自己評価尺度の作成 宮崎大学教育学部紀要，
91.123-132.
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ICT を活用したフローチャートの作図とプログラミング教材の
動作確認を往還させた課題解決学習による効果
教職実践高度化コース 甲斐 尚和
1. 研究の目的
プログラミング教育を小学校で実施する際には、「自己の考え方を可視化できるように筋道
を客観的に捉える力を育成すること」が重要であるとされる（黒上ほか 2017）。そこで、本研
究においては、考えの筋道を客観的に捉え可視化できるフローチャートの活用に着目した。
新地ら（2017）は、プログラミングに関わる論理的な思考を外化させるために、フローチャ
ートの有用性を確認し、プログラミングによる動きとその機能を確認・理解しながら学習を進
める必要性があることを課題として述べている。
一方、フローチャートの作図とプログラミング教材を組み合わせた事例は、少ない傾向にあ
る（例えば黒上ほか 2017、小学校を中心としたプログラミング教育ポータル 2021）。理由と
しては、時間的な問題があると考えられる。清水ら（2019）は、授業実践において ICT を活用
してフローチャートを作図させることで、児童が条件分岐や順序性について試行錯誤する時間
として十分に確保できたと考察しているが、子どもたちの変化を客観的な数値データの収集に
よって行えなかったことを課題としてあげている。
そこで、本研究では、児童による ICT を活用したフローチャートの作図と、プログラミング
教材の動作確認を往還させた授業実践を行い、これらの課題解決学習における子どもたちの変
化を、量的データを収集して分析を行うとともに、自由記述や発話記録の結果を考察に加える
ことにより、プログラミング的思考の育成に対する効果を明らかにすることとした。
2. 研究の方法
(1) プログラミング的思考に関する評価の方法
プログラミング教育の授業実践の前後に、児童を対象にして、思考力に関する質問紙調査を
実施した。
本研究では、
プログラミング教育で求められる思考力に対する効果を確認するため、
寺嶋ら（2013）の開発した思考力に関する尺度 20 問に着目し、これを採用することとした。さ
らに、フローチャートの作図において重視されている「分解」、
「手順」、
「改善」
（草野 2018）
と、その「作図スキル」に関する問いを加えた計 24 問を問うこととした。なお、質問は 5 件法
で実施し得点化したうえで、分析を試みることとした。また、授業ごとに、ワークシートの自
由記述で児童に感想を書かせるとともに、授業実践の 3 週間後に「学びを生かす」視点でイン
タビューを行い、児童の発言を録音し、発話記録として文字化して、考察に加えた。
(2) 授業の概要
公立小学校 5 年生 10 名を対象に、総合的な学習の時間の授業を計 6 時間実施した。プログ
ラミング教材として MESH（SONY）を用いた。ICT を活用したフローチャートの作図には、ジャ
ストスマイル 8（ジャストシステム）のフローチャート作成ツールを使用した。
第 1 時から第 3 時までは、フローチャートを活用した課題解決学習を通して、タブレット上
でのフローチャート作図の習熟を図った。第 4 時は、MESH の使い方に慣れさせる時間とした。
第 5 時は、地域で行われているスマート農業の課題を取り上げ、解決策について、フローチャ
ートに表し MESH を使って表現する活動を行った。解決策を試行錯誤していく過程で、作図した
フローチャートと MESH の動作を往還しながら学習を進めさせた。第 6 時は、第 5 時で作成し
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た解決策を、作図したフローチャートと MESH を用いて発表し合い、新たに生じた気付きをもと
に改善する活動を行った。解決策を改善していく過程で、フローチャートと MESH の動作を往還
しながら取り組ませた。
3. 研究の結果と考察
(1) 質問紙調査結果の考察
分析の手法としては、回答データの正規性を検定したところ、正規分布に従っておらず、こ
れを前提とするパラメトリック検定の使用は不適切だったため、Wilcoxon の符号付き順位検定
を用いた。結果は表 1 のとおりである。
表 1 事前・事後の質問紙調査の結果（N = 10）
設問

項目

事前

M
設問1
設問2
設問3
設問4
設問5
設問6
設問7
設問8
設問9
設問10
設問11
設問12
設問13
設問14
設問15
設問16
設問17
設問18
設問19
設問20
設問21
設問22
設問23
設問24

知っていることや調べたことをもとに、結果を予想すること
ができる。
他の人の気持ちを予想することができる。
もの（こと）の形や様子を予想することができる。
自分なりの見方で、考えることができる。
一つのもの（こと）を、さまざまな視点から考えることがで
きる。
一つのもの（こと）を、全体を見わたして考えることができ
る。
自分なりの見方で、観察することができる。
２つのもの（こと）の同じところやちがうところを比べるこ
とができる。
いろいろなもの（こと）を、いくつかに分けて、整理するこ
とができる。
いろいろなもの（こと）を、順序にそって、整理することが
できる。
条件に応じて、いろいろためしたり、考えたりすることがで
きる。
起きていることの理由について考えることができる。
学んだことを普段の生活に関係づけて考えることができる。
もの（こと）の内容や仕組みを考えることができる。
何かを調べたりまとめたりするときに、いくつかの中から、
ぴったりな方法を選ぶことができる。
何かをまとめるときに、多くの情報から自分にひつようなも
のを選ぶことができる。
いろいろな方法で、答えを確かめようとすることができる。
友達の考えや発表に、意見や感想をもつことができる。
必要なものを、調べたり考えたりして、選ぶことができる。
もの（こと）を明らかにするために、しっかりと考えること
ができる。
身近な機器の仕組みを細かく分けて考えることができる。
課題を解決するために、どんな手順が必要かを考えることが
できる。
課題に取り組んでいて、つまずいたり上手くいかなかったり
したときに、前にもどってやり直したり、どこからやり直せ
ばよいかを考えたりすることができる。
フローチャートをかくことができる。
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SD

事後

M

SD

p

3.6 0.70

4.0 0.67 *

4.0 0.47
4.2 0.79
3.4 0.70

3.8 1.03
4.4 0.52
3.8 0.63

3.2 0.63

3.8 0.79

3.6 0.52

3.7 0.82

3.8 0.42

4.2 0.79

3.9 0.32

4.1 0.74

3.3 0.82

4.1 0.57 *

3.5 0.53

4.2 0.63 *

3.6 0.70

3.8 0.63

3.4 0.84
3.6 0.70
3.5 0.53

3.5 0.53
3.8 0.79
4.2 0.79 *

3.6 0.52

3.8 0.79

3.9 0.74

4.4 0.70

3.4 1.17
3.2 0.92
4.2 0.79

3.8 0.92
3.7 0.67
3.8 0.79

3.6 0.52

4.0 0.82

3.0 0.47

4.6 0.52 **

3.4 0.52

4.0 0.67 *

3.2 0.63

4.0 0.94

2.8 0.42 4.4 0.52 **
*P < .05 **P < .01

表 2 児童の自由記述における抽出内容の分類
児童の自由記述
細かく分けてフローチャートをつくれた
外灯の動きを組み合わせることができた
掃除の流れをしっかり見える化できた
次は目覚まし時計のフローチャートをやってみたくなった
手順
いろいろな流れの仕組みが分かった
一つ一つのものにプログラムがあることが分かった
いろいろ試してから、課題を考えて、やり方までいって楽しかった
考えが広がってすごくおもしろかった
私達にない考えが見つけられたのでよかったし、まねしたい
人それぞれのやり方があることに気づいた
改善
掃除の仕方をもう一度見直せた
いっぱい抜けていたけど、やり直すことも大切なことが分かりました
作図スキル
フローチャートが前より分かった
上手に判断記号が使えてよかった
フローチャートを上手に作れた
また、授業で用いたワークシートの自由記述より、
「分解」
、
「手順」
、
「改善」
、
「作図スキル」
抽出項目
分解

に関する回答を抽出し考察を試みた。抽出した回答は表 2 に示した。
、設問 10 (M 事前 =
結果、設問 1 (M 事前 = 3.6,M 事後 = 4.0)、設問 9（M 事前 = 3.3,M 事後 = 4.1）
3.5,M 事後 = 4.2)、設問 14 (M 事前 = 3.5,M 事後 = 4.2)、設問 21 (M 事前 = 3.0,M 事後 = 4.6)、 設問
22 (M 事前 = 3.4,M 事後 = 4.0)、設問 24 (M 事前 = 2.8,M 事後 = 4.4)について、事後が有意に向上し
た。また、設問 23 (M 事前 = 3.2,M 事後 = 4.0)については、回答のばらつきが大きく、有意差は
見られなかったものの、事後の平均値が事前と比べて高くなっている。これらの結果が、本研
究の授業実践による影響であることは、表 2 の自由記述からも示唆される。
以上のように、1）結果を予想する力 2）ものごとを分けて整理する力 3）ものごとを順序
に沿って整理する力 4）ものごとの内容や仕組みを考える力 5）身近な機器の仕組みを細か
く分けて考える力 6）課題解決のための手順を考える力 7）改善のための方法を考える力の
項目において事後が有意に向上し、児童の自由記述からも「分解」
、
「手順」
、
「改善」
、
「作図ス
キル」に関する効果を示唆する内容が確認できた。
(2) 発話記録の考察
授業実践の 3 週間後に行ったインタビューの発話記録について、児童の発言を内容ごとに、
「興味・関心」
、
「フローチャート」
、
「MESH」
、
「フローチャートと MESH の往還」
、
「学習への利
用」
、
「生活への利用」に分類し考察を試みた。
結果、
児童は、
フローチャートの作図とプログラミング教材の使い方が習熟していくことで、
興味・関心を強くもち、より主体的に取り組めるようになったことが推察できた。また、プロ
グラミング教材の動作の手順を試行錯誤しながら検討することができたり、活動を通して新た
な課題を見出そうとしたりしたことが分かった。さらに、フローチャートの良さを理解できた
ことで、フローチャートを学習に活用していこうとする実践力が高まったことや、身の回りの
機器がプログラムによって動作していることへの関心の高まりも確認できた。
これらの学びのあり方は、
「一人ひとりのワクワク感を呼び覚まし、習得と探究の中で創造
的・論理的に思考し、解決策と新たな課題を見出している（経済産業省 2019）
」と捉えること
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ができ「学びの STEAM 化」としての効果があることも示唆しているのではないかと考える。
4. 研究のまとめ
児童による ICT を活用したフローチャートの作図と、プログラミング教材の動作確認を往還
させた課題解決学習に取り組ませた。結果、7 つの項目において事後が有意に向上し、児童の
自由記述からもプログラミング的思考の育成に効果があることが明らかとなった。
また、経済産業省（2019）の「未来の教室」ビジョン第 2 次提言では、未来を見通しにくい
時代に生きる子どもたちには、
「創造的な課題発見・解決力」が求められ、そのための教育改革
として「学びの STEAM 化」を提言している。その実現には、
「知る」と「創る」が循環する文理
融合の学びを実現するための授業モデルが確立されていないことが課題であると述べている。
本研究での授業実践は、児童の自由記述や発話記録からも、
「学びの STEAM 化」を実現する授業
モデルに近い実践だったことを示唆している。この観点から、本研究における授業実践は、プ
ログラミング教育におけるプログラミング的思考の育成や、情報活用能力の向上に寄与するだ
けでなく、
「学びの STEAM 化」としての教科横断的・合科的な授業編成にも繋がることが期待で
き、新たな授業モデルとしての提案ができたのではないかと考える。
5. 今後の課題
本研究は、公立小学校の 5 年生児童 10 名を対象とした単発的な調査に過ぎない。そのため、
本研究の結果に関しては、過度な一般化をすることができない。今後、対象とする児童を増や
すなど、継続的に調査を行い、プログラミング的思考の育成に関する授業のあり方を検討して
いくことが課題である。
また、本実践を通して、フローチャートの作図の習熟が、児童の学習活動における思考に影
響していたものと考えられる。そのため、小学校 1 年生から段階的なプログラミング教育を行
っていく中で、フローチャートの作図等の技能の習得を図りながら、プログラミング的思考を
育成していけるように年間指導計画への位置づけ等の体系化を行うことが必要であると考える。
引用・参考文献
経済産業省（2019）『「未来の教室」ビジョン』経済産業省「未来の教室」と EdTech 研究会,
第 2 次提言
黒上晴夫・堀田龍也（2017）
『プログラミング教育導入の前に知っておきたい思考のアイデア』
小学館
草野俊彦（2018）『教養としてのプログラミング的思考−今こそ必要な「問題を論理的に解く」
技術−』SB クリエイティブ,東京
文部科学省・総務省・経済産業省（2021）
「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」
https://miraino-manabi.mext.go.jp（2021 年 12 月 8 日閲覧）
清水匠・中川一史（2019）「小学校プログラミング教育におけるフローチャートづくりと ICT
活用に関する考察」日本 STEM 教育学会,2019 年 3 月拡大研究会,予稿集:22-25
新地辰朗・安藤孝治（2017）「フローチャート分析から考察する走行型ロボットを用いた小学
校プログラミング教育」日本科学教育学会研究会研究報告,Vol.32,No.2:27-30
寺嶋浩介・丸山俊幸・中川一史（2013）「小学校学習指導要領に基づく思考力・表現力育成の
ための目標リストの開発」 長崎大学教育学部附属教育実践総合センター紀要,12:53-59
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子どもの学びにおける「主体性」に関する研究
教職実践高度化コース 下野 雅代
1 はじめに
近年、教員の長時間労働が問題となっている。日本の教員が仕事をしている時間は、研修な
どの「職能開発」にかける時間が短い一方、
「事務時間」は最長であることが明らかになって
いる。特に教師が多くの時間を割いている業務に、宿題の点検や評価がある。給食時間や昼休
み時間に行うだけでなく、終わらないときは家に持ち帰ってまで丸付けをしたり、コメントを
書いたりすることもある。なぜ、そのようにせざるを得ないのか、従来の宿題の在り方を見直
す必要があるのではないか。
学習指導要領では、
「何を学ぶのか」や「何ができるようになるのか」という観点だけでなく、
「どのように学ぶか」という子どもたちの学びの姿も重視されるようになり、学校では「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が進められている。しかし、多くの授業が理
解のできている子どもを中心に進められ、理解が十分ではない子どもやわからない子どもが従
属的になってはいないだろうか。
そこで、本研究では、まず、学校での自習や児童に課している宿題を手がかりに、自主学習
に込められた子どもの「主体性」のあり様を検討し、自主学習が成立する条件を明らかにした。
次に、指導教諭の授業を分析することで、子ども同士の関わりをもとに「わからない」が言え
る授業づくりをベースにした主体的な学習を図る方法を検討し、主体的な学習が成立する授業
づくりの視点を抽出した。最後に、
「主体性」の捉え方を問い直し、子どもの「主体性」を育て
る学校づくりについての一案を示した。
2 論文構成
第 1 章 自主学習の成立と教師の指導性
第 2 章 授業における主体的学習の成立
第 3 章 子どもの「主体性」を育てる学校づくり
3 論文概要
(1）自主学習の成立と教師の指導性
第 1 章では、まず、自習が成立するポイントを明らかにするために、うまくいかない自習と
うまくいった自習について、大学院に在籍する現職教員や派遣研究生である現職教員へのヒア
リングを行った。うまくいかない自習は、全員が共通した課題で子どもの実態に合っていなか
ったり、ドリル的な問題にひたすら取り組ませたりするような課題であり、教師が、周囲に迷
惑をかけないように静かに取り組ませることを主な目的としたものであった。一方、うまくい
った自習の内容を見ると、一人一人の内容は違っても目的が決まっており、やることが明確で
あるもの、自分たちで考えて取り組めるものであった。また、自習のやり方を指導するだけで
なく、自習の意図を考えさせる事前指導も行われていた。つまり、自習は、教師が与える課題
をさせることではなく、児童生徒自身が目的をもって課題を自己決定する機会があるかどうか
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が重要である。子どもの自主学習が成立するかしないかは、教師の指導性に大きく左右される
ことが明らかとなった。
次に、主体性を育む宿題の在り方について探るために、特徴的な取組を行っている教師 2 人
にヒアリングを行った。1 人目は、宮崎市内の公立小学校の A 指導教諭である。全国学力調査
の結果が低迷する宮崎県の現状から、今の家庭学習は効果を上げていないと考え、宅習ノート
を廃止して、宿題プリント 2 枚にしている。そのプリントには、当該学年の問題に取り組ませ
るだけでなく、前学年の既習事項の問題も含まれている点が注目すべきところである。前学年
の問題に取り組ませることによって、既習事項の定着が図れていない児童への対応ができ、当
該学年での学びも高められている。2 人目は、決まった宿題を出していない小林市内の公立小
学校の B 教諭である。B 教諭は、多くの教師が宿題の目的としている基礎学力の定着や習熟を
授業中に行っているため、宿題を必要としていない。そのため、B 教諭は、授業中に習熟の時
間を確保するために、教科書の指導書に示されている配当時数に縛られるのではなく、単元を
見通した教材解釈を行い、単元の構成を工夫することで、授業時数を短くし、授業の中でまと
まった習熟の時間を生み出している。そのためには、この単元でどんな力を身に付けさせたい
かという教師の教材解釈の力量にもとづく指導過程の工夫が必要である。A 指導教諭は、宿題
で培った基礎学力をもとに授業で主体性を発揮することを求めており、B 教諭は、授業をはじ
め学校生活のあらゆる場面で主体性は求めているが、いずれも宿題そのものには主体性を求め
ていなかった。
子どもたちが宿題に主体的に学習に取り組めるようになる先進的な実践には、自分の学びに
対する分析を含めている葛原（2019）の「けテぶれ」や、教師が質の高い自主学習の内容を提
示した中から子どもが選択する岩下（1992）の「自学システム」があるが、いずれも教師の力
量が問われる取組であり、準備や評価に時間を要するものであった。しかし、この 2 つの実践
の共通点は、自主学習の目的が学力を付けることそのものではなく、
「学び方を学ぶ」ことにア
プローチをしていたことである。学力向上が求められる現状において、
「主体性」を宿題で身に
付けることは容易ではない。そこで、主体性は、やはり授業で育まなければならないと考え、
授業の中で主体的な学習を成立させるための授業づくりについて検討することにした。
(2）授業における主体的学習の成立
第２章では、まず、授業における「わかりません」発言についての検討を行った。篠崎純子
の実践では、分からないと意思表示をした方が得だという雰囲気をつくり出し、
「わからない」
が一人でもいると豆先生が登場するしくみをつくっている。学校現場でも多くの授業でミニ先
生と称して子どもが分からない級友に教える場面が見られるが、篠崎の豆先生とは、教える側
と教えられる側の関係性が異なる。ミニ先生では、教えてもらう側だけに学びがあるが、篠崎
の豆先生は、教えてもらう側にも教える側にも学びがある。わからない人が簡単に「わかった」
と言わないことで、教える側が気付けなかった問題提起がなされ、学級全体の学習理解が深め
られるのである。子ども同士の教える側と教えられる側に互恵関係が生まれている。そして、
「わかりません」発言をもとにした子ども同士の対等な関係性の認識が教師だけでなく、子ど
もたちにまで浸透しているところに「わかりません」が言える要因があった。
竹内朋子の実践では、教師が子どものたちの行動をただ規制するのではなく、子どもの訴え
を受け止め、子どもたち自身で自分たちの問題をクリアできるようにサポートしている。そし
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て、
子どもたちが活動のルールをつくり出し、
つくり変えていいのだという意識を育てている。
多くの授業は、その目的が学力向上に偏っており、教師が提示する学習規律に縛られて、子ど
もたちの自由な発言や豊かな表現、人間関係づくりを妨げているふしがある。そして、授業は、
教師が引いたレールに則った展開をするといった価値観が教師にも子どもにも根強い。竹内の
実践から学ぶことは、決められたルールを自明のものとして絶対的に従うのではなく、それを
問い返し、ルールそのものをつくり出す体験をさせることで、活動の見通しとルールを自分た
ちでつくり出したり、つくり変えたりしていいのだという意識を子どもたちに育てることでは
ないだろうか。つまり、授業は学力向上だけが目的ではなく人間形成の機能をもつことや、授
業は教師が主導するものではなく、子どもたちが自分たちでも舵取りができるようにするもの
であるという授業観の転換が教師にも子どもにも求められているのである。
そこで、実際に算数科の授業に子どもたちが生き生きと取り組んでいる宮崎市内の公立小学
校の C 指導教諭の授業をもとに、子どもたちが「わかりません」を言える授業のあり方を探っ
た。すると、子どもたちが主体的に活動をするための直接的な指導を行っているのではなく、
「聞き手を育てる」ことに取り組んでいた点に気付かされた。また、授業中のつぶやきを価値
付け、授業中は勝手にしゃべってはいけないということが染みついている子どもたちからつぶ
やきが出るようにもしている。篠崎や竹内の実践や C 指導教諭の実践が、まず「わからない」
が言える雰囲気をつくるためのプロセスを踏んでいたのに対して、
自己の実践は
「わからない」
発言をすることそのものを引き出そうとしていており、指導のプロセスが決定的に違っていた
ことが明らかとなった。それは、根本的な授業観の違いによるものであると考える。これまで、
授業中は、先生や友だちの話は静かに聞くことや授業の進行は教師主導が当たり前となってい
た。しかし、これからは、子どものつぶやきを引き出すことや、子どもが授業の進行を自分た
ちでつくり出したり、
つくり変えたりしていいのだという意識をもって授業づくりをおこない、
子どもの授業観も変えていけるようにしたいと考える。
(3）子どもの「主体性」を育てる学校づくり
子どもたちが授業で「主体性」を発揮するには、まず「聞き手を育てる」ことが重要である。
そこで、第３章では、まず、同僚職員が活用できるような「聞く力を伸ばすコツ」を作成した。
資料「聞く力を伸ばすコツ」には、①称賛＋価値付けをする、②子どもの言葉を不必要に言い
換えない、③たどたどしい話し方も温かく受け止める、④よい聞き方の姿は、教師が提示する
のではなく子どもの姿から創り上げていく、⑤あせらず、根気強く、くりかえし指導するとい
う 5 つを聞く力を伸ばす教師の心がけとして挙げた。
次に、主体的に話すプロセスについてまとめた。授業で子どもの主体性を伸ばすための指導
は、聞き手を育てることを念頭に置きながらも、やはり、話し手の指導が必要となってくるか
らである。話し手を育てる際にも、聞き手を育てることが重要で、まず、過不足なく相手の意
見を繰り返せる指導を行う。次に、自分の意見を述べることができる段階であるが、自分の意
見を述べるだけでは主体性は、発揮されない。主体性は、相手の理解を考慮した発言が出てこ
そ発揮されるものだからである。そこで、話す際、
「つまり、たとえば、まとめると」などの接
続詞を使うことで、相手の意見を短くまとめたり、例を加えて話したり、相手の意見に付け加
えや訂正をしたりすることを指導する。接続詞を使うことを意識させると、必然的に話し手と
自分の考えを結び付けるようになるため、子どもたちの思考や表現を深めることもでき、主体
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性が発揮される発言が期待できる。
ここでいう学びの主体性とは、課題に進んで取り組んだり、自分の意見を述べたりすること
ではなく、子どもたちが他者の言葉に関心を寄せて、相手の気持ちや考えを想像したり、類推
したりできることである。主体性を育むプロセスをまとめていく中で、自己の実践は、学校の
当たり前や従来の授業観に囚われ、そのような授業づくりの視点をもつことができていなかっ
たことに気付かされた。主体性は、個の態度の問題ではなくて、子どもを取り巻く関係性や協
働性の問題である。したがって、宿題への取組も個の問題に還元してはならない。宿題を出し
て、個々の問題として取りこぼしをやらせることや定着していない問題を自分でできるように
するのではなくて、誰もができるようにする集団の問題として捉える必要がある。学力向上で
はなくて、学ぶ力を保障するという意味での学力保障は協働的な取組なのである。
そこで、宿題への取組として、家庭学習が成立しない子どもに対して、各担任に任せるので
はなく、学校にいる子どもや管理職、保護者や地域の人材を生かすことを考えた。例えば、授
業の中での豆先生を学級の枠で考えるのではなく、学校全体に広げる。６年生が、３、４、５
年生の教室へ出向き、宿題に出された問題の解き方が分からない子どもに教えるのである。ま
た、保護者へは、学習ボランティアとして「かけ算ボランティア」などを募り、昼休みに教室
にきて、かけ算が苦手な子どもに教えてもらう。そして、管理職や専科の教師を巻き込むこと
もできる。校時程に、
「学びの時間」などの習熟の時間が設定されていれば、管理職や専科の先
生にも教室に入ってもらい、子どもたちへの個別指導や丸付けを行ってもらう。さらに、保護
者や地域の人には放課後の学習支援ボランティアを依頼する。学習支援ボランティアでは、家
庭で学習が成立しない子どもを中心に、放課後に宿題や勉強を教えてもらうのである。子ども
は、教師がいなくても学習を進めることができるし、一人では解けない問題をできるようにも
なる。このように、学校内外の人材を生かす仕組みを構築することで、これまでクラスの子ど
もの学習支援について担任が一人で抱えていたものを改善することができる。
社会に開かれた教育課程が推進されている今、子どもにとっても学習支援する側にとっても
プラスとなる関係を築くことで前述した取組は実現可能なのではないだろうか。また、このよ
うな取組は、教師の働き方改革の一つにもなり得る。ただ、教師の負担を減らすというだけで
なく、教師が子どもと周囲の人間関係を豊かにしていく役割を担いたい。その際、教師集団に
は、単元構成の工夫が求められ、全学年の系統性を意識し、探究のサイクルを回すことのでき
る単元づくりが必要となり、教師にも協働的な学びが求められてくる。
4 主要参考文献一覧

・岩下修『自学のシステムづくり』明治図書、1992 年。
・葛原祥太『
「けテぶれ」宿題革命！子どもが自立した学習者に変わる！』学陽書房、2019 年。
・篠崎純子「わかんないと得します」全国生活指導研究協議会 『生活指導』No.541、明治図書、
1999 年、16－23 頁。
・竹内朋子「『われらゴンファミリー』子どもたちがクラスをつくる」湯浅恭正『学級崩壊－か
わる教師 かえる教室 / 第Ⅱ巻 小学校低学年 初めての学びと自分づくり』フォーラム・
A、2000 年、147－178 頁。
・久田敏彦・湯浅恭正・住野好久編著『新しい授業づくりの物語を織る』フォーラム・A、
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コミュニティ・スクールにおける教育課程編成に関する研究

教職実践高度化コース 松ノ木 陽平

１ はじめに
文部科学省は、学校運営協議会制度を導入した学校をコミュニティ・スクールとし、学校と
地域住民等が力を合わせて学校運営を取り組むことが可能となる「地域とともにある学校づく
り」を推進している。私が現在勤務している延岡市立上南方小中学校では、令和 3・4 年度が
実践研究と準備期間となっており、令和５年度からの導入が決まっている。しかし、実際には
どのように地域と協働すればよいかが分かっていない状況である。
本論文では、コミュニティ・スクールや地域学校協働本部の実践事例や先進校事例を調査・
分析し、「地域とともにある学校づ
くり」と「学校を核とした地域づく
り」の両輪をつなぐ「軸（シャフ
ト）」としての教育課程編成の視点
を抽出するとともに、授業を中心と

学校
コミ ュニティ・スクール
学校運営協議会
会

した教育活動の展開を通した地域と
の連携を検討し、令和５年度の所属

学
校

地域

協働

地
域
社会に開かれた教育課程

地域学校協働本部

学
地校
域
核

校のコミュニティ・スクール実施に
向けての教育課程づくりの構想をす
るものである（図 1 参照）。
図 1 学校と地域の協働のイメージ
２ 論文構成
第 1 章 コミュニティ・スクールの仕組み
第 2 章 コミュニティ・スクール導入校の実践と教育課程づくり―先行事例の検討
第 3 章 コミュニティ・スクールを導入する延岡市立上南方小中学校における教育課程の編成
と授業づくり
３ 論文概要
第 1 章では、コミュニティ・スクールの仕組みについて、その導入の背景を明らかにし、学
校運営協議会と地域学校協働本部の概要をまとめ、先進校の事例を調査し、コミュニティ・ス
クール導入における課題を明らかにした。
現在、児童生徒数の減少や多様化・複雑化する社会状況の変化等を背景に、小中学校の統廃
合や、高等学校の再編・統合が進んでいる。今後少子化の更なる進行により、学校の小規模化
に伴う教育上のデメリットの顕在化や、学校がなくなることによる地域コミュニティの衰退が
懸念されており、各市町村の実情に応じた活力ある学校づくりの推進が求められていて、文部
科学省は、学校運営協議会制度を導入した学校をコミュニティ・スクールとし、学校と地域住
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民等が力を合わせて学校運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校づくり」を
推進してきた。
学校運営協議会は、主に 3 つの機能を持っている。校長が作成する学校運営の基本方針の承
認、学校運営に関する意見の陳述、教職員の任用に関する意見の陳述である。地域学校協働本
部とは、地域学校協働活動を推進していく上で要となる組織・体制のことであり、学校と対等
な関係であることが重要とされている。
熊谷・志々田・佐々木・天野（2021）は、学校と地域が協働して、教育課程内の授業づくり
を進めているかどうかの調査を行った。その結果、学校と地域住民による授業づくりに取り組
んでいる学校の方が、そうでない学校よりも学校支援活動の成果を感じ取っている割合が高か
ったことと教育課程内の授業づくりに学校と地域住民がともに従事することで、学校の教育活
動の充実だけでなく、地域住民の学習活動の活性化が促されていたことが明らかになった。
しかし、コミュニティ・スクールは、地域コーディネーターの人選や校長のリーダーシップ
によって持続可能かどうかが左右されることもわかった。さらに、地域学校協働活動はあくま
で学校支援活動の一環としての学習支援の域を出ず、学校支援活動と放課後・土日における教
育課程外の活動が地域学校協働活動となっていて、教育課程が学校運営協議会等で議論の俎上
に載せられていないことも明らかになったのである。
第 2 章では、先進校の学習支援ボランティア、学校地域連携プログラム、総合的な学習の時
間についての調査・分析を行った。
学習支援ボランティアは、３つの分類を設け幅広い外部の協力を取りつけた教育活動が行わ
れている。第一は、ゲストティーチャーを活用したもので、専門知識や技術をもつ「地域の人
材」の協力を得ている。第二は、学習支援ボランティアであり、授業内に必ずしも専門的な知
識・経験を必要としないボランティアを導入するものである。第三は、放課後・週末の子ども
たちの居場所づくりにおけるボランティアである。これらの取組を継続的に行うことで、子ど
も・教員・ボランティアが相互に顔の見える関係を構築していくことが可能になる。例えば、
子ども個人の学びの経過を知るボランティアが、単に教員の「手足」となって仕事をするだけ
でなく、授業中の子どもの様子をとおして、子どもに関する事実を微細に観察し、それを教員
にフィードバックし、それが教員自身にとっての子どもの見方の捉え直しになり、その後の授
業改善につながるのである。
学校地域連携プログラムでは、地域と学校の共同運動会、地域住民参加型クラブ活動、中学
生による公開講座について調査・分析を行った。
地域と学校の共同運動会は、地域競技に参加者も見学者も楽しめる種目をあらたに加えて、
保護者以外の地域住民も参画できる工夫をすることが、少子化によって短時間で終わってしま
う運動会の活性化をはかりたい学校にとっては有意義になる。また、保護者が企画・運営に参
画し、準備から当日の仕事までの参加を共にすることで当事者意識が生まれ、運動会が活性化
し、校区住民同士の触れ合いの場にもなり、多くのメリットをもたらすことにもなる。
地域住民参加型クラブ活動では、地域の得意な人にクラブ活動の指導者として協力してもら
うのではなく、「クラブ活動員」として誰でも参加できる仕組みをつくるという取組があっ
た。そのなかの、自分の不得意なことに参加して、子どもに教えてもらう地域の方が出てきた
という事例では、子どもがわかりやすく地域住民に教える機会をとおして、成長する機会を得
たということが示された。
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「中学生によるパソコン講座」は子どもたちの「居場所づくり」の一つとして地域の市民会
議から提案されて、現実に至った。当初のねらい通り子どもたちは大人たちに褒められ感謝さ
れて自信がつき、まさに居場所を得て、大きく成長していることが確かめられた。
総合的な学習の時間については、サービス・ラーニング（SL）の手法を使って「教科で学
んだ学習」と「地域の社会貢献活動（サービス活動）
」 とを組み合わせた体験的な学習方法
で、
「総合的な学習の時間」などを利用して、教科で学んだことを地域で生かして実践するこ
とが可能になることがわかった。
第 3 章では、授業を中心とした教育活動の展開を通した地域との連携を検討し、所属校のコ
ミュニティ・スクール実施に向けての教育課程づくりを構想した。
まずは、所属校のコミュニティ・スクールの構想図を作成した（図 2 参照）。地域学校協働
活動については、クラブ活動、運動会、はげまし隊との協働について示した。というのも、学
校と地域が協働してつくる授業や学校行事を中心とした教育課程の工夫を行うことで、コミュ
ニティ・スクールの仕組みをつくり、持続可能にすることが重要であると考えるからである。

延岡市立上南方小中学校コミ ュニティ・スクール構想図
延岡市立
ク
構想図

校長
学校運営の
基本方針
説
明

承
認

地域（ 地域学校協働本部）

学校運営・
教育活動
説
明

承
認

学校運営協議会
（ 委員）
・地域学校協働推進員
・保護者代表（ PTA役員）
・地域住民 など
公民館長、はげまし隊Co、
青少協 など

地域学校協働活動
○ 協働活動
・学習支援
・地域学校運動会
・花壇整備
・登下校の見守り など
○ 放課後等の学習活動
・クラブ活動への参加
・放課後、休日における学習
など
○ 体験活動
・社会奉仕体験活動
・自然体験活動 など

地域学校協働推進員
（ 地域と学校をつなぐコーディネーター）
・地域住民と学校との情報共有
・地域住民への助言 など

地域住民、保護者、PTA、はげまし隊、社会教育施設、
民 保護者 PTA はげまし隊 社会教
社会教育団体、文化団体、スポーツ団体、企業、N PO
など

図 2 コミュニティ・スクール構想図
クラブ活動について、現在、内容を充実させるために、小学６年生が活動のイニシアチブを
とって、参加者全員が楽しめるような取り組みを行っている。そこに、地域住民が参加するこ
とで、子どもたちは、地域住民を含めてみんなが楽しめるようにするため新たにクラブ活動の
運営方法を考えることになるであろう。そこでは、子どもが主になって地域の人に教えながら
活動することもあれば、地域の人に教えてもらいながら活動することもあると考えられる。そ
うして、異学年交流から異年齢交流に徐々に変わることで、人の立場になって考えたり、相手
にわかりやすく伝えようとしたりする経験をとおして、子どもたちは社会性を身に付けられる
ようになると考えられる。
児童にどのようなリーダーシップを学び取らせるかを模索しながら、
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クラブ活動の内容の順序性やリーダー指導のあり方を検討していきたい。
地域学校運動会については、少子化による児童生徒減少が進むことから、今後学校だけでの
運営が困難になることが予想される。そこで、地域と学校が協働して体育大会を運営する仕組
みづくりを提案した。その際、実際に企画・運営の会議に中学生も参加させて、学校と地域が
協働して体育大会を企画・運営しなければならない理由を共有し、自分たちの地域のなかでの
責任ある立場に気づかせ、役割を任せることで、社会の一員としての自覚をもって体育大会づ
くりに参画させたい。さらに、そのような過程で培った責任感や使命感によって、中学生が学
校を卒業した後も地域住民として地域と学校の協働活動に参画するような態度の育成も見込ま
れるので、今後の協働活動に学校を卒業した高校生、大学生、社会人が参画するような好循環
をもたらす可能性が期待できる。
学習支援ボランティアについては、はげまし隊との協働を中心に、まずは、算数・数学の学
習支援の拡大から始めたいと考える。具体的にはこれまでに対象が小学 4・6 年生と中学 1 年

生が対象であったところを、小学 3 年生から中学 3 年生までに広げたい。また、子どもたちが
休み時間や放課後にも算数や数学のことを中心に、はげまし隊に自由に質問できるような場所
を設けることで、子どもたちは、教員以外に助けを求めることのできる大人が増えて、学習意
欲を高めることができると考える。そして、はげまし隊を算数・数学の支援に特化して、それ
以外の教科や教育活動への支援ボランティアについて広く募集していくことを推進したい。そ
うすることで、子どもたちにとって学校は、教員から勉強を教わる場所から教員以外の大人か
らも勉強を教わる場所に変わり、誰から教わるかの選択肢が増えることで、個に応じた学びを
積み重ねることが可能になる。同時に、わからないことをわからないと言えない「助け」が必
要な子どもを明らかにできるであろう。
課題として、現在形骸化している「総合的な学習の時間」や「キャリア教育」を今後発展さ
せることが必要となっている。まずは、教員が校内研修等で地域を知ることから始め、地域住
民と協働して地域課題を洗い出したり、子どもたちが自分ごととして捉えられるようなテーマ
を見つけたりすることが求められている。さらに、地元の高等学校との連携を推進し、中学生
が高校生の探究学習に触れることで、生徒に、中学生のうちにどのような力をつけておかなけ
ればならないかを自覚させて、
「総合的な学習の時間」や「キャリア教育」に自分ごととして取
り組む姿勢を育成することも可能であると考える。そうすることで、自ら課題を発見し解決し
ようとする態度を身に付け、今後の「総合的な学習の時間」や「キャリア教育」がより充実し
たものになることが期待されるのである。
４ 主要参考文献

・熊谷慎之輔・志々田まなみ・佐々木保孝・天野かおり編著『地域学校協働のデザインとマネ
ジメント〜コミュニティ・スクールと地域学校協働本部による学びあい・育ちあい〜』学文
社、2021 年。
・時岡晴美・大久保智生・岡田涼・平田俊治編著『地域と協働する学校〜中学校の実践から読
み解く思春期の子どもと地域のかかわり〜』福村出版、2021 年。
・宮崎稔『学校も地域もひらくコミュニティ・スクール』農山漁村文化協会、2020 年。
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かかわり合う授業づくりの構造と実践課題に関する研究
教職実践高度化コース 井上 岳
1 はじめに
学力問題の根底には、自分には関係ない学びを強いられているところにあり、
「正答」をため
こむ学力から他者と「かかわる」学力への転換が求められている。つまり、子ども同士がかか
わり合い協働的に問題を解決することで一層学力が定着し、そのような授業を展開することが
ますます必要となっている。
そこで、本課題研究では、かかわり合う授業づくりの構造を明らかにし、実践課題を検討し
た。まず自己の授業について省察と分析を行うことで自己の実践課題を見出した。次に指導教
諭の指導の構造を分析し、自己の指導の構造と比較することで、自己に不足していた点を具体
的に明らかにした。最後に、自己の実践課題をふまえて、かかわり合う授業づくりを構想した。
2 論文構成
第Ⅰ章 メンターシップ実習の授業分析と省察
第Ⅱ章 かかわり合う授業の成立と教師の指導性
第Ⅲ章 かかわり合う授業づくりの構想
3 論文概要
（1）メンターシップ実習の授業分析と省察
メンターシップ実習の示範授業として、授業の展開段階で、子どもたちの発言が少なかった
り、躊躇したりする姿が見られ、ねらいにせまるような授業ができなかった。この場面を中心
に自己の授業の省察と授業のコミュニケーション構造の分析を行った。
「なぜを繰り返す授業実践の省察」と「プロセスレコードによる実践課題の省察」を通して、
2 つの課題が明らかとなった。1 つ目は、中心発問での応答予想を十分にたてることができなか
ったことである。2 つ目は子どもたちをかかわり合わせることで考えを深め合うという視点を
もって教師が指導をしていなかったことである。
さらに、コミュニケーション構造の分析から自己の授業は、つぶやき等の挙手なしの発言が
少なく、発言は挙手したもののみに偏っていた。また、子どもの発言も教師に向けられたもの
がほとんどで、短いものが多かった。
以上のことから、自己の授業の省察と授業のコミュニケーション構造の分析を行う中で、授
業を構想する 2 つの段階で自己の実践課題を見出した。
1 つ目は、展開過程を構想し指導案を作成する段階にある。発問や学習問題によって子ども
たちがどのように応答し、対立・分化するか、応答予想を踏まえた教材解釈が不足していた。
だから、教師が予期しない子どものつまずきが生まれるだけでなく、子ども同士をかかわり合
わせることができなかったと考える。つまり、予想する誤答やつまずきだけではなく、それに
対する対応も含めた教材解釈が求められる。
2 つ目の課題は、応答的に授業を展開する段階にある。自己の授業は、教師がわかった子・
できた子を指名し、発言させ、その子たちを中心に学習を展開していた。そのことにより、子
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どもたちは教師の答えを探そうとし、発言することに戸惑うだけでなく、誤答やつまずいてい
る子どもは発言することができなかったと考える。そもそも教師が発言する権利を子どもたち
全員に保障していなかったのである。
つまり、
子どもたち全員が自由に発言できるだけでなく、
かかわり合うことで子どもたち自身の学びも深まるといった学習集団を育むための教師の指導
性が、私自身に求められる。
（2）かかわり合う授業の成立と教師の指導性
見出した実践課題を解決するために、指導教諭の授業プロセスと指導構造の分析を行った。
指導教諭は、応答予想が立てられた教材解釈に
基づき、隠したり区切ったりするなどの問題提示
の方法を工夫することで、子どもたちからつぶや
きを表出させ、そのつぶやきを指導的評価活動に
より価値付けていた。その指導により、子どもたち
の中に、発言（つぶやき）することは学びに貢献し
ているという学習規律がつくられ、全員が自由に
発言する学習集団がつくられたと考える。一方自
己の授業は、プレゼンテーションをスクリーンに

図 1 全員が自由に発言する学習集団

映す提示を行ったが、それには提示の方法の工夫

を育む指導教諭の授業の構造

がなく、多くの子どものつぶやきが出てくるものとなっていなかった。というのも、子どもが
どのような反応をするか考えられた応答予想が十分になされた教材解釈ができていなかったの
である。なぜなら、応答予想が十分なされた教材解釈による問題提示の工夫が子どものつぶや
きを生み、発言力の弱い子どもが授業で表現する 1 つの姿がつぶやきであることを理解してい
なかったからである。つまり、私自身はつぶやきと応答予想の重要性を認識していなかったの
である。
また、指導教諭は、ペア学習で自身の考えと友達
の考えを比べさせることで、誤答・つまずきを表出
させていた｡そして、教師は机間指導の際、ノート
指導がなされた子どものノートを見て、誤答・つま
ずきを発言させる子どもを把握していた｡その後、
教師が、誤答・つまずきを取り上げることにより、
わかった・できた子どもたちが、どのように考えて
誤答・つまずきになったのか想像する発言（以下、
想像発言）と、
「たとえば〜」
「つまり〜」など接続

図 2 誤答や正答が言え、納得し合う

語によってかかわる発言が生まれていた｡なぜな

学習集団を育む指導教諭の授業の構造

ら、想像発言をさせる発問をしたり、接続詞を用いたかかわりを教師が行ったりしたことで、
子どもたちの想像発言や接続語を用いたかかわりを出現させ、それらを指導的評価活動によっ
て価値付けていたからである｡そのため、誤答やつまずきがどのように考えられたのかを想像
したり、誤答やつまずいている子どもを納得させたりすることが、自身の学びも深まるという
学習規律が子どもたちの中につくられ、誤答やつまずきが言え、納得し合う学習集団がつくら
れたと考える。しかし、自己の授業は、誤答やつまずきを取り上げない、わかった・できた子
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の発言のみで授業を展開していた。というのも、誤答やつまずきが十分に考えられた教材解釈
がなされていなかったからである。つまり、自己の授業は、教師 1 人で誤答やつまずきに対応
しようとしているのに対し、指導教諭の授業は、集団を生かし、誤答やつまずきに子ども同士
をかかわらせながら解決していこうとする指導の構造の違いがあると考える｡
指導教諭と自己との指導構造の分析と比較から、かかわり合う授業づくりを構想するために
は、つぶやき等の自由な発言と誤答やつまずきを表出でき、その誤答やつまずきに寄り添い納
得し合う学習集団がつくられ、その学習集団をつくる教師の指導性と誤答・つまずき等の応答
予想がなされた教材解釈が必要であることが明らかとなった｡
（3）かかわり合う授業づくりの構想
最後に、①「年間を通した学習集団の成長過程の構想」
、②「2 つの単元指導計画」
、③「授
業計画」の 3 つの視点で、かかわり合う授業づくりを構想した。
作成した「年間を通した学習集団の成長過程の構想」は、以下の通りである。

図 3 年間を通した学習集団の成長過程の構想
「年間を通した学習集団の成長過程の構想」では、全員が自由に発言できる学習集団、誤答や
つまずきを言うことができる学習集団、納得し合う学習集団の順序で設定した。設定した理由
は、つぶやきによる発言の表出から、徐々に問いや考えの発言が増え、誤答やつまずきの表出
へとつながり、さらにその誤答やつまずきの子どもを納得させる子どもの出現へとつながると
考えるからである。また、「年間を通した学習集団・学習規律の成長過程」を構想したこと
で、かかわり合う授業を構想するために必要な教材解釈や教師の指導性、学習規律、その時の
子どもの姿を整理することができた。
次に、「年間を通した学習集団の成長過程の構想」を踏まえ、
「2 つの単元指導計画」を作成
した。作成した単元指導計画は、第 5 学年の「小数÷小数」と「平均とその利用」である。作
成にあたっては、学習指導要領の指導事項と、対立・分化または誤答・正答が生まれる応答予
想との関連を図り、学習問題の設定をした。誤答やつまずきを予想することで、子どもの思考
のながれを一層理解することができ、子どもの実態にあった問題設定や単元構成の順序の変更
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につながった。
さらに、③「授業計画」では、第 5 学年算数科「小数÷小数」
「平均とその利用」の単元にお
ける学習指導過程を作成した。
「小数÷小数」は第 7 時、
「平均とその利用」は第 1 時である。
「小数÷小数」は、指導時期を 6 月と設定し、その時の学習集団の育ちを、全員が自由に発言
できる学習集団から、誤答やつまずきを出せる学習集団へと成長している過程で構想した。ま
た、
「平均とその利用」は、11 月を指導時期として設定し、その時の学習集団の育ちを、誤答や
つまずきを出せる学習集団から納得し合う学習集団へ成長している過程の段階と設定している。
作成にあたっては以下の点に留意した。
6月
① つぶやきを出させるために、多様な考えが出る問題を準備しつつ、問題を区切って提示す
るなど問題提示の仕方を工夫する。
② 誤答の子どもの考えを想像発言させるために、誤答の考えに寄り添わせる発問を行えるよ
う、机間指導でノート指導を行いつつ、誤答が言える子どもと想像発言ができる子どもを
把握し、発言させる順序を構想する。
③ 誤答やつまずきを発言した子どもやそれを分かろうとした子どもたちを価値付けるため
に、子どもたちの活躍が考えられた教材解釈により、子どもたちの思考や活躍が書かれた
板書を行いつつ、授業の終末段階で振り返りを設定し、生かすようにする。
11 月
① つぶやきを出させるために、問題を区切って提示するなど問題提示の仕方を工夫しつつ、
学びに貢献している質の高いつぶやきを全体で共有したり、板書したりし、価値付ける。
② 誤答・つまずいている子どもを納得させるような対話を生むために、誤答・つまずきを取
り上げたり、教師が「例えば」
「つまり」
「言い換えると」などの言葉を用いて問い返した
りすることで、接続語を使って詳しく説明しようとする子どもを出現させるようにする。
③ 誤答・つまずきを出した友だちに対し、納得させようとする姿を価値付けるために、授業
の終末段階で、具体的に振り返る時間を設定するとともに、日記指導との関連を図るよう
にする。
本研究は、自身の授業力の向上につながるだけでなく、かかわり合う姿の成長や単元計画や
授業計画を構想していることから、
「主体的・対話的で深い学び」による授業改善が進められる
今日の学校教育において意義があると考える。
4 主要参考文献一覧
・子安潤・権藤誠剛編著『学級の教育力を生かす吉本均著作選集 ４授業の演出と指導案づく
り』明治図書、2006 年。
・白石陽一・湯浅恭正編著『学級の教育力を生かす吉本均著作選集 ５現代教育学の課題と授
業研究』明治図書、2006 年。
・深澤広明・吉田成章編著『いま求められる授業づくりの転換』溪水社、2016 年。
・深澤広明・吉田成章編著『学習集団づくりが育てる「学びに向かう力」
』溪水社、2020 年。
・山田綾「つまずき・つぶやきを拾う」吉本均編著『新・教授学のすすめ 5「授業展開のタク
トをとる」
』明治図書、1989 年、30-40 頁。
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高等学校外国語科における観点別評価を背景とした学習評価の妥当性
～現状分析と言語評価リテラシー更新に向けての提案～
教科領域指導力高度化コース 市原 未来
1. 研究の目的
現在，高等学校外国語科は大きな変革の波に直面している。2021 年よりスタートした大学入
学共通テスト，令和 4 年度より年次進行で移行する新学習指導要領，観点別学習状況の評価の
指導要録への記載など，従来の外国語教育の在り方に大きな影響を及ぼす変化を前に，学力を
総合的・多面的に育成していく指導の工夫とともに，これらの指導を通して育まれた学力を適
切に見取る評価の充実も図られなければならない。このような変革の時は，教師の言語評価リ
テラシー（language assessment literacy, 以下 LAL）1 の更新が求められる時でもある。現行
の教育課程において実施されている formal assessment の一つである「定期テスト」を，新課
程における構成概念 2 に照らし合わせてその妥当性 3 を分析することで，LAL 更新の方向性を明
らかにするとともに，OJT における LAL 更新に資する教材として，新課程の構成概念を反映さ
せた定期テストを提案することを研究の目的とした。
2. 研究の方法
宮崎県内で実施されている外国語科の定期テストの構成概念を明らかにするために，定期テ
ストの提供を県内の高等学校に依頼し，18 校から 22 種の実施済み定期テストの提供を受け
た。科目の内訳は「コミュニケーション英語Ⅰ」が 17 種，
「コミュニケーション英語Ⅱ」が 5
種である。
提供を受けた 22 種の定期テストに関して，令和 4 年度より移行する新学習指導要領が示す
学習評価の観点（知識・技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組む態度）と外国語科
の内容のまとまり（聞く，読む，話す（やり取り，発表）
，書く）に沿って，構成概念の分析を
行った。定期テスト分析にあたって，個々の学校名や回答者を公表することはないこと，その
他データに関わる守秘義務を順守することを，研究倫理に係る項目として定期テスト提供を依
頼するための文書に記載した。
3. 結果と考察
回収した 22 件の定期テストの全体的な構成概念を明らかにするために，内容のまとまり（以
下，領域）と学習評価の 3 観点（以下，観点）をそれぞれ一次元的な構成概念として捉え，そ
れぞれの領域・観点ごとに総点に占める配点の割合を算出した。そして，各領域の配点の割合
の分析結果をもとに内容妥当性 4 の検証を，各観点の配点の割合の分析結果をもとに構成概念
妥当性 5 を検証した。更に，領域と観点を掛け合わせ，二次元的に構成概念を総括した。
3.1 領域別の配点
22 件の定期テスト問題を，ペーパーテストにおいて測定が可能な領域（聞く，読む，書く）
及び「技能（領域）統合」
，
「どの領域にも属さない」の 5 種類に分類し，総点に占める各領域
の配点(a)を％で算出した。また，それぞれの領域が出現するテストの件数(b)とその割合(c)を
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算出し，表 1 に示した。尚，テストサンプルのうち，配点が不明のテストは 1 問 1 点とみなし，
問題数＝総点として算出した。
表 1 領域別の配点(%)
(a) 配点割合（%）

(b) 出現件数

(総点 1899)

聞く
読む
書く
技能（領域）統合
どの領域にも属さない

3.7%
44.7%
7.4%
1.3%
42.9%

7
22
14
2
21

(c) 出現率 (%）
(n=22)
31.8%
100%
63.6%
9.1%
95.5%

高等学校外国語科では，各領域の言語活動及び統合的な言語活動を通してコミュニケーショ
ンを図る資質・能力を育成することを目標として掲げており，その目標を念頭に分析結果を考
察すると，
「聞く」
「書く」領域の総点に占める配点割合や出現率の低さは，現状において内容
妥当性が確保されておらず，今後テスト作成において改善が必要な課題点であることを示唆し
ている。
更に，
「各領域の構成概念のミニマムを下回る」6 もしくは「特定の領域の下位技能を介して
能力を測る意図が見られない」などの理由で，
「どの領域にも属さない」と分類された知識問題
が，総点の 42.9%を占めると同時に，ほぼすべてのテストで出現していた。今後これらの問題
は各領域の下位技能を通してその活用能力を適切に測ることのできる内容妥当性の高い問題へ
の転換が求められる。
3.2 観点別の配点
「高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説外国語編」が示す資質・能力育成に係る目標
を解釈したうえで各観点の詳細な定義を行い，22 件の定期テスト問題を，
「知識・技能」
（以下，
「知技」
）
，
「思考・判断・表現」
（以下，
「思判表」
）
，
「主体的に学習に取り組む態度」
（以下，
「態」
）
，
及び「どの観点にも属さない」の 4 つに分類し，総点に占める各観点の配点(a)を％で算出し
た。また，それぞれの観点が出現するテストの件数(b)とその割合(c)を算出し，表 2 に示した。
表 2 観点別の配点(%)
(a)配点割合（％）

(b)出現件数

(総点 1899)

知識・技能
思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度
どの観点にも属さない

(c)出現率（％）
(n=22)

98.6%
0.4%
0.2%
0.8%

22
4
2
6

100%
18.1%
9.1%
27.3%

「知技」の観点は全テストに出現しており，総点に占める割合は 98.6%であった。一方，
「思
判表」の観点が出現していたテストは 4 件であり，総点に占める割合は 0.4%であった。
「態」
に関しては，出題件数が 2 件であり，そのどちらともが「書く」領域における分量（語数）に
関する配点を「粘り強く言語活動に取り組む姿勢」として解釈したものである。本観点の配点
が低いことの要因は，ペーパーテストにおいて主体性を点数として評価することが難しいため
であると考えられる。
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3.3 定期テストサンプルの構成概念（
「領域」×「観点」
）
3.1 及び 3.2 で考察した「領域」及び「観点」ごとの一次元的分析結果を掛け合わせ，定期
テストサンプルの構成概念を二次元的に示したものが表 3 である。横軸にペーパーテストで測
定が可能な「聞く」
「読む」
「書く」の 3 つの領域及び「技能（領域）統合」を，また縦軸に評
価の 3 観点を配し，12 の構成概念の大枠を表した（太枠内）
。また，横軸にどの領域の下位技
能も介さずに知識的理解を問うている問題の属性を表す「どの領域にも属さない」の項目を，
更に縦軸に 3 観点のどれにも該当しない問題の属性を表す「どの観点にも属さない」の欄を追
加し，平成 30 年告示学習指導要領下で構成概念の枠外に位置する問題を振り分けた。
表 3 定期テストサンプルの構成概念（
「領域」×「観点」
）
聞く

知識・技能
思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度
どの観点にも
属さない

読む

書く

技能（領域）

どの領域にも

統合

属さない

3.7%
0%

44.6%
0%

6.5%
0.3%

1.2%
0.1%

42.5%
0%

0%

0%

0.2%

0%

0%

0%

0.1%

0.4%

0%

0.4%

令和 3 年度以前に作成・実施されていた 22 種の定期テストに出題されていた問題は，新学
習指導要領下の学習評価においては，
43.4%が構成概念の枠外
（太枠外）
に位置することとなる。
また，構成概念の枠内に位置する 56.6%の問題に関しても，領域・観点共にその配点が不均衡
である。ペーパーテスト以外を主な資料とする「態」を除いて構成概念を考察した時，
「どの領
域にも属さない」×「知技」に配された 42.5％の問題を「聞く」×「知技」
，
「書く」×「知技」
の問題として，これらの領域の下位技能を通して知識や技能を測る問題へと置き換えていく必
要がある。更に，
「思判表」に関しては，現行課程ではその重要性が曖昧にされていたことから，
領域全般に渡り定期テストの構成概念として認識されていないことが結果より推測される。総
括すると，新学習指導要領下の学習評価の在り方に呼応して教師の LAL がアップグレードされ
ないままテストが作成・実施されれば，構成概念の外に位置する問題の割合が非常に高いテス
トで学習評価が実施される可能性があること，また構成概念の枠に位置する問題に関しても領
域・観点共に構成概念の不均衡が見られるため，学習の内容や資質能力を適切に反映させた学
習評価が行われない可能性があることが予想される。

4. まとめ（提案）
分析によって明らかになった課題点を，教員の LAL 更新の必要性を示す項目として解釈し，
OJT における LAL 更新に資する教材として活用してもらうために内容妥当性・構成概念妥当性
に配慮したペーパーテストを試作し，課題研究の付録に「ペーパーテストを用いた学習評価の
一案（提案）
」という形で収録した。これは，妥当性が担保されたテストのモデルとして提示す
るものではなく，LAL 更新に資する議論を現場で行ってもらうための素材として提案したもの
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である。実際のテスト問題検討会において，テストを作成した本人を前に妥当性について意見
することに困難を感じた筆者の経験をもとに作成したものであり，自由闊達な議論を通して外
国語科教員の LAL が適切に更新され，妥当性の高い学習評価が実現することを期待して，試作
を以って本研究の提案としたい。
図 1「ペーパーテストを用いた学習評価の一案（提案）
」(一部抜粋)

注
評価の利害関係者が言語テスト・評価の概念を理解して特定の専門職領域で使う能力（松
沢,2020）
2
テストで測ろうとしているもの（根岸,2017）
3
測ろうとしている能力をテストが測っているか（根岸,2017）
4
テスト内容が測定すべき内容の範囲を表しているかという概念（望月他,2015）
5
テストが測定すべき能力の下位能力を的確に測定しているかという概念（望月他,2015）
6
分類を鋭角化させる目的で，筆者が構成概念（=領域の目標）に対する下位技能のボトムラ
インを設定し，それを定期テストにおける「構成概念のミニマム」として定義した。それを
下回る，よりミクロな下位技能を測っている問題を「構成概念のミニマムを下回る」問題と
して，領域外の問題に分類した。
1

引用・参考文献
根岸 雅史(2017) 『ストが導く英語教育改革「無責任なテスト」への処方箋』三省堂
松沢 伸二(2020) 「より良い学習・指導へつながる言語評価リタラシーとは何か」
『英語教
育』第 68 巻, 第 13 号, pp.28-29
望月 昭彦・深澤 真・印南 洋・小泉 利恵（編著）(2015)『英語 4 技能評価の理論と実践——
CAN-DO・観点別評価から技能統合的活動の評価まで——』大修館書店
文部科学省(2009)『高等学校学習指導要領外国語編英語編（平成 21 年告示）
』開隆堂
文部科学省(2018)『高等学校学習指導要領外国語編英語編（平成 30 年告示）
』開隆堂
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１人一台端末×思考ツールの有用性に関する研究
-中学校英語授業における言語活動の実践を通して教科領域指導力高度化コース 石本 佳子
1.研究の目的
2021 年、Society5.0 時代の到来や新型コロナウイルスの感染拡大など「予測困難な時代」に
突入した。急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力を育成するために現行の学習指導要
領の着実な実施と ICT の活用が求められている。
本研究は、中学校英語科授業において、思考力・判断力・表現力等を育成するための言語活
動を通して、１人一台端末を効果的・効率的に活用することの有用性について研究し、外国語
教育における ICT 活用の道を切り開いていくことを目的とする。そこで、思考力・判断力・表
現力等を育成することを目的とした１人一台端末の効果的・効率的活用には、その資質・能力
の中核にある思考スキルの活用が鍵になると考えた。そのスキルを磨く手立てが思考ツールで
ある。田村・黒上（2014）は、思考ツールは主体的・対話的で深い学びにより、３つの資質・
能力を育成できる手立てとして効果的であることを指摘している。このことを踏まえ本研究で
は、授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」の思考ツールを活用した実践を行う。
2.研究の方法
2.1 参加者
本研究の参加者は、宮崎県 A 公立中学校の第 2 学年の生徒 91 名である。英語の上位クラス
の生徒に対して質問紙調査と検証授業を行った。また、事前調査として以上の生徒を含めた英
語の上位クラス 123 名に質問紙調査を行い、教科担任にインタビューを行った。
2.2 事後質問紙調査
中西・矢野（2021）の質問紙項目を元に、中学校英語授業用に表現を修正して質問紙を作成
し、検証授業直後にグーグルフォームで回答を得た。
2.2.1 分析方法
5 件法で収集したものは平均値を算出した。記述の内容は、ワードクラウドを描画するフリ
ーソフトであるテキストマイニングを使用して分析を行い、
語句の出現頻度の可視化を行った。
2.2.2 内容
質問紙の始めに、倫理的配慮として「このアンケートは、英語の授業における ICT 機器の利
用について調査するために実施するものです。記名をしても、結果が成績に関係することはあ
りません。
」という内容を明記した。教示文は「各質問について 5 段階（5 とても思う・4 少し
思う・3 どちらとも言えない・2 あまり思わない・1 まったく思わない）で答えてください」の
5 件法で回答を求めた。記述式は、
「ロイロノート・スクールの思考ツールを使うことで、よか
った点があれば述べてください。
」で回答を求めた。ロイロノート・スクール×思考ツールの有
用性認識に関する項目は中西・矢野（2021）を中学校英語授業用に変更し、19 項目作成した。
また、筆者は ICT をロイロノート・スクールと限定していることやロイロノート・スクールの
機能にある思考ツールを使った言語活動に焦点を当てたため、全ての項目において、
「ICT」を
「ロイロノート・スクールの思考ツール」と表現を変えている。また、ロイロノート・スクー
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ルの思考ツールとしたことにより「該当なし」の項目もある。
2.3 事前質問紙調査
ICT と英語の授業に関する質問紙を作成し、事前に英語の上位クラスの授業の始めにグーグ
ルフォームで回答を求めた。グーグルフォームを使用できない者には質問紙を配布し、筆者が
後日グーグルフォームに入力した。回答した生徒は事後質問紙の回答者 92 名を含んだ 123 名
であった。
2.3.1 分析方法
記述の内容は、事後調査と同様にテキストマイニングを使用して分析を行い、語句の出現頻
度の可視化を行った。選択式の回答はグーグルフォームでパーセンテージを算出した。端末の
活用方法について各教科担任にインタビューを行った。
2.3.2 内容
質問紙の始めに、倫理的配慮として「正しい回答や間違った回答はありません。 回答の内容
が成績などに影響することはありません。 調査結果は統計的に処理され、個人が特定されるこ
とはありません。 調査結果が研究の目的以外に使用されることはありません。調査用紙は責任
を持って処理します。
」という内容を明記した。項目は ICT と英語の授業に関する２５項目であ
る。その内、結果を取り上げたのは、
「授業でのタブレット使用は役にたっているか」に「はい」
と答えた理由、
「タブレットを使用することで以前よりも授業や勉強がわかるようになったと
感じる教科」
、
「タブレットを使用することで好きになった教科」の３項目である。
2.4 検証授業
１単元を２時間構成とし、単独の単元を考えた。また、事前調査で得られた生徒のレディネ
スを考慮して指導案を作成した。
2.4.1 事例分析方法
ロイロノート・スクールの思考ツールを活用して言語活動を実現している事例を取り上げる。
グループ活動で使用した思考ツール（X チャート）の分類の事例内容や発信（SP・W）された表
現の事例内容と有用性認識尺度の結果との関連性について考察を行う。
2.4.2 指導案
本単元では、これまで学んだ海外の事柄を通して、海外旅行と日本旅行を比較し、それぞれ
の利点を述べあったり、反論したりするディベートの場面を設定した。生徒に示した具体的な
コミュニケーションを行う目的・場面・状況の設定は、
「旅行会社になりきって、校長先生に自
分の会社の旅行プランを売り込もう。そのために、自分の旅行プランの利点を具体例や理由を
述べながら英語で伝えよう。
」であった。
手立てとして、ロイロノート・スクールの思考ツールを使い、個人思考、グループ思考とい
う流れで思考の整理をさせ、発表に臨ませた。更に、ディベートの際には、評価のポイントを
示すことで具体例や理由を述べる必要性に気づかせ、目標に向けた動機付けを行い、反論する
ところまでを目標とした。最後は、自分自身の考えを思考ツールにまとめた。
3.結果と考察
事後質問紙調査で行った「ロイロノート・スクール×思考ツール有用性認識尺度」の各項目、
各群における平均点を算出した（表１）
。有用性認識の平均値が最も高かった「他者との比較・
共有」では、クラスメイトの意見や考えを知ることで、自分の意見と比較し、学んだり、整理
したり、理解できたりすることに有用性を感じていることがわかった。次に高かった「学習の
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表１ロイロノート・スクール×思考ツール有用性認識尺度の分析結果
質問項目

平均値

学習の効率化(平均値 4.34）
学習内容が理解しやすくなる
学習内容を振り返りやすい
学習内容をまとめやすい
学習内容の記録が残せるので勉強の役にたつ
意見や考えを比較することができるので役に立つ
学びへの積極性(平均値 4.05）
楽しく学習できる
「これなら自分で英語で自己表現できそうだ」と思う
学習したことをもっと調べてみたいと思う
学習に集中して取り組める
思考の深化(平均値 3.85）
自分で考える力が身につく
自分の考えを深めることができる
学習内容を正しく説明できる
他者との比較・共有(平均値 4.48）
みんなと意見や考えを共有できる
互いに協力して学習できる
他の人の考え方や整理の仕方が学べる
自分の考えや意見をわかりやすく伝えることができる
自分の考えとみんなの考えを比較する力が身につく

4.22
4.34
4.45
4.40
4.29
4.49
3.75
3.98
4.00
3.86
4.00
3.71
4.73
4.56
4.57
4.10
4.41

注）全ての項目の文頭に「ロイロノート・スクール×思考ツールを使うことで」がつく
効率化」では、発表を聞くことで内容や自分の意見をまとめやすいということに有用性を感じ
ていることがわかった。学びへの積極性の項目の中で、一番平均値が高かった「楽しく学習で
きる」では、他者との共有や授業に対する理解から楽しいという有用性を感じていることがわ
かった。まとめることや振り返りやすさ、理解のしやすさ、簡単に共有できるという質的な効
率性に有用性が見られた結果となった。
一方、事前質問紙調査の結果では、役に立つと生徒が考える理由の多くに「解く」という単
語が含まれていた。具体的な記述から、時間を短縮できることや、短時間でたくさん問題が解
けること、様々な問題が解けることや場所を取らないという量的な効率性を感じていることが
わかった。量的な効率性から質的な効率性への変化が見られたのは、授業者の授業作りにある
と考えた。参加者を普段教えている教科担任にインタビューをした際にも、
「いかに効率的に端
末を使うかを考えている」という回答であった。その効率的とは、ワークシートや提示資料を
短時間で効率的に配付することや学習状況の記録、
蓄積、
集約といった量的な効率性であった。
つまり、授業者が学習指導要領で求められている３つの資質・能力を身に付けるための端末の
効果的・効率的な活用の仕方を意識して授業づくりを行い、授業展開すれば、質的な効率性に
有用性を感じられるようになるのではないだろうか。
では、
「思考の深化」の結果が他よりも低くなった要因は何だろうか。考えられることは、参
加者がロイロノート・スクールの思考ツールを使うことが初めてであったことにあると考える。
片山(2017)は、
「思考ツールを使うには３つの段階がある」(p.15)と述べている。第２、３フェ

95

ーズであるツールの有用性を感じ自分自身で取捨選択し、組み合わせたりする段階でないこと
は言うまでもない。つまり、第１フェーズの教科で思考ツールを用いて課題解決する段階であ
ったからではないだろうか。参加者はロイロノート・スクールの思考ツールの初心者であるこ
とを考えると、有用性を感じる段階にまできていなかったことになる。それ故に「思考の深化」
の平均値は他の群と比べて低かったと考える。しかし、生徒が作成した思考ツールの内容と発
信された表現を比較・分析すると、発表の際に自分達の分類では不十分さや語句の関係性に気
づいて、即興で分類をし直したり、どう分類すればポイントが高くなるかを考えなおしたりし
たことにより再分類できていた。また、他者の意見を聞いて、発表や英作文に語句や文を付け
足す姿も見られた。分類・再分類・付け足しと 3 つの段階で思考が進んでいたことがわかった。
4.総合考察
４つの群の有用性を尺度と授業分析から捉えることができたことにより、ロイロノート・ス
クール×思考ツールの効果的・効率的な活用に生徒は有用性を感じたと考察する。しかし、
「思
考の深化」に関する有用性は他と比較すると低かった。それは、生徒自身も実感がないことが
自由記述の分析からもわかっている。その要因は、ツールを使う第１フェーズの初期段階にあ
るからと考察した。しかし、実際の生徒の思考の動きを観察していると、授業の中で思考が変
化していく場面が多々見られた。それは、他者の考えを知ることで生じた理解や思考の深まり
であったのではないだろうか。事例であげた生徒達は、発表された意見を聞いていくうちに、
自分自身の思考が刺激され、思考ツール上の分類を変えたり、書き足したりしていた。更には、
他者の意見を聞いて、それに対する意見をその場で思いつくことができていた。思考ツールの
活用が相互理解を助け、思考の整理ができ、考えが明確になったからではないだろうか。比較
する、分類する、関係付けるといった思考スキルが磨かれていく過程を捉えることができたと
考える。学習指導要領に示されている「深い学び」の実現のために必要な、知識を関連付けた
り、構造化したりすることができていたようである。この思考スキルは、思考力・判断力・表
現力等の中核にあることを考えると、思考ツールの活用は発表や英作文での表現に生かされた
ことになる。つまり、有用性認識尺度の「思考の深化」にある項目の内、
「自分で考える力が身
につく」と「自分の考えを深めることができる」に相当すると考える。指示された「分類する」
だけに留まらず、主体的に「再分類」したことや「付け足した」という３段階の思考の深化を
捉えることができたことより、
「思考の深化」に有用性はあったと考える。
5.まとめ
結果として、ロイロノート・スクール×思考ツールを活用して思考スキルを磨き、言語活動
に繋げることができたことにより生徒は端末の効果的・効率的な活用の有用性を実感すること
ができたようである。今後は、他と比べて尺度の低かった「思考の深化」に関しての有用性認
識が高められるように、目的に応じて思考ツールを活用できる授業づくりを行い続け、英語で
表現できたから楽しいと感じられるような端末の効果的・効率的な活用ができることを目標に
したいと考える。
引用・参考文献
片山敏郎(2017)『ICT×思考ツールでつくる主体的・対話的で深い学びを促す授業』附属新潟小
学校
田村学・黒上晴夫(2017)『
「深い学び」で生かす思考ツール』小学館
中西一雄・矢野充博(2021)「中学校理科授業における生徒の ICT 活用の有用性認識尺度の開発」
日本教育工学会論文誌, 第 45 巻 2 号,pp.173-183
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目標・指導・評価の連関を図るための
CAN-DO リスト並びにルーブリックの開発に関する研究
―バックワードデザインによる英語指導の充実に向けて―
教科領域指導力高度化コース 西村 伸貴
１．研究の目的
改訂された学習指導要領によると中学校外国語科の目標は「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合ったりするコミュニ
ケーションを図る資質・能力を育成することを目指す」
（文部科学省，2018, p.10）とされてお
り，より実際的なコミュニケーション能力の育成が求められていると言える。そのため今後英
語指導のさらなる充実に向けて，
「何ができるようになるか」という学習到達目標を設定した上
で指導と評価の一体化を図るための授業改善が必要となる。そこで本研究は，Wiggins &
McTighe（2020）の提唱するバックワードデザイン（
「逆向き設計」論）を参考に，学習到達目
標としての CAN-DO リストの作成，目標到達度を測るパフォーマンス課題とそれに対応する評
価規準並びにルーブリックの設定について，筆者の勤務校で用いられている教科書である
SUNSHINE ENGLISH COURSE（開隆堂）の内容を土台に実用的なものとして開発することを目的と
した。それらの活用によって目標に向けて指導と評価が一体となった授業実践並びに英語指導
のさらなる充実につながるものと考える。
２．先行研究の主な内容
(1) バックワードデザイン（
「逆向き設計」論）
・バックワードデザイン（
「逆向き設計」論）とは何か
・パフォーマンス課題の設計
・ルーブリックと評価
(2) 学習到達目標としての CAN-DO リスト
・CEFR１)と日本の英語教育の関係
図 1：
「逆向き設計」の 3 段階
・CEFR と CEFR-J２)
（Wiggins & McTighe, 2020, p.22）
・CAN-DO リストの作成
「逆向き設計」論は，目標を明確にし，その目標を達成するために評価及び指導を意図的に
計画することである（図 1）
。Wiggins & McTighe（2020）は，パフォーマンス（実演）に焦点を
当てた授業設計の重要性を主張しており，GRASPS３)モデルによるパフォーマンス課題設定並び
にルーブリック評価の有用性を訴えている。目標については，学習指導要領に基づき，
「英語で
何ができるか」について行動を記述した CAN-DO リスト形式の学習到達目標を設定することが
重要である。それにより指導と評価に一貫性が生まれ，英語の授業改善につながり，生徒の自
律的学習者としての成長にもつなげることができる。
３．研究方法
まず学習指導要領の示す各領域の目標を分析し，SUNSHINE ENGLISH COURSE（開隆堂）
・NEW
HORIZON English Course（東京書籍）
・NEW CROWN English Series（三省堂）の示す学習到達目
標の内容について比較・分析を行う。次に各領域の目標と SUNSHINE ENGLISH COURSE（開隆堂）
の内容（言語活動）との関連性を整理する。その後 CAN-DO リストの作成を行い，CAN-DO リス
トを活用した実践事例を参考に今後の活用方法を含めて考察を行う。
次にパフォーマンス課題とルーブリックは，まずそれらの有用性や方法について先行研究や
実践事例を基に整理し，SUNSHINE ENGLISH COURSE（以下、
「Sunshine」とする）に設けられて
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いるパフォーマンス課題の内容を，GRASPS モデルをもとに整理した上で，課題に対応できる評
価規準並びにルーブリックの作成を行う。そして最後に，本研究で得た視点や今後の課題等を
含めて考察を行う。
４．研究の実際
(1) CAN-DO リスト作成
まず学習指導要領の示す各領域の目標を根岸（2010）の示す記述文の構成要素４)から内容を
分析するとともに，教科書の比較や内容の分析を行い，形式や内容の構想を練った上で学習指
導要領と教科書の整合性を踏まえた CAN-DO リスト作成を行った。
① 学習指導要領の示す各領域における目標分析
学習指導要領の示す英語科の各領域の目標を，
「～できる」という生徒の立場に立った目標に
言い換え，その記述文を CAN-DO リストの構成要素から分析し，中学校 3 年間の学習到達目標
として CAN-DO リスト作成の土台となりうるか検証した。
② 教科書の学習到達目標の比較と分析
開隆堂・東京書籍・三省堂の教科書が示す学習到達目標について，記述文に CAN-DO リスト作
成上の 3 要素が含まれているか，学習指導要領との関連性が具体的に含まれているか，単元と
の関連性が示されているか，という 3 つの観点で比較，分析を行った。
③ 各領域と Sunshine の内容（言語活動）の関連性
各領域と Sunshine で設定されている各学年の単元や言語活動との関連性を整理し，CAN-DO
リスト作成の足場とした。
④ CAN-DO リストの作成
①～③の過程を経て、学習指導要領と実際に用いる教科書の内容との整合性を踏まえ、各学
年の学習到達目標を示す CAN-DO リストの作成を行った（表１）
。なお，表中の下線は構成要素
の区別を，
（ ）は教科書の単元や活動内容との関連を示している。
表 1：Sunshine（1 年）の CAN-DO リスト「話すこと（やりとり）
・話すこと（発表）
」
（抜粋）
領域

学習到達目標を示す記述文（主な関連箇所）
自分のことや身近な事柄（好きな食べ物や趣味など）について，
やり
とり

話すこと

即興

Try，P7～9 Interact，PU1～3）
まとまりの

道案内や過去の出来事などについて，簡単な語句や文を用いて準

ある内容

備した上でメモを見ながらやりとりができる。
（PU3，P8・9 Interact）

即興
発表

簡単な語句や文を用いて即興で伝え合うことができる。
（P1～P9

まとまりの
ある内容

自分のことや身近な人物について，簡単な語句や文を用いて即興
で紹介ができる。
（P1・2・5・6 Interact）
自分のことや身近な人物，自分の興味のある事柄（好きなものや
思い出など）について，簡単な語句や文を用いて準備した上で発
表することができる。
（P9 Retell，OP1～3）

(2) パフォーマンス課題に対応した評価規準並びにルーブリックの作成
Sunshine には，3 年間を通してそれまで Program（通常課）で学習した内容を生かしてパフ
ォーマンスを行う単元「Our Project」が 8 か所配置されており，最終的にどんな力を身につけ
させたいかというゴールから逆向きに考えていく指導計画を Our Project を軸に立てることが
できる。そこで Our Project の中から各学年 1 つずつ抽出して，国立教育政策研究所（2020）
の示す学習評価の進め方を参考に①目標，②評価規準，③パフォーマンス課題，④ルーブリッ
クという手順で，パフォーマンス課題と課題に対応した評価規準並びにルーブリックの作成を
試みた。ここでは中学 1 年生を対象とした Our Project1 に関する評価の構想を示しておく。
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【1 年：Our Project1 あなたの知らない私 関連領域「話すこと（発表）
」
】
①目標
〈単元目標〉
自分のことについて，
内容を整理して聞き手に伝わりやすいように発表することができる。
〈CAN-DO リスト〉
自分のことや身近な人物，自分の興味のある事柄（好きなものや思い出など）について，
準備した上で発表することができる。
②評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

〈知識〉
学習した言語材料（be 動詞，
一般動詞，助動詞 can）の特
徴やきまりを理解してい
る。
〈技能〉
自分のことについて，簡単
な語句や文を用いて話す技
能を身に付けている。

自分のことについて，相手
に伝わるように，簡単な語
句や文を用いて発表してい
る。

自分のことについて，相手
に伝わるように，簡単な語
句や文を用いて発表しよう
としている。

③パフォーマンス課題（G：ゴール，R：役割，A：相手，Si：状況，P：パフォーマンス，St：スタンダード）
あなたの学校に新しい ALT の先生がやってきて(Si)，あなたが在籍する 1 年 A 組(R)の最
初の英語の授業で ALT の先生に(A)一人ずつ自分を知ってもらうために英語で自己紹介をす
る(G)ことになりました。これからお互いに楽しく英語の授業に参加していくために良い関
係がつくれるような(St)自己紹介をしましょう(P)。
④ルーブリック
観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

尺度

a

b

c

ほとんど誤りのない（0 様々な表現を用いて，相手 様々な表現を用いて，相手
～1 個）正しい英文で発 とよい関係が築けるよう とよい関係が築けるよう
表できる。
な自己紹介をしている。
な自己紹介をしようとし
ている。
多少の誤り（2～3 個） ・様々な表現を用いて自己 ・様々な表現を用いて自己
はあるが支障のない程 紹介をしている。
紹介をしようとしている。
度 の 英 文 で 発 表 で き ・相手とよい関係が築ける ・相手とよい関係が築ける
る。
ような自己紹介をしてい ような自己紹介をしよう
る。
としている。
発表できているが用い 自分のことを伝える表現 相手意識をもって自分の
た英文に誤りが多く（3 が不足しており，相手意識 ことを伝えようとしてい
個以上）見られる。
も感じられない。
ない。

５．研究のまとめ
本研究では「逆向き設計」論に基づき、学習到達目標としての CAN-DO リストの作成、並びに
到達度を測る上で行うパフォーマンス課題とルーブリックの設計を行ってきた。学習指導要領
や教科書内容に基づく CAN-DO リスト並びに評価計画を試作したことによって、今後指導と評
価の一体化を踏まえた授業改善が可能となり、生徒もゴールや評価規準（基準）を意識して授
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業や課題に取り組むことができるようになり、一貫性のある英語指導の実現につながると考え
られる。
今後の課題としては，本研究で作成した CAN-DO リストやパフォーマンス課題並びにルーブ
リック等の妥当性について実践や生徒の実態をもとに検証を重ねる必要がある。それによって
生徒にとっても教師にとっても分かりやすい一貫性のある目標並びに評価が実現し，指導と評
価のさらなる充実が可能となると考える。一方，領域を統合した言語活動を行う際に，複合的
な力を評価する場面としてどのように課題設定をし，評価すればよいかについて本研究におい
ては明確な方向性は示すことができていないため，今後の研究課題として事例研究や文献調査
を続ける必要がある。
今後の展望としては，CAN-DO リストを地域内の他の学校と共有したり，小学校外国語科や高
等学校と連携させたりすることで，小中高接続を見据えた到達目標として発展させることが考
えられる。それによって教師は段階や系統性に応じて指導することができるとともに児童生徒
も安心して英語学習に向かえる環境が整備され，目標に基づく指導を通して英語を用いたコミ
ュニケーション能力のさらなる育成につながるであろう。
注
1) CEFR は，Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment（外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）の略で，2001
年に欧州評議会外国語政策部門が発表した外国語能力の評価のための枠組みである（投野，
2013）
。
2) CEFR-J は，CEFR に準拠しつつ，日本の英語学習者の実態をもとに日本の教育環境における
英語に関する枠組みに特化して開発された指標である（投野，2013）
。
3) GRASPS とは，ゴール（Goal）
，役割（Role）
，相手（Audience）
，状況（Situation）
，パフォ
ーマンス（Performance）
，スタンダード（Standard）の頭文字をとったものでパフォーマン
ス課題を設計するための重要な要素となる（Wiggins & McTighe，2020）
。
4) CAN-DO リストの記述文は以下の 3 要素で構成される。
受容技能
(1) task（課題）
(2) condition（条件） (3) text（文）
(1) task（課題）
(2) condition（条件） (3) quality（質）
発表技能
performance（実演)
content（内容）
criteria（基準）
（根岸雅史，2010，p.245)
引用・参考文献
・Wiggins, G & McTighe, J. (西岡加名恵訳) (2020)『理解をもたらすカリキュラム設計—「逆
向き設計」の理論と方法』日本標準．
・卯城裕司・中嶋洋一・西垣知佳子・深澤清治 他 (2021)『SUNSHINE ENGLISH COURSE 1～3』
開隆堂
・笠島準一・阿野幸一・小串雅則・関典明 他(2021)『NEW HORIZON English Course 1～3』東
京書籍
・国立教育政策研究所教育課程研究センター(2020)『
「指導と評価の一体化」のための学習評
価に関する参考資料』東洋館出版.
・投野由紀夫(2013)『CAN-DO リスト作成・活用 英語到達度指標 CEFR-J ガイドブック』大修
館書店.
・根岸雅史 他(2021)『NEW CROWN English Series 1～3』三省堂
・根岸雅史(2010)「CEFR-J ベーダ版への確定作業について」
『小，中，高，大の一貫する英語
コミュニケーション能力の 到達基準の策定とその検証 中間報告』pp.244-250
http://www.cefr-j.org/PDF/TonoKaken2008-2011InterimReport.pdf（2021 年 10 月 1 日取
得）
・文部科学省（2018）
『中学校学習指導要領（平成 29 年度告示）解説 外国語編』開隆堂出版
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知的障害特別支援学校におけるキャリア教育に関する課題と実践
特別支援教育コース 山田 裕子
Ⅰ．問題と目的
特別支援学校（知的障害）では、自立と社会参加の実現のために、様々な教育活動に取り組
んできた。近年、知的障害者の就労だけでなく、生活をいかに保障していくかにまで視野が広
がり、
「自分らしく生きること」や、発達段階に応じて社会的・職業的自立に必要な能力や態
度を育てるキャリア教育の推進・充実が強く求められるようになってきた。そして、中央教育
審議会（2016）による「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について（答申）
」の登場によって、キャリア教育は転換期を迎え、
特別支援学校においても更なるキャリア教育の充実を図る必要性が高まっている。
そこで本研究では、知的障害特別支援学校におけるキャリア教育の課題を明らかにし、キャ
リア・パスポートを活用した実践を行い、その教育効果について検証する。
Ⅱ．研究Ⅰ：知的障害のある児童生徒の教育を行う特別支援学校の教員のキャリア教育に関す
る意識と実践上の課題
１．目的：知的障害のある児童生徒の教育を行う特別支援学校の教員を対象とした質問紙調査
を実施し、教員のキャリア教育に対する意識や捉え方、キャリア教育の実践内容、実践に関す
る成果と課題等について明らかにする。
２．方法
（１）調査対象者：Ａ県内の知的障害のある児童生徒の教育を行う特別支援学校８校に勤務す
る教員 678 名にウェブ調査を行い、440 名から回答を得た（回収率 64.9％）
。
（２）調査内容：特別支援教育を専門とする大学教員や筆者を含む特別支援教育に携わる学校
教員３名で検討し、①回答者について、②キャリア教育に対する意識や捉え方について、③キ
ャリア教育の指導実践に対する自信の程度について、④キャリア発達を意識した授業の実践
内容について、⑤実践の参考資料について、⑥キャリア教育を学校全体で取り組んでいくこと
に関する課題といった６つの領域の質問項目を設定した。
３．結果と考察
（１）キャリア教育に対する意識や捉え方が指導実践に及ぼす影響：本研究の結果、多くの教
員が①キャリア教育の必要性や重要性を認識していること、②キャリア教育の知識を問われ
ると回答に自信がなくなること、③キャリア教育と職業教育、進路教育の関係性についての捉
え方にずれがあることが明らかになった。また、キャリア発達を意識した実践をしていると回
答した教員は半数程度であった。
このような結果の背景には、キャリア教育や類似概念の理解の不十分さがあると考えられ
る。そして、そのことが授業実践の少なさにつながっていると推測される。このことから、キ
ャリア教育の充実を図るためには、
「キャリア教育に関する研修」が必要であると考えられ、

101

その内容は、
「授業づくり」などの全教員に共通するテーマの研修だけでなく、学部間・教育
課程間でニーズに違いがあることを踏まえた研修を計画することが必要である。
（２）キャリア教育を実践する教育課程について：本研究の結果、通常学級におけるキャリア
教育を行う際の最重要教科等は、小学部では「生活単元学習」
、中学部・高等部では「作業学
習」であることが明らかになった。また、重複学級に関しては、いずれの学部でも「自立活動」
が最重要教科等であることが明らかにされた。これらの教科等は、共通して「キャリア発達を
促すための日々の教育活動」であり、特別活動として自己の成長を振り返ったり確認したりま
とめたりする実践は１例のみであった。
これらのことから、今後は、児童生徒の実態に応じて、実際的・具体的にキャリア発達を促
進する実践と、キャリア・パスポートを活用した自己の成長を確認したりまとめたりする実践
を積み重ね、その成果・効果を検証することが必要である。
（３）キャリア教育において重視する力・育てたい力：キャリア教育において重視する力・育
てたい力は、通常学級、重複学級ともに、
「コミュニケーション能力」
、
「意思を伝える力」が上
位を占めており、
キャリア発達を意識した実践もこれらに関わるものが多かった。
この結果は、
企業が人材採用に当たって重視する資質・能力や就労継続に必要な資質・能力と一致している。
その一方で、
特別支援学校の教員がキャリア教育において重視する力・育てたい力については、
教育課程間（通常学級・重複学級）
、学部間の違いもみられた。
つまり、特別支援学校のキャリア教育では、12 年間の教育を見通した計画的・体系的・継続
的な取り組みが必要であると言える。例えば、重複学級では重要な教育内容を絞り、12 年間を
通して丁寧に指導していくことが必要であり、通常学級では、学年進行に合わせて教育目標や
教育内容を段階的に設定し、指導していくことが必要であると考えられる。
（４）学校全体でキャリア教育に取り組むことに関する課題：共起ネットワークの結果から、
学校全体でキャリア教育に取り組むための課題は、大きく「キャリア教育の内容理解」と「体
制や組織づくり」に分類された。
このことから、
「キャリア教育の内容理解」に関する課題解決に向けては、教員の専門性向
上に向けた「研修」が不可欠であると言える。また、
「体制や組織づくり」に関する課題解決
に向けては、キャリア教育をけん引する教員やキャリア教育を掌る校務分掌の明確化、校内の
メンター機能の充実などが必要であると考えられる。
Ⅲ．研究Ⅱ：知的障害特別支援学校のキャリア教育におけるキャリア・パスポートの有効性
１．目的：知的障害特別支援学校中学部に在籍する生徒を対象として、キャリア・パスポート
を活用したキャリア教育を実践し、その有効性を検証する。
２．方法
（１）対象者：知的障害特別支援学校中学部の通常学級に在籍する１年生５名。
（２）指導方法
①キャリア・パスポートの開発：文部科学省（2020）のキャリア・パスポート例示資料を参考
に、特別支援教育を専門とする大学教員や筆者を含む特別支援教育に携わる学校教員３名によ
って本研究で用いるキャリア・パスポートの原案を作成した。実際に使用するキャリア・パス
ポートは、生徒の実態に合わせて修正した。
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②補助教材の開発：知的障害の児童生徒は、学習によって得た知識や技能が断片的になりやす
く、学習したことを実際の生活場面で生かすことが難しい。そのため、キャリア・パスポート
に記載した「各自の学期の目標」を毎日振り返ることができるような補助教材を作成した。
（３）指導計画：
「生活単元学習」の単元として「ぼく・わたしの目標」という授業の中でキャ
リア・パスポートを作成し、
「日常生活の指導」で補助教材を用いた日々の振り返りに取り組む
ことにした。
（４）評価指標：以下の４つの指標を用いて本実践の有効性を検証した。
①キャリア教育に関する実態評価表（みやざき中央支援学校，2021）
、②生徒の成長に関する保
護者への聞き取り調査、③キャリア・パスポート、補助教材への生徒の記入内容、④学年の教
員へのキャリア・パスポートの活用に関する事後アンケート
３．結果と考察
（１）１学期の授業概要と授業時の生徒の様子：生活単元学習では、年度当初にキャリア・パ
スポートの説明を行い、
「中学部で頑張ってほしいこと」の内容理解を図った。その後、生徒の
実態に合わせて作成したチェックリストなどを使いながら「特に頑張りたいこと」を選定し、
それを「各自の学期の目標」とした。そして、目標達成に向けて頑張る場面を具体的に決めた。
日常生活の指導では、
下校前に補助教材を使って、
１日の振り返りを行い、
「各自の学期の目標」
の達成状況を評価した。１学期の終わりの生活単元学習では、１学期の振り返りを行い、それ
を踏まえて２学期の目標の方向性を決定した。
生活単元学習の１学期初めの授業では、生徒は教員の支援を多く必要としていたが、１学期
末の授業では、いずれの生徒も主体的に活動することができていた。日常生活の指導での振り
返り活動も次第にスムーズにできるようになった。
（２）２学期の授業概要と授業時の生徒の様子：２学期初めの生活単元学習では、１学期の終
わりに決定した２学期の目標の方向性に従って、目標段階表などを使いながら２学期の目標を
選定した。日常生活の指導では、日々の振り返りと目標達成の状況の評価を行い、目標達成基
準に到達した場合は、目標の変更を教員と相談するようにした。なお、１学期は「中学部で頑
張ってほしいこと」と各授業との結び付きの理解が希薄であったため、２学期は各授業の導入
段階で、その授業と関連する「中学部で頑張ってほしいこと」を伝えたり考えさせたりするこ
とにした。２学期終わりの生活単元学習では、達成して一番うれしかった（自慢したい）目標や
３学期も頑張りたい目標を選んで発表した。その後、目標達成パーティーを行い、さまざまな教員
が各生徒を称賛する動画を視聴した。
２学期の生活単元学習の授業では、いずれの生徒も主体的に活動することができていた。ま
た、日常生活の指導では、１学期以上にスムーズに１日の振り返りができていた。
（３）キャリア・パスポートを活用することの有効性：
「各自の学期の目標」を設定したことで、
生徒は、日々の取り組みの中で自己の成長について自己評価を繰り返し、自分の更なる成長や
目標に向かって努力し続けたり、行動を修正したりと、自身の行動を調整しながら目標達成に
向けて意欲的に取り組むようになった。その結果、１学期は、表１に示すように、個人差があ
るもののいずれの生徒も５月から７月にかけて「◎：よくできた」の割合が増えた。
２学期は、目標を細かく段階的に設定したことで、どの生徒も目標を達成したことを喜び、
次の目標を自主的に選択することができるようになった。中には自分の行動を振り返り、自ら
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新たな目標を提案する生徒もいた。対象学級と同学年の教員からも、目標に関連する行動が増
えてきた、自信がついてきたように感じるなどの肯定的な報告が得られた。実際に、いずれの
生徒も目標段階を２～４段階上げることができた。
表１ １週間あたりの４つ目標に対する「◎：よくできた」の割合の変化（％）
生徒Ａ

生徒Ｂ

生徒Ｃ

生徒Ｄ

生徒Ｅ

５月

44.4

20.0

20.0

58.8

82.4

７月

90.0

50.0

44.4

76.5

88.2

以上のことから、キャリア・パスポートを活用することには、生徒に目標達成や自己成長の
自覚を促したり、目標達成に必要な行動を促進したりするといった効果があることが明らかに
された。このような効果が得られた要因として、以下の３つが挙げられる。１つ目は、目標達
成に向けて、いつ、どこで、どう頑張ればいいのかを、生徒に分かるように具体的に細かく設
定したことである。２つ目は、知的障害のある生徒の理解度に合った教材を開発したことであ
る。例えば、振り返りが苦手な生徒に対しては、目標達成に関する行動の出現直後に記録でき
るような教材を作成した。３つ目は、自己成長を確認するための振り返り活動を毎日行ったこ
とである。この振り返り活動を毎日行ったことが、学期末の円滑な振り返り活動を可能とし、
２学期にできるようになってうれしい目標を選べるようになったことにつながったと考える。
すなわち、知的障害特別支援学校でもキャリア教育でキャリア・パスポートを活用すること
は有効であると言え、その有効性を高めるためには、目標を具体的に設定したり、実態に合わ
せた教材開発をしたり、毎日の振り返り活動を行ったりすることが必要であると言える。今後
は、このような取り組みを学年全体、学校全体に広げていくことが必要である。
Ⅳ．総合考察
本研究の結果、磯野ら（2012）の調査結果と同様に、特別支援学校の教員はキャリア教育の
必要性や重要性を認識しているものの、
その知識や実践には自信がないことが明らかになった。
このような状況にあるのは、実践につながるような研修の不足や、実践の成果・効果の客観的
な検証の不十分さがあるからと推測される。そのため、今後は研修に基づいた計画的な実践を
行い、その効果を客観的に検証することを積み重ねていく必要がある。
引用・参考文献
1）中央教育審議会（2016）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について（答申）．
2）磯野浩二・佐藤愼二（2012）知的障害特別支援学校におけるキャリア教育に関する意識調査―千
葉県内の知的障害特別支援学校全学部主事への質問紙調査を通して―．植草学園短期大学研
究紀要，13，33–38．
3）宮崎県立みやざき中央支援学校（2020）教育課題研究 児童生徒の主体的に学ぶ力を育てる指
導・支援の在り方 （2018 年度-2019 年度） 研究のまとめ．
4）文部科学省（2019）キャリア・パスポート例示資料等について（事務連絡）．
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学校と地域が共に進める学習支援の在り方
―学習支援事業の条件と構想―
教職実践高度化コース 新井 貴之
１.はじめに
一定基準を下回る所得の家庭で育つ「子どもの貧困」は、近年注目されている問題である。
「子どもの貧困対策に関する大綱」の重点施策には「教育の支援」もあり、地域学校協働活動
を基盤とした学習支援が子どもの貧困対策の施策として位置付けられている。そこで本研究で
は、
「地域の教育力の低下」に着目し、学校と地域が協力して進める学習支援体制を研究してい
く。特に「地域課題」としての「子どもの貧困」を解決するために、学習支援事業をあたって
の構成要因を検討する。学校と地域が協働して行う学習支援事業を進めていく上で必要な条件
及び学習支援事業実現への構想を行った。また、本研究を通して、これから宮崎県の教員にな
るにあたって学習支援事業を推進していくために必要な意識についても検討した。
２.先行研究
瀬川和美（2019）の「地域とともに歩む学習支援の在り方」で、地域で学習支援を行うため
に必要な特に鍵なる要因として「キーパーソン」
、
「予算根拠」
、
「人的資源」
、
「活動場所」の 4
つを指摘しているが、瀬川は対象地域を学校区単位で留めており局所的である。
サイズについては、
「地域」の「単位」に着目した研究として湯田拓史（2020）の「人口減少
地域における地域連携事業の効果と条件」があり、地域連携を含めた地域教育経営を考える上
で、地域をどのような「単位」で捉えるかが重要であるとしている。具体的には地域の単位と
して、
「県」
、
「広域（教育事務所）
」
、
「市町村」
、
「コミュニティ」の 4 つを挙げ、この 4 つのレ
ベルを分類して検証する必要性を指摘している。
以上のことから、
想定される地域の 4 つの単位をもって検討する必要があると考える。
また、
学習支援事業成立に向けてどのような手順で学習支援事業実施に向けて環境整備を進めるかも
検討すべき課題となる。
３.対象としての宮崎県の取組
地域学校協働活動を実施するにあたって連携・協力できる地域住民、団体も様々な社会的属
性がある。本研究では、数ある社会的属性の中でも事例「NPO 法人」
、
「企業・経済団体」を事例
として取り上げる。なぜなら、これらは「営利」を追求するかしないか、という点で違いはあ
るが、どちらも学習支援事業を進めるに際して、行政団体に代わりうる物的資本、人的資本を
十分に備えていることが考えられるからである。また、
「コミュニティ」を越えた「市町村」単
位で学習支援事業を行っている団体についても調査を行った。
①SWING-BY
SWING-BY は 2016 年 12 月に任意団体として設立され、2018 年 12 月に NPO 法人となり、現在
活動している。設立経緯は、代表の高橋が宮崎県の子どもの貧困問題に対してどうにかしたい
という思いから設立した。
事業内容はすべて子どもの貧困の解決に向けてのものとなっている。
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SWING-BY では、県内の複数の市町村にまたがって貧困家庭にある子どもたちに学習支援及び生
活支援を行っている。これは子どもたちの進路や生活水準の向上など、短期、中期的成果を目
的とした事業といえる。卒業等で地域を離れてからの支援や、家庭への支援といった学校だけ
では厳しい内容を行えることを NPO 法人としての強みとして活動している。また、SWING-BY 単
独で動いているのではなく、学校はもちろんのこと、多くの関係機関、団体と連携して活動し
ており、関係機関、団体を繋ぐキーパーソンともなっている。
②こゆ財団
こゆ財団は、正式には「一般財団法人こゆ地域づくり推進機構」という名称の宮崎県新富町
内にある地域商社である。町内の少子高齢化という地域課題に対して、地域商社としての強み
である幅広い人脈という強みを生かして、地域教育のコーディネーターとして学習支援を行っ
ている。また、この活動は短期的成果を目的にしたものではなく、10 年、20 年先といった長
期的視野での事業計画といえる。こゆ財団は地域のキーパーソンとして地域教育、キャリア教
育の充実に貢献していることが指摘できる。
③KSSVC
KSSVC は、小林スクールサポートボランティアセンターの略称であり、小林市教育委員会社
会教育課に設置されている地域と学校を繋ぐ地域学校協働活動事業の事務局のことである。小
林市教育委員会の「0 歳から 100 歳までの小林教育プラン」にある「
『学びたい』
『学ばせたい』
気持ちを高める小林教育」を根拠に行われている機関である。KSSVC は市全域を活動範囲とし
て捉えた上で活動を展開し、中学校区と小学校区の単位でそれぞれの課題、目的に応じた地域
学校協働活動を行っている。小林市における KSSVC やコーディネーターのように、学校側の負
担を軽減してくれる組織を用意することは大変重要である。
４.事例の比較
表 1：事例の比較（筆者作成）
団体名

設置主体

運営資金の性質

活動内容

活動範囲 掲げているビジョン

県内

宮崎の子どもの貧
困の包括的支援

公費（新
企業の教育イノ 教育・観光担
富町から 商品開発・観光促進・住促進、人材育成・地域教育（訪問 体験学習・
ベーション推進 当構成員、地
の補助 授業・講話）・小学生を対象としたイベントの企画
学習支援
専門官
域住民
金）

町内

シビックプライド
を持った次世代の
人財育成

NPO法人

こゆ財団

新富町

KSSVC

小林市教
育委員会

公費

A寺子屋

まちづく
り推進委
員会

公費

中3生への学力支援

B寺子屋

まちづく
り協議会

公費

公費

NPO法人

担い手
大学教員・
学生ボラン
ティア・地
域住民

SWING-BY

のべおかは
げまし隊

支援の分類 主導者の属性

中高生への奨学金支援及び奨学金対象者への大学進学後までのアフ
ターフォロー ・ 教育委員会や地域の子ども支援センターなどとと
もに、学校等のケース会議への参画。・ 特別な困難を抱える子ども 学力支援・
寄付金+公 たちへの対応とともに、その地域に合わせた支援体制も構築。 ・
学習支援・
貧困家庭への小中学生への学習支援 ・ 貧困家庭への食事の提供な
費
どの生活支援 ・ 親子への体験学習の企画、実施 ・ 学習支援、 体験学習
生活支援を行っている団体への金銭的支援 ・ 公開型の学びの場
（講演会）、などの実施 ・ キャリア教育の開発、検討

ボランティア募集。学校へ紹介及び学校からのボランティア
依頼への対応、斡旋 ・ 市内小中学校へ地域学校協働活動
の取材 ・ KSSVCだよりの発行による広報活動 ・ 各学校 学習支援・
との取組及び事務局の業務をまとめ「実践記録集」と「1年間 体験学習
のあゆみ」を作成・学校・地域コーディネーターの研修会を
年2回実施・外部からの視察や問合せへの対応

終活アドバイ
ザー

各学校の地域
コーディネー
ター

地域住民

学力支援

元PTA会長

地域住民・学生
ボランティア

学校区

住む人みんなにや
さしいA

中学生への学習支援

学習支援

元町役場福祉
課職員

学生ボラン
ティア

学校区

子供から高齢者ま
であんしんして暮
らせる住みよいま
ちづくり

数学・算数・理科・英語・家庭科の授業支援

学習支援・
学力支援

旭化成OB

旭化成OB・
地域住民

市内

「地域の教育力向
上」「子ども達の
学力向上・健全育
成」「地域住民の
生きがいづくり」
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市内(それ 『学びたい』『学
ぞれの学 ばせたい』気持ち
校区)
を高める小林教育

今回、比較項目を「運営資金の性質」
、
「活動内容」
「支援の分類」
、
「主導者の属性」
、
「担い
手」
、
「活動範囲」
「掲げているビジョン」と設定し、比較を行った。その結果、以下の 3 つの
ことが考えられた。1 つめは、主導者の属性によって地域をどの範囲で捉えているかが大き
く変化していた。つまり、連携する団体によって地域の枠組みが大きく変化している。2 つ
めは地域を学校区ではなく、市内、県内を捉えて活動する方が、学習支援事業を大きく捉え
ている。つまり「つながり」の広さが学習支援事業の活動内容の幅に影響を与える。3 つめ
に、活動内容と主導者の属性、学習支援事業の分類に注目すると、活動内容の傾向は主導者
の属性と問題意識が強く反映されている。
比較の結果から、
学習支援事業の成立に向けて
「主導者
（キーパーソン）
」
「地域の枠組み」
、
、
「地域住民の参画」
、
「活動理念」が構成要因として考えられる。
５.学校が地域と共に進める学習支援事業の実現に向けて
上述の事例の比較から明らかになったことから、ロードマップを作成した。このロードマ
ップはこれから学習支援事業を行うことを検討している者の手助けになるうえで意義深いと
考える。

図 1：
「学習支援事業成立へのロードマップ」

（筆者作成）

学習支援事業を行うために、まずは学校が抱える課題を認識することから始める。具体的に
は、課題を認識するために、関係者評価や学校運営協議会で学校改善に向けて意見をもらうこ
とが考えられる。そして、評価や意見をもとに学校の実態を把握し、課題を認識する。この際、
その課題が学習支援事業によって解決可能かの判断も行うことになる。
次に認識した課題を校内で共有した上でビジョンを策定する。課題に対してどのような理念
で、何を達成するのかを明らかにする。この際、年度での目標である「短期」
、5 年程度での目
標の「中期」
、家庭での 1 世代の目安である 30 年程度の目標として「長期」でそれぞれ設定す
ることが望ましい。
ビジョンが策定できたら、学習支援事業を主導するキーパーソンを設定する。キーパーソン
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を選定するにあたっての観点として「課題解決に向けて同じ思いをもてる」ことと、
「課題解決
に見合う社会関係資本をもっている」ことが条件として考える。学習支援事業が地域の教育課
題として有効に発揮していくには、キーパーソンと十分にビジョンが共有され、同じ思いをも
てていることが非常に重要である。そこで選定するにあたって重要となってくるのが、キーパ
ーソンの社会的属性である。なぜなら、キーパーソンの社会関係資本がそのまま学習支援事業
の幅を関わってくるためである。キーパーソンを選定する際には、ビジョンをもとに、ある程
度事業方針を決めた上で必要となる社会関係資本を想定しておく。
キーパーソンへ依頼し、十分にビジョンが共有できた上で、地域の枠組みを設定する。学校
が抱える教育課題の内容とキーパーソンの社会的属性とキーパーソンがもつ社会関係資本の幅
に意識して設定していく。コミュニティを越えて市町村や県内を単位とする場合、どこか他の
学校（コミュニティ）とも連携・協働していくのかも検討した上で地域の枠組みを設定しなけ
ればならない。
次に設定した地域の枠組みから社会関係資本を調整する。これはキーパーソンのもつ社会関
係資本に大きく影響を受け、依存する可能性が高い。つまり、キーパーソンとビジョンが上手
く共有できていれば、学習支援事業がより充実したものになっていく。このとき、検討する観
点は「場所」
、
「運営資金」
、そして「人」である。
特に「人」に関しては、学習支援事業が継続をしていくためには、NPO 法人といった「法人格
の参画」と「地域住民の参画」が要素として盛り込まれていることが望ましいと考える。
特に持続性として 1 番効果が高いのは、その場所に住み続ける地域住民である。地域住民が参
画しやすい事業にしていくことで、世代を越えて事業が持続していくことができる。
そして、学習支援事業を実施するにあたって、事業へ参画するメンバーとビジョンの共有を
行う。メンバーが入れ替わってもビジョンが薄れることのないように、定期的にビジョンを共
有する機会を設けることについてもこの段階で設定しておく方が望ましいのである。
６.終わりに
本研究では、事業が展開しているサイズに注目したうえで、学習支援事業の実施主体の属性
について検討を行った。さらに、実施主体の属性だけでなく主導する「キーパーソン」にも注
目した。結果として、宮崎県の教員として学習支援事業を推進していくためには、勤務校で常
に視野を広げて、事業主体に対する柔軟性を持ちながら、事業を主導するキーパーソンとビジ
ョンを共有して連携できるように関わることが重要である。
引用・参考文献
瀬川和美（2020）
「地域と共に歩む学習支援の在り方」
『宮崎大学教職大学院課題研究リポート』
内閣府『子供の貧困対策に関する有識者会議について』
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/yuushikisya/index.html（2022 年 1 月 25 日
閲覧）
文部科学省『地域と学校の連携・協働―学校と地域でつくる学びの未来』https://manabimirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/index.html（2022 年 1 月 25 日閲覧）
湯田拓史（2020）
「人口減少地域における地域連携事業の効果と条件―宮崎県 A 市の地域連携組
織に注目して―」
『九州教育経営学会研究紀要』第 26 号, 53－61 頁

108

OJT を促進させる教員の働き方改革推進施策の研究
―軸としての学校事務職員との連携―
教職実践高度化コース 斉藤 舞花
1.研究の目的
平成 25(2013)年 OECD が実施した TALIS において、日本の中学校教員の長時間勤務の実態が
明らかになったことや、平成 28(2016)年文部科学省が実施した勤務実態調査において、教員
の 1 週間の学内総勤務時間が小学校教諭 17 時間 29 分、中学校教諭 23 時間 20 分の残業が行わ
れている実態が明らかになったことを契機に、学校における働き方改革が国策として推進され
ている。加えて、教員をめぐる状況として、大量退職に伴う採用者数の増加により、業務遂行
に不慣れな若手教員が増加している。
このような現状を踏まえ、本研究では、働き方改革への様々なアプローチがある中で、OJT
による有効な時間の生み出し方、使い方を検討し、各学校独自で行う OJT を促進させる働き方
改革のための指針を示すことを目的としている。
2.研究の方法
本研究では、次の 3 つのことを行った。まず、学校における働き方改革の動向として、国や
県、市が主体となって、どのような動きをしているのかについて情報収集・整理を行った。次
に、学校における働き方改革の一環として、教員の学ぶ場の 1 つである行政研修(Off-JT)が縮
減対象となっていることから、学校内における学び(OJT)の充実が求められている点に着目し
た。加えて、宮崎県は、初任者を対象としたメンターチームによる研修を実施していることか
ら、このメンターチームによる初期研修を OJT として位置づけた。最後に、学校事務職員の存
在に目を向け、メンターチーム(学校事務職員も含む)による初期研修の計画案の作成を行っ
た。
3.研究の概要
(1) 学校における働き方改革の動向
学校における働き方改革に向けて、平成 29(2017)年から今日にかけて、徐々に方策が練られ、
勤務時間の管理や限りあるリソースを有効活用する業務の精選、国による勤務環境の整備等、
教育現場のあり方が見直されてきている。
法レベルでの働き方改革として、令和元(2019)年公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与
等に関する特別措置法の一部改正が行われた。第 5 条により変形時間労働制が可能となり、第
７条の新設で在校時間の上限が示された。
長時間労働の一要因となっている部活動指導について、令和 2(2020)年「学校の働き方改革
を踏まえた部活動改革」がスポーツ庁より示されている。具体的な方策は、①休日の部活動の
段階的な地域移行②合理的で効率的な部活動の推進、の 2 点である。宮崎県においても、中学
校の休日の部活動指導を地元の競技団体に委託する「地域移行」を小林市がモデル校において
実施している。
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(2) 縮減対象となった行政研修
宮崎県教職員キャリアデザイン手引書において、目指す教員像に向けて必要な資質・能力の
向上を図る学びの場として、
「自己啓発(SD)」
「学校外での学び(Off-JT)」
「学校内での学び(OJT)」
の 3 つの学びの場が示されている。この中で、行政が主体となって実施する行政研修は、働き
方改革の影響により、縮減対象(研修内容の整理・精選)となっている。というのも、都道府県
と市町村の教育委員会等で重複した内容が実施されていたり、研修報告書が教員にとって過度
の負担となっていたりしたことが背景にある。
行政研修が縮減されたことで、
どうやって教員の資質能力を向上させる機会を保証するのか。
この点の先行研究として、湯田拓史『再編対象としての「校内研修」
』において、自己啓発と OffJT についてそれぞれ「学び続ける教師であるために、自己研鑽(自己啓発)を図ることは重要で
あるが、多忙化している学校現場において、その時間を確保することの難しさが混在している
こと」
「研修が体系化されたことにより、教員のステージ別で学ぶ内容が精選され効果的な研修
内容を提供できることにつながるが、必ずしも教員のニーズに合った研修が提供できるとは言
えないこと」が分かった。このことから、教員の資質向上を図る 3 つの中でも、
「学校内での学
び(OJT)」を如何に充実させることができるかが重要となる。
(3) 「OJT」の定義 (宮崎県教育委員会による「学校における OJT の推進の手引き」より)
日常の職務を通して、教職員として必要な知識や技能、態度等を組織的・計画的・継続的に
高めていく取組のことを指す。ねらうところは、
「個人の成長」と「学校の課題解決」
。取組の
形としては、管理職や先輩教職員が後輩教職員へという一般的な OJT に加え、同僚間の教え合
いや内容によっては、後輩教職員と先輩教職員との教え合い等も含めるものとする。
このことから、教職という職業が、個人として完結するのではなく、同じく子どもたちの発
達に携わる「同僚」として、お互いの資質能力を切磋琢磨し合うことを特徴としていることを
示していることが分かる。
(4) 宮崎県における OJT
宮崎県は、校内での教職員育成の方策として、初任者を対象としたメンターチームによる研
修を実施している。
「意図的なチームで、計画的、継続的な研修を行うことで、多くの職員を初
任者に関わらせ、
「つながりづくり」と、
「指導法の継承」を行うことが求められている」とし、
学校としての組織性を高め、OJT を推進していくとしている。
校長のリーダーシップの下で、教育課題に対応するため、教員集団内に年代を超えたメンタ
ーチームを結成することで、校内において効果的な研修を進めることが示されている。
(5) 初期研修におけるメンターチームの構成員
学校内における OJT は、管理職や教員同士において行われている。しかし、学校で働く人は、
教員免許を所持した教員だけではない。管理職や教員以外にも、多くの職員が存在する。教育
内容や方法の改善に目を向ける教員だけでチームを構成することはないと考える。とりわけ、
教員とは異なるアプローチをすることのできる学校事務職員もメンターチームの構成員として、
校内 OJT に巻き込むことが必要であると考える。
このことから、今現在宮崎県で行われているメンターチームでの初期研修(図、左)に学校事
務職員を含めたメンターチームでの初期研修(図、右)の実施を行うことで、特化した内容の研
修実施につながると考える。
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図 1 出典：平成 30 年度 初任者研修実施校連絡協議会「メンターチームによる初期研修
について」教職員課説明資料をもとに著者作成
(6) メンターチームによる初期研修
宮崎県における 2 校の小学校の初期研修計画表を基に、学校事務職員と教員が組むことで、
効果の高い研修の実施につながり得ると考えるものを取り上げ、学校事務職員を交えた講習内
容、実施時期、実施時間を表に示した。
表 1 メンターチームを含む初期研修計画案
月

講習内容

目的

時間

４

保護者対応

〇 直接の交流場面や電話対応において、どのよう

１

コミュニケーション

な点に気を付けると、より良好な関係を築くこと
ができるのかについて理解する。

４

備品管理

〇 備品の配置場所の把握や、どのような教具があ

１

るかについて知り、教育場面において効果的に活
用していく見通しをもつ。
8

教育機器
統合型支援システム

〇 教育機器(主にパソコン)の効率的な活用方法に 1.5
ついての学びを得ることで、円滑な業務遂行につ
なげることができるようにする。
○ 統合型支援システムの活用方法について学び、
成績処理等で活用することができるようにする。

8

PTA 組織と運営

〇 保護者がもつ学校に対する思いや願いについて

１

理解し、学級経営に生かす視点を持つことができ
るようにする。
4 月に、保護者対応(コミュニケーション)と備品管理について、実施する計画とした。なぜ
なら、保護者対応において、第一印象が大事であるため、4 月において良好な関係構築を図っ
ていくことがその後の 1 年に大きく関わると考えるからである。また、備品管理においては、
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教育活動を計画・実施していく際に何があるかを確認しておくことで、教育活動における視野
が広がると考えるからである。
8 月には教育機器、統合型校務支援システムと PTA 組織について計画した。なぜなら、8 月は
児童がおらず、校務に集中できるといった点や事務職員が繁忙期でないといった点から、基本
研修と校内研修をリンクさせて、
全教職員で実施することができると考えたからである。
また、
事務作業を行う際、統合型校務支援システムを用いた効率的な方法を学ぶことで、業務遂行が
スムースになると考えるからである。
4.おわりに
本研究では、学校における働き方改革が求められている現状と、若手教員増加による業務遂
行に不慣れな教員の増加という 2 点から、学校事務職員を含めたメンターチームによる初期研
修、校内研修の計画案の作成を行った。
「事務をつかさどる」学校事務職員をチームに入れるこ
とで、より特化した内容の研修を実施することができるといった点から、学校事務職員を含め
た研修を行うことは有意義であると考える。また、多くの人との関わりの中で、ロールモデル
に出会い、様々なことを吸収していくという点や、困った時に相談する場所の確保といった点
においても、学校事務職員との関係を意図的に組むことは有効である。
一方、課題として、学校事務職員の負担の増加にもつながる恐れがある。福田展子の先行研
究より、学校事務職員が比較的ゆとりのある時期に研修を計画したが、仕事が増えるといった
点において学校事務職員の負担過重となる可能性がある。そのため、学校事務職員にとっても
効果のある研修にすることや、学校事務職員に対して教員ができることを見つけ、実施してい
くことも重要である。また、統合型校務支援システムに関しては、運用されはじめて間もない
ため、完全に使いこなせている学校事務職員の方ばかりではない可能性が高い。これに関して
は、学校事務職員に対する研修の充実も保障する必要があると考える。
教職員同士が、貸し借りの関係ではなく、同じ目標に向かって、様々な視点から自分たちが
最大限にできることを発揮しながら、学校がチームとして学校改善を図っていくことが、働き
方改革、および働き方改善につなげていくことができると考える。
主な引用・参考文献
福田展子(2021)「チーム学校の実現に向けた協働に関する研究～活躍する学校事務職員ととも
に～」
『宮崎大学教職大学院課題研究』
宮崎県教育委員会(2014)『学校における「OJT 推進のための手引書」
』
宮崎県教育研修センター(2019)『活用できる各種資料 メンターチームによる初期研修』
文部科学省(2020)『事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付につ
いて(通知)』
湯田拓史(2018)「再編対象としての「校内研修」―OJT としての意義と課題」
『宮崎大学教育
学部附属教育協働開発センター研究紀要』第 26 号，pp.173-182.
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小学校高学年児童における学級適応感向上への試み
―クラスワイド PBIS に基づいて―
教職実践高度化コース 川越穂香
１．目的
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の者課題に関する調査」
（文部科学省，2020）に
よると，不登校やいじめなど，生徒指導上の問題発生件数が増加傾向にある。変化の激しい現
代の教育において児童が安心できる環境を整えるために，より組織的・体系的な生徒指導の体
制を具現化する必要があると考えられる。加えて，こうした生徒指導上の問題を予防する生徒
指導の枠組みとして，行動理論に基づきながら児童生徒の行動を強化・弱化し，望ましい行動
を支援していこうとする PBIS の効果検証が進められている（Simonsen & Myers, 2015）
。
本研究では，PBIS を基にした行動支援を行い，児童に望ましいとされる行動や認められる経
験をくり返し体験させることで，児童の自尊感情を高め，学級への適応を促すことを目的とし
た介入プログラムの効果を検討する。また，栗原・井上（2010）によって，児童の学級適応感
を示す生活満足感と教師サポートについて相関があることが明らかとされていることから，介
入プログラムの実践を通して実施者である著者の教職スキルの変容も検証することとした。な
お，PBIS は，Positive Behavior Interventions and Supports と記され，同じく望ましい行動
支援を指す PBS とは Intervention（介入）が含まれる点が異なる。本研究では，対象児童の行
動へ働きかける介入授業を実施したため，PBIS の表記を用いることとする。
以上のことから，以下のような研究仮説を立てた。
仮説１：PBIS を基にした介入プログラムを開発し実践することで，児童たちが望ましい行動や
認められる経験を繰り返すとともに自尊感情を高め，
学級への適応を促すことができるだろう。
仮説 2：望ましい行動を支援する介入プログラムの開発・実践を通して，実施者の教職スキル
向上を促すことができるだろう。
２．方法
（１）対象者
宮崎市内の公立小学校 5 年の某学級に在籍する児童（36 名）を対象としたクラスワイドの
PBIS を計画し，介入プログラムを実施した。
（２）実施時期
20xx 年 11 月第 1 週から 11 月第 3 週にかけて 2 回の介入授業を行った。また，介入授業に関
する行動支援の声掛けと，児童同士が友達のすてきなところをチケットに記入し，掲示する「満
天の星空計画」
（友だちの良いところ探し）を継続して行った。生徒対象の調査は，アセス（栗
原・井上，2010）と自尊感情（榎本・東迫・立元，2018）の測度を用いて 20xx 年 11 月第 1 週，
第 4 週の計 2 回，著者が実施した。また，教育実習生である著者の教職スキルの評価は，20xx
年 6 月第 5 週，第 4 週の計 2 回，学級担任に依頼した。
（３）介入内容
本研究では，著者が教育実習生として配属された一つの学級において，学級規模での予防開
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発的な生徒指導としての PBIS プログラムを実践した。表 1 に実施時期と内容を示す。
表１ 介入時期と内容
介入授業①（Intervention①）

11 月 5 日

「上手な伝え方」

介入授業②（Intervention②）

11 月 16 日

「上手な聞き方」

満天の星空計画（Support）

11 月 9 日～11 月 26 日

チケットによる行動称賛

介入授業は 1 セッション 45 分で行い，2 セッションで構成した。対象学級の児童の行動観察
や，担任教諭との話し合いにより，自ら他者に働きかける「上手な伝え方」
，他者を受け入れる
「上手な聞き方」の 2 つを特に向上させたいターゲットスキルとし，介入プログラムの開発に
あたった。各セッションは，SST の指導技法である『教示』
『モデリング』
『リハーサル』
『ふり
かえり』で構成した。
『教示』では，増やしたい行動スキルの必要性に気づかせながら，望まし
い行動について考え，
『モデリング』では，学習する行動スキルのポイントを整理しながら見本
を示した。第 1 セッションの「上手な伝え方」では行動スキルのポイントの定着に課題が残っ
たため，第 2 セッションの『リハーサル』は，行動スキルのポイントを基にフィードバックを
行い，ポイントを意識したスキル練習が行えるように修正して介入授業を実施した。
さらに，日常場面において学習した行動スキルの維持・般化を促すための手続きとして，場
面を変えた演習や，著者の声掛けによる行動スキル活用場面の称賛，共有を行った。また，チ
ケットを活用した「満天の星空計画」では，介入授業で取り上げた行動スキル専用のチケット
を作成することで，学習したスキルの強化を図った。
（４）測度
児童に対するプログラムの効果指標として，介入の実施前と実施後に自己評定尺度への回答
を求めた。質問紙はアセス（栗原・井上，2010）と，自尊感情尺度（榎本・東迫・立元，2018）
を使用した。また，実施者である著者（教育実習生）に対するプログラム効果の指標として，
介入の実施前と実施後に，担任教諭に評定を求めた。質問紙は，教職スキル尺度（小学校版）
（立元・中岡・德田・冨岡・川越，2016）を使用した。
３．結果
（１） アセスによる学級適応感
Pre 期から Post 期にかけてアセスで示された得点の向上が，対応のある t 検定を用いて 5%
水準で有意にある場合に適応感が向上したことを認めることとした。結果を表２に示す。
表２：アセスにおける介入プログラムの効果の検討
生活

友人

教師

向社会的

非侵害的

学習的

満足感

サポート

サポート

スキル

関係

適応

全体

t(35)=-3.22,p<.05

―

―

―

―

―

適応高群

―

―

―

t(14)=-2.21,p<.05

―

―

適応低群

t(20)=-3.09,p<.05

―

―

―

―

―

数値は t 値を示し，―は支持に至らなかった結果を示す。
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（２）自尊感情
調査対象から得た Pre 期と Post 期の得点の差を検討するために，t 検定を行った。その結
果，
「自尊感情総合得点」や，下位因子である「高学年児童の学業に関するネガティブな自尊感
情」
，
「高学年児童の全般的な自尊感情」について，介入前後の平均値の差は有意でなかった。
（３）教職スキル
教育実習生における教職スキル尺度の得点は，下位因子ごとに 50 を中央値とした SD＝10 の
偏差値で示される。Pre 期から Post 期にかけての偏差値の得点で 5 ポイント以上，すなわち，
0.5SD 以上の変化を有意な変化とみなすこととした。つまり，偏差値得点が 5 ポイント以上向
上した場合に，教職スキルが向上したと見なすことにした。結果を表 3 に示す。
表３：教職スキル尺度における介入プログラムの効果の検討
子どもの注意

その場での

計画的な

児童生徒を

事前計画的な

ネガティブな

操作スキル

称賛スキル

教示スキル

叱るスキル

𠮟𠮟り方スキル

結果の用い方
スキル

―

〇

―

―

―

〇

〇は 0.5SD 以上の向上が見られたことを示し，―は支持に至らなかった結果を示す。
４．考察
児童の学級適応感に関しては，アセスの全般的な適応感を示す「生活満足感」因子の得点に
有意な効果が見られた。一方で，その他の因子（
「教師サポート」
，
「友人サポート」
，
「向社会的
スキル」
，
「非侵害的関係」
，
「学習的適応」
）では有意な効果が見られなかった。その要因として，
Pre 期の学級状態と，介入プログラムの内容が関係している可能性がある。Pre 期の調査データ
によると，
適応状態を表したプロット上において36人中34 人が良好な適応状態を示していた。
学級が落ち着いた状態で介入を開始したため，それ以上の改善効果が生じにくかったと考えら
れる。また，自ら友達に働きかける「上手な伝え方」スキルについて介入授業を行った際には，
授業内で伝え方のポイントを十分に抑えることができず，
「上手な伝え方」に関するポイントの
ふりかえりや般化のために場面を変えた演習の時間をとることができなかった。
このことから，
スキルを般化するための計画に課題が残っているといえる。
さらに Pre 期の調査データから，学級適応感が高い「適応高群」と適応感が低い「適応低群」
に分けて見てみると，Pre 期において比較的適応状態が良かった適応高群の向社会的スキルの
因子得点が向上した。
もともと適応状態が良好な児童においては，
友だちを助けようとしたり，
友だちと関係をつくろうとしたりする，向社会的スキルに効果があったと考えられる。
自尊感情における効果には有意差が見られなかった。その要因として，学習への意識が関係
していると考えられる。岩田・谷中・関（2021）は，小学校高学年における学校生活と自尊感
情・学校適応感の関係には，異なる学校生活の側面が影響していることを示している。しかし
ながら，アセスの学習的適応における効果が見られなかったことからも，児童の学業への意識
を高めることができなかったと考えられる。
児童の自尊感情や学習的適応へ働きかけるために，
学業に関する称賛や自信を持たせる励ましの言葉かけを意識して増やす必要があったと言える。
教職スキルに関しては，
「その場での称賛スキル」
，
「ネガティブな結果の用い方スキル」の 2
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つのスキルに関する効果について有意な向上が見られた。その要因として，PBIS の考えに基づ
くプログラム開発・実践が影響していると考える。介入プログラムを開発するにあたり，この
PBIS の考え方を取り入れ，望ましい行動を強化する具体的な称賛の言葉や，不適切行動への対
応を細かく設定していたことが今回の教職スキルの効果に影響を及ぼしたと言えよう。
５．課題と今後の展望
本研究では，2 時間の介入授業によって望ましい行動を教示し，3 週間の期間をかけて強化の
手続きを行った。望ましい行動を強化する手続きとして実施した「満天の星空計画」では，記
名式にしたことで，チケットに名前が挙がらない児童へのフォローに課題が残った。また，本
研究を実施した学級は，介入以前から異性の児童間の隔たりがみられず，落ち着いた学級であ
った。そのため，性別や交友関係によってチケットに記入される名前が大きく偏ることはなか
った。しかし，今後，あらゆる学級状態において望ましい行動を増やし，日常生活に維持・般
化させていくためには，トークンとなるチケットの扱い方を再度改善し，長期的なフォローア
ップを行っていく必要がある。
さらに，介入授業において実施者である著者（教育実習生）の授業力不足が介入効果に影響
した可能性は否めない。例えば，介入授業 1 時間目は，ポイントの確認やポイントに基づく称
賛が少なく，ふりかえりの時間も十分に確保することができなかった。帰りの会での演習時に
は，学習したスキルのポイントが定着していない様子も見られ，介入授業においてポイントを
意識したスキルトレーニングが行えていなかったと考えられる。今後は実施計画や実施方法の
精選を行い，ティーチャートレーニングを含めた学校全体での取組から見直し，総合的に望ま
しい行動支援の枠組みを整えていくことが望まれる。
引用文献
Simonsen B. and Myers D. (2015). Classwide Positive Behavior Interventions and
Supports: A Guide to Proactive Classroom Management. Guilford Publications, Inc.
(シモンセン＆マイヤーズ．宇田 光・西口 利文（監訳）
．有門 秀記・市川 哲・川島 一
晃・高見 佐知・福井 龍太・松山 康成（訳）(2020)．ポジティブ生徒指導・予防的学
級経営ガイドブック―いじめ，不登校，学級崩壊を予防する問題解決アプローチ― 明石書
店)
岩田 みちる・谷中 久和・関 あゆみ（2021） 小学校高学年における学校生活と自尊感情・学
級適応感の関係―予備的検討― 子ども発達臨床研究，15，51-56．
榎本 晴彦・東迫 健一・立元 真（2018） 児童期の自尊感情の評価とその発達的差異 宮崎
大学教育学部紀要，90，23-32．
栗原 慎二・井上 弥（編著）
（2010） アセス（学級全体と児童生徒個人のアセスメントソフ
ト）の使い方・活かし方 CD-ROM 付き！自分のパソコンで結果がすぐわかる ほんの森出
版
立元 真・中岡 嵩一・德田 公威・冨岡 直美・川越 雅彦（2016） 小学校教諭の教職スキル測
定の試み 九州心理学会第 77 回発表論文集，52．
文部科学省（2020） 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の者課題に関する調査

116

小学校高学年におけるレジリエンス向上プログラムの
開発と効果検証
教職実践高度化コース 湯地航大
１.研究の目的
「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
(文部科学省,2021)によると，いじめの認知件数や不登校児童生徒，自殺した児童生徒の数は
年々増加傾向にある。これらを踏まえると，子ども達を取り巻く環境はストレスを抱える場面
が多いと想定できる。レジリエンスは，
「ストレスフルな状況でも精神的健康を維持する，ある
いは回復へと導く心理的特性」のことを指す。ストレスフルな世の中を生き抜くには，精神的
な健康を維持し，ストレスと上手く付き合いながら生きていく力，いわゆるレジリエンス教育
が必要である。レジリエンスを向上させる取組としては，
「問題解決思考法の定着」や「SST」
が効果的である。本研究は，小学校高学年を対象にしたレジリエンス向上プログラムに問題解
決思考法を取り入れ，
第5 学年と第6 学年に実施した高橋(2021)の介入プログラムをベースに，
問題解決思考法や SST を取り入れた小学校高学年向けのレジリエンス向上プログラムを開発し
実践を行い，その効果を検証することを目的にしている。
２.研究の仮説
問題解決思考法と SST「相談スキル」を組み込んだプログラムを開発し，小学校高学年に対
し実施することで，レジリエンスを高めることができるであろう。
３.研究の方法
（１） 対象者
宮崎県内の某公立小学校 6 学年の 1 学級，25 名〔5 名が post まで未実施，また post 時に異
常な上昇や減少が見られていた児童が一定数いたため post の全体平均値±1SD の範囲外であ
る 9 名の児童を外れ値とした〕を対象にした。さらに，統制群として 3 学級分（76 名）を採用
した。
（２) 実施時期
20xx 年 6 月～12 月までの期間（介入の一週間前を pre，介入の一週間後を post とする）
(３) 介入内容
全 3 回の介入授業と 3 回の帰りの会時の介入を行うプログラムを，教育実習生としての立場
である筆者が，教育実習の一環として行った。介入授業は，学級活動の時間を用いて 1 回あた
り 45 分であった。
第 1 回介入授業と第 2 回介入授業は，高橋(2021)の介入プログラムを参考に作成した。第 1
回介入授業では，
「認知・感情・行動の区別や関係に気づく」と題して心理教育を行い，認知・
感情・行動が悪い循環にあるときには，行動を変えることで，良い循環にすることができるこ
とを示した。第 2 回介入授業では，問題を解決する方法として自らの行動をどのように変容さ
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せるかという戦略を構想する問題解決思考法の手順を教示した後，問題解決思考法の演習をく
り返した。第 3 回介入授業では，新たな取組として「相談スキル」を習得させる SST を取り入
れた。めあてを「上手な相談の仕方を身に付けよう」とし，pre 期における質問紙から苦手と
している児童が多かったポイントである①「相談があることを伝える」
，②「素直な気持ちを伝
える」の 2 つのポイントに加え，言葉以外のポイントとなる③「口調に気を付ける」の合計 3
つのポイント提示し，ロールプレイを実践した。
帰りの会時の演習として，10 分～15 分程度の時間で，架空の人物や学級の問題を解決する問
題解決思考法の演習を行った。介入授業及び帰りの会時介入概要を表 1 に示す。
表１：介入授業及び帰りの会時介入の概要
第 1 回介入授業

(6 月 18 日)

心理教育 ｢認知・感情・行動の区別や関係に気づく｣

帰りの会時の介入①

(6 月 22 日)

問題解決思考法 ｢問題をはっきりさせる｣

第 2 回介入授業

(11 月 16 日)

問題解決思考法 ｢問題を解決する方法を知る｣

帰りの会時の介入②

(11 月 25 日)

問題解決思考法 ｢問題解決思考法を使う(架空の人物の問題)｣

帰りの会時の介入③

(11 月 30 日)

問題解決思考法 ｢問題解決思考法を使う(学級の問題)｣

第 3 回介入授業

(12 月２日)

SST ｢上手な相談の仕方を身に付ける｣

(４) 測度
プログラムの効果指標として，被験児たちに，介入の実施前と実施後に，中島・高橋・加藤・
東迫・立元(2020)の小学生用レジリエンス尺度を使用した。小学生用レジリエンス尺度は，
「俯
瞰力」
，
「援助要請力」
，
「解決志向性」
，
「楽観性」の四つの下位因子から構成されている。また，
回答については，
児童が在籍している学級において，
筆者の指示に基づいて一斉に回答させた。
４.結果
介入プログラムの効果を検討するために，介入の有無(介入群，統制群)×時期(Pre，Post)
の 2 要因分散分析を行った。交互作用が有意(p＜.05)な場合に介入効果を認めることとした。
すなわち，①Pre 期から Post 期において，介入群の方が統制群よりも明確な改善が認められ
る場合，②Pre 期から Post 期において統制群には事態の悪化が認められるが，介入群には改
善かあるいは状態の維持が認められる場合に介入効果があるとした。
また，児童をレジリエンスのタイプ別に分けて介入効果を検討するために，対象者(101 名)
の「レジリエンス総得点」
，レジリエンスの下位因子である「俯瞰力」
，
「援助要請力」
，
「解決
志向性」
，
「楽観性」の Pre 期の平均値を用いて，大規模ファイルのクラスター分析を行い，2
つのクラスターを得た。詳細は，
「低レジリエンス群」が 45 名(介入群は 12 名)，
「高レジリエ
ンス群」が 56 名(介入群は 13 名)であった。
分析の結果，
「全体」
「低レジリエンス群」
「高レジリエンス群」
，全てにおいて，レジリエ
ンス総合得点及びすべての下位因子の得点の有意な効果は得られなかった。
５.考察
本研究では，小学校高学年の児童に「問題解決思考法」
，SST「相談スキル」を身に付けさせ
るプログラムを実施し，児童のレジリエンスの全体的な底上げを試みた。しかし，上述したよ
うに「全体」
「低レジリエンス群」
「高レジリエンス群」における介入プログラムの有意な結果
が得られなかったことから，本介入プログラムの有効性は認められなかった。主な原因として
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以下の三つが挙げられる。
一つ目は，長期的な維持をさせる取組が充分でなかったことである。田中・髙橋・佐藤(2016)
の研究では，小学 6 年生に対して，全 4 セッション（1 セッション 45 分）で構成されている社
会的問題解決訓練を行い，維持促進の手続きとして，3 ヶ月以内の授業の「振り返り」や「復
習」により，長期的な維持効果があったことが報告されている。これを踏まえると，介入を行
わなかった 4 ヶ月の間に「振り返り」や「復習」を行う必要があったと考えられる。
二つ目は，児童の「知識」が備わっていない状態で，
「行動」を教えていたことである。高橋
(2021)のプログラムは，介入プログラム②「問題解決思考法を知ろう」
，介入プログラム③「問
題解決思考法を使おう」としており，問題解決思考法について「知る」と「使う」を分けて，
「知識」を定着させる場面と「行動」を教える場面を一つずつ丁寧に押さえていた。それに対
し，本研究は，介入授業③に SST「相談スキル」を取り入れた研究デザインにしたため，介入プ
ログラム②の中に問題解決思考法を「知る」と「使う」を混合した授業を設定し，
「使う」を主
軸に取り組んだ。島宗(2000)によると，目標を達成するためには，
「知識を教える」
，
「行動を教
える」
，
「動機付けを行う」の順に実践することが必要だとされている。本研究は，
「知識」が無
い子どもに対して「行動」だけを教えるような実践になっていたと考えられる。そのため，問
題解決思考法の「知識」の定着が充分に図れなかったのではないかと考えられる。高橋(2021)
は，
「知識」を教えるために，問題解決思考法の手順が書かれた資料を児童に配付することや，
帰りの会の演習の中で，児童同士が問題解決思考法の手順を説明し合うような取り組みを行っ
ていた。本研究においても，
「知識」を確立した上で，実践経験を積ませる必要があったと考え
られる。
三つ目は，援助要請をされる側についての介入を行わなかったことである。後藤・松浦(2017)
の小学生から大学生までの子どもを対象とした援助要請に関する研究では，小学校段階の援助
要請では，学校の環境として，周囲からサポートが得られる，周囲に自分が受け入れてもらえ
る点が重要だと記されている。これを踏まえると，本介入プログラムの SST「上手な相談の仕
方を身に付ける」の後に，周囲からサポートが得られる環境づくりにあたる SST「上手な相談
の受け方を身に付ける」を行う必要があったことが示唆される。
６.展望
学校現場のような制約された時間の中で介入の効果をもたらすためには，児童を落ち着いた
状態にして，児童の集中力を高めたところで，問題解決思考法などを取り入れた授業を行うこ
とも重要だと考えられる。
児童を落ち着いた状態にしたり，児童の集中力を高めたりする方法の一つに，マインドフル
ネスが挙げられる。マインドフルネスとは，Kabat-Zinn(1994)によると，
「意図的に今この瞬間
に，価値判断することなく注意を向けること」とされている。つまり，マインドフルネスとは，
ありのままを受け入れることだと考えられる。
春木・石川・河野・松田(2008)の中では，
「マインドフルネスに基づくストレス低減プログラ
ム」の技法である「咀嚼瞑想」
，
「呼吸法」
，
「ボディースキャン」
，
「ヨーガ」
，
「歩行瞑想」
，
「静
座瞑想」の内容や効果を説明しており，
「マインドフルネスに基づくストレス低減プログラム」
は，リラクセーションにも効果的であることが分かっている。実際に，名嘉・郷堀・大下・得
丸(2012)の研究では，小学校 3 年生を対象に簡易的な瞑想実践である「呼吸法」や「ボディー

119

スキャン」を 1 ヶ月間，朝読書の時間に 5 分間行うことにより，持続力・集中力を向上させる
ことに成功している。これを踏まえると，授業の冒頭の 5 分間に「呼吸法」や体の各部分に順
次注意を集中させる「ボディースキャン」を取り入れ,児童の集中力を高め,落ち着いた環境を
整えた上でレジリエンス介入プログラムである「問題解決思考法」や「SST」を行うとより効果
を発揮することができるのではないかと考える。
来年度以降，考察に書いたような反省点を踏まえ，本研究で行ったレジリエンス介入を改善
し，自分の学級において実施したいと考えている。将来の日本社会を支える子ども達をより良
く育成するために，
こらからもレジリエンス教育に着目して，
さらなる実践を積んでいきたい。
引用文献
1) 後藤 綾文・松浦 均(2017)「友人に対する援助要請の促進要因に関する研究の動向と課
題」
，三重大学教育学研究紀要 68 号，pp.69-75.
2) 春木 豊・石川 利江・河野 梨香・松田 与理子(2008)「マインドフルネスに基づくストレ
ス低減プログラム」の健康心理学への応用，健康心理学会 21 号，pp.57-67.
3) Kabat-Zinn,J.(1994).Wherever you go,there you go,there you are:Mind-fulness
meditation in everyday life.New York:Hyperion Books.（ガバットジン,J.田中麻里・
松丸さとみ（訳）(2012).マインドフルネスを始めたいあなたへ 星和書店）
4) 文部科学省(2021)「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する
調査」
5) 名嘉 一幾・郷堀 ヨゼフ・大下 大圓・得丸 定子(2012)「学校における瞑想実践とその評
価」
，上越教育大学研究紀要 31 号，pp.253-264.
6) 中島 寛・高橋 智子・加藤 博之・東迫 健一・立元 真(2020)「小学生を対象としたレジ
リエンス尺度の開発」
，宮崎大学教育学紀要 94 号，pp.129-138.
7) 島宗 理(2000)『パフォーマンス・マネジメント―問題解決のための行動分析学―』 米
田出版
8) 高橋 智子(2021)「レジリエンス向上を目指した学校介入―小学校高学年向けプログラム
開発と効果検証―」
〔宮崎大学大学院教育学研究科 教職実践開発専攻課題研究論文 非公
刊〕
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全員参加の授業づくりに関する研究
教職実践高度化コース 井上瑛美子
１．はじめに
これまで、子どもたちが主体的に学ぶことや、学級やグループの中で協働的に学ぶことの重
要性は指摘されてきており、多くの実践も積み重ねられてきた。近年では、
「アクティブ･ラー
ニング」という言葉でも知られているように、授業において教師から一方的に伝達される知識
を受動的に習得する存在であった子どもたちの学習観を切り崩し、受動的な授業から抜けださ
せるとともに、自ら学ばせていくことが求められている。しかし、
「アクティブ･ラーニング」
の視点から授業改善が行われるようになると、指導法を一定の型にはめ、狭い意味での授業の
方法や技術の改善にとどまり、学びの質の深まりを欠いた表面的な活動に陥ってしまっている
といった課題が指摘されている。
このような課題を乗り越えるため、平成 29 年度告示の学習指導要領等では、特定の型を普
及させるのではなく、子どもが学びへ積極的に参加し、深い理解や自信を育みながら必要な資
質・能力を身に付けていくことができるよう、学び全体を改善していかなければならないとし
ている。
本研究においては、子どもの豊かな授業参加をつくり、
「主体的・対話的で深い学び」を成
立させるための教師の指導性を明らかにしたい。
２．論文構成
第Ⅰ章 子どもとともに「全員参加」の授業をつくる
第Ⅱ章 授業づくりの視点として「参加」概念
第Ⅲ章 全員参加の授業づくりにおける教師の指導性
３．論文概要
これまでの大学院の実習において、子どもの学習観をつくり変え、子どもたち全員の学習権
を保障するような授業づくりに取り組んできた。しかし、子どもたちの参加を豊かにしたり、
学習観を変えたりすることはできていなかった。それどころか、授業への参加を豊かにしよう
としすぎるあまり、学習活動を急激に変えすぎてしまい、教師の学習観を子どもに押しつけて
しまっていた。子どもの参加を保障し、豊かにするどころか、子どもに参加を強制するという
点で、教師の一方的な教え込みの授業と同じようなものになってしまっていたのである。
そこで、本研究において、子どもに授業への参加を強制せず、参加を豊かにしていくために
はどうすればいいのか、授業における「参加」について考えてきた。
松田（2002）は、子どもたちに受動的な参加を強制するような授業ではなく、主体的な参加
を保障する授業へと授業のあり方を転換しなければならないという。そのためには、子どもの
意見表明の権利を保障し、教師と子どもの共同性を発展させることが必要であると指摘してい
る。教師の発問に対する子どもの答えや意見、質問、要求のみを授業における子どもの意見表
明として受け止めるのではなく、教師の話を無視したり、教室を抜け出したり、他の子どもに

121

手をだすといった子どもたちの行為でさえも意見表明の萌芽として受け容れなければならない。
子どもの迷惑行動の奥にある、言葉で伝えられない思いや願いを教師が、細やかに受け止め、
それを子どもからのメッセージとして学級の中に明確に位置付け、その後の指導を展開してい
くことで、子どもたちは自分の願いを自覚し、意見として表明できるようになるというのであ
る。その際、授業の内容や方法・進行に関する意見表明だけではなく、授業の仕組みづくりに
対する意見表明をも保障しなければならないと指摘している。子どもの主体的な授業へ参加を
保障するためには、教師と子どもの関係性をつくり変え、子どもの意見表明を基に授業の内容
や進行、授業の仕組みづくりを行っていかなければならない。
船越（1998）もまた、松田（2002）と同様に教師と子どもの関係性をつくり変えなければな
らないと指摘している。ただし、船越（1998）は、授業のなかで終結するような学びではなく、
社会に開かれた参加を保障しなければならないと指摘する。授業における学びを社会に開かれ
た参加とすることが、権利として子どもの参加を保障するために不可欠なのである。
船越（1998）は、社会に開かれた参加について、共同体の構成員による自治権行使としての
運動が追求している諸問題を学習することを通しての参加である「学習」としての参加、運動
が追求している諸問題を学習した結果として、何らかの意見表明を行うことを通しての参加で
ある「表現」としての参加、運動が追求している問題を解決するために、行動することを通し
ての参加である「実践」としての参加という３つのレベルに分けている。船越（1998）は、授
業における子どもの参加は、子どもの自治を認めるような「権利としての参加」でなければな
らないと主張している。そのためには、学習する内容に対してまでも、子ども意見表明を保障
しなければならないと指摘するのである。
松田（2002）や船越（1998）が教師と子どもの関係性をつくり変えなければならないと指摘
するのに対して、久田（2010）は、教師と子どもの関係性だけでなく、子どもと子どもの関係
性をもつくり変えていかなければならないと指摘する。
子どもと子どもの関係性をつくり変えるために、多様な参加の仕方があってもよいことを教
室に広めなければならない。そして、学び合う関係のルールの確立や学びの方法や組織の共同
選択、授業の進行･計画の合意形成を行っていかなければならない。子どもが獲得する知のあり
方を生活現実や社会や世界とつなげるためには、子ども一人ひとりの真実の問いを他者につな
げ、他者と探究してみたい問いをめぐって対話しながら複数の問いを立ち上げてみることを意
識的に指導することが必要である。学びの内容と自己とのつながりを見つめ直したり、学ぶ内
容と向き合い疑問をもったり、互いに意見を絡み合わせて認識を深め合っていこうとする子ど
もたちが育ったときに初めて、子どもたちの意見表明をもとに授業の制度をつくりかえたり、
実践的な学習を行ったりすることが可能になるのである。
以上の松田（2002）
、船越（1998）
、久田（2010）の指摘を踏まえて、松浦悟史指導教諭の
授業実践を基に、子どもの豊かな参加をつくるための教師の指導性について、検討を行った。
松田（2002）の指摘から見ると、授業の終盤に、松浦指導教諭は黒板を用いて「ふりかえ
り」を行い、子どもの授業の参加の仕方について価値づけを行っていた場面において、授業の
参加の仕組みについて、子どもの意見表明を保障していないことが指摘できる。松浦指導教諭
は「ジェスチャーを分かったあなたたちもすごかったね。
」と考えを言葉にしきれない児童の
考えを最後まで聞き取ろうとした子どもたちのあり方を評価した。しかし、松浦指導教諭は自
らが授業への参加のあり方について評価を行っているが、子どもには、授業の参加のあり方に
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ついて意見を表明させる機会を与えていない。つまり、子どもたちの授業の仕組みづくりへの
意見表明を保障していないのである。
船越（1998）の視点から見ても、実践としての参加に開かれた学びになっていないという点
で、課題がある。授業において、子どもから「先生、同じものを重ねたのは、数えないんです
か？」という質問が出た。この質問は、問題が統計か確率かを問うものであった。しかし、教
員はこの発言を取り上げていない。子どもたちを問題づくりに参加させていないという点で、
実践としての参加になっていないのである。
一方、久田（2010）の視点から見ると、子どもの授業の仕組みに対する意見表明を保障して
いないのではなく、子どもたちが意見表明できる段階になっていないため、あえてさせていな
いのである。なぜなら、無理に子どもたちに、授業の仕組みに対する意見表明を求めてしまう
と、結果として、教師のもっている考えに収斂されてしまう危険性があるからである。ただし、
子どもたちが意見表明するができるようにしていくために、子どもに意見表明は求めない代わ
りに、教師が見本を見せているのである。子ども同士が互いの授業への参加の仕方について評
価することや自分たちの学びの質を高めるために何が必要なのかを考えられるような関係性が
できていない段階では、子どもから意見を引き出そうとしてはいけないのである。また、実践
としての参加になっていないという点についても、他の子どもがこの発言を理解していない段
階では、共同的に探究できないため、この発言を取りあげても教師の考えにまとめられるだけ
であるため、子どもの意見を取りあげても意味がないのである。他の子どもが、その子どもの
問いを理解し、ともに考えたいと思ったときに初めて、授業において、その問いを扱うことが
できるようになるのである。
このような授業の中で、松浦指導教諭は、問題提示の仕方を工夫している。教師が未完成の
問題文を提示し、子どもたちとのやりとりを行うことを通して、問題を解くための条件と子ど
もの問題の捉え方が明らかになっていく。松浦指導教諭は、このような問題提示を通して、子
どもとの関係性をつくり変えるとともに、
子どもたちが算数の授業を楽しめるようにしている。
このような松浦指導教諭の問題提示を通して、子どもたちは「つぶやき」の大切さ学んでいる。
複数の条件が欠けている問題を提示し、子どもたちに問題を解くためには「つぶやき」が重要
になってくるということを経験させるのである。そうすることで、子どもたちは、自分のため
の「つぶやき」ではなく、みんなのためになるような「つぶやき」をし始めるのである。この
ような一連の指導は、
「スタートをそろえる」とよばれ、子どもたちの学習への参加を保障する
ために行われる。
さらに、発言を聞いていないことにより、授業に参加できなくなるということを防ぐため
に、発言を繰り返させている。この発言を繰り返させるという指導は、子どもに参加を保障す
るための「スタートをそろえる」という機能だけでなく、聞き手として子どもを育てていると
いう機能をも備えている。発言の繰り返し行っていくなかで、教師が「聞けたね。
」
「そうやっ
てみんなが聞いてくれると、言っている人が嬉しくなるでしょ。
」と価値づけを行うことで、
子どもたちは友だちのために聞こうとするようになるのである。そして、相手のために発言を
聞こうとするようになると、発言する言葉が足りなくても聞こうとするようになる。その際、
「気持ちが分かる？」
「どれくらい分かる？」と聞きながら、聞き方のレベルを深めること
で、他者と発言をつなげながら考えることができるようなっていくのである。このように、
「スタートをそろえる」という指導が、子どもたちの聞く力を育て、子どもたちの共同的な関
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係性を育てているのである。
加えて、授業の終盤の振り返りにおいて、教科内容を振り返るだけでなく、その内容がどの
ように導き出されたのかということも確認している。その際、子どもの授業の参加の仕方を価
値付けている。このような振り返りにおいて、松浦指導教諭は、子どもたちに意見表明の機会
を与えていない。そのことについて松浦指導教諭は、今の子どもたちは授業への参加の制度に
ついて意見表明ができる段階ではないため、子どもたちに求めるのではなく、教師が見本を見
せている段階であると述べていた。子どもの言葉が育っていない段階では、振り返りに子ども
を参加させても、教師の価値観に丸め込まれる危険性があるからである。子どもたちが、授業
における価値付けに参加できるよう、子どもの言葉を育てるために、松浦指導教諭は、算数日
記の指導を行っている。振り返りと日記指導を通して、子どもの言葉を育てることで、子ども
たちを授業づくりにも参加させていこうとしているのである。
本研究を通して、教師が自分の思いだけで行うような実践ではなく、子どもたちの思いや願
いが意見表明として現れてくるような授業実践を行わなければならないということに気づくこ
とができた。さらに、子どもたちの意見表明が保障されるためには、教師と子どもの関係性だ
けでなく、子どもと子どもの関係性がつくられていくことが不可欠である。これからの自己の
授業実践においては、教師と子どもの関係性を変えることだけでなく、子ども同士の関係性を
つくり変えていく実践にも取り組んでいきたい。そのためにも、同僚の教員とともに豊かな教
材解釈を積み重ねるとともに、共同的な参加という視点から授業実践を振り返りながら、子ど
もとともにつくる授業に挑戦していきたいと思う。
４．主要参考文献
1） 小川修一『いきいき探究学級｢お話聞き隊｣が行く!－子どもがつくる総合学習』民衆社、
1999 年。
2） 篠崎純子「わかんないと得します－『まちがったって､できなくたっていいじゃん』からの
出発－」全国生活指導研究協議会編『生活指導』第 39 巻 8 号、明治図書、16-23 頁。
3） 久田敏彦「子どもの参加と授業づくり―学習集団論を手がかりにして―」岩垣攝・子安潤・
久田敏彦編著『教室で教えるということ』八千代出版、2010 年、113-168 頁。
4） 船越勝「子どもの権利としての参加と学びの転換」メトーデ研究会『学びのディスコース
―共同創造の授業を求めて―』八千代出版、1998 年、211-232 頁。
5） 松田己統美「参加の意見表明の授業をつくる」久田敏彦・湯浅恭正・住野好久編著『新し
い授業づくりの物語を織る』フォーラム A､2002 年、35-66 頁。
6） 三上周冶「理科って楽しいよ！やってみよう！」
『理科教室』第 49 巻 12 号、星の環会刊、
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幼小連携における教師の相互理解を促すカリキュラム開発
教職実践高度化コース 谷口夢歩
１. 先行研究の分析と本研究の目的
近年、幼小 1）連携・幼小接続の重要性が指摘されようになってきたが、教職員や子どもの交
流など、人的な幼小連携は進んでいるものの、教育課程の編成・実施を含む幼小接続の取り組
みには課題がある。中央教育審議会（2021）の初等教育分科会幼児教育と小学校教育の架け橋
特別委員会第三回配布資料では、
「保幼小接続が進みにくかった原因として、実際の子供の姿を
見る機会が少なかったことや、教育観や方法の違いをすり合わせることができなかったことが
ある」と述べられている。また、幼稚園教諭・保育士・保育教諭（以下、三者を含めて「保育
者」と表記）と小学校教諭の相互理解を図る際には、教育課程や子ども像の把握にとどまらず、
保育者と小学校教師が教育観や子どもをみる視点・観点に踏み込んで議論がなされることが期
待されている（一前 2016）
。しかし、子どもをみる視点や教育観にまで踏み込んで相互理解を
行う研究や実践は少ない。そこで、本研究では、小松（2020）の研究を参考に、幼小連携にお
ける教師の教育観や子どもをみる視点を含めた相互理解を促すプログラムの開発を行い、実践
し、その効果について検討することを目的とした。
２. 幼小連携・幼小接続の現状と課題
「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）
」
（文部科学省 2010）で
は、
「幼児期の教育(幼稚園、保育所、認定こども園における教育。以下同じ。)と児童期の教育
(小学校における教育。以下同じ。)は、それぞれの段階における役割と責任を果たすとともに、
子どもの発達や学びの連続性を保障するため、両者の教育が円滑に接続し、教育の連続性・一
貫性を確保し、子どもに対して体系的な教育が組織的に行われるようにすることは極めて重要
である。
」と述べられている。この背景には、近年、世界的な幼児教育改革により、保育の質向
上の必要性、幼児教育の重要性が指摘されるようになったことがある。OECD や海外の研究では、
幼児期の教育がその後の生涯にわたる学業達成、職業生活、家庭生活等で多面的に影響を与え
ることが実証的に明らかにされている。また、幼児教育の質向上の重要性だけでなく、幼小接
続の重要性も指摘されるようになり、カリキュラムの一貫性や継続的な幼小接続の取組は、子
どもたちの将来の教育的・社会的成功に好影響を与えるとされている。
しかし、現状では、各学校園で何らかの取組は行なっているものの、その取組が十分とは言
えない。
「令和元年度幼児教育実態調査」によると、幼小接続を意識した教育課程の編成を行っ
ている学校園は 36％である。幼小連携・幼小接続が進まない原因の一つに、幼小の教育の違い
について十分理解・意識できていないことがある。そのため、幼小接続として教育課程を編成
していても、それが小学校に入学するための準備教育になってしまっている場合もある。
また、
「令和元年度幼児教育実態調査」によると、幼小合同で研修会を行っている学校園が約
48％あるが、その研修会では、互いの教育課程について紹介したり、個別の配慮が必要な子ど
もの情報を共有したりするだけの場合が多い。先行研究でも指摘されているように、互いの教
育観や子どもを見る視点にまで踏み込んだ研修会を行うことが必要であると考える。
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３. 幼小の教育に関わった教師へのインタビュー
幼小連携における教師の相互理解を促すカリキュラム開発を行うにあたり、幼児教育と小学
校教育で子どもをみる視点や教育観、関わり方にどのような違いがあるのかを明らかにするた
めに、幼児教育と小学校教育のどちらにも関わられた３名（表１）にインタビュー調査を行っ
た。この３名は、経歴や立場は異なるが、幼児教育と小学校教育のどちらにも深く関わり、双
方の教育について理解されている点で共通している。
表１ インタビューの調査対象
① 大学教授

幼小中一貫校の立ち上げに携わり、副校長を勤めた後、現在は大学教授。

② 小学校教頭

公立小学校の教諭を経験後、宮崎大学教育学部附属幼稚園で勤務。その後、公立小
学校の教諭をされ、もう一度附属幼稚園に戻り、現在は小学校の教頭。

③ 幼保連携型認定
こども園園長

公立小学校の教諭を経験後、現在は幼保連携型認定こども園園長。数年前まで幼小
接続について修士課程で研究されていた。

インタビュー調査から分かったこととして、保育者と小学校教諭の教育観の違いがある。小
学校教諭は「教育内容を教える、指導する」と捉えているが、保育者は「子どもの成長・発達
を支援・援助する、見守る、導く」と捉えている。そのため、小学校教諭は何に対してもすぐ
指導しようとしたり、できなかったらすぐに教えようとしてしまったりする。一方、保育者
は、子どもが困っている場面や失敗している場面を成長する機会だと捉え、しっかりと見守
り、タイミングを見計らって支援する。インタビューを行った３名とも、子どもの成長や発達
のことを考えると、何でもすぐに「指導」をする小学校よりは、子どもの様子を見て「支援」
する幼稚園・保育園の指導の方が良いということを仰っていた。
また、保育者と小学校教諭の小学１年生への捉え方の違いも分かった。小学校では、小学１
年生に対し、
「まだ何もできない子」として見るが、幼稚園・保育園では「たくさんのことが
できる自立した子」と捉えている。幼稚園・保育園では、年少者のお世話をしたり、自分たち
で給食の準備や片付けを行ったりと様々なことができる自立した子であっても、小学校に入る
と、これから学んでいく子、まだ助けがいる子として捉えられる。そのため、朝の準備や給食
の際に上学年にお世話させたりする。このようになっている原因として、小学校教諭が入学ま
での子どもの育ちを把握していないことがあると、インタビューした３名とも指摘していた。
さらに、子どもの学びを繋げるためには、小学校の教育内容を保育者が理解するのではな
く、幼稚園・保育園での子どもの成長や学びを小学校教諭が把握し、小学校の教育に活かすよ
うな幼児理解が重要であることも分かった。
４. 幼稚園教諭と小学校教諭の相互理解を促す研修プログラムの開発
⑴ プログラムの内容、特徴
インタビュー調査を踏まえ、幼稚園教諭と小学校教諭が教育観や子どもをみる視点について
相互理解を図るための研修プログラムを開発、
実践し、
その効果について分析と考察を行った。
プログラムでは、幼稚園教諭と小学校教諭が三つの場面の動画を視聴し、それぞれの場面ごと
に感想を共有した後、
小学校教諭から幼稚園教諭へ質問をするという形で話し合いを行なった。
表２は、三つの場面の概要とその場面を選択したねらいを示したものである。

126

表２ 三つの場面の概要とねらい
場面

概要

この場面を選択したねらい

場面１「屋内での車の工作」

室内で年長児の二人が協力し、様々な材料を使い
ながら車を工作している。また、材料がある場所
が分からなかったら教えてあげたり、下級生の子
どもが材料を欲しがっていたら渡したりする優
しい姿も見られる。
外で三人の年中児が、砂や水などを使ってチョコ
レートを作るごっこ遊びをしている。三名の女の
子は個性も異なり、一人はリーダー的存在で、残
りの二人は、指示を聞きながら進めていく。その
うち一人は、見て真似ながら遊んでいる。
たたかいごっこをしていた年長児の子どもが、近
くで遊んでいた友達にぶつかり、ぶつかられた子
どもが泣いてしまったというトラブルの場面で
ある。たたかいごっこをしていた二人の幼児とぶ
つかられた一人の幼児、それを見ていた一人の幼
児で話し合いながら解決していく。幼稚園教諭
は、子どもの様子を遠くから見守っている。

・小学校の図工科生活科との指導・
学びの違いに気づける。
・この期の子どもの人間関係が分か
る。

場面２「砂のチョコレートづ
くり」

場面３「たたかいごっこから
のトラブル」

・遊びを通して様々なことを経験
し、自然に学んでいる子どもの姿に
気づける。
・個別の子ども理解の重要性に気づ
ける。
・トラブルを子ども達だけで解決で
きることに気づける。
・たたかいごっこから子どもは学ん
でいるということを考えられる。
・幼小での教員の対応の違いが分か
りやすく、幼稚園教諭の対応から学
べる。

プログラムの特徴として、第一に、
「実際の子どもの姿を視聴し、話し合う」ということがあ
る。実際の子どもの様子を動画で視聴し、話し合うことで、その子どもをどのように見たのか
を幼小で共有し、教育観や指導観についての違いを感じることができる。第二に、
「幼小の違い
について把握した上で、子どもの姿のビデオを撮影した」ことがある。本研究では、筆者が先
行研究やインタビューをもとに、幼小の違いを把握した上で、子どもの姿を撮影している。そ
れにより、小学校では見られない場面に気づくことができるため、そのような場面を選んで撮
影や動画の選択をすることができた。第三に、
「どちらかの教諭だけを対象に研修会を実施する
のではなく、幼稚園教諭と小学校教諭が参加し、話し合わせた」ことがある。小学校または幼
稚園のどちらかの教諭だけでは、違いを明らかにしたり、違いを感じたりすることは難しい。
両者の教諭を話し合わせることで、子どもをみる視点や教育観の違いに気づき、相互理解を促
すことができる。
⑵ プログラムの結果と成果
開発したプログラムの有効性を検証するために、このプログラムによる研修会を 2021 年 12
月６日(月)に宮崎大学教育学部附属幼稚園で実施し、参加した先生方に調査を行なった。調査
に協力してくださった方は、宮崎大学教育学部附属小学校の２名の教諭（中堅教諭１名、若手
教諭１名）
、及び宮崎大学教育学部附属幼稚園の２名（いずれも中堅教諭で年長児担任）の教諭
の計４名である。研修の前後に、事前アンケートと事後インタビューを実施した。
事後インタビューでは、調査に協力してくださった小学校教諭と幼稚園教諭の両者とも、こ
れからも幼稚園教諭と小学校教諭が教育観や子どもをみる視点について相互理解を図るような
研修会が必要だということを仰っていた。また、事前アンケートと事後のインタビューを比較
する中で、
小学校教諭の子どもを見る視点や教育観、
指導観が変容したことが明らかになった。
具体的には、
「小学校１年生はできないことが多い」と事前アンケートで答えていた教諭が、
研修会後のインタビューでは、
「小学校に入学してからを見るのではなく、幼稚園での学びを繋
がりで見るほうが良い」という考えに変化している。また、事前アンケートでは、
「子どもがけ
んかをしている場面を見つけたらすぐに指導する」
という項目に、
「どちらかといえばそう思う」
と答えていた小学校教諭が、事後のインタビューでは、
「今後は、トラブルがあったときにすぐ
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に指導するのではなく、時間をおいて振り返らせたい」というように指導観も変容している。
⑶ 研修プログラムの必要性と効果
調査に協力してくださった幼稚園教諭も小学校教諭も、今回のような研修会を行うことが今
後も必要だと述べられていることから、今回開発した研修プログラムは、幼稚園教諭と小学校
教諭が教育観や子どもをみる視点について相互理解を図るために有効であり、今後も必要であ
ることが示された。また、事前アンケートと話し合いの内容、及び事後インタビューの内容を
総合的に検討した結果、このプログラムを通し、幼稚園教諭と小学校教諭が教育観や子どもを
みる視点について相互理解を図ることができたとともに、小学校教諭の教育観や子どもをみる
視点、指導観が変容するという効果も見られた。
以上のように、本プログラムを研修として実施することで様々な効果が得られた。汎用性と
いう面では課題も残るが、今後も開発したプログラムを活用し、様々な地域で幼小の子どもを
みる視点や教育観までを含めた相互理解を図ることが期待される。
５. おわりに
幼小連携における教師の相互理解を促すプログラムを開発し、実践していく中で、幼小連携・
幼小接続を行う上では、小学校教諭と幼稚園教諭が子どもをみる視点や教育観までを含めて相
互理解を行うことが重要であることを理解することができた。それとともに、研究を通して、
何かのプログラムを開発し、実践するという一連の流れや手続きについて学ぶことができた。
本研究で得られた知見や結果をこれからの教育活動で活かしていくとともに、今後は勤務し
た学校で、今回開発したプログラムを活用し、研修会を行い、幼稚園教諭との相互理解を図っ
ていきたい。また、研修会をきっかけとし、子どもの学びを幼小で繋げていきたい。
注
1)「幼小連携・幼小接続」の「幼」は幼稚園ではなく、幼児教育のことを指す(文部科学省
2010)。したがって、幼稚園だけでなく保育園や認定子ども園での幼児教育・保育も含む。
主要引用・参考文献
1) 一前春子「保幼小連携研究の動向−取り組みの効果と移行期に育つ力の認識−」
『共立女子短
期大学文科紀要』第 59 巻、2016 年、15-25 頁。
2) 小松和佳「子どもの発達と学びの連続性を共通理解するために−保幼小合同研修プログラム
についての一考察−」
『広島大学大学院人間社会科学研究科紀要「教育学研究」
』第 1 号、2020
年、305-313 頁。
3)中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 「幼児教
育と小学校教育の架け橋特別委員会（第３回）配付資料」2021 年。
https://www.mext.go.jp/content/20210720-mxt_youji-000016944_17.pdf（2022.02.27 最終
閲覧）
4) 文部科学省「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）
」2010 年 11
月 11 日。
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/
11/22/1298955_1_1.pdf（2022.02.27 最終閲覧）
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総合的な学習の時間における「ふるさと学習」の
カリキュラム・マネジメント
教職実践高度化コース 濵砂 花菜
１．研究の目的
宮崎県総合政策部統計調査課（2021）によると、直近の約 25 年間の宮崎県の社会動態は、
転出者数が転入者数を上回っている。特に 18 歳のそれは他の年代と比べても多く、進学・就職
に伴う県外への転出者が多い。若者の県外への流出によって地域を支える担い手が不足するこ
とから、学校教育において地域の未来を担う人材を育成する必要が叫ばれている。地域への愛
着や誇りを育む教育が求められる理由でもある。
各教科・領域で地域を題材に扱う授業がおこなわれているが、総合的な学習の時間は、学校
や地域の実態に応じて目標や内容を定めることができ、地域が探究課題設定の対象や課題を解
決するための教材になり得るという特性をもち、
「ふるさと学習」
などと呼ばれている。
そこで、
本研究では総合的な学習の時間における「ふるさと学習」のカリキュラム・マネジメントにつ
いて検討することとした。その一環として、９年間を通して総合的な学習の時間のカリキュラ
ムを構想している五ヶ瀬町を事例として取り上げ、カリキュラム改善を試みた。
２．
「ふるさと学習」について
「ふるさと学習」とは、一般的に地域への愛着や誇りを育む学習のことをいう。しかし、学
習指導要領には、
「ふるさと学習」の定義や目的、ねらいについての記述はない。戦後は、
「郷
土学習」や「郷土教育」
、
「地域学習」などと呼ばれ、社会科を中心に実施されてきたようであ
る。近年は、総合的な学習の時間でおこなわれていることが多い。
全国各地で取り組まれている「ふるさと学習」の多くは、人口減少や国際化、地域活性化等
の社会問題を背景に、地域への愛着や誇りの育成や地域の一員として貢献することをねらいに
推進されている。宮崎県の教育振興基本計画（宮崎県教育委員会, 2020）においても「ふるさ
と宮崎に学び、誇りや愛着を育む教育の充実を図る」ことが明示されており、宮崎県のふるさ
と学習の目的は、宮崎県に「誇りや愛着」を育むことであると考えることができる。
総合的な学習の時間の学習指導要領の変遷を追うと、平成 10 年に新設されたときから、
「地
域の教材や学習環境の積極的な活用」が記されている。このことから、総合的な学習の時間を
構想・実施する際、地域の教材や学習環境の活用が重要であると考えることができる。また、
平成 20 年の学習指導要領解説には学習活動を通して、
「地域への愛着を高め、豊かな生活を送
る」という目指す姿が示されており、平成 29 年の学習指導要領解説ではさらに「郷土を創る次
世代の人材育成や持続可能な地域社会の形成」
という新たな姿が示されている。
このことから、
地域の素材を扱った総合的な学習の時間をおこなう際、持続可能な地域社会を形成するために
は、地域のよさだけでなく、地域の課題に向き合うことが考えられる。
総合的な学習の時間で、地域の素材を扱った学習や地域への愛着を育むことをねらいとした
実践について、主に小学校の事例かつ比較的最近の研究を選定し、検討をしたところ、以下の
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ようなことが明らかになった。
１点目は、地域の素材として地域の特産品や地域の問題を取り上げていることが多いことで
ある。６年間で１つの素材を活用して展開している事例と、６年間にわたって様々な素材を活
用している事例の２つのパターンがある。どちらにしても、同じことをくり返しおこなうので
はなく、学年に応じて発展させたり、視点を変えたりしている。地域の素材を活用したカリキ
ュラムや単元を構成する際には、地域との関わりを意識し、活動や目的を位置づけることが必
要であることが示唆される。２点目に、子どもの発達段階に着目すると、１年生～４年生で地
域のよさについて体験活動を通して実感的に学んでいる実践が多いこと、また、５・６年では、
地域の課題に向き合ったり、よさを PR したりするケースが多いことである。つまり、低学年
では「自分の感じる地域のよさ」
、中学年では「自分だけでなく、他者も感じる地域のよさ」
、
高学年では「地域のよさや課題」と視点を変化させていることがわかる。
３．五ヶ瀬町の総合的な学習の時間
五ヶ瀬町では小・中９年間を通じ、地域の素材を活用したいわゆる「ふるさと学習」に取り
組んでおり、小学６年生や中学２年生の修学旅行先での地域の PR 活動などが活発である。そ
こで、五ヶ瀬町の総合的な学習の時間のカリキュラムを検討することとした。
五ヶ瀬町の町立学校は、４つの小学校と１つの中学校からなる。いずれの学校も１級または
２級のへき地指定を受けた小規模校であり、小学校の３校では複式学級を有している。
五ヶ瀬町教育委員会は、少子高齢化、過疎化、山間地等の一般的に悪条件といわれる条件を
逆手に取り、五ヶ瀬こそ優位にできる教育の在り方を示す方針「五ヶ瀬教育ビジョン」を示し
ている。その中で、
「五ヶ瀬で生まれ、育ち、生き、五ヶ瀬を創造する人づくり」を目的に、保
育所・小学校・中学校で一貫性をもったカリキュラム「豊かな体験活動」を推進している。こ
のビジョンをもとに、令和元年には新たに社会教育の視点を取り入れた「五ヶ瀬教育グランド
ビジョン」を策定し、幼児からお年寄りまでが生涯にわたって五ヶ瀬のよさを生かしながら互
いに関わり合い、学び続けることのできるシステムを提唱している。
五ヶ瀬町の特色ある教育活動のひとつに「Ｇ授業」が挙げられる。Ｇ授業とは、町内４つの
小学校の同じ学年の児童が一堂に会し、より大きな集団となって実施する授業（集合学習）で
ある。Ｇ授業によって、自分の通う小学校の地域のみを学ぶのではなく、五ヶ瀬町について学
ぶために五ヶ瀬教育ビジョンの方針である五ヶ瀬の「ひと・もの・こと」を取り入れた授業が
可能になっている（表１）
。
表１：五ヶ瀬町の各学年の活動と活用している主な地域資源
学年

活動名

活用する地域資源

１年生

五ヶ瀬の自然・季節を知る活動

梅、柿

２年生

五ヶ瀬の自然を楽しむ活動

川、ヤマメ、雪

３年生

五ヶ瀬の産業・歴史を知る活動

農家、寺、神社

４年生

五ヶ瀬の産業に関わる人々の思いを知る活動

ぶどう、ワイナリー

５年生

五ヶ瀬のよさを追究する活動

農泊

６年生

五ヶ瀬のよさを伝え広げる活動

五ヶ瀬のよさ

中学１年生

さらなる町のよさや課題を見つめ直す活動

医療体験、しいたけ

中学２年生

五ヶ瀬の特色を発信し地域に貢献する活動

五ヶ瀬のよさ、農家、しいたけ

中学３年生

町づくりに参画する活動

五ヶ瀬のよさや課題、農家、GDP
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Ｇ授業の質を高めるため、月２回４つの小学校教員が集まり、学年ごとに分かれて「作業部
会」をおこなっている。作業部会には、その学年を受けもつ４つの小学校の学級担任だけでは
なく、管理職や養護教諭、講師や支援員も各学年に振り分けられている。この作業部会は、教
職員の OJT にも大きく貢献しており、協力して指導案を作成したり、他の先生の授業を見なが
ら互いに切磋琢磨し、指導技術を磨き合っている。
総合的な学習の時間については各学校で全体計画を考えるのではなく、五ヶ瀬教育ビジョン
や五ヶ瀬教育グランドビジョンを踏まえて、町内４つの小学校と中学校を１つの学校とみなし
て、町として総合的な学習の時間の全体計画を作成している。この全体計画は、９年間を通し
て学びを積み上げることができるように具体的な活動や目指す子どもの姿が示されている。
４．五ヶ瀬町の総合的な学習の時間の検討・改善
五ヶ瀬町の総合的な学習の時間の検討・改善をおこなうために用いたのは、セルマンの「役
割取得理論」である（表２）
。
表２：セルマンの役割取得理論
段階

年齢

説明

段階０

４～６歳

視点と他者の視点を分化できない自己中心的な役割取得段階

段階１

６～８歳

視点と他者の視点を分化できる主観的役割取得段階

段階２

８～10 歳

視点を他者の視点から考慮できる自己内省的役割取得段階

段階３

10～12 歳

段階４

12～15 歳以上

自分と他者の双方を考慮する第三者的視点をとることができる相互的役割取得段階
自分の視点を社会全体や集団全体をみる視点と関連づけることができる慣習的、
象徴的役割取得段階

セルマンの「役割取得能力（社会的視点取得能力）
」は、もともと道徳性の発達理論として提
唱されてきたものである。内田・丸橋・大島（2019）は、
「ふるさと教育」において、
「児童が
地域課題に向き合って探究活動を深めていくためには、地域の歴史や特徴、地域の人の立場な
どの時間や空間を捉える社会認識能力、視点取得能力が必要となる」という。そのため、彼ら
は、道徳科で「ふるさと教育」を進めるにあたってセルマンの「役割取得理論」を参照し、カ
リキュラム編成をしている。
この理論を用いて、五ヶ瀬町の総合的な学習の時間のカリキュラムの全体計画を検討し、以
下の点を課題として指摘した。
１つ目は、発達段階とカリキュラムの不一致である（表３）
。セルマンの「役割取得理論」で
期待される段階よりも低い段階に位置すると考えられる３年生・５年生・６年生・中学１年生
では、発達段階に即した活動が期待される。例えば、３年生では「五ヶ瀬の産業・歴史を知る」
活動が構想されており、
社会科見学と関連させ、
いくつかの商業施設や農家の見学をしている。
しかし、見学するだけでは、段階２の「地域を知り、地域の人の思いや願いに気付く」のねら
いは、達成されない。３年生に段階２を求めるならば、それらのことについて知るだけでなく、
そこで働く方の思いや願いを聞くという活動が考えられる。そして、学んだことをまとめた上
で、４年生の学習へとつなげたい。
２つ目は、想定された活動と実態とのずれがみられることである。発達段階に即したふるさ
と学習のカリキュラム編成をするために、既におこなっている活動の位置づけが学年相当か再
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確認し、学校・学年全体を見据えてマネジメントすることが必要である。
３つ目は、探究のプロセスと段階の不一致がある。３年生は、探究のプロセスから検討する
と、
「課題を設定して、調べる」という段階２が期待される。しかし活動は、
「地域のよさを知
る」段階１にとどまっており、探究のプロセスと活動の段階がずれている。また、５年生以降
の「①課題の設定」は全体計画から読み取れないが、各学年の活動は明確になっているため、
それを踏まえた「①課題の設定」を示す必要があるだろう。
４つ目は、
「育成を目指す姿・態度」の明確化や整理である。１年生から４年生までの「育成
を目指す姿・態度」は読み取れない。これでは、どんな子どもの姿を目指して授業をおこなう
べきか不明確であるため、明確に示す必要がある。また、セルマンの「役割取得理論」に基づ
くと段階とのずれがみられる５・６年生の「育成を目指す姿・態度」を再度整理する必要があ
る。
５つ目は、探究的な学びの不足である。五ヶ瀬町でおこなっているこれらの学習は、総合的
な学習の時間を中心に進めている。総合的な学習の時間は、
「探究的な学習」を進めることが前
提である。そのため、学習や活動も「探究のプロセス」をくり返しながら発展させて進める必
要がある。例えば、６年生の修学旅行で取り組む PR 活動の内容を充実させるために PR した
い「五ヶ瀬のよさ」を１つに絞り、探究のプロセスをくり返しながら深く学び、発信するよう
な学習を提案した。
五ヶ瀬町の総合的な学習の時間を通した「ふるさと学習」は、小・中学校９年間を通じたカ
リキュラムとして体系化されており、全体計画として示すことで、教員も中学３年生までの目
指す子どもの姿をイメージしながら、実践することができている。しかし、セルマンの「役割
取得理論」
の視点や探究のプロセスの視点を用いると、
より改善を図ることができると考える。
表３：五ヶ瀬町の「ふるさと教育のねらい」と「各学年の活動」
段階

段階１
（６～８歳）

段階２
（８～10 歳）

１年 ２年 ３年

４年

（段階２.５）

５年 ６年

段階３
（10～12 歳）

（段階３５）

中２

中３

中１

地 域 の よ さ を 知 地域を知り、地 地域のよさを発信
ふるさと
り、好きになる
域 の 人 の 思 い する
教育のね
や 願 い に 気 付 地域のよさや課題
らい
を追究する
く
１年：五ヶ瀬の自 ４年：五ヶ瀬の ５年：五ヶ瀬のよさ
然・季節を知る
産業に関わる
を追究する
各
学
２年：五ヶ瀬の自 人 々 の 思 い を ６年：五ヶ瀬のよさ
年
然を楽しむ
を伝え広げる
知る
の
３年：五ヶ瀬の産
中１：さらなる町の
活
動
業・歴史を知る
よさや課題を見つ
め直す

段階４
（12～15 歳以上）

地域のためにでき 地域のための 地域の一員として、
地域に参画したり、
ることを考えて発 提言をする
貢献したりする
信する

中２：五ヶ瀬の特 中３：町づくり
色を発信し地域に に参画する
貢献する

主な参考文献
・内田誠，丸橋静香，大島悟（2019）
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方・考え方の高まりに留意して―」
『島根大学教職大学院学校教育実践研究』第２巻, pp.77-87
・宮崎県教育委員会（2020）
『宮崎県教育振興基本計画』
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・文部科学省（2017）
『小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』
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｢探究的な学習｣を軸としたカリキュラム・マネジメントに関する研究
―宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育の実践を通して―
教職実践高度化コース 樋口裕汰
１．はじめに
『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総合的な学習の時間編』では、目標の中心に
「探究的な学習」が置かれることになった 1)。しかし、その具体的な指導法やカリキュラム・
マネジメントについては明記されておらず、学校や教師がそれぞれ独自に実践に取り組んでい
る状況である。本研究では、
「総合的な学習の時間」をキャリア教育と結びつけて実践している
宮崎大学教育学部附属中学校（以下、宮大附属中と表記）に着目し、その実践の特徴について
整理したうえで、宮大附属中のカリキュラム・マネジメントの構造について明らかにした。
２．先行研究の分析
第１章では、
「探究的な学習」を軸としたカリキュラム・マネジメントに関する研究をするに
あたり、先行研究の分析を行った。先行研究の分析においては、
「総合的な学習の時間」に関す
る研究、
社会科や理科を中心とした特定の教科に関する研究、
教科横断的な学習に関する研究、
地域学習に関する研究について概観した。
「総合的な学習の時間」に関する研究では、SDGs といった社会的問題を探究する内容として
設定する取り組みや、各学年で段階的な探究のプロセスを設定することで、探究が発展するよ
うなカリキュラム編成をする取り組みについて紹介した。特定の教科に関する研究では、社会
科や理科における「探究的な学習」の実践事例について紹介した。教科横断的な学習に関する
研究では、
「総合的な学習の時間」と教科を関連させた実践事例と、各教科を関連させた実践事
例について紹介した。地域学習に関する研究では、地域の特色について知ることや地域課題を
解決することなどを学習活動としている実践事例について紹介した。
地域学習に関する研究の成果として、子どもが地域への理解を深められることや、子どもが
身近な人が抱える課題解決に取り組めることがある。一方で、地域学習は学習内容と子どもの
ことが結びつきにくいという課題がある。地域の歴史や文化に興味がない子どもや、将来地域
から離れようと考えている子どもは地域について学ぶ意義が分かりにくい。
これに対して宮大附属中では、キャリア教育を軸として「総合的な学習の時間」の改革を行
ってきた 2)。キャリア教育を軸とすることで、将来の自分の仕事として関連づけながら地域に
ついても学ぶことができるようにしている。したがって、地域に興味のない、地域から離れよ
うと考えている生徒にとっても地域のことを学ぶ意義が分かりやすい。また、
「総合的な学習の
時間」の改革は学校全体のカリキュラム改善にもつながっている。このような宮大附属中の実
践について明らかにすることは、カリキュラム・マネジメントの視点からも多くの示唆が得ら
れるのではないかと考えた。
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３．宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育
⑴ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育の概要
宮大附属中では、「2021 年度 宮崎大学教育学部附属中学校
キャリア教育（将来への準備教育）全体計画」（以下、「全体
計画」と表記）を作成している 3)（図１参照）。「全体計画」
では、「学校経営ビジョン」、キャリア教育を通して育てたい
資質・能力、生徒に期待したい行動、「教師の約束」、「特色
ある７つのアクション」、「３つの根」といった要素の位置づ
けが行われている。
⑵ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育の経緯
宮大附属中のキャリア教育の実践は 2017 年度から始ま
図１：2021 年度宮崎大学教育学

り、2021 年度まで続いている。

2017 年度に、それまで宮大附属中で行われてきた実践を 部附属中学校キャリア教育（将
キャリア教育として再構成する試みが始まった。特に「総合 来への準備教育）全体計画
的な学習の時間」は中心的な実践の場として位置付けられ、
内容や進め方の再編成が行われた。
2018 年度では、2017 年度に作成された計画の運用が開始された。また、「キャリア・パスポ
ート」が導入された。
2019 年度では、前年度の実践から出た課題をもとにして第１学年と第３学年の「総合的な学
習の時間」の改善と、「パターン・ランゲージ」の導入が行われた。
2020 年度では、キャリア教育の全体計画に、キャリア教育を通して育てたい資質・能力が「７
つの力（やりぬく力・みとおす力・ふりかえる力・つくりだす力・やくだてる力・ともにある
力・こたえる力）」として明記されるようになった。また、各教科における「見方・考え方」
の「見える化・言える化・越える化」が行われるようになった。
2021 年度では、特別支援教育の視点から、キャリア教育のテーマが「やさしい学校」として
設定され、生徒が授業内容をより理解できるような教具作りが行われた。
⑶ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育の特徴
宮大附属中のキャリア教育の特徴的な実践として、「パターン・ランゲージ」の導入、「キ
ャリア・パスポート」の活用、「研究論文」と「絵本」の作成の３つが挙げられる。
「パターン・ランゲージ」は上手くいく行動のコツを言語化
することで他者と共有できるようにするものである。宮大附属
中はこの「パターン・ランゲージ」を援用して、学校での学び
をカード化する「パターン・カード」を教師や生徒が作成する
という取り組みを行っている。
「キャリア・パスポート」はキャリア教育に関するポートフ
ォリオである。宮大附属中では、生徒が「ハイライトキャンバ
ス」というポケットファイルを持っており、これが「キャリア・
パスポート」として位置付けられている。生徒は「ハイライト
キャンバス」の資料をもとに「自己成長レポート」で自己評価
を行っている 4)（図２参照）。

図２：自己成長レポート
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「研究論文」は第３学年の「総合的な学習の時間」で生徒自身が創造した仕事についてまと
めたものである。「絵本」は３年間の「総合的な学習の時間」で行ってきた探究活動について
まとめたものである。「研究論文」と「絵本」の作成は探究活動の振り返りにもなっている。
４．宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育におけるカリキュラム・マネジメント
⑴ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育における他教科・他領域との関連
他教科・他領域との関連としては、「パターン・カード」の教科への活用と、キャリア教育
に合わせた道徳科の教材開発がある。
「パターン・カード」は各教科における「見える化・言える化・越える化」の取り組みに活
用されている。「見える化」は教科における「見方・考え方」を言葉や掲示物、教具で表現で
きるようになることである。「言える化」は「見える化」した「見方・考え方」を自分の言葉
で説明したり、書いたりすることができるようになることである。「越える化」は特定の教科
で学んだ「見方・考え方」を他の教科や様々な場面で活用できるようになることである。「見
方・考え方」を「パターン・カード」に落とし込むことで、「見える化・言える化・越える化」
ができるようにしている。
キャリア教育に合わせた道徳科の教材開発は 2020 年度と 2021 年度の２回行われている。
2020 年度の実践では、宮崎県都農町でぶどうに関わる仕事をする永友百二さんと小畑暁さんの
生き方が題材の「A Dream Shared By All～ひとりの夢がみんなの夢に～」という自作教材で授
業が行われた。2021 年度の実践では、宮崎第一ホテルの大山直樹さんの生き方が題材の「ゆた
かさの贈り物」という自作教材で授業が行われた。2020 年度の授業は１時間構成であったのに
対して、2021 年度は「総合的な学習の時間」と関連付けられた 13 時間の単元構成になってい
る。
⑵ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育における子どもの自己評価からのカリキュ
ラム改善
宮大附属中では、生徒がそれぞれ「ハイライトキャンバス」に集めた資料をもとにして自己
評価を行っている。この自己評価は各学年や学校全体でデータ化され、教員研修での実践の振
り返りに活用される 5)（図３参照）。教員研修で出た反省や改善案をもとに担当教科、学年、
校務の３つの分野で、今後の実践の方針となる「アクションプラン」を掲げ、実践に取り組む
ことになる 6)（図４参照）。

図３：生徒の自己評価データ

図４：アクションプラン

⑶ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育推進における教員研修
キャリア教育に関する教員研修について、宮大附属中の鬼塚教諭にインタビューを行った。
鬼塚教諭は宮大附属中のキャリア教育の構想に関わる中心メンバーの１人である。鬼塚教諭に
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よると、キャリア教育に関する教員研修は３か月に１回程度行われており、キャリア教育につ
いての共通理解を図ったり、生徒の学習を体験したりする場としていると述べていた。前述し
たような教科における「パターン・カード」の活用や、「アクションプラン」の設定は教員研
修を通して行われている。
⑷ 宮崎大学教育学部附属中学校のキャリア教育におけるカリキュラム・マネジメントの構
造と課題
以上の宮大附属中の様々な取り組みをカリキュラム・マネジメントの視点から考察する。宮
大附属中のキャリア教育の実践では、これまで見てきたように、マネジメントのサイクルであ
る PDCA サイクルが機能している。
まず全体計画の作成が行われる。全体計画が作成されることで、目標や方法の位置付けを行
い、実践の指標とする。作成された計画をもとに実践に取り組む。生徒の自己評価の資料など
を活用しながら、実践の評価を、教員研修を中心に行う。明らかになった課題の改善策を「ア
クションプラン」として設定する。年度の変化などの節目では、全体計画の修正が行われる。
このように宮大附属中の実践は学校の活動全体がマネジメントサイクルにもとづき行われてい
る。
このようにマネジメントサイクルが機能している理由として、宮大附属中ではマネジメント
サイクルの評価に重点的に取り組んでいることが挙げられる。教員研修で実践を振り返る機会
を多く作っており、評価の時間を確保していることも重要であるが、ここでは「パターン・ラ
ンゲージ」によって教師と生徒が共通した評価の観点をもっていることに着目する。
「パターン・ランゲージ」によって教師と生徒が共通した評価の観点をもっていることで、
生徒はどのような能力を高めていくことが重要であるかが分かりやすくなり、教師は有効な指
導の手立てや高める必要がある力の把握ができ、必要な指導改善をしやすくなっている。
このような宮大附属中の課題としては、実践の内容や構造が複雑になっていることが挙げら
れる。公立学校において自作教材を作ることや、「パターン・ランゲージ」を取り入れること
がどの程度可能かということについては検討の余地がある。しかし、教師が育てたい資質・能
力を子どもと共有し、共通の観点で評価するという点は公立学校のカリキュラム・マネジメン
トにとっても意義があると考える。
注
1) 文部科学省（2018）
『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 総合的な学習の時間編』
東洋館出版社、８頁。
2) 鬼塚拓・竹内元・藤本将人・盛満弥生・小林博典・安影亜紀・山下辰弥・椋木香子（2020）
「宮崎大学教育学部附属中学校におけるキャリア教育実践の特質と課題」
『宮崎大学教育学部
附属教育協働開発センター』第 28 号、31-46 頁。
3) 宮崎大学教育学部附属中学校（2021）
「未来へのパスサポート キャリア教育を軸としたカ
リキュラムマネジメント」令和３年度公開研究会資料、13 頁。
4) 宮崎大学教育学部附属中学校（2020）
「未来へのパスポート～キャリア教育を軸とするカリ
キュラムマネジメント」令和２年度公開研究会資料、43 頁。
5) 同前資料、54-60 頁。
6) 同前資料、61-64 頁。
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話し合いの充実を図る学級会事前指導の研究
―議題決定や提案理由の設定に焦点を当てて―
教職実践高度化コース 三田 陸人
１．はじめに
本研究の目的は、学級・学校生活の充実と向上を目指し、児童が自主的、実践的に取り組む
学級会での話合い活動を実現するため、そのカギとなる学級会事前指導のあり方について、先
行研究や教育実習での学級会実践を通して検討することである。
２．学級会事前指導に関する先行研究の整理・検討
『小学校学習指導要領（平成 29 年度告示）解説 特別活動編』
（以下、指導要領解説）におい
て、学級会は学級活動（1）の主な活動形態の一つとして位置づけられている。指導要領解説（70
頁）では「話合い活動を効果的、効率的に進めていくためには、児童が輪番制で行う計画委員
会を組織し、話合いに向けた準備や司会、記録等を担当するといった工夫」が必要としている。
さらに、話合い活動においては、
「児童の発達の段階に応じて、自分たちの生活から問題を見付
ける方法や議題選定の方法、司会や黒板記録、ノート記録などの計画委員会への指導、児童に
よる活動計画の作成、円滑な学級会の進め方や合意形成の仕方、振り返りの方法」
（71 頁）な
どについて小学校 6 年間を見通した計画的な指導が重要とされている。
児童主体の学級会にするためには、学級全体と計画委員会（司会グループ・議長団）への事
前指導が重要であり、特に議題提案・決定や提案理由の練り上げがポイントとなる。
望ましい議題の条件として、宮川（2012）は「①学級生活に直接結びつく問題であること、
②学級の全員に共同の問題であること、③児童の自治的活動の範囲内と認められる問題である
こと、④児童の発達段階にふさわしい問題であって、何をどうすればよいかが十分児童に理解
できる問題であること」を挙げている。藤本（2019）は事前指導上のポイントとして、
「①問題
の発見・確認（問題を発見する目の育成）
、②問題発見の意識化を図る、③学級会開催の日程の
明確化、④議題の選定及び決定、⑤児童の活動計画の作成、⑥学級全員の問題意識を高める（学
級会に臨む意欲の高揚）
」の 6 つを挙げている。議題決定の配慮事項として、
「望ましい議題で
あるかどうかの教師側の判断が重要」
「計画委員会と議題案から選ぶ際には、助言をしながら一
緒に考える」
「議題を提案すること自体を称賛することも大切」という点が先行研究で指摘され
ている（佐生 2021 など）
。議題の提案理由については、
「最低限、
『学級の状態や課題（何を）
→現状や課題の解決方法（どのようにして）→目指す児童像（どうしたいのか）
』の三段階が明
記されている必要がある」
（小笠原 2021）と指摘されており、議題を提案した児童の意見も踏
まえつつ、学級全体で問題解決を目指すために、より具体的な提案理由に練り上げていく必要
があるとされる（藤本 2019、狩俣 2021）
。
以上のように、議題決定や提案理由の練り上げ、計画委員会への指導など、事前指導の重要
性は多く指摘されているものの、事前指導に焦点を当てた実践研究は少なく、特に学級会導入
期での事前指導に関する研究はほとんどない。そこで、本研究では、筆者が教育実習で行った
実践を基に、学級会導入期における学級会事前指導のあり方について検討することとした。
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３．学校教育実践研究実習における学級会実践の分析・検討
学級会の事前指導についてより実践的に検討するため、教職大学院連携協力校における学校
教育実践研究実習（以下、春実習）と教育実践開発研究実習（以下、秋実習）で、学級会実践
を計 5 時間行った。対象学級は宮崎市内の A 小学校の第 4 学年約 40 名の学級と第 6 学年約 25
名の学級である。第 4 学年は本実践までに学級会を経験しておらず、今回が初めての学級会と
なる。第 6 学年は本実践の約 1 週間前に第 1 回の学級会を行っている。今回の実習では、筆者
自身に学級会の指導経験がなかったため、文部科学省が発行している指導資料や藤本（2019）
が示した学級会事前指導のポイントを参考にしながら実践を行った。学級会の事前指導は学級
全体と計画委員会に対して行う必要があるが、今回は実習における実践ということもあり、休
み時間等を使って実施する計画委員会への指導が中心となった。計画委員会への指導の様子と
学級会本時の様子をビデオで撮影し、映像をもとに TC 記録を作成して、児童の自己評価と合
わせて分析の対象とした。本稿では紙幅の関係上、第 4 学年で行った計 2 回の学級会について
のみ詳述する（3.2、4.2 の「成果と課題」は第 6 学年における実践結果も含む）
。
春実習では第 4 学年、第 6 学年ともに、計画委員会を組織して児童による進行で学級会を実
施するのが初めてであったため、計画委員会の話合いの進行は筆者が行った。また、次の 3 点
を特に重視して指導を行った。①計画委員会で議題や提案理由を選定の観点に基づき決定し、
計画委員の仕事内容を具体的に指導した。②学級会を効率的・効果的に進められるように、
「黒
板掲示用」と「計画委員用」の学級会グッズを用意した。③学級会ノート（ワークシート）を
作成し、柱ごとに意見を書く欄や振り返りの欄を設けた。
3.1 第 4 学年における学級会の実践
春実習では、第 4 学年で計 2 回学級会を実施し
た。第 1 回学級会（5 月 26 日実施）は学級会オリ
エンテーションとして計画委員会や学級会の流
れについて説明した後、「学級会の名前を決めよ
う」を議題に、筆者が黒板記録を行い、司会のみ
児童に任せる形で話合いを行った。翌週の第 2 回
学級会（5 月 31 日実施）は、児童 5 名による計画
委員会を組織し、表 1 のような流れで事前指導を
行った。学級会本時までの時間が限られており、
議題を学級全体から募ることが難しかったため、
計画委員会で議題案を出し合い選定させ、「授業
中勝手にしゃべらないようにするには」に決定し
た。時間に余裕をもって話し合えるように、柱は「勝手にしゃべらないようにするための取り
組みを考えよう」の 1 つとした。また、計画委員の
仕事内容について口頭で説明するだけでなく、学級
会本時の流れが詳しく記された進行表を計画委員
全員に渡し、自信を持って取り組めるようにした。
学級会本時では、計画委員がそれぞれの仕事に積極
的に取り組む様子が見られ、他の児童も積極的に自
分の意見を発表する様子が見られた。
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図 1：第 1 回計画委員会の様子

3.2 成果と課題
春実習での成果は 3 つある。1 つ目は、問題意識を持ちやすい必要感のある議題に設定でき
たことで、第 2 回目の学級会にも関わらず、児童が積極的に意見を発言する学級会を行えたこ
とである。2 つ目は、計画委員に対して仕事内容を具体的に指導し、進行表を役割ごとに作成
する手立てを行ったことで、学級会本時で計画委員が自分の仕事に自信をもって取り組めてい
たことである。3 つ目は、話合いの中で出てくる意見を計画委員に事前に予想させることで、
話合いの流れをイメージしやすくなり、学級会を円滑に進めることにつながったことである。
課題としては、計画委員同士の連携がうまく取れていなかったこと、計画委員会で提案理由
の練り上げが十分にできなかったこと、司会進行表に縛られてしまい、司会が全体の様子を見
ながら柔軟に学級会を進められなかったこと、発言できない児童への手立てが不十分だったこ
となどがある。それぞれの課題に対して改善策や手立てを考え、秋実習につなげた。
４．教育実践開発研究実習における学級会実践の分析・検討
秋実習では、春実習での課題点や春実習の段階では実施できなかったこと等を踏まえ、第 4
学年、第 6 学年ともに、特に以下の 5 点を重視して指導した。①議題案を学級全体から募り、
計画委員会で議題選定の観点をもとに決定し、議題提案者の意向を踏まえつつ提案理由の練り
上げを行った。②児童全員に事前に学級会ノートに意見を記入させ、筆者が各自の意見を把握
した状態で机間指導しながら、発表を促す声掛けを行った。③計画委員会の際に、議題名や提
案理由などの掲示物の作成や、学級全体から出ている意見で、似ているものをまとめ、マグネ
ットシートに記入する作業等を行い、話合いの時間をより多く確保できるようにした。④計画
委員に対して、自分の仕事だけではなく、他の人の仕事内容についても把握させ、連携が取り
やすいようにした。司会、副司会に対しては、簡略化された進行表を渡し、学級全体の様子を
見ながら柔軟に進行できるようにした。⑤学級会ノートの形式については、自己評価だけでな
く友達の良かった所なども書けるように項目を変更した。
4.1 第 4 学年における学級会の実践
第 4 学年では第 2 回学級会から秋実習まで
の間に学級会が一度も開かれていない状況
であった。そこで、第 3 回学級会（10 月 28
日実施）の計画委員会についても筆者が進行
する形で表 2 のような流れで行った。計画委
員は、
朝の会で、
希望者を募って 5 人選出し、
役割分担は児童の希望を踏まえ決定した。第
1 回計画委員会では、学級で事前に募った議
題案から議題選定の観点をもとに「係活動を
見直そう」に決定し、議題案を出した児童の
提案理由を尊重しつつ提案理由の練り上げ
を行った。第 2 回計画委員会では、学級会で
のめあてや話合いの柱を考えさせた。第 3 回計画委員会では学級会本番の流れや役割分担、仕
事内容の確認、本番のリハーサル、掲示物の準備等を行った。学級会本時では、計画委員が自
分の仕事だけでなく、他の委員の仕事もフォローし合いながら協力して取り組むことができて

139

いた。また、事前に意見を掲示したことで、出てきた意見について話し合う段階から始めるこ
とができ、話合いにかける時間を多く取ることもできた。
4.2 成果と課題
秋実習での成果は 3 つある。1 つ目は、司会に渡す進行表を簡略化したことで、司会が全体
の様子を見ながら学級会を柔軟に進められたことである。2 つ目は、計画委員同士でそれぞれ
の役割を共通理解したことで、学級会開始時点で司会者不在という不測の事態が起こった際に
も、協力して話合いを進められたことである。3 つ目は、学級会ノートに意見を書かせ、机間
指導で声掛けを行ったことで、普段の授業でほとんど発言しない児童が、進んで意見を発表し
たことである。
課題としては、計画委員会への指導で提案理由の練り上げが不十分だったこと、話合いの柱
が議題を解決するためのものになっておらず、柱から逸れた意見が多数出てしまったこと、筆
者自身が話合いの進め方の見通しが不十分であったことなどがある。
５．考察
今回は教育実習の中での実践ということもあり、学級全体への事前指導は十分行うことがで
きなかったが、学級会経験が乏しい学級でも計画委員会に対する計 20～30 分の事前指導で児
童主体の学級会を実現できたことは大きな成果である。しかし、時期によってはその時間すら
確保できない場合もあるため、普段の授業や朝の会・帰りの会などの時間を使って、話合いの
形式を身に付けたり、司会などの役割を覚えたりする機会を意識的に作ることが大切である。
議題の選定については、学級会導入期の児童でも観点に基づき 1 つに絞ることはできていた
が、提案理由の練り上げにおいては、目指す児童像を明確にすることが難しく、学級の児童全
体を意識づけるような提案理由にまとめあげることができなかった。藤本（2019）らが指摘す
る三段階を踏まえた提案理由の設定に関する指導方法についてはさらに検討していく必要があ
る。また、今回実際に実践を行ってみて明らかになった点として、意見があまり出ないことが
予想される場合には、最初にペアやグループで話し合わせてから意見を出してもらうなど、話
合いの形態についても計画委員会で検討しておく必要があるということである。
本研究で得られた知見を踏まえ、学級・学校生活の充実と向上を目指して、児童が自主的、
実践的に取り組むことができる話合い活動を実現するために、日頃からの指導を心掛けていき
たい。
主な引用・参考文献
1）小笠原陽二（2021）
「提案理由を練り上げる重要性と指導上の留意点」
『道徳と特別活動』
10 月号、文溪堂、12-15 頁
2）藤本仁（2019）
「学級会における事前・事後指導の望ましい在り方」
『道徳と特別活動』7 月
号、文溪堂、8-11 頁
3）宮川八岐（2012）
『やき先生の特別活動講座 学級会で子どもを育てる』文溪堂
4）文部科学省（2017）
『小学校学習指導要領（平成 29 年度告示）解説 特別活動編』
5）文部科学省・国立教育政策研究所教育課程研究センター（2019）
『みんなで、よりよい学級・
学校生活をつくる特別活動（小学校編）
』文溪堂
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小学校体育の授業づくりに有効な運動教材に関する研究
教科領域教育実践開発コース 藤井 航平
Ⅰ はじめに
平成 29 年告示の小学校学習指導要領解説体育編（文部科学省,2018）では、生涯にわたる豊
かなスポーツライフの実現のために小学校から高等学校までの 12 年間が三つの発達段階のま
とまりに分けられ、それに準じて学習内容も系統立てて示されている。また、2 学年ごとに学
習内容が示され、内容の理解を助けるために学習指導要領解説や指導資料が発行されている。
教師はこれらの情報や、各出版社が作成している副読本などを参考にしながら、自身の知識や
経験に基づき、児童生徒の実態などを考慮しながら体育の授業を行っている。
しかし、これらの資料には具体的な情報が不足していると考えられる場合がある。例えば小
学校中学年
「走・跳の運動」
の
「幅跳び」
においては
「踏切り足を決めて」
（文部科学省,2018,p.89）
という記述があるが、学習指導要領解説と副読本（今関,2019,p26,27；岡出,2019,P.30,31）に
は具体的な踏切り足の決定方法については示されていなかった。
このように、具体的な情報が不足しているのは「幅跳び」だけの問題ではないであろう。と
りわけ体育を専門としない教師が体育の指導を行う場合が多い小学校においては、教師が自信
を持って授業を行ったり、学習指導要領で求められている学習内容を児童生徒に提供したりす
るために、指導のための具体的な情報が必要である。
そこで本研究では、特に器械運動で例示されている技の一部を取り上げ、小学校体育に関す
る指導資料に含まれるべき情報を明らかにし、さらに跳び箱運動において例示されている「伸
膝台上前転」
（文部科学省,2018,p.128）についてはその情報に基づいた授業を実践し、一つの
授業モデルを提案することによって教育現場に寄与することを目的とする。
Ⅱ 器械運動の特性
器械運動は体操競技に由来し、学校教育の中に取り入れられているが、体操競技とまったく
同じことが目指されるわけではない。体操競技はできるだけ採点規則に忠実な演技を行うこと
が求められるが、器械運動は児童生徒の身体発達や運動習熟が目指される（金子,1965,p.12）
。
また、2 学年ごとにそれぞれの段階に応じて系統的に学習内容が例示されている。器械運動
においては、各種目の共通の技術を持った技がグループとしてまとめられており、その技術の
習得や向上を目指して各学年に合った技を習得していくことが求められる。そのため、各学年
で取り扱う技はその次の発展技につながる技術を身に付けられるよう指導を行う必要がある。
Ⅲ 例示されている技に関する認識
小学校学習指導要領解説体育編（文部科学省,2018,p175）において器械運動は学習内容が例
示されており、それらの技が系統表にまとめて示されているが、技の技術の系統性について理
解するのは難しいのではないだろうか。それを調査するために、小学校教員に対して質問を行
った。協力者は小学校教員 4 名で、平均教職経験年数は 16.8 年であった。質問では、まず小学
校学習指導要領解説体育編において例示されている技の中から、その技の解説文が発展技との
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つながりを読み取りにくいと筆者が判断した六つの技を取り上げ、その技の学習指導要領解説
における解説文を提示した。次に、複数の動画を提示し、取り上げた技は提示された動画のう
ちどの動き方を目指すべきか、理由も合わせて回答を依頼した。
その結果、マット運動の「側方倒立回転」は、学習指導要領解説の記述で動きが理解しやす
いという回答であった。また鉄棒運動の「逆上がり」は、この技に必要な技術に関して理解し
やすいものと理解しにくいものが存在していた。
さらに、マット運動の「前転」と「開脚前転」
、鉄棒運動の「後方片膝掛け回転」
、跳び箱運
動の「台上前転」の解説文は、発展技とのつながりが理解しにくくなっていることが明らかと
なった。これらの技についての解説文は、技の技能が高まっていない初期段階の動きが取り上
げられており、発展技につながる運動については解説されていない場合が多くあった。そのた
め、発展技につながる情報が不足している部分があり、発展技とのつながりが理解しにくくな
っていると考えられる。含まれるべき情報は表 1 にまとめた。
表 1：質問に対しての回答から考えられる、それぞれの技に含まれるべき情報
提示した技
前転

含まれるべき情報
伝動の技術
腰角増大によって回転の勢いをつける

開脚前転

伝動の技術
腰角増大によって回転の勢いをつける
徐々に開脚度を小さくしていく

側方倒立回転
逆上がり

特になし
踏切り足による肩角減少の技術
腕屈伸、振り上げ足、踏切り足による肩角減少の技術を利用するタイミング
上体の倒し

後方片膝掛け
回転
台上前転

後ろ足の振り出しをなくしていく
膝固定技術と肩先行技術からなる回転開始技術
はね動作

以上のように、学習指導要領解説に含まれるべき情報が明らかになったことから、それに基
づいた授業を実践していく。
しかし、
以上の六つの技すべてを取り上げるのは困難であるため、
今回は「台上前転」を取り上げ、この技を発展させていくための授業モデルを提案する。
Ⅳ 授業実践
1 学校教育実践研究実習における跳び箱運動授業
① 目標運動
授業では、高学年の跳び箱運動において例示されており台上前転の発展技である「伸膝台上
前転」を取り上げた。この技も台上前転と同様に、はね動作を身に付けることが重要である。
② 指導過程
本実践の授業は、筆者の大学院における教育実習科目である学校教育実践研究実習（Ａ小学
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校第 6 学年 a 組）の期間（2021 年 5 月 24 日～2021 年 6 月 11 日）に全 6 時間構成で行われた。
⑴ 学習の初期段階
a 組の児童は、伸膝台上前転の基本技である台上前転を学習していないため、台上前転の初
歩的な運動から行った。第 1 時では、高さ約 40ｃｍの高さから前転をする運動を、第 2 時では、
助走をせずに踏切り板から両足で踏み切って跳び箱上で前転をする運動を取り上げた。これら
の運動は、初めは児童の怖がる様子が見られたが、何度か繰り返すうちに慣れていき、全員が
実施できた。次は 3～4 歩の助走からの台上前転を取り上げ、初めて跳び箱の全体構造である、
助走―踏切り―着手―着地を行った。
⑵ はね動作の発生
ここまでの運動で、児童が順次接触の技術を利用した台上前転ができるようになってきたた
め、第 4 時からははね動作の発生を試みた。取り上げた運動は、体育館のステージ上からステ
ージ下のマットにはね動作をして下りる運動であった。この運動は跳び箱で台上前転を行うよ
りも小さな努力で回転でき、着地も立ちやすい条件となっている。この運動を行う前に教師に
よる示範を行い、後頭部がマットに着いたら腰を伸展させて体を反らせること、それと同時に
腕を伸ばすことを確認した。なお、児童の技能レベルに差があることから、この運動を行うか
どうかは児童自身に選択させるようにした。
この運動を行う中で、腰を伸展させようとする児童が数名見られた。しかし、腰を反らせて
いなかったり手をマットから離して腰を伸展させていたりするなど、十分なはね動作を行える
児童はいなかった。その後の授業でも同様の運動を取り上げたりして指導を行ったが、はね動
作が発生した児童はいなかった。
2 教育実践開発研究実習における跳び箱運動授業
① 目標運動
a 組と同様、跳び箱運動の伸膝台上前転を取り上げ、授業を行った。
② 指導過程
本実践の授業は、筆者の大学院における教育実習科目である教育実践開発研究実習（Ａ小学
校第 6 学年 b 組）の期間（2021 年 11 月 1 日～2021 年 11 月 26 日）に全 6 時間構成で行われた。
⑴ 学習の初期段階
ｂ組の児童も a 組と同様に台上前転を学習していなかったため、初歩的な運動から取り上げ
た。取り上げた運動は a 組と同じものであったが、怖いのか、短い助走からの台上前転を行え
ない児童が見られたため、分厚いマットに向かって助走し、前転ができる場を作った。それに
よって、全員が地面よりも高さのある所に向かって前転をすることができた。
⑵ はね動作の発生
第 4 時からは、はね動作を発生させるために a 組と同様にステージからのはね動作を取り上
げた。最初に教師による示範を行い、急激に腰を伸展させて体を反らせること、腰の伸展と同
時に腕も伸ばすことを確認した。その際、教師の示範を見て、腰を伸展させたときに手をたた
くよう児童に指示し、腰の伸展のタイミングをつかませた。
ステージからのはね動作を試みる児童を観察すると、初めは手がマットから離れていたり、
急激な腰の伸展が見られなかったりしていたが、個別の指導や全体での指導を行うことで、は
ね動作が発生している児童が数名見られた。さらにその中の数名は跳び箱でもはね動作を行う
ことができた（写真 1）
。
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写真 1：跳び箱ではね動作が見られる児童 A
3 考察
b 組のみではね動作を発生させることができたのは、はね動作の取り扱い方の違いが要因の
一つと考えられる。a 組では、腕の伸ばしや腰の急激な伸展についての指導はそれほど行わな
かった。また、
「はね跳び」という言葉を使わずに授業を進めたため、十分にはね動作に着目さ
せられなかった。一方 b 組では「はね跳び」という言葉を使ったり腰の伸展のタイミングをつ
かませる活動を取り入れたりしたため、児童がはね動作に着目しやすくなり、はね動作の発生
につながったと考えられる。
しかし、2 クラスを通してはね動作の発生が見られたのは数名であった。これは、はね動作
に直接結びつく運動を取り上げなかったことが要因と考えられる。そのため、はね動作に特化
した運動を学習の中に取り入れる必要があると考えられる。金子（1987,p.167）は、横向きに
した跳び箱で台上前転を行う方法を紹介している。横向きの跳び箱で台上前転を行うと、手と
頭しか跳び箱に触れないため、足裏から着地するためには腰角を開く必要がある。この動作を
大きくしていくことではね動作になっていくため、児童の実態に合わせて跳び箱を横向きにし
ていくことではね動作の発生につながると考えられる。
Ⅴ 結語
本研究によって、小学校学習指導要領解説体育編の器械運動において例示されている六つの
技について、発展技とのつながりという視点から含まれるべき情報が明らかとなった。そして
その中から「台上前転」を取り上げ、この技を発展させていくために授業を行った。しかし、
発展技につながる「はね動作」を発生させられた児童は数名であったため、はね動作発生のた
めに取り上げるべき運動について考察してきた。
今後は、台上前転以外の五つの技についても発展技とのつながりが意識された授業モデルが
提案され、考察されることが重要である。さらに、器械運動以外の領域についても同様の研究
が進められ、小学校教員の手助けとなる情報が提供されることが求められる。
Ⅵ 参考文献
1 今関豊一監（2019）
『たのしい体育 3 年』大日本図書
2 岡出美則編（2019）
『みんなの体育 3 年』学研
3 金子明友（1965）
『
「体操競技」と「器械運動」の差の認識』体育科教育、第 13 巻
4 金子明友（1982）
『教師のための器械運動指導法シリーズ マット運動』大修館書店
5 金子明友（1987）
『教師のための器械運動指導法シリーズ 跳び箱運動』大修館書店
6 金子明友（2005）
『身体知の形成（上）
』明和出版
7 文部科学省（2018）
『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 体育編』東洋出版社
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中学校数学科における非認知能力の育成に関する研究
―数学的コミュニケーションを通して―
教科領域指導力高度化コース 池部 舞
１.はじめに
非認知能力とは、IQ などの客観的な数値で測定することが難しい能力の総称である。対し
て認知能力とは、学力テスト等によって点数で測ることが容易な力である。これまでの学校教
育においては認知能力の高い子が「頭の良い子」と位置づけられ、認知能力の育成が注目され
てきた。その対極にある存在として「非認知能力」があると捉えられている。しかし、本来は
認知能力と非認知能力は相互作用的な関係にしていかなければならない。そこで数学的コミ
ュニケーションのある授業に注目し、対話的な学びができる力を養うことで、非認知能力の育
成へとつなげられるのではないかと考えた。
本研究の目的は、中学校数学科の授業において、数学的コミュニケーションの考え方を用い
た授業を通して育むことのできる非認知能力を明らかにすることである。
２.非認知能力とは
非認知能力について、代表される 4 つの先行研究である OECD(2018)、日本生涯学習総合研
究所(2018)、石井(2020)、宮崎ら(2018)で非認知能力の概念規定を確認した。本論文において
は、非認知能力を「知識や思考や IQ などの認知能力以外の能力で、情意や社会的能力、他者
との対話や自己内対話に関わるものであり、学習体験によって発達させることが可能な個人
の能力」と規定した。さらに、以下の表 1 のように、認知能力と非認知能力の要素を先行研究
からまとめた。
表１：認知能力と非認知能力の要素
認知能力
目標の
非
認
知
能
力

達成

①知識・技能 ②思考・判断・表現 ③推論
④問題解決力 ⑤批判的思考力 ⑥忍耐力 ⑦探究心
⑧主体性 ⑨実行力

他者と

⑩協調性 ⑪コミュニケーション力 ⑫思いやり

の協働

⑬共感性

情動の

⑭自己肯定感 ⑮道徳心 ⑯倫理観 ⑰規範意識

制御

⑱自己管理能力

３.数学的コミュニケーションとは
数学的コミュニケーションについて、代表される江森(2012)と金本(1998)の数学的コミュ
ニケーションの概念規定を確認した。本研究の数学的コミュニケーションを「自身の考えてい
る数理的な事象を情報の受信者である他者と交換すること」と規定した。
数学的コミュニケーションの意義として、既存の知識から新たな知識を見いだし、他者と協
働して粘り強く考えることによって、学習内容への理解を深めることができる点にあると筆
者は考えている。数学的コミュニケーションが円滑に進められる集団をつくることは、数学の
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学習内容の必要な知識が浸透していることと同義であるといえるため、数学の学習効果を高
める点においても、有効な手立てである。また、数学的コミュニケーションができる力は、他
者との協働や粘り強さ等の側面において、非認知能力の向上へもつながる大切な能力である。
数学的コミュニケーションを引き出す手立てとして、一斉授業の中で特に意識して取り入
れる点を先行研究から以下のように整理する。
① 問いをもたせるための学習課題・問題場面の設定を行う
② 生徒自身に解決方法を見いださせる
③ 解決方法を表現させる場を設定する
④ 全員が話し合いに参加できる場の設定をする
４.授業実践と考察
非認知能力の育成を目指した授業を、教育実習で担当した中学 1 年「基本の作図」
（全 4 時
間）の第 3 時と第 4 時の垂線の作図で実践した。その授業の目標、学習活動、数学的コミュニ
ケーションの概要は、表 2 のとおりである。
表２：基本の作図の授業計画と意図した数学的コミュニケーション
第3時
本時の
目標

第4時

○ 垂線の作図をすることができる。
（知識・技能）

○ 垂線の作図が成り立つ理由を説明
することができる。

○ 垂線の作図方法を考え、よりよい
作図方法をみつけようとする。
（主体的に学習に取り組む態度）

（思考・判断・表現）
○ 垂線の作図方法を理解し、動画に
おいてより分かりやすい説明をしよ
うとする。
（主体的に学習に取り組む態度）

主な学

○ 垂線の作図方法を考える。

○ 前時の動画をみた感想を集め、生

習活動

○ グループごとに垂線の作図方法の
説明動画を撮る。

徒の疑問から動画の作図方法を検討
する。
○ 垂線の作図方法と作図可能な理由
を説明する動画を撮る。

数学的

○ 垂線がひし形の対角線で垂直に交

○ 他のグループの動画を見比べるこ

コミュ

わることを想起させることで、解決

とで作図方法の説明だけでなく、作

ニケー

方法を見いださせる。

図可能な理由を説明する必要性を感

ション

○ 作図方法を説明する動画を撮るこ

じさせ、改善した動画を撮らせる。

とで、作図の手順を説明する場を設

○ 動画を撮る際に役割を分担し、全

定する。

員参加の話し合いの場を設ける。

授業実践を受け、第 3 時と第 4 時における垂線の作図の授業について、どのような非認知
能力の育成が可能であったか考察を行う。第 3 時と第 4 時の授業の目標において育成するべ
きである非認知能力として、④問題解決力、⑤批判的思考力、⑥忍耐力、⑦探究心、⑪コミュ
ニケーション力が挙げられると考える。ここでは、育成可能であった問題解決力と、育成が難
しかった批判的思考力について考察する。
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（１）問題解決力
問題解決力は認知能力を基にした上で、自分で考え、本質的な問題を発見し、解決策を立案
した上で適切に遂行する力である。第 3 時における本質的な問題とは、
「どこにひし形を作図
すればよいかを考える」ことである。また、解決策とは、ひし形の作図をすればよい、という
アイデアである。そして、適切に遂行するというのは、実際に作図をすることができるという
ことにあたる。ここでは垂線の作図方法を生徒が自ら思考し、問題解決をする場面を設定する
ことで、問題解決力の育成を目指した。生徒は第 1 時、第 2 時の垂直二等分線と角の二等分線
の作図の経験を活用し、自力、または班での話し合いによる問題解決をすることができた。
表 3 は 1 班の話し合いの様子である。SB がひし形を作図すればよい、というアイデアをだ
し、与えられた線分上にどのようにひし形を作図すればよいのかを考え、SA が作図方法を思
いつく場面があった。1 班の生徒は、3 人とも作図方法を個人で見いだすことはできていなか
ったが、話し合いをきっかけにして SA は SB のヒントから作図方法を見いだした。
表３：１班 発話記録
2

SB

なんかそれっぽいの…このひし形をさ、こっちにしゅわ
ーってしゅわーって引けばそうだよ。

3

SA

しゅわーてどういうこと？こう？してまたこっちに作る
ってこと？
（中略）

6

SA

あ、ちょっと一回やってみるわ！
（中略）

7

SA

できた。

（２）批判的思考力
批判的思考力は、他者および自分の考えに対して熟考し、先入観にとらわれずに、俯瞰的な
視点から考えることができる力である。批判的思考力についても、問題解決力と同様に認知能
力を基にした力であると捉えることができる。
第 3 時における生徒の話し合いの中で垂線の作図ができているかどうかを実測して確かめ
ようとする場面が見られた。自身が考えた作図方法で垂線がかけるのかを疑い、分度器を用い
て実測することで確認している。ここで確認している内容は、作図の結果のみであることに注
意したい。どのような手順であっても、最後にひいた直線が 90 度に交わっていれば垂線の作
図ができていると考えてしまうおそれがある。作図の手順を振り返って批判的に捉えること
ができていないところが、不必要な手順に気づけない原因であるとも考えることができる。
表４：４班 発話記録
15

SG

これほんとに垂直？

16

SH

垂直やろ。

17

SI

じゃあ一回測ってみる？

18

SG

なんでこうなった？自分でも分かんない。

19

SH

なんでこうなったのかは確かに分かんない。

20

SI

やってみて、なんでこうなったのかを考えてみる？
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第 4 時において扱った垂線の作図の説明動画の感想について、他の班の疑問点・質問したい
ことの欄に質問を書いた生徒が数名しかいなかった。作図の手順に注目して、
「本当に 90 度に
なっているのだろうか」
「なぜこの方法で垂線の作図が可能になるのだろうか」といった疑問
をもつことができていなかったからだろう。その結果、作図が不可能であるはずの手順でかか
れた垂線についても、疑問の意見が挙がらなかった。
この点については、筆者の授業実践上の課題であると考えている。生徒への課題の出し方と
して、実態に即していなかったのではないか。作図の結果をみて 90 度になっていればよいと
判断している生徒に対して、手順に注目するような声かけが不十分であったと考えられる。生
徒の批判的思考力を伸ばすためには、授業の中で日常的に自分の意見について振り返る場を
設け、他者と意見を比べ、自分との相違点を考えた上で、過程まで振り返ることができるよう
な場の設定が必要である。したがって、今回の授業実践においては、
「先入観にとらわれずに、
俯瞰的な視点から考える」という点で、批判的思考力が伸びたとは言い難いが、このような経
験を多数積ませることで、伸びていく力なのではないかと考えている。
５．成果と課題
本研究における成果は 3 点である。1 点目に、先行研究を踏まえ、非認知能力の概念規定や
構成要素を整理した。さらに、認知能力と非認知能力の要素を挙げることで非認知能力を具体
化した。2 点目に、数学的コミュニケーションのある授業をする上で取り入れるべきポイント
をまとめた。3 点目に、基本の作図において育成可能な非認知能力として問題解決力・忍耐力・
探究心が育成された場面を確認することができた。また、批判的思考力とコミュニケーション
力については長期的に育成すべき非認知能力であり、授業のさまざまな場面で計画的に取り
入れていく必要があると考えた。
課題としては、検討した 5 つの非認知能力以外の要素についても育成が可能であったか、さ
らに細かく検討をし、他に育成された能力がないかについて考えていく必要があると考えて
いる。さらに、数学科の各領域や内容において、それぞれ対話的な学びの特性があるため、そ
れぞれの特性について検討し、どのような学習活動が望まれており、数学的コミュニケーショ
ンのある授業を実施することで生徒にどのような非認知能力が育成されるのかを今後検討し
ていきたい。
引用・参考文献
石井英真(2020)「非認知能力の育て方を問う－スキル訓練を超えて－」日本教材文化研究財
団『令和元年度研究紀要』第 49 号，pp.15-20．
江森英世(2012)『算数・数学授業のための数学的コミュニケーション論序説』明治図書.
金本良通(1998)『数学的コミュニケーション能力の育成』明治図書
宮崎樹夫・中川裕之・吉川厚(2018)「教科の内容・活動に固有な非認知的スキルを評価する
－証明の学習に関する『主体的に学習に取り組む態度』－」日本数学教育学会『第 6 回春
期研究大会論文集』pp.89-94．
経済協力開発機構(OECD)(2018)『社会情動的スキル 学びに向かう力』明石書店
日本生涯学習総合研究所(2020)『
「非認知能力」の概念に関する考察(Ⅱ)〜「非認知能力」の
要素における関連性の観点から〜』日本生涯学習総合研究所
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技能の個人差に応じた
中学校保健体育科「ベースボール型」授業開発研究
教科領域指導力高度化コース 佐藤 聡馬
１．研究の目的
中学校保健体育では，
「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現するための資質・能
力」の育成を目標としている(文部科学省，2018，p.24)。この目標を達成するには，多様な人
達が集まり，運動・スポーツを実施する機会が重要になるが，多様な人達が集まると，技能等
の違いが浮き彫りになり，運動に親しめず，運動を継続できない可能性がある。そこで，体育
分野では，違いを認めたり，大切にしたりすることを目標の一部にしているが，授業では，技
能差のある生徒が同じチームスポーツ競技を実施するため，個別的な内容を取り上げることが
難しい。そもそも，
「<できる>という成果は，自らの動感感覚の中に生み出すしかない」(金子
一秀，2015)ため，技能の獲得・向上には，
「コツ」と「カン」の個別的習得が必要である。し
かし，学校の体育授業は集団的であるため，限られた授業時数の中での指導は困難である。
そこで本研究では，運動学の理論に基づいて，集団で実施する体育授業の共通的内容に個別
的な「コツ」と「カン」の習得を実現するという矛盾する問題を，チームスポーツであるベー
スボール型のソフトボールの授業を通して，技能の獲得・向上を目指しながら解決を図る。さ
らに，
「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する」ために，技能の個人差に応じたベ
ースボール型の授業開発を行い，一人一人の違いを認め，スポーツを継続しようとする意欲の
育成を目指し，学校現場の体育授業に有効な資料を提供することが目的である。
２．研究の方法
ベースボール型の経験が乏しい生徒が，ベースボール型ゲームの特性を味わえるゲームを検
討した。ベースボール型ゲームの特性としては，進塁をめぐる攻防の成立が重要になる。これ
を成立させるために，
「グローブでの捕球」
，
「アウトにする走者の選択」
「投げられたボールを
打つ」
，
「打球に応じた走塁」の４つの技能を指導対象とした。
これら４つの技能を獲得・向上させるために，３つのベースボール型ゲームを開発した。
「グローブでの捕球（ゴロ）
」と「アウトにする走者の選択」の技能の獲得・向上を図るため
の「ゴロスローベースボールゲーム」
，
「グローブでの捕球（フライボール）
」と「投げられた
ボールを打つ」ことの技能の獲得・向上を図るための「トスバッティングベースボールゲー
ム」
，そして，４つ目の「打球に応じた走塁」が必要になる「オーバーランサークルベースボ
ールゲーム」を開発した。求められる技能が段階的に難しくなる３つのゲームを実施していく
ことで，ベースボール型ゲームの展開に求められる４つの技能の獲得・向上を図ることにした。
（１）分析の対象者
実習名

対象学年

基礎能力発展実習

Ａ中学校 第１学年

教育実践開発研究実習

Ｂ中学校 第３学年
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３．結果と考察
(１)基礎能力発展実習
中学校第 1 学年を対象とした計 8 時間の授業実践において，
「ゴロスローベースボールゲー
ム」
「トスバッティングベースボールゲーム」の２つのゲームを実施することで，
「グローブで
の捕球」
「アウトにする走者の選択」
「投げられたボールを打つ」といったベースボール型の３
つの技能の獲得・向上を図った。
指導計画の前半では，ベースボール型のルール理解において，問題を抱えている生徒が多く
見られた。そこで 2 時間目では，実際のゲームの流れを 2 チームで再現しながら説明をするこ
とで，各チームにルールを理解する生徒が増え，ゲーム中に，理解が乏しい生徒に助言した
り，援助をしたりする教え合う姿が見られた。このことから，生徒に運動教材をどのように提
示し，学習活動に取り組ませていくべきか，授業実践をする上で考慮し，工夫することが重要
であると考えられる。
指導計画の中盤から終盤にかけては，味方から投げられたボールを打つトスバッティング形
式の実施に伴い，手にはめるラケットを用いた打撃練習やミートスイング１)でのバット操作を
用いた。手にはめるラケットを用いた打撃練習では，味方からトスされたボール(写真 1-➀)
を手のひらで捉える感覚を養い（写真 1-➁）
，その感覚をミートスイングで生かしながら打撃
をすることで，初めて投げられたボールを打つ生徒でも，バットでボールを捉えて打つことが
できた。しかし，ミートスイングを全員に用いたことで，技能レベルが高い生徒は，フルスイ
ングで遠くに打つことをさせてもらえないという不満を抱えていた。そこで，単元指導計画の
後半では，ボールを捉えられる生徒には，フルスイングを用いてもよいことにした。すると，
技能レベルが高い生徒のみならず，単元指導計画の前半では，ミートスイングでも，ボールを
捉えられなかった生徒 A も（写真 2）
，ミートスイングでボールを捉えるバット操作の技能を
獲得し（写真 3）
，単元指導計画の後半では，フルスイングに近い動きでボールを捉えること
ができた（写真 4）
。

写真 1-➀ トスを手のひらにはめるラケットで捉える生徒

１)

バントのように両手を離してバットを握ることで，手のひらで捉える感覚を生かすことが

できるスイング
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写真 1-② ボールを守備者へ打ち返す生徒

写真 2：ミートスイングで空振りをする生徒 A(

写真 3：ミートスイングで打つ生徒 A(

印はボールを示す)

印はボールを示す)

写真 4：フルスイングに近い動きで打つ生徒 A
(２)教育実践開発研究実習
中学校第 3 学年を対象とした計 4 時間の授業実践において，
「ためしのゲーム」と「簡易化
ゲーム」を実施し，自分自身の技能に応じた打ち方を選択しながら，ゲームを展開させた。
指導計画の 1 時間目では，
「ためしのゲーム」を実施し，指導計画全体を通したベースボー
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ル型ゲームのルール理解を促すとともに，全員にトスバッティング形式の攻撃を実施させるこ
とで，生徒自身が自分のバッティングの技能レベルを理解できるようにした。生徒のワークシ
ートの振り返りでは，ゲーム内で技能を発揮できた生徒と技能を発揮できなかったり，自身の
技能レベルが足りないと感じたりする生徒が見られた。
指導計画の 2 時間目以降では，難易度別に 6 通りの打ち方を提示し，生徒自身に選択させ
た。そうすることで，個人の技能を最大限に発揮することができる打ち方でゲームに参加でき
るようにした。また，ゲーム前には，選択した打ち方が同じ生徒同士で，各練習場所に分か
れ，打撃練習を実施した。このような活動の場を設定することで，一人一人の活動量を確保
し，それぞれの生徒の技能の獲得・向上を促すことができた。
指導計画の 3 時間目では，自己観察を促すワークシートをゲームで用いた。自身の動きにつ
いて，自己観察シートを用いて，振り返ることができていたが，自身の技能の獲得・向上に繋
がる分析ができているのか，さらなる技能の獲得・向上に生かしていくためには，どのような
活用方法があるのか，今後も検討していく必要がある。
生徒の単元を通した感想では，
「4 時間という授業数の中でもバッティングの技能を磨くこ
とができた」
「2 年生のころよりもボールを上手く打つことができた」等の技能の獲得・向上
に関する記述が見られた。その他にも，
「できるようになったことで，ゲームが楽しく感じ
た」
「運動が苦手だが，とても楽しくゲームに参加できた」といった，運動に苦手意識をもっ
ている生徒も楽しくゲームに参加することができており，一人一人の違いに関わらず，ベース
ボール型に親しむことができていた。また，
「できたで終わるのではなく，今後も課題解決に
努めたい」
「単元のことを生かして，趣味として頑張っていきたい」という記述も見られ，運
動の継続への意欲を育成する授業実践になったといえる。
４．結語
ベースボール型の攻撃におけるバット操作に焦点化した授業実践を行い，その実践の中で，
ミートスイングという運動学的視点を用いたバット操作で，ボールを捉える感覚を養い，対象
者全員の技能の獲得・向上を図ることができた。しかし，技能レベルが高い生徒にとっては，
通常のスイングで打たせてもらえないという不満が生まれてしまったため，生徒がそれぞれ獲
得している技能に応じた打ち方を 6 通りの打ち方から選択し，攻撃を実施できることにした。
その結果，バット操作の技能の獲得・向上につながったとともに，一人一人の違いを大切にし
ようとする意欲を育成するきっかけになり，運動に対して苦手意識をもつ生徒でも，積極的に
参加することができていた。このように，一人一人の技能を十分に発揮できる手立てを用いた
授業を開発し，実施することで，どの技能レベルの生徒でも，運動・スポーツに積極的に参加
できるようになれば，生涯における運動・スポーツの実施率の増加につながると考えられる。
今回のベースボール型の単元だけでは，不可能であるため，学校現場では，他の領域や知識に
関する領域である体育理論等との系統的な授業実践を重ねていくことで，
「生涯にわたって豊
かなスポーツライフを実現する」ための資質・能力の育成を図っていきたい。
引用・参考文献
1) 金子一秀（2015）
『スポーツ運動学入門』
，明和出版，pp.149-150．
2) 文部科学省（2018）
『中学校学習指導要領解説保健体育編』
，東山書房，p.24.
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女子の特性に配慮した中学校理科の学習指導
教科領域指導力高度化コース 鸙野 彩花
１.はじめに
理科離れが加速し男女の差が拡大する中等教育段階において，理科学習での男女差を減少さ
せる必要性や，理科離れが顕著である女子を対象とした介入研究の必要性が指摘されている。
本研究では，中学校の理科授業において女子の意識向上を目指した実践を行い，女子の理科学
習における態度を促進するための理科授業の在り方について検討した。
２．問題の所在
日本では，1980 年代後半から理科学習における男女差についての研究や調査が行われるよ
うになり，中等教育段階において男女差が存在し女子は男子よりも理科学習から顕著に離れて
いくことが度々指摘されている。理科学習における中学生の実態として，国際的な学力調査で
ある TIMSS や PISA の結果には，中学生や高校生の理科学習における学力の男女差は明確に
見られないものの，理科学習における意識や態度については女子の方が男子よりも消極的ある
いは否定的であることが明らかになっている（国立教育政策研究所，2017，2021）。また，
日本では，理系専攻の女性の割合が少ない現状から，進路選択を行う以前の中等教育段階の理
科離れに一因があるのではないかと考えられ，中等教育段階における女子の理科離れを減らす
ための取り組みの必要性が指摘されており(稲田，2019)，筆者もそのように考えた。
ところが，これまでには，女子の理科学習を促進に着目した理科授業の実践は数少ない。そ
こで，宮崎大学大学院教育学研究科の教職大学院第 2 学年で実施される連携協力校実習にお
いて，稲田(2019)が開発した授業構成を参考に，女子の特性に配慮した理科授業を実施し
た。そして，その実施状況及び結果から，女子の理科学習を促進するための中学校理科授業の
在り方について検討することにした。
３．研究の方法
（1）稲田（2019）による女子の理科学習を促進する授業構成の提案
日本の理科離れを打開するための基礎的知見をまとめた先行研究として，稲田（2019）が
提案する，
『女子の理科学習を促進するための授業構成に関する研究』がある。稲田（2019）
は，先行研究を概観・総括し，日本の理科学習の問題点を整理し，問題点の解決に必要とされ
る理科授業を改善すべき点を明らかにし，女子が苦手とされる物理分野での実践を行ってい
る。その検証を行い，
「教材」と「学習活動」に関する方策を開発し授業に導入することで女
子の意識と態度が変容できることが示唆された。
（2）中学生女子が得意な問題の特徴－TIMSS2015 及び TIMSS2019 の出題の分析を行って－
TIMSS2015 と TIMSS2019 を例にとり，理科の出題に対する平均正答率において，男女差
のある問題を抽出し分析を行った。女子は理科授業において，女子にとって日常的で興味・関
心のある内容を取り入れること，話したり文章で書いたりする活動を理科授業に積極的に取り
入れること，実験の計画を話し合う場面において，観察される可能性のある現象の予測を行う
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活動を取り入れることで，理科学習を促進できる可能性が示唆された。
以上の知見に基づき，理科授業において，女子にとって日常的で興味・関心に配慮した授業
を考案した。吉田・藤野（2018）の『女性のための「物理教科書」研究』において，女子が
興味を示す題材として，
「虹の仕組み」が挙げられており，対象校で使用されている新興出版
社啓林館の『未来へひろがるサイエンス 1」の教科書(大矢・鎌田ほか，2021，pp. 218-219）
にも「虹」の内容が記載されているため，
「虹」の授業を実践することとした。
４．結果
中学 1 年生の「光による現象」の単元において，
「虹の仕組み」を
課題に設定し実践を行った。授業展開としては，日常的な文脈設定を
行うために虹の仕組みについて疑問を持たせ，稲田（2019）が提案す
る「美的観賞の導入」のために虹の写真を提示し，三角プリズムを用
いて光が分解されて虹色に見える様子を見せた（図 3-1）
。また，鸙野・
中山（2021）の，女子は記述式の問題が得意であるということを明ら
かにしたのを受けて，作図を行わせた後に，自分の結論として虹がで
きる仕組みを記述させた（図 3-2）
。授業の効果については，授業前後

図 3-1 プリズムで
太陽光を分解したと
きの様子

の質問紙調査と，ルーブリックを用いてワークシートの回答を評価することで検証した。質問
紙の結果を表 3-1，ルーブリック評価の結果を表 3-2 に示す。質問紙調査は，理科の好き嫌い
や理科の有用感，内容理解の自己認識を 4 段階評価で選択させる問いと，理科の好き嫌いの理
由，理科に関係する職業，これまでの理科の学習に対しての意識を回答する設問で実施した。

図 3-2 授業で用いた「虹の仕組み」のワークシート
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表 3-1 授業前後の質問紙調査における男女ごとの回答人数と男女差の検定結果
授業後（n=78）

授業前(n=82)
質問項目

性別

理科の勉強が
好きである。
理科の勉強は
大切である。
日常生活で理
科は役に立つ
と思う。
自分にとって，
理科は，将来役
に立つと思う。

男子
女子
男子
女子

肯定
的
35
29
38
41

男子

34

5

女子

39

4

男子

30

9

女子

28

15

否定
的
4
14
1
2

男子
女子
男子
女子

肯定
的
30
30
33
42

否定
的
4
14
1
2

男子

31

3

女子

42

2

男子

26

8

女子

28

16

ｐ値

質問項目

性別

0.018*

理科の勉強が
好きである。
理科の勉強は
大切である。
日常生活で理
科は役に立つ
と思う。
自分にとって，
理科は，将来役
に立つと思う。

0.067
0.730

0.332

ｐ値
0.057
1.000
0.648
0.323

註ⅰ）
「そう思う」
：1，
「どちらかといえばそう思う」
：2，
「どちらかといえばそう思わない」
：
3，
「そう思わない」
：4 までの 4 段階
註ⅱ）
「そう思う」
，
「どちらかといえばそう思う」を肯定的回答，
「どちらかといえばそう思わ
ない」
，
「そう思わない」を否定的回答とした。
註ⅲ）*ｐ＜.05
表 3-2 ワークシートのルーブリック評価の結果
作図

全体
（人）

男子
（人）

女子
（人）

文章記述

全体
（人）

男子
（人）

女子
（人）

レベル 5

21

9

12

レベル 5

14

6

8

レベル 4

46

21

25

レベル 4

6

4

2

レベル 3

11

7

4

レベル 3

30

15

15

レベル 2

0

0

0

レベル 2

21

9

12

レベル 1

5

4

1

レベル 1

10

6

4

無回答

0

0

0

無回答

2

1

1

合計

83

41

42

合計

83

41

42

男女間の有意差の検定については，js-STAR¹⁾の Fisher の正確検定の結果，
「理科の勉強が
好きである」の項目で男女に有意差が見られたことから，全国的な傾向と同様に，対象校の女
子は理科が嫌いな傾向があり，理科の第 1 分野（特に物理分野）の学習への好感度が低いこ
とが分かる。
「普段の理科の授業の内容を理解することができている」の項目では男女差に有
意な差が見られ，女子の方が男子よりも理科の授業を理解できていないと思うことが分かっ
た。
また，ワークシートの作図と文章記述の回答についてのルーブリックを作成し評価を行っ
た。その後，各レベルの人数を用いて Fisher の正確検定を行ったところ，作図と文章記述ど
ちらの課題でも男女の有意差は見られなかった。
５．女子の理科学習を促進するための中学校理科授業実践の在り方の考察と今後の課題
対象校では，全国的な平均よりも男女ともに理科好きが多かったが，理科への好感度には男
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女に有意差が見られ，理科嫌いの傾向は中学入学時よりも学年が上がるにつれ顕著に現れると
されるが，対象校では中学 1 年生の時点で既に，男子よりも女子の方が理科から離れている
といえる。特に理科の第 1 分野の学習への好感度が低いことが明らかになったため，物理分
野の「光による現象」で女子の理科学習を促進するための授業を実践したところ，
「楽しかっ
た」と肯定的に回答した割合は，男子が 98％，女子が 95％と，男女ともに楽しんで学習して
おり，実験や光の現象の面白さに好感を持っていた。授業中は興味がある話題や現象には積極
的に反応し，ワークシートにも自分の考えを書くことができているなど意欲的であった。授業
後の質問紙調査では，理科の学習に対する好感度，有用性，大切さは低下せず，理科の勉強に
対しての女子の好感度が上がり，理科学習への意識の男女差は多少改善されたといえる。男性
教員が行った授業と比較して，教育実習生の女性教員が行った授業でのみ，わずかながら女子
の理科好きの割合が増加していた。
また，質問紙調査の結果より，理科が好きな女子と理科嫌いの傾向が見られる女子に着目す
ると，理科好きの女子は理科の職業に就きたいと思う意識があるために理科の学習への有用性
や学ぼうとする意欲が高いことが明らかになり，授業後では，理科嫌いの女子よりも「光によ
る現象」の内容をもっと勉強したいと答え，その内容が面白いと回答した。そのため，今回の
授業実践では，理科嫌いの女子の意欲を向上させたというより，理科好きの女子の理科への好
感度や理科への学習意欲をさらに喚起させる授業や内容であることが示唆された。さらに，こ
れらの授業を通して，稲田（2019）の実践と同様，男子の意識が否定的になることなく，む
しろ向上したため，男子の理科学習を阻害しない内容であったといえる。
今回，女子の理科学習を促進するために，女子の興味・関心に基づいた内容と文脈を取り入
れた授業を考案し，実践した。女子は授業を楽しみ，意欲的に取り組む様子は見られたが，理
科嫌いの女子の理科学習への意識改善には至っていない。そのため，今後の課題としては，理
科嫌いの女子に着目した教材を考案し実践することや，他の単元での実践を行い，その効果を
検証していきたい。また，今回の「虹の仕組み」の実践では，高校生の内容を中学生向けの内
容に置き換えて実施したように，女子が興味を持つような高校物理の内容を中学生の実態に合
わせて教材を開発し，実践することを提案したい。
註 1）検定は，js-STAR の Web サイトで行った。
（http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star8/freq/auto2x2.htm#）
引用・参考文献
鸙野彩花・中山迅（2021）
「TIMSS2015 及び TIMSS2019 の正答率において女子が男子の正
答率を上回る問題の特徴」
『日本科学教育学会年会発表論文集』45，pp. 571-574.
稲田結美（2019）
『女子の理科学習を促進する授業構成に関する研究』風間書房.
国立教育政策研究所（2017）
『TIMSS2015 算数・数学教育／理科教育の国際比較－国際数
学・理科教育動向調査の 2015 年調査報告書－』明石書店.
国立教育政策研究所（2021）
『TIMSS2019 算数・数学教育／理科教育の国際比較－国際数
学・理科教育動向調査の 2019 年調査報告書－』明石書店.
大矢禎一・鎌田正裕ほか 146 名（2021）
『未来へ広がるサイエンス 1』新興出版社啓林館
吉田信也・藤野智美（2018）
『女性のための「物理教科書」研究』敬文舎.
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小学校国語科における「主体的に学習に取り組む態度」の評価研究
－ゲーミフィケーション理論を活用した授業実践を通して－
教科領域指導力高度化コース 松岡 嵩隆
１．問題の所在
小学校学習指導要領が改訂され，令和 2 年度に全面実施された。これにより，評価の観点も
「知識・技能」
「思考・判断・表現」
「主体的に学習に取り組む態度」の三つに整理され 1），学
習指導要領に示す目標に準拠した評価として三段階（ＡＢＣ）の評価をすることとされた 2）。
その中でも「主体的に学習に取り組む態度」のねらいは，以前から観点別評価の対象となって
いた「関心・意欲・態度」と同様のものであるが，内容に関心をもつだけでなく，よりよく学
ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという趣旨がさらに強調されたもので
ある。しかしながら，
「知識・技能」や「思考・判断・表現」と同様に，
「主体的に学習に取り
組む態度」の評価の方法は明確であるにもかかわらず，他の二観点に比べて「評価が難しい」
という教員が多いという印象をもつ。そこで，国語科において「主体的に学習に取り組む態度」
を適切に評価する際には，評価規準の他にも，ルーブリックを用いたより具体的な評価基準を
作成することが必要だと考えた。また，評価者の立場であることから，
「主体的に学習に取り組
む態度」を高めることができる授業をすることが必要だと考え，その実践を行うに至った。
２．研究の方法
本研究は，
「主体的に学習に取り組む態度」の評価方法の提案と，
「主体的に取り組む態度」
自体の涵養を図るものである。
〇 研究の流れ
・ 「主体的に学習に取り組む態度」の評価についての理論や先行研究の整理
・ 適切な評価規準・評価基準の設定方法を提案
・ 「主体的に学習に取り組む態度」を高めるための授業構想
・ 検証授業
・ 考察（学習後のアンケートを含む）
３．理論・先行研究の整理
（１）適切な評価規準の作成
① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに向け
た粘り強い取組を行おうとしている側面
② ①の粘り強い取組を行う中で，自ら学習を調整しようとする側面
これらの二つの側面を総合的に評価することで，
「主体的に学習に取り組む態度」としての評
価が適切になされ，状況をＡＢＣの三段階で表すことができる 3）。
「主体的に学習に取り組む態度」を評価しよう
伊藤（2020）4）は，自己調整学習に注目して，
とした。
「心理学では，モチベーションを『始発』
『維持』
『強化』の３つのフェーズで捉えてい
ます。取り組み始める最初の段階，学びを維持し続ける段階，さらには学びに充実感を感じて，
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発展させようという意欲や姿勢などの強い意思の段階にまで育っているか，というように段階
的に捉えれば評価が可能になるのではないでしょうか」と述べている。
この伊藤の提案を稿者なりに整理した。
「①知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表
現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面」を段階的に評価す
る場合，
『始発』を（Ｃ）
，
『維持』を（Ｂ）
，
『強化』を（Ａ）と置き換えることができると考え
られる。評価規準を作成する際には，子どもたちの姿をこの三つの段階に当てはめ，どの程度
目標が達成できているかを具体的な言語活動の内容に当てはめて考える。
（２）遊びと学びの融合
曽我（2020）5）は，
「遊びを学びの条件にはしないが，逆に，学ばなくては遊びが面白くない」
と述べており，
「学びが遊びの条件」であると主張する。この曽我の主張を，
「主体的に学習に
取り組む態度」の趣旨に照らして考えてみる。すると，失敗を乗り越えようと努力することを
「粘り強い取組」
，失敗を避けようと試行錯誤することを「自らの学習の調整」だと捉えること
ができる。曽我の主張を踏まえ，
「主体的に学習に取り組む態度」の涵養には，ゲームが有効で
ある可能性があると考え，授業においてゲームの理論を活用した研究はないか調査を行った。
（３）ゲーミフィケーション理論の活用
日本の学校現場で積極的にゲーミフィケーションの導入を進めている藤川（2016）6)は，ゲー
ミフィケーションを「ゲーム以外のものをゲームとしてデザインすること」あるいは「ゲーム
以外のものをゲームとして捉えて，人びとを動機付けし，楽しく積極的に取り組めるようにし
ようとする」ことと説明している。また，学習ゲームのようなゲーム型の教材と授業における
ゲーミフィケーションを区別し，授業そのものがゲームとして成立することを重視している。
この藤川の主張をもとに，ゲーミフィケーションの定義を言い換えると，
「授業自体をゲーム化
すること」であると言える。藤川らが作成した授業プログラムには，次のような特徴がある。
〇 教室の子どもたちを巻き込むファンタジーの世界観
授業の冒頭でアニメーション教材の視聴がある。ファンタジ
ーの世界観の中で，子どもたちが関心を持ちそうなキャラクタ
ーを登場させ，教室の子どもたちを巻き込む物語が進められ
る。登場する人物には頼りない面が見られ，教室の子どもたち
を頼っている。
〇 意思確認と自発的参加
人物が求める活動を行うか否かについて，子どもたちに意

図１：藤川らが開発した教材

思確認を行う場面がある。ときどき選択画面が表示され，取り
組むか取り組まないかを子どもたちが学級全体の意思によって決められるようになっている。
〇 協働学習
問題を解いたり，プレゼンテーションの練習をしたりする課題において，全員が完全に理解
していたり，全員ができていたりする状態になったら次に進めるようにしている。
〇 集団自己評価と励まし
ゲームではうまくいったりいかなかったりすることがあるのは当然であり，どちらにしても
振り返る時間をもつことによってプレイした人の健闘を称え，次のゲームへの意欲を喚起する
ことにつながると考えられる。
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４．研究仮説
国語科において，ゲーミフィケーションを活用して授業自体をゲーム化することで，
「主体的
に学習に取り組む態度」を高めることができ，
「粘り強さ」と「自らの学習の調整」に分けて評
価を行うことで，適切な評価を行うことができるのではないか。
５．研究の実際
（１）評価規準の作成（検証授業で活用したもの）
伊藤（2020）が示したモチベーションの三つのフェーズをもとに，
「粘り強さ」
「自らの学習
の調整」についての評価規準をそれぞれ作成した。
表１：稿者が作成した「粘り強さ」の評価規準
Ａ（３）

文章を要約することにおいて，学びに充実感を感じ，リーフレット
の作成に生かそうとしている。

Ｂ（２）

（強化）

文章を要約することにおいて，学びを維持し続けようとしている。
（維持）

Ｃ（１）

文章を要約することにおいて，学びに取り組み始めようとしてい
る。

（始発）

表２：稿者が作成した「自らの学習の調整」の評価規準
リーフレットの作成という最終的なゴールに向けて，適切な自己評
Ａ（３）

価を行い，次の学習内容や学習方法を自分なりに工夫することがで
きている。

Ｂ（２）

リーフレットの作成という最終的なゴールに向けて，学習計画に沿
って学びを進め，学習の見通しをもつことができている。
リーフレットの作成という最終的なゴールに向けて，曖昧で系統的

Ｃ（１）

ではないが，目標を立て，学ぼうとする意欲をもつことができてい
る。

この評価規準は，単元全体を通しての評価を行う際に活用するためのものとして設定したた
め，１時間ごとに評価を行う場合には，それぞれの時間で取り上げる言語活動と照らし合わせ
て文言を修正していく必要があるが，おおまかなものとして活用することができる。
（２）検証授業
『世界にほこる和紙』
，
『伝統工芸のよさを伝えよう』
（光村図書
出版 小４）の実際
本単元は，
「読むこと」と「書くこと」
，二つの内容が融合した
複合単元である。単元で身に付けさせたい力として，
「中心となる
語や文を見付けて，調べたことを要約する力」を取り上げた。こ
の力の習得に向けて，前半の「読むこと」においては，教材『世
界にほこる和紙』を扱い，本文に書かれている内容を要約する活
動を取り入れた。後半の「書くこと」においては，単元の前半で
身に付けた「要約する力」を活用して，伝統工芸について調べた
ことを要約し，リーフレットにまとめる活動を取り入れた。
毎時間，授業の導入・終末の段階で，図２のようにプレゼンテ
図２：使用したスライド資料
ーションソフトを活用してゲーミフィケーションを行った。人
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物の会話形式で話が進んでいき，単元の学習で身に付けさせたい力について意識させるような
発言を多く取り入れ，単元全体の見通しをもちながら学習を進めることができるようにした。
６．研究全体の考察
検証授業を通して，
「主体的に学習に取り組む態度」の向上に必要なことは，
「自分たちが学
習した内容が，これからの生活で役に立つ」という感覚，
「学びの必然性」をもたせることだと
分かった。ゲーム感覚を持たせることで，単元全体を通して，
「登場する人物を助けるために，
要約ができるようになる必要がある」という意義を見出す意識付けを行うことができた。その
ため，多くの子どもたちが自ら目標を設定し，その達成に向けて試行錯誤していくという「授
業に参加する」意識が見られ，学びの達成感や充実感を感じることができたと考える。子ども
たちの視点に立って授業への参加意識を工夫することの重要性を強調しておきたい。
また，
「主体的に学習に取り組む態度」の評価を行う際には，多元的な評価を試みることが重
要であるということも分かった。一つの判断材料だけで評価するのではなく，
「粘り強さ」と「自
らの学習の調整」
のそれぞれの程度を具体的な児童の姿に当てはめた評価基準
（ルーブリック）
によって評価するようにした。
「粘り強さ」については，
「思考・判断・表現」への過程上の努
力や意欲を，
「自らの学習の調整」については，単元の軸となる言語活動への自己評価や見通し
の具合等を評価し，その二つを統合したものを最終的な評価とした。その結果，子どもの記述
内容の「質」には触れず，
「思考・判断・表現」との区別を明確にすることへとつながり，適切
で効率的な評価を行うことができた。
７．今後の課題と抱負
今後の課題として，まず，見取ることができた「学級全体として粘り強く学ぼう，見通しを
もって学習に取り組もうという姿」個人レベルでの意識付けを，より深く行っていく必要があ
ると考える。また，高まりが感じられた「主体的に学習に取り組む態度」と，
「知識・技能」や
「思考・判断・表現」とがどのようにかかわり合っているかを読み取ることも課題であり，こ
れらが「指導と評価の一体化」を充実させることにもつながると考える。
子どもたちの学力を適切に測り，自らの指導の改善点が容易に自覚できるような評価方法を
今後も研究していくとともに，学級にいる全ての子どもが「学習が楽しい」
「できるようになっ
た」という気持ちを感じることのできる授業実践を行っていきたい。
注
1）

文部科学省（2017）
「小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説国語編」東洋館出版, p.３

2）

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター（2020）
「
『指導と評価の一体化』の
ための学習評価に関する参考資料」p.10

3）

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター（2019）
「学習評価の在り方ハンド

ブック（小・中学校編）
」p.9
4）

伊藤崇達（2020）
「生徒が回す自己調整学習のサイクルを支援し教科指導と評価を一体的
に考える」
『Kawaijuku Guideline』 2020.7･8, p.22

5）

6)

曽我千亜紀（2020）
「遊びと学びの融合は可能か？」
『名古屋大学哲学論集 特別号』
pp.209-220
藤川大祐(2016)「ゲーミフィケーションを活用した『学びこむ』授業の開発」
『千葉大学教

育学部研究紀要』第 64 巻, pp.143-149
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令和３年度 課題研究指導体制


科目名

教
職
総
合
研
究
Ⅰ

教
職
総
合
研
究
Ⅱ

学生

指導教員

桑引 悠成

湯田 拓史

矢野 秀平

立元 真

甲斐 尚和

小林 博典

下野 雅代

竹内 元

松ノ木 陽平

竹内 元

井上 岳

竹内 元

市原 未来

興津 紀子

石本 佳子

興津 紀子

西村 伸貴

興津 紀子

山田 裕子

戸ヶ﨑 泰子

新井 貴之

湯田 拓史

斉藤 舞花

湯田 拓史

川越 穂香

立元 真

湯地 航大

立元 真

井上 瑛美子

竹内 元

谷口 夢歩

椋木 香子

濵砂 花菜

遠藤 宏美

樋口 裕汰

椋木 香子

三田 陸人

盛満 弥生

藤井 航平

三輪 佳見

池部 舞

木根 主税

佐藤 聡馬

三輪 佳見

鸙野 彩花

中山 迅

松岡 嵩隆

永吉 寛行
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令和３年度教育学研究科教務委員会年次報告
宮崎大学大学院教育学研究科の円滑な運営を図るため、宮崎大学大学院教育学研究科教
務委員会を置き、教務に関する事項について企画・審議している。年間約24 回（平均月
２回）の開催を計画し、２月末現在で22 回委員会を開催した（資料１）。なお、新型コ
ロナウィルス感染症対策のため、会議は、広い会議室等での開催を設定し、開催時間もで
きる限り短時間になるように努めた。
主な議題は、入試関連、教育実習関連、教育課程関連であり、各種専門委員会からの提
案についても随時審議した。特に、依然として新型コロナ感染症拡大が続いている状況で
あることから、教育実習関連では新型コロナウィルス感染症拡大に対応した教育実習体制
について審議した。
また、本年度は教育学研究科コース再編後の完成年度にあたるとともに、令和４年度教
職大学院認証評価を受審することをふまえて、令和４年度以降のカリキュラム改善につい
て審議した。さらに、教育学部附属教育協働開発センターの客員教授が中心となって実施
していた、修了生を対象とした「授業力フォローアップ事業」の見直しを行った。検討の
結果、令和４年度からは「フォローアップ事業」として、修了生への支援（授業力向上支
援や学校マネジメント支援）に、研究科での学修の成果・学校への還元状況等の聞き取り
調査等の機能も付加させた事業内容に充実させ、その実施母体も、本研究科が担うことに
した。
根拠資料
資料１：令和３年度研究科教務委員会議事要旨
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令和３年度教育学研究科 FD 専門委員会年次報告
令和３年度も例年に引き続き，１回の FD ワークショップと２回の FD 研修会を実施し
た。
1.

令和３年度教育学研究科 FD ワークショップ

令和３年４月 23 日（金）に，教員(19 名)，院生(Ｍ１ストレート５名，Ｍ２ストレート
15 名，現職 10 名)が参加して，Zoom ミーティングで実施した。
「遠隔授業を 1 年間実施してみて」と題したオンデマンド配信やリアルタイム型配信
の便利なツールについての説明があり，その次に「ワークバランス 教職版」を実施し
た。教職に関する 40 項目から、教職において自分が重要と考えている項目を 10 項目選択
した後に換算表をもとに自分が選択した 10 項目を数値化して，各自レーダーチャートを
作成して，グループ(プレイクアウトルーム)での協議を実施した。その後，ワークショッ
プ講師の湯田教員から換算表について「自分のスキル」「自身の心構え」「同僚との関係」
「仕事場の環境」などのキーワードを元に説明された。そして，教職を目指して様々な目
標を立てて学修を進めていくための障壁やバランスの取り方などについて，院生と教員が
共有して今後取り組んでいく土台作りとした。
2.

令和３年度 教育学研究科 第 1 回 FD 研修会

令和３年 10 月 13 日（水）に，教員 27 名が参加して，Zoom ミーティングで実施した。
令和２年度前期の６つの共通領域科目の受講学生による授業アンケートの集計結果をあら
かじめ Web Class によって共有した上で６つの授業の担当者からそれぞれ報告があり，改
善について全員で協議した。次に，湯田教員から「学校経営の実践と課題」「と学級経営
の実践と課題」の２つの科目におけるルーブリック評価の進捗状況について報告があり，
その後，授業力育成を意図した自己評価ループリックの集計結果について三輪教員から報
告があった。
3. 令和３年度 教育学研究科 第 2 回 FD 研修会
令和４年２月 18 日（金）に，教員 26 名が参加して，Zoom ミーティングで実施した。令
和 3 年度後期の４つの共通領域科目の受講学生による授業アンケートの集計結果をあらか
じめ Web Class によって共有した上で５名の担当者からそれぞれ報告があり，改善につい
て全員で協議した。次に，「学校経営の実践と課題」におけるルーブリック評価の進捗状
況について湯田教員から報告があり，実施方法や，成果を他の科目に広げる場合の課題な
どについて協議した。
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参考資料
資料１： 令和３年度

教育学研究科 FD ワークショップ

記録

資料２： 令和３年度

教育学研究科 第１回 FD 研修会

記録

資料３： 令和３年度

教育学研究科 第２回 FD 研修会

記録
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令和３年度教育実習専門委員会第 1 部会年次報告
令和３年４月７日，教職大学院教育実習に関する教員向け説明会を開催し，令和３年度
教育実習の主な修正点について説明した（資料１）。
令和３年４月 13 日に教育実習専門委員会第１部会第１回会議を開催し，基礎能力発展
実習・メンターシップ実習配置案について検討した（資料２）。
令和３年４月 16 日に，大学院生に対し，基礎能力発展実習・メンターシップ実習の概
要およびスケジュールについての説明会を行った（資料３）。
令和３年６月８日に附属小学校において附属学校教育実習連絡会議が開催され，令和３
年度基礎能力発展実習・メンターシップ実習の実施計画について大学院と附属学校との間
で意見交換が行われた（資料４）。
令和３年度基礎能力発展実習・メンターシップ実習の主な日程は次の通りである。
令和３年６月 25 日

基礎能力発展実習・メンターシップ実習オリエンテーション

令和３年７月５日

宮崎県教育研修センターにおけるメンターシップ実習

～８月６日
（４日間）
令和３年７月 28 日

附属学校における事前指導

令和３年８月 19 日

附属学校における直前指導

令和３年８月 30 日

附属学校における基礎能力発展実習・メンターシップ実習

～９月 17 日
令和３年 10 月 18 日に，第２回育実習専門委員会第１部会を開催し，令和３年度基礎能
力発展実習・メンターシップ実習の総括を行った。次年度以降は附属中学校における学部
生を対象とするメンターシップ実習を原則廃止する方針を決定した（資料５）。
令和４年２月１日に，附属学校の実習担当者と合同による教育実習専門委員会第１部会
を開催し，令和３年度教育実習の総括と令和４年度の改善事項について協議を行った（資
料６）。
参考資料
資料１：教職大学院教育実習に関する教員向け説明会資料
資料２：令和３年度第１回教育実習専門委員会第１部会会議議事録
資料３：基礎能力発展実習・メンターシップ実習オリエンテーション資料
資料４：令和３年度（第１回）教育学研究科・附属学校教育実習連絡会議議事録
資料５：令和３年度第２回教育実習専門委員会第１部会会議議事録
資料６：令和３年度第２回教育実習専門委員会第１部会拡大会議議事録
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令和３年度教職大学院教育実習専門委員会第２部会
年次報告
教育実習専門委員会第２部会は、令和３年度は教職実践高度化コースならびに教科領域
指導力高度化コース（旧課程の教科領域教育実践開発コースを含む）の連携協力校での教
育実習とインターンシップ実習を担当した。今年度は、これまでの積み重ねに基づく新型
コロナウイルス感染症対策を、実習校や教育委員会などの関係機関との連絡・協議なども
ふまえながら行った結果、ほぼ通常通りの形で教育実習を実施することができた。
学校教育実践研究実習（春実習）は５月 17 日から６月 25 日の間の３週間で実施され
（実習校によって実施時期が異なる）、教育実践開発研究実習（秋実習）は 10 月 18 日か
ら 12 月３日の間の４週間で実施された（実習校によって実施時期が異なる）。なお、イン
ターンシップ実習は希望者が選択で実施するものであり、計画を立てている希望者もいた
が、今年度も新型コロナウイルス感染症の状況下で実施が困難なこともあり、１名の実施
に留まった。
本部会の業務は連携協力校における教育実習の運営全般であり、その業務の推移を詳細
に述べることは紙幅的に困難であるが、本部会が行った会議や協議、説明会などは以下の
通りである。なお、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、通常のものとは大
きく異なるものとなっている。
日

程

会議、説明会、およびその主な内容

令和３年
４月２日

第１回会議－年度スケジュールと業務分担について

４月２日

連携協力校教育実習説明会－大学院教員向け

４月６日

連携協力校教育実習説明会－大学院学生向け

４月 17 日～

第２回会議（メール審議）－学校教育実践研究実習（春実習）の実施形
態の変更について他

４月 19 日と

令和３年度

連携協力校教育実習説明会（同じものを２回開催していず

22 日

れかに出席）

５月 13 日～

第３回会議（メール審議）－連携協力校等教育実習の実施と評価の手順
について

７月１日～

第４回会議（メール審議）－春実習の成績評価に関して

８月５日

第５回会議－次年度の連携協力校実習配置、学校教育実践研究実習（春
実習）の成績について

９月 10 日～

臨時会議（メール審議）-インターンシップ実習Ⅱについて他

９月 24 日

教育実習へ向けての感染症対策に関する学生説明会（オンライン）
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11 月２日～

第６回会議（メール審議）－「連携協力校等 教育実習連絡会議」につい
て

12 月 10 日

令和３年度宮崎大学大学院教育学研究科連携協力校等教育実習連絡会議

令和４年
１月 27 日

第７回会議（オンライン会議）－教育実践開発研究実習（秋実習）なら
びにインターンシップ実習Ⅱの成績について

他

３月８日

第８回会議－令和３年度の実習の振り返り、令和４年度の実習について

年間を通じ

上記記載以外のメール協議・打ち合わせ（連携協力校との連絡報告や新

て随時

型コロナウイルス感染症対策等について）
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令和３年度教育実習専門委員会第４部会年次報告
令和３年度の特別支援教育コースの教育実習は，現職教員学生２年生が対象であったこ
とから，所属校での勤務と教育実習とを明確に区別する必要がある。この点について，宮崎
県教育庁特別支援教育課や教職員課と協議し，教育実習日の扱いを教育公務員特例法第 22
条に基づく校長の職務命令による研修と位置づけることとした（資料１）。年度開始時の「連
携協力校等教育実習説明会」については，４月 19 日に実習校を訪問し，校長及び教頭へ「特
別支援教育実践研究実習Ⅰ及びⅡの目的と内容について説明し，具体的な実習内容及び進
め方について協議した（資料２）。
教育実習対象学生は「特別支援教育実践研究実習Ⅰ」（３単位）と「特別支援教育実践研
究実習Ⅱ」（４単位）のそれぞれに取り組み，その成績評価は，研究授業の事後指導や実習
後に提出された実習レポート等をふまえた大学での評価と教育実習校での評価を総合して
行い，第４部会会議において承認した（資料３，資料４）
。
教育実習終了後に開催された「連携協力校等教育実習連絡会議」
（12 月 10 日開催）では，
実習校長と今年度の振り返りと今後改善すべき点の確認を行った（資料５）。
根拠資料
資料１：教育学研究科教職実践開発専攻特別支援教育コース現職教員学生の２年次におけ
る教育実習の対応について（令和３年４月 15 日付）
資料２：令和３年度宮崎大学大学院教育学研究科連携協力校等教育実習説明会議第４部会
説明資料（４月 19 日）
資料３：令和３年度第１回宮崎大学大学院教育学研究科教育実習専門委員会第４部会会議
議事要旨
資料４：令和３年度第２回宮崎大学大学院教育学研究科教育実習専門委員会第４部会会議
議事要旨
資料５：令和３年度宮崎大学大学院教育学研究科連携協力校等教育実習連絡会議第４部会
議事録

169

令和３年度教育学研究科カリキュラム専門委員会年次報告
令和３年度のカリキュラム専門委員会は計２回開催した。委員会各回の議事は以下の通
りである。
第１回委員会（資料１）
（議題）①委員・副委員長の確認、②カリキュラム専門委員会の審議事項の確認、③カリ
キュラム・ポリシーの一部改定について、④2020 年度・2021 年度の便覧修正、⑤認証評
価対応令和３年度事業計画の作成について（7 月 30 日まで）⑥関連委員会について、⑦
シラバスについて

第２回委員会（資料２）
（議題）①令和４年度のカリキュラムについて、②令和４年度キャンパスガイドについ
て
今年度の重要な取組としては、令和３年度末にコース再編後の完成年度を迎えるにあた
って、令和４年度以降のカリキュラムについて検討したことを挙げることができる。具体的
には、特別支援教育に関する学びの充実を図るために、共通領域科目に特別支援教育に関す
る科目を追加した。この変更に伴い修了要件計 48 単位の内訳を共通領域科目 22 単位、コ
ース必修科目 12 単位、自由選択科目２単位、教育実習科目 10 単位、目標達成確認科目２単
位に変更した。また、教科領域高度化コースのカリキュラムについても検討し、理論と実践
の往還に一層対応したカリキュラムに変更した。これらの取組によって、令和４年度のカリ
キュラムは、教職大学院認証評価の基準領域３「教職大学院の制度並びに各教職大学院の目
的に照らして、理論的教育と実践的教育の融合に留意した体系的な教育課程が編成されて
いること」に合致したものになるとともに、現代の教育課題や学生の学修ニーズに即したも
のになった。
根拠資料
資料１：令和３年度第１回研究科カリキュラム専門委員会議事要旨
資料２：令和３年度第２回研究科カリキュラム専門委員会議事要旨
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令和３年度学習達成度評価専門委員会年次報告
教職大学院の修了認定に関わる「教職総合研究Ⅰ」「教職総合研究Ⅱ」の進め方、評価
について会議を開催し、以下のように決めて運営した。
①第１回会議（令和３年４月２日）
令和３年度の事業全体の進め方を確認した。また授業力の評価担当者を決める手順につ
いて検討した（資料１）。
②教職総合研究Ⅰ・Ⅱ に係る説明会（令和３年４月９日）をオンラインで実施した（資
料２）。
③第２回会議（令和３年９月 30 日）
課題研究発表会をオンライン（同時双方向型）で実施することを決め、実施要項と運営
要項を作成した（資料３）。
④課題研究発表会の説明会（令和３年 12 月 17 日）を実施した（資料４）。
⑤ポートフォリオ（令和４年１月 11 日締切）及び課題研究リポート（１月 25 日締切）を
受領し、担当教員の評価結果をまとめ、評価会議に提出する評価案を作成した（２月２
日）。
⑥課題研究発表会及び学習達成度評価会議（令和４年２月５日）を開催した。発表会で
は、本委員会委員がホストになり発表をサポートした（資料５）。評価会議に関しては、
ポートフォリオなど会議資料を整備し、会議の進行をリードした。
⑦第６回会議（令和４年２月 16 日）
今年度の学習達成度評価を振り返り、来年度の学部新卒院生の発表方法について指導教
員の意見も聞きながら検討することにした。ポートフォリオに基づく達成度評価及び課題
研究発表会の内容や進め方に関するアンケートでは、学生からおおむね高い評価を受けた
（資料６）。また、現職管理職院生の学習達成度評価指標案を作成し、教務委員会の協議
題として上程することが了承された（資料７）
。
＊なお３月に第７回の会議を開催し、令和４年度の計画を立てることにしている。

参考資料
資料１：R3_第 1 回_学習達成度評価専門委員会議事要約
資料２：210409 令和３年度 教職総合研究Ⅰ・Ⅱに係る説明会について
資料３：R3_第２回_学習達成度評価専門委員会議事要約
資料４：02 R3 発表会説明会レジュメ
資料５：R3 実施要項【オンライン】
資料６：R3 学生アンケート
資料７：R3_第６回_学習達成度評価専門委員会議事要約
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令和３年度教職大学院入試専門委員会年次報告
令和２年度末に策定した入試日程案に基づいて，令和３年９月 25 日(土)に行われた第
１次入試に向けて，募集要項，実施計画書を作成し，選考要領の確認，口述試験マニュア
ルの確認を行った。
同じく，入試日程案に基づいて，令和３年 12 月 18 日(土)に行われた第 2 次入試に向け
て，実施計画書を作成し，選考要領の確認，口述試験マニュアルの確認を行った。
本年度は第１次・第２次入試において募集定員を満たすことができたため，第３次以降
の入試は行わなかった。
第１次・第２次入試において手続き上の問題が少々発生したため，現在，規定の改正も
含めて年度末までに調整していく作業を行っている。さらに，令和５年度の募集要項の作
成作業も行っている。
令和５年度の１次入試，２次入試のための入試日程を調整した。今後，研究科教務委員
会，研究科委員会を経て日程が確定される。
参考資料
資料１：令和４年度 宮崎大学大学院 教育学研究科 学生募集要項
資料２：令和４年度 第１次入試実施計画書
資料３：令和４年度 第１次入試選考要領
資料４：令和４年度 第２次入試実施計画書
資料５：令和４年度 第２次入試選考要領
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令和３年度教育学研究科学生支援専門委員会年次報告
学生支援専門委員会では、主に学生生活に関することと教職就職対策に関することの支
援を行なっている（資料１）。具体的には、教員採用試験に関する情報交換会の企画・実施、
教員採用試験対策の企画・実施、学生相談窓口の設置、現職院生と研究者教員との意見交流
会の実施、奨学金対象者の推薦、特別選考試験のための学内推薦選考の実施、院生自習室の
整備などである。
今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、情報交換会の実施
回数が例年より３回少ない５回の実施となり、実施体制も一部遠隔で行った（資料２・３）。
内容も少し変更している。情報交換会はもともと、教員採用試験対策を目的として行われて
いたが、最近は学部４年次に教員採用試験を合格した上で入学する院生も増えており、今年
度も教員採用試験の受験希望者が少なかった。一方で、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、院生同士の交流の機会が減少しており、特に現職院生とストレート院生との関係づく
りが課題となっていたことから、情報交換会を院生同士の交流を深める場とすることも今
年度から付加された。そのため、情報交換会の目的を、教員採用試験対策に限定せず、広く
教職に関する情報共有とし、院生同士の交流も含めることとなった。なお、例年 1 月に翌年
度の教員採用試験へ向けた「スタートアップ講座」として行っていた情報交換会は、来年度
の受験対象者がいないため、現職院生にも参加していただき、教職に関する情報共有のワー
クショップを実施した。
その他の教員採用試験対策としては、例年通り、7 月下旬と 8 月に、個人面接・模擬授業
の個別指導を実施した（資料４）。宮崎県公立学校教員採用試験選考試験における「宮崎大
学教職大学院修了予定者を対象とした特別選考試験」に対し、学内で昨年度末に推薦した修
了予定者 1 名を含め、今年度教員採用試験を受験した院生は全て合格した。
現職院生への支援として、現職院生と研究者教員との意見交流会を 7 月 14 日に実施した。
研究科長、専門職学位課程統括長、学生支援専門委員会所属の研究者教員の他、数名の研究
者教員が参加し、通常の授業で関わりのない研究者教員との交流を行ったり、現職院生の大
学院生活の不安・疑問などに答えた。今年度は特に、大学院での学修についての不安が出さ
れ、適宜助言を行ったが、大学院での生活・学修に対する心構えなどをもっと早い段階で説
明すべきと考えられる。
今年度は院生自習室へ、教材研究等で使用できる教科書を配備した。また、学生相談につ
いても関係機関・関係教員と連携し、対応した。
参考資料
資料１：宮崎大学大学院教育学研究科学生支援専門委員会細則
資料２：情報交換会資料（第 1 回、第２回、第３回、第４回、第５回）。
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資料３：令和３年度「情報交換会」の実績報告
資料４：教員採用試験第１・２期対策指導実績

174

令和３年度教育学研究科コース委員会年次報告
宮崎大学大学院教育学研究科教職実践開発専攻の各コースの円滑な運営を促進するため、
宮崎大学大学院教育学研究科コース委員会を置き、企画・運営等に関する事項について審議
している。年間数回の開催を計画しているが、現在（３月10 日）までに２回の会を開催し
ている。
主な議題は、以下の通り（議事録より抜粋）である。
第1 回（８月19日）
議題
１．筆記試験免除判定
筆記試験免除に関する申合せに基づき、筆記試験免除申請について審査を行った。申請者
から提出された資料を基に行った判定結果を、次回研究科教務委員会に提案することとな
った。
２．共通問題・教育に関する小論文作問依頼
共通問題と「教育に関する小論文（社会人経験者）」の問題について検討を行った。また、
入試問題の公開に関して検討を行った。入試実施後に出題した問題のみを公開する方針を
確認した。
第２回（９月13日）
議題：
１．現職教員等の筆記試験代替措置判定
代替措置に関する申合せに基づき、申請について審査を行った。コース委員会としては全
ての申請について必修・コース別科目ともに可と判定した。この判定結果を、次回研究科教
務委員会に提案することとなった。
また、次年度の入試から、申請書類に関する提出上の留意点を整理・提示することを確認
した。
２．「学校における実習」の免除措置判定
免除措置に関する内規に基づき、申請について審査を行った。コース委員会としては全て
の申請について「基礎能力発展実習」、「学校教育実践研究実習」ともに可と判定した（こ
の判定結果は、入学確定後に研究科教務委員会に提案する）。
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令和３年度教育学研究科教育質保証・向上委員会年次報告
宮崎大学大学院教育学研究科における教育の内部質保証に関する方針・責任体制を明確
にし、教育の質保証を継続的に行い、教育内容・方法を発展させ質向上を促進するため、宮
崎大学大学院教育学研究科質保証・向上委員会を置き、内部質保証に関する事項について審
議している。主な議題は、以下の通り（議事録より抜粋）である。
第１回（６/10～７/30 メール会議）
議題：認証評価対応令和３年度事業計画の作成について
令和４年度受審の教職大学院認証評価に向けて、各委員会に「令和３年度事業計画」を
求めた。
第２回（６月30日）
協議題：令和４年度に向けた教育体制・カリキュラム改善等について
教育学研究科コース再編後の完成年度を迎えるにあたり、カリキュラムの内容、開講時
期等の見直しを行っていくことの方針が確認された。また、収容定員数に係る課題とし
て、現職院生の２年在籍の可能性について協議を行った。今後、教育課程連携協議会等で
の協議として継続検討することとなった。
また、改組に伴い見直した組織・運営体制についても協議し、効率的・機能的な組織体
制になったという成果もある一方で、各コースとの連動が上手くいかないなどの運用上の
課題もあることを確認した。加えて、教育質保証のサイクルの観点からどの委員会が主に
どの役割を担うのか、共通理解の必要性が指摘された。
第３回（10/１～10/15 メール会議）
第４回（12/８）
議題：令和４年度に向けた教育体制・カリキュラム改善等について
特別支援教育に関する科目の必修化については、全ての院生が履修できるように共通領
域科目の必修科目にする方針が了承された。それにともなって、共通領域科目が 22 単位に、
自由選択科目が２単位になることについても確認がなされた。
コース科目のカリキュラムについては、上記のように共通領域科目が 22 単位になること
や現在の各コースのカリキュラムの課題などをふまえた検討が必要であることを共有した。
このことについては、第２回教育課程連携協議会までに一定の方針が出せるように、各コー
スで課題の共有と改善・発展に向けた検討を進めていくことになった。
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令和３年度教職大学院年報刊行委員会年次報告
令和３年３月 10 日までに，教職大学院年報第１号に対して研究論文３本・実践報告６
本の投稿があった。教職大学院年報刊行規程（資料１）に基づき，投稿された研究論文・
実践報告について研究者専任教員各２名に対して点検を依頼した。点検結果に基づき令和
３年４月７日研究科教務委委員会に研究論文３本・実践報告６本の年報掲載を提案し，了
承された（資料２）。
令和３年６月 30 日，研究論文３本・実践報告６本のほか，課題研究リポート報告 23
報，研究科年次報告９報を含む教職大学院年報第１号が刊行された（資料３）。
令和３年 11 月 10 日，令和３年度第１回教職大学院年報刊行専門委員会会議を開催し
た。年報第１号編集作業を点検し，大学院生に対して文献引用の書式についてより丁寧な
説明が必要であることを確認した。また原稿提出後の点検・編集・校正作業を円滑に進め
るため，提出締切を３月 10 日から２月末日に変更することを教務委員会に提案すること
とした（資料４）。
令和４年１月 19 日研究科教務委員会において教育学研究科年報刊行規程の一部改正案
が提案され，承認された（資料５・６）。主な変更点は次の通り。
(1) 教育学研究科年報刊行専門委員会細則を廃止し，その内容を教育学研究科年報刊行
規程に統合する。
(2) 課題研究リポート報告及び研究科年次報告の提出手続きについて明記する。
(3) 研究論文および実践報告の投稿締切を２月末とする。
参考資料
資料１：教職大学院年報刊行規程
資料２：令和３年度第１回研究科教務委委員会議事録
資料３：教職大学院年報第１号
資料４：第１回教職大学院年報刊行専門委員会議事録
資料５：令和３年度第 19 回研究科教務委委員会議事録
資料６：教育学研究科年報刊行規程
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○宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行規程





令和３年２月３日
制

定

  改正 令和４年２月２日  

（趣旨）
第１条 この規程は、宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大学院年報」（以下「年報」
という。）の投稿及び編集・刊行に関して、必要な事項を定めるものとする。

（収録内容）
第２条 年報は、教職実践の高度化に関する研究論文、実践報告、課題研究リポート報告及
び研究科年次報告で構成する。     

（投稿資格）
第３条 研究論文及び実践報告の投稿資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。        
   宮崎大学大学院教育学研究科（以下「研究科」という。）院生 
   研究科若しくは宮崎大学教育学部の専任教員又は宮崎大学教育学部附属学校園教員
   研究科教職実践開発専攻修了生（ただし、研究科専任教員との共著による研究論文の
みとする。）
   その他宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行委員会が認めた者

（委員会）
第４条 年報の編集・刊行等に関わる運営業務を行うため宮崎大学大学院教育学研究科年
報刊行委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
  教職実践高度化コース研究者教員 １人
  教科領域指導力高度化コース研究者教員 １人
  特別支援教育コース担当研究者教員 １人
  実務家教員 １人
  その他委員会が必要と認めた者
３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者
の任期は、前任者の残任期間とする。
４ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第１号から第３号までの委員
の中から教育学研究科専門職学位課程統括長が指名し、副委員長は委員長が指名する。
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

（刊行）
第６条 委員会は、年１回年報を刊行する。
２ 委員会は、必要に応じ研究科委員会の議を経て、特別号を刊行することができる。

（研究論文及び実践報告の投稿編数及び執筆ページ数）
第７条 投稿は、１人につき、各号、単著・共著合わせて３編までとする。ただし、単著の
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みの場合は２編までとする。
２ 執筆可能ページ数は、１号につき、刷り上がり  ページまでとする。共著の場合、ペ
ージ数の換算方法は執筆者による均等割とする。
      
（研究論文及び実践報告の書式等）
第８条 原稿の書式等は、委員会が別に定める「宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大
学院年報」執筆要領」によるものとする。

（研究論文及び実践報告の原稿の提出）
第９条 投稿の申込みに当たっては、次により取り扱うものとする。
   投稿の申込みは、宮崎大学大学院教育学研究科年報「教職大学院年報」投稿申込書に
原稿を添えて、毎年２月末までに委員会に提出するものとする。ただし、２月末が休日
に当たるときは、その直前の平日までに委員会に提出するものとする。
   原稿の締切りは、期日を厳守すること。締切り後は受理しない。なお、一旦受理した
原稿は校正まで返却しない。

（研究論文及び実践報告の原稿採否の決定） 
第１０条 研究論文の採否については、委員会が指名する研究科専任教員２人による意見
をもとに委員会が原案を作成し、研究科委員会の議を経て、決定する。
２ 実践報告の採否については、委員会が決定する。

（研究論文及び実践報告の校正）
第１１条 校正は、執筆者が行う。その際、内容の変更は認めない。校正は、２回をもって
校了とする。

（課題研究リポート報告及び研究科年次報告の提出）
第１２条 課題研究リポート報告及び研究科年次報告の提出に当たっては、次により取り
扱うものとする。なお、提出期限は、毎年２月末とし、２月末が休日に当たるときは、そ
の直前の平日とする。
   課題研究リポート報告については、教育学研究科学習達成度評価専門委員会が取り
まとめを行い、委員会に提出するものとする。
   研究科年次報告については、教育学研究科の各委員会がそれぞれ年次の報告を作成
し、委員会に提出するものとする。

（刊行費）
第１３条 刊行費は、研究科共通経費とする。

（著作権の帰属等）
第１４条 年報に掲載された投稿物の著作権は、研究科に帰属する。ただし、著者が掲載論
文を教育的な目的のために利用する限りにおいては研究科の許可を必要としないものと
する。
２ 研究科は、学術研究の成果並びに活動状況を発表し、広く学内外との学術交流を果たす
ため、掲載論文等を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録するものとする。
       
（その他）
第１５条 この規程に定めるもののほか、年報の投稿及び編集・刊行に関して必要な事項
は、委員会で決定する。
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   附 則
この規程は、令和３年２月３日から施行する。

  附 則
１ この規程は、令和４年２月２日から施行する。
２ 宮崎大学大学院教育学研究科年報刊行専門委員会細則（令和３年２月３日制定）は、廃
止する。
３ この規程の施行後、最初に選出される委員の任期は、第４条第３項の規定にかかわら
ず、令和４年３月  日までとする。
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