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目標の提示による家庭科授業に対する評価内容の変容
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I  は じめに

これまで,家 庭科授業を構成 し実践できる学生の

育成を目的に,模 擬授業経験を組み込んだ中等家庭

科教育法Ⅲプログラムを実施 してきた。その実践を

通 じて,学 生にとつて模擬授業の経験は,指 示発問

や生徒対応の難 しさを実感 し, 目標設定が曖味だと

授業が流れていかないこと,そ のために指導過程を

十分に吟味 してお く必要があることに気付 く契機と

なつていた。また,気 付いた課題や相互評価により

指摘 された問題点を基に改善すべき点を協議 し,改

善に取 り組む経験をすることで, ワークシー トの構

成や板書などの教授技術に関 して改善が図られやす

いことが確認できた
1)2)。

しか し,模 擬授業後の協

議の場面では,改 善すべき課題として指摘された課

題や学生自身が認識 した内容について,改 善 された

か否かが主に協議 され,よ りよい授業とするために

アイデアを提案する様子や,全 体の視点から一つの

授業を総合的に検討 しあう様子はほとんど見られな

かった。

このような学生の様子から,実 施 したプログラム

では,家 庭科授業を構成 し実践するという基本的な

経験を学ぶことはできたが,家 庭科授業をどのよう

にみるかといつた点について,重 視すべき視点の理

解には至つておらず,そ のことが,一 つの授業を見

た時に,話 し合いが深まらない要因の一つになつて

いると思われた。
一般的に授業は教師と子どもと教材との関係性に

おいて作 られてい くものであり,授 業場面での子ど

もと教師との関係において行われる指示発問や子ど

もへの適切な対応などは,教 師が教科を超えて共通

に身につけるべき力として理解 されている
3)～5)。

他

方,教 師が子どもの実態を踏まえ教材との関係性に

おいて設定する授業の日標や内容は,背 景にある親

学問や社会からの要望などをふまえた教科の特徴が

あらわれるところである。このようにとらえたとき,

家庭科教師に求められている特徴は 「社会変化への

対応」や 「実生活に主体的に関わること」であるこ

とが筆者がこれまでに行った文献の記述分析から見

いだされている。児童生徒の実態把握が不十分で授

業観の確立 していない学生の段階では,構 想する授

業の中に学生 自身が意識 してこれらの特徴を具体的

に実現することは難 しいと思われる。 しか し, これ

らの点は,教 材作成や指導過程 と密接にかかわつて

いるため,基 本的な教授スキルを検討する中で も,

これ らの特徴を無意識のうちに含めて考えているこ

とが多い。

本研究では,家 庭科授業を構成 。準備 ・実践する

ために必要な力を指標として提示 し,中 等家庭科教

育法Ⅲプログラムを実施する。そ して,指 標を提示

せずに実施 してきたこれまでの実践の結果と比較 し

て,指 標を提示することによる学生の家庭科授業に

対する評価内容の変容を明らかにすることを目的と2007. 5.28  5そ翼里
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する。その際,上 述 した家庭科教師の特徴である2

点については評価内容の記述等から読み取り参考と

する。

H 方   法

1 家 庭科授業づくりに必要な力としての指標の設

定

学生に提示する指標は,授 業の構成 。準備 。実践

の全体を通 じて,習 得 したい目標として設定するこ

とが必要である。また, これまでの実践で得られて

いる結果と比較できることも必要である。教育実習

生の授業実践及び教授スキルに注 目した先行研究と

して, 3年 次生と4年 次生を対象に55の教授スキル

に対する評価の違いについて分析 し,授 業案を作成

する力,授 業を実施する力, 自分の授業を自分で評

価する力,他 人の授業を観察 ・分析する力の 4つ の

枠組か ら学年に よる違いを明らかに した生田の研

究
6)ゃ

,教 育実習生の教授行動にみ られる問題点

の特徴を分析 し,授 業案作成,教 材準備,授 業運営

の枠組に整理 し論 じた藤沢の研究
7)な

ど,い ずれも

授業を構想する段階,教 材研究を行 う段階,授 業を

【授業構想力に関わる指標】

適切な目標を設定できる

適切なレベルの内容を設定できる

目標を達成する指導過程を考えることができる

適切な時間配分ができる

【これまでの分類項目】

a:内 容 (目標 ・レベル)

b:指 導過程 (流れ)

c:指 導過程 (時間配分)

１

　
２

　
３

　
４

【教材研究力に関わる指標】
5:教 える内容に必要な知識や技術を身につけている

6:指 導過程に対応 したワークシー トを作成することができる

7:生 徒の理解を支援する資料や教材を準備することができる

d:関 連知識 。背景知識

e:ワ ー クシー ト

f:資 料 ・教材

【授業展開力に関わる指標】

8:正 しい言葉遣い/分かりやすい説明を行うことができる

9:分 かりやすい板書を行うことができる

10:生徒への柔軟な対応を行うことができる

g:教 師の言葉遣い 。板書
″

h:生 徒対応

図 1 学 生に提示する10の指標とこれまでの分類項目との関係
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改善方策の検討

準備
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[場面 3]

課題分類の枠組みとして指標を提示

[場面 1]

指標提示 と補足説明

[場面 2][場 面4]授 業評価の規準として指標を提示

図2 授 業プログラムと指標提示場面
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実践及び評価する段階から考えている。本研究でこ

れまで授業を分析する際に用いていた枠組み も, こ

れらの先行研究と分析の枠組は同様であることから,

授業構成力,教 材研究力,授 業展開力の枠組をその

まま採用する。そ して,構 成要素として位置付けて

いた 8つ の要素 [a:内 容 (目標, レベル),b:指

導過程 (流れ),c:指 導過程 (時間配分),d:関

連知識 ・背景知識,e:ヮ ークシー ト,f:資 料 ・教

材,g:教 師の言葉遣い ・板書,h:生 徒対応]の

うち,a:内 容 (目標, レベル)と g:教 師の言葉

遣い 。板書については,各 々別々に目標を設定 し,

合わせて10の指標 として提示する (図 1)。

2.授 業プログラムと指標を提示する場面

実施する授業プログラム及び指標を提示する場面

を図 2に 示す。実施する授業プログラムは,基 本的

には前年度 (2004年度)に 実施 した教育法の流れと

同一である。学生は 3～ 4名 で グループを構成 し,

それぞれ 2回 の模擬授業 (以下,両 方を合わせて表

す場合は 2回 の模擬授業,区 別 して表す場合は,模

擬授業または改善授業と記す)を 行う。

指標の提示は4箇 所で行う。まず, これから家庭

科授業の構成に入る段階で, ここではプログラム全

体を通 じて習得 したい力として提示 し,教 師は具体

例をあげて補足説明を行 う (場面 1)。 次に,模 擬

授業,改 善授業に対 して自己評価,相 互評価を行 う

段階で,評 価規準 と して これ らの指標を提示す る

(場面 2,場 面 4)。 さらに,模 擬授業の相互評価

結果を基に, グループで改善すべき課題を分析する

際の枠組として提示する (場面 3)。

教師は,指 導の経験によって形成される固有の

ものの見方や考え方 (個人的教授理論)を もつ8)

といわれるが,指 導経験の未熟な学生にとっては,

自分の見方を確立する前提として,授 業をみる基本

的な枠組みを経験的に学んでおく必要がある。その

意味で,場 面 1は,学 生が習得する力としてその内

容の全体像を理解する役割を,場 面 2～ 4は ,授 業

の見方について学生自身が考え判断する枠組みを作つ

ていく手助けの役割を果たすと考える。

3.家 庭科授業に対する相互評価内容の変容を検討

する方法

家庭科授業に対する学生の評価内容が変容するか

否かは,表 1に示す材料を用いて検討する。具体的

には次の3点 から変容を検討する。 1点 目は,模 擬

授業後の相互評価の記述内容及び記述数を比較 し,

模擬授業後の相互評価内容に差がみられるかどうか

を検討する。 2点 日は,模 擬授業の相互評価により

指摘された課題を受けて授業グループが改善すべき

であると認識 した課題と改善授業後の相互評価で改

善されたと評価された内容とを関連させて検討する。

3点 目は,改 善授業に対する相互評価内容のうち,

改善が難 しいと感 じた点に注目し,そ の記述内容を

質的に検討する。

第 3点 目の検討に関して,各 々の授業に対する理

解や授業の善し悪 しに対する判断の枠組は,他 の人

表 l 相 互評価の記述内容を検討する材料 ・方法

場面

項 目

[場面 2]

模 擬 授 業 実 践 後

[場面 3]

改善授業 に向けた検討

[場面4]

改 善 授 業 実 践 後

検 討 材 料
。相互評価の記述 (課題を指

摘 した付箋紙)

0改善授業に向けて作成 した

授業計画

・改善授業の改善状況に対す

る相互評価の記述

検 討 内 容

・課題の指摘内容と記述数 。改善すべき課題のとらえ

。課題解決のために考案 した

方策の内容

・課題の指摘内容と記述数
・改善状況のとらえ

レベル 4

レベル 3

レベ ル 2

レベル 1

課題を指摘するだけでな く,改 善するために具体的な方策を記述 している

具体的に課題を記述 している

抽象的であるが課題を記述 している

課題があることを曖味にとらえられているが課題として記述 していない

図 3 記 述内容のレベルを判断する規準
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の授業に対する評価に反映され,学 生の改善授業に

対する評価の記述にも,観 察者のみえ (授業認知)

やみとりの深 さがあらわれる
9)と

考えられる。そこ

で,改 善授業について,改 善が難 しいと感 じる課題

の記述内容を,課 題のとらえ方や記述の具体性から

質的に 4段 階の レベルを設けた基準を作成 し分類を

試みる (図3)。

記述内容を分類するレベルは,授 業を見た時に何

となく課題があると感 じるがそれが何かを具体的に

記述できない段階か ら,曖 味ではあるが課題を指摘

できる段階,具 体的に記述できる段階,そ して,具

体的に課題を記述するだけでなく,課 題の改善につ

ながる方策を記述 している段階と設定する。

以上のように,授 業に対する相互評価の記述数を

量的に比較するとともに,記 述内容を質的な情報源

として,一 連のプログラム進行の文脈の中でとらえ

ることや段階を付けて分類することで,学 生の家庭

科授業に対する見方や理解の程度がより詳細に分析

できると考える。

Ⅲ 結 果 と考察

1.模 擬授業後の相互評価において指摘 した課題の

記述数と内容

学生が模擬授業を実践 した後に,各 々の授業につ

いて課題を感 じた点を相互評価 し, これらの記述を

内容により授業構成力,教 材研究力,授 業展開力に

分類 した (表2)。

2004年度,2005年 度の結果について授業構成力,

教材研究力,授 業展開力のそれぞれについて課題と

感 じた点の記述数の偏 りの有無を検討するために,

χ
2検

定を行 つた。その結果,指 標を提示すること

の有無に関わ らず,授 業構成に関わる課題の記述数

が教材研究や授業展開に関する課題の記述数 よりも

有意に多い結果であった。また,記 述内容について

比較 した結果,実 施年度,対 象学生が異なつている

にも関わらず,授 業の目標が曖味であったことや想

定 した学習内容に必要な時間が確保できていなかっ

たこと,指 導過程が教師中`いで生徒の思考を配慮で

きていなかつたことなど,記 述 された課題の内容は

ほぼ共通であった。

この結果から,は じめて行 う模擬授業後の段階で

a

b

C

d

e

f

g

h

内容 (目標 ・レベル)

指導過程 (流れ)

指導過程 (時間配分)

関連知識 ・背景知識

ワークシー ト

資料 ・教材

教師の言葉遣い ・板書

生徒対応

表 2 第 1回 目模擬授業後の相互評価の記述内容

2004年度  n=16(6グ ループ)χ
2検

定
**p<0.01

分類
授業構成力 教材研究力 授業展開力

計
a b d e g h

記述数

０
４ 45 24 25 10 32 8 * *

17993 46 40

2005年度 n=28(8グ ループ)χ
2検

定
*十

p<o.ol

分 類
授業構成力 教材研究力 授業展開力

計
a b C d e f g h

記述数
44 79 25 30 49 34 80 20 * *

361148 113 100

共通に見られる記述内容 (例示は2005年度の記述)

何が目的だつたかよく分からなかった
一方的な教師主導の授業なので グループ活動や体験活動を含むとよい

ワークシー トを写す時間がない

金利や利子の話をもつと分か りやす くしてほ しい

ワークシー トの写真をもつと見やす くできたらよいのではないか

ごみの分類の時に手許にもイラス トがあるとよい

口頭で説明するだけでなく板書 もしてほ しかった

質問を投げかけて もう少 し時間があれば答えがかえってきたと思 う

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

ｇ

ｈ

具

体

的

記
述

の
例



2004年度

目標の提示による家庭科授業に対す る評価内容の変容

a:内 容 (目標 ・レベル)

b:指 導過程 (流れ)

c:指 導過程 (時間配分)

d:関 連知識 ・背景知識

e:ワ ークシー ト

f:資 料 ・教材

g:教 師の言葉遣い 。板書

h:生 徒対応
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記述の割合 (%)

図4 改 善すべ

は,指 標を提示 して学生に目標を意識 させたことに

よる差はほとんど認められなかつた。

2.改 善すべきであると認識 した課題とその改善状

況の評価との関連

各グループが改善すべきであると認識 した課題と,

改善授業後の相互評価で改善 されたと評価 された内

容を対応 させて比較 した (図4)。

2004年度は,改 善すべきと認識 した課題のうち,

全体の記述の約55%がb:指 導過程の改善に関す る

内容であ り,続 いて g:教 師の言葉遣い 。板書,a:

内容に関する内容であった。一方,改 善授業に対す

る相互評価で改善 されたと評価 された内容は,f;

資料や教材が最 も多 く,b:指 導過程 も含めて,g:

教師の言葉遣い 。板書,e:ヮ ー クシー ト,d:関

連知識 と続いてお,り,授 業 グループが認識 した改善

すべき内容と必ず しも一致 していないと思われた。

それに対 して2005年度は,授 業 グループが改善す

べきであると認識 した内容と授業を評価 した学生が

改善 されたと認識 した内容が,記 述数の多少も含め

て同様の傾向を示 していた。

授業を改善するというプロセスを考えた場合,ま

ず課題に気付き改善すべき内容を認識することが第
一のステップである。次に,そ の課題を改善する方

策を検討 し実現すること,そ して,そ れが他者によ

り改善されたと認められることによって,は じめて

改善されたことになる。このように考えると,2005

年度の結果は,改 善すべき課題の認識がずれていな

0   10  20  30  40  50  60

記述の割合 (%)

きと認識した課題と改善授業において改善されたと感じた点

囲改善すべきと認識

した課題の記述

■改善されたと感 じ

た点の記述

※グラフは,実 施年

度により対象人数

が異なるため,全

体の記述数に対す

る割合として示 し

た。

かつたという点と,考 えた改善の方策がより多 く認

められた点で2004年度よりも望ま しい結果であつた

といえる。

これ ら両年の実践について,模 擬授業後の相互評

価では差がほとんど見られなかつたにもかかわ らず

その後の結果に差がみ られたのは,「 グループで改

善すべき課題を検討する場面」での指標の提示が重

要な役割を果た したと思われる。 この場面では,学

生は模擬授業後の相互評価で指摘 された課題が記述

されたメモを材料 として改善すべき課題を検討 した

が,2004年 度は,指 摘された課題の内容と自分達の

反省を基に改善点を検討 していた。一方,2005年 度

は,学 生は指摘された課題の内容や自分達の反省と

ともに,指 標の枠組みに当てはめて全体的に何が自

分達の授業に不足 しているのかを検討 している様子

であった。授業は複数の要素がからみ合つて作 られ

ていくものであるが,学 生は改善の検討を進める中

で,指 摘 された課題がい くつもの指標にまたがって

関連 していることに気付いていた。学生にとつて提

示 された指標は,改 善すべき課題が含んでいる複雑

さを整理する役割を果た していると思われた。

3.改 善が難 しいと感 じた点に関する記述内容とレ

ベル

改善授業に対する相互評価において,改 善が難 し

いと感 じた点の記述内容とレベルを4段 階の基準に

照 らして分類 し比較 した (図5)。

2004年度,2005年 度の記述 レベルの分類を比較す

2005年度
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〔ま第3堅ギ講・鰤熙 塾讐猥晋lⅧ論と
※ 該 当する具体例が複数ある場合は、そのうちの 1例 を掲載した

＼

＼

5

碗
教

記述の具体例 (2004年度)※ レハウレ 枷
着

記述の具体例 (2005年度)※

2

e:板書,工 夫されたが先生の話
のポイントやキーワー ドを書い
ておくとよいと思つた/
f:資 料の出典を入れるとよい

4

課題を指
摘するだ
けでな
く,改 善
の方策等
を記述

a:反 抗期を例に取り上げたらよかつた/b:商 法の説
明よりも,被 害事例を生徒に読んでもらつたほうが良
かったのではないかと思つた/d:授 業を聞いてい

て,ど こか他人事のように感 じてしまったので,も う
少 し中学生が身近なことに感 じられる事例があると良
かつた/e:ワ ークシー トの一人遊びと集団遊びをう
める欄は空けておかなくても良いのではないかと思つ
た/f:メ ニュー表に載せていないものを書いておい

たほうがよいと思った。計算 しなくていいものには斜
線を引くなどしておいたほうがいいと思つた/g:表
の準備などとてもよいと思つたが,授 業で表に何か書
き込むなどの板書を行つたほうが,授 業がわかりやす
いと思う

8

b:装 具が少ないために,み んな
が体験することはやはり時間的
に難 しい/e:こ とわざで終わる
と正しい知識として伝えられる
かどうか?/f:体 験用具が少な
い/g:特 徴の例の提示の仕方

具
記３議は述

a:点 数法は,数 字の値によつて分かりやすいという
長所があるが, しつかり点数法の説明をしないと目標
がぼやけてしまうというふ うに思つた/b:生 徒から
出てきた意見が 「安心」 「くつろぎ」 「成長の場Jと
いう教師の意図する3つ の要素にやや無理矢理結び付
けられてしまつた感 じを受けた/c:改 善授業では40

分を10分に短縮するのは難 しいためもう少 し絞つてし
てほしかつた/d:個 人差についての説明は十分に言
葉に気を付けて言つた方がよいと思つた,少 し強引に

言いきつているように感 じた/e:ワ ークシー トに
「このままゴミが減らなかつたら起こる問題はなんだ

ろうJと 書いてあり,答 えが書いてあつたが生徒から
答えが出ることが望ましいと思つた/f:消 費者金融
と銀行を比較する際に,銀 行の資料が何もなかったの
で分かりづらいと思つた/g:話 すスピー ドが速かつ
たように思う/h:生 徒の意見に対して正しかったの
かそ うでなかつたのか明確な同意があればよかつた

a:高 齢者の実態がわからない生
徒がいるかもわからない (実物
かビデオ?)/b:朝 食から栄養
素へ展開することが難 しそう 0
だった/d:50分 という時間の使
い方が良くないと思つた/e:食
品成分表の見方が難 しいと感 じ
た/f:資 料を多く集めていた
が,い かに中学生レベルに合わ
せるか

2

課題を抽
象的に記

述

a:改 善はされたけど, 3 Ror 4 Rの問題など,や はり
次の問題が出てくるものなのだと思う/b:家 があつ
て良かつたから住まいの3つ のポイン トにつなげるの
は少 し強引だと思つた。/c:本 時の活動が多すぎて
時間がたりなくなると思う/d:授 業の説明が多すぎ
て授業をやつているのか説明なのか分からない部分が

あつた/f:資 料が不足していることが気になつた/
g:発間が伝わりづらいように感じた

e:説 明はどのようにするのだろ
う/g:ど ういう特徴をあげれば
いいか分からなかった

l

課題を曖
味にとら

え記述

5

a:今 ひとつまとまらない授業のように感 じた/b:い
きなり計算してください,は ,少 し飛びすぎだと思う
/d:う まく説明できていないと感 じた/g:質 問が少
し難 しいと感 じた

a:内容(目標・レベル),b:指 導過程 ) . c : 過程 (時間配分).d:関 連知識 ・

図 5 改 善授業に対する相互評価 (改善が難 しいと感じた点) の記述内容とレベル



目標の提示による家庭科授業に対する評価内容の変容

ると(図5中区),2004年度がレベル2に含まれる

記述が全体の62%を超えているのに対して,2005年
度は, レベル 3, 4に 含めることのできる記述が全

体の60%に 増えていた。これらを記述内容別に分け

て比較すると (図 5中 国 ,匡),2004年 度は,内

容 e, f, gに 記述が集中する傾向がみ られるのに

対 して,2005年 度は,内 容全般に対する記述がみら

れることが分かつた。

記述内容 (図5中 匡Dを 具体的にみると,課 題

を具体的に指摘 しているレベル 3に 含まれている記

述である 「b:装 具が少ないために,み んなが体験

することはやは り時間的に難 しい」や 「e:こ とわ
・
ざで終わると正 しい知識として伝えられるかどうか」,

「f:体 験用具が少ない」などにみ られるように, と

らえが曖味であるために教科の特徴はあまり明確に

読み取れない。一方,2005年 度の レベル 3に 含まれ

る記述をみると,「a:改 善はされたけど, 3 Ror4

Rの 問題など,や はり次の問題が出て くるものなの

だと思 う」や 「f:消 費者金融 と銀行を比較す る際

に,銀 行の資料が何 もなかつたので分か りづらいと

思つた」など,環 境教育や消費者教育など教科内容

に関わる記述が数多 く見られていた。 さらに, レベ

ル4に 分類 される 「a:反 抗期を例に取 り上げた ら

よかつた」,「b:商 法の説明よりも,被 害事例を生

徒に読んで もらつたほうが良かつたのではないかと

思つた」などは,家 庭科の内容について課題を指摘

すると共に授業者の 日でよりよい指導方法を検討 し

ていることがうかがえる:

この ように,記 述内容を具体的に分類す ると,

2005年度の記述の方が,高 い レベルに含まれる記述

が増え,家 庭科教師の特徴である 「社会変化への対

応」や 「実生活に主体的に関わること」の視点 も多

く含まれるようになつていることが分かつた。

授業を評価 しようとした時に,最 初にみえるのは

授業を展開するために必要な教授スキルであるが,

その授業の内容をより深 く評価 しようとすれば 日標

や題材の内容,指 導過程の工夫などに目を向けるよ

うになる。授業を評価する場面での指標の提示は,

授業の良否を質的にみるための枠組を与え,深 く考

えるための支援になつたと思われる。

Ⅳ 要  約

家庭科授業を構成 し実践するために必要な力を指

標として提示 し,学 生に意識をさせながら中等家庭

科教育法Ⅲプログラムを実施 した。そ して,指 標を

提示せずに実施 してきたこれまでの実践の結果と比

較 して,学 生の家庭科授業に対する評価内容の変容

を検討 した。結果を以下に示す。

1.は じめて行 った模擬授業後の相互評価では,

2004年度,2005年 度ともに,授 業構成力に関する

課題の記述が多 くその内容 も共通 してお り,指 標

を提示することによる差は認められなかつた。

2.2004年 度は,改 善すべきであると認識 した内容

と改善授業により改善されたと評価された内容に

対応関係があま り認められなかつたのに対 して,

指標を提示 して進めた2005年度は,そ の対応関係

が認められた。また,認 知 した課題を実現するた

めには,「 グループで改善すべき課題を検討す る

場面」で,改 善の検討を進めるためには指摘 され

た課題が複数の指標 と関連 していることへの気付

きが重要であると思われた。指標は,改 善すべき

課題に含まれる複雑 さを整理する役割を果た した

と思われた。

3.2004年 度では,抽 象的に課題を指摘する段階に

分類 される記述が全記述32中,20記 述み られた。

それに対 して,2005年 度は,具 体的に課題を指摘

し,改 善方策を示せる段階 (レベル 3, 4)に 分

類できる記述が増加 し,授 業の内容の良否につい

て家庭科の視点から評価 しようとする傾向が認め

られた。

以上,学 生が 目標として意識できる指標を提示 し

てプログラムを進めることにより1広 く課題を認識

する姿が見られた。それにより,授 業を評価する場

面における見方の偏 りが是正 され,そ の結果,家 庭

科授業に対する評価内容の記述の質を高めたと思わ

れる。今後は,授 業を改善するために重要と思われ

た 「課題を認識 し改善すべき課題を検討する場面」

の在 り方について検討を進めていきたい。
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