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<あらまし>授業ビデオに対するアノテーションを授業者たる実習生,ペアたる実習生,

学部指導教員,実習校指導教員で共有し,それぞれの授業認知を手がかりとして,それぞ

れの背景となっている教育観,教材観,子ども観を検討する教育実習の改善について提案

する.アノテーションの対比と,自己リフレクションを通して,実習生同士による対話リ

フレクションにより実習生なりの教育観,教材観,子ども観が表出されることが示唆され

た.

<キーワード>アノテーシヨン教育実習リフレクション授業ビデオ

1.はじめに

いじめや不登校.学力低下,子どもや保護

者の多様化,国際化・情報化などの進展,敬

員の不祥事,学校教育-の倍額の低下など,

教育を取り巻く状況は厳しいものがある.敬

育現場は実践的力量をもち即戦力となる教員

を求めている.このような流れを受けて,敬

職隈程の質的水準の向上のひとつとして「教

職実践演習」が導入される.この科目は,敬

職に就く前段階において使命感や教育的愛情,

児童生徒理解や学級経営,教科指導など教員

として必要な資質能力の最終的な形成と確認

をねらっている(中央教育審議会,2006).ここ

では,教職製軽の学生は教育観や子ども観を

省察することが求められる.

本研究では,こうした教員として必要な資

質能力の形成のために,教育実習における実

習生自身の授業ビデオを用いた授業認知の省

察に焦点化する.

才.なぜリフレクションなのか

2.1.教師の力量と授皐のみえ

ここで授業薗知とは,授業がどうみえるの

かを指す.授楽隊知に焦点化する理由は,個々

の教育実習生がもつ教材研究の深さ,教材観,

子ども観といった必要な資質能力の多くが投

影されるのが授業認知であると考えるからで

ある.研究授業のあとの協議会で,同じ授業

を参観していても一人一人の教師によって授

業の何をどう見るかが驚くほど異なることが

ある.どこをみるかが異なるのは,それは教

師の経験や力丑により異なると思われる.坐

田(2004)によれば授業認知の形成過程は

①　教授事象がよくみえないため学習の

成立・不成立が妃擾できず,手を打た

ない段階

②　学習不成立は把握できるが有効な手

だてを持ち合わせず手が打てない段'

階

③　学習不成立に対して適切な手を打て

る段階

の3つに分けられる.

①には,授業が指導案通り.進まない,全く

意見が出てこない,対立すべき2つの立場が

片方に集中して安定してしまうなどという誰

からみても明らかな学習不成立が考えられる.
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このような状憶は教育実習生にも指摘できる

し,授業参観における参観者でも同様である.

しかし,教職経験をもつものであれば学習

の成立・不成立はそのように簡単なものでは

ないことが実感されていると思われる.例え

ば,表面上は意見が出ず沈滞しているように

見えるが,それは次へのステップになってい

るような「見かけ上は不成立・実質は成立」

の場合はどうであろうか.その場面だけ見れ

ば沈拝しているようであり,何かそれまでと

追う手を打ちたくなるであろう.経験教師に

はこうした場面で沈黙に耐えて子どもとじっ

と考えることをi輩ばれる方もおられる.

一方,活罪に意見は出ているがその中身は

表面的なレベルに留まっているような「見か

け上は成立・実質は不成立」もある.一人一

人の学習者でみたとき,同じ授業場面でもあ

る子どもにとっては成立,隣の子どもにとっ

ては不成立ということも起こり得る.授業の

一場面をどうみるかは様々である.生田によ

れば初任教師は(》の段階から始まり,経験を

積んで(参の壁にぶつかりながらも,力走を高

めつつ(塾の段階に到達する.授業躍如は教師

の力量形成における中核といえる.

2.2.教育実習生なりにみえを省察する

このようなみえない段階からみえて手が

打てる段階-のステップアップはいかにすれ

ば実現できるのであろうか.典型的な教授事

象を提示し,このような場合は成立している,

このような場合はそうでない,といった具合

に,明示的に教えることができるのであろう

か.筆者らは,こうしたみえを明示的に指導

することはできないのではないか,という立

場にた--1.

専門家のモデルとして,ショーンは①細分

化された専門的知抜と技術を背景とする技術

的熟達者と, ②活動過程における知と省察そ

れ自体に専門性を求める反省的実践家を挙げ

ている(Shone,2001).技術的熟達者とは,

放新の理論を実践に移す立場である.反省的

実践家は,理論と実践を二項対立的に分ける

のではなく,実践の中に理論を兄いだそうと

する.知識や技術は,その実践家のおかれた

状況とセットになっている.状況や文脈から

細れて適用でき,る知職や技術を前提としない.

瞬時に過ぎ去っていくその場その城で即興的

に無自覚に対応をとるということに焦点を当

てる. 「行為の後の省察」ではなくまさに「行

為の中の省察」が行われている.こうした無

自覚な「行為の中の省察」を支えているのが,

暗然知や身体知,経験知と呼ばれるものであ

る.暗黙知はそれをもっていることさえ意識

しない知であり,教師の実践に大きな影響を

及ぼす.滞本(2004)によれば優れた教師は経

験を通して豊富な暗熱知をもつ.

専門家を特徴づけるものが豊富な暗黙知

の範頼であるとして,そうした専門家もはじ

めから専門家であったわけではない.技術的

熟達者が依拠する,その人の外側に存在する

知識は明示知と呼ばれる.明示知は.明確に

富徳で表現でき,知職をもつ者もその知織を

意地的に用いるような知である.噂門家は豊

富な暗黙知とともに,豊富な明示知をもって

いる.優れた医師が医学的知識に欠いていた

り,優れた弁護士が法律的知織に欠いていた

りとうことがないように,優れた教師が教育

内容や児童生徒に関する知識に欠いていたり

することはない.学部段階の教員老成におい

て歪要なのは.教師として必要な基礎基本を

身につけることである.教育実習生には対象

とされてきたのは,専門家の知織の基盤とな

る明示知の伝達である.教育原理.教育史な

どの理論,心理学や教科教育法においても.

明示知の伝達が中心になることは変わらない

だろう.

しかし,教育実習生といえども敏雄に立ち

教育実践を行っている以上,彼!彼女らなりの

授兼観や子ども観,教科に対する知織に基づ

いて授業行っているわけで,学び手としての

教育実習生もまた「白紙」ではない.優れた

教師は経験を通して豊富な暗黙知を有すると

考えられるが.教育実習生も同じように暗黙

知を有し,その上で授業をみて.教育実践を

行っていると考えられる.学部段階の教育実

習において,教育実習生なりのみえを検討す

ることの有用性はすでに検討されている.例

えば,生田ら(2004)は,教師のオン・ゴーイ
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ング認知と授業後のリフレクションを併用し

たアクションリサーチによって,実習生のも

つそれぞれの固有の間題が明らかになり,揺

業改善に寄与することを報告している.この

研究では教育実習生自身による自己リフレク

ションだけでなく現職教員である大学院生が

メンターとなり,対話リフレクションが行わ

れている.このような経験豊富なメンターが

確保できないにしても,教育実習の改善にお

いて教育実習生が自分なりに自分のみえを検

討する機会をもつことは必要である.

3.教育実習の改善に向けて

3.1.教育実習において付けるべき力量

こうした実習生なりの授業のみえを検討し

ようとする試みはこれまでも行われてきてい

る.教育実習のカリキュラムについては,

1980年代から井上光洋,生田孝至,南部昌敏,

児島邦宏,浦野弘,三橋功一らによって検討

が進められてきた.事前・事後指導を含めた

教育実習プログラムの標準モデルの開発は,

教育実習ハンドブックとしてまとめられてい

る(教育技術研究会,1993).南部(1995)はこ

うした一連の研究の成果として,教育実習生

の内省を支援するための授業観察システムを

開発・試行している.これによると実際に教

育実習生に適用したところ,教育実習中に気

づかなかった自分の授業の特徴と問題点の発

見につながったことが報告されている.

教育実習生といえども,求められる力量は

幅広い(例えば餅川,2009).新設された教職

大学院においても,授業の観察視点をどうも

うけるのかは課題とされている(例えば小柳

教職実践演習などを関連づけて教育実習

のあり方や,教員養成カリキュラム全体にお

ける教育実習の改善に向けての動きがみられ

る.授業のみえに関しては,有吾(2009)は

教育実践力を構成する4つの力として学習指

導力,生徒指導力,コーディネートカ,マネ

ジメントカをあげ,学習指導力のなかで「授

業の分析・省察力」を挙げている.教育実習

生の身につけるべき力量としては,三山・熊

谷(2009)の学習指導技量,生野(2009)の「授

業を見る目」などがある.こうした力量をど

れだけに見つけたのかについて,アンケート

に基づいて自己評価させる試み(山崎ら2009)

や自由記述による自己評価を求める試み(柴

田・古川,2009)などがある.

3.2.授業ビデオに対するアノテーション

こうした教育実習や授業に対する省察や

自己評価にあたり,そのデータも様々である.

授業を評価するためのチェックリストのよう

なものを準備し,その観点から評価する方法

もある(例えば富永ら　2009) .また,自己評

価表(信木ら2009)や実習日誌など(小川ら,

2009)など,文字情報に依る方法が考えられ

る.

一方,授業ビデオは「教育に関する臨床

的・実践的・実証的研究に不可欠な資料で,

とりわけ授業分析・設計に関する研究,教科

教育学および教育実習の改善研究にとって身

重な素材(井上・三浦・浦野・南部,1987:17)」

である.井上の指摘は1980年代末のことで

あるが,この指摘は今も変わらない.荊述の

生田ら(2004)や南部(1995)でも授業ビデオを

データとして利用している.アクションリサ

ーチにおいては,証拠に基づいた　Evidence

basedなアプローチが求められる.サラ・フ

レッチャー(2004)もネットワーク上に授業ビ

デオを置き,メンターとメンテイ双方が共有

化しながらメンタリングを行うことの意義を

述べている.リフレクションは授業の文脈で

行うので,この点からも授業ビデオは有利で

ある.文字記録として抽象化されてしまうと,

授業の事実から遊離するおそれがある.

授業ビデオを用いた教育実習改善や授業

分析という点からは,南部(1995),大蔵(2009),

坂本(2009)がある.南部の研究では,ビデオ

の鏡的利用,逐語記録作成,カテゴリーシス

テムによる分析,教授意図及び学習者行動の

判断作業による自らの授業の検討によって,

実習生の内省を支援している.アクションリ

サーチでいうと自己リフレクションである.

南部はこの点について次のように提案する.

「授業実施の過程で実感した探題意識

に基づき,自らの授業実践を分析的に

-59-



内省する過程を通して発見する自発

的活動を積極的に取り入れることは

必要があると考える.しかし,教育実

践に関して未熟な教育実習生が一人

でその課題に取り組むのは並大抵の

ことではない.そこで提案したいこと

は,それを一人で挑戦するのではなく,

複数の教育実習生が相互に協力し,お

互いに気付かないところを指摘した

り'E賛したりする協働研修を提案し

たい(南部1995=187)J

生田ら(2004)のオン・ゴーイングとリフレ

クションによる研究では,自己リフレクショ

ンと対話リフレクションがセットになってお

り,経験豊かな現職教員である大学院生がメ

ンターとして機能した.教育実習生の数だけ

メンターを揃えることは実際問題として難し

い.自己リフレクションだけでは南部の指摘

するとおり負担が多い,となれば,次善の兼

として実習生同士による対話リフレクション

を位置づける可能性は検肘の余地がある.

一方,大蔵(2009)の研究では「授業実践力

評価スタンダード(鳴門スタンダード)」に基

づいて授業を評価するものであるが,裸題と

して評価コメントの共有・活用が挙げられて

いる.これによると「専門家による評価と自

分の評価を比較して,違いから何を学ぶのか,

あるいはビデオのどこに着目すれば自分に不

足している授業展開力を補足することができ

るのか(大蔵,2009:366)」検討できるモデルが

今後必要になると指摘している.この研究で

札　授業のみえの解答とでもいえる「専門家

コメント」が用意されているが,そのような

解答と自分のギャップを探る可能性も示され

ている.

3.3.実践の枠組み

次に,授業ビデオに対するアノテ-ション

を活用したリフレクションの支援について述

べる(図1).

まず,教育実習生を原則2名でグルーピン

グする.この2名はそれぞれ,自分の授業ビ

デオに対するアノテ-ションを行う.ここで

いうアノテ-ションとは,授兼の場面におけ

る気づきについて,その場面に入れる注釈で

あり,授業がうまくいっているかどうか,坐

徒の反応に対する所見,改善点などありとあ

らゆるものが入る.

同一の授兼の映像に対して,授業者たる教

育実習生,ペアたる教育実習生,学部指導行

負,実習校教員がそれぞれ独立してアノテ-

ションを行う.こうした行われたアノテ-シ

ョンを照合しながら,自らの授業圏知の特徴

を明らかにしていくことが本システムのねら

いである.

授某ビデオの進行に従い.さまざまな事象

が進行する.例えば(》事象Gは授業者たる教
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する異事象の3つのパターンがあることが知

られている(生田,2004).本システムでは,

実習生同士.実習生と教員,教員同士(学部

教員と実習校教員)のそれぞれにおいて,こ

のパターンが出現することになる.授業者た

る教育実習生は自己の授業を鏡として自らの

教育観や子ども観を振り返る機会を得ること

になるだろう.実習生と教員の比較では,敬

員自身も実習生のみえと自分のみえのギャッ

プから学ぶことができるかも知れない.また,

学部教員と実習校教員のみえの違いを検討す

ることを通して,授業者たる実習生-の教育
°

を超えて教育実習のもつ課題や可能性を自ら

の教育観や子ども観との関係から検肘できる

可能性がある.

本報告では,教育実習生同士のアノテ-シ

ョンの対話リフレクションについてみていく.

4.方法

4.1.対象・実施時期

(1)対象

本学2009年度春期教育実習(5月下旬～6

月上匂)を受講した2名を対象とした.授業

者たる実習生A (中学校保健体育)の研究授

業「高跳び(正面跳び)」の授業を対象とした.

ペアたる実習生Bも中学校保健体育であり,

自身も研究授業の教材は高跳びであった.

(2)実施時期

アノテ-ションは9月上旬に行った.直後

に実施しなかったのは2名とも教育実習終了

後に教員採用試験を控えていたためと,本シ

ステムの運用を考えたときに4年次後期にお

ける教職実践演習での活用が考えられ,プレ

実践としても9月は都合がよいからである.

4.2.方法

(1)教育実習事前指導

事前に教育実習校に連絡し,教育実習で担

当する単元について聞き取りを行い,指導案

(略案)を作成した.作成した指導案に基づ

いて学部教員が問題となりそうな点を指摘し,

着任後それに対する対応(安全配慮,器具,

活動の場など)ができるように確認した.

(2)教育実習中の指導

学部教員は研究授業を参観し,ビデオで収

録した.事後の研究協放会に参加し,その場

における指摘などを行った.実習校指導教員

も指導案に基づいて批評と指導を行った.

(3)教育実習事後指導

まず,自分の授業ビデオが収録されている

DVD　を渡し,授業の概要と,ポイントとな

った場面を具体的なキャプチャ画面を用いて

説明できるパワーポイント資料を作成するよ

うに指示した.さらに,文字によって授業の

概要と反省点,教科外活動の概要と反省点に

ついてのリフレクションペーパーを作成する

ことを求めた.

(4)リフレクションの手続き

次のような手続きで行った.まず,自分の・

授業に対するアノテ-ションを行い,自己リ

フレクションを行う.これは反省点,気づい

た点などをA4用紙で2p程度にまとめたもの

である.次に,ペアの授業に対してアノテ-

ションと自己リフレクションを行う.次に,

ペアから自分の授業に対するアノテ-ション

と自己リフレクションを受け取り,時系列で

盤理した対照表を作成する.これをもと再度

授業ビデオを視聴し,対話リフレクションを

行う∴この対話リフレクションでは学部指導

教員が加わる.この対話リフレクションの後

に,自己リフレクション(再度,反省点や気

づき)を行い,問題の確定を行うというのが

手続きである.

1.日分の授業に対するアノテ-ション

1

2.自己リフレクション① (自分・ペア)

1

3.ペアの授業に対するアノテ-ション

1

4.ペアからの自分の授業に対するアノテ-

ションを受け取り,対比する

1

5.対話リフレクション

1

6.自己リフレクション② (自分・ペア)

図2　授業ビデオによるリフレクション
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(5)授業ビデオにアノテーションを加えるシ

ステムについて

授業ビデオにアノテ-ションを加えるシス

テムは本学においては2009年11月以降に運

用開始を予定している.今回はこのシステム

に向けて擬似的に動画に対して注釈を加える

方法をとる,具体的にはビデオ映像はDVD

を用い,アノテ-シヨンは時系列ごとにエク

セルファイルに打ち込んでいく.このエクセ

ルファイルを組み合わせることで,対照表を

作成するという・ものである.

(5)分析

リフレクションは現在進行中であるため,

現状でデータとしてまとまっている図2にお

ける1.日分の授菜に対するアノテ-シヨンと,

3.ペアの授黄に対するアノテ-ションの対照

と,自分とペアの授業に対する自己リフレク

ションに限定して分析を行う.

(6)授業について

今回分析の対象とするのは実習生Aの正面

跳びの授業である(中学校2年生男子9名女

子10名).学習指導要領では走り高跳びの技

能目標として「走り南跳びでは,リズミカル

な助走から力強く踏み切って大きな動作で跳

ぶこと」が紀職されている.

この授業で実習生Aは,通常のはさみ跳び

による高跳びでは運動能力の高い子が活躍す

るだけになってしまうため,敢えて正面跳び

という経験のない跳び方に取り組んだ.単元

における技能に脱するねらいは, (りバーを超

える楽しみの体感する. ②自分にあった踏切

距離を見つけ,横を向きながら跳ぶ, (9日分

の技能にあった目標を設定する,である.本

時のねらいは0日分の力量にあった目標の設

X r順i漸rrr rapaHgflP

定とその達成.②他の生徒の試技をよく見る,

③身体を正面に向けたまま跳んだときと横に

向けて跳んだときの追いの実感,の3点であ

S9

5.結果
アノテ-ションの総数は授未着たる実習

生Aが24個,ペアの実習生が25個であった,

5.1.アノテ-ションの対照から

授某の終末段階におけるアノテーション

の対照をみたい(図3).より高く跳ぼうとする

と身体の合理的な動きとしては横向きになっ

ていく.この点,おさえた後の場面である.

44=40の段階で「自然と横になってきている

生徒が増えてきたと思う」という所見がある.

この伏線として, 39:30の段階で実習生Aは

「跳びなれている『正面』が多いなと思う」

と述べている.これはそろそろ正面から横に

向いて欲しい.本時のねらい③のr身体を正

面に向けたまま跳んだときと横に向けて跳ん

だときの違いの実感」に到達して欲しいとい

う思いと思われる.これを受けて. 44こ40の

段階ではようやく横に向くことができてきた

という安堵が表出されている.この授策では

ねらい0日分の力丑にあった目標の改定とそ

の達成というもう一つの大きなねらいがあり,

結果的には試技回数の関係から時間不足にな

ってしまう.この点を実習生Aは43:15では

「目標まで挑戦させてやれないなと思う」と

いう富美で表出している. 50:30では実習生

Aは

「跳びたい高さに挑戦させてやれなくてとて

も罪悪感が残る」と記している.

ペアたる実習生Bはまずねらい①の達成に

35

40 GfiとtLになってきている&ttiがLlえてきたと8う.

45

50

55

0

5

10

15

20

図3　授業の終末におけるアノテ-シヨン(左がペア,右が授業者)
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ついて45:05で「目標の高さを決めさせたに

もかかわらず,一定の高さしか跳ばせていな

い」と指摘している.また,同時に45:00で

は「絶対的な運動量が足りていない」という

点を指摘している.実習生Bは地域のミニバ

スケットボールチームのコーチとして活紺!_L

ているが,実習生Bにとってはこうした彼自

身のフィールドにおける経験が基盤となり運

動丑の確保について想起したのかも知れない.

5.2.自己リフレクションの対照から

次に,自己リフレクションである.まず,

ペアたる実習生Bによる実習生Aの授業に対

する自己リプレションに下記のような記述が

ある.

次に,私自身がすごく問題があるなと

思った点なのであるが,生徒たちの絶対

的な運動量が足りていないと感じた点

である.私が数えているうちでは,生徒

は12回しかバーを飛び越えていない.

跳んでいる時間と休んでいる時間の比

率が明らかにアンバランスなのである.

体育の授業である以上,絶対的な運動量

の確保はしていかなくてはいけないと

思う.私であるならば,バーを2台,或

は可能な限り多く用意し多くの回数を

跳ばせるようにしていく. (中略)さら

に,男子から女子に変るときバーを下げ

ていることから時間のロスも生じてい

たのではないだろうか.

試技の回数を確保するためであれば, 2カ

所に分ければよいが,授業者Aがその方法を

採らなかったには理由があった.このことが

授業者たる実習生A自身の自己リフレクショ

ンに記されている.

反省点2点目は,導入で書かせた本時

の目標記録を挑戦させてやる機会を与

えてやれなかったことである.時間配分

を失敗したためで,またそれは商さ設定

の失敗である.前回の授業では9 5cm,

1m　ぐらいまでやっているため,ウオー

ミングアップとして始める高さも多少

高いところからスタートしても良かっ

たと思う.また発展②で少し高さを低く

したことも時間がなくなった原因でも

ある.

改善点として他に高跳びをもうひとつ

設定するという方法が考えられる.私自

身,当初そうしようと考えていたが,坐

徒数が19名であること,いろいろな人

の試技を見せ,そこからの「気づき」を

大切にしたかったことからひとつの高

跳びで行った.生徒の運動量の確保のた

めにも,効率よくスムーズに進めていき

たい.

高さの設定に関しては,熟達した経験教師

であっても全ての授業で最適な商さの設定が

できるわけではないだろうが,実習生Aにと

ってはよい経験であり,このようなリフレク

ションができていることは,今後こうした経

験を積み重ねることでより的確な高さの設定

ができるようになることを示しているように

思う.むしろ注目したいのは後半である.実

習生Aは指導案作成や授業の最中にも,試技

の回数を増やして体育の授業としてのねらい

を達成を優先するのか,正面跳びという新し

い種目に挑戦する友達の試技をしっかり見せ

る,ある意味で生徒指導的なねらいを優先す

るのか達巡していたかのようにも思える.こ

うした何を重くみて,何をそこから思うのか

は,これから教師になっていく実習生の教材

観や子ども観をよく示していると思われる.

6.まとめ

授業ビデオに対するアノテ-ションを活用

したリフレクションの支援による教育実習改

善の試みは始まったばかりの取り組みであり,

今後学部指導教員や実習校教員のデータを取

りつつ,教職実践演習での活用を視野に入れ

て,この手法には何ができて何ができないの

かを実践を通して明らかにしていきたい.

筆者の一人である後藤には忘れられない一

書がある.それは,新潟大学教育学部附属長

岡小学校での教育実習において,教育実習指
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導教官としてご指導いただいた山田茂先生が

総合反省に記してくださった身に余るお言葉

である.日く「指導案や指導技術は現場に出

ていくらでも身につけることができます.先

生のあのひたむきな姿勢があれば,数年もし

ないうちにわたしをおいこしてしまうでしょ

う」.このとき私には授業はどうみえていたの

か.このときの自分にはもう戻れない.あの

頃,本システムがあればそこには自分はどの

ように投影されたのであろうか.教育実習生

は教育実習生なりの教材観,子ども観を有し

ており,その暗黙知の上で教育実践を行って

いる.こうした教師としての原点について,

見つめる活動を,教育実習のカリキュラムの

一部に組み込むことができるのであろうか.
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