広島大学

学部・附属学校共同研究機構研究紀要
〈第39号 2011．3〉

学部教育実習生と院生のチームによる
共同アクションリサーチを通した授業研究（２）
三村

真弓

深澤

泉谷

正則

大橋美代子

森長

俊六

１．はじめに

清治

三根

和浪

桑田

一也

向井さゆり

赤松

猛

さまざまな音楽経験を有する院生がアクションリサー

文部科学省は，「近年の社会構造の急激な変化や学

チすることによって，その実習生の課題を，教科外の

校教育が抱える課題の複雑・多様化に伴い，より高度

教育方法に関するもの，音楽科教育方法に関するもの，

な専門性と豊かな人間性・社会性を備えた力量ある教

音楽の内容・技能に関するものの３つの視点から分析

員」を求め，「高度専門職業人の養成に特化した専門

し，考察することを目的とする。

職大学院制度を活用して，レベルの高い教員養成教育
を行うことが必要である。」として，「大学院段階でよ

２．研究の方法

り高度な専門性を備えた力量ある教員を養成する」た
１）

学部３年生の教育実習生の授業を，大学院１年生10

めに教職大学院制度を創設した 。これを受け，高度

名が観察し，評価表に記入する。詳細は以下である。

な教員養成を目指して，教職大学院や教職高度化プロ

観察時期：2010年９月14日〜９月29日

グラムの設置などのさまざまな試みが行われつつあ

観察対象とした音楽科授業：小学校４，中学校11

る。それらのプログラムにおいて特徴的な点は，実践

教育実習生：初等教育教員養成コース４名

的指導力をつけるための実習が重視されていることで
ある。しかし，実践的指導力の根底に必要とされる，

音楽文化系コース５名
観察者の専門分野：音楽教育学６名

教科としての専門性とは何か，その専門性を向上させ

ピアノ３名

るには何が必要なのかは明示されてこなかったといえ

声楽１名

よう。

本研究では，観察者の専門分野や取得免許等を属性

本研究者たちは，昨年度アクションリサーチという

として判断する。観察者の属性は以下である。

手法によって，実践と研究を統合して授業研究を行う
ことにより，教育実習生の教科指導力と，院生の授業

表１

観察者の属性

観察力の向上を目指した２）。その結果，ある程度の成
果を上げることができた。院生は当初，授業規律のよ
うな，教科外の問題に視点を当てていたが，しだいに
教科の内容に関する問題に着眼するようになってい
き，問題に対する対処法に関しても，的確なアドバイ
スができるようになった。実習観察後に行った院生へ
のインタビューから次の仮説が浮かび上がってきた。
教科の専門性は，専門教育で培われるものを土台とし
て，そのうえに教科教育学的な方法論が位置すること
によって，ようやく獲得されるものではないだろう
か。
そこで本研究では，学部教育実習生の音楽科授業を，
Mayumi Mimura, Seiji Fukazawa, Kazunami Mine, Kazuya Kuwata, Masanori Izumitani, Miyoko Oohashi,
Sayuri Mukai, Shunroku Morinaga, Takeshi Akamatsu, Lesson study through collaborative action research
with a team of undergraduate student teachers and graduate students (2).
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観察者Ｆは，勤続23年の現職の中学校音楽科教員で

では，この評価表をもとに分析を行ったが，本年度の

ある。また，観察者Ｃと観察者Ｇは，大学院修了時に

研究では，この評価表をもとにして，各授業ごとに，

小学校免許を取得する予定である。

①良かった点，②問題点，③改善点・対策，の３項目

教育実習生の１つの授業に対して，３〜５名で観察
し，観察者は気付いたことを評価表に記入する。評価

について，観察者がレポートを作成した。本研究では，
この観察者のレポートをもとに分析を行う。

表の項目は，①教師の視点（発問・説明の仕方，板書，
視線，声の大きさ，コミュニケーション等），②授業
の視点（学習内容，授業構成，指導方法，学習活動の

３．分析と考察
（１）小学校音楽科授業の観察結果

量と質等），③学習者の視点（関心・意欲・態度，到
達度，授業規律等），の３項目である。昨年度の研究
表２
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表２は，小学校音楽科授業に関する授業観察者のコ
メントを紙面の都合上簡略化し，まとめたものである。

小学校音楽科授業
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（＊

アンダーラインは，音楽科教育方法に関するものを表し，太字は音楽の内容と技能を表している。）
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観察した小学校音楽科授業は計４つで，授業者はい

科外の教育方法である。逆に，問題点や改善点では音

ずれも初等教員養成課程の学部３年生であり，授業観

楽科教育方法が多く，音楽の内容・技能も見られる。

察者は音楽の院生３名ずつであった。各授業の観察に

小④の授業は，良かった点にも音楽科教育方法が多く

は音楽教育学専攻と実技系専攻の両院生を入れた。

見られ，授業観察者のコメントからも良い授業だった

表中のアンダーラインを引いた箇所は，音楽科教育

ことがわかる。院生ごとの違いはそれほど見られない。

方法に関する気付きを表し，太字は音楽の内容・技能
に関する気付きを表している。それ以外のところは，

（２）中学校音楽科授業の観察結果

教科外の教育方法に関する気付きである。表２を見る
と，小①から小③の授業の良かった点のほとんどが教
表３
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メントを簡略化し，まとめたものである。

中学校音楽科授業の観察結果
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࣭ᤵᴗࡢయീࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾ㸪ィ⏬࠾ࡾ ࣭ᤵᴗࡢ⣽࠸㒊ศࡢᣦᑟࡀ࠺ࡲࡃᵓᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ከ࠸ࠋ
࣭ᣦ♧ࢆฟࡍ㡰ᗎࡸάືࡢ㡰␒࡞㸪ࡼࡾຠᯝⓗᵓᡂ࡛ࡁ
ࡿవᆅࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ

ᨵၿⅬ࣭ᑐ⟇
࣭⟥ࡢዌἲࢆᩍ࠼ࡿࡣ㸪┤᥋ᙎ࠸࡚ࡳࡏࡿࠋ
࣭⟥ࢆ௦࡛ᙎࡃࡣ㸪ᙎ࠸࡚࠸࡞࠸ேࢆཧຍࡉࡏࡿᡭ❧
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ࡿ࡞ࡍࡿࠋ

࣭ኌࡀࡁࡃ㸪≀ᛧࡌࡋ࡞࠸ࠋ

࣭⏕ᚐࡢヰࡢ࢟ࣕࢵࢳ࣮࣎ࣝࡀᑡ࡞࠸ࠋ
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࡞࠸ࠋ
࣭ᤵᴗ㛤ጞᩍቭ࠸࡞࠸ࠋ
࣭ㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ㔥ࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᯈ᭩ࡢ⨨ࡀ㞧ᢕ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪⦎⩦㛫ࢆᣦ♧ࡋ࡞ࡗ
ࡓࡾ㸪⟥ࡢ⦎⩦ࡢ௦ࡢᣦ♧ࢆᛀࢀࡓࡾࡋࡓࠋ
࣭㚷㈹ࡢ㝿㸪๓࡛⏕ᚐ୍⥴⫈ࡁධࡾ㸪ᚋࢁࡢ⏕ᚐࡀෆ⫋
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢẼ࡞ࡗࡓࠋ

࣭⟥ࡣᣦ♧ࡀ࡞࠸㝈ࡾゐࢀ࡞࠸⣙᮰ࢆࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ホ౯ࢆࡍࡿゝⴥࢆ㑅ࡪࡇࠋ
࣭⏕ᚐࡢ⟥ࡢ⩦⇍ᗘࡀ㐪࠸ࡍࡂࡿࡢ࡛㸪ୖᡭࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌
ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᤵᴗ⪅ࡀࡋࡗࡾ⟥័ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ὶὴࡢㄝ᫂ࡶ࡞
࠸ࡋ⠊ዌࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓṇࡋ࠸ᡤస࡛ࡢᙎࡁ᪉ࡀ⏕ᚐᣦ♧࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭ఱࡀࡋࡓ࠸ࡢࡼࡃࢃࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪↔Ⅼࢆ⤠
ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ⟥ࡢึᅇࡢᤵᴗ࡞ࡢ࡛㸪᭤ධࡿ๓ࡶࡗ
ᇶ♏ࢆᐇࡉࡏࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠋᙎࡅࡿ⏕ᚐࢆୖᡭࡗ࡚㸪⏕
ᚐྠኈ࡛┦ᩍ࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࠺ࠋ

࣭ᣦ♧ࡢኌࡀᚋࢁࡲ࡛ࡁࡕࢇ⪺ࡇ࠼࡚࠸
ࡿࠋ
࣭⏕ᚐࡀ㦁࠸࡛ὀពࡋࡓ㝿㸪ࡁࡕࢇ㟼
࡞ࡿࡲ࡛ᚅࡘࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
࣭㐍⾜㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㛫࠾ࡾ࡛ࡁ࡚࠸
ࡓࠋ

࣭⟥ࡢ₇ዌࡢ'9'ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ㛫㸪ᤵᴗ⪅ࡣ᭱๓ิ࡛⏬㠃ࡤ
ࡾぢ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐࡢ㚷㈹ែᗘࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᤵᴗ⪅ࡢ㉁ၥᑐࡋ࡚⏕ᚐࡀཱྀࠎⓎゝࡋࡓࡓࡵ㸪ࢀࡀ
ṇゎ࡞ࡢࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋᣲᡭࡉࡏ࡚ᙜ࡚࡚࠸࡞࠸ࠋ
ཱྀ࣭࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ₇ዌࡋࡓࡾᵓ࠼࡚ぢࡏ
ࡓࡾࡍࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿ㸦ᗙࡾ᪉㸪∎ࡢྥࡁ࡞㸧ࠋ
࣭⏕ᚐ┠⥺ࡀࢃࡎ㸪ㄡヰࡋ࡚࠸ࡿࡢࢃࡽ࡞࠸ࠋ

࣭ࠕ⟥ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ▱㆑㸪ዌἲࢆ࠾ࡉ࠼㸪ṇࡋ࠸ዌἲ࡛
₇ዌ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࡇࢆ㸪༢ඖࡢ┠ᶆࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ࢇጼໃ➼ࡢὀពࡶࡏࡎ㸪₇ዌయ㦂ࢆࡉࡏࡿࡇ
ᚭࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࢇࡢ⏕ᚐࡀ∎ࡢྥࡁࢆṇࡋࡃ
ࡍࡿࡇࡸ㸪㊴ࡡୖࡆࡎዌࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞
ࡗࡓࠋࡶ࠺ᑡࡋ⏕ᚐࡢᵝᏊ࡞ࢆほᐹࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ᣦᑟࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ

㹁

୰ձ

表３は，中学校音楽科授業に関する授業観察者のコ

࣭㛫࠾ࡾ㸪ᣦᑟࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࡋ࡚࠸ ࣭ᤵᴗつᚊࡢᚭᗏࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕ᚐࡣ⮬⏤⟥ࢆゐࡗ
ࡿࠋ
࡚࠾ࡾ㸪ᣦᑟࡀ⾜ࡁᒆ࡞࠸ࠋ
࣭ࠕ㛫ࡀ࡞࠸ࠖ⏕ᚐࢆࡸࡓࡽᛴࡀࡏࡿࠋ
࣭Ⓨゝࡢ᪉ࡀࡲࡎ࠸ࠋ
࣭ᮘ㛫ᕠどࡢ㊊ࠋ⏕ᚐࡢᵝᏊࢆぢ࡚࠸࡞࠸ࠋ⏕ᚐࡀࣉࣜࣥ
ࢺࢆ᭩ࡁ⤊ࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢḟࡢㄝ᫂ධࡗࡓࡾ㸪㞄ࢆྥ࠸
࡚㞧ㄯࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆぢ㏨ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ

࣭ᯈ᭩ィ⏬ࢆ⦎ࡿࡇࠋ
࣭つᚊᑐࡍࡿᣦ♧ࢆᚭᗏࡍࡿࡇ㸦㡢ࢆ㬆ࡽࡍࡢチྍ࡞
㸧ࠋ
࣭⏕ᚐࡢᛂࢆࡼࡃぢࡿࡇࠋ⬺ⴠࡋࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐᑐ
ࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢆࡍࡿࡇࠋ
࣭ḧࡋ࠸ពぢࡀ⏕ᚐࡽฟ࡞࠸ࡢᑐᛂࡢ᪉ࡣ㸪ࡶ࠺ᑡࡋ
ᚅࡘጼໃࢆぢࡏࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ

࣭ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ࡋࡷࡾ᪉࡛㸪⏕ᚐࡢὀ┠ࢆ ࣭ᤵᴗ⪅ࡢᶍ⠊₇ዌࡀ࡞࠸ࠋᴦჾࡢᵓ㐀ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸪ࣉ
ࣜࣥࢺ㢗ࡽࡎ㸪ᐇ≀࡛♧ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㞟ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
࣭ඛ⏕ࡼࡿᐇ₇ࡀ࡞࠸ࡲࡲ㸪⏕ᚐࡀ⟥ࢆዌࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛
࣭ᣦᑟࡀ⣽ࡃసࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᩍ࠼ྜ࠺࠸࠺ࡢࡣᜍࢁࡋ࠸ヰ࡛࠶ࡿࠋ㛫㐪ࡗࡓ₇ዌࢆ࠸
Ꮫࡧ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡿࠋ

࣭ᣦᑟ㢗ࡾࡍࡂ࡚࠸ࡿࠋ₇ዌࢆ⫈࠸࡚㸪ၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱ
ࡋ㸪༶ᗙㄢ㢟⦎⩦᪉ἲࢆᣦࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
㸪ᮏ᮶ࡍࡿᚲせࡢ࡞࠸άືࡸ㸪ᚲࡎࡋࡶຠᯝࡢୖࡀࡽ࡞࠸
᪉ἲ࡛ࡶ㸪ᣦᑟ୰ᚰࡢࢫࢱ࡛ࣝࡣ๓ࡶࡗ࡚Ỵᐃࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽࡎ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪┠ⓗࡀࠕᣦᑟ࠾ࡾࡇ࡞
ࡍࠖࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᤵᴗࡀኻᩋࡋࡓࡽ㸪ᣦᑟ
ࡀᝏࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡋࡋ㸪ᣦᑟࡢෆᐜࢆࡍ
࡚ࡇ࡞ࡋ࡚㸪ᤵᴗつᚊࡶࡋࡗࡾࡋ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪㨩
ຊࡢ࡞࠸ᤵᴗࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀ㡢ᴦࢆᴦࡋࢇ࡛࠸࡞࠸
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡼࡾࡣ㸪᭤ࡢศᯒࢆࡋ࡚㸪᭤ࢆࡼࡃ▱ࡿࡇ
㛫ࢆࡗࡓ᪉ࡀ㸪⏕ᚐࡣ⟥ࢆᙎࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ

࣭ᤵᴗࡢὶࢀࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛ࢸ࣏ࣥࡀࡼ࠸ࠋ
࣭๓ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣෆᐜࡀከࡍࡂࡓࡀ㸪ᅇࡣ
ᤵᴗෆᐜࡀ㐺ᗘᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㸯㛫
ࡢෆᐜ㔞࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᮏࡣࠕ㡢ᴦࡢせ⣲ࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢᡭ❧࡚ࡀ
᫂☜࡛࡞࠸ࠋ
࣭ពぢࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿ㝿㸪ᣲᡭไࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪Ⓨゝࡍࡿே
ࡣ୍㒊㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

࣭ࠕ㡢ᴦࡢせ⣲ࠖࡢ㛵㐃࡛ࡣ㸪άືࡢᢡゐࢀ࡚ព㆑ࡉࡏ
ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࠼ࡤ㸪ᮏࡢⓏሙே≀ࢆᙜ࡚ࡿᤵ
ᴗ࡛ࡣ㸪ࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࡽࡑࢀࢆ㑅ࢇࡔ⤖ࡧࡅ࡚ᤵ
ᴗࢆࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⟅ࢆฟࡍࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
せ⣲ࡽ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ពぢࢆᣠ࠺㝿ࡣ㸪๓⏕ᚐࡢពぢࢆᢕ
ᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋ

࣭⏕ᚐࡢኌࢆࡼࡃ⪺࠸࡚ᛂࢆ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᯈ᭩ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᑀ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ᣦ♧ࡶᵝࠎ࡞ᡤ࡛㸪⣽࠸ᡤࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭㛫ࡀ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡿ㸪ᣦᑟࡢ୍㒊ࢆ⮫
ᶵᛂኚ࢝ࢵࢺࡋࡓࠋ

࣭Ⓨၥࡀࡲࡎ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᣦᑟࢆࡏࡗࡃ࢝ࢵࢺࡋ࡚㛫ࢆ✌࠸ࡔࡢ㸪๐ࡗࡓᚋ
ࡢ㛫ࢆ᭷ຠά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࣭㚷㈹୰⏕ᚐࢆࡼࡃぢ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭ࢡࣛࢫࢆ㸱ࡘศࡅ࡚ḷモࢆㄞࡲࡏࡿࡇࢁ㛵ࡋ࡚㸪ࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࢆᢕᥱࡉࡏࡿࡔࡅ࡞ࡽࡤ㸪࠾࠾ࡀࡾ࡞ࡇࢆࡋ࡞
ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ᛮࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᚋࡢάືࡢࡘ࡞ࡀࡾࡶⷧ࠸ࠋ

࣭ᤵᴗࡢὶࢀࢆࡶࡗࡼࡃ⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ๓ᚋࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾ㸪࠼ࡤ㸪ḷモࡢ☜ㄆࡢᚋ㸪ḷモ㛵ಀࡋࡓࢆࡋ࡚
ࡽ㸪ࡢࡇࢆࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ఱࢆᩍ࠼ࡓ࠸ࡢࡢ୰ᚰࢆࡶࡗぢᴟࡵ࡚㸪ࡑࡇࡽᗈࡆ
࡚࠸ࡃࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࣭ᤵᴗ୰ࡎࡗ➗㢦ࡔࡗࡓࠋᤵᴗࡢ㞺ᅖẼࡀ
Ⰻ࠸ࠋኌࡣࡁࡃࡣࡗࡁࡾฟ࡚࠸ࡓࠋ
࣭๓ᅇẚ࡚㸪Ⓨၥࡢ᪉ࡀࡼࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᩍᐊࡢ୧➃㸪ᚋࢁࡲ࡛┠ࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࣭ࠕ㨱⋤ࠖ㚷㈹ᚋ㸪ㄒࡾᡭ㸪㨱⋤㸪Ꮚࡶࡢ
ኚࡘ࠸࡚㸪ఱࡀኚࡋࡓࡽࡑ࠺⪃࠼ࡓ
ࡢ㸪⏕ᚐࡢ⪃࠼ࢆࡁࡕࢇ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋ
࣭⏕ᚐࡢⓎ⾲ࡢ࠶㸪ᗘࡑࡢ⟠ᡤࡢ㡢※
ࢆὶࡋ࡚㸪ࡢ⏕ᚐࡀඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
࣭కዌ⣔ࡢኚࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㝿㸪ᨃ㡢
ㄒࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏕ᚐࡀㄆ㆑ࡋࡸࡍ
ࡼ࠺ᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ᭩ࡏ࡚࠸ࡿ㸪ࡶ࠺ᑡࡋᕠどࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ⪃࠼ࡿ㛫᭩ࡁ㎸ࡵࡎ㸪ࡢ⏕ᚐࡢⓎ⾲ࢆ⪺࠸࡚ᇙ
ࡵࡿసᴗࢆࡍࡿࡔࡅࡢ⏕ᚐࡀከࡃ࠸ࡓࠋ
࣭ᮘࡀ࡞࠸ࡇࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ఱᗘ᭤ࢆࡃࡾ㏉ࡋ㚷㈹
ࡋ࡚࠸ࡿ㛫㸪⯆ࡀⷧࢀ࡚ᶓ࡞ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࠋ๓ࢆྥ
࡞࠸⏕ᚐࡶ࠸ࡓࠋࡑࢀࡽࡢ⏕ᚐゝⴥࡀࡅࡀ࡛ࡁࢀࡤࡼࡗ
ࡓࠋ
࣭㛫㓄ศࡀᣦᑟࡽࡁࡃࡎࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᤵᴗ㛫ࢆ
࣮࢜ࣂ࣮ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

࣭๓ᅇẚ࡚㸪⏕ᚐࡢࡇࢆᢕᥱࡋࡼ࠺ࡋࡓࡾ㸪ᤵᴗつ
ᚊࢆᏲࡽࡏࡼ࠺ࡋࡓࡾ㸪ᤵᴗࡢෆᐜ௨እࡢ㠃࡛ᖜⰋ
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中学校の観察授業は計11あったが，紙面の都合上，

たがって，音楽教育学専攻の院生と音楽実技専攻の院

そのうち，院生が５名で評価している授業４つを選択

生の両者によって観察チームを編成した。しかし結果

した。各授業の観察者のなかには，いずれも音楽教育

からは，顕著な差は見られなかった。音楽教育学専攻

学専攻の院生３名と実技系専攻の院生２名が含まれて

の院生はすべて，大学入学時は音楽実技が主専攻であ

いる。

って，長年楽器の専門教育を受けている。一方，音楽

中①の授業は，中学１年生を対象とした「箏に親し

実技専攻の院生も教員免許を取得しており，自身も教

み，日本伝統音楽を味わおう」という題材の授業であ

育実習経験をもつ。つまり，全員が音楽の専門教育を

る。良い点は，ほとんど教科外の教育方法である。改

長年受けてきた経験を有し，音楽科教育の経験ももっ

善点のところはほぼ音楽科教育方法に関する内容（ア

ているのである。

ンダーライン）であり，しかも音楽の内容・技能（太

そのなかでもいくつか特徴的な傾向が見られた。第

字）にも問題があることがわかる。つまりこれらのこ

１は，経験豊富な現職の音楽科教員である観察者Ｆで

とは，授業者が箏の演奏技術に長けていないことを示

ある。中③と中④に見られるＦの改善点・対策の内容

している。音楽科教育方法に関する課題は，箏の技能

は，実に豊富で具体的である。学習者の心理と１時間

が授業者に習得されれば，解決する内容である。

の授業の流れが確実に把握できている発言である。第

中②の授業は，中学１年生を対象とした「情景を表

２は，観察者ＨとＩである。中①の授業者に対するＨ

現している音楽の要素について考えよう」という題材

のコメント「指導案に頼りすぎている。演奏を聴いて，

であり，シューベルト作曲「魔王」を教材としている。

問題点を把握し，即座に課題と練習方法を指摘するべ

良い点には，音楽科教育方法に関する内容が含まれ，

きである。…指導案の内容をすべてこなして，授業規

問題点には，教科外の教育方法の課題が散見される。

律もしっかりしているにも関わらず，魅力のない授業

改善点からは，音楽の要素（内容）をいかに聴取させ

がたくさんある。…曲の分析をして，曲をよく知るこ

（技能），情景と結び付けさせるかがキーポイントであ

と」や，中②の授業者に対するＩのコメント「シュー

ることがわかる。前者は音楽の内容・技能であり，後

ベルトのすごさは何かを説明すべきではないか」，中

者は音楽科教育方法に関するものである。

③の授業者に対するコメント「楽曲分析が必要であ

中③の授業は，中学２年生を対象とした「歌詞の意

る」，及び中④の授業者に対するコメント「オペラと

味を理解し，豊かに表現する」という題材の合唱の授

はどのような魅力があるのか」などが示しているのは，

業である。授業観察者Ｊ以外の評価は厳しい。音楽科

彼らが受けている専門教育で必要とされている内容で

教育方法に関する課題も多いが，最重要課題として指

あり，また彼らが求めている理屈では語れない音楽の

摘されているのは学習内容の不在すなわち音楽的内容

価値であろう。

の欠如である。授業者自身が声楽専攻であるにも関わ
らず，自身の専門性を活かせなかったことは非常に残

４．おわりに
学部教育実習生の音楽科授業のアクションリサーチ

念である。
中④の授業は，中学３年生を対象とした「オペラの

を通じて，小学校音楽科授業と中学校音楽科授業とで

魅力を感じよう」という題材の鑑賞の授業である。授

は音楽の内容・技能の求められ方が若干違うこと，中

業者は声楽専攻であり，オペラにも詳しい。評価は，

等教育においては，音楽の専門的な内容や技能があれ

観察者によって分かれている。観察者ＤとＪは，授業

ば，音楽科教育方法的な課題はある程度解決できるこ

者の専門的知識の発揮を評価し，観察者ＡとＦは，内

とが明らかとなった。

容の詰め込みすぎによって授業の目的が不明瞭にな
り，内容が欠落したことを指摘している。良かった点

引用文献

の項目で評価しているＤとＪも，時間配分の失敗を指

１）平成17年12月８日中間報告「今後の教員養成・免

摘し，一方的な説明を批判している。一方観察者Ｉは，

許制度の在り方について」の「Ⅱ．教員養成・免許

授業者の専門的知識も認めていない。

制度の改革の具体的方策」序を参照。
２）三村真弓，深澤清治，三根和浪，森長俊六，増井

（３）授業観察者の属性による特徴

知世子，原

寛暁，赤松

猛，桑田一也，山田哲平

今回の授業観察者は，表１からもわかるように，さ

「学部教育実習生と院生のチームによる共同アクシ

まざまな属性を有している。今回のアクションリサー

ョンリサーチを通した授業研究（１）」『学部・附属

チを実施するのに先立ち，観察者の属性によって観察

学校共同研究紀要』第38号，広島大学学部・附属共

の視点が異なるのではないかという仮説を立てた。し

同研究機構，2010，pp.75−80。

― 74 ―

