
Title 授業研究会の談話分析 : 2校の授業研究会の比較に基づく研
究の捉えの違い( 本文(Fulltext) )

Author(s) 酒井, 立人; 石川, 英志

Citation [岐阜大学カリキュラム開発研究] vol.[26] no.[1]  p.[42]-[55]

Issue Date 2009-03

Rights

Version 岐阜市立長良東小学校 / 岐阜大学教育学研究科教職実践開
発専攻

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/29423

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



 

- 42 -

授業研究会の談話分析 

－２校の授業研究会の比較に基づく研究の捉えの違い－ 

 

酒井立人*1・石川英志*2 
 

 授業研究会は，教師の授業力を向上させる上で重要であるが，学校によって量的にも質的にもかなりの違

いがある．一人ひとりの教師によって授業や子どもの見方は様々だが，授業研究会で授業や子どもについて

共に語る中で，共有するビジョンが生まれていく．授業研究会の談話には，その学校の文化の特徴が凝縮さ

れている．そこで，Ｈ小学校と筆者の一人（酒井）の勤務校の授業研究会の談話を比較分析することを通し

て，それぞれの特徴を見出し，勤務校の授業研究会の今後のあり方について一つの提起を試みた． 

 

〈キーワード〉 授業研究会，談話分析，反省的実践，技術的実践 

 

１．はじめに 

 筆者の一人（酒井）の勤務校である岐阜市立長良東小

学校（以下，本校と呼称する）は，昭和 49 年度の学校創

立以来，いわゆる研修校（地域の学校であると共に，岐

阜県の教育振興とそのリーダー力量形成の役割を担う学

校を指す）として，学校の主題研究に教科・道徳の領域

における授業研究を設定して実践的な研究に取り組んで

きた．毎年，校内において合わせて 100 回ほどの研究授

業，そのなかで 10 回ほどの全校研究会を行っている． 

 酒井（以下，私と呼称する）は，本校に赴任してから，

授業，子ども理解，学級経営など様々なことについて，

同僚や先輩教師から多くのことを学んだ．特に，授業づ

くりについては，教科部研究会や全校研究会で鍛えられ

た．全校研究会では，教師の手立てが有効であったのか

を見極め，子どもの具体的な学びの姿で語ることが求め

られた．先輩教師に囲まれた中で，緊張しながら，自分

自身の教材観・子ども観・指導観などを結集し，口の中

が渇くのを覚えながら話したことを思い出す．初めの頃

は，授業のどこをどのように見ればよいのかが分からな

かった．だが，数年経つと，子どもがこの場面で言った

ことにはこんな意味があったのではないかとか，教材の

この捉えでいいのか，といった意見がもてるようになっ

た．それまでは，自分が行う授業で，事前に思い描いた

ように進まないことを悩んでいたが，次第に子どもの発

言の多様さを楽しめるようになってきた．他の教師の授

業を見て，いろいろなことを感じるようになってきて， 

 

自分自身の授業も見えるようになってきたのである．こ

れは，授業研究会の中で，自己の実践を問い直し，自分

で実践する中で，非常にゆっくりではあったが，新しい

視点の修得に実感を得ながら教師として成長してきたか

らであるとあらためて思う． 

 しかし，最近の私は違和感を感じるようになってきた．

次第に，何を語るべきかということに悩み始めたのであ

る．安易に「この手立てではなく，こんな方法でもでき

たのでは」と，授業の子どもの姿に意味を見出せないと

いうような感覚で同僚から代案が出されてしまうことに

疑問を感じ始めたのである．なぜなら，子どもの姿から

何をどのように感じたのか，それが手立てとどうつなが

っていると感じたのか，授業者の願いを大切にしている

のか，単元における子どもの変容や成長をどのように捉

えているのか，手立てが有効でないとされたら子どもた

ちの学びに意味はないのか，といったことに触れられず

に語られる言葉に，空虚さを感じ始めたのである．授業

について語ることに，その教師の「観」（教材観・子ども

観・指導観等などの観）が出て，その「観」によって，

他の教師が成長するということを考えると，何を語るか

ということが，授業をつくり，学校をつくる上でまさし

く”命”になると考えた． 

 そこで，授業研究会をめぐる談話分析をして，教師た

ちが授業や子どもをどのように捉え，どのような学校を

つくろうとしているのか，という学校の核になるところ 

*1 岐阜大学大学院教職実践開発専攻(教職大学院)・岐阜市立長良東小学校 *2 岐阜大学大学院教職実践開発専攻(教職大学院） 
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に焦点を当てて，その特徴を明らかにすることで，今後

の授業や子どもに対する構えを明らかにしていこうと考

えた．このように考えるに至る大きな契機となったのは，

Ｔ県Ｔ市立Ｈ小学校への訪問である．同校は，私が授業

や子どもの捉えについて悩んでいたときに出会った学校

であり，派手さはないが子どもに寄り添うひたむきな実

践を永年継続している学校である．本研究では，Ｈ小学

校の授業研究会から学ぶべきことは何か，という謙虚な

気持ちで分析し，本校との比較を行った．さらに，本校

の授業研究会への一つの提起を試みた．それは，授業に

ゴールがないように，授業研究会にもゴールはないと思

うからである．どのように変えていけば自分たちが高ま

るのか，次のステップは必ずあるに違いない．そのステ

ップが描ける教師集団なら高まるが，描けないならば実

践への意欲は停滞し力量は向上しないと考えている． 

 

２．Ｈ小学校の授業研究会 

（１）研究授業の概要 

 －４年生・国語「わたしの朗読－よだかの星－」－ 

 ここに取り上げる研究授業は，小学校４年生・国語「わ

たしの朗読－よだかの星－」という単元の第 18 時（全単

元 30 時間）であり，授業者は担任のＫ教諭である．子ど

もたちは，登場人物の気持ちや場面の様子を考えながら，

場面の様子や心情に応じた表現を模索し，納得のいく朗

読を目指して取り組んでいる．本時は，互いの朗読を聞

き合い，自らの朗読やよだかの心情について見直してい

く場として設定されていた． 

＜「よだかの星」のあらすじと前時の授業について＞

醜い鳥であるよだかが，みんなに嫌がられ，鷹に殺す

と脅されることや，たくさんの羽虫が自分に殺される

ことに辛さを感じ，飢えて死のうとする．よだかは，

お日さま，星であるオリオンやわしに「あなたのとこ

ろへ連れて行ってください．焼けて死んでもかまいま

せん」とお願いをする．その最期に小さな光を出した

いという願いに向かって飛び続けるよだかについての

話し合いである．前時にＴさんは「よだかが死ぬのを

がんばるのはおかしい」と発言している． 

 授業は，教師の「今，よだかの星を読んで，どんなこ

とを思っていますか」という問いかけによって始まった．

最初にＭさんがあたり，「焼けて死んでもかまいません」

と星にお願いをするよだかが，光を出すためにがんばっ

て飛んでいるのはおかしくはないという思いを話した． 

教師が「どんなふうに読んでるの」と尋ねると，Ｍさん

はその思いをさらに掘り下げて言葉にしていった．その

後，Ｍさんは本文中に３回出てくる「焼けて死んでもか

まいません」の部分だけを朗読した． 

 Ｍさんの朗読に対して，Ｔさんは「死に（向かって）

がんばるというのはおかしい」と反論した．さらにＴさ

んは，「がんばったらいいことがあった」という自分の経

験を持ちだして話し始めた．その後，他の子どもたちの

「光を出して死ぬことはおかしいと思わない」「死に（向

かって）がんばるのはおかしい」といった発言が入り交

じった．その中で，Ｕさんは「死は逃げることではない，

意味がないことはない」と発言した．Ｉさんは，「死ぬこ

とをがんばってるんじゃなくて，ちっちゃな光でも出す

（という願いがある）」「死にたいわけじゃない」と発言

した．Ｋさんは，自分のいじめられた経験を出してよだ

かに共感しながら「よだかは死んでしまったから僕の方

が強いかも」と発言した．子どもたちは，よだかの死や

光の価値について考えていたのである． 

 Ｓさんのよだかは「逃げている」「死んだら何もならな

い」という発言に対して，子どもたちの「逃げているわ

けではない」「難しい死を選んだ」という考えが続き，「よ

だかは楽してる」と言うＴさんに，Ｍさんが「よだかが

星にお願いしんかったら何しとったと思う」と尋ねたが，

Ｔさんにはその意図がつかめず，答えようとしなかった． 

（２）部会別授業研究会 

 この研究授業は，学外の一般参観者にも公開されてい

るものであり，部会別授業研究会は，Ｈ小学校における

普段の「授業研究会」と一般の参観者を交えた「研究協

議会」を併せたものである．Ｈ小学校は，研究の中核に

三つの部会によるグループ研究を位置付けている．その

うちの国語部会には，９名の教職員が所属している．参

観者のために，所々で研究に対する説明や話し合ってい

る内容の確認などが行われている．始めの司会者や授業

者の話や研究資料によると，授業研究会や授業は次のよ

うな構えのもとに行われている． 

①授業研究会の構え 

・教科を通して子どもたちの成長を見ていくという子ど

も理解を基盤とした研究である． 
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・子どもの発言がこんな気持ちで出てきた，とか，子ど

も同士がこんな関係性を生んでいる，というように子

どもの姿からの発言を求めている． 

②授業に対する構え 

・教師の働きかけを瞬時に意思決定する「瞬間解釈」を

高めていくように努める． 

・子どもの願いを捉え，よさを見つけ，可能性を伸ばす． 

・「子どもは，子どもながらに，その子どもの内に成長し

つつある考え方の総力をあげて，主体的に新しい問題に

対決していく」と捉え，「くらし発，くらし着」「自分発，

自分着」「Ｈ小学校の子どもの学びは総合的に展開して

いる」を根本に置いている．つまり，教科の枠組みから

子どもを捉えるだけでなく，子どもを丸ごと捉えようと

しており，くらしや学習によって自己が形成されること

を前提に，子どもの考えは経験によってつくられるとい

う見方を大切にしている． 

 研究授業後に部会別授業研究会が行われた．発言のト

ピックの流れを表１に表した．表１は，発言の内容を大

きく「教材」「教師の働きかけ」「子ども・学習活動」「子

ども・個の学び」の４カテゴリーに分けた上で，発言内

容に小見出しをつけ，時系列に並べたものである．１） 

 同一番号で複数の列に小見出しが書いてある箇所は， 

表１ Ｈ小学校の部会別授業研究会での発言内容のトピックスの流れ 

 K：授業者，T：司会者 

No. 発言者 教材 教師の働きかけ 
子ども 

学習活動 個の学び 
1 K  Ｍさんの発言と背景

2 T  教師の指名  
3 K  指名の判断 子どもの関係性

4 S  Ｕさんの背景と発言

5 T  Ｔさんの思い 
6 H  Ｔさんの発言と背景

7 T  Ｔさんの発言 
8 H  Ｔさんの発言 
9 T  切り返し 
10 H  Ｔさんの背景 
11 T  Ｔさんの思い 
12 K  Ｔさんの思い 
13 Y  話し合いの糸口（代案） 発言の言葉  
14 M  Ｔさんの発言と思い

15 T  発言の受けとめ  
16 K  Ｉさんへの指名の意味 Ｔさんの背景 
17 T  切り返し 
18 K  確認 
19 Y  まわりの受け容れ方  
20 T  Ｔさんの発言 

21 N   
Ｔさんの発言に対する

まわりの受けとめ 
 

22 K  迷い Ｋさんの発言 
23 T  確認 

24 K    
Ｋさんの前時までの

様子と思い 
25 T  Ｋさんの発言と思い

26 K  Ｋさんの姿 
27 Y 朗読へのかかわり 話し合いの様子  
28 T  朗読の姿  
29 Y  話し合いの様子  

30 K 朗読の子どもの捉え  活動の意味 
前時の子どもの姿 

Ｍさんの思い 
31 T  確認 
32 H 表現の高まり 話し合いの方向  
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一つの発言内に複数の内容が含まれていることを示す． 

 授業研究会は，協議の中心となっている話題によって

大まかに三つの場面に分けられる．最初の場面（No.1~14）

では，授業者である K 教諭から始まり，Ｔさんの発言か

らその背景や思いの解釈に迫っていった．No.6，8，10

などでＴさんが話した「大きな光なら意味がある」とい

う言葉の解釈が問われ，No.13 では子どもたちが話題に

していた「光を出す」ということにはどのような死の意

味が含まれているかを話し合う必要性が指摘された． 

 二つめの場面（No.15~26）では，Ｔさんの発言を他の

子どもがどう聴いていたかが話題になった．No.19 では，

T さんの発言に対する周りの仲間の雰囲気が必ずしも受

容的なものではないことが指摘された．K 教諭は No.22

で，Ｔさんの発言があったからこそＫさんの発言がつな

がって出てきたことを述べていた．No.25，26 では，Ｋ

さんの「僕はよだかよりも強い」という発言の背景にあ

るものを推察する必要性が指摘され，今後の計画を見直

すことが述べられた． 

 三つめの場面（No.27~32）では，朗読や読解など教材

や単元にかかわることが話題になった．No.27 では，朗

読と読みのつながりの弱さが指摘された．これに対して，

K 教諭は子どもは読みと朗読をつなげて取り組んできて

いるが，皆の前で朗読することは自分をさらけ出すこと

を意味し，勇気を要することであり，それを乗り越えて

いくのはこれからだと述べた．このように，協議はおお

よそ授業の文脈に即して行われた． 

 なお，この授業研究会は，外部公開が一つの目的とさ

れており，30 分程で参観者を交えた協議に移った．Ｈ小

学校教職員による協議の続きは後日行われる． 

 

（３）授業研究会の談話の特徴 

 表１の４つのカテゴリーのうち，「子ども・個の学び」

についての発言が最も多い．このカテゴリーに属する発

言は，子どもの発言からその背景や思いをどのように解

釈するかに関して，参観したベテランの教師，若い教師

（講師），Ｋ教諭授業者本人が発したものであり，ここで

はその発言内容を考察する．授業を参観した教師の「子

ども・個の学び」のカテゴリーには以下のような発言が

振り分けられた． 

 

H 教諭 No.6 
 Ｔさんのそこの聞き方なんですけど，今日のＴさんは，大き

な光と小さな光という発言でありましたよね．小さな光を出す

ためにがんばるのはおかしい，大きな光だったら大きな意味が

ある，で，大きな光なら鷹に嫌なこと言われても分かってもら

える，小さな光なら空を見ても見えないかもしれない，という

ふうなことを，だからよだかは納得いかないと，一回目の発言

で言ってましたね．それを聞いてたときに，Ｔさんの今のくら

し（学校生活）の中で，大きな光，つまり他から見られて，意

味のあること，或いは，学級の中で認められたい気持ちとか，

何かがんばれたからこそ自分が納得のいった結果を得られたと

か，それともないからこそ悶々としている彼女なのかなという

ふうなことを思って，何かすごく他を意識しているＴさんとい

うふうなことを感じたんです． 

同 No.8 
 大きな光というか，何かね，すごくこっちで納得いかないと

いう全体（話し合いによる集団学習）で 22 日（前時のこと）

の発言はあったんだけど，死にたいから，ここでは納得いかな

いということをすごく思っていて，それの裏付けが，その後の

22 日から今日までの一週間の一人学習（一人で読みを深める学

習）の中で，それこそ経験とつながってきてるのかなってゆう，

何かそこを見ようとしている，だから，大きな光というのにど

ういう意味を持とうとしているのかっていうの（Ｔさんの考え

を深めるポイント）が一つあったんですよ． 

同 No.10 
 事前の捉えでもあったけど，（Ｔさんは）友達との関係で悩ん

でいた時期があった．そのようなよだかを彼女が，よだかに対

して心を寄せる，思いを寄せるからこそ，友達から無視されて

いた悲しいときの自分の思い，辛さであったり，逆に，今それ

を乗り越えて，今の私をつくっているＴさんが大きな光という

ものを，持っているのかなと，持とうとしているのか，持って

いるのか，（という解釈ができるのではないか）ちょっと曖昧な

んですけど． 

 

 Ｔさんの発言の文脈に即して，彼女にはどんな思いや

経験があるのかを考えていた．授業研究会の中では，「経

験」という言葉が盛んに使われていた．当日の研究授業

だけでなく，前時の姿やそれ以前の日常的な経験とのつ

ながりを考え，子どもの学びをより複雑な網の目の関係

のなかで捉え直そうとしていることがわかる． 

 次に，授業者の K 教諭は以下の発言に見られるように，

学級の仲間に認められているからこそ強く言い返してい

ける，とＴさんの発言の根底にあるものをあらためて見

直していた． 

K 教諭 No.16 
 あのときの意識は何だったかなと思ったときに，切り口とし

て彼女が根幹的に持っていたもの，死ぬことでこれ以上苦しい

ことがない，嫌なことが起きない，観念的なものですよね，で，

Ｕさん（「死ぬことは，逃げることでもないし，意味がな



 

- 46 -

いことはない」という内容の発言をした）に対して，こう

いうふうに私は思うよっていう姿（「死んだら嫌なことが

なくなるから，楽なことだと思う」という内容の発言をし

た）を，うーん，Ｙ先生，Ｈ先生，Ｍ先生の話を聞きなが

ら，まあ，（学級の仲間から）認められてないかっていう

と，認められてると僕は思うんですね．だから，逆にああ

いうふうに強く言い返していけるし，あれもしも，本当に

認められていない状況であれば，自分たちを益々苦しくし

ていくだけのことで，途中で止めてしまうと思うんです

ね．自信が彼女の中にあるからこそ，あれだけ強く立ち向

かっていけるし，立ち向かっていけるＴさんだと思うんで

すね．関連を見ていったときに，Ｔさんにもう一度あそこ

で，自分の意見を，強く主張していくか，と言われたとき

に，今度は周りの子たちが，どうそれ（ＴさんとＵさんの

対話）を聞いてくるのかという思いで Ｉさんをあてました．

点で言い合ってたところを集団にもう一回返していって，

意識してあそこではあてました． 

 

 授業研究会の発言数は全部で 32 回であり，そのうち司

会者のT教諭は12回あるが，一般参観者への説明が多い．

授業者の K 教諭は 9 回である．Ｋ教諭は授業場面を生き

た実践者としての感覚や意識を丹念にたどりながら，Ｔ

さんの考えやそれをめぐる周囲の考えに対する授業での

判断や選択を瞬時に決定した「瞬間解釈」について，自

分の言葉で語ろうとしている．授業のさなかで行われた

判断や選択を自らの言葉でスト－リーにすることによっ

て，意味付けようとしているのである． 

 次に，経験年数の浅い講師の S 教諭の発言を示す． 

S 教諭 No.4 
 お願いします．今日のＵさんなんですが，よだかの死と

いうものに対して，Ｔさんが，Ｓさんはまったくできない

んだというところで，よく叙述から読解してきたものを持

ち出してくるんですが，今回も，本の始まりが，実に醜い

鳥というところから書いてあって，「でも，Ｓさんには支

えてくれる友達がいるけど，よだかにはないでしょう，で

もライバルがいるからがんばれる，自分自身はライバルが

いるからがんばれる」ということを話したところがあった

と思うんですが，先日の朝の「くらしのたしかめ」（朝の

会のフリートークの時間）の場面をそこで思い出しまし

た．先日の朝の「くらしのたしかめ」では，Ｎさんという

お子さんは，学級で反応を一番にするということに対し

て，Ｕさんは，先にされるのが，すごく悔しいという話を

してきたんですね．で，競争してるの，何が悔しいの，と

周りの友達から言われて，何が悔しいか分からないけど，

羨ましいというか，というふうに言ってきています．Ｕさ

んにはお姉ちゃんが二人いて，結構よくできるというか，

そういう姉に対する憧れだとか，自分よりよくできる仲間

だったり，そういうものに対して，すごく憧れをもってい

るんじゃないかと思っています．ライバルがいるからがん

ばれるっていう言葉も，決してライバルというのはただ単

に敵対する相手ということじゃなく，競い合って磨き合う

仲間というか，そういうものを，大事にしているというか，

Ｕさんにとってはすごく大事なもので，昨日からお姉ちゃ

んだったり仲間だったり，もっといいなあと思う存在を見

ながら，自分自身は努力してきていると感じている，すご

く努力は大事なものだと感じているＵさんだからこそ，す

ごくその結果が死とあるんですが，輝ける，輝きたいとい

う思いに向かってがんばっているよだかを評価している

Ｕではないかなあというふうに，今回，先日の「くらしの

たしかめ」とつないで，アピールしてきたような気がしま

した． 

 

 彼女も，Ｕさんのもっている願いと彼女の読みをつな

げて発言している．Ｈ小学校の授業研究会で大切にされ

ている「子どもの事実から背景や思いを捉える」という

視点は，年齢に関係なくどの教師も持っていた．また，S

教諭の「自分自身は努力してきていると感じている，す

ごく努力は大事なものだと感じているＵさんだからこ

そ，すごくその結果が死とあるんですが，輝ける，輝き

たいという思いに向かってがんばっているよだかを評価

しているＵではないかなあ」という語り口は，Ｈ小学校

の教師たちに特徴的なものであると考えられる．子ども

の一つの属性を捉え，そこに子どもの総体を見出そうと

する構えがよく表れている．それは，子どもの願いを見

出し，その言動とのつながりに留意して，子どもの学び

をその生活の文脈のなかで捉えていこうとする見方や考

え方である．研究会の場において，このような教師の見

方考え方を子どもに即して具体的に提起し共有するＨ小

学校の授業研究の土壌に感激を覚えざるをえなかった． 

 次に，表１からトピックスの流れについて考えた．Ｔ

さんの発言からその背景や思いについての解釈を深めた

No.6~20 の場面で，教師たちが考える足場とする彼女の

言葉を追ってみると，以下のようであった． 

発言者 教師たちが着目したＴさんの発言中の言葉 

No.6
小さな光を出すためにがんばるのはおかしい大

きな光ならわかってもらえる 

No.7 大きな光 

No.10 大きな光 

No.11 小さな光を出すためにがんばるのはおかしい 

No.12 死はそこで終わってしまう 

No.13 光を出す 

No.14
学校で嫌なことあったけど，がんばったらいいこ

とがあった 

No.20
輝くがんばる姿はいいんだけど，死ぬこと自体が

だめ 
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 この過程をみていくと，子どもたちの「光」の意味を

問い直し，Ｔさんの「死」を捉え直し，彼女の経験との

つながりを探っていくという文脈が形成されていくのが

わかる．子どもの発した言葉をつなげて共有する足場を

構築しながら，解釈を深めていく．そして解釈を深める

なかで，「星」になることの意味を明らかにしていかなけ

ればならないという学級の子どもたちの今後取り組むべ

き課題を明らかにしていったのである． 

 授業研究会では，子どもの実名を出してその発言を構

成する様々な表現からその背景にあるもの，彼らの思い

や願いを推察し，それらをつなげて深めていくことに重

点が置かれていた．そして，そうした授業の事実，背景，

思いを踏まえて，必要な教師の働きかけや，子どもと教

材のかかわり，学習活動の意味等について検討していた．

この授業研究会は時間の制限があったことから，量的に

は「教材」や「教師の働きかけ」についての検討が少な

いように見えるが，一週間前に事前検討会がなされてお

り，それ以前にも継続した検討が行われていた．「教材」

や「教師の働きかけ」について授業者が提案したものを

何度も検討したものは，既に分厚い冊子となっていた． 

 最後に，Ｈ小学校の教師や授業の構えについて考えて

みたい．子ども理解を深める研究として，子どもの「く

らし」と学習をつなげて捉えていく構えは魅力的であっ

た．今までに自分が行ってきた授業においても，あるい

は参観した授業においても，学習と「くらし」はなかな

かつながらないものが多かった．しかし，Ｈ小学校の子

どもたちは，ごく自然に自分の経験を持ちだして話す．

自分の生活を見つめたところに生まれる喜びや弱さや葛

藤等を含み込んだ自分の現在の在り様を語る．そんな自

分の経験や観念を拠り所にして問題に向かう姿や，他者

の抱える弱さや脆さに正対し，耳を傾けて受容していく

仲間の姿に感動した． 

 一方，疑問に感じたこともあった．次の発言に見られ

るように，子どもの姿を常に経験と結び付けて考えてい

くが，姿として表出されるものは，内面のほんの一部で

あり，一面的な理解に陥ってしまわないかということも

感じた． 

Y 教諭 No.13 

 今日の授業は，Ｋ先生も言われたけども，Ｔをますます硬く

しているような感じがしたんですね．ということは，なぜ，硬

くなったかということは，考えてみたら，やっぱりその，自分

のその今の立場，クラスの中で，認められているとか，いない

とか，関係あるんじゃないかなっていう，言えば言うほど，僕

には，そのお互いに理解していっているようには見えなかった

んですね． 

 

 また，授業研究会では，一部の発言した子ども（11 名）

が話題の中心となっていたが，発言しなかった多くの子

どもたちについては話題にならなかった．研究授業が 45

分間話し合いで，授業終了後に全員が授業で感じたこと

をノートに書いていたが，そこに書かれたことや発言の

なかった子どもに対する授業者 K 教諭の捉えも話題とさ

れることはなかった．学級全員の学びをどのように見取

り，子ども理解を深めているのかは，疑問であった．こ

れらの疑問は，その場限りの参観に基づく情報の不足か

ら生じた主観的なものかもしれないが． 

 

３．岐阜市立長良東小学校の授業研究会 

（１）研究授業の概要 

 －１年生・国語「たぬきの糸車」－ 

 研究授業は小学校 1 年生・国語「たぬきの糸車」とい

う単元の第 9 時（全単元 13 時間）であり，授業者は担任

の O 教諭である．子どもたちが読み深めた「たぬきの糸

車」のお話の好きなところを個々に選び，紹介する文を

まとめ，仲間と紹介し合う場として設定されていた． 

 授業は，O 教諭の二つの紹介文の演示から始まった．

一つめは，紹介したい文だけを抜き出したもの，二つめ

は読み深めた内容や感想を付け加えたものであった．子

どもたちは，一つめの演示の後，驚きの表情を見せた．

二つめの演示の後には，二つの演示が随分違うことを口

々につぶやいていた．その後，二つめの演示のよさにつ

いて話し合い，「しょうこ（根拠となる叙述）」「おはなし

ことば（読み深めた内容）」「かんそうのことば（自分の

感想）」を入れて紹介文を書くことになった． 

 子どもたちは，紹介したい文を黙読，音読し，一斉に

書き始めた．「おすすめポイント」はすでに考えてあるよ

うで，どの子も書く活動に入っていた．子どもたちは，

紹介文を「しょうこ」「おはなしことば」「かんそうのこ

とば」の三つの枠を設けたワークシートに書いていた． 
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 書き終えた頃から，ペア交流が始まった．始めに隣の

子と交流した．聞いた方は，「ふ～ん」「（自分と）違う

けど，そこもいいね」などと返していた． 

 最後に，学習を振り返ってワークシートに自己評価を

書いた．二人が指名されて，学習の振り返りを発表した． 

（２）全校研究会 

 全校研究会は，本年度（平成 20 年度）最後のものだっ

た．本校の研究は，学校の研究主題のもとに個人研究テ

ーマを設けて展開する個人研究が中核となっている． 

 協議の司会者は，国語科の主任が務め，外部講師を招

いて行った．協議には 29 名が参加した．校長，教頭，教

務（研究推進委員長兼務），生徒指導主事は，協議中は発

言せず，協議が終わってから，気が付いたことを話すこ

とになっている． 

 研究授業後に全校研究会が行われ，70 分ほどの協議の

後，50 分ほど教務，教頭，外部講師からの指導があった．

発言のトピックスの流れを表２に表した．表２は，発言

の内容を大きく「個人研究テーマ」「教材・指導計画」「本

時の捉え・教師の働きかけ」「子ども・学習活動」「子ど

も・個の学び」の５カテゴリーに分けた上で，発言内容

に小見出しをつけ，時系列に並べたものである．同一番

号で複数の列に小見出しが書いてある箇所は，一つの発

言内に複数の内容が含まれていたことを示す． 

 全校研究会の協議の中心となった話題の展開は，およ

そ三つの場面に分けられる．最初の場面（No.1~25）は，

授業者である O 教諭から始まり，子どもたちに教師の願

う姿がＹさんのような「好きなところを見つけられてう

れしい」「好きなところがわかってもらえてうれしい」

「もう一度読んでみたい」という姿であることや，授業

者が提示した紹介文に子どもの使う言葉を入れたという

指導案の変更点について説明があった．始めに，授業者

への質問の時間を用意し，次表にみる質問が出された．

O 教諭はその都度答えており，No.18 の質問に対する

No.19 の応答において，Ｗさんの姿をもとに自分の見方

を話していた． 

 二つめの場面（No.26~39）では，ペア交流の様子

や紹介文や振り返りの記述から，教師の手立ての有

効性が検討された．No.27 では，Ｗさんのペア交流

では聞き手が返す言葉がなかったことから形式的な

交流であることが，No.28 では，Ｈさんの姿や課題  

をつくる子どもたちの姿から紹介文を交流すること

よりも紹介文を書き上げることに子どもたちの願い

があったことが指摘された．しかし，No.34 では，

Ｓさんはペア交流で相手の話し方のよさを取り入れ

話し方が変容したことや，No.36 では，Ｈさんの振

り返りの記述から，紹介文をペア交流したことに喜

びを感じていることに基づいて，ペア交流の意味が見出

された． 

 三つめの場面（No.40~49）では，ペア交流の様子や紹

介文や振り返りの記述から，他の教師から本時の指導計

画の代案が出され，指導の改善の在り方が指摘された場

面であった．No.42 では，ＮＤさん，ＮＧさん，Ｍさん

の紹介文が皆で読み深めてきたたぬきとおばあさんの思

いに触れていることから，ペア交流よりも学級の皆の前

で話すことでよさを感じ合うことにこそ，より多くの意

味があることが指摘された．ペア交流については，No.45，

48 で，わけや根拠になる部分を交流することや，No.46

で，学び方としての聞き手の指導の必要性が指摘された．

No.49 では，読んできた過程で繰り返し出てくる言葉な

どに注目して読み深める必要性が指摘された． 

（３）全校研究会の談話の特徴 

 全校研究会には 29 名が出席していたが，発言者は 16

名であった．時間が十分になく，発言者が限られた． 

 表２の三つの場面を発言数からみると，質問と応答の

第一場面がおよそ半分を占める．授業者の描いていた本

発言者 質問の内容 

No.3 紹介文をペアで交流し合う活動の聞き手の聞き方 

No.5 
テーマで願う姿とつなげてペア交流で聞き手に

願う姿とその順序性 

No.6 テーマとつなげて聞き手の聞き方 

No.8 願う聞き方でテーマの具現につながるか 

No.10 発達段階による聞き方の違い 

No.12 自然な聞き方はないか 

No.14 今までの学習のペア交流の形態 

No.16 初発の感想交流のやり方 

No.18
初発の感想の実態，評価規準のＡＢＣについて

の基準 

No.20 読書に親しむ態度，読む能力の評価の時期 

No.22
読書に親しむ態度と読む能力のＡＢＣについて

の基準 

No.24 読む能力の評価規準 
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時の子どもの姿について，ペア交流の姿や評価規準から

具体化することが求められていた．質問の時間が長いの

は，事前の授業検討会で教師の手立てや子どもを見取る

視点について十分な話し合いを行うことができなかった

ためであろう． 

 次にカテゴリー別にみると，「本時の捉え・教師の働き 

かけ」についての発言が最も多い．第二，三場面では，

教師の手立てが有効かどうかが話題の中心であった．例

えば，以下のような発言があった． 

 
M 教諭 No.28 
 私は，Ｈさんを見ていたんですが，手立ての有効性というと

ころで，最初の，読み取りの手立てで，先生がプリントを準備 

表２ 本校（岐阜市立長良東小学校）の全校研究会での発言内容のトピックスの流れ 

O：授業者，Y：司会者  
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されていたんですけど，この手立てはＨさんの姿を見ていて有

効であったと思いました．なぜかというと，Ｈさんは文章を書

くときに，何度か書こうとするんですけど止まって，ずっと考

えながら，でもプリントを何度も読み返しながら自分のその意

見を書いていて，その姿が何度も何度も見られたので，その手

立てはＨさんにとっては有効であったと思います．あと，その

交流については，Ｈさんの姿を見ていて，交流は交流というの

があったから交流していて，交流したいという意識があったか

効であったと思いました．なぜかというと，Ｈさんは文章を書

くときに，何度か書こうとするんですけど止まって，ずっと考

えながら，でもプリントを何度も読み返しながら自分のその意

見を書いていて，その姿が何度も何度も見られたので，その手

立てはＨさんにとっては有効であったと思います．あと，その

交流については，Ｈさんの姿を見ていて，交流は交流というの

があったから交流していて，交流したいという意識があったか

っていうと，その姿からはちょっと，交流しているときの姿か

ら感じられなくて，それは何でかっていうと，Ｈさんは話すん

ですけど，ペアの子に一生懸命話すんですけど，自分で書いた

のを必死に読んでいるという感じがしたので，今日先生が子ど

もたちが書いて交流するのは初めてと言われて，書くことはす

ごく，交流したい，交流するぞ，交流するために書くぞってい

う意識よりは，今日自分のおすすめのを書き上げるというとこ

ろに意識がすごくあって，それは課題化（課題をつくる場面）

のところでも先生は，先生が，おはなしことば，かんそうのこ

とばを入れておすすめの文を書こうと子どもが言いかけて，先

生は書いて，書いて交流というところは先生が誘導されたよう

な感じがして，子どもたちの意識は書き上げるというところが

あったから，そこに意識が集中して，交流でペアの子に伝えた

いという，私が見ていたＨさんは薄かったんじゃないかなと思

いました． 

 
子どものつぶやいた言葉や姿から子どもの意識を丁寧

に捉えて，子どもにどのような願いがあったのかを探っ

ているが，教師の手立ての有効性の検証という目的に沿

って子どもの捉えが限定されている．最終的に手立てが

有効であったか否かに帰結する発言が全体として大きな

割合を占めている． 

 次は，ペア交流という手立てから，一人の子どもの変

容を丁寧に見取ろうとする教師の発言である． 

 

IS 教諭 No.34 

 今日の交流の様子について，観察対象児（抽出児）のＳさん

の方を見ておったんですけど，僕は交流をすごくこの子にとっ

てよかったなと思ったんです．なぜかというと，一番最初にＳ

Ｚさんと交流していたときには，ただただ読んでいた．でも，

ＳＺさんはどんな読み方をしたかというと，読んだ後に教科書

を開きながらこういうところがよかったと「しょうこ」を示し

ながら読んだんです．で，その後，Ｔさんと交流したときには，

今度はそこで多分この子（Ｓさん）はそれを取り入れようと思

ってやったと思うんですが，自分も「しょうこ」のところを教

科書見せながら話すようになりました．というふうに，交流を

することで，この子は学べたんじゃないかなあと思いました．

もう一つは，その後に，Ａさんと交流をしたときに，Ｓさんが

自分のおすすめを話したときに，Ａさんは感想として「しょう

こっていうと，ありがとうというのが書いてあってすごくいい

ね」と感想を言ってくれた．で，そのことは，Ｓさんの中でど

ういうふうに落ちたのか，嬉しかった，そういうのはちょっと

見ていてもわからなく，最後の振り返りにも出てこなかったん

ですけど，交流をすることでいろんな感想が聞けたということ

は，この子にとってはよかったんじゃないかなあと思いました．

一番最後の振り返りのところにも書いていたんですが，この子

の振り返りは，交流をしてみんな書いていない場面だったけど，

言葉がわかりやすく書いてあるから，だから私も書いてもいい

かなと思ったよ．この感想自体も，今日の学習でやってきたよ

うに，だからと根拠が書いてあったりと，こういうことをして

学ぶというのはよかったんじゃないかなあと思いました． 

 

 IS 教諭は，ペア交流が形式的なものになっているので

はないかという発言が多い中で，Ｓさんを継続的に追い

かけて彼女の学びの発展（変容）を発見して，研究会の

場で伝えようとしている．ペアとなったＳＺさんの姿か

らよさを取り入れて学び，それを T さんとのペア交流で

活かすＳさんの姿を見出していた． 

 次に，授業者の O 教諭が，自分の見方を変容させるこ

とはあったのかどうかを，次の発言から考えた． 

 

O 教諭 No.37 

 交流についてですが，まず交流活動のあり方についてですが，

突き詰めると「話す・聞く」になっていってしまって，交流で

のこういう力というと，話す力であったり聞く力になってしま

うので，私も今回整理がつかなかった部分はあったんですが，

話し方や聞き方については，話すこと聞くことに関する指導は，

本時，というか別の場所ではしていますが，で，えっと，あの

ー，この，先程から何回も話しているんですが，この読むこと

の中で，感想ということでの，指導要領でも出ているんですが，

共感的に聞き合う交流であるということは書かれているので，

話す聞くの関係がちょっとわからないですが，話し方・聞き方

ではなくて，共感的に聞き合う，聞き合える，そして聞いても

らえてよかったな，嬉しいな，そういう交流活動であれば，聞

いてもらえて嬉しかったな，嬉しかったよっていう，そういう

思いがあればいいと思ってます．書いてあるものを書けば読む

のが精一杯で，書いてあるものを上手く話せっていうのは無理

なので，書いてあればその通りになって読んでしまうと思いま

す．でもそれは，話したくないということではなくて，一生懸

命伝えている姿だと思います． 

 

 O 教諭は研究会冒頭の No.4 で「共感的に聞く」ペア交

流のあり方をめぐって説明し，終了近いこの時点で同じ

ようなベクトルでそうした説明を続けている．そのなか

で，1 年生段階の交流における「書く」と「話す・聞く」

の関係性，相互的発展の難しさをめぐる自分の迷いを発

信している．こうした展開は，自分の見方を変更させな

ければならないほどの新たな視点を獲得したり，あるい
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は自分の迷いを新たな次元で捉え直したり解決したりす

ることを同僚との協働で実現に至らなかったことによる

のではないかと推察される．それは，授業研究会の場が

本校では「授業者の実践の有効性を主張する場（容易に

相手の考えに流されず自分の主張を貫くべき）」とこれま

で認識されてきたことにもよるのかもしれない． 

 次に，表２からトピックスの流れについて考えた．

No.3~17 の場面では，ペア交流の聞き手の聞き方につい

て O 教諭が「共感的に聞く」ことを述べ，「話をして『「違

うよね』ではなく『ふ～ん』という心からの言葉で返す」

「それ以外の言葉を子どもたちは持っていない」という

自分の見方を話し，それに対して，子どもの姿，発達段

階，今までの学習，初発の感想交流等様々な視点からペ

ア交流のあり方についての捉えが問い直された．No.19

で O 教諭は，Ｗさんの紹介文の記述が，単元の初発の感

想と変わっていなかったことについて本人に尋ねたこと

を話した．自己の実践を見直し，Ｗさんの内面の変容に

目を向けようとした．No.18~25 では，個人研究テーマや

好きなところを見つけるという点から，子どもを見取る

視点（評価規準）を明確にしようとした．No.26~49 では，

教師の手立てである「ワークシート」「交流活動」「振り

返り」が子どもの姿から有効であったかが検討された．

特に，No.40~49 では，手立ての意味やあり方を問い直す

ことが検討された． 

 最後に，本校の研究の構えについて考えた．No.36 で

M 教諭は次のように話している． 

 

 皆さんの意見を聞いて自信がなくなったので．Ｈさんは最後

の感想のところで，Ｙさんから「ばしょがちがうけど，いいね

っていわれたからうれしかったよ．こんどはじぶんだけでさい

しょからさいごまでよみたくなったよ．」と振り返りをしている

ので，その最後の振り返りだけを考えると，交流に意識がいっ

ていて嬉しかったよという気持ちがあるから O 先生が言われた

みたいに，受け容れてもらって嬉しい気持ちになったから，交

流は有効であったのか，私が交流のときに読んでいるような子

がいたが，読むことに意味があるのかわからなくなって，皆さ

んの意見を聞いてわからなくなったので，その感想から先生は

有効であったかどうか教えてください． 

 

 はたして有効であったのか，それは明確に言い切れな

いものがある．行動として出現したものから推測するこ

としかできない．だが，話し合っている教師たちの目の

前には今までの子どもたちのノートもなければ本時のワ

ークシートもないのである．また，40 人近い学級の子ど

もたち一人ひとりの様相は異なる．授業直後に，数名の

子どもの姿を話題に，有効かどうかを判断することはで

きないだろう． 

 手立ては大切だが，授業研究会の協議の目的は，手立

てが有効であったか否かではないと考える．その理由を

三つ挙げたい．一つめは，手立てを話題の中心にすると

「教材」「子ども」「教師」が不在となりがちになること

である．話題となる手立ては方法論が多い．授業は関係

的重層的なもので，方法だけを取り上げて，この方法な

らうまくいきますという単純なものではない．二つめは，

生きた授業の中での出来事にもっと目を向けるべきだか

らである．手立てというものは，授業が始まる前に準備

されているものが多い．いくつかの手立てが授業が進む

につれて計画通り出てくるのである．しかし，教師の力

量として重要と考えられる「即興的思考」「状況的思考」

「多元的思考」「文脈化された思考」「思考の再構成」２）

は，授業の中で刻々と変化していくものである．始めか

ら計画された手立てを話題にしているだけでは，教師の

力量形成は図れないだろう．三つめは，子どもの見方へ

の問いである．手立てが有効ということは，教師が手立

てを打ったから子どもができたという意味合いが強いよ

うに感じる．そこでは，たくましい子どもの姿は描きに

くい．与えられたら一生懸命取り組むという子どもの姿

である．もしかしたら，教師の手立ては小さな契機に過

ぎないかもしれない．子どもが自らに内在する力を，教

師の手立てを契機として表出し，問い直し，発展させて

いると考えるべきではないだろうか． 

 それでは，授業研究会の協議の目的はどのようなもの

にすべきなのだろうか．私は，本校でも大切にしてきた

「子どもの具体の姿で語る」ことに重要な鍵があるよう

に思われる． 

 

４．Ｈ小学校と本校の比較から見えてくるもの 

 Ｈ小学校の研究は，子どもの事実からその背景にある

や思いを捉えることに重点が置かれており，「反省的（省

察的）実践」といえるだろう．「反省的実践」とは，教室

の事実と事実の間の見えない複雑な関係を読み取って，

そこに生起している出来事の意味や経験の意味を探究す

る研究である．その出来事や経験の意味を「物語的認識」
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において表現し，その探究と表現を通して，実践者とし

ての省察と選択と判断を支える実践的見識を一人の教師

として個性的に形成するものである．３） 

 本校の研究は，手立ての有効性を検証することに重点

が置かれており，「技術的（工学的）実践」といえるだろ

う．カリキュラムの開発と評価を目的として，仮説の正

しさや手立ての有効性を追求し，一般化された指導方法

を広めることにいわゆる研修校としての学校の使命を置

く．「技術的実践」は，どの教室にも応用可能な「一つの

真理」を追求し，唯一の認識と唯一の技術（プログラム）

を共同で求めるスタイルで研究を組織する．４） 

 Ｈ小学校の実践研究（反省的実践の授業研究）と本校

の実践研究（技術的実践の授業研究）を比較すると，次

のような違いが捉えられる． 

○反省的実践は，子どもに帰結するが，技術的実践は

手立ての有効性に帰結する． 

○反省的実践は子どもの総体を捉えようとするが，技

術的実践は子どもの断片化した諸能力に注目する． 

○反省的実践による授業研究会は，子どもの言葉や姿

から子どもの思いや背景の解釈をきめ細かに語り合

い，それを基盤として教師の解釈や判断を問い直す

ことに重点を置くので，実践の文脈に即した即時的

な判断や選択に関わる実践的見識を培うことにつな

がる．技術的実践による授業研究会は，事前に準備

された指導方法や活動形態の効果を対象とする協議

が中心となる． 

 子どもの総体を捉えるということは，子どもを物語的

認識において文脈のなかで捉えるということである．ど

んな願いをもっている子どもなのか，どんなよさをもっ

た子なのか，今後の発達の具体的な芽はどこに潜んでい

るかなどを，点である言動や経験を整合的につなげて，

彼の学びの全体像，その可能性を見出していくというこ

とであろう． 

 

５．本校の授業研究会のあり方 

 本校の授業研究会のあり方について考察する前に，研

究様式に違いがあるのはなぜかということについて考え

ておきたい．それは，一言でいえば，歴史性や地域性に

由来するものだからであると考えられる． 

 Ｈ小学校が昭和 34 年に出版した『授業の研究－子ども

の思考を育てるために－』（明治図書）には，「ひとりひ

とりの子どもの考えには，それぞれ根拠がある．どんな

つまらない発言の中にも，その子どもの過去の学習経験

や生活経験が織り込まれているのであって，どの子もど

の子もそれぞれに，その子なりの独自な考えかたの背景

を背負って個性的に問題に対決しているのである．学習

指導は，まずこのような子どもの考えかたの特質を認め，

その言い分を素直に聞き入れることからはじめなければ

ならない」と，研究に対する信条が記されている．Ｈ小

学校では，経験主義を基盤とする教育・研究が受け継が

れている． 

 本校は，昭和 49 年に岐阜市立長良小学校より分離して

創立された．初代校長の平光軍一は，研究要録に「研究

はすじ道をたて，できるだけ科学的に進めたい」「仮説を

たて，それを実践し，仮説の検証をするようなすじ道で

研究するようにしたい」と記している．当時の長良小学

校の研究様式やそこで主張された指導技術の科学化を取

り入れることによって始まり，今に受け継がれている． 

 このように歴史性や地域性があり，受け継がれてきた

ものには，それぞれを育んできた土壌があり，教師文化

や学校文化とも深く関係している．それだけに，本校の

教師たちにとって，反省的実践の授業研究は，違和感を

感じたり，自己の存在価値を揺るがされたりするものか

もしれない．しかし，本校の教師のなかにも反省的実践

の研究にふさわしい見方や考え方は豊かに潜んでいると

考える．自分の授業で，子どもに願いをもたせることを

大切にして実践している教師や，個の学びを連続して見

取り，変容を詳細に捉える教師は多い．それは，上述の

３．で紹介した教師の発言にみるとおりである．授業構

想に力を入れている教師たちだからこそ，Ｈ小学校の反

省的実践に学ぶことで，さらに質の高い実践研究になっ

ていくだろう． 

 それでは，本校における授業研究会の協議の目的とし

て，どのようなものを設定したらよいのだろうか．ここ

で次の 3 点を提案したい． 

○子ども理解を深める 

子どもがどのような願いをもって，どのような文脈

で，授業に向かい，教材・他者・自己へどのようにか

かわっているかを解釈する力をつける． 
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○教師の力量を磨く 

授業の中で，どの子どもの学びを，どんな視点で，

どのように捉え，何を瞬時に判断して働きかけたり，

計画を修正したりしたのかを考え，教師の出方を吟味

し判断する力をつける（見守る場合も含めて）． 

○子どもへのまなざしを幅広く豊かなものとする 

子どもを見るものさしをもっと多様に，もっと広く

もち，価値を多面的に見出す構えをもつようにした

い． 

一つめの「子ども理解を深める」について大切にした

いことは，子どもの文脈を考えることである．授業の中

で，子どもにいかに力を付けるか，と能力面を意識する

あまり，相対的に他の部分が見えにくくなっているよう

に思う．子どもが力を発揮するときは，願い，やる気，

人間関係，見通し，場など様々な要因がある．教師が提

示したようにやらない，教師が促した方には進まない，

それを手立てから見るのではなく，子どもの文脈で，ど

んな願いが彼を突き動かしているのか，彼は何にこだわ

りたいのかを見ていくべきである．それを見取るために

は，彼の普段の行動を見て，どんな人間なのかを理解す

ることがベースになる．子ども理解を深めなければ，子

どもの学びは捉えられない． 

 二つめの「教師の力量を磨く」については，「即興的思

考」「状況的思考」「多元的思考」「文脈化された思考」

「思考の再構成」という授業の中で必要となる力量を磨

くということである．そのためには，次の三つのことが

重要になる．一つめは，授業の事実をどれだけ見取るか，

ということ．そのために，子どもの発言の言葉，動き，

つぶやき，表情，かかわり，働きかけなど様々なものに

目を向け，つかみとることが必要である．二つめは，授

業の事実をどのように解釈するか，ということ．そのた

めには，「教師が捉えた事実から具体となった子どもの

姿」と「子ども理解」を絡めて，どうつながるのかを解

釈していくのである．三つめは，教師の出方が子どもに

とってどのような価値があったかを判断すること．教師

の出方といっても，教材や指導計画，活動形態などを含

むが，授業の中での出方に注目していきたい．子どもの

学びが発展した契機はどこにあったのか，教師のどのよ

うな働きかけに価値があったのか，どこにこだわらなけ

ればならなかったのかを突き詰めていくことに重点が置

かれるべきである． 

 三つめの「子どもへのまなざしを変える」については，

子ども観・指導観の転換ともいえる．私は，教師の指導

や評価のものさしが画一的になっていくことによって，

子どもが均質化標準化しているように感じている．ここ

何年か本校では，子どもの学びにたくましさがないこと

が課題としてあげられている．均質化標準化した学びで

はたくましさは生まれないのではないかと感じるととも

に，手立てから子どもを見ているうちは，たくましい子

どもの学びは見出せないように思う．子どもを見るもの

さしをもっと多様にしたとき，もっと広げたとき，見え

てくるものがあるのではないか．私は，目標通りの学び

をせず「つまずき」と捉えているもののなかに，子ども

の「こだわり」を感じる．そこに，子どもの「よさ」や

「たくましさ」といった価値のある学びがあるようにも

思う． 

 このような三つの目的のもとに，本校の全校研究会の

あり方を考えた．今までの全校研究会では，子どもの具

体の姿を出しながら，手立ての有効性を協議することに

重点が置かれていた．そのため，判断の基準となる様々

なもの，すなわち，育てたい能力，評価規準，評価する

子どもの姿の具体，手立ての意図，能力面の指導の段階，

発達段階，学び方の指導等が授業者に問われていた．も

ちろん，そうしたものも重要であるが，そうした質問は

できるだけ事前の研究会で行っておき，授業後の全校研

究会では子どもを話題の中心に据えて，子どもの事実，

子どもについての解釈，教師の判断について語り合いた

い．それが，子ども理解を深め，教師のまなざしを変え，

教師の力量を高めていくに違いない．そこで，次のよう

に全校研究会のあり方をまとめた．事前検討会や研究授

業についてもかかわる部分があるので，それらも含めて

考えた． 

＜事前検討会では＞ 

○教材，指導方法，活動形態，目標，評価規準等の授業

構想や手立てへの質問は事前検討会で十分に行ってお

く． 

＜研究授業では＞ 

○一時間の授業で，子どもの姿や内面の変容や成長を丁

寧に見取る．学級全体を見ながら，個を詳細に見取る．

どうしてその子に焦点をあてたのかを自分の中で明確
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にして． 

＜全校研究会では＞ 

○始めに質問の時間をとらないようにする．授業者に訊 

きたいことはその都度質問する． 

○子どもの学びの事実を見取り，その事実から子どもの

願いや思い，背景についての解釈を語り合う． 

○長いスパンで子どもの文脈を捉える構えをもち，願い

や思い，背景を捉えるようにする． 

○子どもについての解釈を十分に深めた上で，教師の 

手立てや出方，教材の意味を語り合う．授業者の意図

を理解しながら，どこにこだわらなければならなかっ

たのかを突き詰める． 

○協議では，どの考えが正しいかというスタンスに立つ

のではなく，多様な見方や考え方を具体的な事実を通

して擦り合わせ，共有し合うことを大切にする． 

○全員が発言する（生徒指導主事，教務，教頭，校長を

含めて）． 

○司会は立てるが，協議の舵取りは皆で行う． 

 全校研究会で，子どもを中心にして協議を深めるため

に，事前検討会で授業構想についての理解を深めておき，

研究授業では子どもの学びを個のレベルで詳細に見取っ

ておくようにしたい．観察対象児は授業者の視点から設

定されているのであるが，自分はどの子に焦点をあてて

見取るのかを明確にするようにしたい．それは，子ども

理解を深めるためである．だが，学年の所属の異なる教

師にとっては，ほとんど情報がなく困るかもしれない．

困るのであれば，事前に自分で情報収集することが大切

になるだろう． 

 全校研究会は，今までかなりの時間をとっていた質問

の時間をとるのを止め，先述の目的に挙げたことを軸に

語り合えるようにしたい．子どもの文脈を捉える上で大

切にしたいことは，より長いスパンで捉えることである．

今までの学習や生活の様子を聞いたり，ノートを見せて

もらったりすることも大切だろう．子どもの文脈を丁寧

に見ていくと，今後の授業についての構想が自ずとはっ

きりしてくるだろう．今までは，自分の論を主張し貫く

こと，ぶつけ合うことが求められてきたが，他者の視点

を取り入れ，今までとは異なる視点で見つめることも重

要である．授業研究会の中で，授業者，参観者ともに，

どれだけ自分を見つめ自己変革をもたらすことができる

かが，新しい視点の修得に大きくかかわってくる．その

意味で，多様な見方や考え方を擦り合わせ共有できるも

のをつくるという意識が大切であろう． 

 本校の全校研究会は，時間が十分でなかったが，全員

が発言する時間は保障したい．今までは，生徒指導主事，

教務，教頭，校長は発言しなかったが，授業者の背景を

深く理解する者として，研究会をより深める者として，

適時発言するようにしたい．司会は教科部で行うことに

なっているが，話し合う中ではっきりさせたいこと，深

めたいことなどをそれぞれが出し合って，表面的なこと

で進んでいく研究会にならないようにしたい． 

 

６．終わりに 

 今年度，県内県外を含め，様々な学校を参観すること

ができ，実にいろいろな教育の見方や考え方があること

を学んだ．しかし，自分自身もそうなのだが，実践を積

んできていると逆に新たに出会ったものを受け入れられ

ない感覚が生じてしまうのである．県外のある小学校の

道徳の授業研究会で，こんな場面があった．その授業は，

金子みすずの「つもった雪」という詩を扱ったものであ

った．授業研究会の最中にその小学校の校長先生が授業

展開について「時間のロス」，詩の言葉に浸っている子ど

もの発言について「道徳的な価値がない」と言い，憤慨

して退室してしまったのである．彼は，子どもの発言が

詩から抜け出して生活とつなげて語るものになっていな

いと判断し，そうした子どもの学びに納得がいかなかっ

たようであった．彼には道徳はかくあるべきというもの

があったのだろう．しかし，研究会の最後で，講師のＩ

先生は，「つもった雪」の真ん中の雪が「さみしかろな」

と表現されていることをめぐって，子どもたちが「上に

も下にも雪がつもっていたら安心できるのになんでさみ

しいのかな」あるいは「上の雪には月の光が当たって，

下の雪は地面に接しているけど，中の雪は自分がどこに

いるかわからない」等と話したことに注目して，「子ども

は自分が雪になって言ってるんですね．そういう社会を

望んでいるんですね」と言われた．子どもたちは経験を

つなげて話すことは全体として少なかったが，詩の中の

雪について擬人化した表現をしたり一人称で語ったりし

ていたことから，雪を通して自分を語っていると捉えた

のだろう．それは，自分の授業観から助言をするという
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ものではなく，授業者の意図をより生かすにはどうした

らよいかを共に悩み考えようとする助言だった．多様さ

を受け入れていく教師，異質なものから学ぶ教師，新し

いものを創造する教師でありたい．授業研究会は，そん

な教師に寄り添うものでありたい．授業者と子どもにと

っての意味を明らかにしていく研究会，授業の奥深さ複

雑さ微妙さをあらためて発見する研究会，子どもへのま

なざしを変えていく研究会，そのような研究会で互いを

磨き合って教師の力量を高めていきたいと考える． 
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