155

教育学的ケアリングの研究
一学習指導との対比を通して一
齋

藤

勉＊・高

橋

由香里＊＊

AResearch on Pedagogical Caring
−The Contrast between Pedagogical
Caring

Tsutomu

1

and

SAITo

Instruction一

and

Yukari

目

次

TAKAHAsHI

教育学的ケアリソグとは何か

II教育学的ケアリソグと学習指導の関係

1

研究経過

2

春期教育実習における教育学的ケアリソグと学習指導の対比

3

秋期教育実習における教育学的ケアリソグと学習指導の対比

4

提案授業における教育学的ケアリソグと学習指導の対比

5

実習生の授業と教諭の授業における教育学的ケアリングの対比

6

今後の研究課題

主要引用・参考文献一覧

1教育学的ケアリンゲとは何か
3学期に実施された研究授業に参加する機会

繕能見罐撫簸濠瀦

象を持った。

があった。校長室から授業教室に向かう途中、

机の上にくつをはいたまま立って、目立とう

小学校2年生に手を握られたり、背広にぶらさ

とする子ども、落ち着きのない子ども、立ち歩

がれたりしながら、小学校1年生の授業教室に

く子ども、私の所に寄って来て、私に触ったり、

着いた。
この学校の2年生は、「何と、人なつこいん

「だっこ」を求める子ども、先生に指名されて
も「ヤダ！」と言う子どもなどが居て、少々ビッ
クリした。

＊新潟大学教育人間科学部教育学・道徳教育研

究室
＊＊

V潟大学大学院教育学研究科学生

1年生の1学期ではなく、今は、3学期なの

にである。毎日がこのような状態であるという。
ベテラソの授業者であるので、何とか研究授業
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になっていたというところである。授業後、校
長室で、学校長と会話をすると、「この4月に

第19号

2000年

相互の間の関係を、人間と人間の関係とし
てとらえる。子どもの間違い、つまづきを

入って来る子どもたちは、もっと大変だと聞い

認める。自信が持てるように勇気づけるな

ている。」とのことである。

どである。

このような子どもの様子からすれば、小学校

③子どもを児童としてみる。

はケア・セソターでなければならないであろう。
そして、学校教育の大部分を占める授業におい

その子の学習状態を理解して働きかける
認識水準のことである。

て、ケアリソグ（caring，相手の要求に共感的

具体的には、子どもの要求を満たしたり、

に応答すること）を問うことが必要になる。

期待が成就するようにサービスする。個性

平成元年からの学習指導要領において、生活

を生かす指導を行う。子どもの意見を上手

科、個性を生かす、自己評価、観点別学習状況

に板書する。授業について来れない子を重

評価、支援など、ケアリソグにかかわる試みが

点的に個別指導をする。教師の一定の見通

行なわれてきている。中学校の選択教科の時間

しのもとに学級全体に働きかけていく。そ

を発展コースだけでなく、学力補充といったケ

の子の発言内容を集団の中に位置づける。

アコースを設定する。また、課題選択ができる

間違いやつまづきを技術を持って対処する

ようにして、個人、グループ、組を超えたグルー

などである。

プで学習活動ができるようにしている。

③は、教育学的ケアリソグとして固有なもの

そこで、教諭が実践技量の役割において子ど

であり、①と②は、教育学上のコソテクスト

もをケアリソグするとは、どのようなことであ

（脈絡）を必要とするときのケアリソグである。

るかの観点からそれを示してみる。3つの認識

ケアリソグ教育を主に主張しているノディン

水準で記す。
①子どもを個性としてみる。

グス（Nel Noddings）は、③を否定しているの
ではないけれども、①と②を重視してする。（1）

その子の善さや持ち味を把握して、子ど
もに働きかける認識水準のことである。

それに対して、教育学的ケアリソグを主張して
いるハルト（Richard

具体的には、その子の独特な個性を尊重

E．

Hult，

Jr．）は、①と

②を否定しているのではないけれども、③を重

する。その子の独特な才能を尊重する。そ

視している。（2）両者は、ケアリソグ教育か、そ

の子の性格や考え方を理解して認める。そ

れとも教育学的ケアリソグかということから、

の子の感性を認める。一人ひとりをよく知
る。その子の要求を受け入れる。児童にも、
自己、自分がある。子どもの名前を正しく

強調の差が生じている。

当研究では、ハルトの見解を基にして、教育
学的ケアリソグを学習指導と対比して研究した

呼ぶ。人間として出会う。子どもの感情、

ものである。

情動を受け止める。その子の過去、現在の

姿をありのままに受け入れる。他の子ども
と比較しないなどである。

②子どもを人格としてみる。

to

その子どもの自己決定と自己責任を理解

して働きかける認識水準のことである。

具体的には、ガラスを割った訳を聴いて
理解する。その子の人格の価値づくり、尊

重することを大切にする。子どもの内面や
考えをみつめ、認める。教師と児童、児童

1の註
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いての仮説の取り出しを行う・この研究サイク
ルを春期（6月）と秋期（10月）の2回にわたっ

教育学的ケアリソグと学習指導の関係を実際

て行う。この研究作業の後、現職の提案授業を

の授業において明らかにする。その際、新潟大

観察し、記録分析する。教育実習生の授業と現

学教育学部小学校教員養成課程の3年次学生6
名の各1つの教育実習の授業を観察し、記録分

職の授業を教育学的ケアリソグと学習指導の関
係から対比を行う。

析する。さらにその分析をもとに実習生6名と

研究室所属の4回生1名と討論を行う。討論の
際には、私の分析内容と実習生の授業反省を結

このことで、教育学的ケァリソグと学習指導

の関係についての仮説づくりを行うことで今後
の研究課題を示す。

び付け、かつ、実習生が私の分析内容を受け入

れ可能かどうかの観点から検討して、私の分析
観点を高めることにする。

1

研究過程
教育学的ケァリソグと学習指導の関係の研究

私の分析内容は、授業の流れに即して行うと

経過を示す。その研究過程を研究年月、研究形

共に教育学的ケアリソグと学習指導の関係につ

態、研究方法の観点から整理して以下に示す。

1999年6月11日働〜18日⑨

6月11日㈹
6月15日㈹
6月16日αゆ
6月16日⑦う
6月18日⑥

N小学校1年2組R実習生の算数の授業を参観
M小学校5年3組1実習生の道徳の授業を参観
K小学校4年2組N実習生の国語の授業を参観
K小学校4年3組0実習生の国語の授業を参観
Y小学校5年1組M実習生の算数の授業を参観

1999年6月23日⑳

春期教育実習事後指導に参加

1999年10月13日⑳〜15日⑥

春期教育実習における実習生の授業の観察

10月13日⑳
10月13日（ホ）

W小学校3年K実習生の理科の授業を参観
M小学校6年1組M実習生の社会の授業を参観

10月14日㊧
10月14日㊧

H小学校1年1組R実習生の国語の授業を参観
｝1小学校1年2組1実習生の算数の授業を参観

10月15日⑥
1999年10月20日㈱

1999年11月20日㊤
1999年12月1日⑳
2

春期教育実習における実習生の授業の観察

N小学校1年1組0実習生の国語の授業を参観
秋期教育実習事後指導に参観

0小学校における学年提案授業の観察
研究室内で討論会を開催

春期教育実習における教育学的ケアリンゲ
と学習指導の対比

5名の学生の教育実習での授業を参観し、記
録した上で、分析し検討していく。2．1から
2．5の（1）では、各実習生の授業記録から仮説

目標は、各実習生の学習指導案に書かれている
ものではなく、私が各教科の小学校指導書から

取り出したものである。分析表に書いてある指
導書とは、各教科の小学校指導書のことである。
2．1と2．3の（2）では、私の分析表と仮説

を取り出す。そして、分析内容については、各

については、実習生を含めた研究室所属の学生

実習生ごとに述べていく。その分析項目は、①

と討論したことをもとにして検討したことを記

単元・題材名、②授業の流れ、③目標、④分析

してある。ここでの記述は、①研究室での討論

表、⑤仮説の取り出しの5つを共通に設定した。

会の内容、②その内容の検討結果の順に記して
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ある。討論会の内容を述べる際、私の意見は→

そして⑤仮説の3項目だけを記したものである。

2000年

「指導が悪いとケアが増えるとあるが、

で示したところに記述してある。その討論会で、

私が学生に配った資料は、③目標、④分析表、

第19号

指導とケアは相反するもの、対応して両極

にあるものなのか？」
→

そういうものではなく、指導とケアは関
連している。この場合の指導が悪いとケア

2．1

R実習生の授業G999年6月11日⑥、
N小学校第1学年2組、算数）

が増えるとは、視写させるときに、ノート
のすきなところに書くように指示し、そし

（1）仮説の取り出し

て板書とノートのますめが対応しておらず、

①単元名「残りはいくつ」〜ひきざん〜

②授業の流れ

児童が混乱してどのように書けばいいのか

を教師に質問していた。教師は児童に対応

導入として昔話の「おむすびころりん」

していたが、ますめのある黒板に書けば、

の話をした。実習生は、児童におじいさん

ケアは増えなかったであろう。指導とケア

が持っていたおむすび、転がってしまった

は、見通しを立てて行うものである。

おむすびのそれぞれの数を尋ね、おじいさ

私の意見は、質問の回答になっていなかっ

んがいくつ食べられるかを師範用ブロック

た。そこで、R実習生は質問を変えて次の

を用いて黒板上で説明させた。それから、

ように言った。

その減法の式と読み方を板書して児童に読

ませ、写させた。その後、教科書の問題
（3題）を解かせ、答え合わせを行った。

③目標〔A数と計算〕（2）

「指導がよいときには、それはすべてケ

アになるのか？」
この質問が出ると、1実習生が意見を述

べた。

数について減法ができることを理解し、
用いることができるようにする。

→

④分析表1参照

⑤

「指導はケアなのではないか？」
指導案の配慮事項がケアである。したがっ
て、指導とケアは違う。指導する内容は、

仮説の取り出し

小学校指導書に書いてある。その内容をど

R実習生は、児童に板書を写させるとき、

うやって指導するかがケアである。

すきなところに書くように指示した。しか
し、板書とノートのますめが対応していな
かったので、児童に混乱が起こった。そこ
でR実習生は、質問してきた児童一人一人

R実習生は、1実習生に対する私の意見
を聞いて次のように質問した。
「指導イコール配慮なのか？配慮が悪い
とき、ケアが増えると言われると分かる。

に対応していたが、そのうちに、隣の児童

指導が悪いとケアが増えると言われるとア

に書き方を聞くよう指示した。そこから、

レと思う。児童の先を読みながら発問をす

次の仮説を取り出すことができる。

るのが配慮だと思う。配慮が足りなかった
ときとか、配慮が怠りなかったときとか、

ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

気付かなかったときとか、配慮がなかった

イ．ケアを打ちきることは、時間・空

ときにケアが増えるのならば分かる。

学習指導案に書いてある配慮がある。こ

間の制限に関係がある。

こでいうケアは予定外のケアなのか？」

（2）討論による検討

①討論の内容

→

はい。この場合、教師は児童が書けると

予想していたが、実際には書けなかった。

取り出した仮説についてR実習生から次
の質問が出された。

教師は児童の質問に答えるが、その1人が
分かっても他の児童には伝わらない。だか

教育学的ケアリソグの研究

ら、同じことを繰り返し言っている。

助言を与えたりすることである。第3水準

これまでの質問のやり取りを聞いていた

と学習指導は、教師が子どもに働きかける

K実習生が質問してきた。

という点で同じことを述べているので、第

「指導とケアの境が分からない。」
→

3水準のケアと学習指導は同じことを意味

学習指導案には、指導とケアが含まれて

している。しかしながら、教育学的ケアリ

いる。指導する際には、何かを配慮してい

ソグには、他にも第1水準、第2水準があ

る。境があるかどうかは分からない。

る。したがって、教育学的ケアリソグと学

表に関しての質問が、1実習生から出た。

習指導の関係は、学習指導が教育学的ケア

「なぜ、学習指導とケアリソグとで、ま

リソグに含まれる関係にある。

た、指導書と実習生とで分けたのか？指導

しかし、私にはどのような含まれ方をし

書と実際の授業の比較なのか？」
→
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ているのかが分からないので、今後の研究

私が考える学習指導とケアリソグを分け

課題にしたい。さらに、学習指導に教育学

るためである。そして、実習生本人にこの

的ケアリソグが含まれるという見解がある

分析表を見てもらって、意見や質問や気付

ような気がするが、今のところそのような

いたことを言ってもらいたかった。小学校

先行研究は見当たらない。

指導書に書いてあることと実際の授業を比

べてみてどう考えたかを言ってほしい。R
実習生の授業は、学習指導としてはそれぞ

2．2

れ抑えているが、ケアリソグとしては予定

（1）仮説の取り出し

外のケアが増えたという点で見通しが甘かっ

たと言える。

1実習生の授業（1999年6月15日㈹、
M小学校5年3組、道徳）

①題材名エアメール（国際理解と親善）

②授業の流れ

1実習生から教育実習におけるケアに関

導入に児童が行ってみたい国とその理由

する要望が出た。

を聞いた。それから、副読本教材（「エア

「実際の授業にはますめに対応させるな

メール」）を読み、アメリカでの生活でう

どのケアが必要とされてくる。例えば、実

らやましいと思うことを発表させた。これ

習生にケアは必要ですよ、ただ教えるだけ

とは逆に、苦労していることについてどん

ではないよと指導するときに、小学校指導

なことを考えたかを発問した。しかし、児

書にはこのようなケアが書いてあるけども

童が応答しなかったので、1実習生は発問

〈もっと細かい具体的なケアが必要だよ〉

内容を何度も変えた。最後に、1実習生の

というような教官による指導が実習の事前

外国旅行での体験談を話し、外国の人と付

になされるべきである。」

き合うとき、どんなことに注意するかを発

②検討

問し、その考えを教科書に書かせた。

私は、この討論会で学習指導と教育学的

③目標4（8）

ケアリソグの関係がどのようなものである

かを明確に答えていない。ハルト
（Richard

E．

Hult，

外国の人々や文化を大切にする心をもつ。

④分析表2参照

Jr．）は、第3水準に

⑤仮説の取り出し

ついて次のように述べている。r生徒の学

1実習生は、児童に自分の発問が伝わっ

習向上のための技能の準備を含意している

ていないと分かったとき、何度も発問内容

ような世話する活動」である（1）。一方、学

を変えた。このとき、児童は1実習生の発

習指導とは子どもが効果的、能率的に学習

問について質問も私語もしないでじっとし

できるように学習環境を整えたり、必要な

ていた。ここから、次の仮説を取り出すご
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とができる。

第19号

2000年

す内容に「指示回数」も入れるように要望
してきた。

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと

「第3水準だけでなく、こういう活動な

き、児童が教師をケア（耐えること・

らば、このクラスはこういう状況になるの

意図を探ること）する。

ではないかとかの理解も行わなければなら
なかったと思う。

2．3

〈第3水準の見通しが不確かだと権力
（大声をあげること）が増強する〉とある

N実習生の授業（1999年6月16日㈱、

K小学校4年2組、国語）

が、大声をあげるだけではなく、回数も増
えていた。同じことを繰り返し言っていた

（1）仮説の取り出し

①単元名様子や気持ちに気をつけて（教

はずなので、それも一緒にしておいてくだ

材；「白いぼうし」光村図書、4年上）

さい。この授業に関してはより現実的だと

②授業の流れ

思うからです。」

教材の1の場面を確認してから一斉音読
を行った。それから、紙袋に入った夏みか

んと手紙の入ったダソボールを他の実習生
に運んで来てもらい、児童に興味づけを行っ

た。その後、夏みかんを各班に配り、夏み
かんを利用して各班で役割読みの音読練習

を行うように指示した。N実習生の指名で
3つの班が発表し、最後に一斉音読を行っ

た。

権力の内容に回数も加えろということで
すね。

R実習生は、回数と増強について混乱
したようであった。

「回数が増えたので、増強の増でなく
て。」

N実習生は、もう1度権力の内容に回
数も入れることを説明した。

「権力が増強とあり、権力の内容の大

③目標
理解ウ

→

声をあげることが増強であって、回数が
事柄の意味、場面の様子、人物の

気持ちの変化などが、聞き手にもよ
く伝わるように音読する。

権力に入っていないからである。」

討論会に参加していたHさんが、N実習
生に確認を行った。

④分析表3参照
⑤仮説の取り出し

「括弧の中に大声と回数が入ればいいと
いうことですね。」

音読の練習を終わらせるとき、N実習生
はやめるように指示したが、教室内がうる

さかったので児童にはその指示が伝わらな
かった。そこで、次の仮説を取り出すこと

ができる。

N実習生が、

Hさんにたいして補足説明

を行った。

「はい。この場合は、大声に限定されて
いるからである。」

教官が、仮説を直してくれた。そして、

・第3水準の見通しが不確かなとき、

権力について説明してくれた。
「第3水準の見通しが不確かなら、権力

権力（大声をあげること）が増強する。

が増強する。※をつけて、この場合、権力
とは、大声をあげることと指示回数を増や
すことである。指示は権力である。発問も。

（2）討論による検討

①討論の内容

指示や発問が不明確だから、何をやってい

私が取り出した仮説をもとにN実習生は、
授業反省を行った。そして、「権力」の示

いのか分からなくなる。
親も子どもに権力を出す。大学生くらい
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になら、お金か。仕送りしないと言う。教
師の場合は、教材とか発問とか指示。この

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

教材でやるんだというのは、権力である。

権力が増強する。※この場合、権力

だから、教科書検定とかでもめる。あるい

とは、大声をあげることと指示回数

は、どの教科書を使うかとか権力が働く。

を増やすことである。

カウソセラーでも権力を使う。何月何日何
時から来てくれというように。権力を働か

しても相手が合意すればいい。合意を求め

2．4

0実習生の授業（1999年6月16日㈱、

ない権力もあるが、めったにない。緊急事

K小学校4年3組、国語）

態発生のときだけである。小学校が火事だ

（1）仮説の取り出し

というときには、合意を求めない。授業の

①単元名段落のつながりに気をつけて

場合は、権力ではなく合意を求めて動いて

（教材；「キョウリュウをさぐる」、光村

いる。最近は、合意を求めるだけではだめ

図書、4年上）

で、承認を求めている。だから、権力を持っ
ていない側が権力を持とうとするとき、承

②授業の流れ
前時の学習を振り返ってから、0実習生

認を求めようとする。それを認あるために

が指示するまで黙読を行った。それから、

総合を創ったとも言える。自分たちのやり

分かったところに線を引くよう指示し、本

たいこと、調べたいことを子どもから出し

当に分かったことは何かを発問した。最後

てもらって、それを徴調整とかアドバイス

に、0実習生の作ったプリソト（黒板に貼っ

とかをするけど、承認してやってもらうと

た恐竜の絵を見て書くことと、サッカーボー

いうものである。」

ルをける他の実習生を見たことを書くこと）

②検討

で短文作りを行った。

権力についての教官のコメソトから考え

③目標

ていかなければならないことが3つ出てき

理解工

た。私は、合意を児童が応答することとと
らえたが、これでいいのかということ。合

理解オ

意と承認にもとつく権力の違いは何かとい
うこと。合意を求めない権力が授業中に行

文章の叙述に即して内容を正しく

読み取る。
表現ケ

使されるのは認められるのかどうかという

読んだりした内容から素材を選び、

その表現の仕方を参考にして自分の

こと。これらについては、今後の研究課題

にしたい。

段落相互の関係を考えて、文章の

中心的事柄を読み取る。

表現に生かす。

④分析表4参照

N実習生から要望された指示回数が増え
たことを権力の内容に加えることについて、

⑤

仮説の取り出し
児童は、発問の「分かったところ」とい

指示回数を増やすことが権力なのかどうか

う言葉につられて動詞に着目して考えてい

は今のところ分からない。仮説には、権力

た。しかしながら、学習目標の「理解工」

の内容に加えておくが、このことも今後の

の「段落相互の関係」からすれば、指示語

研究課題にしたい。

や接続詞に着目しなければならなかった。

N実習生の要望から仮説の訂正を行うこ

とにする。

．

このとき、0実習生は児童の答えたことだ

けを尊重していたので、目標に対応した学
習は成立していないことになる。このこと
から、次の仮説を取り出すことができる。
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オ．第3水準が成立していなくても、

第19号

2000年

カ．第2水準がなされていなくても、

第2水準が成立している場合、授業

第3水準が適切になされていれば、

は流れるが、目標に対応した学習は

目標に対応した学習は成立する。

成立しない。

キ．休み時間を保証しないことは、第

2水準のケアを奪っていることにな
る。

2．5

M実習生の授業（1999年6月18日㈹、
Y小学校第5学年1組、算数）

（1）仮説の取り出し

これまで述べてきたことからすれば、春期

①単元名合同な図形と角

教育実習において取り出した仮説は、以下の

②授業の流れ

アからキの7つである。

M実習生は、合同な図形をかくよう指示
した手紙を配り、興味づけを行った。この

ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

際に、M実習生は合同な図形の性質を確認

イ．ケアを打ちきることは、時間・空間

した。それから、三角形の角をア・イ・ウ
と指定し、学級全体で角の大きさと辺の長

の制限に関係がある。
ウ．教師の発問が児童に伝わらないとき、

さの統一を行うために、それぞれを測らせ

児童が教師をケア（耐えること・意図

て発表させた。そして、合同な図形のかき

を探ること）する。

方を考えるよう発問した。また、プリソト

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

に合同な図形とそのかき方をかき、確かめ

権力が増強する。※この場合、権力と

シートで合同かどうかを確認するように指

は、大声をあげることと指示回数を増

示した。最後に、かき方を発表させた。

③目標〔C図形〕（1）イ
図形の形や大きさが決まる要素に漸次着
目する。

④分析表5参照
⑤仮説の取り出し
M実習生は、この授業で何を学習するか
を手紙で示し、そのポイソトである合同な

やすことである。

オ．第3水準が成立していなくても、第
2水準が成立している場合、授業は流
れるが、目標に対応した学習は成立し
ない。

カ．第2水準がなされていなくても、第
3水準が適切になされていれば、目標
に対応した学習は成立する。

図形の性質を強調した。このほかに、目標

キ．休み時間を保証しないことは、第2

に対応して学習がなされるために、確かめ

水準のケアをi奪っていることになる。

シートを配布したり、模範例としてM実習
生のかき方を示した。また、授業の終わり
の時間を教室の時計で確認していなかった
ので、休み時間になっても授業を行ってい
た。これらから、次の仮説を取り出すこと
ができる。

秋期教育実習では、この取り出した7つの
仮説を使って、実習生の授業を分析する。

教育学的ケアリソグの研究
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分析表1
学

実

習

生

習

指

児

童

導

指

導

書

話をする

話を聞く

減法が用いられている場合に

予想を立てさせる

予想を立てる

ついて知る

おむすびがいくつあるかを数

おむすびの数を数える

えさせる

ブロックを使って説明させる

ブロックを使って説明する

式と読み方とを板書する

板書を写す

式で表す

式を読む

板書の式を読む

式をよむ

板書をノートに書かせる
教科書問題を解かせる

教科書の問題を解く

1位数と1位数との減法の計

解き方を発表させる

解き方を発表する

算を確実にできる

ケ

実

ア

習

リ

ソ

グ

指

生

導

書

具体的な操作などの活動を通して計算の習熟

黒板に絵を貼る

bす時に抑揚をつける
ｳ科書・ノート・ブロックを出す一しまうを

図るよう工夫する

w示する
ｳ師によるモデリソグを行なう（ブロックを
ｸらす）

mートのすきなところに書かせる
mートのますめと板書が対応していない

ﾗに聞くように指示する
ﾂ別指導の時、他の児童へのケアがなされな

｢
分析表2
学

実

習

生

習

指

児

童

導

指

導

書

発問する

発問に答える

異文化に対する理解と尊敬の

文章中の事柄について質問す

文章から事柄を抜き取る

念を重視する

我が国の文化や伝統に対する

る

自分の体験談を話す

実習生の体験談を聞く

プリソトに発問の内容を書か

プリソトに考えを書く

せる

尊敬の念と併せて理解させる
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第19号

指

2000年

導

書

児童の反応を見ていない

読み物資料は児童の興味や経験、読解力を考

板書が縦書きと横書きが混じっている

慮する

質問をよく変える

読み物資料を指導過程のどこへ、どのように

質問を掲示する

位置付けるのが効果的であるかを吟味する

教師の体験談を話す

興味をもたせる提示の仕方を工夫する

休み時間を奪う

理解を容易にさせる板書の仕方を工夫する
児童自身の感じたことや考えたことを自発的
に伸び伸びと発表させたり表現させたりする
話題の選択、内容の吟味、話の進め方やまと
め方などを工夫する

分析表3

実

習

学
生

1の場面の範囲を確認する

闔?

読む

ﾜの中身を予想させる

習

指

児

童

導

指

導

書

1の場面の範囲を答える

聞き手に内容を正しく伝える

m実習生の読む手紙の内容を

ﾆいうことを意識させて音読

ｷく
ﾜの中身を予想する

ｳせる

割を指示し、各班で練習さ

ﾇみを練習する

ｹる
w名し、発表させる

ｭ表する・聞く、見る

齔ﾄ音読をさせる

齔ﾄ音読をする

手紙による興味づけを行う

自分の声を自分の耳で聞きながら音読する習

袋に入れた夏みかんを各班に配る

慣を身に付けさせたい

役割の条件を言う

繰り返して行う学習は、表現や理解の活動と

ナレーターの2人の読む部分の指定をしない
音読の時間を指定しない

続することができるような学習方法の創意工

大声で止めるよう指示する

夫が必要

発表時に他の児童を見やすい場所に移動させ
ない

一斉音読をどのように行うかを指示しない

関連させるなど児童が興味を持って学習を継

教育学的ケアリソグの研究
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分析表4
学

実

習

生

前時の学習を振り返るために

習

指

児

童

導

指

導

書

前時の学習を振り返る

深く理解するためには、

実習生の指示があるまで文章

がら読む

を読む

・それぞれの段落のつながり

発問する

・一 ﾂ一つの段落を要約しな

黙読を指示する

分かったところに線を引かせ

発問の回答の部分に線を引く

る

方や文章全体との関係などを
よく考えてみる

発表させる

発表する

文章の細部に注意しながら、

短文作りをする

短文を作る

正確に読み取る能力を身につ

短文を発表させる

短文を発表する

けさせる

指

導

書

児童の答えに反応する

発達段階に応じた適切な言語活動を選ぶ

児童の発言を促す

言語活動を組み合わせて学習活動を組織する

線を引く部分を児童に確認する

「A表現」及び「B理解」に記す事項は、そ

児童に意見の理由を聴く

れぞれが関連的に指導されるように考慮する

児童の意見の間違いを直さない

→理解工；表現力

課題のカードを掲示する

表現の仕方を参考にして表現することは、児

板書が見易いか尋ねる

童にとっては分かりやすい学習内容となる

短文を書かせるための絵を貼る
白い恐竜を黒くする

短文を書かせるための動作を見せる
発表された短文をすべて書く
休み時間を奪う

分析表5
学

実

習

生

習

指

児

童

導

指

導

書

手紙を読む

手紙を見る

図形が「決まる」という意味

合同な図形の性質を確認させ

合同な図形の性質を確認する

を理解する
自分のかいた図形が条件に合っ

る

三角形の角を指定する

指定された角を書く

ているかどうかを確かめる

辺の長さと角の大きさを質問

プリソトに角の大きさ、辺の

合同な図形を能率的にかくこ

する

長さを書いて答える

とができる

合同な図形のかき方を考えて

合同な図形のかき方を考えて

かくように発問する

かく

確かめシートで確認させる

確かめシートで確かめる

かき方を発表させる

かき方を発表する
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図形をかく道具を用意させていない

実際に合同な図形をかく作業の中で、どれだ

手紙による興味づけを行う

けの条件を用いればかくことができるかとい

読みながら児童をよく見る

うことに着目できるようにする

黒板に図形を貼る

合同な図形の性質を強調する
角を指定する

作業の終わりを確認する
プリソトに三角形をかく場を指定し、文章を
書くための実線を引いておく

かく時間の指定がない

確かめシートを1人ずつに配布する

具体的な操作などの活動をさせる際には、安

個別指導の時、他の児童へのケアがなされな

易な楽しさだけにとどまることなく、ねらい

い

を明確にもち、合目的的に行い、明らかになっ

実習生のかき方を示す

たことをまとめたり確かめたりするよう配慮

かき方が分かるように色を使い分ける

する

休み時間を奪う

3秋期教育実習における教育学的ケアリンゲ
と学習指導の対比
研究方法は、「2

②授業の流れ
K実習生は前時の復習として、「音が出

春期教育実習における教

てるとき、物は震えている」ことを確認し

育学的ケアリソグと学習指導の対比」と同じで

た。それから、実習生が用意した媒介物を

ある。3．1から3．5の（1）では、「2」で取

使って各班で楽器が震えていることが分か

り出した7つの仮説を実習生の授業記録で分析

るように工夫するよう発問した。ワークシー

する。分析できない場合は、新たな仮説を取り

トに工夫点とその結果を書かせた。その後、

出す。そして、分析内容については、各実習生
ごとに述べていく。その分析項目は、①単元名、

②授業の流れ、③目標、④分析表、⑤仮説の分
析と新たな仮説の取り出しの5つを共通に設定
した。
3．1から3．5の（2）は、「2」の（2）と同様

に、研究室での討論会の内容とその検討の記述

をする。
3．1

K実習生の授業（1999年10月13日㈱、

パビリオソ形式の発表をさせ、他の班のこ
とも書かせた。

③目標B 物質とエネルギー（2）
物の音を出して、その性質を調べること
ができるようにする。
イ 音が出ているときは物が震えている。

④分析表6参照
⑤仮説の分析と新たな仮説の取り出し
ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

W小学校第3学年、理科）
（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

①単元名音ともの

K実習生は、工夫したことをワークシー
トに書くとき、文章だけでなくプリソトさ

教育学的ケアリソグの研究

れた楽器の絵にもかき入れるよう指示した。

ワークシートには、文章で書く枠が設けら
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なくなることを知らせていた。これは、時

間に関する第3水準の見通しが弱かったこ

れていたので、児童のほとんどが文章で工

とになるが、権力が増強したとは言えない

夫したことを書いた。しかしながら、絵に

ので、この仮説は当てはまらない。

工夫したことをかいていた児童はほとんど

いなかった。私には、K実習生が机間巡視

オ．第3水準が成立していなくても、

なかった。したがって、仮説と関連してい

第2水準が成立している場合、授業
は流れるが、目標に対応した学習は

るかどうか分からないので、新たな仮説を

成立しない。

中に個別に先の指示をしていたかは分から

取り出すことにする。

力．第2水準がなされていなくても、
第3水準が適切になされていれば、

・

目標に対応した学習は成立する。

指導の悪いことを教師が気付かな

ければ、ケアは増えない。

前時の復習として「音が出てるとき、物
は震えている」ことを確認し、媒介物を使っ
イ．ケアを打ちきることは、時間・空

間の制限に関係がある。
K実習生が、机間指導や個別指導でケア

て工夫することで再確認する授業であった。

児童は、パビリオソ形式の発表のとき、工
夫したことを実演しながら発表していた。
このことから、「性質を調べる」という目

を打ち切った場面は見うけられなかったの

標は達成されていたので、目標に対応した

で、この仮説は当てはまらない。

学習は成立していた。そして、第2水準の
ケアとしては、児童が考えた工夫を行わせ

き、児童が教師をケア（耐えること・

ていただけであるので、第2水準が成立し
ているとは言いがたい。第3水準のケアは、

意図を探ること）する。

働いている場面が少なかったけれども、適

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと

切になされていた。したがって、仮説のオ
この授業での発問は、「ふるえているこ

とがよくわかるようにくふうしよう」とい

は当てはまらないが、仮説のカは当てはま

る。

うことであった。児童は、何かしら工夫を

行っており、K実習生の発問が伝わってい
た。したがって、この仮説は当てはまらな

キ．休み時間を保証しないことは、第

2水準のケアを奪っていることにな
る。

いo

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

授業が終了時間通りに終えたので、児童

権力が増強する。※この場合、権力

に休み時間を保証したことになる。この仮

とは、大声をあげることと指示回数

説は当てはまらない。

を増やすことである。
（2）討論による検討

K実習生は、実験する時間とその結果を
書く時間を分けないで授業を行っていた。
しかし、机間巡視中に、結果を書く時間が

①討論の内容
K実習生は、仮説のアについて・その時
の自分の行ったことを説明をした。
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「アに関してですが、全体に対する指示

は出さなかったが、回ってみて、かけてい
ない子に対しては、指示を出したりしてい
たので、細かいケアを出していたと思って

教官が、K実習生の発言を確認した。
「机間巡視上の指示が悪い場合は、教師

2000年

を書かせて発表させた。

③目標（1）コ
黒船の来航、明治維新、文明開化などに
ついて調べ、欧米の文化を取り入れつつ、

います。全体に対して出していなかったの
で。」

第19号

我が国の近代化が進められたことを理解す
る。

④分析表7参照
⑤

仮説の分析と新たな仮説の取り出し

が机間巡視をして個別のケアを増やすとい

うことか。」

ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

K実習生は、教官の発言を受けて、「は
い」と返事をした。

②検討

M実習生の指示・発問は児童に伝わって

仮説のアに関してのK実習生の発言と、

おり、混乱が起こらなかった。私には、混
乱に対処するためのケアは見えなかった。

私の授業記録に食い違いがでた。私は、全

ここから、仮説を取り出すと次のようにな

体に対して指示をしたと記録したが、K実

る。

習生はしていないという。そして、机間巡

視で指示していたとするK実習生の発言か

・

第2水準、第3水準が適切になさ

ら、個別のケアを行っていたことになる。

れていると、ケアは見えにくい。

K実習生の発言と私の記録の両方を取り入

（オ、カのバージョソ）

れると、春期で取り出した仮説のアと同じ
ことを述べている。したがって、仮説のア
で分析できるので、私の取り出した新たな
仮説は消えることになる。

3．2

M実習生の授業（1999年10月13日㈱、
M小学校6年1組、社会）

（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

イ．ケアを打ちきることは、時間・空
間の制限に関係がある。

M実習生が、机間指導や個別指導でケア
を打ち切った場面は見うけられなかったの
で、この仮説は当てはまらない。

①単元名「西洋に追いつき、追いこせ」

②授業の流れ
M実習生は、前時の振り返りとして、江
戸時代の人々のくらしを思い出させた。そ

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと
き、児童が教師をケア（耐えること・

意図を探ること）する。

れから、衣、食、住、交通、その他に分類
したくらしに関するカードを明治時代と大

正時代に分けさせた。分けさせた後で、カー
ドはすべて明治時代に欧米から取り入れら

「エピソードを考えよう」という発問は、

児童に伝わっていた。そして、M実習生は
当時のエピソードを話しており、児童にとっ

れたものであることを伝えた。そして、い

ては模範解答を得たことになる。したがっ

くつかのカードに関する当時のエピソード

て、この仮説は当てはまらない。

を話し、児童にもカードに書かれている語
をもとにエピソードを書かせ、発表させた。
最後に、分かったことや思ったこと、感想

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、
権力が増強する。※この場合、権力

教育学的ケアリングの研究

とは、大声をあげることと指示回数

を増やすことである。
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（2）討論による検討

①討論の内容
M実習生は、アの新たに取り出した仮説
に関して次の質問を行った。

第3水準の見通しが弱い場面もなかった

し・権力も増強した場面がなかったので・

「アに、第2水準、第3水準が適切にな

この仮説は当てはまらない・

されていると、ケアは見えにくいとあるが、

ケアは見えにくいというと第2水準と第3
オ．第3水準が成立していなくても、

水準というのは、指導に入るのか。指導が

第2水準が成立している場合、授業

ちゃんとなっていたから、ケアは見えにく

は流れるが、目標に対応した学習は

いということかo」

成立しない。

→

活動させる時に、例えを言ったり、児童

力．第2水準がなされていなくても、

からこういうことかと言って例を挙げてい

第3水準が適切になされていれば、

て、それを認めていた。〈教師は、このこ

目標に対応した学習は成立する。

とを見通していて、これをすれば、授業は
流れるだろう〉と予想していたはずなので、

授業構想自体が目標に対応した学習には

私はこれをケアなのかどうかが分からなく
なった。

なっていなかった。なぜなら、この授業で

は、目標の「調べ」ることがなされていな

教官は、私の答えがM実習生の質問に答

かったので、「理解」することができなかっ

えていないと考え、次のように私に質問し

たからである。第2水準のケアがなされた

てきた。

のは、児童の書いたエピソードを承認した

だけであった。第3水準のケアとしては、

発言内容を示す。）

＊

「そういうことを言っているのではなく

図を貼ったり、エピソードを話したりとそ

て、第2水準、第3水準が適切になされて

れなりになされていた。この授業は、第2
水準がなされていなくても第3水準が適切

（以下、＊印のある部分は教官の

いると、第1水準は見えにくいということ
なのか。」

になされていたので、授業が流れた。した

第1水準という言葉が、この時初めて出

がって、仮説のオとカでは、分析はできな

されたので、3年生は何を示すのかが分か

い。この授業から、仮説のオとは、逆の仮

らず質問してきた。私は、「第1水準は、

説を取り出すことができる。

個性のことである」と答えた。そして、教

官がM実習生の授業について第1水準を説
ク．授業が流れるためには、第3水準

が適切になされていればよい。

明した。

＊

「第1水準のケアは見えにくかった。子

どもが元気よくやったとか、前にカードを
はったとかは見えるけど、一人ひとりは見
キ．休み時間を保証しないことは、第

えない。算数と違って。」

2水準のケアを奪っていることにな

M実習生が、教官に確認を行った。

る。

「第1水準に対するケアが見えないとい
うことか。」

授業終了時間前に終えたので、児童に休
み時間を保証していた。この仮説は当ては

まらない。

＊

「そう。違うのか。私の印象だから。」
私は、これまで、アの仮説を取り出した

理由を考えていたが、はっきりとは答える
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ことができなかった。

→

＊

第19号

2000年

「ここは、クエスチョソだ。」

授業が流れたのは、第2水準、第3水準

M実習生から、イの時間とケアについて

以外のものも働いていたであろう。だが、

の質問が出された。

このとき、私は、何を考えていたか分から

「もし、いつまで、何分まで考えてくだ

ない。
教官は、はっきりと答えない私に二者択

さいと言って終わりにすれば、打ち切りに
ならなかったのか。」

一で質問してきた。
＊ 「ケアの第3水準がうまくいったと言い

私は、この発言に賛成し、次のことを述
べた。

たいのか、逆に、指導がうまくいったので

→

ケアの第3水準が見えなかったと言いたい

予告されないと、いつ書く時間の保証が

切られるかが分からない。予告されずに打

のか。」

ち切ったので、この仮説が当てはまる。

→第1水準、第2水準、第3水準かなされ

②検討

ているので、ケアが見えにくい。
私の矛盾している答えを教官から指摘さ

準、第3水準が適切になされていると、ケ

仮説のアの新たな仮説として、「第2水

れた。
「普通、なされていれば、見えやすいも

アは見えにくい」とした。私がこのように
考えた理由は、実習生の指示・発問が児童

のである。」
私の混乱ぶりを見て、1実習生はアはオ

に伝わっており、混乱が起こっていなかっ
たら、混乱に対処するためのケアがなされ

とカのバージョソであることから、〈そこ
に立ち戻って考えてみては〉と助け舟を出

なかった。授業観察した他の実習生が、予
定外のケアを行っていたことに比べると、

してくれた。
「オ、カを見ると考えやすいのではない

M実習生は、予定通りのケアを行っていた
と言えるからである。その場で、なぜこの

か。」
＊ 「第2水準、第3水準のケアがうまくいっ

ように考えたかを述べた内容は、支離滅裂
であった。教官が言う通り、文章から考え

＊

ていたので、指導がうまく行われたとなる

れば、見えにくいケアは第1水準になる。

のではないか。第2水準、第3水準が適切

私が新たに取り出した仮説には、曖昧な部

になされていたというのは、ケアが見えて

分があるので、取り上げないことにする。

いたということではないのか。見えたから、
ケアリソグと書けるのではないか。児童の

第2水準、第3水準のケアは、私にもあ
る程度見取ることができたが、第1水準の

挙手を見逃すというとこだけが問題である。

ケアがなされている場面を授業観察した授

これは、第何水準か。」
→

第3水準

＊

「第3水準がだめだということは、適切

業からは見取れなかった。第1水準のケア
を見取る力量をつけるために、授業中にお
ける個性とは何かを確かめなければならな

になされていないということではないか。

い。

それだけ、マイナスに書いてある。第3水
準は、適切になされていない。他の第3水

3．3

準は、うまく行っているけど、そこだけは
だめだということか。」

H小学校1年1組、国語）
（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

→確かにそうであるが。

①単元（題材）名「くじらぐも」

私の考えが曖昧であったので、今後考え
るように指示された。

R実習生の授業（1999年10月14日㈱、

②授業の流れ
R実習生は、教科書の挿絵をコピーして、

教育学的ケアリングの研究
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色を塗った5枚の絵を黒板に順不同に貼っ

手伝うよう指示した。この指示は、R実習

た・それから・児童に音読を行わせた・プ

生が並べ終えていない児童に対応しきれな

リソト（実習生が5枚の挿絵を描いたもの）

いために行われた。仮説では「時間・空間

を配り・個別に順番通りに並べ替えさせ・

の制限に関係がある」としたが、この場合

答え合わせを行った・そして・5枚の絵の
うち・1枚について疑問に思ったことや質

は教師の対応力に関係があると解釈し、新
たな仮説を取り出すことにする。

問したいことをプリソトに書かせて発表さ

せた・

ケ・ケアを打ちきることは、教師の対

③目標
理解ウ 語や文としてのまとまりを考え

応力に関係がある。

ながら読む。

理解工

文章の内容の大体を読み取る。

表現ウ

書くための事柄を考える。

④分析表8参照
⑤

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと
き、児童が教師をケア（耐えること・
意図を探ること）する。

伝説の分析と新たな仮説の取り出し
ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

「文にあった並べ方は、どんな並べ方か」、
「疑問に思ったこと、質問したいことは何

児童は、黒板に貼った絵と配られたプリ

か」という発問は、児童に伝わっており、
児童がその作業を行っていたのでこの仮説

ソトの絵が、それぞれ同じものだとは分か

は通用しない。

らなかったらしく、混乱していた。その原

因は2点ある。1つは、黒板の絵とプリソ

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

トの絵が同じように描かれていなかった点

権力が増強する。※この場合、権力

である。黒板の絵は、教科書の挿絵をコピー

とは、大声をあげることと指示回数

したものであった。プリソトの絵は、R実

を増やすことである。

習生が教科書の挿絵を簡単に描いたもので

あった。もう1つは、黒板の絵とプリント
の絵の提示されている順番が違っていた点

R実習生は、黒板の絵とプリントの絵に
ついて、対応しないことに児童が混乱を起

である。それぞれの絵に記号をつけて対応

こすことを見通していかなった。それぞれ

させていなかったので、分かりずらかった

対応する絵同士を説明するために、大声を

のだろう。このため、R実習生は、どれと
どれが同じ絵であるかを示していたので、

あげて児童の注意を引いていたので、この
仮説は通用する。

この仮説は通用する。

オ．第3水準が成立していなくても、
イ．ケアを打ちきることは、時間・空
間の制限に関係がある。

第2水準が成立している場合、授業
は流れるが、目標に対応した学習は
成立しない。

児童に絵の並べ替えをさせていたとき、

力．第2水準がなされていなくても、

R実習生は個別にケアを行っていた。ある

第3水準が適切になされていれば、

程度時間が経ってから、並べ替えが終わっ

目標に対応した学習は成立しない。

た児童に隣の児童が並べ終えていないなら
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目標の「理解ウ」に対応した学習は、な

第19号

2000年

R実習生は、次のように答えた。

されていない。なぜならば、一斉音読で、

「全員を見て回ることも問題があるので

声がそろっていない箇所やあいまいな漢字

はないか。時間の面もあるので、そのよう

の読みを直さなかったからである。「理解

に（隣の児童に手伝うよう指示すること）

エ」に対応した学習がなされていたかどう

行った。〈対応仕切れないために〉と言わ

かは、分からない。なぜならば、絵を並べ

れると、対応しきれないこともないが。時

替える際に、児童が教科書の挿絵を見て作

間の関係でもあった。空間は分からない。

業をしたのか、それとも文章を読んで作業

〈隣の児童にケアする〉とあるが、作業

したのかが分からないからである。「表現

は、できていると思っていても、できてい

ウ」に対応した学習である「特定の場面で

ないときがある。比べてみて、どちらが正

聞きたいことを書く」ことはできていた。

しいかという思考をすることも含めていた。」

したがって、3つの目標に対応した学習は

②検討

完全になされていなかったと言える。
「理解ウ」、「理解工」に対応した学習
は、第2水準のケアがなされた学習である。
そして、授業全体は流れていたが、黒板の

R実習生は、児童自身が並べ替えた絵を
隣の児童と比べることで、正しいかどうか
を確かめることを含めていたというが、実
習生がその思いを含めていたとしても、指

絵とプリソトの絵を対応させる時につまつ

示の内容からこのことは伝わってこない。

いた。これは、仮説のアで述べた通り第3

したがって、このことは検討できない。

水準のケアがなされていなかったためであ

R実習生は、全員を見て回ることに問題

る。したがって、仮説のオは通用するが、

があると言ったが、机間巡視・机間指導で

仮説のカは通用しない。

児童全体の作業の様子や進度を確かめない
で授業をすることは、一部の児童にケアリ

キ．休み時間を保証しないことは、第

ソグを行っていないことになる。一人の児

2水準のケアを奪っていることにな

童に関わる時間を考えて、対応しなければ

る。

ならない。決まった時間内の巡視や指導な

R実習生は、チャイムが鳴ると授業をや

ら、自分の対応力にあった仕方で行わなけ
ればならないであろう。したがって、ケア

めた。R実習生は、チャイムに反応したの

を打ち切るのは、時間も関係あるが、実習

であって、時計を見ながら授業を終えてい

生の対応力も関係がある。

ないので、新たな仮説を取り出すことにす

る。

3．4

1実習生の授業（1999年10月14日㊧、

H小学校1年2組、算数）
コ．チャイムに反応して授業を終える

（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

教師は、時計を見ながら授業を終え

①単元名かさくらべとひろさくらべ
②授業の流れ

ない。

1実習生は、ビールビソ1本と太さの違
うジュースのビソ2本を提示し、水が一番

（2）討論による検討

①討論の内容

多く入るビソはどれかを予想させた。それ

私は、R実習生に「ケアを打ちきるのは、

から1実習生は、「ジュースのビソは、見

教師の対応力に関係がある」としたが、こ

ただけではどちらがより多く入るかが分か

れに対してどう思うかを尋ねた。そして、

りにくい」と言い、児童に比べ方を考えさ

教育学的ケアリングの研究
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せ、発表させた。1実習生は、2通りの比
べ方を描いた絵（ビソに水を入れコップに

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと

移して比べる、一方のビソに水を入れもう

き、児童が教師をケア（耐えること・

一方に移して比べる）を用意していた。そ

意図を探ること）する。

して、2通りの比べ方のどちらか一方の方

法で児童に比べさせた・どちらが多く入っ
たかを発表させ・ジュースのビソは・見た
目では、どちらが多く入るのかがはっきり

「どんな比べ方が考えられるか」という
発問は、児童に伝わっていたので、この仮
説は通用する。

させれないと確認した。

③目標〔B量と測定〕（1）
ア

かさの量を具体的な操作によって直

接比べる。

イ

身近にあるものの大きさを単位とし

て、その幾つ分かで大きさを比べる。

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

権力が増強する。※この場合、権力
とは、大声をあげることと指示回数
を増やすことである。

オ．第3水準が成立していなくても、

④分析表9参照

第2水準が成立している場合、授業

⑤仮説の分析と新たな仮説の取り出し

は流れるが、目標に対応した学習は
成立しない。

ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

力．第2水準がなされていなくても、
第3水準が適切になされていれば、

1実習生は、比べ方を児童に考えさせる

目標に対応した学習は成立する。

とき、使ってよい教具を提示していなかっ

た。そして、比べ方を発表させたとき、児
童から2つの比べ方が出たが、1実習生は、
「違う比べ方を考えた人はいないか」と聞

かなかった。教具提示をしなかったことと
違う考えを聞かなかったことは、1実習生
の考える授業案通りに進行させたととらえ、
新たな仮説を取り出すことにする。

この授業では、第2水準のケアがなされ
なかった。第3水準のケアは、なされてい
たので、第3水準のケアは見通されていた。

しかしながら、1実習生は、2通りの比べ
方のうち、どちらか一方に決めるよう指示
した。二者択一をさせることは、第3水準
のケアではなく、授業を円滑に流したいと

考える1実習生の権力である。第3水準の
サ．指導案通りにしたい場面は、指導
を強くし、ケアをしない。

ケアと権力によって、授業は混乱もなく流
れ、児童はかさの量を比べる学習活動を行っ

た。このことから、仮説のエ、オ、カでは
分析できないので、新たな仮説を取り出す
イ．ケアを打ちきることは、時間・空

ことにする。

間の制限に関係がある。

シ．権力（教師の指示）が増強とした

1実習生が、机間指導や個別指導でケア
を打ち切った場面は見うけられなかったの
で、この仮説は当てはまらない。

とき、目標に対応した学習が成立し、
授業も流れる。
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問が出された。

「第2水準と第3水準は、連動しなくて

キ．休み時間を保証しないことは、第

もいいのか？」

2水準のケアを奪っていることにな

→

る。

児童の意見を尊重するといって、あえて
間違いを直さないことがある。これは、第

授業時間内に終わったのでこの仮説は通

2水準を尊重したと言えるが、教えなけれ

用しない。

ぱいけないことが、小学校指導書に決めら
れている。教師は、児童の間違いを直さな

（2）討論による検討

①討論の内容

ければならない。このとき、第2水準を尊

重していない。だから、いつも第2水準を

ケアリソグの第3水準に関して、1実習

踏まえてやるかというと、連動していなく

生から質問された。
「エ、オ、カの考察で、第3水準に含ま

てもよいと思う。
R実習生から、自分の経験から私の取り

れない教師の役割は何か？」
→ 比べ方を発表させたとき、2通りの絵以
外の比べ方を聞かなかったが、もしほかの
比べ方を聞いていれば、第2水準のケアが

出した仮説が当てはまらないのではないか
という意見が出された。
「エの考察における〈権力（教師の指示）
が増強したとき、授業が流れる〉とあるが、

なされる。

強くなったとしても指示が増えたとき、授

1実習生は、2通りの比べ方だけを提示
した意図を説明し、ケアとしてはどうすれ

業は流れるのか。指示が多いと、1つのこ
とにたくさん指示を出して授業が流れなく

ばよかったのかを質問してきた。
「この段階では、みんなにやってもらう

て児童に混乱が起きたことがあった。」
→

のがあったので、ほかのをだすとこちゃこ

のが増えることと、同じ指示をとにかく繰

ちゃになってしまうので。では、児童に他

り返すことは、別の問題である。

の意見を聞いて、今回はこの2つのやり方

R実習生は、1実習生の授業における権

でやろうと言うのはいいのか？」
→ それはよい。意見を聞くのは、ケアにな
る。しかし、授業を進あるためには、今回

力が何であったのかを限定しようとしてい
た。
「この場合の権力が増強したときという

はこのやり方で行こうというのは必要であ

ろう。

1実習生から、第2水準と第3水準の関
係を質問された。

そうとは言えない。指示内容が別々のも

のは同じ指示のことか？」

→

比べ方を決めさせるときの指示が、強く

なったと言える。仮説としては、増える場
合も考えなければならないので、増強とし

「第2水準を無視した第3水準は、教師
の役割に含まれないのか。教師の役割が第

た。

2水準を経てからというか、第2水準に呼
応した指導が第3水準か？第2水準を保証

された。
「権力が増強したとき、授業が流れるこ

してからやるのが第3水準に含まれる教師

とを全部否定しているわけではなく、ケイ

の役割なのか？」
→

1実習生から、権力についての意見が出

スーバイーケイスで、1年生の場合は活動

第2水準が、必ず第3水準に含まれると

をさせることを優先させると、このような

いうわれけではない。
私の発言に対して、1実習生から次の質

やり方もありではないのか。」
→ 権力が悪いというわけではなく、授業が

教育学的ケアリソグの研究
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流れたとき、権力が増強していたというだ

プリソトを、児童に配った。0実習生は、

けである。この仮説が消えることもあるの

この文に合う言葉（題）を考えるように発

で、今のところなんとも言えない。

問した。児童は、「できない」と答えた。

0実習生から、第2水準、第3水準の取
り出し方について質問がなされた。
「第2水準とか第3水準は、分析表のケ
アリングの枠内の実習生のところにすべて

出てくるのか？」
→

しかし、0実習生は児童に考えさせた。そ
して0実習生は、児童に3枚の紙のうち題
をつけたいところに、自分の名前のプレー
トを貼るよう指示した。0実習生はこの際、

決められないという意思を示すプレート

授業記録から、ケアと思われることを取

り出し、第2水準、第3水準と分析した。

②検討

（△）も貼った。ある児童が、やりたくな

いという意思を示すプレート（□）を黒板
に貼り、数名の児童もそこに自分のプレー

私は、第3水準に含まれない教師の役割

はあるのかと聞かれたが、明確には答えて

トを置いた。0実習生は、児童の貼った□
のプレートも認めた。全員が貼り終えた後、

いなかった。教育学的ケアリソグからすれ

0実習生は、児童全員に自分のプレートを

ば、第1水準、第2水準のケアを行うこと

貼り直したい人は、貼り直してよいと指示

である。

した。すると、ほとんどの児童が口のプレー

第2水準と第3水準の関係はどのような

ものかという質問が出た。第2水準と第3
水準は、いつも連動しているわけではない。

トに自分のプレートを貼り直した。そこで、

0実習生は、題をつけたくないという意思
を児童に確認してから、国語の時間に何を

そして、教育学的ケアリソグには、第1水

勉強したいかをプリソトの裏に書かせた。

準もある。今後、3つの水準がどのように

③目標

はたらく場合、目標に対応した学習がなさ
れるかを研究していかなければならない。

この授業での権力は、合意を求めなかっ

理解ウ

語や文としてのまとまりを考え

ながら音読する。

理解工

文章の内容の大体を読み取る。

た権力である。合意を求めた権力ならば、 ④分析表10参照
第3水準のケアに含まれるのではないか。
⑤仮説の分析と新たな仮説の取り出し
2．3の（2）②に通じるが、権力と第3水準

のケアが、どのような関係にあるのかを研

ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

究している。

3．5

0実習生の授業（1999年10月15日㊥、
N小学校第1学年1組、国語）

自体が、私にもできないような発問であっ

（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

①単元名わかったことは（教材「はたら
くじどう車」）

②授業の流れ

児童は、3つに分けた文に名前をつける
ことに反発した。名前をつけるということ
た。発問が、小学校1年生にできないもの

であった。
0実習生は児童に対して、この活動を行

うことで、児童にもっとよく文章を知って

0実習生は、一斉音読をさせた後、3人

もらいたいという自分の願いを言った。そ

の児童に音読を行わせ、その3人の児童の

れでも児童は、やりたくないと言ったので、

音読を他の児童に評価させた。それから、

児童のやりたいことを聞いていた。これら

大段落（2）を3つに分けて書いたものを黒板

に貼った。同じように3つに分けて書いた

は、第2水準のケアである。この場合、発

問が悪かったので、第2水準のケアが増え
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たことになるので、この仮説は成立する。

オ．第3水準が成立していなくても、
イ．ケアを打ちきることは、時間・空
間の制限に関係がある。

第2水準が成立している場合、授業
は流れるが、目標に対応した学習は
成立しない。

0実習生は、机間指導や個別指導でケア

力．第2水準がなされていなくても、

を打ち切った場面は見うけられなかったの

第3水準が適切になされていれば、

で、この仮説は当てはまらない。

目標に対応した学習は成立する。

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと

0実習生の行ったケアは、児童の意見を

き、児童が教師をケア（耐えること・

聞いたり、同意や承認を求めたりした第2

意図を探ること）する。

水準が多かった。第3水準のケアとしては、

書く時間を延ばすときに時間指定をしただ
文に名前をつける場面で児童は、「でき

けであった。しかし、児童の反発からこの

ない」、「やりたくない」と言っていたが、

授業は、成立しなかった。これらのことか

0実習生がやるよう指示したら一応は考え
ていた。児童は、できないなりに0実習生

ら、第2水準が多く働いても第3水準が少
なければ、授業は流れないし、目標に対応

に応えようとしていたので、児童が0実習

した学習もなされない。仮説のオ、カでは

生をケアしている。したがって、この仮説

分析できないので、新たな仮説を取り出す

は成立する。
エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

ことにする。
セ．第2水準だけが多く働いていても、

とは、大声をあげることと指示回数

第3水準が少なければ、授業は流れ
ないし、目標に対応した学習もなさ

を増やすことである。

れない。

権力が増強する。※この場合、権力

授業が成立しなかった原因は、児童の読
みへの欲求を満たさなかったことと、発問

キ．休み時間を保証しないことは、第

が難しすぎたこととにある。これは、第3

2水準のケアを奪っていることにな

水準の見通しが弱かったからである。しか

し、0実習生は、権力を使わずに第2水準
のケアで授業を立て直そうとしていた。こ

る。

0実習生は、チャイムが鳴ると授業をや

の場合、仮説のエでは分析できないので、

めた。実習生は、チャイムに反応したので

新たな仮説を取り出すことにする。

あって、時計を見ながら授業を終えていな
かった。この仮説は通用しないが、3．3．

ス．第3水準の見通しが不確かで、授

（2）⑤の「キ」で取り出した仮説が通用する。

業が成立しないとき、第2水準のケ
アで立て直そうとしても、第2水準

（2）討論の検討

のケアだけでは立て直せない。

①討論の内容
0実習生は、授業を終えた理由を述べ、
チャイムが鳴ったことと関係がないことを

教育学的ケアリソグの研究

説明した・
「仮説のキの〈チャイムが鳴ったので授

夫だということを言っている。あなたが言っ
ているのは、授業がひっちゃかめっちゃか

業を終えていた〉とあるが、〈休み時間を

だったから、そんな状態で終わったのを誉

保証しないことがケアになっていない〉と

められても、それはないんじゃないかとい

いう仮説がある。それというは、学習の成

うことだろう。すばらしい授業なら、延長

立がなっていないというのと…。自分の場

してもいいというのは、N小学校の論理で

合は・もう困ったから終えたというので、

ある。だけど、それは、授業をやってみて

学習の成立がなかった。困ったからやめた

よかったのでというのは認めていない。最

というのと、チャイムが鳴ったから終えた
という授業の終わり方というのは、はたし

て。自分の中で、授業計画の中で時間とい

うか・」

初から、これは90分授業でやるというのは
認めている。やったらのってきたから、も

う15分延ばすというのは認めていない。そ

れは、教師の力量のなさである。偶然に動

0実習生が「自分の中で」と述べたので、

私は、児童に時間指定をしていなかったこ

とについて述べた。
→指導案は大まかに何分間と書いてあるが、
活動は何分間と実習生自身だけが分かって
いる。春期にも、時間指定をしないで活動

させていたと言った。
私の発言を教官がまとめた。
「秋期実習では、時間に関して堕落した。」

0実習生は、指導案に書いた時間区分を
思い出した。

かされているだけである。

子どもには、朝の会で今日の国語の時間

は60分、算数は30分と予告して行うのは結
構である。これを言わないでやれば、〈休
み時間が保証されていない〉といって親が
教育委員会に行くし、子どもは授業時間中

寝ている。休憩が保証されていないからで
ある。
時代的には、けじめをつけうということ

である。遊び時間と授業時間を分ける。そ
れがだんだん、授業時間も遊びの時間になっ

「10分、25分という分け方はしていたが、

細かくはしなかった。」
教官が、時間について説明した。
「法律で決まっているのは、授業時間数
だけである。小学校学習指導要領に載って

いる。裁判でトラブルが起こった時、時間
数を計算して、資料添付してやる。保証し

て、だらだら生きていく。大学生もだらだ

らしている。それが成功するかどうかは分
からないが、今は一生懸命にけじめをつけ
る。大人もがんばってきた。学校の先生方
も。管理職は、朝早くから夜遅くまでやっ

ているが、普通の人は5時15分になったら
帰してもらう。会議があっても1週間前に

てありますと。子どもの権利条約のほうは、

言ってもらわないと、保育園に子どもを迎

休憩時間の権利をいう。」

えに行くこともあるから怒り出す。会社員

0実習生が、授業時間の終わり方を教官
に質問した。

（以下、＊印のある部分は教

官の発言内容を示す。）
「ぴったりやめることが、理想というこ
とか。」
＊

177

「理想ではなく、やめれということ。オー
バーしたということは、子どもの権利を奪っ

ている。時間に敏感になっていない。
キは、休み時間を保証しているから大丈

も同じである。時間で動いている。勤務が
公務員だと普通5時15分に終わると、〈う

ちは子どもを6時半に迎えに行く〉とか、
〈30分余計に保育料を払うから〉と言って
やっている。延長保育園代金を出してくれ
るかという議論になってくる。ものすごく
意識してやっている。大人が敏感になって

きているということは、子どもにも社会人
になっていくわげだから、けじめをつけさ
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3年生の時の演習で、休み時間を保証す
るのは、第2水準だということを学んだが、

意識的時間で考えていたのを時計的時間に

なぜかというのは、今知った。

切り替えた。そこが大きな違いである。片

②検討

づけも含めて授業時間が終わる。体育なら、

0実習生は、授業の途中まで時間を気に

前にやめてマットを片づける時間も、片づ

していなかったのではないか。授業案に何

けが終わったら終わりにする。そのほうが、

分と書いてあるが、授業案の内容を授業時

子どもも喜ぶのではないのか。ぎりぎりに

間内に終わらせることばかりを気にしてい

終わって、また、道具を片づければ、3分

たのではないか。このことは・他の実習生

くらいしか休み時間がない。その間に着替

にも共通している。実習生は・時計的時間

えて、教室に行くのは大変である。片づけ

を身につける必要がある。

の時間も含めて授業を考える。」

Hさんが、時計的時間と今後の教育との
関係を教官に質問した。
「子どもが時計的時間に変わってくると、

これまで述べてきたことからすれば、秋期教
育実習において取り出した仮説は、以下のクか
らセの7つである。

これから教育全体が時計的時間で流れてい
くのか。」

＊

「それに抵抗するところは、校区探検す
る。休み時間とか言わないから。〈校区探
検行くよ〉と言えば、2限、3限と行けば、
どちらが20分長くても子どもは文句を言わ
ない。総合学習もそっちだ。時計の時間と

関係なく3時間やる。遠足に行っても、必
ず3時には帰ってくる。スタートと終わり
を聞けばいい。遅れれば、親がまだ帰って
こないと心配し、がんがん文句を言う。

教育で時間をどうするかは大きな問題で
ある。0さんが言うように、教育とは学習の

中味で考える、時計で切るのはおかしいと
いう論はある。しかし、測定できない。どれ

だけ学んだか。その時間ごとにテストをす

ク．授業が流れるためには、第3水準が適
切になされていればよい。

ケ．ケアを打ちきることは、教師の対応力
に関係がある。

コ．チャイムに反応して授業を終える教師
は、時計を見ながら授業を終えない。

サ．指導案通りにしたい場面は、指導を強
くし、ケアをしない。

シ．権力（教師の指示）が増強したとき、

目標に対応した学習が成立し、授業も流
れる。

ス．第3水準の見通しが不確かで、授業が

成立しないとき、第2水準のケアで立て
直そうとしても、第2水準のケアだけで
は立て直せない。

るか。本当にこっちの方が学んでいるかど

セ．第2水準だけが多く働いていても、第

うかをテストをやって確認するなら、まだ

3水準が少なければ、授業は流れないし、

この論は証拠が取れる。だから、証拠が取

目標に対応した学習もなされない。

れないから時間で教育が行われたかどうか
を検証していく。客観的には時間しかない。

子どもの権利条約以降、キが入ってきた
ことを押えておく。」

教官が、私に次の質問をした。

「なぜ、キを取り出したのか。その理由
は何か。」

教育学的ケアリソグの研究
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分析表6

実

習

学
生

習
児

指
童

導
指

導

書

身の回りにあるいろいろな物

前時の復習をする

楽器を用意する

使って音を出す活動の中で、

O時の復習をする
潤[クシートに工夫したこと

ｹの出ている物は震えている
ｱとをとらえられるようにす

ﾆその結果を書かせる
kえていることが分かるよう

kえていることが分かるよう

ﾉ工夫させる
e班で発表者と聞き役を決め

ﾉ工夫する
H夫したこととその結果を書

ｳせる
ｭ表させる
ｼの班のことを書かせる
ｪかったことを発表させる

ｭ発表者と聞き役を決める

ｭ表し、聞きに行く
ｼの班のことを書く

ｪかったことを発表する
ケ

実

リ

ア

習

ソ

指

生

グ

導

書

ワークシートに各楽器をプリソトしたものを

扱う物は、感覚的にその様子をとらえること

配る

ができる物が適している

媒介物を用意する

光と音の学習に共通して使える物も2〜3種

媒介物を使う指示は時間が経ってから行う

類用意したい

各班の工夫を行わせる

書く時間がなくなることを伝える
客の来ない班を知らせる
書く時間を与える（時間指定なし）

分析表7
学

実

習

生

習

指

児

童

導

指

導

書

前時を振り返る

明治の初めごろ欧米の文化を

各班でカードを明治と大正と

班でカードを明治と大正とで

取り入れることによって、人々

で分けさせる

分ける

の生活に大きな変化が見られ

カードはすべて明治時代のも

黒板上で分ける

たことを指導する。

前時を振り返る

のであることを伝える
エピソードを話す

エピソードを聞く

エピソードを考えさせて書か

エピソードを考えて書く

せる

発表させる

発表する

分かったことや思ったこと、

分かったことや思ったこと、

感想を書かせる

感想を書く
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ケ

実

習

ア

リ

ソ

生

2000年

グ

指

前時の振り返りのために黒板に江戸時代のく

第19号

導

書

児童の興味や関心を重視する

らしの図を貼っておく

移動黒板にカードを貼っておく

歴史的事象を網羅的に取り上げることがない

班にカードを振り分ける

よう配慮する

黒板に明治と大正で線を引いておく

分けさせた後、線を消す
エピソードを話す
エピソードを書く紙を配る

児童の書いたエピソードを承認する
児童の挙手を見逃す

分析表8
学

実

習

習
児

生

指
童

導

指

導

書

どんな話かを尋ねる

どんな話かを言う

音読をする

教師の音読を聞く

りとした発音で読む

一斉音読をさせる

一斉音読をする

ひとまとまりの語や文として

紙を並べ替えさせる

絵を並べ替える

意味が明瞭に通じるように読

発表させる

並べ替えを発表する

む

正しい順番通りにプリソトに

正しいものをプリントに貼る

一語一語、一文一文をはっき

貼らせる

：

言語事項（1）ア

特定の場面で聞きたいことを

特定の場面で聞きたいことを

発音及び発声に関する事項

書かせる

書く

物語の筋などのおおよそを読

書き方を板書する

み取る

書いたことを発表させる

書いたことを発表する

：

言語事項（1）

工

語句に関する事項

オ

文及び文章の構成に関す
る事項

自分の身の回りのいろいろな

出来事を中心として、何を取
り上げて書くかを考えさせる

実

習

生

指

導

書

5つの場面の絵を貼る

文章を正しく読み取ろうとする態度や意欲を

音読する

もたせることが望まれる

次のプリソトを数える

発達段階に応じた適切な言語活動を選ぶ

教育学的ケアリソグの研究
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児童の音読の間違いを正さない

適切な言語活動を組み合わせて学習活動を組

黒板上とプリソトの絵が対応していない

織する

終わった児童は隣の児童を手伝うよう指示す

「A表現」及び「B理解」に示す事項につい

る

ては、それぞれが関連的に指導されるように

黒板上の絵の提示とプリソトの並べ替えの図

考慮する

が対応していない

繰り返して行う学習は、表現理解の活動と関

尋ね方を黒板に書く

連させるなど児童が興味をもって学習を継続

時間が経ってから尋ね方を指示する

することができるような学習方法の創意工夫

児童の発表した場面を取り上げて強調する

が必要

児童の言ったことを大まかに言う
発表内容を黒板に書かない

分析表9

習

学

実

習

生

指

旧

導

指

立

mし

里

導

書

3本のビソのうちどれが一番

予想したことを言う

直接比較、間接比較、及び任

多く水が入るかの予想とその

予想した理由を言う

意単位による測定の段階まで

理由を言わせる

を、身近にあるものを用い具

2本のジュースビソのどちら

予想を立てる

体的な活動を通して取り扱う

が多く入るかの予想を立てさ
せる

比べ方を考えさせる

比べ方を考えて書く

発表させる

比べ方を発表する

2つの比べ方のうち1つを決

比べ方を決める

めさせる

比べさせる

比べてみる

どちらが多く入ったか発表さ

発表する

せる

ケ

実

習

ア

生

ビールビソとジュースビソ2本を提示する

リ

ソ

指

グ

導

書

見かけに左右され、直観的にとらえにくい面
があるので、十分配慮した対応が必要

ジュースビソ2本を提示する
ビソに名前をつける

児童が自ら考える場における指導を充実する
（5項目）

あらかじめ用意していた2枚の絵を貼る

具体的な操作や思考実験などの活動ができる

2つの比べ方以外を問わない

ようにする

2人1組に同じビソを配る
コップとロートを教卓に用意する

日常の生活における様々な経験との関連を十
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第19号

2000年

各班に雑巾を用意する

分図る

机間巡視がなされない班があった

数量に関心を持たせるようにする

ビソのどこまで水を入れるかを指示する
ノート等を片づけるように指示する

実験の片づけをさせない
分析表10
学

実

習

生

習

指

児

童

導

指

導

書

一斉音読をさせる

一斉音読をする

一語一語、一文一・文をはっき

指名した児童に音読させる

指名された児童が読む

りとした発音で読むひとまと

読んだ児童に他の児童に評価

評価する

まりの語や文として意味が明

を求めさせる

瞭に通じるように読む

言葉を考えさせ発表させる

考えられる言葉を発表する

枠に言葉を入れさせる

枠に言葉を入れる

言語事項（1）

書いた言葉を発表させる

書いた言葉を発表する

ア

工

発音及び発声に関する事

自分のプレートを貼らせる

自分のプレートを貼る

貼り直しをさせる

自分のプレートを貼り直す

説明されている事柄の筋など

勉強したいことを書かせる

勉強したいことを書く

のおおよそを読み取る

項

@

工

ｾ語事項（1）

工

語句に関する事項

オ

文及び文章の構成に関す
る事項

指

導

書

黒板に2段落を貼る
音読の評価は励ましの言葉がけで行う

文章を正しく読み取ろうとする態度や意欲を

3つの枠を貼る

発達段階に応じた適切な言語活動を選ぶ

もたせることが望まれる

書く時間を延ばす時、時計の数字を指定する

適切な言語活動を組み合わせて学習活動を組

なぜ言葉を入れるのかという質問に答える

織する

やりたくない児童に何をやりたいか聞く

「A表現」及び「B理解」に示す事項につい

△のプレートを用意する

ては、それぞれが関連的に指導されるように

口のプレートを認める

考慮する

授業で何を勉強したいかを書かせる

教育学的ケアリングの研究
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提案授業における教育学的ケアリンゲと学

習指導の対比
「3
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がって、ケアを打ち切るような場面がなかっ

たので、この仮説は当てはまらない。

秋期教育実習における教育学的ケアリ

ソグと学習指導の対比」と同様の小項目で記述
する。

ウ．教師の発問が児童に伝わらないと
き、児童が教師をケア（耐えること・

意図を探ること）する。

S教諭の授業（1999年11月20日㊤、0小学校
第4学年1組、算数）
（1）仮説の分析と新たな仮説の取り出し

①単元名「めざせ！小数バカセ」

②授業の流れ

「小数のかけ算のポイソトは何か」とい
う教師の発問に児童たちは自分の考えを発

表していた。発問が伝わっていたので、こ

の仮説は当てはまらない。

始めに小数のかけ算の5問テストをさせ、

答え合わせを行った。それから、小数のか

エ．第3水準の見通しが不確かなとき、

け算のポイソトを確認し、児童に計算問題

権力が増強する。※この場合、権力

を解かせた。計算練習のやり方は、児童が

とは、大声をあげることと指示回数

自分に合った黒板の前に用意されたプリソ

を増やすことである。

トを選んで問題を解き、ゲスト・ティーチャー

に丸付けをしてもらい、全問正解したら違
うプリソトを取りに行くものであった。最

後に、今日の大事なところをノートに書か

第3水準の見通しが弱かった場面はなかっ
たし、権力が増強した場面もなかったので、

この仮説は当てはまらない。

せて、発表させた。

③目標〔A数と計算〕（5）ウ
乗数が整数の場合の乗数ができること。

オ．第3水準が成立していなくても、

第2水準が成立している場合、授業

④分析表11参照

は流れるが、目標に対応した学習は

⑤

成立しない。

仮説の分析と新たな仮説の取り出し

力．第2水準がなされていなくても、
ア．指導が悪いとき、ケアが増える。

第3水準が適切になされていれば、
目標に対応した学習は成立する。

指導が悪いと思われる場面はなかったし、

児童が混乱を起こして教師が新たなケアを

教師は、5問テストの間違いを直させな

行った場面はなかったので、この仮説は通

かった。これは、第2水準のケアである。

用しない。

その後、小数のかけ算のポイソトを児童に
発表させていた。何に気をつけて計算すれ

イ．ケアを打ちきることは、時間・空
間の制限に関係がある。

ばよいかの事前確認であり、ポイソトを聞
くことで児童に自分がどこで間違ったのか
を自己確認させる場にもなっていた。そし

ケアを打ち切った場面はなかった。なぜ

て計算練習では、プリソトの問題が全問正

ならば、5問テストと計算練習は時間指定

解するまで間違い直しを行わせていた。こ

をしていた。また、児童の意見を聴くとき

れらは、第3水準のケアである。したがっ

は、指サイソを行わせることで、児童自身
の意見を表現させていたからである。した

て、この授業では、第2水準、第3水準の
ケアがなされ、目標に対応した学習も成立
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し、授業も流れた。

第19号

2000年

どうなるのか、第2水準と第3水準が揃っ
た場合どうなるか。現職の場合、仮説に当

キ．休み時間を保証しないことは、第

てはまらない、学生は当てはまるばかりで、

2水準のケアを奪っていることにな

つまり、授業の力量が低いということなの

る。

か。現職の仮説は、プリソトの難易度と時
間指定だけで授業がうまく行くわけがない。

授業時間中に授業が終わったのでこの仮

うまく行っている場合は、アからキまで当

説は当てはまらない。

てはまらないけど、積極的に第1水準、第
2水準、第3水準が揃っているといいたい
のか。それとも、Mさんのところで書いた

（2）討論の検討

①討論の内容
教官から次の質問をされた。

ように、第3水準がしっかりしていれば、
（以下、＊

第1水準や第2水準は、たいしたことはな

印のある部分は教官の発言内容を示す。）
「学生の授業と教諭の授業は、どこが違

いというところをもっとはっきりさせると

＊

いうことか。

うのか。」
→

第1水準、第2水準、子どもの固有名詞

一番違うのは、時間指定をしていたとい

で呼ぶとか、時間指定を守るとか、そんなの

うことと、プリソトに難易度をつけて児童

はたいした問題ではない。きちんと学習指

が自分で選ぶという点である。
＊

導をやる、第3水準の力量さえあれば、ちゃ

「学生の授業は、完成度が低いというこ

んと動く。それがおかしいから、ケアがいっ

とか。仮説が当てはまる、当てはまるとい

ぱい必要となってくる。〈あなたどう〉と

うのが実習生の授業に多かったということ

か、〈それできる〉とか、いらないことを

は、授業の上での力量がないということか。」

言わなければならなくなる。子どもの心を

→

見通しが不確かで、その場しのぎのこと

理解しなければならないのは、邪道だとい

がなされている。教諭は、見通しが確かで

うことなのか。子どもの心を理解するから、

ある。
＊ 「仮説がみんなクリアされるように授業

授業がうまく行かないという仮説であろう
か。今までの教育学は、授業がうまく行か

が組まれているのか。」

→はい。
＊

ないと子どもの心のケアとか、児童理解が

足りないとかを一生懸命言っている。それ

「仮説の反対になるということか。もっ

と積極的に仮説を作る必要がある。今のと

が、違うのではないかということか。」
→

権力としての指示や発問がある。それと、

ころ、消去法で行っている。この仮説が当
てはまるのは、何々ができていないからこ

うなるというように。これとこれができて

いたら、例えば第1水準、第2水準、第3
水準がうまくできていれば、どうなるかと

第3水準がかかわってくる場面でどう作用
し合うか。

＊

ようになるはずである。権力は、前提条件
で、権力が消えるときは、新しいのが分か

いうことを言えるのかどうか。組み合わせ
はいくつあるのか。第1水準がうまく行っ

た場合、授業はだめになると言った。第3

るか理解し、できるようになる。それは、
権力によって絶対に実現しない。」

→

水準がうまく行けば、授業が流れると言っ

た。第1水準と第2水準が揃ったらどうな
るのか、第1水準と第3水準が揃った場合

「新しいことを分かり、理解し、できる

権力からは、それは導き出せないが、分
かる、理解する、できるには。

＊

「そこにつながる権力でなければならな

い。」

教育学的ケアリソグの研究

→

権力に代わってその媒介がケアである。

＊

「それが必要であるかどうかである。授
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野球の選手だって3割打者なら1億円もら

える。教員もプロだとすれば、3割で1億

業の腕が悪いとケアが必要になる。教育学

円もらわなければならないし、40人学級で

部に入学して、いっぱい児童理解の必要性

3割は12人分かればいい。1億円も月給が

を聞いたであろう。授業で先生方は、みん

来ないから、教師の年収は700万円くらい

なそう言うだろう。一応・定番になってい

だから、45分の授業で1人理解すればいい。

るから・だけど・実際授業をしてみると、

世の中の相場からいけばそうなる。なのに

そうではないのではないかという問題だ。

なぜ、教員は児童を理解しなければならな

腕が未熟だから、ケアでごまかそうという

いと、思い込むのはなぜか。そこに教育哲

のではないか・〈分かってよ、私の気持ち〉

学のなぞがある。そう思い込んでしまう概

とか授業中思っている。と、いうような仮

念がどこから発生してくるのか。

説が出てきそうな気がする。日本の国は、

Mさん、授業で、何人の子どもを理解す

権力関係をあまりはっきりさせないでぼか

ればいいと考えているのか。」

すために、配慮するとか、世話するとかを

重んじる。すぐ謝りに行けばいい世界であ

「全員は無理。」

＊

る。契約社会からいけば、邪道である。人々

えているのか。」

が落ち着くからである。誠意を示せという
のはケアである。争ったら、裁判所で争う

「授業案を作っているときは100％を考
「そういう願いが入っている。」

＊

「願いでは、目標にならない。最初から

と気楽に言える関係になれば、その心理は

100％を考えていなければ、100％を考えて

いらない。大きな問題を抱えている。今ま

作らない。だから、今日は1人でいいと、

で、普通の教育活動をやる人は、子どもの

Sという子が分かればいいと考えて授業を

心を理解してとか、子どもの心のケアを一

しているのか。あとは、いいと考えて授業

生懸命言っているが、はたしてそうかとい

をするのか。これは、築地久子の授業だっ

う大問題がある。それから、放送大学とか、

た。だいたい、1人か2人だった。45分で

NHKの高校生向けの番組があるが、そう

ある1人が発言できるようにとか、あの1

いうとこに入るが卒業できない、途中で脱

人が動き出すようにするにはどうすればい

落する。ケアは、継続性とか、つなぎとあ

いのかというように考えている。つられて

るためとか、そういう問題なのか。

くる子は、1人くらいでいい。最初からター

教育学で、誰一人として説明していない。
なぜ、児童理解が必要なのか。必要だと言っ

ゲットを1人か2人に絞ってくる。アマチュ
アは、100％をねらうのではないか。」

てきたが、教育していくためには、子ども

1実習生が、次の質問をしてきた。

を理解していなければならないという論に

なってくる。ということは、誰もが回答を
与えていないことになる。そして、かつ、

「抽出児が、学力が高い場合や低い場合

はほかはどうするのか。」
→ 単元や授業の目標に、その子がどんな変

一人ひとりを理解しなければということに

化をしてほしいかを位置付け、発言させた

なる。テレビ局に勤務している人なら、視

いならそういう場を設けてやったり、より

聴率とかアソケートをやって10％だからい

考えを深めさせたいなら、あえて教師は反

いだろうという発想である。教員はそうで

対意見を尊重することでその子が反論する

はなくて、〈30人の子どもの10％を理解し

ことをさせて、自分の意見をより確かなも

ていればいいんだ〉と言って論陣を張って

のにするように働きかけている。

突っ走っている人はほとんどいない。プロ

＊

「それは、第3水準なのか。それとも第
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1水準なのか。普通の人は、第3水準を考

2000年

0さんはすばらしいが、第2水準で〈いい〉

えるが、築地実践の場合は、第1水準をきっ

とか承認を求めているのはいいが、第3水

ちりやっていれば子どもが伸びる。

準の力量が足りないから授業がひっちゃか

今日のレポートからいけば、Mさんの授

めっちゃかになる。

業が当てはまらないことだった。」

→

第19号

子どもの権利条約ができてから、先生方

今回見た授業は、第1水準、第2水準の

が保護者の批判でつぶされそうになってい

ケアがなくても授業が流れるし学習活動も

る。だから、0さんのような考えが出てく

成立する。

るのは当然だが、学校も教員養成も第3水

＊

「学生の授業は、そんな感じがする。学

準、第2水準、第1水準で（ピラミッド型

生の場合、決定的に足りないのは第3水準

の下から上へ）。ところが、子どもの権利

の力量が足りない。教員は、該当していな

条約の場合は、こうなっていない。第2水

くて、築地実践は第1水準に対するケアで

準、第1水準、第3水準（ピラミッド型の

動いていく。」
→

0小学校の教諭は、第3水準で動いてい

る。
＊ 「学生と違って、第3水準をみんなクリア

下から上へ）となっている。まずは、子ど
もの人格を認める、それから、子どもの個
性を認める。そしてちょっと勉強。だから、
学力は絶対につかない。だから学習塾へ行

している。ここを押えておく。だけど、ベテ

く。学校の先生には第2水準、第1水準を、

ランでも丸っきり違う動かし方をしている

学習塾には第3水準だけでいいと言ってい

人がいる。それは、授業観とか、自分がこう

る。本音は自分の子には勉強をしっかりし

いう授業をやりたいというものである。0

てもらい、第3水準、第2水準、第1水準

さんはいつもどこをメイソにしているのか。」

（ピラミッド型の下から上へ）になってい

→第2水準。
＊ 「0さんは、第2水準を大事にするが、
第3水準を身に付けてしまえば、第2水準

て、イソタビューとかアソケートになると
みんな第1水準、第2水準、第3水準（ピ
ラミッド型の上から下へ）という。学級懇

で動かす新しい授業が作れるかもしれない。

談会での保護者の意見、マスコミ。それで

第3水準を力量としてクリアしてしまうと、

教師は困っている。本音で言ってくれれば、

第2水準を基本にした授業ができる。」
0実習生が、教官の発言が分からなかっ
たらしく、次のことを質問した。

「第3水準で進む授業があって、それに

第2水準が加わるとはどういうことか。」
＊

「加わると厚みが出てくる。相手の人格

教師は仕事がやりやすい。建前が歴史の文
化状況としてある。個性を重んじる、子ど
もの人格を尊重するなど、第1水準、第2

水準、第3水準（ピラミッド型の上から下

へ）になってきた。だから、0さんのよう
にまずは第2水準が1番大事だと。〈いい〉

を尊重した授業が作れる。築地さんは、第

とか聞いて、いつも確認を求めていた。

3水準を十分に満たしているんだから、第

〈授業を進めていい〉とかいちいち児童に

1水準で個性が生きる授業をしている。あ
るいは、第3水準は、職業的にみんなが身

聞いていたが、相手の人権を非常に尊重し
ているが、それだと授業が動かなくなる。

につけないと教師をやれないという形で、

だから、大きく構造変動で変わってきてい

それでも授業はやっていけるが、子どもの

るという論と、ルーマソの教育システムか

権利条約とかに出ているものからいくと、

らすれば、第3水準、第2水準、第1水準

第1水準、第2水準をメイソにした授業を
できる人になってほしい。問題意識として

（ピラミッド型の下から上へ）だとして、
うかつに変えるから教育がゆがむという論

教育学的ケアリソグの研究

がある。政治とは違う。政治は1票がほし
いから第1水準、第2水準、第3水準（ピ

187

②討論の検討
教官から、教諭の授業における仮説を取り

ラミッド型の上から下へ）で動く。政治シ

出してもらった。それは、次の通りである。

ステムは、第1水準、第2水準、第3水準
（ピラミッド型の上から下へ）。教育シス

・

テムは、第3水準、第2水準、第1水準

児童理解をすると、授業がうまく

行かない。

（ピラミッド型の下から上へ）だという主

・

張がルーマソの主張になるのではないか。

授業の腕が未熟の教師が、ケアを

必要としている。

それがごちゃ混ぜになっているから、教育

・

が混乱する。教員に政治を求めてきている。

ケアは、継続性のために行われる

ものである。

教育は何をすることかが一般の人に分から

なくなってきているのではないか。非常に

上の2つの仮説を検証する力量が、私に

切ない状況である。言説とか、マスコミと

はないので、下の3つめの仮説を文献等で

かに流れていることは、非常に切ない状況

検証していきたい。そして、ケァリソグの

である。本心を聞くと、スポーツとか勉強

あり方が、ピラミッド型でいいのか、また、

をできる子になってくれないかな。だから、

ピラミッドの下から第3水準、第2水準、

本音でいつも言ってくれれば、そんなに教

第1水準の順でいいのかということも検証

育は混乱しない。」

していきたい。

分析表11
学

教

諭

5問テストをさせる（3分）

習

指

児

童

導

指

導

書

乗法の意味を整数の場合に準

テストをする

答え合わせをする

答え合わせをする

じて考える

全問正解、1問間違いの児童

挙手する

小数点の位置などについては、

に挙手させる

整数の場合と対比して指導す

小数のかけ算のポイソトは何

小数のかけ算のポイソトを発

かと発問する

表する

小数のかけ算の計算プリソト

計算プリソトを取りに行き、

を解かせる

問題を解く

今日のまとめを書かせる

まとめを書く

まとめたことを発表させる

発表する

ケ

教

諭

ア

リ

ソ

ゲスト・ティーチャー（11人）

る

グ

指

導

書

ゲスト・ティーチャーに机間

机間巡視を行う

小数は整数と同じ十進位取り

巡視を行うように依頼

3分5問テストの丸付けの時、

記数法としての仕組みになっ

机間巡視・指導を行う

1人のゲスト・ティーチャー

ていることを十分に理解でき

3分5問テストの間違いを直

が児童の側についていた

るようにする

す時間を設けていない

計算練習の丸付けをする
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計算のできない児童には九九

その場で間違いをしたところ

一覧表を見せる

を気付かせる

第19号

2000年

プリソトを取りに行くのをや
めるように指示する際、教師は

計算を続けるように指示する

アシスタソト・ティーチャー
（1人）は、計算練習中でき

児童のまとめたことを承認す

ない児童を指導する（九九一

る

覧表を見せる）

註）プリソトにおけるケア
・

難易度は、3段階にしておく。

・

難易度ごとに23枚のプリソトを用意しておく。

・

それぞれのプリソトを封筒に入れ、サソプルを封筒に貼っておく。

・

3つの長机にそれぞれのプリソトを置く。

・

前もって児童に渡しておいた個人別成績表に、全問正解したら本人に丸を付けさせる。

註）時計におけるケア
・

5

5問テストのとき、指定時間が近づくと音が変化する時計を用意しておく。

実習生の授業と教諭の授業における教育学
的ケアリングの対比

春期教育実習と秋期教育実習の授業における
ケアリソグカについて検討する。そして、検討

した実習生全員のケアリソグカとS教諭のケア
リソグカを対比する。これによって、実習生と

S教諭のケアリソグの違いを検討する。（1）では、

であたので、第1水準のケアがなされてい
た。そして、児童の考え方を承認していた

ので、第2水準のケアもなされていた。第
3水準のケアは、不足していた。板書とノー

トのますめを対応させなかったために、児
童が混乱した。

秋期は、第1水準のケアはなされていな

春期と秋期の実習生のケアリソグカを検討する。

かった。第2水準のケアは、児童が発表し

①では、私が春期と秋期の両方の教育実習で観

たことを承認していたので、第2水準のケ

察した4名の実習生のケアリソグカについて、
それぞれ検討する。②では、観察した実習生全

アが、不足していた。黒板の絵とプリソト

員に見うけられるケアリソグカについて検討す

の絵を対応させなかったために児童が混乱

る。

した。

（2）では、実習生と現職教員のケアリソグカの

対比を行う。
（1）実習生の授業におけるケアリソグカの検

アはなされていた。そして、第3水準のケ

第1水準については、秋期の授業は、児

童の個性が見取りにくかったので、検討は

しない。第2水準は、変わりなかった。春
期、秋期とも、黒板上と児童の机上を対応

討させるケアリソグカが不足している。した
がって、ケアリソグカは向上していない。

①春期教育実習と秋期教育実習における各
実習生のケアリソグカの検討

イ．1実習生

ア．R実習生
春期の授業が、ブロックを使った引き算

春期は、第1水準、第2水準のケアは、
ほとんどなされなかった。第3水準のケア

であり、児童の考え方が分かりやすい授業

は、不足していた。発問・指示内容に一貫

教育学的ケアリングの研究

性がなかったために・児童が混乱を起こし
ていた・
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を尋ねたり、意見を受け入れたり、実習生
の考えを述べていた。しかしながら、春期、

秋期も・第1水準・第2水準のケアは、

秋期とも第3水準のケアは、ほとんどなさ

ほとんどなされなかった・第3水準のケア

れていない。したがって、第1水準、第2

は・多くなされていた・児童の興味を引く

水準のケアリソグカが向上している。

ような教材を用意したり、どんな活動をす

ればよいかが分かるような絵を貼ったりし

エ．M実習生

春期の授業が、合同な三角形のかき方を

ていた・
春期に比べて秋期は・第3水準のケアリ

考える活動であり、児童の考え方が分かる
活動であったので第1水準のケアがなされ

ソグカが向上した・しかしながら・第1水

ていた。そして、児童が発表したものを承

準・第2水準のケアリソグカは向上してい

認していたので、第2水準のケアもなされ

ない・したがって・第3水準のケアリソグ
力だけが向上している。

秋期は、第1水準のケアはなされていな

ウ・0実習生
春期は、第1水準のケアは、ほとんどな
されていなかった。第2水準のケアは、多
くなされていた。第3水準のケアは、興味
を引かせたり、教材提示の工夫がなされて
いた。
秋期は、第1水準のケアは、児童の要求

を受け入れているということがなされてい
た。第2水準のケアは、あらゆる場面でな
されていた。第3水準のケアは、教材提示
の工夫しかなされていなかった。
のケアリソグが向上していた。児童の意見

春

期

教

育

第3水準は、多くなされていた。
児童の個性に関わる活動が秋期ではなさ
れていないので、第1水準のケアリソグカ
については検討できない。第2水準、第3
水準のケアリソグカは向上していない。

②春期教育実習と秋期教育実習における実
習生全員のケアリソグカの検討
春期、秋期の実習生全員に共通している

実

習

育実習生全員のケアリソグカが向上してい
ないことが分かる。

秋

期

教

育

実

習

児童の固有名詞を呼ぶ

児童の固有名詞を呼ぶ

剴ｶの考え方を承認する（算数）

剴ｶの考え方を承認する（算数）

第2水準 児童に敬称をつけて呼ぶ

児童に敬称をつけて呼ぶ

剴ｶの意見を承認する

第3水準

かった。児童が発表したものを承認してい
たので、第2水準のケアはなされていた。

ことを下の表にまとめた。この表から、教

春期に比べ秋期は、第1水準、第2水準

第1水準

ていた。第3水準は、多くなされていた。

児童の興味を引くようにする

剴ｶの意見を承認する
児童の興味を引くようにする

ｳ材を黒板に貼ったり提示する

ｳ材を黒板に貼ったり提示する

間巡視・指導をする

間巡視・指導をする

條ﾔ指定をしない

條ﾔ指定をしない

（2）実習生と現職教員のケアリソグカの対比

実

習

生

第1水準 児童の固有名詞を呼ぶ
剴ｶの考え方を承認する（算数）

教

諭

児童の固有名詞を呼ぶ

剴ｶ自身が自分に合った課題を選ぶ
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第2水準
第3水準

第19号

2000年

児童に敬称をつけて呼ぶ

児童に敬称をつけて呼ぶ

児童の意見を承認する

児童の意見を承認する

児童の興味を引くようにする

プリソトに難易度をつけておく

教材を黒板に貼ったり提示する
の
間巡視・指導をする

教材を教卓の前に用意しておく
指サイソをする

時間指定をしない

机間巡視・指導をする

つまついている児童に個別指導をする
間違いを気付かせる
時間指定をする

実習生とS教諭のケアリソグについて、

に含まれるのか。

上の表にまとめた。実習生とS教諭の違い

・

授業における個性とは何か。

は、第3水準に現れている。実習生は、机
間指導において、個別指導をできている児

・

教育学的ケアリソグの3つの水準がど

童にも行うが、S教諭は、つまついている
児童にだけ個別指導を行っている。そして、

時間指定をするかしないかの違いがある。

第1水準、第2水準には、違いは見られな

のように働く場合に、目標に対応した学
習がなされるのか。

・

ケアは、継続性のために行なわれるも

のであるのか。

・

ケアリソグのあり方は、ピラミッド型

い。ということは、効率的に授業を行うた

で、下から第3水準、第2水準、第1水

めには、第3水準のケアを十分に働かせれ

準の順でいいのかo

ばよいということになる。

IIの註

6

今後の研究課題
今後の研究課題は、該当する箇所でそれぞれ

述べてきた。それらを整理して取り出すと、次

のようになる。
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