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１．はじめに
　平成31年度に施行された教育職員免許法及び同法施
行規則改正により，昨年度から全国の大学において
「総合的な学習の時間の指導法」が教員免許状取得の
必修科目となった。平成27年に出された中教審答申 i

では，教員養成に関する課題を解決するために「教員
養成課程を有する大学・学部の附属学校を積極的に活
用するなど，実践的指導力の基礎の育成に資するとと
もに教職課程の学生に自らの教員としての適性を考え
させるための機会として，学校現場や教職を体験させ
る機会を充実させることが必要である。」との指摘が
されている。また，昨年度，弘前大学によって行われ
た多くの大学へのアンケート調査ii には，「総合的な学
習の時間の指導法」について現在多くの大学が「受講
者数の規模が大きい」「時間数が足りない」「学生の『総
合的な学習の時間』体験の乏しさ」「現状の教員養成
カリキュラム構造の問題」などの課題が挙げられてい
る。本学においても，授業における学生たちの言葉や
準備段階での担当教員の対応等から，全国的な課題に
加えて，「総合的な学習の時間についての大学教員の
理解不足」「学内の体制づくりの必要性」といった課
題があることが明らかになった。
　総合的な学習の時間（以下，「総合」と記載する。）
について，藤井（2018）は知識，学習，学力という３
つの視点から整理している。「総合的な学習の時間に
おいて追求される知識は，いわゆる『真理』ではない。
課題を解決するための『最適解』である。」「総合的な
学習の時間における学習とは「真理」の理解・習得で

はない。『最適解』を自分たちで知的努力をして考え
出そうと『探究』することである。」「総合的な学習の
時間において育成する『学力』とは，『真理』を理解・
習得する能力ではない。最大限に知的努力して『最適
解』の『探究』に取り組む資質・能力である。」iii これ
らは，学習指導要領で求められている「総合的な学習
の時間を通して，自ら社会に関わり参画しようとする
意志，社会を創造する主体としての自覚が，一人一人
の児童の中に徐々に育成されることが期待されている
のである。実社会や実生活の課題を探究しながら，自
己の生き方を問い続ける姿が一人一人の児童に涵養さ
れることが求められている」と合致していると考えら
れる。ⅳまた，藤井（2018）は「総合」の教育的意義
として「①子どもたちは自分と世の中とのつながり，
さらに自分と世の中の互恵的な相互作用を実感でき
る。②子どもは世の中における現在の自分の位置を自
覚できる。③学ぶことにより互恵的な総合作用を増大
して，そのように世の中で成長していく自分というア
イデンティティを確立することができる。」ⅴの３点を
挙げている。
　「総合」は，国内においては「（全国学力・学習状況
調査の結果，先進校の取組事例より）知識・技能の定
着と思考力・判断力・表現力の育成の両方につながっ
ている。」「総合的な学習の時間の取組が，各教科等に
おける探究的な学習の根幹になっている」ⅵ と評価さ
れている。また，OECD教育局長のアンドレアス・シュ
ライヒャーの「過去15年の日本の学力向上は，総合学
習の成果だと考えると説明かがつく。」「日本の新しい
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学習指導要領では関連づける学びが重視され，総合学
習は重要な手段となる。」ⅶなどの見解からは，国際的
な評価を見ることができる。その一方で「総合的な学
習の時間と各教科等との関連が不十分な学校がある」
「学校により指導方法の工夫や校内体制の整備等に格
差がある」「探究のプロセスの中で『整理・分析』，『ま
とめ・表現』に対する取組が不十分である」「社会に
開かれた教育課程の実現に向け，実社会・実生活にか
かる課題をより積極的に取り扱うこと」ⅷなどの課題
も散見される。このように平成10年度の改訂学習指導
要領に基づき，平成12年に完全実施となった「総合」
は，20年以上が経過しその成果が認められつつも課題
も見られる。特には上記課題の２つ目に挙げられた
「教師間，学校間の格差」は，「総合」開始当初から
指摘されていることである ⅸ。このようなことから，
学校独自でカリキュラムを編成し，従来とは異なる指
導観・学力観を求められ，教科書も存在しない「総合」
は，教員養成の段階でこそ，その本質を理解し，実践
できることを目指していかなければならないと考え
る。「総合」がスタートして10年が経過した段階で，
清水（2009）は，「総合」における教師に求められる
力として「カリキュラムを開発する力」「授業力」「評
価する力」ⅹの３つに整理した。また，村井（2002）は，
単元設計力，授業評価力，学習評価力，環境設定力，
環境分析力，状況把握力ⅺの６つに整理した。その後，
これらの知見を踏まえた藤上（2021）によって「存在
意義についての把握」「カリキュラム・マネジメント力」
「単元デザイン力」「課題設定力」「環境デザイン力」「状
況把握・対応力」「評価力」ⅻに整理された。このよう
な多様な力が求められるからこそ，教員養成段階での
「総合的な学習の時間の指導法」をどのようなものに
するかは重要な課題であると言える。
　本稿では，2020年度から福島大学人間発達文化学類
の教職科目に加わった「総合的な学習の時間の指導
法」の担当者として筆者が取り組んだ様々な実践内容
を紹介する。上述したように我が国の「総合」の課題
と求められる資質・能力を踏まえ，前半では，児童生
徒や教師の具体からその理念と意義を学び，後半にカ
リキュラムを開発する力・単元設計力・単元デザイン
力を育成できるよう単元計画づくりを行った。授業全
体を通して，学生自身が探究的に学ぶことで，学校と
子どもにおける「総合」の意味と自己の生き方を考え
る学びを生み出すための教師の在り方について学ぶこ
とを目標として取り組んでいった。そして，ここでは，
その内容と方法，そして毎時間学生たちがまとめたミ
ニレポートと最終レポートに基づき考察していく。授
業においては，単元計画を作成するなど実践に結びつ
きやすい授業内容とするとともに，毎回のミニレポー
トによって自己の学びを整理し，意識の変容が生まれ
やすいように配慮し，進めたことを申し添える。

　この授業は，受講数が11名と少ないが，受講生から
毎回提出されるレポートを丁寧に読み込み，現段階で
の学生の理解や本授業の課題を整理していくことで，
今後，受講生が急増した際にも生かしていくことがで
きるようにしたい。このような考えに基づき，以下の
考察を今後の「総合的な学習の時間の指導法」に取り
組む際の重要な視点としていく。

２．「総合的な学習の時間の指導法」の実際
２－１　自己の体験を想起する導入
　導入においては，まず学生自身が見通しをもって学
ぶことができるようにシラバスの説明を丁寧に行っ
た。その際，後半は希望する学校種ごとにグループで
単元計画を作成することを伝えた。ここで小中学校に
ついては，大学を学区とする学校とし，高等学校は市
内の公立高校とした。（学生には，学校要覧・教育計
画等を配布し，学区や児童生徒数，児童生徒の実態な
どを把握できるようにする。基本的には，当該学校の
教育目標に基づき，単元計画における目標・探究課題・
育みたい資質・能力を決定していくが，各学校の「探
究課題」に準ずることは求めないこととした。）これ
は，学生たちが様々な都道府県・市町村を出身地とし
ており，地域に根ざした単元を作ろうとしても誰かの
出身地としてしまうとイメージの共有が難しいこと，
また，終末に計画されている単元計画の交流において
もターゲットとする学校が異なると意見を述べるのが
難しいと考えたためである。また，授業開始と同時に
伝えることで，授業が始まった当初から日常生活にお
いても，大学の周り（小中学校の学区や市内）の環境
や大学付近や公共交通機関使用時などですれ違う小中
高生に関心を持ち，情報収集を積み重ねていくことも
期待した。
　さらに，導入で行ったことは，自己経験の想起であ
る。前述したことでもあるが，「総合」は，教科書が
なくそれぞれの地域や学校，学級によって学習経験は
多様なものである。また，「学生の『総合的な学習の
時間』体験の乏しさ」は大きな課題であり，授業の導
入時の学生たちは，何が大事なのか，どんな授業を目
指していくのかが非常に捉えにくい状態でもある。こ
のような実態から，自己の体験を想起することが，そ
の後の授業において，「総合」の存在意義やねらいを
学んだり，実践動画を観ていったりする際に，自己の
体験と照らし合わせることで，「総合」のイメージを
一新したいと考えたためである。具体的には

（テーマ）
・命に関わること
・震災や復興に関わること
・職業や進路に関わること
・地域に関わること（地域の歴史，農業，工場見学）
・行事に関わること　　　　　　　　　　　　　 など



学生の意識の変容を生み出し，実践につなげていくための「総合的な学習の時間の指導法」の在り方についての一考察 3

（学習方法）
・班での活動
・友達との交流
・調べ学習（パソコン，資料，書籍等）
・学級総合・学年総合
（まとめ方）
・新聞
・ポスター
・劇
・発表
※教師から提案されることがほとんどで自分で選ぶこ
とができたのは数名
（本当に総合なのかと疑問に思う活動）
・席替え
・自習
・学校行事の準備やまとめ
・生活の振り返り
・学年集会
・性格検査
・レクリエーション　　　　　　　　　　　　 　など

といった多様な内容が挙げられたが，それぞれの違い
があること，自分たちの体験が総合の教育的意義が生
じるものであったかという疑問が生まれていた。学生
たちには，自分たちの体験は「なんちゃって総合 xiii」
だったのではないかという問いが生まれ，これは授業
の最終段階まで続くものとなった。
２－２　具体から学ぶ（実践事例の動画等）　
　導入での自己の体験の振り返りでも分かるように，
学生たちが自己の体験のみに基づいて教育的意義を有
する「総合」の進め方や子どもの姿をイメージしてい
くことは非常に難しい。また，教育実習に参加してい
たとしても，「総合」を参観している学生はごく少数
であるため，受講している学生全体が共通するイメー
ジをもつことも困難である。また，これらのことは，
この後，学習指導要領や学習指導要領解説等から「総
合」のねらいや内容，単元の構成，評価等多くのこと
を学んでいく際，具体的な子どもと教師の姿をイメー
ジできずに学ぶことにもつながっていく。そこで，授
業の最初の段階では，２つの学級（小学校と中学校）
の動画 xivを視聴し，「総合」における子どもの姿とは
どのようなものなのか，教師がどのように関わってい
るのかを理解できるようにした。さらに，視聴する動
画についても「総合」の教育的意義が生じるために必
要不可欠とも言える子どもが主体であること，子ども
の姿か活動への熱意，本気で取り組んでいることが伝
わってくるものを選択した。動画を視聴することで，
実際の子どもの姿，教師の関わり，単元について知る
こととなり，自分の経験してきた総合との違いに驚い
ている学生も多く見られた。ここでは，学生たちが「気
付いたこと・学んだこと」としてまとめたものをいく
つか示す。（下線筆者，以下同じ）

学生たちのまとめたものからは，
・子どもにとって自分事であること
・課題設定の重要性
・教師の在り方
・日常の積み重ね（学級づくりの影響）

・実践の中で，児童生徒が目的や有効性について議論
をする場面があった。課題として感じていることが，
自分ごとになっているからこそ，より良い課題解決を
するためにそのような議論が生まれると考えた。
　◯◯小学校の実践の中にも，総合において最も重要
な子どもたちにとって「自分事」となるための手立て
があるのかが，抑えておきたい事として挙げられてい
た。総合的な学習や探究を行なっていく中で，解決し
たい課題が「自分事」になっているかどうかが重要で
あり，そうなるための教師の手立てを考えたい。
・私は今回の事例を通して３つのことを学んだ。
　１つ目は総合への取り組みの流れは基本的に共通し
ていることだ。まず「課題を見つける」だ。小学校の
場合は多文化共生，中学校は自然環境との共生であっ
た。その地域での関連性の高いものになっていること
も子ども主体である証拠と言えそうだ。次に「何がで
きるか考える」である。ここで話し合いや専門職の方
のお話を元に１つの計画にまとめている。そして「計
画実行」する。小学校では交流会の実施，中学校では
計画停電を行った。大きく分けてこの流れを主軸に行っ
ているのが分かる。謎（なんちゃって）総合かどうか
はこれの有無で判断できそうだ。
　２つ目は対象の子どもによって総合も方法を変える
必要がある事だ。小学校では特に論拠に注目しながら
時には脱線から話を戻すなどして計画を作っていた。
これは少人数であることと，正しい意見交流の仕方を
学ぶための配慮ではないか。中学校では意見の総括を
重視していだと思う。これは多人数であることとある
程度意見交流の基本を理解している前提で進めている
からではないか。子どもの状況ありきで手段は考える
べきだと思った。
　３つ目は総合の実践には普段の学級での先生の関わ
り方が重要になる事だ。今回の◯◯小学校のように意
見が活発に飛び交うクラスは明日すぐつくれるような
ものではないはずだ。学級が始まった直後から総合以
外の場面でも意見しやすい環境をつくり続ける必要で
あると考える。
・多文化共生という世界規模での解決が必要な問題に
対して，外国にルーツを持つ友人や両親，地域住民な
どの子ども自身の身の回りの環境に合わせた問題提起
がなされていた。これによって子どもたちが自分事と
して捉えやすくなったのではないかと考えられる。
　子どもが主体となって考えていけるように，総合以
外の他の科目や日常生活の中で，理論立てて考えを意
見を述べることや，お互いの意見を聞き，グループご
との意見をまとめ，より深めていくといった練習が必
要であると強く感じた。
　総合的な学習の時間は，授業時間だけで完結するの
ではなく，日常の中で育まれた力が必要であると考え
る。
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など，実践の際のポイントなることへの気付きが生ま
れていることが分かる。この段階で，この気付きがあ
ることが，「総合」の理論を学ぶことにおいても，単
元計画をつくる上でも大きな影響を与えていくと考え
られる。また，ここで視聴した動画は，単元計画，授
業案，教師へのインタビューなども同時に収録されて
いるため，理論を学んでいく際も，それらの具体と結
びつけながら進めていくこととなった。
２－３　実践者から学ぶ　
　具体から学ぶことに関わって，もう一つ実践したの
が，実践者の話を聞くということである。「総合」の
よさや意義を理解し，思いを強くもって実践している
県内の先生にお願いし，具体的な子どもと教師の姿に
基づき講義をしていただいた。いずれの実践者の所属
校も総合に熱心に取り組んでいる学校であり，その学
校の実践を牽引している先生である。話の内容として
は，単元計画をどのように作っていったか，実践して
いく上で子どもの思いに寄り添うことで単元計画をど
う改訂していったか，「総合」における子どもが主体
であるための留意点や工夫，地域の方々との連携の仕
方，教師の関わり方などそれぞれの先生のこだわりや
学校・地域の特質，子どもの発達段階等に合わせた詳
しいものであった。以下が学んだこととしてまとめら
れたレポートの一部である。

（小学校Ａ教諭の講話から）
・先生の講義から自分が一番大切であると感じたのは，
「問い返し」「価値付け」「意味づけ」の過程であり，
特に総合的な学習の時間は，教員主体ではなく子ども
主体で作り上げてものであるということです。Ａ先生
はテーマに掲げたことを，事前に研究し，計画を立て
授業に臨んでおられました。しかし子どもの発想や方
向性がそれとは異なったときに，すべて指導案通りに
修正を加えるのではなく，なるべく子どもの方向性に
合わせて，教員が後ろからサポートをしていくような
形をとられていました。子どもの意見に対しても，「本
当にそうなのかな？」と問い返しをしたり，子どもが
学んだり表出することに対して価値付けをするなど，
子ども主体で授業を進めていました。総合的な学習の
時間は教科書などもなく，子どもにとって自由に学べ
る科目です。そのため子どもが興味・関心のあることを，
教員は上手に引き出していき，その研究をサポートし
ていくことが大切であるのだと感じました。一方で，
子どもが，あまりよろしくない方向性に向かっている
とき，例えば目的が不明確なままことをすすめている
ときなど，必要に応じて方向性の修正を加えていくこ
とも大切なのだと思いました。Ａ先生から学んだこと
を，今後の授業や，実践に生かしていきたいと思います。
・総合は暗に子ども主導になってやりたいものを教師
が支援するというイメージがあったので，子どもと一
緒に内容を学んでいくことが主になると思っていた。
これは間違いとは言いきれないとは思うが，全く無知
の状態では子どもへの助言もできない。スタートは子
どもであったとしても，教師は内容に価値付けを行う

（高等学校Ｂ教諭の講話から）
・私は小学校志望なので，高校については詳しくはな
いのですが，英語科を担当されているＢ先生が，英語
ではない総合的学習の時間にここまで多くの時間をか
けて真剣に取り組まれている姿にとても驚きました。
先生の姿を見ていて，総合的学習の時間の授業の大切
さや先生の特別な思いなどが伝わってきました。
　先生の講義を聞いて一番心に残っているのは，常識
を超えることや，多様性を尊重するということです。
今の社会や，学校社会の中にも未だに，固定概念や既
存知識などにとらわれて，一人一人の自由な発想を制
限してしまっている大人が多く残り続けています。 で
も教員は受け持つ子供たちと同じ目線に立って，「子供
たちから学ぶんだ」っていう姿勢をもつことも大切だ
と思います。子供も自分と同じ一人の人間であり，自
分には持っていない，様々な発想を持っています。私
は一人一人の考え方を尊重して，受け持つ子どもがそ

　Ａ教諭の実践の特徴である徹底した教材研究，教師
の計画に合わせるのではなく子どもの求めに応じ子ど
も主体の豊かな体験を重視した授業を展開していくこ
と，子どもの思いを尊重し吟味しながら単元を見直し
授業を展開していくこと，子どもと共に常に前向きに
学んでいく姿勢，地域との連携の重要性などを自分が
学んだこと，自分に取り入れたいこととしてまとめて
いる。事前の準備をしっかり行いながらも授業におい
ては子どもの思いに柔軟に対応していく教師の在り方
についてこの段階で学ぶことは，単元計画ができれば
授業ができるということではなく，子どもの思いを丁
寧に見取っていくからこそ豊かな学びが生まれるとい
う気付きにもつながると捉えることができた。以下は
Ｂ教諭の講話についてのレポートの一部である。

ためにも先行して研究・探究を進めておくべきだと気
付かされた。
・Ａ先生のお話を聞き，総合的な学習の時間では先生
のテーマ設定の取捨選択と生徒を導く問いかけが必要
であることを学んだ。テーマ設定や授業案を作りこむ
ことで，座学では学習できない学習をすることができ
るのではないかとおもう。加えて，先生が生徒のこと
を一人一人よく理解しておくことも重要ではないかと
考えた。生徒のことをよく理解していることで，生徒
の目線でどういう考えを持ってくれるか，どこまで導
けるかが判断することができるようになるのかもしれ
ない。また生徒の成長は著しく，普段の学習に影響が
出るほどに代わる生徒も出てくることも分かった。Ａ
先生自身は，授業内容の総合の授業をサラッと説明し
ていたが，とても苦労して苦労して作り上げたことを
感じた。「生徒を導くためにこういう問いを投げかけた」
といっていたが，それは日々どういう状況になるか考
えていないとできない。また，さまざまな場合での対
処のようなものを考えていないといけないのではない
かと考える。とてもすごいことだと思う。Ａ先生は，
教員としての誇りや責任感があり，そのメンタル面が
とても強いと感じた。



学生の意識の変容を生み出し，実践につなげていくための「総合的な学習の時間の指導法」の在り方についての一考察 5

の人らしく研究を進めていけるようにサポートをして
いくことが，教員の大切な役割なのではないかと思い
ました。
　今日Ｂ先生から学んだことを，今後に生かしていき
たいと思います。ありがとうございました。
・私は今回の講義を通し，高校における総合実践の最
先端を知った。最初に思ったのは「凄い」のひと言に
尽きる。高校の教員を志望していない自分ではあるが，
こんなことできるのかと，驚きと期待を膨らませた。
Ｃ高校の実践は，私が総合はこういったことができた
らいいのだろうという絵空事をまさに具現化したもの
であったからである。これは予想に過ぎないが文部科
学省が求めている総合的な学習の時間はこんなものな
のかもしれない。当然の事ながらこれを一教員が実施
できるはずもないが，いくつか参考にさせて頂きたい
取り組みがあった。
　１つ目がルーブリック評価による自己評価実践であ
る。これはメタ認知が十二分に備わってきた高校生だ
からできることではあると思うが，もっと簡易式にす
れば小学校でも繰り返し自己評価する機会を設けるこ
とは可能なはずだ。そもそも私は小学校の評価システ
ムに懐疑的に見ている。教員の主観的な評価に頼りが
ちな状況に陥っていると思うからだ。他教科では限界
もありそうだが，総合的な学習の時間であればこの実
践の導入も難しくないのではないか。
　２つ目は教員の関わり方の変化である。以前の講義
で「教師も扱う内容に明るくなくてはならない」といっ
た考えをもったものの，それだけでは児童・生徒を自主
的な学びに向かわせるのは困難である。ではどうすれば
良いか，その答えの１つがこの関わり方の変化にあると
考える。特に若い教師にとって正しい教師の在り方は分
からないものなのである程度指標として設けられている
のは大変助かると思う。
　これら２点を踏まえて，Ｃ高校の取り組みは生徒が
自主的な取り組み方へシフトしていけるような支援が
実践されており，同時に明文化されている点が素晴ら
しいと思った。そもそも総合的な学習の時間が敬遠さ
れてきた原因として安易に推測できることは内容が不
明確であったことにある。しかし，このように取り組
みが一般化されればこれまでの現状を打破できると思
う。教師は経験則を求められる職種であるが故に各々
の指導力に差が出てくると思うので，具体的な指標を
共有して下さる存在が必要であるのではないだろうか。
そのように考えさせられた。特に，現在進めようとし
ているジェネレーター的な関わり方は，教師自身もチー
ムの一員として携わっていくというもので，正直，生
徒たちとともに研究を進めていかないといないため，
教員の負担は大きくなるかもしれないが，教師自身の
学びにもつながるため，大切な関わり方のように思わ
れた。今回の実践を聞いてみて，一つ一つの活動のレ
ベルが高く，自分が受けてきた総合の学習とは全く異
なっていたため，自分が生徒の立場でも，教員の立場
でも，「こんなことができるのだろうか」と不安に思っ
てしまうほどのものであった。しかし，Ｃ高校が行っ
ている実践は，生徒たちにとって将来役に立つ力とな
るもののように感じたため，全国的にもこのような総
合の活動が広がってほしいと思われた。

・今回Ｂ先生の講義を受けて，Ｃ高等学校の総合のレ
ベルの高さを知りました。探究活動として，さまざま
な分野から自分の興味のある分野に班分けされるシス
テムはゼミのようだと感じたし，このようなシステム
によって生徒の探究心に寄り添った総合ができると思
いました。そして，教師もチームの一員として意見を
出すという雰囲気や，二年間を通して総合を深めるこ
とができる環境は，生徒のやる気と主体性につながる
と思います。高校のうちから，社会との関わりと関心
を持ち，努力している高校生たちを知って，とても学
びに恵まれていてうらやましいなと感じました。また
アンケートで，八割以上の生徒が社会とどう関わって
いくか，自分の価値とは何なのかという大学三年生に
もなった私も悩んでいるようなことを考えて影響を受
けていました。総合の授業を，地域から世界まで関連
性を持たせながら深く行っていくことで，社会に出た
ときに必要な探究心や主体性，課題を設定する力など
が身につくことに改めて気付きました。今回は，貴重
なお話しをありがとうございました。
・私が高校生の時受けた総合的な学習の時間と全く違
く，驚きました。私は普通科の高校の出身です。大学
進学を志望する人が大半のため５教科の勉強が中心で
したし，先生との面談も受験や勉強のことばかりでし
た。総合的な学習の時間も地域の方を招いてお話を聞
く機会はありましたが，自分たちが実際に行動を起こ
して地域貢献をするというようなことはありませんで
した。Ｃ高校さんの取り組みは，これとは正反対のよ
うに思えます。実際の取り組みの様子を見学してみた
いと思いました。素晴らしい取り組みである思います
が，新しい学校，総合学科だからこそできることでも
あると感じました。全ての高校でそのような充実した
取り組みを行うのは現時点では難しいのではないかと
思います。総合的な学習の時間でもそれ以外でも，もっ
と柔軟で幅広い活動に挑戦できる環境が学校にできれ
ばよいなと思いました。
・子どもたちが自分ごととして捉え，課題を設定し解
決して結果を出せることが本当に素晴らしく，子ども
たちの能力，努力，成長にとても驚きました。Ｂ先生
はご講話中に何度も引っ込み思案な生徒が多いとおっ
しゃっていましたが，性格や考えに個人差がある生徒
たちを，最終的にしっかり問題解決できるようにする
まで，多くの努力がなされているのだろうな，と実感
しました。
　私が記憶に残る総合的な学習の時間には，どのような
理由があるかはわかりませんが，あそびにたくさん使わ
れていたように感じます。Ｂ先生の学校のように，子ど
もたち一人一人がそれぞれの課題を設定して段階を踏み
解決していくことは，知識だけでなく，探究心や共生力
など生きていく上で必要な多くの力を身につけていくこ
とができるな，と感じました。正直，私も来年からこの
ような授業ができるのか，子どもたちのサポートをした
り，実際に自分自身も子どもたちの輪に入っていったり
できるのか，とても不安になりましたが，先進的なこと
を行なっていると聞いて少しホッとしたと共に，私自身
も子どもたちに学びや成長，そして自己肯定感を身につ
けられるような総合の授業を計画していけるようになり
たい，と思えるようになりました。より一層，勉学に励
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　高等学校での実践であるため，記憶も新しく自分の
経験と比較しながら捉え，その違いに驚いている学生
が多く見られた。Ｂ教諭の講話から学んだこととして，
生徒主体の実践とするための工夫とともにそれぞれの
個性や多様性への配慮，教師の関わりの多様性，教師
が連携していくことの重要性などがまとめられてい
る。また，生徒自身の捉えや具体に基づいた実践につ
いての話がなされたため，「総合」が自分自身に与え
た影響とＣ高校の生徒への影響を比較したり，教師が
どのように関わっていくか，どのような配慮が必要か，
生徒ともに学び活動していく姿勢などにも気付いたり
している。さらに，単元計画を作っていく際に様々な
配慮が必要であること，その前提として教師がどう在
るべきかについても考える機会となったことも分かる。
　「総合」においては，教師の子ども観や指導観等が
その実践に大きく影響する。Ａ教諭とＢ教諭に共通し
ていた子ども観や指導観は，「総合」における主体は
子どもであるという捉え，多様な子どもの個性を尊重
した関わり，その変化や成長を大きな喜びと感じてい
ること，自分を押し通すのではなく，子どもの思いを
尊重し柔軟に単元を見直してく姿などに表れている。
２回の講話によって，これらのことを知ることができ
たのは，自己の子ども観や指導観を自覚することにも
つながり，その後の単元計画を作っていく際にも大き
な影響を与えていった。
２－４　実践を通して学ぶ
　この講義においては，単元計画をつくるということ
を後半に設定し，理念・理論，実践から学んだことを
自分たちがつくる単元計画という具体に落とし込んで
いくこととした。つまり，前半の授業で学んだことを
教師目線で実践に結び付けていくということである。
実際に授業をすることはできないが，単元計画をつく
ることは，実践において必要不可欠であり，まずそれ
があって授業を進めていくことができると言えるた
め，より実践的に学ぶことにつながっていくと考えた。
　具体的には以下の通りである。
１．学校種ごとにグループ編成を行う。
　　（１グループ４人程度）
２．各学校の資料（教育計画，総合的な学習の時間の
全体計画・年間指導計画等）を読む
３．探究課題を明確にする（２と３は並行して行う）
４．単元計画を作成する
５．出来上がった単元計画を交流する
６．交流を基に，改訂版単元計画を作成する
　単元計画づくりの過程において，まず，特徴的だっ
たのは学生たちが地域を歩いて取材することを自主的
に行なっていたことである。小学校や中学校について

・（総合を実践する上で大事にしたいのは）単元の落と
しどころや資質・能力がぶれないようにすることと，
教師自身もエージェンシーを高め発揮していくこと（単
元をつくる教師が先にフィールドワークを通して地域
について知り，課題を見つけのめり込んでいくことで，
児童の生活や興味・関心に寄り添った教材を作ること
ができる。）
・（総合を実践する上で大事にしたいこととして）ここ
まで他者との関わりの面で同じ班の仲間を挙げた。し
かし，それは他の面でも関係があると思っている。例
えば地域住民の存在だ。私は金谷川地域のことをもっ
とよく知らなかったこともあり，金谷川地域散策に行っ
た。金谷川地域は正直なところそれほどたくさんの人
が生活している地域とは言えないだろう。しかし，散
策をしているといろいろな気づきがある。例えば裏の
方にある名前もない公園であったり子どもの声が聞こ
えてくる小学校であったりいろいろあるだろう。人に
は会わなくともそこにいるという実感は感じられる。
これが大事だと私は提唱したい。我々の班がりんごを
探究課題に設定した背景は作って食べるという食欲と
自分が作ったものへの愛着が生まれると想定したから
だが，私が話す実感というはまさにそれである。探究
課題を自分事としてとらえられるかが授業成功のカギ
である総合にとってその実感こそ肝だ。以上のことを
踏まえても主体的に他者に接することは総合的な学習
の時間に関わる全ての人にとって有効なものであると
考える。

は，その学区を歩いてみる，地域の方にその場でイン
タビューする，歩いて発見したことをインターネット
で調査し，それらに関わる地域の方に電話取材を行う
等を行なっていた。学区内にりんご農家が多いことに
気づき，そこで働く方にインタビューし「りんごがな
かなか売れない」「知名度が低い」ということ，地域
のお祭りについて興味をもち，調べていく中で「後継
者がいない」「子どもたちの参加が少ない」という地
域の方が課題と思っていることを聞き取ってくること
ができた。ここでは，単元計画作成の前に個人的に調
査に行く学生，単元計画が始まってからグループ全員
で調査に行く学生たちなど様々な姿が見られた。単元
計画作成の過程においては，単元計画交流の予定を明
確に示すことでそれ以外の授業の時間は場所や時間を
限定せず，自分たちで自由に使うことができるように
していたため，授業中に調査に出かけていったグルー
プも見られた。これらの学生の姿はここまでの授業に
おいて，動画の子供達や先生の様子や現場の先生方か
ら地域に根ざした活動が多く語られた影響があると考
えられる。このことに関わっては最終レポートにもま
とめられていたため，ここに示す。

んでいきたいと思います。ご講話本当にありがとうござ
いました。

　これらの学生の感想からは，実際に足を運んだから
こそ得ることができたフィールドワークの重要性がま
とめられている。
　さらに，実際の学校の資料に基づいて，教育目標，
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留意点
【発表グループ】
　 事 前 に 共 有 し た い 資 料 が あ る 場 合 は，Google 
classroomの「クラスにお知らせしたいこと」にupして
ください
　１月19日発表のグループは１月14日，１月26日発表
のグループは１月22日まで
　（発表日，前半か後半かを忘れず記入する）
②　発表において，オンラインであるため，対面とは異
なる工夫が必要となると考えられます。今回は急遽オン
ラインとなりましたので，今できる限りのことで工夫し
てみてください。
③　事後のディスカッションにおいては，発表グルー
プのどなたかが進行をしてください。全員が意見を言
うことができること，最終回の単元計画の見直し，修
正に生きる場となることを意識して進めましょう。

　この学生のレポートからは，筆者から伝えた同僚と
の関係だけでなく，自分自身の課題を総合を学ぶ子ど
もと重ね合わせながら，仲間と共に学ぶことの難しさ
を乗り越えるために何をすべきか，そしてそうするこ
との意味までを考えることができたことがよく分か
る。さらにこれらのことから，学生自身が自己の生き
方について考えることにもつながっていると言える。
２－５　交流から学び，自己に返す
　完成した単元計画については，それぞれが発表する
機会を設けた。この際，当初の計画では，対面で発表
し交流する予定となっていたが新型コロナウイルス感
染拡大の影響で，本学全体が急遽オンライン授業へと
切り替わったため，オンラインでの交流となった。以
下交流会後の進行表と発表グループと参加者に示した
留意点である。

全体計画から学校の目指す子どもの姿や総合的な学習
の時間で育てたい資質・能力を意識し，単元計画をつ
くっていった。
　ここで課題となったのは，グループ内での合意形成
である。４人程度のグループで単元計画を作成してい
く過程で，何を探究課題とするかがなかなか決定せず，
苦労しているグループも見られた。それぞれ思い入れ
があるからこその姿であると思うが，現場に出てから
学級独自でなく学年総合で実践を進める場合は，この
ようなことも当然あり得る。それぞれの思いを丁寧に
聞き合うことを勧め，折衷案はないか，それぞれが大
事にしたいことは何か等を改めて確認しながら進めら
れるようアドバイスした。あわせて，実際の現場でも
同様のことが起こり得ることを伝え，だったらどうし
ていきたいと思うかも考えながら進められるように伝
えた。単元計画を作成するということも，学生にとっ
ては実践的学ぶこととなるが，同僚とどのように合意
形成をしながら実践を進めていくかということについ
ても，実践を通して学ぶ機会となった。ここでもう一
つ最終レポートを示す。

・（総合を実践する上で大事にしたいのは）教師自身が
主体的に他者と関わり合いながら授業を構成していく
ことだ。私は正直なところ何事も一人で行動すること
を好む性格をしている。初対面の他者とグループ活動
をする際にはどうしても周りに気を遣ってしまう傾向
にあり，うまく話し合いが進まない場合が多いからだ。
どちらかと言えば話し合いを回す役割を担わされてし
まい，相手の意見を引き出せないから自分の意見も発
言しにくくなる。私は班をアシストするような立ち回
りが得意だが，周りを牽引していく力は欠けている。
ならば最初から個人プレイを展開した方が上手く立ち
回れるのではないかと思っているのだ。今回の総合の
班に関してもそれは同様であった。事実，何度か宗形
先生に何度かヘルプを出していたのを覚えている。出
鼻をくじかれたような状態であり，正直なところその
先やっていく自信はなかった。だが，そもそも総合を
やる意味というのは私のような状態の人にこそあるの
ではないかということにも気づいていた。総合とは他
教科を横断的に網羅する教科である。言い換えれば他
教科の学びを統合して表現する場である。小学生児童
の段階ではまだまだ他者に伝えるような活動経験が少
ないことが予測される。ならば私のような性格をもっ
た児童にとって，総合は貴重な学びになる。これを踏
まえて，私はこれまでの関わり方から自分を変化させ
ることで総合的な学習の時間の価値について考察する
ことにした。その変化とはできる限り自分の思ったこ
と感じたことを丁寧に言語化して相手に伝えることで
ある。他者を優先するあまり考えを押さえつけるので
はなく，目的のために自分を出す方向を目指したのだ。
するとどうだろう，次の班の話し合いから多少の手ご
たえを感じることができた。私の発言があることで相
手の発言も生まれやすくなっていったのである。逆に
相手の意図がどうしてもよくわからないときには正直
に聞き直したり「こういうことか」と聞き直したりす

るようにした。発言が伸びていない班の仲間に積極的
に話を振ることで話題が広がるように心掛けた。ここ
から私たちの班は錆びた歯車が動き出したようにトン
トンと話が進んでいった。私が不意に忘れていた準備
もありがたいことに積極的に進めてくれていて，我々
の班の発表当日にはある程度全員が納得のいっている
ものが作り上げられたのではないかと思っている。総
合的な学習の時間のキーワードは「探究」である。私
の経験自体がもはや「探究」になっており，それを生
み出してくれたのは同じ班の仲間である。これが示す
通り，学習者が主体となって他者に関わることが大切
だと思うのだ。
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　オンライン会議システムを活用し，交流を進めたが，
チャットでも活発な意見交流がなされた。また次年度
この授業を担当する教員や筆者も交流には参加し，そ
れぞれが気付いたことを伝える機会を設けた。このこ
とが，多様な視点からのコメントとなり，その後の改
訂版に影響を与えることともなった。多様な視点から
コメントをもらうことが学校現場と似た状況を作り出
されていること，コメントでは課題とされたことで
あっても，内容そのものが課題なのか，伝え方に課題
はなかったか，どのような改善を加えることでその課
題の解決となるのかと言った視点で見直すことの重要
性を学ぶ機会となることを伝えた。また，ここでは，
参加した次年度授業を担当する教員から「学生たちの
強い思いが伝わってきた」「主体となって学んでいる
ことがよく分かった」と言った感想もあり，半期を通
して主体的に学んできたことが伝わる姿であったこと
がうかがえた。このことは，次年度担当する教員にとっ
ての意識の変容にもつながっていくことであると考え
る。
　ここからは，具体的な姿として一つのグループを例
に挙げる。
発表グループ以外の学生からのコメント
・いろいろな方にインタビューに行き，計画を立てて

いて，とても分かりやすい発表でした。質問で聞き
そびれてしまいましたが，対象を１クラスにするの
か学年にするのかも気になりました。学年にする場
合は，インスタに誰が挙げるのか，順番にクラスで
対応するとかなのかも気になります。

・松川地区は文化財や神社などの古いものが多いと実
際に歩くことで発見することが出来ました。この町
でしか育ってない中学生はあまり気づくことが出来
ないかもしれないので，自分の街のことをより深く
知ることができるいい単元だと思いました。

・授業構想が，生徒主体で考えられているように感じ
ました。この授業構想なら，生徒がどんな課題を見
いだして調べたいと思っても，臨機応変に対応でき

るのではないかと思いました。そして，文化祭とい
う大きな場で発表するのも魅力発信の場としてとて
も良いと思います。

・一つの課題に焦点を当てて行くことに，僕たちのグ
ループも悩んでいます！

　提灯祭りに焦点を当てて行く流れで，
　たくさんある課題を調べる
→実際に地域の親しくなった人から課題に関する話を

きく
　「提灯祭りにはこんな現状があるんだよね、、、。」み

たいな
　（これは先生が意図的に設定しちゃう）
→生徒も提灯祭りの課題を解決したいと言う思いを持

つみたいなこともできるのかなと思いました！
発表グループの学生からのコメント
・中学校Ｂグループと同じ日に発表ということで，同

じ場面を想定してもこのようにいろいろな方向性を
考えられるんだなと思いました。いい質問が多かっ
たので，そこをより深く考えてみたいと思いました。

・意見や質問をもとにして，再度考えて，より単元の
内容や資質・能力等を深めていきたいと感じました。

・発表すること，準備をする過程で自分たちの考えを
整理することができたと思います。たくさん質問も
いただいき，自分たちで見落としていたことに気が
付くこともできました。質問の答えを考えることで
も，自分の考えを深められたと思います。頂いた意
見，質問をもとにより改善していきたいです。

・あまりつめていなかった点を的確に質問していただ
いたので，とても参考になりました。私たちの班は
教師が課題を想定して最後までもっていきました
が，実際にこのような流れになる可能性は低いのか
なと思いました。
発表グループが改訂した内容

・身に付けたい資質・能力の明確化
・導入における生徒が自ら課題を見出すための工夫
・展開における生徒がより地域の方々と関わるための
　場の設定
・SNSにおいての発信をより広く行うための工夫

④　ディスカッションの後に皆さんからチャットに挙
げられた単元計画についての感想を保存し（前半終了
時15：30もしくは後半終了時16：05），発表グループ全
員と宗形に共有してください。（データをメールでその
週の金曜日までに送付）ここで，保存をしないと参加
してくれたみなさんのすべて記録が消えてしまいます。
必ず保存してください。発表グループで複数の方が保
存しておくと安全です。

【参加者】
　ビデオもマイクもonで参加します
　ディスカッションでは全員が発言（質問もしくは感
想）をします。
　ディスカッション終了後，チャットに話したこと以
外で伝えたいことを書き込みます。「自分の名前」を質
問もしくは感想の前に必ず書いてください。

　発表者以外からの意見や質問，感想を前向きに捉え，
具体的に必要と考える箇所を改訂している。

３．受講していた学生の最終レポートから
　この授業では，前述したように授業の総括として自
分が実践者となった時，何を大事にしていきたいと考
えるかについて最終レポートをまとめている。そこで
書かれていたことの一部を示す。
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　まず学生から挙げられたのは，１つ目と２つ目にあ
るように，「総合」における子どもの姿とその豊かさ
への気づきである。最初に述べたように，「学生の『総
合的な学習の時間』体験の乏しさ」が課題としてある
中，この授業では，学生たちが子どもの具体的な姿を
知り，自分のイメージを塗り替えていくことにつな
がったと言える。また３つ目，４つ目にあるように「総
合」を実践する上での核とも言える子ども主体である
学びをいかに大事にしていくかということについても
意識していることが分かる。そしてそのための教師の
働きかけはどうあるべきか，という教師の在り方につ
いても考えていると言える。５つ目では，「総合」の
実践をしていくことが，「総合」だけではなく，これ
からの教育において，何を大事にしていくのか，そし
てそのためにはどのような授業内容で，それをどのよ
うな方法で展開していったらいいのかを考える機会と
なるのではないかということまで言及している。これ
らのことからは，「総合」に関して学生自身に大きな
意識の変容が生まれたこと，より本質的な実践とする
ために教師はどうあるべきかという教師の在り方，総

合だけでなく授業そのもの内容や方法まで考えること
ができたとも言える。

４．終わりに
　今回の授業では，「自己の体験を想起する導入」「具
体から学ぶ」「実践者から学ぶ」「実践を通して学ぶ」「交
流から学び，自己に返す」という５つの柱に基づいて
実践を進めてきた。毎回の授業で，レポートをまとめ，
自分と向き合うことができるようしたり，授業の中で
毎回全員が発言する機会を設け，互いの考えを理解し
たりしながら進めることを大切にしていった。
　さらに，11人という少人数であるからこそそのよさ
を生かし，受講する学生と丁寧に関わることを心がけ
た。一人一人のレポートを読むことは，それぞれの思
いや変化を知ることにつながるだけでなく，次の授業
に反映させることにもなった。これらの結果，学生た
ちの言葉からは，「総合」に対する意識や「総合」で学
ぶ子どもたちに対する認識が変容し，それを支える教
師とはどう在るべきなのかまで考えることができた。
　一方，課題として挙げられるのは，３点である。ま
ず１つ目は，学生の人数への対応である。今後，本学
でもこの授業はかなりの大人数となる。そうなった場
合，全く同じ内容，方法で授業を進めることは不可能
である。そのため，今回の知見を生かしつつも，大人
数であるからこその工夫をしていく必要がある。現在
考えているのは，学生相互の学びをさらに活性化して
いく仕組みを作り授業を進めていくことである。特に，
大人数であれば今回以上に多様な考えが生まれるとい
うことを生かし，多くの考えに触れつつ，それらを生
かして自分の考えを見つめ直すという機会を積極的に
設けて行きたい。そのためにグループ編成や交流場面
の設定などについても検討していきたい。
　２つ目は，１つ目とも関わるが，学生の気付きや思
い，変容をいかに授業に生かすかということである。
人数が多くなることで，今回のようにレポートを丁寧
に読み込んだり，授業中の学生の発言を聞いたりする
ことで次の授業の展開に生かしていくと言うことが難
しくなることが想定される。今回同様，それぞれがレ
ポートをまとめ自己の考えを整理することは継続して
いくが，どのようにそれを受け止め，整理し，その後
の授業に生かしていくための工夫について検討してい
く必要がある。
　３つ目は，体制づくりである。学校現場で当たり前
に行われ，今後も学校の教育活動の中核をなすと言わ
れているにもかかわらず，大学における「総合」につ
いての理解はまだまだ進んでいない。しかし，予測不
可能な社会で生き抜く人材を育てていく大学において
こそ，その意味を理解し，学生がより豊かに学んでい
くことができる体制を早急に構築する必要がある。そ
のためには，小中学校や高等学校で主体的に学ぶ子ど

・半年間の総合的な学習の時間の授業を受けて，子ど
もが総合の授業で，これほどまでに自分事として捉え，
授業に臨んでいることを知り，とても驚いた。どの回
の授業でも多くの学びがあり，一つ一つの授業で新し
い発見があったこの半年間は，本当に充実した時間に
なった。
・総合でたくさんの人物に出会い，多くの機会を得て，
さまざまな考え方にふれることで，自己の生き方，あ
り方を考えてほしい。そんな総合の授業をすることが
できたら，生徒は個性を大切にし，積極的に授業を受
けるようになるだろう。そして，私はそんな総合の授業
をしたことがないので，とてもうらやましく感じる。
今までに自分が受けてきた「なんちゃって総合（テス
ト勉強やレクリエーションや席替えを総合の時間に
行ったこと）」では分からなかった総合的な学習の時間
の魅力に気が付くことができた。
・この講義の後半，単元計画を作成していく中で，い
つも私が大切にしていたことは，「教師側の当てつけに
なっていないか」ということを，問い直すことである。
・「子ども達全員が興味を持つ題材や課題設定は何か？」
という視点ももちろん大切にしながら，一方で「設定
された題材や課題に興味を持てない子どもに対して，
興味をいかにして引き出していくか」という視点も大
切にしていけば良いのではないかと考えるようになっ
た。
・かたくなに計画を成し遂げるのではなく，生徒の発
達や学習のリズムを考慮して柔軟に対応していくこと
で，自身の興味を大切に育む生徒が増え，その関心を
継続的に育むことにつながることになる。そうした授
業づくりは，既存の授業を問い直す機会を与える。生
徒だけでなく，教職員もまた解のない問いへの探究に
取り組むことになり，よりよい答えへ，より魅力的な
授業へと変容していくのではないだろうか。
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もから教師が学んでいくように，大学でも主体的に学
ぶ学生から大学教員が学ぶことが重要であると考える。
　以上３点以外にも課題は考えられるが，さらに研究
を進めることでその解決に努めていきたい。
　今回，筆者は，学生たちの授業中の発言やレポート
から，その意識が変化していることを目の当たりにし，
単元計画を作り書いていく姿から，本当にたくさんの
ことを学ぶことができた。今後もさらに研究を深め，
教員となった時に，「総合」の実践に果敢にチャレン
ジしていくことができる学生が一人でも多く育ってい
く手助けをしていきたい。
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