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　本研究の目的は，総合的な学習の時間における教師の「子ども観」の具体と，それが授業にどの
ように反映されているかを明らかにし，子どもが主体的に学ぶ授業を実現していくための一つの視
点について提案することである。そこで，「修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ」の手
法を用い，教師の「子ども観」の具体を示し，その「子ども観」が授業において，どのように反映
されているかを考察した。分析により，子どもは【多様な取り組み】の中で【自分の思い】に基づ
いて学んでいるという「個性的な学びに関する子ども観」と，子どもは教師の予測を【超越】して
学ぶ存在ゆえに，まずは【容認】することが必要だという「子どもの存在に関する子ども観」が示
された。また，それらが授業において，教師の「みとり」や働きかけとして反映されていることを
確かめることができた。今後は，教師の経験年数や学校規模，地域特性などを踏まえて，より詳細
に検討することで，「子ども観」の知見の一般化をさらに検討することが必要である。
〔キーワード〕総合的な学習の時間　　　子ども観　　　みとり　　　教師のはたらきかけ　　　
　　　　　　　修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

総合的な学習の時間における教師の「子ども観」に関する研究

                                                      菅　野　卓　郎*ａ

                                                      宗　形　潤　子*b

₁　はじめに
　筆者のこれまでの授業実践を振り返ると，「子ども
が主体的に学ぶにはどうしたらよいか」という問いの
答えを，発問，板書，単元構想など授業方法に求めて
いたと言える。いわゆるハウツー本などの書籍を好ん
で読み，いかに働きかければ教師の求める子どもの姿
に近づけられるかに実践の重点が置かれていた。つま
り，筆者は「子どもが主体的に学ぶにはどうしたらよ
いか」という問いについても，主体的に学ばせるには
どうしたらよいかと，授業方法ばかりに着眼していた
と言える。
　この点について，平野（2011）は，これまで多くの
教師が「授業方法」の改善に終始していたため，子ど
もが主体の授業が持続できなかったという*1。平野は，
これまで子どもが主体的に追究し，学ぶ授業の実現を
求め，実践してきた学校は「能動的学習者観」に立っ
ているとし，「こうした子ども観を前提として，そこ
からその必然としてそれぞれの実践が導き出され」，

「また長年の実践によってこのような学習者観が実証
されてきた」*2と指摘している。稲垣（1994）は，「教
師の子どもに対する認知は，教育実践の質を問う中核
的問題であり，授業とそこでの子どもの把握は，教師
の専門的力量の中心である」*3という。
　一般に「子ども観」とは「『子ども』に対して付与
するイメージや価値観」*4とされる。しかし，本研究
ではもっと大事なものととらえている。なぜなら，教
師がどのような「子ども観」をもつかによって，子ど

もが主体的に学ぶ授業になるかどうか，大きく影響す
るからである。上述の平野は子どもが主体的に追究し，
学ぶ授業を実現するには学校や教師が「能動的学習者
観」に立った「子ども観」をもっていることが重要だ
と述べている。稲垣も教育実践の質は教師が子どもを
いかに把握しているかが重要であり，そのこと自体が
教師の専門的力量だと述べている。つまり，教師が「『子
ども』に対して付与するイメージや価値観」をどのよ
うにもっているかで授業の質が変わってくる。その点
について，本研究では，総合的な学習の時間における
実践を中心に考察する。
　筆者のこれまでの授業実践においては，筆者自身が

「子ども観」を見つめ直すという視点は意識されては
いなかった。しかし，「子ども観」が授業実践の前提
であり，根幹に関わる重要な要素であるということは，

「子ども観」を見つめ直すことで，授業は変わる可能
性があると考えるようになった。そこで，本研究の目
的を，教師の「子ども観」の具体と，それが授業でど
のように反映されているかを明らかにし，子どもが主
体的に学ぶ授業を実現していくための視点の一つにつ
いて提案することとする。

₂　総合的な学習の時間における「子ど
　も観」
　総合的な学習の時間は，1998（平成10）年の学習指
導要領改訂において，「自ら学び自ら考える力などの

［生きる力］をはぐくむことを目指す今回の教育課程
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の基準の改善の趣旨を実現する極めて重要な役割を担
うもの」*5として創設された。
　水口（2015）は，総合的な学習の時間は「自らの解
答を考える」学習であり，「新しい学力観」に基づく
経験学習であるため，既存の学習から「転換」する必
要があることを指摘している*6。水口は，総合的な学
習の時間を，「学校現場が生徒たちに寄り添いつつ，
本当に生徒の成長に必要な事柄を考えさせていく画期
的な教育内容を提供できるチャンス」*7と述べている。
同様に，田村（2014）によれば，総合的な学習の時間
の理念がこれまでの学力観，授業観，学校観を変えて
いくという*8。それは，「教師中心から学習者中心へ
の転換であり，一斉・受身から探究・協同への転換」*9で
あるとしている。また，鹿毛（2011）は，総合的な学
習時間は「学習の主体としての子どもを重視する」*10とい
うことが単なる観念にとどまるものではなく，「質の
高い学習を保障するための実践的な原理である」*11と
している。
　₃人の研究者は，総合的な学習の時間の特徴をこの
ように述べている。そこでは，教師の「子ども観」は，
従来以上に子ども一人ひとりに寄り添い，主体的な学
習へと導けるようなものでなくてはならないとされて
いる。
　もちろん，どの教科・領域においても子ども一人ひ
とりが学習の主体として重視される必要がある。しか
し，「学習者による直接体験や問題解決を通した学習
プロセスに依存して学習目標や学習内容が具体的に決
定されていくという授業のダイナミズム」*12は他の教
科・領域以上に，総合的な学習の時間において絶えず
念頭に置くべきポイントであるとされる。すなわち，
子ども一人ひとりを重視することが，総合的な学習の
時間の授業実践の前提であると言える。
　
₃　総合的な学習の時間における教師の
　意識と授業に関する先行研究
　総合的な学習の時間はこれまで，「ねらいに関する
大きな枠組みはあるものの，細目については多様な活
動が認められている」*13という特徴をもつため，教師
の意識と授業に関する研究がなされてきた。例えば，
黒川・塚野（2003）は，教師の総合的な学習の時間に
関する考え方が子どもに及ぼす影響について考察して
いる。黒川・塚野は，29名の教師を対象に総合的な学
習の時間に対する考え方を調査するともに，その学級
の子どもたちの総合的な学習の時間に対する受け止め
方と有能感の関連を考察した。黒川・塚野は，「児童
の心の成長を重視する考え方の教師」が担任する学級
では，子どもの「友人関係や全般的な自分の生き方に
対する有能感が高い」*14と述べている。さらに，黒川・
塚野は，教師の意識についても分析しているが，ここ
からは「子ども観」との関連を見いだすことができる。

なぜなら，「児童の心の成長を重視する」教師は，「子
どもの心の成長」についての「子ども観」を有してお
り，それに基づいて子どもと関わっていると考えられ
るからである。ただし，黒川・塚野は，こうした教師
の意識が実際の授業実践においてどのように反映され
ているかについては，分析対象としていない*15。
　また，相馬・松井（2016）は，教師の働きかけと意
識との関連について言明している。相馬・松井は，総
合的な学習の時間を中核にした教育課程を実施してき
た経験がある教師のインタビューをもとに，教師の働
きかけに関する意識モデルを作成した*16。相馬・松井
によると，この教師は「『子どもは有能な学び手であ
るという子ども観』と『思いや願いを重視し，引き出
そうとする指導観』を背景にした働きかけを日常的に
行っている」*17ことを指摘している。相馬・松井は教
師の日常的な働きかけについて₂つの面を取り上げて
いるが，具体的な授業の場面でそれらがどのように反
映されているかは分析対象としていない。また，短期
間ではあるが一人の教師の授業を参与観察しデータを
集めたため，教師の働きかけやその意味付けについて，
研究に十分には含まれていない*18。
　以上のように，総合的な学習の時間において教師の
意識に着目した先行研究は存在し，「子ども観」に着
目した事例も見られる。しかし，既存の研究では，「子
ども観」の具体や，それがどのように授業に反映され
ているかについては研究対象とされていない。子ども
が主体的に学ぶ授業の前提として位置付けられる「子
ども観」そのものを，直接の研究対象とし，それが授
業においてどのように反映するかを考察することがさ
らに必要ではないかと考える。
　授業改善の視点として，教育方法を見直すことは欠
かすことができない。しかし，教師の働きかけは，教
師自身の「子ども観」に基づいていると言える。本研
究で，総合的な学習の時間における教師の「子ども観」
の具体と，それが授業でどのように反映されているか
を明らかにし，子どもが主体的に学ぶ授業を実現して
いくための一つの視点を提案していきたい。

₄　研究の方法
　₁）研究の視点
　教育実践等における定性的研究の多くは，データを
取得した後，各自が印象批評をするのみで，取った後
のデータの処理の方法や，具体的な分析手法は見られ
ない。単に結果を記述する研究も少なくない。そこで
本研究では，筆者が参与観察した授業における教師や
子どもたちの発話と，授業後に行った教師へのインタ
ビューで得られた「語り」をまずは提示する。
　また，通常の教育実践の考察では，これらの結果の
記述だけで，筆者の印象を述べるにとどまるケースが
少なくない。しかし，本研究では，教師や子どもたち
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の発話や教師のインタビューから得られた結果をまず
文章化し，特徴的な単語などをコード化しデータを作
成する。その上でコードを分類し分析を行う。その過
程で「子ども観」を導出し，それらが授業においてど
のように反映されているかについて考察する。
　そこで，インタビュー記録の分析については，木下

（2003）が提唱する「修正版グラウンデッド・セオリー・
アプローチ（Modified Grounded Theory Approach以
下M-GTA）」の手法で，分析ワークシートを用いて「子
ども観」を整理し構造化する。M-GTAは質的研究の
一つで，「人間と人間が直接的にやり取りをする社会
的相互作用に関わる研究であることが基礎的要素」で
あり，特に「ヒューマンサービス領域が適している」*19と
される。M-GTAには「研究対象とする現象がプロセ
ス的性格をもっていること」*20との指摘もある。
　この方法は，近年，教育の分野においても様々な研
究に用いられている。吉村・中原（2017）は，小中学
校の学校改善を目指したミドルリーダーの行動プロセ
スをM-GTAを用いて明らかにしている*21。この研究
では，ミドルリーダーは「教員集団に対する働きかけ」
と「校長に対する働きかけ」を行っているとされ，そ
のプロセスが示されている*22。坂本（2011）は，授業
研究を通して授業を見る視点の変化の過程をM-GTA
を用いて明らかにしている*23。これによると，教師は

「他者の言葉や授業を媒介に省察と実践化を繰り返す
ことで，授業理念に理解を深めると共に，授業を見る
視点が変化する」*24と指摘している。
　このように，教育の分野において，教師の行動や思
考を対象にして，M-GTAを用いた研究はなされてい
る。教師は「子ども観」に基づいて，子どものみと
り（教師が子どもをどのようにとらえ判断するのか。
その結果，教師はどのように子どもに働きかけようと
するのか，という教師の思考）をすることによって，
授業を展開していく。本研究では，教師のどのような

「子ども観」に基づいてみとりがなされるか，そのプ
ロセスを明らかにすることがねらいであるため，ここ
でM-GTAを用いることは有効であると考えられる。
　また，木下は「発表されたグラウンデッド・セオリー
は応用されて，つまり，データが収集された現場と同
じような社会的な場に戻されて，そこでの現実的問題
に対して試されることによってその出来ばえが評価さ
れるべきであるとする立場」*25を強調している。この
ことは，本研究で考察するインタビュー記録で得られ
た「子ども観」の知見が，どのように授業に反映され
ているかを考察する試みにおいても有効であると考え
られる。

　₂）研究対象とデータ収集の方法
　本研究では富山市立堀川小学校と福島市立福島第三
小学校の₂つを事例とし，研究対象とする。調査期間

は堀川小学校が2016年の11月28日～12月₂日，福島第
三小学校は2017年₅月～11月である。堀川小学校は市
街地に位置し，児童数529名，普通学級数17，特別支
援学級数₃，職員数は46名（調査時）の公立小学校で
ある。福島第三小学校も市街地に位置し，児童数372名，
普通学級数12，特別支援学級数₃，職員数は37名（調
査時）の公立小学校である。
　学校の選定にあたっては，総合的な学習の時間を継
続的に研究していることを優先した。そして，その学
校において，総合的な学習の時間の授業を学校内外に
公開し，常に研修を積んでいる教師を抽出した。
　堀川小学校は教育の方向性として「個が育つ教育経
営」を掲げ，一貫した学校文化の中で授業研究に取り
組み，総合的な学習の時間が新設される以前から，「『総
合』といっても過言ではないいわゆる，『追究』を中
核に据えた学習指導を展開」*26している。福島第三小
学校は，総合的な学習の時間の完全実施を₃年後に控
えた平成11年（1999）に，当時の文部省から研究開発
校の指定を受け₃年間の研究を行って以来，これまで
継続して総合的な学習の時間の授業研究を行ってい
る*27。
　データ収集の方法として，授業の参与観察における
教師と子どもの「発話」と授業後のインタビューにお
ける教師の「語り」を，許可を得た上で録音し逐語録
を作成しデータとする。
　堀川小学校では，Ｓ教諭（40代）の第₄学年総合的
な学習の時間の他，Ｔ教諭（20代）の第₄学年理科，
Ｍ教諭（30代）の第₃学年社会科の₃つの授業実践を
対象とした。ここで総合的な学習の時間以外に，理
科，社会科の授業実践を対象とするのは，堀川小学校
において，「教科の学習は総合と合科的に総合単元と
して扱われている」*28ためである。₃人の教諭の実践
を対象としたのは，₃人の教諭がいずれも堀川小学校
の勤務年数が₄年以上であり，堀川小学校の教育実践
を継続して実践してきた経験があるからである。堀川
小学校は対外的に授業を公開しており（毎年₅月に₂
日間），また，校内においても₁年に数回は授業を公
開している。さらに全国から参観を希望する多数の教
師を，各学期ごとに期間を設け受け入れている。この
ように，年間，数多くの視察を受け入れるなど日頃よ
り実践的な研究を積み重ねていることから，総合的な
学習の時間の「子ども観」がより鮮明に表れるのでは
と考えた。
　福島第三小学校では，Ｎ教諭（40代），Ｋ教諭（30代）
の₂人の教諭による第₆学年の総合的な学習の時間の
実践を対象とした。授業は主として教務主任のＮ教諭
がT1の立場となって実践しているが，担任のＫ教諭
も積極的に関わり，時にはT1として授業を行ってい
る。福島第三小学校も対外的には毎年11月に授業を₁
日公開しており，校内においても授業研究会を開いて
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いる。福島第三小学校では比較的長期に渡って調査協
力が得られる（2017年₅月～11月）ため，授業後のイ
ンタビューも適宜行う。なおＮ教諭とＫ教諭では同校
での勤務年数がそれぞれ₄年，₁年と異なっているが，
今回この₂人を調査対象としたのは，勤務年数と「子
ども観」の間に何らかの関係が見られるのではないか
という期待からであった。
　教師へのインタビューについては，授業において発
言するなどして強く印象に残る子どもはもちろん，積
極的に発言をしなかった子どもなども含めて，具体的
に子どもの個人名を挙げながら，「その子をどのよう
にとらえていましたか」，「どうしてその子にそのよう
な働きかけをしたのですか」，「なぜそのようにとらえ
て（働きかけて）いたのですか」という質問を中心に
行うことで，可能な限り子どもの事実に基づいて語れ
るよう実施する。
　これにより，堀川小学校と福島第三小学校の対象教
諭それぞれのインタビューで得られた子どもの「みと
り」から，総合的な学習の時間で共有されている「子
ども観」を導出する。そして，授業において「子ども
観」がどのように授業に反映されているかを考察する。

　₃）データ分析の手順
①　「子ども観」という分析テーマに照らし，対象教

諭が発言した関連箇所に着目し，それを一つの具体
例とする。そこから，他の類似具体例をも説明でき
ると考えられる説明概念を生成する。

②　概念を創る際に，分析ワークシートを作成し，概
念名，定義，最初の具体例などを記入する。

③　データ分析を進める中で，新たな概念を生成し，
分析ワークシートは個々の概念ごとに作成する。

④　同時並行で，他の具体例をデータから探し，ワー
クシートの具体例欄に追加記入していく。具体例が
豊富に出てこなければ，その概念は有効でないと判
断する。

⑤　生成した概念の完成度は類似例の確認だけでな
く，反対例についての比較の観点からデータをみて
いくことにより，解釈が恣意的に偏る危険を防ぐ。

その結果をワークシートの理論的メモ欄に記入して
いく。

⑥　次に，生成した概念と他の概念との関連を個々の
概念ごとに検討し，関係図にしていく。

⑦　複数の概念の関係からなるカテゴリーを生成し，
カテゴリー相互の関連から分析結果をまとめ，その
概念を簡潔に文章化し，さらに結果図を作成する。

５　分析結果と考察
　M-GTAによる分析の結果，表₁に示す₈つの概念
を見出した。そして，これら₈つの概念同士の関係性
を整理し₄つのカテゴリーにまとめた。また，カテゴ
リー相互の関係をまとめ，分析結果図として図1に示
した。
　まず，子どもは【自分の思い】に基づいて学んでい
る。この【自分の思い】の中には，その子ども独自の
こだわりや気持ちを認めてほしい，受け止めてほしい
という思い（被容認）が含まれている。
　さらに，そうした一人ひとりの【自分の思い】が【多
様な取り組み】を生み出す。この【多様な取り組み】
の中には，その子どもなりの学び方や仲間とのかかわ
り，学習経験・生活経験などこれまでの経験が含まれ
ている。その中で，さらにまた，子ども一人ひとりは

【自分の思い】を生み出している。
　ここで注目するのは，授業におけるこの【自分の思
い】と【多様な取り組み】のサイクルである。【自分
の思い】が【多様な取り組み】を生み出すということ
は，その時々の子どもの思いが取り組みとして表出す
るということである。また，そうした【多様な取り組
み】の影響を受けながら，さらに子どもは【自分の思
い】を見つめ直すということも考えられる。したがっ
て，図₁で示したように，【自分の思い】と【多様な
取り組み】は相互に関連するものとして表すことがで
きる。
　このように，【自分の思い】と【多様な取り組み】は，
子ども一人ひとりの学びは個性的であるという「子ど
も観」を記述しているものとして考えられる。したがっ
て，これら₂つをより大きなまとまりとして「子ども

表1　子ども観の構成リスト
カテゴリー 義定名念概

１ 気持ち 子どもは，その子どもなりの感情や考え方に基づいて学んでいるものである。
２ こだわり 子どもは，その子どもなりのこだわりをもっているものである。

３ 被容認 子どもは自分の思いを教師（仲間）に認めてほしい，受け止めてほしいと思っ
ているものである。

４ 学び方 子どもは，その子どもなりの学びに対する意欲や方法，スピードがある。
５ 経験 子どもは自分のこれまでの学習経験や生活経験に基づいて学ぶものである。
６ 仲間とのかかわり 子どもは学級の仲間とのかかわりの中で学ぶものである。

７ 容認 子どもや教師は，仲間（子ども）の思いを認めよう，受け止めようとするもの
である。

８ 超越 子どもは教師のこれまでの「みとり」のみでとらえることができず，子どもは
教師の予測を超えて学び得る存在である。

自分の思い

多様な取り組み

超 越

容 認



総合的な学習の時間における教師の「子ども観」に関する研究 53

の個性的な学びに関する子ども観」とした。
　この「子どもの個性的な学び」は，教師の予測を【超
越】するものと考えられる。なぜなら，前述の【自分
の思い】と【多様な取り組み】のサイクルは，子ども
の思いや取り組みは授業の中で刻々と変容，発展しう
るものであることを示しているからである。このこと
から，教師がそれら全ての「みとり」をすることは現
実的には不可能であると考えられる。したがって，子
どもそのものを，教師の予測を【超越】するものであ
ると考える必要がある。また，子どもは教師の予測を

【超越】する存在であるからこそ，教師はまず，その
子どもを受け止めようとする（【容認】）ことが必要で
あると考えられる。そこで，図₁に示したように，子
どもの「個性的な学びに対する子ども観」を包含する
形で【超越】のカテゴリーを表し，教師は子どもの個
性的な学びを【容認】するということを図で表した。
　このように，【超越】のカテゴリーと，子どもの個
性的な学びを【容認】するといった₂つのカテゴリー
は，子どもとは本来どのような存在であるかといった

「子ども観」を表しているものと言える。したがって，
これら₂つのカテゴリーを「子どもの存在に関する子
ども観」として図のようにまとめることができる。
　以上，まとめると，総合的な学習の時間において，
教師は子どもが【超越】する存在であるととらえてい
るため，それを【容認】するという「子どもの存在に
関する子ども観」をもっていると考えられる。それは，
そもそも子どもが授業において【自分の思い】に基づ
き【多様な取り組み】をしているという「子どもの個

性的な学びに関する子ども観」があるためである。
　以上のように，「子ども観」の具体を，M-GTAによ
る分析から明らかにすることができた。それでは，こ
れらの「子ども観」に基づいて，教師は実際にどのよ
うに子どもの「みとり」をしているのか，そしてそれ
がどのように授業に反映されているのかを，具体的に
次で考察していく。

₆　授業における「子ども観」の考察
　授業において₅人の教諭に顕著に見られた「子ども
観」の概念に，子どもは【自分の思い】に基づいて学
んでいるという「個性的な学びに関する子ども観」が
挙げられる。これは，単に子どもの考えの根拠を聞い
ているのではなく，その子どもの「思い」の背景に迫
ろうとする問いかけとして表れている。つまり，この

「子ども観」は【自分の思い】の背景として，「仲間と
のかかわり」や「経験」などいった【多様な取り組み】
があると教師がとらえているというものである。
　例えば，Ｍ教諭の社会科「わたしたちのくらしとコ
ンビニエンスストア」の授業では，これまでの一人で
の追究や話し合いを通して，子どもたちはコンビニエ
ンスストアとスーパーマーケットの商品の値段の違い
を明らかにしていた。そこで，多くの子どもたちは値
段の安いスーパーマーケットの方がよいと考えるよう
になった。そのような中で，授業で最初に発言したＹ
さんは，コンビニエンスストアのプライベートブラン
ドに目を向け，「使いすぎはよくないけど，少しだけ
使うのはいいなと思いました。」と発言した。そこで，

図1　総合的な学習の時間における教師の子ども観
※８つの概念は細字，カテゴリーは【　】，さらに大きなまとまりと
　して見出した２つの子ども観は太字・囲み線で示した。

子どもの存在に関する子ども観

【超 越】

【容 認】

子どもの個性的な学びに関する子ども観

【自分の思い】

こだわり 被 容 認

【多様な取り組み】

仲 間 と の
か か わ り 経 験

気 持 ち

学 び 方
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Ｍ教諭が「と思っているんだね。まだお話ある？」と
問い返すと，Ｙさんが妹と二人で病気になったとき，
母親はすぐに看病ができるように買い物は近くのコン
ビニを利用していたというエピソードを語り始めた。
さらに，父親はそのときどうしているかといった仲間
からの発言をきっかけに，Ｙさんは父親はコンビニを
使いすぎて困っているといったエピソードを語り出し
た。このＹさんの発言から，子どもたちは自分の生活
や家族とコンビニエンスストア，スーパーマーケット
を結びつけ，コンビニエンスストアで働く人の工夫は
もとより，それを利用する自分の家族の消費行動にま
で視点を広げ，考えを深めていった。注目するのは，
Ｍ教諭が「そんなことが分かったんだね。まだお話あ
る？」と問いかけたことで，Ｙさんのコンビニに対す
る「思い」が明らかになった点である。Ｍ教諭が子ど
もは【自分の思い】に基づいて学んでいるという「個
性的な学びに関する子ども観」をもっているからこそ，
プライベートブランドを調べているＹさんの「思い」
を明らかにしようとする発話となって，Ｙさんに働き
かけていると考えられる。
　しかし，Ｋ教諭の総合の授業においては，校外学習
で学んだことについて，子どもの「思い」を問いかけ
ている場面が見られたが，教師の意図や時間的な制約
などから，発言した子どもの「思い」の背景に迫る働
きかけが授業の前半では見られなかった。そのため，
教師の意図と子どもの「思い」にズレが生じ，子ども
の発言に勢いがなくなり，教師の意図に反して授業は
展開していった。授業後のインタビューで，Ｋ教諭は
この時，「閉塞感を感じた。」と述べていた。その後，
Ｋ教諭は教師の意図を含みながら，単に子どもの思い
を聞き出そうとしていた自分に気付き，授業後半では，
子どもが「経験」したことによって生まれた【自分の
思い】を，「すごいなあ。」と発言しながら受け止めよ
うとしていた。
　このことから，【自分の思い】の背景として，「仲間
とのかかわり」や「経験」などといった【多様な取り
組み】があるという「子ども観」の概念同士の関わり
に意味があることを見出すことができる。つまり，単
に子どもには【自分の思い】があるのではなく，【多
様な取り組み】を背景とした【自分の思い】があると
いう「個性的な学びに関する子ども観」に基づいて，
教師は「みとり」をしているということである。だか
らこそ，上述のＭ教諭の授業では，コンビニエンスス
トアのプライベートブランドを調べているＹさんの家
族に対する「思い」が明らかになったと言える。
　また，この「子どもの個性的な学び」は，教師の予
測を【超越】するものとしてとらえることもできる。
例えば，Ｍ教諭はインタビューで「今日も本当に，も
うどうなっていくのかなって。」，Ｔ教諭は「自分も，（子
どもが自分の予測と違い）こうかあ…と思っていて。」

Ｎ教諭は「だとしたら，そっち（教師が予測していた
内容）の方を出してほしいなと思っていたんですが，
いきなり『全く違います』って言ったので，あれは冷
や汗だった瞬間です。」と語っていた。これらの語り
から，教師の予測を【超越】している子どもの「個性
的な学び」を，対象教諭たちは認めていることを見出
すことができる。なぜなら，これらの語りは，子ども
の事実を前に，教師がこれまでの「みとり」とのズレ
を意識し，それを認めていると解釈できるからである。
そして，具体的な授業場面では，こうした教師の予測
を【超越】した子どもを，対象教諭たちが【容認】し
ている姿として見出すことができた。
　さらにまた，子どもの学びを【容認】するという「子
ども観」によって，子どもの「みとり」は常に更新さ
れていることも明らかになった。Ｓ教諭は，教師の予
測を「超越」した子どもを意識的に指名し，自分のそ
れまでの「みとり」を更新したことについて，インタ
ビューで，「そういうふうにとらえられたのは授業の
中でしたよ。」と語っていた。授業において，Ｓ教諭
は子どもの発言を【容認】することによって，新たな

「みとり」をしているとも言える。
　なお，「子ども観」を構成する₈つの概念それぞれ
については，₅名の教諭のインタビューからデータが
得られたわけではない。次頁の表₂より，例えば，【超
越】について明示的に語ったのはＫ教諭以外の₄名の
教諭であった。しかし，Ｋ教諭においても【超越】の「子
ども観」を授業において確認することができた。前述
のように，Ｋ教諭は授業前半に，子どもがのびのびと
発言していないと感じていた。この時，Ｋ教諭は子ど
もへ問いかけるときに「こんなことが返ってくるだろ
う」と，教師の予測で子どもをとらえていたという。
そこで，授業後半はＫ教諭が子どもを教師の予測でと
らえず，積極的に子どもの発言を価値付けていこうと
した。そうすることで，Ｋ教諭自身が「子どもの個性
的な学び」の「みとり」をすることができたと語って
いる。Ｋ教諭が授業前半に感じた「のびのびと発言し
ていない」子どもの「みとり」，そして，それを修正
して子どもをとらえようとする姿からは，Ｋ教諭が【超
越】の「子ども観」を有していたからこそ気付き，授
業後半ではこの「子ども観」に基づいて子どもの「み
とり」をしていることを見出すことができる。
　また，このようにＫ教諭が子どもをとらえようとし
たのは，教師同士の打ち合わせ（Ｎ教諭をはじめ，現
場にいた数名の教師との子どもの「みとり」の共有）
があったことも一因と考えられる。この打ち合わせに
よって，Ｋ教諭は子どもを教師の予測でとらえるので
はなく，子どもの発言を積極的に価値付けていこうと
したとも考えられる。つまり，Ｋ教諭は他の教師との
子どもの「みとり」の共有から，自身の働きかけを変
え，子どもの発言を受け止める中で，「子どもの個性
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的な学び」をとらえ，教師の予測を【超越】した子ど
もの姿に価値観の変容を迫られたとも解釈できる。
　Ｋ教諭が【超越】の「子ども観」を有していたか，
この授業において【超越】の「子ども観」が意識化さ
れたのかをここで断言することはできない。しかし，
少なくとも，この授業においてＫ教諭が【超越】の「子
ども観」に基づいて子どもたちに働きかけていること
は見出すことはできる。

　インタビューから【超越】概念のデータが得られた
₄名の教諭は，子どもは教師の予測を【超越】すると
いうことについて教師自身が明示的に語ることがで
き，意識的に授業で教師の予測を【超越】する子ども
の「みとり」をしていると言うことができた。他方，
Ｋ教諭はインタビューで【超越】概念のデータについ
て明示的な語りを得ることはできなかったが，授業記
録やインタビュー記録からは，【超越】の「子ども観」
に基づいて子どもの「みとり」をし，それがＫ教諭の
働きかけとして反映されていることをとらえることが
できた。
　ただし，こうした「子ども観」に基づく「みとり」が，
共通の教師の働きかけとして授業に反映されていたと
は必ずしも言えない。例えば，「子どもの個性的な学
びに関する子ども観」における「仲間とのかかわり」
について言えば，堀川小学校のＴ教諭は，仲間の発言
を聞いて，周りの子どもがそれをどのように受け止め
たかを聞く場面が多くみられたが，その発話は「〇〇
さんが言っていたこと分かった？どういうこと？」，

「〇〇さんの話からあなたはどう思ったの？」といっ
たものであった。これらの発話は，仲間の発言を聞い
て，聞き手である子どもがどのような「思い」をもっ
たかを問いかけている。その結果，授業において，こ
のＴ教諭の発話によって様々な子どもの「こだわり」
が明らかにされた。他方，福島第三小学校のＮ教諭は

「〇〇さんと同じような感じだっていう人いる？」，
「〇〇さんの気持ち分かる？」といった発話が多く見
られた。これは，仲間の発言を共感的に受け止めた子
どもを積極的にとらえ，発言した子どもの「思い」を
つなげる教師の発話である。この教師の発話から，子
どもたちは仲間の思いを受け止めながら，自分の思い
を表出させていた。

　このように，教師の発話の根底には，共有されてい
る「子ども観」があると解釈できるが，教師の発話と
して具体的に表出される働きかけは一様ではないと言
える。これは，単に学校の違い，教職年数の違いでは
なく，「子ども観」を構成する₈つの各概念の中で，
その教師がどの「子ども観」の概念をより強く意識し
ているかということに関係があると考えられる。
　例えば，Ｔ教諭は「子どもの個性的な学びに関する
子ども観」で，「仲間とのかかわり」を通して，その
子どもがどのような「こだわり」をもっているのかと
いう「子ども観」を強く意識し，それを明らかにしよ
うと「みとり」をしていたと考えられる。他方，Ｎ教
諭は「仲間とのかかわり」の中で，共感的に受け止め
た子どもを積極的にとらえようとしていた。それは，
発言した子どもは【自分の思い】を受け止めてほしい
と思っている（「被容認」）という「子ども観」に基づ
く「みとり」をしていたからこその働きかけであると
考えられる。
　このように，₅名の教諭は授業において共通する「子
ども観」を有していたことを確認することができても，
教師の発話として具体的に表出される働きかけは一様
ではないのは，各教師がより強く意識している「子ど
も観」の概念に関連があると言える。つまり，「子ど
も観」の₈つの概念の中において，より強く意識され
ている「子ども観」は，各教師によって違いがあり，
その「子ども観」の濃淡こそ，その教師らしさを色濃
く反映していると考えられる。

₇　結論
　まず，本研究の成果についてである。本研究では，
総合的な学習の時間の先進校における複数の教師の授
業実践を通じて，教師の子どもの「みとり」を解釈し，

「子ども観」が授業にどのように反映されているのか
を記述することができた。子どもが主体的に学ぶ授業
を目指す総合的な学習の時間に焦点を当て，異なる学
校の複数の教師から，共通の「子ども観」を構成する
概念を導出し，具体的に記述した。特に，M-GTAに
よる分析から，₈つの概念から構成される₂つの「子
ども観」を示し，それら₁つ₁つの概念が独立したも
のではなく，互いに関わっていることを示すことがで
きた。また，対象教諭が，どの「子ども観」をより強
く意識しているかによって，教師の働きかけに違いも
見られたのだが，この「子ども観」の濃淡が，その教
師らしい授業を実現している要素の一つとして明らか
になった。さらにまた，「みとり」を有用なものにす
る要素として【容認】の「子ども観」があること，「み
とり」をすることによって，この【容認】が促される
という点も確認できた。「子ども観」を見つめ直すこ
とで，授業は変わる可能性があることを提案すること
ができたことは本研究の大きな成果と言えよう。

表2　各概念が語りに見られた教師
カテゴリー 概念名 教師

1 気持ち M T S K N
自分の思い 2 こだわり M T S N

3 被容認 M T S

取り組みの 4 学び方 M T S N

多様性 5 経験 M T S K N
6 仲間とのかかわり M T S

容認 7 容認 M T S K N
超越 8 超越 M T S N
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　次に，本研究の限界についてである。本研究では，
₂校の₅名の教諭を対象として教師の「子ども観」の
一部を実証した。本研究は，あくまで筆者がとらえた
総合的な学習の時間を継続的に研究している₂つの小
学校を対象としたという点では，妥当性について疑義
を挟む余地は残っている。そのため，この研究をもっ
て，総合的な学習の時間における教師の「子ども観」
を一般化できたとは言えない。
　もちろん，こうした限界はM-GTAに起因する課題
としても挙げられる。この方法は，恣意性を排除する
ために反対例についての比較の観点からもデータを見
ているとはいえ，完全に客観的な分析が行われたと主
張することはできない。ただし，「M-GTAは実践的な
活用のための理論生成の方法」であり，「現実問題に
対して試されることによってその出来ばえが評価され
るべきであるとする立場」*29であることが強調されて
いる。本研究においても，この立場から，実際の授業
実践においてどのように「子ども観」が反映されてい
るかを，筆者が授業記録に基づいて教師の「みとり」
を解釈することで，M-GTAで導出された「子ども観」
を意味付けた。授業における教師の「子ども観」の考
察をしたことの意義は認められると考える。
　最後に，本研究の今後の課題についてである。
　第₁に，経験年数と「子ども観」の関係についてで
ある。例えば，「子どもの存在に関する子ども観」に
ついて，Ｓ教諭とＮ教諭は他の₃名の教諭と比較し，
積極的に教師の予測を「超越」する子どもの「みとり」
をしていた。₂名の教諭はともに40代であり（他の₃
名は30代以下），総合的な学習の時間を長年研究して
いた。このことから，教職の経験年数によって，それ
ぞれの教師がもつ「子ども観」がどの程度異なってい
るかを明らかにすることも求められるだろう。
　第₂に，本研究で見出した「子ども観」の妥当性に
ついてである。表₂で示したように，₈つの概念それ
ぞれについて，₅名の教諭からデータが得られたわけ
ではない。また，学校間によって得られるデータの相
違も確認できる。経験年数や学校規模，地域特性など
を踏まえてより詳細に検討することで，「子ども観」
の知見の一般化をさらに検討する必要がある。
　本論文は平成29年度福島大学大学院人間発達文化研
究科修士論文を加筆修正したものである。
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