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学習の主体である子どもを大切にする授業を行う上では，児童生徒理解の姿勢が授業者に求められ

る。人が人にかかわり，人と人とが学ぶ場である授業に存在する人間関係を意識しながら，実践研究

として教師の児童生徒理解の能力の獲得を目指すことを基本に据えた。その上で授業中における教育

相談的な教師のかかわりに焦点をあて，授業中に湧き上がる様々な子どもの思いを理解し，それぞれ

の子どもが集団内で肯定的に理解されることを目指した教師の働きかけを実践授業と参加観察・授業

分析からとらえようとした。 

その結果，授業中のプロセスを意識することが，学級全体の「学び」の意欲を高めたり，教室全体

に安心感をもたらすことなどが観察された。また，授業分析によって，授業者が意識していない部分

の意味に気付くことができ，教師の一方的な思い込みを自覚し，より深い児童生徒理解につながるこ

とが実感された。また，子どもの思いを集団で共有する場を設定することが，子どもたち相互の理解

を促す可能性を持つことも確認することができた。 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１．研究のねらい 
 通常，同じ授業計画に基づいて授業を行っても，授業者が変わったり，対象の学級が変わったり，時

間やタイミングによって同じ授業にはならない。その理由の１つとして，教師と子どもたちの，あるい

は子どもたち同士の様々な人間関係の反映があげられる。授業に臨む一人一人の子どもの状況，教師の

状況は刻々変化し，それらが授業に影響を与える。 

 授業が人と人の間で運営される以上，課題達成

の過程で様々な人間関係が内在する。教科のねら

いに即した授業を展開する一方で，教師は子ども

の心の在り方に即応した臨機応変な対応をする

ことがある。教師は教科指導を行いながら，それ

と同時に子どもたちの人間的な成長を望んでい

るからである。 

 学習の主体を大切にする授業を行おうとする 

ならば，児童生徒理解の姿勢がより授業者に求 

められる。授業計画においても，授業の最中にあってもそれは変わらない。人が人にかかわり，人が人 

と学ぶ場である授業に前提的に存在する人間関係に注目し，実践授業を通して考えることにした。 

２．当センターの先行研究から 
 当センターの先行研究においては，実践授業と参加観察，授業分析を研究の基本に据え，子どもたち

が授業中どう生きているかを理解してどのように関わるかを考える過程で教師自身の成長が報告され

ている１）。 

 平成８年度の研究においては，「生徒と教師のかかわりの中には多くのずれが生じており，それを受

け止め修正することで，生徒・教師の変容が見えてくる」としている。 

 平成１０年度・１２年度の研究では授業を通して教育相談的なかかわりを考察し，子どもが授業の中

でどう生きているか，それに対する教師の対応が考察されている。両研究の進め方に共通することとし

て，授業の中での着目児の在り方を理解し，そこへの教師のかかわり方が考察されている。 

 平成１３年度の研究ではさらに集団・グループへの教師のかかわりを中学校の特別活動において研究

を進めた。その中で個が学級への受容感を得る瞬間を「学級の育ち」として位置付けて，そこを尺度と

して学級の成長を観察した。 

 これらの成果を踏まえ，本研究会議では，実践研究として生徒理解の立場に立った実践授業を通して，

授業において個が生き集団が育つための教師のかかわり方を考察しようと，上記の主題を設定した。 

Ⅱ 研究の内容 

１．研究の指標 

本研究会議では以下に示す（１）のように「教育相談的な教師のかかわり」を考えた。実践授業によ 

る研究を進めていく上で，研究の方向性を指し示しながら，研究をふりかえる際の基準となるものとし

て（２）～（４）の３つの指標を設定した。 
１）伊藤一晴他「学校教育相談の活性化をめざして」川崎市総合教育センター研究紀要第 10 号 1997年 

  大堰一雅他「同上」12 号 99 年，横井孝一他「同上」14 号 01 年，尾立秋彦他「同上」15 号 02 年

  教  科 
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図１ 授業における教師の支援 
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（１）授業における教育相談的なかかわりとは 

 本研究の前提となる姿勢として，「教師のかかわりが変わると子どもが変わる」というこれまでの研

究成果を貫くものである，子ども理解の姿勢があげられる。私たち教師が陥りやすい思い込みを少なく

していき，ありのままの子どもを理解しようとする態度である。教師が何を意識して，何を意識してい

ないか，自分自身の傾向に気付くことである。これらのことが，教師の変容につながると考える。 

 この前提に立って，この研究における「教師の授業における教育相談的なかかわり」を「子ども理解

の立場で，教師自身の在り方に気付きながら，子どもの思いを意識する姿勢を基本として，集団の共感

的な理解を深めようとする教育活動」であると考えた。さらに，「教育相談的なかかわりを生かした授

業を行うことにより，個が生き，集団が育つことを促すことができる」という見通しに立って，「教育

相談的なかかわりを生かした授業を目指した授業アセスメントを繰り返すことにより，その手がかりを

考察する。」ことにした。 

（２）「個が生き，集団が育つ」授業を目指しているか 

 学級の構成員である１人の子どもが，「自分

の話が聞いてもらえる」「自分の意見が支持さ

れる」と感じることは，学級への所属感を強く

し，自分が有用であると感じられ，そこに在る

ことへの安心感や喜びへとつながる。 

 人は，相手に対して「自分」が受け入れられ

ていると感じたとき，相手は「その人の人格を

構成している個性」を肯定的に理解しているこ

とと関係が深くなるだろう。そのような相手が増えていくことが，その人が集団に受け入れられている

と感じられ，集団がその人を肯定的に理解しているということになる。この受容感（被受容感）の獲得

と肯定的な理解の関係の成立が「個が生き，集団が育つ」ことにつながると考える。 

 したがって，「個が生き，集団が育つ」授業を実践していくためには，互いの個性を尊重し，その違

いを認め合いながら高まっていく場を教師が設定するということが必要になる。 

（２）「学びの共同体」としての授業を目指しているか 

 学び合う教師と子どもの，子どもたち同士の関係性の上に立っている「学び合いの授業」「学びの共

同体」作りは，教育相談的なかかわりを生かした授業の望ましい姿であると考えた。なぜなら，「学び

合いの授業」の考え方には，「個が生き，集団が育つ」ことが，「学び」のねらいの中心であり，個性の

響き合いが学びを深め，教師の教育相談的支援が基底に在ると考えたからである。 

 山口真人は，「学習共同体」を考えるポイントとして次の 4 点をあげている２）。 

 

 

 

 

 

 「学び合いの授業」に近づくために，上記を踏まえた授業計画と教師のかかわりが考えられよう。 

  
２）山口真人，伊藤雅子 「人間性教育を支える学習共同体の育成」人間関係第 15 号， 

南山短期大学人間関係研究センター，1997 年 p.p.6-8 

肯定的理解 

図２ 個が生き集団が育つ関係 

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ

肯定的な理解の広がり 

受容感（被受容感） 

１ 異質性との共存…それぞれの思考，感情，行動，欲求，価値観などの違いを個性／独自性として認識すること 

２ 共通の目標…話し合いによる合意形成に基づいた共通の目標を形成することを通して，異質性は有効に統合される。

３ 民主的関係…メンバーが有機的にかかわる話し合いであること。教師と学生が共同して作る影響関係 

４ 信頼関係…異質性との共存から生じる葛藤を克服するための力の源泉 
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（３）プロセスをとらえているか  

グループの活動の持つ 2 つの側面として，コンテントとプロセスがある３）。 

  コンテント…グループの内容的な側面。話題や課題，仕事など 

  プロセス…グループの中に起こっている人と人との関係的側面 

 これを授業に置き換えて考えてみると例えばこのようになるだろう。 

   コンテント ○ 問題を解いて答が出た。→正解・不正解 

         ○ ～について話し合って意見（感想）をまとめた。 

         ○ 班で取り組む活動の計画を立てた。 

   プロセス  ○ 解き方が自分には難しくて，答が出たが自信がない。説明ができない。 

         ○ やり方がわかってきて楽しい。 

         ○ 自分の考えを聞いてもらいたい。 

         ○ あまり自分の意見は発言できなかったが，友達の意見を支持した。 

 このように考えると，教師が計画

し実践する授業の側面はコンテント

であることがわかる。しかし，その

過程において一人一人の子どもの思

いはそれぞれの場面で変化しながら

必ず内在する。教師の思いも内在す

る。これまで授業はコンテントの側

面でとらえられがちであったが，プ

ロセスに着目することで，子どもを

理解する手がかりになると考えた。 

さらに，子どもたちの言動をコン

テントとするなら，その言動に至った

プロセス（思い）が存在する。このプロセスをふりかえることで自分の気持ちに気付き，さらに，それ

を学級や班で発表し共有化することで，相互の理解を深めることができる。これを授業計画に組み込め

ば，子どもの在り方を理解するだけでなく，子どもたちの相互理解を促すことが図れると考えた。 

２．研究の方法 
 同一学級の教科の授業において実践授業を実施し，参加観察と授業分析を積み上げる形で行った。 

（１）実践授業で何を観て，何を考察するか 

 以下の観点に基づき授業の様子を観察する。 

① 授業中の子どもの発言・しぐさ・表情や子ども同士のかかわりを観察する。 

② 授業中の教師の指示・かかわりを観察する。 

 さらに，観察した結果をもとにして，次のような考察を行う。 

① 教師が何を意識し，どのようにかかわっているかを考察する。 

 授業者が子どもたちをどのようにとらえ，かかわっていたかをふりかえって考察する。参加観察で得

られた情報と照らし合わせて，教師が意識されていないことはどのようなことであったのかについても

同時に考察し，教師の気付きを喚起する。 

② 人間関係の表出の場面を意識し，プロセスを考察する。 
３）津村俊充・山口真人編 『人間関係トレーニング』ナカニシヤ出版，1992 年 9 月 p.p.46-51 

図３ 授業のプロセスとコンテント 

 

 

              プロセス 

コンテント 
教科的なねらい 

→授業計画 
子どもの活動 

生徒：課題の達成 

→教師：目標の達成

教師の思い 
子どもの思い

子どもの思い 

子どもの思い 子どもの思い 

理解への手がかり 



 －185－ 
 

 参加観察の結果から，子どもたちの発言・しぐさ・表情・かかわり方の特徴から，その内面でどのよ

うな心理が反映しているかを考察する。プロセスに着目することは，今回の授業研究の中での基点であ

り，子どもを理解しようとする上で教師が獲得したい観点であると考える。 

③ プロセスのふりかえりと共有化はどのように影響しているかを考察する。 

 子どもたちの活動のふりかえりや共有化を設定した授業においては，その結果がどのように子どもた

ちの内面に影響を与えているかを考える。 

④ 実践授業が進む中でどのような教師の変化が見られるかを考察する。 

 実践授業の実施と分析とその上に立った計画を通じて，教師の感じ方やとらえ方にどのような変化が

見られるかを体験的に考察する。さらに，教師の子ども理解につながる手立てを考える。 

（２）参加観察・授業リフレクション・アセスメント 

 実践授業の授業研究は，本研究会議の先行研究で行われてきた①授業への参加観察，②授業リフレク

ション，③授業アセスメントを積み上げる方法で行っている４）。 

① 授業への参加観察 

 授業を様々な視点から多角的に検討するために，役割を決めて

参加観察を行う。 

  参加観察者…子どもと同じ目線になるような役割をとり，子

どもの様子・かかわりを観察する。２～３人で目線が異な

る角度になるよう，教室内に分散して配置する。 

  行動観察者…教師のかかわりを中心に，生徒の動き，学級の 

様子や雰囲気など，できるだけ全体的に見て，その様子を 

ありのままに記録する。１名で教室斜め前より観察する。 

 両観察者は気がついたことを時系列にカードにメモする。また，

授業者のふりかえりのためにビデオによって授業記録をとる。 

 担任所見から，担任の気になる生徒とその周辺で担任から気に

ならない生徒を観察者が分担して着目児として選び，その子ども

を中心とした人間関係の表出を観察する。 

授業者が授業の都度，その時点の教科・生活上気になる点をま

とめた所見一覧表を座席表にして，観察上の資料と授業者の子ど

も理解の傾向を考える上で活用する。 

② 授業リフレクション  

授業をふりかえることである。授業記録用紙に時系列にそれぞ 

れのカードを貼っていく。まず行動観察者が，授業者の指示を番号を施してメモ化したものを順に貼り

付ける。これが授業の時間軸になる。そこに，参加観察者はそれぞれの時々に何が起こっていたのかを

メモしたカードを貼る。行動観察者は教師の言動を中心に客観的に記述し，全体的な雰囲気や感じたこ

とも付記する。ビデオを見てそれらを補足しながら，授業者はその時々の自分が意識したこと，感じた

ことをカード化して貼り付ける。 

ここまでを文字化して，さらに授業者や観察者が意識した事実の裏にあるプロセスを考察して加える。

③ 授業アセスメント  

②で作成した授業記録をもとに，気がついた事項・場面について意見を述べ合う。特に，授業者が授
４）藤岡完治『関わることへの意志』国土社，2000 年 6 月，p.p.148-169 
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□ □ □ □ □ 

★□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

★□ □ □ □ ★ 

★          

○     教卓    ☆ 

★ 

 

        

 

★            ★

 

班 班 班 

班 班 班 

図４ 参加観察の配置 

○：ビデオ  

★：参加観察者 ☆：行動観察者 
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業時に意識されなかったことで，ふりかえりの過程で意識化された点を明確にしながら，授業中にどの

ように子どもが生きていたのかを考察して記述する。今後の授業計画に反映すべき点（フィードフォワ

ード情報）を整理する。 

（３）実践授業の計画 

○実施対象 川崎市立Ａ小学校 ６学年Ａ級 ３５名（男子１８名，女子１７名） 

○授業者…学級担任であり研究の目的に沿って実践を深めたいという意欲を持った本研究会議研修員。 

○実践授業の期日 第１回  ７月 ３日（水） 算数   第４回 １１月 １日（金） 社会  

    第２回  ９月１２日（木） 国語   第５回  １月１４日（火） 算数 

    第３回 １０月 １日（火） 社会  

実践授業の教科は子どもたちの在り方と教師のかかわり方を考えるという研究の趣旨から，特定の教 

科に限定しないこととした。 

（４）対象学級の実態（7 月時まで） 

６年生になって，委員会やクラブでは，責任ある行動をとろうとする雰囲気がある。働くことを嫌が

らずに一生懸命取り組む子どもたちである。 

 男子は明るく幼い部分を持つ子どもが多い。リーダー的存在の子どもは見当たらず，休み時間は好き 

な遊びが同じ者同士で遊んでいる。女子には進んで係を引き受け，行動的で学級を明るくしようと努め， 

男子にもはっきり意見が言えるリーダー的存在の子どもたちがいる。また，一方には，全体の場では控 

えめな態度だが，自分の意見はしっかり持っていて，いざというときは発言できる子どもたちがいる。 

人間関係が上手に取れず，授業中に立ち歩き学習に集中できないＡさん（男子）がいる。また，学習 

意欲が減退しているＢさん（男子），健康上の理由から学習への取組に波が生じてしまうＣさん（男子），

友達が少なく，学習に自信が持てないＤ（女子）さんたちがいる。 

 

３．研究の実践 
（１） 実践授業の経過 

 ５回の実践授業を授業分析から得た成果と課題（フィードフォワード情報）を積み上げる形で計画し， 

実施した。子どもの思いを受け止めることを留意すると同時に，子どもたち同士がかかわる場を設定し， 

次第に子どもの思いを互いに共有化する活動を取り入れた流れになっている。 

■第１回実践授業……授業の枠を壊す             算数「立体の体積を求める」 

１ 教育相談的なかかわりの重点 ○子どもの思い（プロセス）に立ち止まり，教師の授業計画を修正する。 

     ○コンテントにとらわれず，プロセスを理解することに努める。 

２ 授業者が授業中に意識したもの ○教え合う活動を取り入れた際の子どもの反応 

 ○Ｃさんの気持ち ○Ａさんの気持ち 

３ 観察者が授業中に意識したもの ○立ち歩くＡさんの様子と先生のかかわり○自己主張の強い子どもの様子 

      ○授業から自由に離脱するが教師からは見えにくい子どもの存在。 

４ 成果と次への課題 ○１人の思いに立ち止まって修正したコンテントが全体の学びに影響を与えた。 

      ○１人のためのコンテントは全体に安心感を与えた。 

      ●班活動では人間関係の表出が観察されるはずである。 ●は課題点 

■第２回実践授業……人間関係を観察する            社会「徳川家光の仕事」 

１ 教育相談的なかかわりの重点 ○班単位の学習においての人間関係の表出を観察する。 
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２ 授業者が授業中に意識したもの ○机間指導で，気になった子どもを中心に声をかける。 

３ 観察者が授業中に意識したもの ○班の数ほど様々に異なる人間関係の表出を観察することができる。 

      ○人間関係が話し合い活動に大きな影響を与える。 

      ○人間関係の上手にとれない子ども，学習に取り組めない子ども，授業に乗れない子どもの状態 

４ 成果と次への課題 ○班ごとに異なる様々な人間関係の表出を観察することができた。 

      ○班学習が個人に与える影響力が大きい。 

●人間関係の表出をどのようにとらえて授業の中で反映させていくか。 

■第３回実践授業……思いを共有化するための模索         国語「海の命」 

１ 教育相談的なかかわりの重点 ○班学習で活動に取り組み，感想を班で共有する。 

２ 授業者が授業中に意識したもの ○指示が伝わっていないと感じて，課題を変更する。 ○班学習への期待 

３ 観察者が授業中に意識したもの ○学習に自信がない子どもが授業の中でどう過ごしているか。 

４ 成果と次への課題 ●学び合いの授業を作る上での迷いが生じている。 

●班学習の形態が教師の指示を聞くための集中を欠くことがある。 

●班学習にむいている課題設定（やり方が平易で多答） 

●効果的なプロセスの共有化はどうしたらよいか。（簡単にでき，時間がかからない） 

      ●ふりかえり用紙を工夫して活用する。 

■第４回実践授業……ふりかえり用紙による思いの共有化       社会「陸の道・海の道」 

１ 教育相談的なかかわりの重点 ○ふりかえり用紙を活用して思いの共有化をはかりその様子を観察する 

２ 授業者が授業中に意識したもの ○人間関係が上手にとれない子どもや，学習に自信がない子ども。 

      ○既習事項の未定着 ○話し合いが盛り上がらない。 ○班学習への期待 

３ 観察者が授業中に意識したもの ○人間関係が上手にとれない子どもの班学習での過ごし方 

   ○落ち着かないＡさんの態度 ふりかえり用紙を熱心に読み合う子どもたち 

○ふりかえりの共有化が新たな気付きを生み出している。 

４ 成果と次への課題 ○ふりかえりの共有により，班員の気持ちを感じ，雰囲気を作ろうとする感想が生まれる。 

      ○回し読みによるふりかえりは，短時間で熱心に取り組めた。  

●落ち着かないＡさんについて   ●ふりかえり用紙の検討 

      ●話し合いが盛り上がらない。課題の設定の仕方の工夫  

      ●ふりかえり用紙の活用のコンテント化への危惧 

■第５回実践授業……プロセスを感じようとするところから始まる  算数「分数の計算の応用」 

１ 教育相談的なかかわりの重点 ○授業の組み立てを工夫し，ふりかえり用紙の円滑を活用を図る。 

２ 授業者が授業中に意識したもの ○突発的なできごとへの対処 ○授業をしなければならないというあせり 

      ○自分の予想との食い違い。なぜできない？ ○ふりかえりをしなければならないが時間がない。 

３ 観察者が授業中に意識したもの ○授業者の判断（トラブルへの対処，授業の進め方） 

  ○子どもたちの言動の裏にあるプロセス ○授業者の指示が子どもたちに理解されていない。 

 ○盛り上がらない班の取り組みとふりかえり 

４ 成果と課題 ○教師の思い込みが判断を曇らせ，子どもが意欲的に学習に取り組む機会を損ねる。 

      ○授業者の気持ちの余裕がないと，子どもの思いを感じ取ることが難しい。 

○大切なのは思いに寄り添うことであり，ふりかえりの共有化も形だけでは効果がない。 

以下に，それぞれの実践授業から教育相談的かかわりの事例とその考察を付して示す。 
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（２） 第１回実践授業より  子どもの思いを受け止めた課題が集団の学びに作用する 

 この授業において特徴的であった教師の教育相談的かかわりについて，その事例と考察をあげる。 

 

 

 立体の体積を求める問題で３つの考え方があった。授業者はそれぞれの考え方と答えを説明できそう

な３人の子どもを指名した。その際にＣさんが自分も発表させてほしいと申し出て，少し遅れて発表し

た。しかし，計算して求めた値が違っていたため，そのことにこだわってＣさんは自分の考え方を説明

することができなかった。全体の体積から減じている数字がどこから出たものかわからない。 

 そのとき授業者が，「この数字はどうして出てきたのかみんなで考えてみましょう。」と提案した。体 

積を求める以上の難問となり，教室は静まり返って緊張感が生まれた。Ｉさんが身を乗り出して考えた 

末に，「わかった！」と大声をあげ，自分の考えを説明した。すると，みんなが見守る中，Ｃさんはに 

っこり笑って「そうです。」といった。学級にほっとため息が出て誰かが拍手した。そのあとＣさんに 

３人の友達がかわるがわる説明をした。するとＣさんは「そうか，かけてから引けばいいのか！」と大 

きな声で言った。体積から体積を減じなければならないということを諒解したのだ。 

課題が達成されたときに，学級に共感的な雰囲気が生まれた。授業の感想には，「答えがバラバラに 

なったとき，みんなで考えながら，『やっぱり友だちだなあ』と思った。今日の勉強はハナマル。」「今

 

同じ考えのところに自分の名札

をはる 

みんなで答えを 

見つけてほしい。

Ｃさんの思いに 

迫りたい。 

修正された 

コンテント 

プロセス 3 パターンの答えを発表 

させる 

コンテント 
課題達成のための 

教師のシナリオ 

1 番の問題を解く 

自分なりに解いてみる 

友だちと考え合う 

考えを言い合う 

2 番の問題を解く 

考え方を発表し合う

理解を広げる 

友だちと考え合う 

考え方を発表し合う 

Ｃさんの答え 

Ｃさんの思い 

教師のシナリオ 

修正された課題 

Ｃさんの数字の意味を考える  

理解を応用する 

友だちと考え合い，教え合う

図５ 授業の流れと修正されたコンテント 

１．Ｃさんの解答を課題として，授業計画を修正した教師の判断 

今回の授業における教師の教育相談的かかわり

は，あらかじめ計画化されていた目標達成のため

の筋書き（コンテント）の上に現れた誤答を誤答

として扱う（コンテントに沿った扱い）のではな

く，発表した生徒の思い（プロセス）に立ち止ま

って，それを全体の課題（修正されたコンテント）

にしたことである。 
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日はＣさんの問題をちゃんと解決できてスッキリ終われてよかった。」「今日の勉強は本当の勉強という

気がしました。」等が書かれていた。みんなで学んでいるのだという意識が感じられた。 

１人の思いに立ち止まってそれをもとに修正されたコンテントは，集団のプロセスにも影響を与え，

共感的な雰囲気が生まれることとなった。 

 

 

 Ａさんは学習活動に取り組むことができず，

机で１人遊びと教室内の立ち歩きを繰り返し

た。水を飲むために室外に出たことがあったが

すぐに戻り，その後は教室を離れなかった。 

 授業者はＡさんに声をかけたり，ときおり注 

意を促したりしている。 

授業者は，コンテント上には乗らないＡさん

が，授業の場にかかわることを求めていると感

じて（Ａさんのプロセスに立ち止まって），段

階的に  ○みんなに名札を配ってください。 

  ○花に水をあげたら？ 

と指示（課題）を与える。 

 この課題は授業計画のコンテント上には乗

らないが，Ａさんのプロセスによって授業者が

設定した「Ａさんのためのコンテント」である

と言える。 

Ａさんの気持ちと一致したのか，Ａさんは嬉々として取り組んでいた。そして，その様子を見て，ほ 

かの子どもたちもＡさんの気持ちをなんとなく感じ取ったのか，授業の中に安心感のような雰囲気が生

まれていた。 

 授業とは無関係と思われる教師のかかわりが，個人の思いを受け止めるだけでなく，授業全体の雰囲 

気を作る働きをしていると考えられるのである。 

（３）第２回実践授業より 班学習は人間関係的な表出の宝庫 

班による話し合い活動には，班ごとの人間関係が見事に表れていた。この班は国語の学習のために編 

成されたばかりで，班としての意思の疎通が充分とはいえず，班内の役割が明確ではない。 

○各班の話し合いの雰囲気 

1 班…意欲的に話し合いが行われている。Ｓさんがリーダーシップを発揮している。班員が熱心に聞き，意見がよく

出ている。 

2 班…意見があまり出ない。女子が１人欠席。Ｇさんは体調不良で途中早退。日頃はリーダーシップを発揮するＩさ

んは運動会の練習で体調不良となり，無表情でぐったりしている。Ｃさんは体調不良と気分が落ち着かないか

らか，班の活動を停滞させるような発言が出る。Ｕさんは真面目に意見を述べるが，それに対する他のメンバ

ーからの反応が見られない。 

3 班…話し合っているが進展しない。あまり皆が発言しないので，おとなしいＥさんが，口火を切っている。リーダ

ー役を務める子どもがいない感じである。本来ならその役をやりそうな女子２人が発言していない。 

4 班…Ｌさんがリーダーシップをとる。Ａさん，友達が少なく学習に自信が持てないＤさん，学習意欲の向上が 

２．Ａさんへの授業者のかかわり 

授業の場に参

加させたい。 

教師の授業計画 

コンテント  

Ａさんのための

課題 

名札を配る 

花に水をやる 

Ａさんの思い 

集
団
の
安
心
感 

図６ Ａさんのためのコンテント 

授業者の思い 

Ａさんの充足感 
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期待されるＢさんがいる。ＡさんはＤさんの言動に過剰に反応する。Ｄさんは心細げで，Ｌさんを頼っている

ように見える。Ｂさんは傍観している。 

5 班…課題を達成しようと話し合いに取り組んでいる。２人欠席のため，男女 2 人ずつで意見の交換が少しぎこちな

い。「『私は～と思うけどみんなはどうですか』という言い方で言おうよ。」と，意見の言い方を班内で共通確

認して，意言いやすくしようとする発言があった。 

6 班…楽しそうな明るい話し合いが行われている。給食の時から男女とも話がしやすい雰囲気があった。発言するの

が楽しそうで，お互いの意見を受容して聞いている。 

 

 「班活動をしてどうだったか」の感想では「みんなと考えるとわかりやすい」などの肯定的なものが 

多かったが，次回からはさらに感想を深めて，班の活動での自分の思いや自分の役割，班員の言動や役 

割について感じたことを項目的にふりかえって言葉にして，共有化することを授業計画に盛り込むこと 

を第 3 回以降の課題とした。 

 

 

 

 

 

 

  

 

この班は昼食時から話が弾んでいて，楽しい雰囲気がこの時間も班に漂っていた。意見が言いやすく，

雰囲気を乱す人もいない。P さんの発言も班の雰囲気に関連して出た言葉であると思われる。 

 P さんは一斉授業ではあまり話を聞く気がないようで，聞かなくても困る様子が見られない。それに

対して，班学習では友達とのかかわりをとても楽しく感じており，その結果として学習に良く取り組ん

でいた。これが集団の力であろう。学びへの道筋を集団が後押しをしている様子が観察された。 

（４） 第３回実践授業より  子どもたち相互の肯定的理解を促す授業の試行錯誤 

今回の実践授業ではその人間関係のプロセスを言葉にして発表することでその共有化に取り組もう 

とした。しかし，それは簡単には進まなかった。 

 

 

 今回の授業で興味深かったのは，授業リフレクションを行った際に，観察者が見取った子どもたちの 

様相が，授業者に意識されていないことが多かったことである。 

 教育相談的なかかわりを生かした授業をますます推進しようと，いろいろなことを授業計画として盛 

り込みすぎていた。そのとき授業者が意識していたのは， 

 ① 「学び合い」の授業…子どもの側から見つけた課題を，考えを交換しながら解決する。 

② 班学習を今回も取り入れ，さらに感想を発表しあって思いの共有化を図る。 

ということであり，さらに次のことが授業アセスメントの際に授業者に依頼された。 

 ③ 学習に自信のない子どもや人間関係が上手に作れない子どもの状況へのかかわりを意識する。 

 結果として，授業者は「授業計画」にとらわれ，子どものプロセスに添うことができにくくなり，授 

業中の子どもの様子が意識されないことが多くなってしまった。このことは，子どもの思いに添うため 

１ 集団の力について （6 班） 

１）Ｍさん「２番しかわからないし」とにこにこと独り言を言う。 

 ２）ＮさんがＭさんに「見せて」と話しかけたのをきっかけに２人で話し合いが始まる。 

 ３）Ｎさんがまとめ役をつとめている。Ｍさんと話すとき嬉しそう。 

 ４）O さん，最初はマイペースで取り組んでいたが，途中から参加する。O さんはほほえんでい

る。 

 ５）P さん「先生，名前の書き順を間違ってしまいました。」楽しそうに発言する。 

１．授業者が授業中に子どもの様子を感じとれない場面が多かった。 
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には，そうしようとする意識の集中と心の余裕が必要となるということを示していた。 

 

 

 この日の授業では，教材の本文の第 1 段落を読んで， 

あらかじめ提出させておいた子どもたちが感じた疑問点 

を一覧にして提示し，それぞれの答えを子どもに考えさ 

せてから，班でその考えを交換して深めようと計画して 

いた。しかし，最初に提示された疑問点は語句の意味か 

ら行動や心情に関するものまで様々で，どのように答え 

てよいかはっきりしないものもあり，子どもたちは混乱 

して活動が停滞した。 

 その様子をとらえて，授業者は全体に「やり方で困っ

ている人は？」と尋ねた。子どもたちの様子から授業者

は判断して，「ごめんね，いつもと違うことをやろうとして，やり方がわからなくなってしまったね。

今から班ごとにどの疑問点について考えられるかを選

んでください。」と指示を出した。 

班ごとに活動が始まり，その後に行われた反省とし 

て「最初はわからなかったが，みんなで考えるとわか

った。」という感想が多かった。子どもたちにとって何

をすればいいのかが明確で，活動がやりやすい課題を

提供することの大切さを認識した。 

 次回の授業に向けて，表１にあるように授業の組み

立てと留意点としてマニュアル化し，ふりかえりまで

をスムーズに行うようにした。 

（５）第 4 回実践授業より 

  ふりかえりによる思いの共有化 

 この実践授業では，授業での授業者の指示が伝わる 

うに途中までは一斉形式で進め，課題を提示してから 

班学習の形で学習に取り組ませた。取り組む活動はや 

り方が単純なもので混乱のないようにした。さらに， 

ふりかえり用紙を用いたふりかえりを行った。 

ふりかえり用紙はグループワーク・トレーニング 

（ＧＷＴ）で用いられるものを参考にして，短時間で行えるように選択式の項目を設けた。（図７） 

この授業では調べ学習を班で資料集を活用しながら進めるというものだった。「調べる」活動が主で，

結果として話し合い活動は盛んではなかったが，子どもたちはふりかえりをしっかり行っていた。 

 授業者は「回し読み」という形でふりかえりの共有化を行い，さらに班の代表者に感想を発表させた。 

 

 

 

書いたものの回覧というやり方は，各自の考えがわかりやすく，子どもたちは熱心に取り組んだ。 

①授業のねらい・内容・予定を確認する  

…必要に応じて板書かプリントで効果的に提示 

②わかりやすく，興味のある導入を工夫する 

…具体的なものを利用するなどして印象的に 

③個人の課題  

…やり方が平易なもの 内容は難しくてもよい 

④グループでの確かめ・話し合い・（結果の発表）

…騒然とならずに面白く集中する工夫 

⑤グループでのふりかえり…時間の確保 

⑥全体でのふりかえり 

２．授業計画をリセットした授業者 

１ ふりかえりカードの効用 「間違っても恥ずかしいと思わなくてすむような雰囲気を作りたいと

思います。」 

 

図７ ふりかえり用紙 

表１  授業の組み立てと留意点 
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この授業が実施された時期に，Ａさんは特に落ち着きがなかった。しかし，ふりかえり用紙の活動は 

自分でもやれる活動と判断し，記入をして他の班員の用紙を熱心に読んでいた。Ａさんは「考え中」の

ため「ほとんど聞けなかった（２）」が「他の人の意見はよく聞いていた」と答えていた。 

班の代表が感想を述べるときにＲさんが「間違っていたら恥ずかしいと思って意見を言えなかった人

が多かったので，恥ずかしいと思わなくてすむような雰囲気を作りたいと思います。」と発言した。そ

れを聞いて同じ班のＳさんが「さすがＲさん，いいこと言うなあ！」と感心したように言った。 

 班の活動にはあまり協力的でなかったＣさんも，回覧には熱心に取り組み，班の代表として感想を指 

名されると，「協力して意見が言えるような雰囲気を作りたいと思います。」と発言した。 

 気持ちの一端を共有し，「意見が言える雰囲気」と言う言葉に結びつくような経験を積み上げていく 

ことに，意義があると思われた。次回もふりかえり用紙を用いて実践することにした。 

（６） 第５回実践授業より 教師の思い込みに気付き，児童生徒理解に立った子どものふりかえりを 

 5 回目の実践授業の開始時に，昼休みのボールの片づけをめぐって子ども同士のトラブルがあった。 

その原因には，その中にほかの子どもの力関係や，学級全体にかかわる問題を含んでいた。授業者はま 

ず，当面の学級の問題に対処した。 

 授業者は状況をすばやく理解し，ボールの片づけについてトラブルが起こらないようにするにはどう 

すればいいかという学級全体の問題にかかわる約束事の話し合いを行った。当事者のＨさんとＴさん 

は同じ班で普段はたいへん仲がいい。2 人は授業が始まる頃には冷静になり，すぐ後の班活動でもお互 

いにプリントを見せ合ったりして取り組んでいた。 

授業の中ではしばしば教師の予想しないことが起こる。そのような状況にすぐに対応し，子どもが安 

心して授業に臨めるよう，教師は全力を尽くそうとする。 

 

 

 授業者はボールの片づけについての話し合いの後，算数の授業を始めた。予定した課題をこなす時間 

的余裕はないので，授業者は残り時間でも充分できそうな課題に修正して提示した。授業者は落ち着い 

て子どもたちに対応していたが，少ない時間の中で，この授業に依頼されているふりかえり活動の時間 

も確保しなければならないことが強く意識されていた。 

 板と角材を使って椅子を作るという分数計算の応用問題で，授業者は，子どもたちが課題に興味を持 

ち，イメージをしっかり持てるよう，まず，用意してきた木製の椅子を見せ，どんな問題が考えられる 

かを想像させた。反応も手ごたえが感じられる。さらに 1ｍ定規を持ち出し，「このような角材を切って 

椅子の足を作る」と示した。その後，配ったプリントを読み上げながら説明し，問題に取り組ませた。 

 ところが，始まってみると子どもたちには誤答が非常に多く見受けられた。 

以下の条件が重なり，問題を解くための情報（角材の長さが変数であること）が間違って認識（１ｍ 

と決まっている）されやすくなったためだった。 

①１ｍの定規を用いて説明を行ったために，子どもたちに強く１ｍが意識された。 

②授業者が口頭で読み上げて確認したので，プリントで細かく確認せずに取り組む子どもが多かった。 

③プリントを作成した際に，親しみやすさを考え問題の文を削除し，カットだけで示した。そのために，

子どもたちは問題の内容を正しくとらえにくかった。 

 授業者がそのことに気付くのが遅くなったために，班活動のほとんどは問題の解釈に費やされること 

になった。次の時間に予定されている委員会活動の移動が始まっており，廊下に子どもたちが集まり始 

めたこともあって，今回のふりかえりは集中を欠いたものになってしまった。 

１ 思い込みと，指示の伝達上の行き違いが授業を停滞させる。 
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 このことから，子どものプロセスを感じようとすることが前提となって，その上に効果的にふりかえ 

りを行うことが大切であるということを実感することができた。ただふりかえりを行うだけではコンテ 

ントにすぎず，子どものプロセスの表出を期待することは難しいということが理解できた。 

 

 

 

 

 

 

 Ｗさんの人柄がみんなに親しまれている。Ｗさんは授業に一生懸命取り組み，よく発言する。自分の

考えを素直に表現する。進んで他の人にかかわろうとする。周囲もそれを優しい視線で眺めている。 

 「ひどい問題だね，これは！」というＷさんのおどけた発言からは，一生懸命やって解けたと思った

のに最初からやり直しかという気持ちだけでなく，その状況を班の人に訴えて楽しんでいるのが伝わる。 

 この雰囲気の中には，失敗することを恥ずかしいと思わずにすむ感じがある。Ｗさんの存在が班の雰

囲気を柔らかくし，周囲もそれを心地よく思っているように見える。 

 楽しい雰囲気が学級内に育ち，そこに学びへと結びつける授業計画や授業者のかかわりが加わって，

充実感のある授業が展開される。 

（７） 授業者・観察者の気付き 

 実践授業を５回にわたって行った授業者が気付いたことをまとめた。 

○ 授業の中で子どもはどのような思いで学んでいるのか感じ取るには，教師にゆとりが必要である。 

 子どもたちの様々な問題に悪戦苦闘し，目前の事柄の処理だけに追われ，教師自身が身動きできず 

行き詰まっているときは教師の思い込みで行動していることが多く，子どもたちの思いにまで心を配

る余裕がなかった。その結果，授業がうまく進まなかったり，気持ちの行き違いが生じたりする。そ

ういうことを，これまでは子どもの側の問題としてとらえていたかもしれない。 

  授業が遅れて先に進みたいと思っているときも，教師のレールに乗せようと強引に子どもたちを引

っ張ることがある。そんな時，子どもたちは沈黙していることが多いと気付いた。 

○ どの子どもも分かりたいと思っている，ということが事前に意識できるかが大切である。 

  学習の苦手な子どもの気持ちや思考の流れを想像し，分かりやすい授業の組み立てを工夫しなけ 

ればならないと思った。 

○ 仲間意識を高める授業は教師の計画のもとに意図的に行うことが大切である。 

  各教科において，意図的に班活動を取り入れ，回数を増やし，また様々な友達と一緒に活動する 

ことで誰とでも気軽に話せるようになる。互いに心を開放し素直に自分の思いを話し合える雰囲気は

仲間意識を高め，学びの場を作ることにつながることがわかった。 

○ 互いに学び合う授業を展開したときの子どもたちは輝いていた。 

みんなで意見を出し合い解決したときの子どもたちの顔は，人とのかかわりによる満足感が加わっ

てとても輝いていた。自分の考えが間違っていたとしてもその後納得することができた。 

○ ふりかえりカードの活用は有効である。 

ふりかえりカードを活用し，一人一人がどんな思いで授業をしていたのか知る手がかりとしたい。

教師の思い込みを少しでも減らしていくために活用することができると思った。 

○ 授業者として自分を見つめることができるようになってきている。 

２ １班 班内の教え合いから 間違っても面白い。 

Ｗさんの素直な反応に班内に笑いが広がる。Ｗさんは問題の意味を間違えてとらえていた。（角材 

の長さが決まっていないのに，１ｍだと思っていた。）Ｈさんがそれを指摘し，納得できずＷさんは

さかんに言い返している。それをきいてＸさんが笑う。 

  授業者が全体にその点を確認して，受け入れざるを得なくなり，Ｗさんが「ひどい問題だね，これ

は！」とおどけた調子で言う。それを聞いて，班員がみんな笑う。 
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授業のふりかえりを繰り返し，子どもや授業者自身の気付きを積み重ねることを通じて，今自分 

が子どもの学びへの思いに寄り添えているのかにまず目を向けるようになってきた。 

授業者は日頃から生徒に共感的にかかわる努力を続けていた。それでも，意識されない部分を授業観

察により気付き，そこから新しい目線を獲得する努力を続けている。 

 観察者が気付いたことも多かった。授業分析を重ねるうちに，何気なく目に付いて書き留めた観察メ

モに意味を見いだすことが増えていった。また，5 回の実践授業の観察を通して，授業の中に生きる子

どもの姿を改めて感じることができた。例えば，教材が貼りだされたときに，授業になかなか集中でき

ないＡさんがメガネをかけて凝視する姿を通して，Ａさんの学びへの思いを感じ取り，すぐにまた１人

遊びに戻る様子から，Ａさんの自信のなさを感じ取ったりすることである。また，授業者が難しい問い

を近くの友人に尋ねたときに，授業者の視線からそっと外れるように身体をずらす子どもの姿など，教

師が内面を見る姿勢を持つことで子どもの生きる様々な局面を感じ取れることがわかった。 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

（１）子ども理解と教師自身に気付くための授業分析の有効性 

 参加観察・授業リフレクション・アセスメントを積み上げる授業分析は授業中の子どもの言動の意味 

を理解し，教師自身の在り方に気付くために有効であることが改めてわかった。 

１人の授業者が集団に対処する際に，教師の考え方の傾向や思い込み，そのときの教師の心の状況， 

子どもとの人間関係などが影響していることが確認された。授業の中の自分の在り方に教師自身が気付

くことが，子ども理解につながっていく。 

また，授業がうまく運ばず，一見その理由が子どもの側にあるように考えられても，教師の説明の仕 

方や子ども理解が不十分なことに起因する場合が多く，教師自身のかかわり方を考え対応が変われば状

況は大きく変わりうることがわかってきた。 

授業中の子どもの姿からは，様々な人間関係や，学習とのかかわり方が観察された。教師の継続的な 

支援により，意識を育てて改善すべき課題として認識することができた。 

（２）子どもの思いを感じ，対処することの意義 

 授業計画に基づいて授業を行っていく一方で，教師が授業のプロセスを感じ取りながら授業をコント 

ロールするのはたいへん難しいことである。実施した実践授業においても教師が感じ取ったプロセスの 

様相はさまざまであった。 

① 教師の指示の仕方など授業の運営上に原因があり，その修正を必要とする場合 

○子どもたちの活動が停滞したり，誤答が目立っていると感じたりしたとき，子どもたちの「でき

ない」「難しい」を，教師の指示の出し方による伝達上の問題ととらえて指示を出し直す。 

○子どもの理解の様子や進み方が予想と異なる場合，計画通り行うことが子どもの意欲を喚起しな

いと判断し，状況に合わせてやり直したり，省略したりする。 

② 授業中の子どもの気持ちに対処することが，さらに意欲を促すことにつながると意識された場合 

○難しい，恥ずかしい，自信がないなどの思いに対して，共感，励まし，助言などの支援を行う。 

 ○気持ちの中で授業を離脱する子どもに対してさりげなく注意を促す。 

○子どもの取り組みの姿勢を肯定的に評価する。（コンテントよりもプロセスにかかわる評価） 

③ 日頃の生活でそれぞれの子どもが持つ課題が活動中に明確になりそうな場合 
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○子どもの心情と学びの場の雰囲気に配慮しながら時を逃さないようにかかわる。 

  ○子ども同士のかかわりに介入し，子どもの思いに共感的に寄り添いながら指示や助言を行う。 

 プロセスを感じて対応しようとするためには，教師が気持ちのゆとりを持って授業にのぞむことが大 

切になる。子どもの気持ちがわからないと感じるときに，周囲のサポートとチーム支援の導入など，少 

しでも教師の抱え込むものが軽くなるような条件を作り出すことが必要な場合もある。 

 1 人の子どもの思いを理解して対処することが，集団の学びへの意欲を促したり，安心感を生み出し 

たりして学びの場を支えることがあることがわかった。プロセスを感じられる教師の力が，より学習者 

の立場に立った学びを創る糧にもなる。それに対して，授業計画に固執することは，子どもの思いを見 

えにくくする。この試行錯誤が，教師にとっても子どもにとっても充実感が持てる授業を創ると考える。 

（３）子どもの思いを集団的な理解に高める取り組みの意義 

 教師は授業において子どもたちを集団としてとらえてかかわることが多いが，子どもたちに始めから 

集団としての意思があるわけではない。ふりかえりの共有化などの活動により，子どもたちのプロセス 

をわかりやすい形にすることで，教師の子ども理解が深まり，子どもたち相互の理解も促進される。 

 互いを理解することに重きをおいて，ふりかえりと共有化を授業に取り入れた実践にはまだ課題が残 

るが，互いを理解を経験するための一つの方法としてある程度の成果を見ることができた。 

 

２ 研究の課題 

（１）授業分析の進め方について 

 参加観察と授業リフレクション・アセスメントに基づく授業分析の有効性を理解することができた。 

同一学級において授業を行い，着目児を固定化せず，人間関係の表出を観察することにしたが，結果と 

して特定の子どもたちが毎回しっかり観察されていた。着目児を絞り，その子どもを基点にして人間関 

係を見るという方法も考えられる。 

 また，集団の育ちの変容を見るためには，より長い期間継続的に観察することが必要になる。今回の 

実践授業の計画では期間が短く，継続的ではなかったため，変容を見ることはできなかった。 

（２）教師自身に気付くための手立て 

 今回の授業分析は教師にたくさんの気付きをもたらした。教師の気付きをさらに積極的に促す方法が 

あることがわかった。藤岡完治の「カード構造化法」５）は，教師がどこを大切にして授業を運営してい 

るかをふりかえることができる。また，近藤邦夫の「教師用ＲＣＲＴ」６）は教師が無意識にどのような 

順番を持って子どもたちを見ているかがわかる。これらを併用することで，さらに別角度から自分を理 

解することができるようになるであろう。 

（３）子どもの思いにかかわること 

 子どもの思いに添いながら授業を行おうとすることは，考え方は簡単だが実践することは難しい。今 

回の実践授業では，授業者が教師として経験が豊かで，さらに日頃から子どもの理解に努めようとして

いるということが背景にあって，1 回目の授業から成果をあげることができた。さらに多くの教師の実

践を通して，その試行錯誤の中から考察できることがあるだろう。 

（４）ふりかえりの共有化の工夫 
５）藤岡完治「教師教育のための授業分析法の開発」 

横浜国立大学教育学部教育実践センター紀要第 9 号 1993 年 

 「学びに立ち会う―授業研究の新しいパラダイム―」藤沢市教育文化センター 2002 年 
６）近藤邦夫『子どもと教師のもつれ 教育相談から』1995 年 
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 子どもの相互理解を促進するものとして，ふりかえり用紙を活用してそれを共有化するという方法を 

行った。この方法の課題は大きく 2 点ある。まず，ふりかえりと共有化に時間がかかるということと， 

さらに，ふりかえりの活動を意識しすぎると，それ自体がコンテント化してしまい，子どもの思いに寄 

り添って支援するということから遠くなってしまうということである。子どもの思いを理解しやすい形 

にするという考え方に基づく支援を，今後の課題として取り組んでいきたい。 

 

 研究会議として，これまでの研究の流れを受け継ぎながら課題を見いだし，研究としての方向性を定

めることができた。研究を続ける過程においても，今の学校現場の抱える課題の重さを実感することが

多く，それぞれの現状を報告し合いながら会議を進めることもしばしばであった。子どものことがわか

りにくいといわれる今だからこそ，真摯に児童生徒理解に向けての努力が求められていると考える。 

 

 今回の研究を通して，これまでの教師としての自分たちの姿を外側から見つめ直す貴重な機会を頂き，

また，多くの方々から示唆に富むご助言・ご指導をいただけたことを感謝申し上げます。授業実践に進

んで協力をいただいた校長先生をはじめ教職員の皆様，またそれぞれの場面でかかわってくださった諸

氏のご厚情には報いきれませんが，謹んでお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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