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北海道大学大学院教育学研究院紀要
第137号　　2020年12月

教師役として模擬授業を実践する学生の
リフレクションの内容と意味構造

―教員養成課程の教科教育法に関する講義を事例として―

小　泉　匡　弘*

1　背景と目的

　教員養成では，実践的な経験を基礎としない養成教育の問題（佐藤，1997）や，指導方法
が講義中心で，演習や実験，実習等が十分ではない（文部科学省，2006）の指摘から，実践的
指導力を育む方法として模擬授業が実施されるようになった。特に，教育実習前に行われる
模擬授業は，これまでの講義で学んだ知識を活用するだけではなく，講義では知り得なかっ
た実践知を獲得するための貴重な機会となる。実践的指導力について，日本教育大学協会

（2004）は，「教育実践を科学的・研究的に省察する力」を中軸に据え，秋田ほか（1991）や佐
久間（2007）も，実践的指導力の向上にとって「リフレクション」が中核となるとしている。
そして，教師の成長にとってもリフレクションが重要な役割を担うことが多くの研究で示さ
れてきた（例えば，藤岡, 2000; 姫野, 2013）。これらを踏まえると，教員養成で学生が自身の
特性や課題に気づき実践的指導力を育むには，単に模擬授業を行うだけではなく，リフレク
ションと組み合わせて実施することが必要になる。しかし，これまでの模擬授業とリフレク
ションの内容に関する調査は，不明な点が多々ある。模擬授業のリフレクションの内容の調
査により，模擬授業やその前後の教科教育法の講義において，学生が課題を感じている内容
や自分では気付きにくい観点について指導教員が積極的に関わることが可能になる。

【要旨】　教員養成では実践的指導力の育成を目指した模擬授業に関する調査が行わ
れきたが，学生の模擬授業に対するリフレクションについてはいまだ不明な点が多い。
本調査は，模擬授業に教師役として取り組む学生のリフレクションの内容と意味構造
を明らかにし，その課題解決の手立てを検討することを目的として行った。学生が教
師役として模擬授業を行い，その際に教室内の映像と教師の主観的な映像を撮影した。
授業後，教師役の学生は，撮影された2つの映像の統合映像をみながらリフレクショ
ンを行った。その結果，教師役の学生は，不安と緊張の中で，生徒の学びに合わせた
教育方法，さらに，学生によっては，分かりやすい板書，学習目標に適した時間配分，
ストーリー性のある学習内容を意識していた。一方，話す力の不足と想定外の出来事
による計画と実際のズレへの修正ができないと感じていた。これらから，発問や板書
などの直接的な行為となる教育技術を習得する機会，また，行為として観察できない
授業への信念や価値観を他者と学び合うリフレクションの場が必要であると考えら
れた。

【キーワード】映像，ウェアラブルカメラ，見える教育技術，見えない教育技術，質的
統合法 
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　まず，模擬授業のリフレクションに関する先行研究について概観する。模擬授業のリフレ
クションに関する報告は，学生がどのような立場で模擬授業に参加したかで整理でき，ひと
つは生徒役，もうひとつは教師役である。はじめに，生徒役として参加した学生によるリフ
レクションには以下の調査がある。
　田井ほか（2018）は，大学の授業担当者が行った模擬授業に生徒役として参加した学生の，
受講後に記述したリフレクションシートについて分析した。その結果，授業の展開に関わる
教師の活動についてのリフレクションが多く，リフレクションの観点が授業内容や学生の所
属によって異なることが確認された。また，リフレクションシートの一定の効果を認める一
方，リフレクションシートが授業への観点を固定化し，授業改善や教授能力のリフレクショ
ン自体について思考停止させてしまう可能性が指摘された。長峰・本多（2019）は，教師役
と生徒役ともに学生がグループになって模擬授業を実施し，授業後，生徒役グループが記入
した教師役グループに対するリフレクションシートを分析し模擬授業上の課題を明らかにし
ようとした。その結果，学生は状況に応じた生徒役への言葉かけや個別的な対応について苦
手としていることがわかった。また，生徒役としての視点のみでなく，映像を活用して視覚
的に教師役としての視点からリフレクションを行う工夫が必要であるとした。
　次に，教師役として模擬授業に参加した学生のリフレクションに関する調査には以下のも
のがある。木原ほか（2007）は，教師役の学生がリフレクションを通してどのような問題に
気づいたのかを把握するため，模擬授業後に行った反省会時の教師役グループの反省カー
ドの記述を分析した。その結果，学生の教師役としてのリフレクションには，「教師の活動」，

「授業に関する知識」，「教師の心の余裕」，「生徒への思い」の4つの共通カテゴリ―があり，模
擬授業が授業の問題に気づく視点を学ぶ機会としての意義があることを示した。藤田ほか

（2011）は，教師役を経験することの意義を検討するため，模擬授業後における教師役経験時
と生徒役経験時のリフレクションシートの記述数の変容を分析した。その結果，教師役と生
徒役ではリフレクションの観点に差異があり，教師役経験は生徒役の示した反応を踏まえた
リフレクションを促進するとした。一方，調査がリフレクションシートの観点に限定された
記述の量的な分析であったため，さらに，リフレクションの質的な分析による内容の調査の
必要性をあげた。
　以上の模擬授業のリフレクションに関する調査では，いずれも模擬授業に参加した学生が
リフレクションの内容をシートに記述する調査方法としており，観点が指導教員によって決
められた中で行うものであった。観点をあらかじめ与えられることは，自身が気づかなかっ
た観点でリフレクションできるメリットはある一方，その枠組みだけに制約されてしまうと
いう危険性もある。また，学生が自分の実践を自分でリフレクションしながら改善していく

「省察的実践家」（SCHON，1983）として成長するためには，観点も自分でつくっていく経験
も重要であろう。
　したがって，今後は，模擬授業を通して参加者自身が観点も含めて自由に考えたことをも
とにしたリフレクションの内容に関する調査も必要である。一方，授業実践経験の少ない学
生にとっては，授業を思い出すだけでは何をリフレクションしたらいいのかわからない場合
もある。よって，具体的な手がかりとして，自身の行動を視覚的に振り返ることができる映
像を見ながらリフレクションを行うことが有効であろう。
　教師の指導力について，斎藤（1969）は，「教育とか授業とかにおいては『見える』ことは『す
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べてだ』といってもよいくらい」であり，生徒の表情やつぶやきなどの反応をみる力が教師
としての基本的能力であると述べている。また，坂本・秋田（2008）は，授業研究では，お
互いが見た授業の事実を共有し交流することが教師の豊かな学習および視点の変容につなが
るとしている。これらを鑑みると，模擬授業においても，授業中の視覚的な映像を活用した
リフレクションも実践的指導力の向上にとって肝要であろう。この点に関する調査には次が
ある。
　山崎（2018）は，模擬授業において，授業全体の映像と教員目線の映像を用いたリフレク
ションを行い，授業後に教師・生徒役の学生が記述したリフレクションシートの気づきの個
数を分析した。その結果，映像をリフレクションの材料として使用することが学生の気づき
を促すことが明らかとなり，また，より細部にわたってリフレクションを行うことに教員目
線の映像が役立つことが示唆された。しかし，山崎（2018）におけるリフレクションシート
の記述分析は，藤田ほか（2011）においてリフレクションの観点に差異があるとされる教師
役および生徒役の両立場を一括りにして分析しており，また，リフレクションの具体的な内
容についてまでは検討していない。そのような分析が採用された理由については不明である
が，模擬授業において，教師役である学生が適切なフィードバックを受けたり，自身のリフ
レクションの観点を検討したりする上では，教師役という立場で，映像を通して授業に対し
てどのような内容をリフレクションしているのかを調査することも必要であろう。
　そこで，本研究では，模擬授業において教師役の学生が映像を手がかりとして自発的にリ
フレクションした場合のリフレクションの内容について検討する。調査結果の検討の際は，
荒木（2019）の教育技術の氷山モデルを参考にする。荒木は，教育技術について，水面上に
ある氷山を板書や発問など直接的に行為として観察できる「見える教育技術」，水面下にある
氷山を授業の見方や考え方，哲学，在り方などの直接的に行為として観察できない「見えな
い教育技術」としている。そして，「見えない教育技術」が「見える教育技術」を支え，これ
らが一体となりその人のみが生み出すことができる創造的な教育技術を「アートとしての教
育技術」と呼んでいる。教員養成における理論と実践の往還のアプローチとして用いられる

「ALACTモデル1)」（KORTHAGEN，2001）においても，学生が自身の行動の仕方のみならず，
考え方や欲求についてリフレクションすることを鍵としている。
　これまでの学生のリフレクションに関する研究では，指導方法や授業の管理といった授業
をどう進めるかに関するものであった。学生が将来，アートとしての教育技術を創造できる
教員となることに寄与する教科教育法やリフレクションの在り方を思索する上では，荒木の
見える教育技術および見えない教育技術の視点が参考になると考え，荒木の視点からも学生
のリフレクションの内容について検討したい。

2　調査方法

2.1　教科教育法に関する講義の概要
　対象とした講義は，X大学の中学校技術・家庭科技術分野（以下，技術科）の教諭1種免許
状取得のために開講された。講義は，1単位時間90分，全15回で実施され，教材研究と指導案
作成の方法について講義と演習，作成した指導案の模擬授業の実践とリフレクションで構成
された。受講生は9名であり，各講義の最大受講生数は9名，最小受講生数は7名であった。模
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擬授業は，教師役を1名の受講生が行い，その他の受講生は生徒役として参加した。模擬授業
の時間は25分程度とし，内容は，技術科の「材料と加工」，「生物育成」，「エネルギー変換」，「情
報」の技術に関する内容から教師役の受講生が選択した（表1）。また，学習活動として，技術
科の目標にある「実践的・体験的な学習活動」を含むこととした。授業の対象学年は，各内
容の一般的な履修学年を鑑みて設定した。授業実施時は，講義を担当する大学教員2名（うち，
1名は調査者）が安全管理や教具準備の補助など，教師役の受講生の支援にあたった。授業
実施後，翌日に教師役の受講生と調査者にて授業中に撮影した映像を見ながらリフレクショ
ンを行った。

2.2　調査参加者
　参加者は，講義の受講生9名のうちの7名（以下，参加者A，B，C，D，E，F，G）である。残
りの受講生2名は，当人の事情により，調査者との授業実施後のリフレクションを行うこと
ができなかったため対象外となった。参加者は技術教育を専攻している3年生であり，教育
実習はまだ経験していない。調査時までに小・中学校における授業参観，また，教科教育法
に関する講義もしくはゼミナールでのマイクロティーチングを経験している。しかし，個人
で教材研究，指導案の作成，授業実践を全て行うことは本調査がはじめてである。調査者は，
本講義を担当する大学教員であり，これまで参加者が受講してきた教科教育法および教科専
門（主に生物育成技術）に関する内容を担当してきた。なお，調査にあたっては，調査者の
所属する大学の研究倫理委員会による承認を受け，参加者に研究の目的と趣旨，調査結果が
成績等において不利益を生じることは一切ないこと，また，調査への参加は参加者の自由意
志のもとにより随時撤回できることについて口頭および文書で説明し，参加者の同意書の提
出をもって承諾を得た。

2.3　データ収集
　模擬授業後の翌日に行った教師役の参加者と調査者でのリフレクションにおける参加者の
発話をデータとした。データ収集の手順を以下に示す。

2.3.1　模擬授業の映像の録画
　教師役である参加者にウェアラブルカメラ（Panasonic社製，HX-A1H-D）を装着してもら

表 1　各学生の授業の内容および時間，リフレクションの発話時間およびラベル数

授業 リフレクション
授業内容 授業時間 発話時間 文字数 元ラベル数

参加者 A 木材の特徴 25 分 52 秒 5 分　4 秒 1,056 21
参加者 B 個人情報の取り扱い 26 分 48 秒 5 分 34 秒 751 16
参加者 C 電気回路の構造 25 分 31 秒 6 分 27 秒 760 14
参加者 D 作物に適した播種の仕方 19 分 54 秒 7 分　3 秒 862 14
参加者 E 情報発信時のモラル 27 分 12 秒 5 分 32 秒 1,112 23
参加者 F 製図の目的と書き方 24 分 42 秒 6 分 36 秒 843 14
参加者 G 栽培の環境要因 24 分 27 秒 5 分 56 秒 997 17
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い授業中の主観的な映像を録画した。また，調査者は，リフレクション時に参加者の授業場
面の認識がしやすくなることをねらって，教室内の様子をビデオカメラ（Canon社製，IVIS-
HF-M52）に広角レンズ（Canon社製，WD-H43）を装着して撮影した。

2.3.2　統合映像の作成
　調査者は，参加者のウェアラブルカメラの映像をメイン，調査者のビデオカメラの映像を
サブとして，編集ソフトウェア（Wondershare製，Filmore8.5.1）を用いて統合した映像を作
成した（図1）。

2.3.3　統合映像を見ながらの発話
　参加者と調査者で統合映像をみながら，学生に授業中に感じたり考えたりしたこと，映像
を見て気づいたことなど，参加者に授業についてのリフレクションを自由に発話してもらい，
それをICレコーダーによって記録した。この際，調査者は，参加者が発話した内容について
共感したり，内容の理解の難しい発話について質問したりするのみとし，この場での指導や
助言は行わなかった。発話の収集方法について，先行研究（姫野，2016）は，調査者が映像
を意図的に一単位時間で区切りながら発話を求め，授業者が無意識的に行っていることも抽
出しようとする方法を用いている。本研究では，参加者が授業中および授業後に意識的にリ
フレクションしている内容を抽出することをねらいとした。そのため，調査者が映像を停止
するなど意図的に映像をコントロールすることはなく，基本的に映像を流しながら参加者が
リフレクションする内容を自発的に発話してもらった。しかし，参加者が映像の停止を要求
した場合，または参加者が発話している授業場面が切り替わる場合は，調査者が判断して映
像を停止した上，発話してもらうことはあった。

図 1 参加者のウェアラブルカメラの映像をメイン，調査者のビデオカメラの映像をサブと
して統合した映像
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2.3.4　逐語録の作成
　2.3.3の発話から逐語録を作成し，これをテキストデータとして分析した。

2.4　分析方法
　参加者の発話の逐語録から模擬授業に対するリフレクションの内容を抽出するため，山浦

（2012）による質的統合法を用いて分析した。質的統合法は，川喜多（1986）が開発したKJ
法の基本原理と技術を基に看護分野などにおいて実践的に発展してきた分析方法であり，バ
ラバラのデータから整合性のある論理構造を見出すことが可能な方法である。参加者のリフ
レクションには，授業のねらい，学習内容，生徒役との関わりなどの様々な内容が含まれて
いる。参加者が模擬授業を通して適切なフィードバックを得る上では，参加者のリフレクショ
ンに内在する論理構造の抽出・発見が参考になると考え，これに質的統合法が適していると
判断した。
　分析は，調査者が，①ラベルづくり，②ラベル拡げ，③ラベル集め，④表札づくり，⑤グルー
プ編成，⑥空間配置図の作成の手順で行った。はじめに，参加者の逐語録の内容を，1つのラ
ベルに1つの意味内容が含まれるようにコード化し元ラベルを作成した。次に，参加者全員
の元ラベルを並べ，繰り返し読みながら類似しているものを集め，集まったグループごとの
内容をまとめた表札をつけ，各グループのラベルとした。この一連の作業となるグループ編
成を最終的にラベル数が7枚以内となるまで繰り返し行った。山浦（2012）によると，最終
的な論理構造が読み手に直観的に理解できるようにするには7枚以内にグループ編成する必
要があるとしている。そして，7枚以内となった最終ラベルを関係性の示す位置に配置した
上で，相互関係を示す記号と添え言葉を記入し各最終ラベルの中心的な内容を示すシンボル
マークをつけ空間配置図を作成した。山浦（2012）によると，シンボルマークは，「事柄：エッ
センス」の2重構造にすることで，全体像における位置づけと固有性を示し，読み手への空間
配置図の理解を促すとされる。

3　結果

　各参加者の授業の内容および時間，リフレクションの発話時間,文字数，ラベル数を表1に
示した。はじめの元ラベル数は合計で119枚となり，グループ編成を4段階行った結果，最終
ラベルは7枚となった。そして，最終ラベルの関係性を示す配置を決め関係記号と添え言葉
を記入した後，各ラベルの内容のエッセンスを凝縮したシンボルマークを記入し空間配置図
を作成した。シンボルマーク，最終ラベルおよび元ラベル数を表2に示した（【　】はシンボ
ルマーク，＜　＞は最終ラベル，“　”は元ラベルを示す）。シンボルマークは，【教育方法：
生徒の状況に合わせた調整・変更】，【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】，【話す力：意図す
る内容を生徒に伝える難しさ】，【精神状態:不慣れな経験による緊張と不安】，【学習内容：過
去・現在・未来のつながり】，【板書：学習内容の履歴となる工夫】，【時間配分：学習目標に
沿った内容の時間の確保】となった。各シンボルマークの元ラベル数は，【教育方法：生徒
の状況に合わせた調整・変更】が28枚，【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】が26枚，【話す
力：意図する内容を生徒に伝える難しさ】が22枚，【精神状態:不慣れな経験による緊張と不
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安】が20枚，【学習内容：過去・現在・未来のつながり】が10枚，【板書：学習内容の履歴と
なる工夫】が7枚，【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確保】が6枚であった。
　シンボルマークごとの各参加者の元ラベル数（表3）を見ると，【教育方法：生徒の状況に
合 わせた調整・変更】，【話す力：意図する内容を生徒に伝える難しさ】，【想定外の出来事: 
計画と実際のズレ】，【精神状態:不慣れな経験による緊張と不安】は，元ラベル数に違いは見
られたものの全ての参加者のリフレクションの内容に含まれていた。また，【学習内容：過
去・現在・未来のつながり】は5名，【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確保】は4名，

【板書：学習内容の履歴となる工夫】は5名の参加者のリフレクションの内容に含まれていた
が，これらを含んでいない参加者もいたことから，参加者もしくは授業内容によってリフレ
クションの内容に違いが見られた。

3.1　教師役の学生のリフレクション内容
3.1.1　【教育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】
　【教育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】の最終ラベルは，＜作業手順および時間，
教材教具，教授法を生徒の学習状況や授業のねらいに合わせて調整・変更しながら適切に運

表 2　【シンボルマーク】，＜最終ラベル＞および元ラベル数

【シンボルマーク】 ＜最終ラベル＞ 元ラベル数

【教育方法：生徒の状況に合わ
せた調整・変更】

＜作業手順および時間，教材教具，教授
法を生徒の学習状況や授業のねらいに合
わせて調整・変更しながら適切に運用し
たい＞

28

【想定外の出来事 : 計画と実際
のズレ】

＜板書や対話中の想定外の出来事に対し
て上手く応じれず，予定していた計画と
実際がズレて困惑する＞

26

【話す力：意図する内容を生徒
に伝える難しさ】

＜説明と発問がまとまらず長くなったり
根拠が不十分であったりして，自身の意
図することを生徒に簡潔にわかりやすく
伝えられない＞

22

【精神状態 : 不慣れな経験による
緊張と不安】

＜不慣れな経験で無意識のプレッシャー
と緊張から頭がまわらず計画を時間通り
に遂行することで精一杯になる＞

20

【学習内容：過去・現在・未来
のつながり】

＜現在の学習内容がこれまでの内容とつ
ながり，この先の学習に活きるものにし
たい＞

10

【板書：学習内容の履歴となる
工夫】

＜学習内容がわかりやすいように，板書
時の立ち位置と重要箇所の強調を工夫す
る＞

7

【時間配分：学習目標に沿った
内容の時間の確保】

＜学習目標に沿った説明や発問を行い，
学習目標に関係しないことに時間をかけ
ない＞

6

合計 119
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用したい＞であった。参加者は，“どのような意見が出てくるかによってこの後の流れが変
わってくるなと考えながら机間巡視をしている（参加者G）”，“個人で回路を考えて，回路を
構成する要素をグループで考えさせたいなと思っている（参加者C）”，“話し合いの時間をあ
と30秒にしようと思って，今自分が話しに入ると時間がかかっちゃう（参加者G）”など，生
徒個々やグループの進度やつまずきを把握しながら，次の学習活動を決定しようとしていた。
また，“キャビネット図の特徴を生徒に答えさせるか，教科書を見て確認するか迷って，生徒
にきくことにしたけど，ここでの確認があいまいになってしまった（参加者F）”，“この教具
をもっと早くに提示すべきだった（参加者A）”，“プリントを見返した時に，印をつけた部分
の理由がわかりづらかった（参加者C）”など，授業実践を踏まえ，よりわかりやすい説明の
仕方や作業手順，ワークシートのレイアウトなどの教材教具の改善点について語られていた。

【教育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】に含まれる発話は，全員の参加者が行っていた。

3.1.2　【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】
　【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】の最終ラベルは，＜板書や対話中の想定外の出来事
に対して上手く応じれず，予定していた計画と実際がズレて困惑する＞であった。参加者は，

“予想していた回答が生徒から出てこなく，それによって板書が変わって少しずつ焦ってき
ている（参加者E）”，“黒板に教具を貼る順番を決めていたけど，生徒と話しているうちにバ
ラバラになって，途中でワークシートと合っていないことに気付いた（参加者B）”など，板
書に生徒の意見を反映しようとするうちに計画したレイアウトや文字の大きさがズレて戸

表 3　シンボルマークごとの各参加者の元ラベル数

【シンボルマーク】 参加者
A

参加者
B

参加者
C

参加者
D

参加者
E

参加者
F

参加者
G

【教育方法：生徒の状況に合わせ
た調整・変更】 2 4 8 2 2 5 5

【想定外の出来事 : 計画と実際のズ
レ】 7 4 1 7 4 2 1

【話す力：意図する内容を生徒に
伝える難しさ】 8 1 1 1 6 1 4

【精神状態 : 不慣れな経験による緊
張と不安】 2 1 1 4 5 3 4

【学習内容：過去・現在・未来の
つながり】 0 2 2 0 4 1 1

【板書：学習内容の履歴となる工
夫】 1 1 0 0 1 2 2

【時間配分：学習目標に沿った内
容の時間の確保】 1 3 1 0 1 0 0

合計 21 16 14 14 23 14 17
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惑っていた。また，“説明しているときに生徒が「ん？」っていう顔をしているのが見えた（参
加者A）”，“話しているうちに伝わっているかなって不安になってアドリブで言葉をつなご
うとするけど上手くいかない（参加者B）”，“想定外の回答があってどうしようか困っている

（参加者D）”など，生徒の反応に合わせて説明や発問を変更・追加しようとするが上手くで
きないと感じていた。【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】に含まれる発話は，全員の参加
者が行っていた。

3.1.3　【話す力：意図する内容を生徒に伝える難しさ】
　【話す力：意図する内容を生徒に伝える難しさ】の最終ラベルは，＜説明と発問がまとま
らず長くなったり根拠が不十分であったりして，自身の意図することを生徒に簡潔にわかり
やすく伝えられない＞であった。参加者は，“同じことを何回も言ってしまっている。うま
く伝わると生徒の手がもっと上がると思う（参加者D）”，“無駄な質問が導入段階から多いの
で，もっとまとめて話したい（参加者E）”など，話がまとまらず長くなり予定よりも時間が
かかってしまったと感じていた。一方，“この説明はもっと根拠を示されるようにしたい（参
加者E）”や“材料の向きが場面や文脈の違いで変わることをきちんと言えばよかった（参加
者B）”など，説明が不十分な点についても語られていた。また，“この問いかけがおかしい
な（参加者E）”，“生徒が自分のやってほしいことと違うことをしていて発問が悪かったな

（参加者A）”などの発問の意図と生徒の理解のズレについて，“もっと声のトーンをあげて
メリハリをつけて話したい（参加者F）”，“話し方が早すぎる（参加者G）”などの話し方の抑
揚やスピードについてなど，話すことに多くの参加者が困難を感じていた。【話す力：意図
する内容を生徒に伝える難しさ】に含まれる発話は，全員の参加者が行っていた。

3.1.4　【精神状態:不慣れな経験による緊張と不安】
　【精神状態:不慣れな経験による緊張と不安】の最終ラベルは，＜不慣れな経験で無意識の
プレッシャーと緊張から頭がまわらず計画を時間通りに遂行することで精一杯になる＞であ
る。参加者は，“前に立つと生徒の顔が全部見えるんで，自分が見られているって感じがすご
くしている（参加者D）”，“自分の息がこんなに荒くなっているとはわからなく，この時も頭
がまわっていない（参加者E）”など，無意識のうちに緊張やプレッシャーを感じている状態
にあることについて語られていた。また，“あれしないと，次はこれしないとって考えている
けど，それが飛んだ（参加者E）”，“時間がなくなってきたので，生徒に言ってもらう予定の
ことを自分で言った（参加者B）”など，計画通りの内容や時間の遂行に追われている状態に
あることについて語られていた。そして，これら精神状態の不安定さが “目線が生徒と黒板
を行ったり来たりしていてぶれて安定していない（参加者F）”，“全体的に視点が少し下を見
すぎ（参加者G）”など，視線がぶれていたり下向きであったりと行動として表れていた。【精
神状態:不慣れな経験による緊張と不安】に含まれる発話は，全員の参加者が行っていた。

3.1.5　【学習内容：過去・現在・未来のつながり】
　【学習内容：過去・現在・未来のつながり】の最終ラベルは，＜現在の学習内容がこれま
での内容とつながり，この先の学習に活きるものにしたい＞であった。参加者は“小学校の
復習から始めて今日の学習につなげたいと考えていた（参加者G）”，“次の権利の内容につな
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げるために，著作権，プライバシー，肖像権に関する問題を設定した（参加者E）”など，小学
校の学習内容からのつながりや現在の学習をどのように次の学習につなげるかを語っていた。
一方，“この内容とこれまでの内容のつなぎがいまいちわからなくなって最後までゴリ押し
になってしまった（参加者F）”，“前時の内容に触れるのが少なすぎて，本時とのつながりが
不十分なまま展開にはいってしまった（参加者B）”など，授業を実践しながら内容のつなが
りを維持する難しさを感じていた。【学習内容：過去・現在・未来のつながり】に含まれる
発話を行っていた参加者はB，C，E，F，Gの5名であった。

3.1.6　【板書：学習内容の履歴となる工夫】
　【板書：学習内容の履歴となる工夫】の最終ラベルは，＜学習内容がわかりやすいように，
板書時の立ち位置と重要箇所の強調を工夫する＞であった。参加者は，“板書をした後，全体
から見やすいように立ち位置をかえて，全員が書けているかを確認した（参加者G）”，“提示
資料の気づいてほしい部分に線を引いていた（参加者E）”と，板書時の教師の居方，板書の
スペーシングやカラーリングなどを意識していた。【板書：学習内容の履歴となる工夫】に
含まれる発話を行っていた参加者はA，B，E，F，Gの5名であった。

3.1.7　【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確保】
　【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確保】の最終ラベルは，＜学習目標に沿った
説明や発問を行い，学習目標に関係しないことに時間をかけない＞であった。参加者は，“こ
この生徒の回答はあまり待たずに自分で書いて進めればよかった（参加者B）”，“同じ回路の
身の回りの機器がどういう構造でできているかなって考えるのが目的なので，構造を明確に
できればいいかな（参加者C）”など，学習目標にとって重要ではない内容に時間をかけない
という前提で，自身の教授行為と学習内容が学習目標と関連しているのかについてリフレク
ションしていた。また，“今の発問は指導案で用意していた発問をそのまま言おうと決めて
いた（参加者B）”，“この発問があいまいだと生徒は考えられないと思ったので，この発問を
この授業で一番気を付けていた（参加者A）”など，学習目標に沿って学習を展開するために
事前に準備した主発問を予定の内容と時間通りに行うことに注意が向いていた。【時間配分：
学習目標に沿った内容の時間の確保】に含まれる発話を行っていた参加者はA，B，C，Eの4
名であった。

3.2　模擬授業に教師役として取り組んだ学生のリフレクションの内容の意味構造とその背景
　シンボルマークの空間配置図を図2に示した。
　参加者は，全員が模擬授業中は，普段とは違う【精神状態:不慣れな経験による緊張と不安】
にあった。参加者A，B，C，Gは，学習内容に対して時間が足りなくなってしまうのではない
かと焦る場面があった。参加者Dは，生徒役の学生に見られていることのプレッシャーを常
に感じ，とにかく予定どおりに進めようと精一杯であった。参加者E，F，Gは，緊張による自
身の視線のブレを気にしていた一方，Eについては冷静に対応できた部分もあったことを認
めていた。このように，参加者は個々によって状態や要因は違うものの全員が緊張や不安の
状態であった。
　その中で，参加者は【教育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】によって，生徒の学
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びを豊かにしようと取り組んでいた。参加者Aは，教具の使用方法や提示のタイミングを意
識していた。参加者B，E，Fは，生徒の状況を見ながら次の展開方法を考えながら進めてい
た。参加者Cは，生徒の知識理解を促す活動手順の意図とよりよい方法について語った一方，
教具の活用方法が学習目標に沿っていなかったのではと感じていた。参加者D，Gは，個々の
進度の違いに対して対応できぬまま授業を進めてしまったと考えていた。参加者Fは，学習
内容と自身の教授法が一致していないのではないかと悩みながら授業をそのまま進行してし
まったと感じていた。参加者F，Gは，生徒の活動をスムーズに行うための物理的環境づくり
の指示が適切ではなかったと振り返っていた。このように，参加者は自身が行った教育方法
に関する意図やよりよい方法について語った。一方，生徒への状況に合わせた教育方法の調
整や変更がわからないまま授業を進めてしまったと感じていた。
　また，参加者によっては，各段階に適切な【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確
保】，ストーリー性のある【学習内容：過去・現在・未来のつながり】，生徒に分かりやすい

【板書：学習内容の履歴となる工夫】に注意して実践しようとしていた。時間配分について，
参加者A，Bは，学習目標に直接的に関わりのない内容に時間をかけないこと，参加者C，Eは
学習活動の時間が学習目標の達成に向けて適切であるかを意識していた。学習内容について，
参加者E，Gは，既習事項とつなげるための意図について語った一方，参加者B，C，E，F，Gは
内容のつながりが保てなかった場面があったことについて語っていた。板書について，参加
者E，Gは立ち位置や重要箇所の強調の意図について語った一方，参加者B，F，Gは，生徒の
意見を反映させながら板書することに難しさを感じていた。
　このように授業を進める中で，参加者は生徒役とのやり取りの中で自身の【話す力：意図
する内容を生徒に伝える難しさ】を感じていた。参加者A，B，C，E，Fは，話し方の抑揚や

板書：
学習内容の履歴となる工夫

学習内容：
過去・現在・未来のつながり

教育方法：
生徒の状況に合わせた調整・変更

話す力：

意図する内容を生徒に
伝える難しさ

想定外の出来事: 
計画と実際のズレ

精神状態:
不慣れな経験による緊張と不安

かつ

しかし

ますます

影響して

かつ

かつ

図2　模擬授業に教師役として取り組んだ学生のリフレクションの内容の意味構造とその背景
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説明の根拠が不十分なことが理由で，自身の発問の意図が上手く生徒に伝わらなかったと感
じていた。また，参加者A，D，E，Gは，説明が細かすぎたり，まとまらず余計な質問をして
しまったりして，一方的に教師が話す場面が長くなってしまったと語っていた。このように，
話す力については，参加者全員が自身についてネガティブに評価していた。
　授業では，参加者の話す力も影響して【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】が起こった。
参加者A，B，D，Gは，自身が即興的に説明や発問を追加したり言い方を予定と変更したりし
たことで計画とのズレが生じて困惑していた。また，参加者A，B，C，D，E，Fは，提示資料
の活用や黒板のレイアウトが計画とズレてきていることに気づいたが修正できなかったと
語った。参加者B，Dは生徒の発言に上手く対応できないうちに，本来の学習内容とのズレが
生じてきたと感じていた。このように，参加者は，本来の学習内容や計画と実際のズレに気
づいてはいるが，これを修正できないまま授業を進めてしまったと感じていた。
　参加者のリフレクションは，【教育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】，【話す力：意
図する内容を生徒に伝える難しさ】，【学習内容：過去・現在・未来のつながり】，【板書：学
習内容の履歴となる工夫】，【時間配分：学習目標に沿った内容の時間の確保】の元ラベルが
119枚中73枚であり，すなわち行為として観察できる見える教育技術に関するリフレクショ
ンが主であった。

4　考察

　本調査は，模擬授業に教師役として取り組む学生のリフレクションの内容と意味構造を明
らかにし，その課題解決の手立てを検討することを目的として行った。模擬授業の際，調査
者は授業全体の映像と教師役の主観的な映像を撮影し，授業後，教師役の学生がこれらを統
合した映像をみながらリフレクションを行った。その結果，個々で状態や要因などの違いは
あるものの，全員が緊張と不安を感じている状態であった。このような精神状態の中，生徒
の学びの状況に合わせた教育方法の意図，また，よりよい教育方法についてリフレクション
していた。その一方，教育方法を生徒の状況に合わせて調整や変更ができなかったと感じて
いた学生もいた。また，学生や授業内容によっては，学習目標に適切な時間配分，ストーリー
性のある学習内容，生徒に分かりやすい板書を意識しながら授業を進めようとしていたがこ
れらを実践する難しさも感じていた。また，話す力については全員が課題を感じており，話
し方や内容が適切でなく，説明，指示，発問で自分の意図する内容が生徒に上手く伝わらな
いと感じていた。話す力も1つの要因となり，想定外の出来事が起こり計画と実際のズレが
生じたが修正できないまま授業を進めてしまったと感じていた。このように，本調査では，
模擬授業における教師役の学生のリフレクションの内容と意味構造についての一端を把握す
ることができた。
　本調査で明らかになった学生のリフレクションの内容と意味構造について，荒木の「見え
る教育技術」と「見えない教育技術」の視点を参考に考察する。荒木は，教育技術について，
水面上にある氷山を板書や発問など直接的に行為として観察できる「見える教育技術」，水面
下にある氷山を授業の見方や考え方，哲学，在り方などの直接的に行為として観察できない

「見えない教育技術」としている。
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　学生は，映像を通して授業を振り返りながら，自身が困難さやズレを感じた場面における
「見える教育技術」について主に語っていた。そして，授業中の自身の行動の意図や模擬授業
を実践した上でのよりよい教育方法や教授行為についてリフレクションを行っていた。一方，
自身の話す力や板書などの「見える教育技術」についてのネガティブな評価も多かった。また，
授業中に感じたズレを「見える教育技術」によって修正したいと考えているが，修正できず
にそのまま授業が進んでしまったと感じていた。シンボルマークの元ラベル数をみると，【教
育方法：生徒の状況に合わせた調整・変更】に関するラベルが28枚，【話す力：意図する内
容を生徒に伝える難しさ】に関する元ラベルが22枚であり，これより，学生は特に教材の提
示のタイミングや使用手順，発問や説明などの話し方に関して多くをリフレクションしてい
たことが推察される。
　有田（2009）は，教材や話し方について，よい教材の条件は「視覚に訴えかける」，「欠陥が
ある」，「身近である」こと，発問は思考を一点に集めるのか，広げるのか，深めるのかを使い
分けること，説明は思考のふくらみを持たせるため少なくすること，指示は一時一事で短く
することなどの教育技術を示している。このような実際に授業を展開するための「見える教
育技術」について，学生の実践経験を通したリフレクションから整理し，これらを個々の学
生の特性に応じて模擬授業と関連づけながら学べる機会を教科教育法に関する講義において
設けることが必要であろう。特に，本調査では，学生は教育方法と話す力に多くをリフレク
ションしていたため，これらに関する知見を実践経験と関連づけて学べることが望まれると
考えられる。
　一方，同じ目標に沿って同じ内容を同じ「見える教育技術」を用いて授業を展開したとし
ても，そのクラスや生徒の感情など様々な状況や環境が違えば，学びの成否は大きく変わっ
てしまうだろう。岩瀬・寺中（2014）は，教師は様々なスキルが必要だが，「何のためにつか
うのか」，「誰のためにつかうのか」がそれらの価値を規定し，背後にある「考え方」や「あり
方」がないと「やり方」はその場しのぎとなり，授業中に感じる違和感を掘り下げ目の前の子
どもに適切に応じられる「やり方」は創造できないとする。
　教師は，授業中，不安定で複雑な状況において多くの判断を瞬時に行い方略を探るため不
断にリフレクションを行う。そして，授業中に起こる想定外の出来事に対して，あり方や考
え方といった「見えない教育技術」を基に「見える教育技術」を実践する。しかし，本調査
における学生は，【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】に対して全員がリフレクションを
行っていたが，上手く応じることができず困惑したまま過ぎてしまったと感じていた。それ
は，学生にこれまで「見えない教育技術」と「見える教育技術」を一体としてを学ぶ機会が
なく，また，本講義の指導教員である調査者もそのような場を設けていなかった故であろう。
したがって，授業中に経験した【想定外の出来事: 計画と実際のズレ】を基に「見える教育技
術」と一体となる「見えない教育技術」を学んだり問うたりできるリフレクションの場をコー
ディネートすることも肝要だと考えられる。
　では，どのようにリフレクションの場をコーディネートするべきか。若狭谷（2019）は，
自身の実践のリフレクションにおいて，自分が授業中に感じた「なぜ？」について，授業中に
行った「指導技術」と，児童・生徒および教師の「内面理解」の両面から解決することが重要
であり，このためには自分と同じものを見ている人の違う感じ方を知ることが効果的である
としている。授業中の想定外の出来事に対して，自身がみえていること，立場や経験の違う
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他者がみえていることを共有しながら，ズレの要因について「見える教育技術」のみならず，
「見えない教育技術」を一体として他者と学んだり問うたりできるリフレクションの場も学
生の実践的指導力に寄与するであろう。

5　まとめ

　本研究は，教員養成の模擬授業における教師役である学生のリフレクションについて調査
した。学生は，模擬授業を行った後，教室内の映像と主観的な映像が統合された映像をみな
がら，授業中に感じていたことや映像をみながら考えることなどについて発話した。その発
話の逐語録を分析した結果，次のことがわかった。教師役の学生は，生徒の学びに合わせた
教育方法，さらに，内容や学生によっては分かりやすい板書，授業の学習目標に適した時間
配分，ストーリー性のある学習内容を意識して模擬授業を実践していた。一方，自身の話す
力の不足と想定外の出来事による計画と実際のズレが生じていることに気づいてはいるが修
正できないまま実践していた。これらから，教科教育法に関する講義において，個々の学生
の特性に応じた「見える教育技術」に関して実践的に学ぶ機会を導入すべきであることが示
唆された。さらに，経験および立場の違う者同士がみえていることを共有して「見えない教
育技術」についてリフレクションする場が学生の実践的指導力に寄与する可能性について示
唆が得られた。
　しかし，本調査は，学生7名の参加者のみであること，参加者全員の専攻が同じであること
により参加者が限定的であった。また，参加者のリフレクションに関する発話は講義担当者
である調査者に向けられていることなど，調査方法によるリフレクションへの影響について
検討できていないため，条件が限られた中で行われたものである。一方，調査結果となる教
師役の学生のリフレクションの内容や意味構造は，経験の違う授業実践者のリフレクション
と違うのか，違うとしたら何が違うのかの検討には至っていない。今後は，学生とは経験の
異なる熟達教師などの授業実践者としてのリフレクションの様態，そして，学生の「見える
教育技術」と「見えない教育技術」の学びを促すリフレクションの方法について調査を進める。

註
1）ALACTモデルとは，Action:行為，Looking back on the action:行為の振り返り，Awareness of essential 
aspects:本質的な諸相への気づき，Creating alternative methods of action:行為の選択肢の拡大，Trial:試みの
略である。
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Content and Semantic Structure of Student-Teachers’ Reflections 
after Delivering Trial Lessons
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Abstract
　Teacher training courses have been attempted the trial lessons to foster students’ 
teaching skills in real educational practice. However, much remains unclear about how 
student-teachers reflect on them. The purpose of this study is to clarify the content and 
semantic structure of student-teachers’ reflections on their delivery of trial lessons, and to 
consider methods to resolve the issues identified. In the trial lessons, videos were recorded 
of the classroom and from the student-teacher’s subjective point of view. After that, 
the student-teachers reflected on the lesson while viewing an integrated recording that 
combined the two videos. The results showed that, although students were anxious and 
tense in their role as teachers, they had the awareness to employ a teaching method suitable 
to their students’ learning activities. In addition, student-teachers referred their board 
writing skills that were easily understood, time allocation appropriate for learning goals, 
and narrative-style for teaching subjective contents. Student-teachers also mentioned their 
failure to recover from their initial plans when lessons deviated due to their inadequacies 
in speaking ability or unanticipated events. Based on these results, it can be said that it is 
necessary to provide opportunities for students to acquire practical teaching skills, such 
as ways for questioning and writing on the board. Furthermore, this study suggested that 
it would be beneficial for students to learn unobservable values and beliefs concerning 
educational practice with others as topics in the reflections on trial lessons.


