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生活科学習指導論における実践的学びについて
─児童の主体性と教師の在り方への学びを促す取組から─

宗　形　潤　子*

　小学校教員養成課程の生活科学習指導論（生活科指導法）において，グループによる授業案作成・模
擬授業，授業ビデオの視聴，現場教員による講義，子ども役としての模擬授業への参加などを取り入れ
ることにより，受講者に児童の主体性と教師の在り方への学びを促すことを目指し実践した。本実践の
有効性については授業終了時に受講者に実施した質問紙調査の結果を考察し，明らかにした。受講者に
は，授業の本質に関わること，自分自身や生活科についての学びが生まれたことが明らかになった。ま
た，継続的なグループでの活動において，互いの活動や考えに触れたり，共に考えたり，評価し合った
りすることを繰り返すことで，協働で授業をつくり上げることや仲間とかかわりながら考えることの大
切さを学ぶことができたことも明らかになった。加えて，今後はさらに低学年の児童を知る機会や授業
を見る目を育てていくことが必要であるという次年度への改善点が明らかになった。
〔キーワード〕小学校生活科　　主体性　　　教師の在り方　　　生活科学習指導論
　　　　　　　実践的学び　　　模擬授業　　　質問紙調査

１　問題の所在
　生活科は，今から30年近く前の平成元年に新設され
た教科である。昭和42年の教育課程審議会答申「小学
校の教育課程の改善について」における小学校低学年
の社会科や理科の教育の在り方における問題意識が発
端となり，子どもの実態や発達に即した学びをしてい
かなければならないと多くの議論がなされ，誕生する
平成元年まで20年以上の歳月を費やした。そして，「具
体的な活動や体験を通して，自分と身近な社会や自然
とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生活に
ついて考えさせるとともに，その過程において生活上
必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養
う」iを教科目標として新設された。創設から20年後の
平成20年の学習指導要領では「具体的な活動や体験を
通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわ
りに関心をもち，自分自身や自分の生活について考え
させるとともに，その過程において生活上必要な習慣
や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う」iiを目標
としている。さらに平成29年の新学習指導要領では，
「具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる
見方・考え方を生かし，自立し生活を豊かにしていく
ための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
⑴活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，
社会及び自然の特徴やよさ，それらの関わり等に気付
くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるよ
うにする。⑵身近な人々，社会及び自然を自分との関
わりで捉え，自分自身や自分の生活について考え，表
現することができるようにする。⑶身近な人々，社会
及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだ
り生活を豊かにしたりしようとする態度を養う。」iiiを

目標としている。新教科として誕生し，20年以上貫か
れていた「自立への基礎を養う」を最終的な目標とし
てきたこと，そして，新学習指導要領や新学習指導要
領解説編生活科における目標や学習内容，学習指導の
基本的な考え方等から整理すると，生活科とは，以下
のような理念をもって現在まで進められていると言う
ことである。
・　生活科とは，子どもの生活そのものに根差したも
の，自分とのかかわりにおいて人々（社会）や自然
を捉えることができるものでなければならないこと
・　単に知識や技能を教え込むのではなく，具体的な
活動や体験を通して学んでいくものであること
・	　体験を通して学ぶ中で，子ども自身の認識が育っ
ていくことができるようにしていかなければならな
いこと
・　最終的には子どもは自ら考え，自ら行動し，他と
かかわりながら生きていくことができる自立への基
礎（自立し生活を豊かにしていくための資質・能力）
が培われることを目指していること
　このように生活科の理念を整理していくと，平成元
年に生活科がスタートするまでの20年以上の間，低学
年の子どもにとって何をどのように学ぶのがふさわし
いのかと検討し，尊重されてきたことが現在でも生活
科の中には確実に残り，それに基づく教育が目指され
ていることが分かる。
　生活科は，₈割以上の子どもが好きな教科として挙
げているiv。また₅割以上の子どもが生活科で身に付
いた力として以下の項目を挙げている。「生き物に親
しむ」「自分や友達のよさに気付く」「みんなで協力す
る」「挑戦したり，粘り強く努力する」「健康，挨拶な
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どの習慣が身に付く」「自然を大切にする」「感謝の気
持ちをもつ」「夢を持って生活する」「学習したことを
生活の中で使う」「公共施設が正しく利用できる」。こ
れまで述べてきた経緯や実態から「生活科」は教科と
して位置付けられてはいるが，それ以外の様々な教科
の根底となる興味や力を育んできたという点で，低学
年児童の学校生活における核となる教科であると言え
る。さらに，子どもにとって重要な教科であるという
ばかりではなく，教師にとってもその実践を通じて，
「教師主導から子ども主体への教育観の変化」vや「子
ども理解の問い直し」viを求めるという教師としての
在り方を問うものともなっている。また，平成28年12
月の中教審答申viiに明記されたように，生活科におけ
る主体的な学びや幼児教育との連携の鍵を握るものと
して，改めてその意義が確認されている。
　しかし，このように子どもにとっても教師にとって
も有効性をもつ「生活科」について大学の教職課程で
はどのように取り組まれているのだろうか。
　本学における教科指導法の授業は，「教科の理念」
「教科の目標・特徴」「授業構想の仕方」「授業の進め
方」など数多くの内容で構成されており，これらに加
えて学校現場での実践例などを用いた授業はわずかな
時間しか配当できず，学校現場で即生活科を実践でき
る養成には程遠いのが現状である。さらに，受講者も，
①小学校を主免許状とし，実際に教員を目指す者，②
小学校は副免許状であり，幼稚園・中学校・高等学校
の教員を目指す者，③免許取得のみが目的であり，教
員を目指してはいない者と様々な受講生が混在してい
る。その状況下で，小学校教員を目指す学生以外の受
講生に「生活科」の意義を十分に理解させ，実践的な
学びを提供できるかどうかは，他のすべての教科の指
導法にも共通の課題だと言える。
　中央教育審議会の「これからの学校教育を担う教員
の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員
育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」viiiでは，
これからの時代の教師に求められる資質能力として
「これまでの教員として不易とされてきた資質能力」
や「時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求
められる資質能力を生涯にわたって高めていくことの
できる力」が必要であるとされている。さらに「アク
ティブ・ラーニングの視点からの授業改善」などの新
たな課題に対応でき力量を高め，「組織的・協働的に
諸課題の解決に取り組む力の醸成が必要である」とさ
れている。また，教員養成に関する課題に関しては，
「大きく変動する社会の中での教育の在り方に対する
理解」を深めるとともに「実践的指導力の基礎の育成
に資する」ことが求められている。このように，これ
からは，社会の変化や新たな教育課題に関して学び続
ける姿，他者と共同しながら対応していくことのでき
る教師が求められている。したがって，たとえ取得希
望の免許種がどの学校種であっても，教職志望以外の
学生であっても教員免許を取得する以上は，「子ども
が主体的に学ぶこと」「教師に求められる資質や能力」

について学び続けなければならないことを理解する必
要があるだろう。そして，そのことは上述した「生活
科」の特徴が，先般述べられている新たな課題に対応
するために必要不可欠であるという観点からも重要で
ある。以上，これらの視点に基づいて本研究に取り組
んだ。

２　先行研究
　生活科指導法に関する研究としては，生活科が新教
科として誕生し完全実施となった平成₄年以降に多く
見られる。生活科指導法をどのように進めていくべき
かという実践的研究ix，生活科教育法に実際の体験的
学習を取り入れて行われた実践的研究x，受講者の生
活科に関する意識や認識，生活経験等の調査にも続く
研究xi，授業の在り方と質問紙調査から考察を行った
研究xii等が見られる。特に木村（2005）においては，
実践力のある教師を養成するという目的に基づき，受
講者への質問紙調査の回答から事実に基づく検証を
行っており，生活科指導法における示唆を多く得るこ
とができる。また生活科指導法における模擬授業の取
り組みについては，佐久間敦史（2009，2010）と金岩
俊明（2016）の研究が挙げられる。佐久間（2009）xiii

においては，授業ビデオと模擬授業を組み合わせた形
で半期の授業が構成されている。ここでは，小学校で
の実践ビデオを観察・分析する上でそのビデオが後の
学習指導案作成や模擬授業にとって有用か否かという
ことが受講者の気付きをまとめたコミュニケーション
カードを基に検証されている。そのため，受講者にとっ
て模擬授業の取組そのものがどのような意味があった
かということまでは深く言及されていない。佐久間
（2010）xivにおいては，模擬授業実施における受講者の
成果と課題が整理されているが，研究者が受講者の観
察によって検証したものとなっており，受講者が何を
学んだかといった視点からの成果と課題についてまで
は深く言及されていない。金岩（2016）xvにおいては，
模擬授業を通して，教材づくり，指導技術の習得，学
習評価についての実践的指導力を高めることがねらい
として授業が構成されている。模擬授業実施における
受講者自身の評価をもとに分析がされており，そこか
らは模擬授業を実践することや他学生の授業を受ける
ことが実践的指導力につながっていることが成果とし
て挙げられている。ここでは，実践的指導力を育てる
ということが研究の中心であり，そこに基づいた成果
の検証となっている。
　本研究においては，上記した先行研究に倣って授業
を展開した。その際に，特に，「何を学んだのか」「模
擬授業の取り組みそのものにどのような意味があった
のか」に注目して受講生の変容や課題等について考察
した。模擬授業，ビデオ視聴，現職教員による講義，
半期を通したグループでの協働学習など授業の特徴を
整理するとともに，それが受講者にとってどのような
意味があったのか，どのような学びを生みだしたのか，
授業を通して教師となることや授業づくりをどう考え
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るかということなどを授業後の質問紙調査の結果から
考察し明らかにしていく。さらにそこから，次年度以
降での取組について示唆されることについても明らか
にしていきたい。

３　平成28年度「生活科学習指導論」の
　実際と特徴
１）「生活科学習指導論」の概要
　・受講者の状況
　₃年次後期130名・₄年次後期₁名　計131名
内　主免許状　小学校１種　59名　中高１種　57名
　　幼稚園１種　11名　免許取得無　₄名
　小学校を主免許状とする受講者は半分以下である。
₈割以上が教員を志望している。附属小学校における
教育実習では，低学年担当者28名（64名中）。そのう
ち生活科の授業を行なったのは12名の半数以下であ
る。生活科の授業参観については，生活科担当指導教
員による一つの指導授業を教育実習生全員が参観して
いるが，各学級での指導教員による授業，実習生が行
なった授業はその学級の実習生のみの参観である。つ
まり，小学校での実習を行っていても，生活科の授業
参観が₁回のみというのが学生全体の₃分の₂であ
り，生活科の授業実践を行うことができるのは学生全
体の₅分の₁弱ということになる。
　さらに，受講者にとって生活科は小学校₁年，₂年
という低学年のみ，授業時数が週₃時間と言った理由
等から，あまり鮮明に記憶されておらず，深い理解と
はなっていないという課題も浮き彫りとなった。今回
の生活科学習指導論第₁回の授業において，受講者に
生活科の印象を尋ねたが，教育実習直後であったのに
もかかわらず，曖昧なものが多く，特に印象に残って
いることについて語ることができる受講者はあまり見
られないという結果であった。さらに主免許状が高等
学校や中学校，幼稚園などの場合，免許の取得そのも
のに主眼があり，生活科についての深い理解まで求め
ていないという課題も見られた。
　・開講時期
　第₃年次の後期に実施する。本学の教育実習は，第
₃年次の₆月（主免許）₄週間と₉月（副免許）₁週
間である（授業は主免許実習終了後）
　・担当者
　大学教員が中心となり，教員養成実地講師（小学校
教諭）と共に担当する。

₂）実践記録
①10月₆日　ガイダンスとグルーピング
②10月13日　生活科の概要（誕生までの経緯と目標・
　　　　　　学習指導要領解説について）
③10月20日　生活科の授業とは（生活科の教育課程・
　　　　　　実践上の課題・ビデオによる授業参観・
　　　　　　教育課程・教科書について）
④11月10日　現職教師による実践講話Ⅰ	
⑤11月17日　授業づくりⅠ（生活科の学習指導案・教

　　　　　　材研究の方法と課題・単元設定・教材研究）
⑥11月24日　現職教師による実践講話Ⅱ	
⑦12月₁日　授業づくりⅡ（生活科における評価　グ
　　　　　　ループごとの単元・授業構想）
⑧，⑨12月₈日　15日　授業づくりⅢ，Ⅳ（単元・授
　　　　　　業構想）
⑩12月22日　授業づくりⅤ　全体模擬授業Ⅰ（単元・
　　　　　　授業構想　全体模擬授業と振り返り）
⑪～⑫　₁月12日　₁月19日　₁月26日　　　　　　
　　　　　　模擬授業Ⅱ～Ⅳ（模擬授業，事後検討会）
⑭₂月₂日　リフレクション（授業案改訂版作成　次
　　　　　　年度の受講者に向けてのメッセージ作成）

３）カリキュラムの構成・授業内容
概念から始まり，具体を学ぶ場
生活科について学ぶ
・生活科誕生までの経緯（新教科誕生とそこに込め
られた理念）
・生活科の目標
・小学校学習指導要領（平成20年），小学校学習指
導要領解説　生活編（平成20年）
・教育課程編成　　・生活科の教科書
　低学年児童の姿をイメージできるよう授業のビデオ
の視聴を₃回目の授業で行った。
実践者から具体的な子どもと教師の姿を学ぶ
・授業実践者（公立小学校教諭と附属小学校低学年
担当教諭）からの講義
　実際の子どもの姿（低学年の子どもの発達や特徴，
学びなど），教師の子ども観（子どもをどのように捉
えているか，日々の子どもとの関わりで心がけている
ことなど），授業の実際（年間指導計画，単元，授業
における子どもの姿，評価，単元から次の単元へのつ
なぎ方，₁年生から₂年生へどのように学びをつなぐ
かなど），授業づくり（日常との結びつき，カリキュ
ラムマネジメント，単元・授業構想，評価など）につ
いて講義を行った。
地域を生かした授業づくり
　大学から一番近いＡ小学校の協力を仰ぎ，学区，₁，
₂年生の児童数，児童の実態，生活科に関わる学級便
りなどの情報をいただき，受講者全体での共有を行っ
た。
　さらに，模擬授業の対象となる学校をＡ小学校とし，
自己の経験が様々である受講者全員が学校（児童の実
態も含）と学校を取り巻く環境について共通理解をし
ながら模擬授業づくりができるようにした。

活用・実践ができる場
授業づくりについて学ぶ
　・教材研究の方法と課題　・単元設定　・本時の目
標　・学習過程　・評価
　Ａ小学校の年間指導計画・指導の重点，教科書等を
元にした授業案作成（略案や本時案のみではなく，単
元の計画も分かる授業案）
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　それぞれの模擬授業の概要を１週間前までに配布
し，全員が目を通してから模擬授業に参加できるよう
にした。
模擬授業・振り返り
　・代表グループによる全員参加の模擬授業
　これからの模擬授業の進め方とそれぞれの役割につ
いて学ぶ機会とした。特に模擬授業の後の「事後検討
会」では，批判に終始することなく学び手の目線から
の率直な意見，授業者の意図やそのずれ，参観者から
見た子ども役の学び，教師の働きかけの子どもへの影
響などについて意見を交流できるようにした。
　・模擬授業
　全体模擬授業での学びを基に授業者，子ども役，参
観者，それぞれの役割を理解し参加できるようにした。
　特に子ども役については，学び手としての目線を重
視し，発問や板書，ワークシート，机間指導の仕方等
子どもの目線や捉えで模擬授業に参加し，教師が与え
る影響について自分事として学ぶことができるように
した。また，模擬授業を10分とし事後検討会を25分と
倍以上の時間をかけることで，授業者のねらいや意図
がどの程度達成できているのか，授業中の教師の働き
かけが子どもにどのような影響を与えているのかを子
ども役から子どもの目線で伝えたり，参観者が見取っ
た授業への気付きを伝えたりすることが十分にできる
ようにした。さらに，授業者が難しかった点や授業案
で想定していたが実現できなかった点などを子ども役
や参観者と共有し共に考える時間とした。
　さらに，子ども役，参観者は，授業中もしくは授業
後，それぞれ気付きを記録し，事後検討会後授業者に
提出し，授業グループが子ども役，参観者からの評価
を知ることができるようにした。
　加えて，授業者と授業グループのメンバーは，模擬
授業を行って，事後検討会，子ども役・参観者からの
コメントなどをもとに，次週まで振り返りをまとめ，
総括的に自分たちの模擬授業を振り返ることができる
ようにした。

　・相手意識に基づく自己の学びの整理
　授業の最終回では，実施した模擬授業を基に，修正
授業案の作成と次年度履修受講者に向けての「生活科
学習指導論を受けるみなさんへ」というタイトルで，
この授業で学ぶこと，受講する上でのポイントなどを
グループごとにＡ₄用紙₁枚にまとめ，自分たちの半
期の学びを客観的に意味付けることできるようにした。
　・授業形態
　授業当初にグループを編成し，授業全体を通して同
グループでの学習を進めることとした。様々な場面に
おいてグループ内で確認し合うことや授業づくりをす
ることを基本としながら，模擬授業においては他グ
ループとのかかわりを意図的に設定した。
　この授業では，グループ編成についても，模擬授業
づくりにおける授業外活動が予想されることから，友
達や知り合いでない，他専攻であると言った新たに出

会うメンバーとグループになることの意味やいつもの
仲間であっても自分が変わろうとすることで新たな自
分になれると言ったことを伝えた後グループ編成を行
なった。
　授業当初から編成したグループで近くに座ることを
指示し，毎時のミニレポートには，お互いにコメント
するなど，交流を深めながら学習が進められるように
していた。（毎時のミニレポートは次週に持ち寄り，
グループ内で交換し合い，50～60字のコメントを入れ
る。）
　授業構想の段階では，自己相互評価を行い，グルー
プ内における自他のよさを意識しながら活動できるよ
うにした。
　模擬授業における授業者は模擬授業実施日の一週
前以降に決定することとし，それぞれが自分事（授業
者である）という意識で授業づくりに参加できるよう
にした。

４　平成28年度「生活科学習指導論」に
　対する受講者の評価
　～質問紙調査から～
　本節では，最終授業において「この授業全体を振り
返って，自分の今の思いを述べなさい（学んだこと，
もっとこうしたかったこと，こうして欲しかったな
ど）」という質問内容で行った質問紙調査をもとに考
察していく。質問紙調査では，131名の受講者が回答
した。その中でも上位10番目までを整理したものが，
【グラフ₁】であるxvi。	

　「（授業において）児童を主体とすることの大切さ」
は₃分の₁近くの受講者，「生活科とは何か（どのよ
うな教科か）」については₅分の₁近くの受講者が学
んだこととして挙げている。「子どもが主体的に学ぶ
こと」「教師はいかにあるべきか（教師の在り方）」に
ついて学んだとした受講者が多く見られる。自分自身
が主体的に学ぶことに関しては，直接的な表現として
は表れていないが「自分の知識や学びの足りなさ・学
ぶことの必要性」ということからもっと学びたい，もっ
と学ばねばならないという思いを抱くことができたの
は，主体的に学んだ一つの現れであると考える。ただ
し，実践的な学びということに関しては，実践を経験
していない受講者自身が実践的であると感じるのは困
難であるため，ここに表れてはこないと考える。しか
し，詳細に回答を見ていくと，実践的に学んでいると

【グラフ１ 2016年度 福島大学「生活科学習指導論」受講
者（131名）によるアンケートより作成 2017.2.9実施】 
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いうことはよく分かる。
　全員の回答を授業の本質に関わる内容，自己への気
付きに関わる内容，生活科に関わる内容，（自分たちが）
協働で学ぶことに関わる内容と₄種に分け，表₁～₄
に整理し，それぞれを考察する。

⑴　授業の主役は誰か，学び手側で考えることの重要
　性：授業の本質にかかわる内容

　【表₁】から分かるように，「児童を主体とすること
の大切さ」「子どもの気持ち・目線・思い」について
気付いたり「児童を主体とすることの難しさ」を感じ
たりしている受講者が見られる。これらのことは，授
業構想の段階だけでなく，模擬授業において子ども役
となって授業に参加したことの影響が大きいと考えら
れる。このように考えた理由として具体的には
・　授業に集中できない子や意見が出しづらい，何を
言えばよいのか分からないという子どもの気持ちを
体験することで，いかに教師の問いかけや言葉かけ，
支援が子どもたちにとって重要であるか分かった。
・　（模擬授業において別のグループに対応している
教師に対して）「先生はこっちに来てくれないんだ
な」ということであった。友達と話し合っていて楽
しいと思う反面寂しかった。正直大学生になってこ
のような気持ちになるとは思っていなかったので驚
いた。しかし，これはとてもよい学びになった。子
どもにとって先生，特に担任の先生は特別な存在で
ある。だからこそ，教師は平等に子どもに接する必
要がある。自分から積極的にくる子どもはそれでい
いが，教師を遠くから見ているような子どもに対す
る支援の仕方を考えさせられた。子どもの気持ちに
なれたというのは自分にとって一番の学びである。
といった子ども役での体験をきっかけに，授業者とし
てだけでなく，学び手である子どもがどのように感じ
るのかということ，授業の見方や授業に対する考え方
の変化を挙げている受講者が多く見られたということ
が挙げられる。さらに，
・　教師が教えるのではなく，子どもが学んでいける
ようにするためにはどうすればいいのかという視点
で授業を作ることが大切だと気付くことができた。
・　（模擬授業づくりに向けて）話し合いを重ねるご
とにどうしたら子どもたちがやりたいと思ってくれ
る授業ができるのかと本気で考えている自分がいた
ことに気付いた。生活科は子どもたちのやりたいと
いう気持ちがなければ成立しない。教師はいかにそ
のやりたい気持ちを引き出すことができるかを考え
る必要があるのだと実感することができた。

と言うように授業を構想し，実践していくための本質
に気付き，考えている回答が多く見られた。また，子
どもの見取りについても
・　大事なのは子どもに関して決めつけをせず，多様
な視点からの考えを想像することである。
・　子どもの見取りの大切さである。これはどの年齢
の子どもに対しても共通するものだと思った。
・　児童の学びへと転換するため，普段の生活から，
見取りや観察，気付きが大切になると考えた。子ど
もを第一に考えて，本当に子どものためになること
を選んだ上で授業をつくりたいと思った。
と多様な視点で捉えること，子どもの見取りを授業づ
くり，授業に生かすことは，小学校低学年だけに限っ
たことではないこと，普段からの見取りが重要である
ことなど多くのことを学んでいることが分かる。

⑵　これから教師となるために自分に必要なことはな
　にか：自己への気付き

　【表₂】では，自分自身に対して「もっと学ばなけ
ればならない・学びたい」という回答が最も多く見ら
れた。これは【表₁】の「授業をつくることの難しさ」
とも大きく関わるが，生活科の授業だけに関わらず，
授業を創ることの難しさとして捉えられていた。これ
らの中でも特徴的であったのが中高免許を主免許とす
る受講者の学びである。
　具体的には，
・　私は高校主免であり，生活科なんて…小学校なん
て…と思っていた。～児童・生徒のことが好きであ
り，しっかりと向き合うということは，小・中・高
関係なく，教師として絶対に欠けてはいけない要素
であると気付くことができた。つまり，この授業で
扱う生活科も子どもと向き合うことでは同じであ
り，考え方を改めなければと思うきっかけになった。
・　自分は中学校教員を目指しているか生活科なんて
ピンとこない…と思っている部分が正直あった。し
かし，この授業を通して，今まで苦手意識のあった
小学生のことをもっと分かりたい！知りたい！とい
う気持ちが初めて生まれた。それは，授業づくりと
いう点からのアプローチのみでなく，自分が子ども
役を繰り返しやってみたり，実際の授業風景を見た
りする時間があったからこそだと思う。生活科学習
指導論を通して，ここまで自分に大きな変化が生ま
れるとは思っても見なかったので，正直少し驚いて
いるし，受講して，本気で取り組めてよかったと改
めて感じる。
といった授業の本質についての学びが見られた。問題

表１　授業の本質に関わる内容

表２　自己への気付きに関わる内容



2018 － 114 福島大学総合教育研究センター紀要第24号

の所在や現状に挙げたように中高が主免許であるから
こその難しさを受講者は抱えているが，実践的な授業
づくりや子ども役としての学び手の視点での模擬授業
へ参加することが自分が普段接したり考えたりしてい
る対象とのギャップとなり，インパクトを与えるとい
う結果となったのでないかと考える。つまり，中高が
主免許の受講者にとって子どもの主体性を軸にした授
業づくりや子どもの目線やその思いの大切にした模擬
授業への参加は，今までの自分の学習や実習経験と大
きく異なるものであったからこそ，このような思いを
抱くに至ったのではないかということである。

⑶　生活科と何か，生活科の授業で大切なことは何か：
　生活科に関わる内容

　【表₃】は生活科に関することである。前述したよ
うに，生活科について経験はしているが，具体的にど
のようなものかイメージが難しいという現状があっ
た。しかし，今回の授業の終了時には，生活科とは何
かということについて改めて知ることができたという
受講者が₅分の₁程度，授業をつくることの難しさに
気づいた受講者が₇分の₁程度見られた。具体的には
・　授業が始まるまで，生活科は自分の中で，町探検
くらいしかほとんど記憶がなく，何をやったかよく
覚えていなかった。しかし，今終わってみて思うこ
とは，生活科は自分を知ることができる教科だった
のではないかということだ。他教科では問題に正解
があって，周りの友達とも正解に差異はないが，生
活科は正解という概念よりも，自分がどう思うか，
考えるか，感じるのかなのだと授業を通して思った。
先生や友人の話を聞き，どこが同じでどこが違うの
か，その上で自分はどうしたいのか，という自己を
知ることができる。また自己形成ができるのだと
思った。自分を知った上で，どうしたいのかという
のは想いや願いを尊重する，実現するという部分に
大きく関係しているのだとわかった。だからこそ生
活科の授業は他教科に比べて難しいのだと思った。
何かを教えるのではなく，一緒に考えてつくるから
難しいし，面白いとも思った。
・　生活科は自由度が高く，だからこそ「子どもが主
体的に学ぶためには」ということを考えるのが非常

に大変だった。子どもたちがやりたいと思えること
を考えたり，そこからどのように学びを深めていく
か考えたり，悩むことが尽きない教科である。しか
し，教師の働きかけによっては，子どもたちに協調
性，社会性の土台づくりや新たな自分・友達の発見，
各教科のための基礎づくりなど深い学びが期待でき
る。そのことを思うと全力で作っていきたい教科で
ある。
というように，難しさを強く感じつつも，子どもが生
活科を学ぶことの意義まで深く考えているものやこれ
から教師になる自分を想像し，どうしたいか，どうす
べきかを考える受講者が見られた。また，生活科にお
いて非常に重要な異なる教師が地域に足を運んで授業
をつくっていくことに関しても
・　地域を実際に歩き回ってみた際にも，何を見て何
を利用すればいいのかすぐには見えなかった。それ
故に実際に授業をなさっている先生がいらっしゃっ
た時に見せていただいた授業案や映像資料につい
て，上辺の見えていることだけでなく，もっと奥深
く，教師の視点で日頃からどう取り組んでいくのか
ということについて聞いておくべきだったと後悔し
ている。
と言った回答が見られ，地域に出て考えるだけでなく，
そこから地域を教材化していくためには地域について
教師の意図的，日常的な関わりが重要であることへの
学び，そこに気付くことができなかった自分に対する
思いも挙げられている。

⑷　仲間とかかわりながら考え，協働で授業をつくり
　上げるとは：教師（自分たち）が協働で学ぶことの
　重要性

　【表₄】は授業における自分自身が協働で学ぶこと
に関する回答である。ここでは，₅分の₁程度の受講
者が，「仲間とつくり上げることの大切さ・意味」を
学んだこととして挙げている。これは，授業形態など
学習方法に関わる部分であるが，ここに着眼している
受講者がいるということからは，学習内容のみならず
方法においてもやはり工夫が必要であるということが
示唆される。具体的には，半期全体を通して受講者の
交流の場としたミニレポートの交換に関して
・　特に感想（コメント）を書いてもらうことで，自
分の知らない一面に出会えたり，他人の感想を読み
コメントしたりすることで観察する目を養うことが
できた。
と言った回答が見られた。また，
・　先生が１回目の講義で「変わるチャンスだ」とおっ

表３　生活科に関わる内容

表４　（自分たちが）協働で学ぶことに関わる内容
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しゃっていてその言葉で私は授業者をやろうと決め
た。いつもなら人に任せたり，渋々自分でやったり
と積極性に欠けていたが，今回はある意味，覚悟と
責任をもってこの講義を受けることができた。グ
ループのみんなは仲の良い人だったが，教師役をや
ると決意した直後に「全力でサポートする」と声を
かけてくれ，その言葉通り最後まで準備をしてくれ
た。もしかしたらこのメンバーじゃなかったら「変
わろう」と思っても覚悟が持てずに教師役に踏み切
れなかったかもしれないと今ではとても感謝してい
る。～自分にとってとても有用な時間だった。
と仲間とともにつくりあげる中で自己の変容について
挙げる受講者も見られた。131名という比較的大きな
集団において授業を進める中でいかに一人ひとりが自
分事として学ぶかというのがこの授業の課題ではあっ
たが，仲間とつくり上げることの意味や授業をお互い
に見合うことの意味，他校種・教科の受講者とのかか
わりの大切さなどを挙げていることから，長期間協力
し合って模擬授業をつくり上げるという授業形態と内
容の工夫が受講者に影響を与えたと考えられる。

　全体を通して，受講者の回答から考察できる成果と
しては，以上のように生活科学習指導論の授業を工夫
することで，子どもが主体的に学ぶとは，そのために
教師はどう在るべきかという学校種を問わない根源的
な課題について考え，学ぶことにつながったと言える。
さらに，継続的なグループでの学習，評価の工夫など
学習形態や学習方法の工夫をしたことの受講者が主体
的に学ぶことへの影響もうかがえる。

５　次年度に向けての課題
　本研究においては，受講者への質問紙調査の結果か
ら上記した成果が見られたと考えられるが，同時に今
後の課題として考えていかなければならないことも見
られた。それは以下の₃つである。
　まず₁つ目は，模擬授業がもつ子ども不在という課
題である。子どもを主体性や子どもの思いや願いを大
切にする生活科という教科であるからこそ，実際の子
どもが目の前にいない模擬授業を行うことは大きな課
題であるということである。実際，受講者からの回答
でも
・　講義を終えて感じたのは，まだここまでの段階で
は机上の空論，もしくは理想論で止まってしまって
いるのではないかという不安である。もちろん実際
に小学生を呼ぶことができないからこそ，自分たち
でイメージを膨らませて一生懸命想定した子どもを
演じ，その思考を感じてきた。しかしあくまで想定
に甘えていたところもあったのではないかと思う。
そのため，今後の個人的な目標は，機会があればで
きるだけ多く子どもの触れ合うことである。ただし，
不安はあっても，グループの人たちとの経験や考え
を共有し合いながら，考えを深めることができたの
は大変貴重であった。自分が持っていない視点にも

たくさん気付くことができた。
というものがあった。この受講者が述べているように，
模擬授業である以上，目の前の子どもの思いを基に授
業を考えるということは超えることができない壁であ
る。さらに，子ども役についても同様のことが言える。
実際，受講者が子ども役となる場合，低学年の子ども
の実態をあまり知らず，捉えられていないからこそ，
実際の子どもとかけ離れてしまうことも見られた。こ
れらのことを踏まえた上で，さらにどのように低学年
児童の実態を把握し，豊かなイメージをもつようにす
るかは今後の大きな課題である。このことは地域の学
校であるＡ小学校との連携をどのように進めていくか
とも関連しており，Ａ小学校を訪問する，子どもの実
態を把握するといったことを受講者の主体性に任せる
のではなく，場を設定したり，呼びかけたりするなど
主体性を引き出すことについても考えていかなければ
ならないと言える。
　₂つ目の課題は，授業から学ぶということについて
である。教師は校内でも校外でも他者の授業実践から
学ぶ機会が多い。しかし，他者の授業実践をどのよう
に受け止め，学ぶことができるかは本人次第である。
今回の実践では，このことは事後検討会のそれぞれの
コメントに顕著に表れた。実践の経験がない受講者が
模擬授業を基に事後検討会を行うと，（事前に批判に
終始しないという約束があったのにもかかわらず）そ
の難しさを経験していないからこそ，できていない部
分にばかり着眼し，批判してしまうことも見られた。
もちろん，授業から学ぶということにおいて，課題を
見つけることも重要である。しかし，今後教師として
校内研究に関わり，他者と共に学んでいくということ
を考えると，よさと課題を両方見つけることができる
目を育てること，どのような授業であっても学ぶこと
はあるという視点で見ていくことの大切さに気付くこ
とができるようになることは，教師の大切な資質の一
つである。今後，今年度以上に模擬授業までに授業を
見る目を育てることと事後検討会の在り方について検
討が必要であると考える。
　₃つ目の課題は，検証の内容と方法についてである。
今回，この生活科学習指導論の実践を検証するために
活用したのは，最後の授業での授業について学んだこ
との受講者たちの記述である。この記述内容は，ある
程度自由なものであったため，様々な視点から授業に
ついての気付きが明らかになった。限定せずに記述し
たことで学び手である受講者の視点での学んだ意味や
価値が明らかになったと言える。しかし，同時にここ
では，授業の課題も明らかになった。今回この授業に
おいては，その時々の受講者の振り返りや姿から判断
し，カリキュラムを変更してきた。しかし，機会を設
けて受講者の声を聞くことがなかったため，過程にお
いては明らかになりにくく，適時性や即時性を持って
授業改善に生かすということが難しかった。本当の意
味で受講者が主体的に学ぶためには，今後，半期途中
にもアンケートなどに基づき，受講者からの声を捉え
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ることを意図的・計画的に行い，授業改善に結び付け
ていく必要があると考える。さらに，今年度の実践と
その検証をベースとして今後も継続的に実践を行い，
比較することでさらに検証を深めていくことも進めて
いきたいと考える。

６　終わりに
　本研究において，大学において教科指導法を担当す
る中で，教諭となり現場で授業をすることと大学の授
業との間の差の大きさを感じずにはいられないという
のが授業を担当した当初の思いであった。しかし，今
回の実践においての受講者たちの姿からは，自ら積極
的に授業に参加し，様々なことを学び考えることがで
きることや本質的なことに気付き学んでいくことがで
きるということに改めて気付くことができた。さらに
教師となる以前の受講者ならではの瑞々しい感性や真
摯に向き合う姿から，本来あるべき生活科の授業につ
いて考えさせられることも多くあった。まだまだ課題
も多く，検討の余地は多くある取組ではあるが，今後
も受講者たちが授業の本質について理解を深め，新た
な教育を担う教師の一人となれるよう取り組んでいき
たいと考える。
　本論文は平成27年日本生活科・総合的学習教育学会
発表第26回東京大会，自由研究発表にて発表したもの
を加筆修正したものである。
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