
１．はじめに

　2012年に文部科学省が「大学改革実行プラン」
を公表して以降、大学教育の質的転換が図られ、大
学において授業改善・授業開発への取り組みが見ら
れてきた。生活科が教科として設立されてから約30
年が経った。その間、小学校学習指導要領は三度改
訂され、小学校現場では生活科の授業研究や実践
発表が展開された。また、大学においても、生活科
という新しい教科の誕生に、指導法や教授法の研究
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要　約

　児童の思いや願いの実現を目指した生活科の授業づくりへの理解を深め、「児童の思いや願いを育み、

気付きを生む生活科の模擬授業づくり」を進めていくために、令和元年度の初等生活科教育法の授業に

おいて、筆者の生活科指導の実践をもとにした授業体験を取り入れた。学生が生活科の授業を体験する

ことを通して、生活科の授業を行う上で必要な教育観（生活科観、子ども観、授業観、教師観）が形成

され、深まり、指導案や模擬授業に活かされていくことができたか検証した。検証では、学生が作成した

指導案や模擬授業の様子、授業後に学生が提出した振り返りシートを分析した。分析の結果、授業体験

を通して形成された教育観を指導案や模擬授業に活かすことができたとの結論が得られた。
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が進められてきた。生活科教育は、教師からの誘導
ではなく、学習対象に出会った子どもの気付きから
学習が始まり、思いや願いが生まれ、それらを実現
していく教科である。そこが他の教科・領域と大き
く異なる特質である。
　大学における、教育実践に即した生活科教育法の
研究として、木村吉彦（１）、川路澄夫・高塚寛（２）の
研究を取り上げる。
　木村吉彦は、生活科指導法に授業参観を取り入
れ、受講生の自己評価文を分析し、４つの資質・能力、
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①「観」（生活科観・学校教育観・授業観・教師観等）
の形成・確立、②教科特性の理解、③教科特有の
課題解決力、④授業理解力（子どもの立場からの授
業理解）の形成を認めた。この中で①と④が本稿に
関連する。木村は、授業参観は「観」の変容をもた
らしたが、「授業者としては、ただ「見せる」だけで
なく、見たものの意味を伝えることがより重要であ
ると感じた。これからも、参観と講義とがバランス
の取れた授業を心がけたい。」と述べている。
　川路澄夫・高塚寛は、全国の大学のシラバスを収
集して生活科教育法を考察した。丸山剛史の「シラ
バスには15回の講義のうち２回については、実地指
導講師に講義を担当してもらう旨の記載」を受けて、
川路・高塚は、「教育実践についてこうしたゲスト
ティーチャーの必要性を感じる（３）。」と述べている。
また、佐久間敦史は授業VTRの視聴と演習を取り
入れていることから、川路・高塚は、「佐久間は小
学校での教員経験があるため、遊び、飼育栽培、命
をテーマとした授業VTRを視聴させ、生活科の授
業イメージを学生に持たせることを意図したシラバ
スになっている（４）。」と述べている。
　本稿では、初等生活科教育法の授業に授業体験
を取り入れることを通して、形成され深まると思わ
れる教育観を、生活科の授業を行う上で必要な教育
観と考え、以下のように定義した。
・ 生活科観…生活科の特質への理解、生活科授業

のイメージ化、気付き・思いや願いの理解 等
・ 子ども観…低学年児童のイメージ化、児童の目線

に立った低学年児童の思いや考えの想定 等
・ 授業観……生活科の学習過程・学習指導の理解、

主体的な活動や体験への理解、発問・板書 等
・ 教師観……児童への教師の支援、声かけ、見取り、

共感、賞賛、助言、励まし、評価 等
　そこで、本稿は、令和元年「初等生活科教育法」
の授業で授業体験を取り入れ、授業体験を通して、
教育観（生活科観、子ども観、授業観、教師観）が
形成され、深まり、指導案や模擬授業に活かすこと
ができたかの検証を行うことを目的としている。

２．授業体験の実践

　授業体験で扱う授業は、「生活科の九つの内容（⑴
～⑼）」「内容構成の具体的な視点（ア～サ）」「内容
を構成する具体的な学習活動（①～⑮」「対象学年」
が網羅できるようにという観点で選んだ（表１）。

　都内Ａ大学の初等生活科教育法は、15時間の授
業のうち前半の７時間は、指定されたテキストを用
いて、主に生活科教育の基盤の部分を学生が自主的
に学習を進める。後半の８時間は学内でのスクーリ
ング（対面授業）で、本稿における授業となる。
　令和元年度「初等生活科教育法」の授業は年間
10回実施し、学生数は延べ153名である。スクーリ
ングでは８コマの授業を２日間に分けて行う（表２）。
大きな流れとしては、⑴授業体験、⑵指導案の作成、
⑶模擬授業、⑷振り返りの４つに分かれる。学生の
人数によって模擬授業のグループ数（１グループ３
～５人）が異なるため、内容を変更する場合もある。

＜授業体験①＞　「季節のプレゼント」
　内容⑸　季節の変化と生活

（夏：アサガオ、秋・冬：ドングリ・落ち葉）
　季節の自然物を学習対象に設定した。アサガオの
花や葉をプレゼントし、「どんなことに気付きますか」

表１　授業体験で扱う授業の内容
単元名 内容 視点 対象 学年

季節のプレゼント ⑸ ク ⑪ １年
なかよくなろう ⑴ アイ ③ １年
Ａ大学のすてき発見！ ⑴⑶ ウエカサ ①② ２年
ダンゴムシとなかよし ⑺ キク ⑬ １年
めざせ！おもちゃ名人！ ⑹ オケ ⑫ ２年

表２　スクーリングの授業内容
１日目 ２日目

１限 授業体験⑤

２限 授業体験①・② 指導案の作成
模擬授業の準備

３限 授業体験③ 模擬授業

４限 授業体験④
指導案の説明・作成 模擬授業、振り返り

５限 指導案の作成
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と問う。学生達は、最初見てはいるがあまり意見は出
てこない。少しずつつぶやきが聞こえてきた。「花の
色が違う」「葉や茎がざらざらしている」「いろいろな
形の葉がある」「葉の大きさが違う」「花が咲き終わっ
てる」「葉に穴があいてる」「虫が食べたのかな」等
気付きや疑問が生まれてきた。そこで「何かやって
みたくなったことはありませんか？」と聞くと、「花で
色水作り」「たたき染め」「押し花」等の意見が出て
きた。黒板に色や囲み、矢印等を使って出てきた意
見を板書していく。意見が出尽くした時に、「これら
の思いや願いを実現していくのが生活科」と明示した。
　アサガオやドングリを利用した活動や遊び等に思
いを巡らせた時、ようやく小学生の頃に戻りつつあ
るように思えた。生活科授業の想起ができたようだ。
以下に学生の振り返りの記述を掲載する。
・ 最初の朝顔の観察から段々と「そういえば朝顔の

押し花作ったな」など思い出してきた。
・アサガオを改めてみる活動は、とても新鮮だった。

＜授業体験②＞　「なかよしになろう」
　内容⑴　学校と生活

（スタートカリキュラムを含む）
　小学校１年生が入学後３日目という設定である。

「友達がたくさんできるにはどうしたらいいかな？」
と発問するが何も答えない。そのような中で「一緒
に遊ぶ」「お話をする」等、自信なさそうに答える学
生がいる。発言した学生を「すごいね！○○さん。」
と褒める。この時、必ず学生の名前を言うことによっ
て教師との親近感が増す。褒められた学生に感想を
聞いた。「どきどきしたけど、褒めてもらって嬉しかっ
た」「自信がなかったけど先生が褒めてくれたので
言ってよかった」等、大人でも褒められると嬉しい
ことを共通認識した。すると、その後少しずつだが
意見が出てくる。低学年の児童は、もっといろいろ
な反応が出てくることを教示した。
　全体の意見でゲームと自己紹介をすることになっ
た。ゲームは「ならびっこ」。名前のあいうえお順や
誕生日順に並ぶ。黙っていては並べない。互いに話

す必要性が出て自然に会話が生じる。正しい順に並
べると拍手で互いを称える。簡単そうに見えてどき
どきする。少しずつ小学生の表情になってきた。次
は自己紹介。この頃の１年生は、ひらがなをまだ学
習していないので、自分の名前と好きなこと（もの）
の絵をカードにかいて交換した。
　活動後「今の学習は生活科の他にどんな教科・領
域が含まれていましたか？」と質問した。「名前を書
いたから国語」「絵を描いたので図工」「ゲームは学
級活動」短い時間の活動ではあったが、いろいろな
教科や領域が含まれていることに学生達は気付くこ
とができた。そこで、この学習が「スタートカリキュ
ラム」であることを知らせた。

＜授業体験③＞　「Ａ大学のすてき発見！」
　内容⑴　学校と生活　内容⑶　地域と生活
　都内Ａ大学の構内を探検し、“Ａ大学のすてき”を
発見する学習である。１年生の「学校たんけん」内
容⑴、２年生の「町たんけん」内容⑶に関連する。
　探検グループに分かれ、行きたい場所や回り方、
約束事等を計画して、Ａ大学の探検に出発した。
　探検後、大きな学内地図を渡し、発見した“Ａ大
学のすてき”を個々に色分けした付箋に書いて地図
に貼っていく。同じ場所でも気付きが異なることを
発見し、「そういうことも発見したんだ。すごいね。」と、
互いの発見を認め合う姿が見られた。
　学内地図が付箋でいっぱいになってきた頃に声を
かけ、「他のグループのすてきも聞いてみたい？」と
聞くと「聞きたい」の声が多く、全体の発表へ。
　発表後には必ず質問の時間を設けた。質問によっ
て互いの考えが深まり、新たな発見につながること
があるからだ。最初のグループの発表で質問をする
のは勇気がいることだが、「○○さん、いい質問をし
てくれましたね。」と褒めると、次の発表から質問者
が増えていく。質問コーナーが終わると、グループ
全員で声を合わせて終わりの言葉を言う。最後のグ
ループの発表が終わる頃には、グループの地図が教
室内に掲示され、“Ａ大学のすてき”の付箋でいっぱ
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成でき、アレンジしやすいおもちゃを３点に絞り、そ
の中から一つを選んで作るようにした。
　導入では、１年時に松ぼっくりやドングリ等の自
然物でこまやけん玉、的当て等を作って遊ぶ経験を
している。「身近なものでもおもちゃが作れないか」
と問いかけるが意見が出ない。児童は今まで作った
ことのあるおもちゃを次々に思い出すことを伝えた。
次に、教師が作ってきたおもちゃを実演する。「やっ
てみていいかな？」と聞くと「いいよ」の声。牛乳パッ
クを広げて手を放すと勢いよくパーンと飛んだ。「す
ごい！」「作ってみたい！」等の声が上がった。
　作り方を共有するためにおもちゃの種類ごとに集
まった。最初は黙々と作っているが、誰かが完成し
始めると周りの進度が気になってくる。作り方を聞
いている学生を見かけ、「聞くということは簡単そう
で難しい。勇気がいる。」と褒めると、途端に会話
が多くなった。おもちゃが出来上がってくると実際
に動かして遊び始めるものだが、中々遊び始めない。
誰かがやり始めると、一緒に試し始めていた。
　どの学生も作り終わった頃に、「大きな机の周りに
集まってください」と声をかけて発表会をした。順
に発表していくが、「あまり工夫してないので…」と
前置きをして発表を始める学生がいた。「子どもは自
分のおもちゃが一番だと思っています。皆さんも自
信を持って発表し合いましょう。」と声をかけた。そ
して、必ず学生一人一人のおもちゃの良いところを
見つけて褒めると、学生も他の人のおもちゃに着目
しようとする姿勢が見られた。発表会後、本時の学
習の振り返りをカードに書き、互いに読み合った。
　学生達はおもちゃを作りながら段々と夢中になっ
ていった。「子どもの世界」に入っていったのではな
いだろうか。「子どもの世界」について嶋野道弘（５）は、

「『子どもの側に立つ』ということがある。その意味
するところは、（中略）子どもの思考や行動そのもの
から発想することである。子どもには『子どもの世界』
がある。生活科を創造するにあたっては、まず、こ
の子どもの世界をよく知ることが肝要である。」と述
べている。「めざせ！おもちゃ名人！」に向かって、

いになった。最後に本時の活動の振り返りを、児童
の言葉でカードに書いた。１・２年生の段階で既習
した文字や言葉を意識して使うことで、より児童の
思いや願いに沿った振り返りを書くことができた。

＜授業体験④＞　「ダンゴムシとなかよし」
　内容⑺　動植物の飼育・栽培
　校庭探検で見つけた自分のダンゴムシと仲良くな
る方法を考え、小さな生き物への愛着を深め、命の
大切さに気付くことをねらいとする。
　ダンゴムシに名前を付け、木切れを組み合わせて
遊ばせたり動きを観察したりした。すると、まっす
ぐな壁を上り下りしているダンゴムシを見て「忍者
みたいだ！」と声をあげる学生がいたが、一心にダ
ンゴムシを見つめている姿が多かった。机間指導の
際、「何か言ってるよ」「楽しいなと言ってるのかな」

「疲れたよと言ってるのかな？」等、ダンゴムシの気
持ちになって考えることができるように支援した。
　30分程遊んだ後、「なかよしカード」を書いた。
ダンゴムシの絵のそばに吹き出しを書き、その中に
ダンゴムシがいかにも喋っているかのように言葉を
想像して書くように指示した。時間が経っても書け
ない学生には声をかけて支援した。書き終えた ｢な
かよしカード」をグループで交換して読み合った。
　ダンゴムシのすごさを発見して自分と比較したり、

「うちの○○」と家族のように呼んだり、ダンゴムシ
と友達のように話したり、ダンゴムシと一体化して、
ダンゴムシの思いを言葉で表現していた。まさに児
童の目線で、児童の言葉で書いていた。翌日、カー
ドにコメントを入れて学生に返す際に、今後の活動
への思いや願いを書いているカードを紹介した。

＜授業体験⑤＞　「めざせ！おもちゃ名人！」
　内容⑹　自然や物を使った遊び
　２年生を対象とした身近なものを使ったおもちゃ
作りである。学生達には作るおもちゃの種類、材料
や用具等を事前に知らせておき、各自で準備した。
今回作成するゴムを使ったおもちゃは、短時間で作
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まさに学生達は「子どもの世界」を知ることができ
たのではないかと推察する。

３．授業体験を通して形成された教育観

　授業後の振り返りシートにおいて、「授業体験で
児童の思いや願い、考え等に気付くことができたか」
の質問に対して、98.6％の学生が「気付いた」と答
えていた。さらに、振り返りシートの記述を分析し
た結果、授業体験を通して、生活科の授業に必要な
教育観が形成され、深まったことが明らかになった。

⑴�「生活科の授業へのイメージの形成」「生活科の
特質、学習過程への理解」等、生活科観に関する
形成が見られた。以下に代表例を掲載する。

・ 生活科が初めてで、生活科が１～２年にしかない
ことも知らなかった。しかし、子どもの目線に立つ
ことの大切さや、子どもの反応を考えて受け皿を
作ることの大切さを学んだ。

・ 社会とも理科とも異なる生活科のイメージを具体
的に持つことができたのが一番の学びだ。

・ 生活科では、活動や体験を通すことが大切なのだ
と改めて学んだ。

・ 生活科の授業はとても生活に根付いていて楽しい
教科だと思った。

・ 先生の人柄と、普段の子どもとの関係性がすごく
表れる教科だと思った。

・ 自分自身で体験しながら学び、体験する楽しさに
気付けた。自分が体験したからこそ、模擬授業の
際、児童の反応や気付きが見取れると思った。

・ 一番感じたことは、生活科の授業はもちろん、授
業ってワクワクとか楽しさが大切なんだなと改め
て感じた。そのためには、教師が児童の興味・関
心をくすぐる、引き出すことが必要だと学んだ。

⑵�「低学年の児童の実態のイメージ化」「低学年児
童の思いや考えの想定」等、子ども観に関する形
成が見られた。以下に代表例を掲載する。

・ 様々な体験を実際にやったことで、子どもの目線

で授業を考えることができた。少し子どもの気持
ちを知ることができた。

・ 児童の気持ちになることで、生活科の学習の深ま
りが出るのだと気付くことができた。

・ 子どものような純粋な気持ちを忘れないこと。常
に子どもの心を忘れずに、同じ目線に立って話す
ことができるようにしていきたい。

・ 児童になりきることで児童の気持ちや行動を知る
ことができたので、今後、児童の視線に立って考
えるということをしていけたらと思う。

・ 工作もまず自分で作ってみて、予想される児童の
反応が想像しやすくなるので、児童目線で考えら
れる一つの手段になった。

・ 現場の指導の実態を伺うことができたり、児童の
視点や反応などを知ることができたりした。

⑶�「生活科の学習指導の特質・基本的な学習過程
への理解」「板書」「発問」等、授業観に関する形
成が見られた。以下に代表例を掲載する。

・ 先生の授業づくり、児童生徒への接し方、板書の
コツ・ポイントを学び、今後の自分の授業にも活
かせると思う。

・ 先生の話し方や話すタイミングなど、言葉の使い
方がとても活かせるものになった。

・ 今後授業づくりする上で、参考になるようなこと
ばかりだった。

・ 思いや願い、考えが思いつかなかったりした時の
児童への適切な声かけなどを体験できたので、今
後授業に活かせるようにしたい。

・ 一つ一つの声かけの仕方や授業の展開の仕方をイ
メージできなかった自分が今までいた。しかし、
実践的な授業の仕方を学ぶことができた。

・ 今後に活かせることは、先生の授業で行われたこ
とで、前に集まろうという指示や後ろに並べてみ
よう等の指示で、児童を動かすことである。

・ 生活科はつぶやきでいい。それを教師がひろう（見
取る）ことが大切だと知った。
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⑷�「児童への対応・支援」「声かけ」「見取り」「共感」
「評価」等、教師観に関する形成が見られた。以
下に代表例を掲載する。

・ 先生は、子どものよいところを引き出す工夫や、
温かい言葉かけやプリントのコメントでよいところ
を発見していた。私自身とても嬉しかった。

・ 先生が１つ１つの子どもへの声かけの仕方や授業
の組み立て方を見せてくれた。子どもにも大人に
もとても丁寧に対応している先生を見習いたい。

・ 先生の子どもに対する言葉かけやプリントに書か
れていたコメント。すべてに「愛情」を感じた。

・ どんな些細なことでも、先生が共感して、褒めて
くれると嬉しいのだということを実感した。

・ 机間指導をしながら、赤ペンで花丸や線を引いて
くださり、大人の自分も嬉しかった。

・ 教師も実際に体験することが大事で児童とともに
楽しむことだと気付いた。心に留めておきたい。

・ 事あるごとに、よいところを見つけて話してくれて
いたのは、児童（自分）のやる気にもつながるので、
模擬授業の際も取り入れるようにする。

・ 先生の児童への声かけや発問、常に笑顔でいらっ
しゃる姿すべてがとても参考になった。

・ 先生の児童との接し方（言葉選び、発問、距離感
等）はとても参考になった。

・ 先生の話し方（ゆっくりとはっきりと話す）や、一
人一人の良いところを見つけて褒めてあげること
等、学ぶところが多く、勉強になった。

・ 丁寧に発言を拾い発表してよかったと思える声か
けやプリントへのコメントづけも勉強になった。

４�．指導案や模擬授業への活用

　作成した指導案、模擬授業の準備や模擬授業時
の様子、授業後の振り返りシートのアンケート結果
や記述を分析し、授業体験を通して形成された教育
観を、指導案の作成や模擬授業に活かすことができ
たか検証していった。

⑴�　授業体験を通して形成された教育観を、指導案
の作成や模擬授業の準備に活かせたか検証する。

①作成した指導案から
・ 板書…構成を工夫し、囲み（図１）、矢印（図２）

等の工夫が見られた。

・ 発問…児童の反応を想定して、どのような表現が
よいか、言葉を工夫していた（図３）。

・ 予想される児童の反応…教師の発問に対する児童
の様々な反応を想定して書いていた（図３）。

　66.6％の学生が児童の反応を書くことができた。
・教師の支援…児童の様子を想定して考えていた。

②模擬授業の準備の様子から
　模擬授業の準備では、主に以下の様子が見られた。
・児童の文字の大きさに適したワークシートの作成
・児童の興味・関心を高めるような掲示物の工夫
・グループ形態や活動場所等、場の設定の工夫

図３　発問・予想される児童の反応・教師の支援

図１　板書計画（囲み）

図２　板書計画（矢印）
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・名刺交換等、児童の活動時に流す音楽の準備
・画像やVTR等、ICT機器を利用した資料作り
・ 授業のリハーサルでは、発問の言葉や板書の構成

等を検討していた。
　模擬授業の準備では、授業体験時を想起しながら
進めている様子が多く見られ、授業体験で形成され
た授業力が活かされていると推察できる。
　音楽や画像等の活用や、身近な材料の利用等、
創造的で豊かな発想を活かしている姿が見られた。
例えば、授業体験で構内を探検した際にセミの抜け
殻を発見した学生は、朝早くセミの抜け殻を集め、
模擬授業で利用した。また、筆者が持参したドング
リや木の葉を利用してマラカスを作り、どんな音が
出るか試してみたいと申し出るグループもあった。
　授業準備については指導案には書かれていない
が、これらの準備一つ一つが「児童の思いや願いを
育み、気付きを生む授業づくり」につながっていく
のではないかと推察する。筆者が授業体験の準備を
する大変さに、学生は気付いていたとも考えられる。

⑵��授業体験を通して形成された教育観を、模擬授
業で活かすことができたか検証する。

　模擬授業は３～５人のグループで行うため、一人
が担当する時間は約10分である。しかし、どんなに
短い時間でも、授業のどの場面でも、授業への入り
方を工夫し、個々の持ち味を活かしていた。また、
低学年児童が対象ということもあり、優しい口調や
明るい表情で授業を行う学生が多く見られた。
　そのような模擬授業において、授業体験で形成さ
れ、深まった教育観を活かすことができたか、模擬
授業時の様子、授業後の振り返りシートのアンケー
ト結果や記述から分析し、検証していく。教育観を
模擬授業では活かすことができなかったが、模擬授
業後に気付いたことも含めて検証する。

①授業後の振り返りアンケートの結果から
　「授業体験で気付いた、児童の思いや願い、考え
等を、模擬授業に活かすことはできたか」の質問に

対して、できた83.6％、できなかった7.8％、その他
8.6％であった。できなかった理由としては、「自信が
ない」「半々」「一部」等である。授業体験で気付い
てはいても、実際に授業で活かすことは難しい。そ
の中で、83.6％の学生が活かすことができたことは
成果であると結論できる。

②授業後の振り返りシートにおける記述から
②-1�　「児童の気付きを大切する」「思いや願いに沿
う」等、生活科観を活かした授業づくりを考え
ていたことが読み取れた。以下に代表例を掲載
する。

・ 児童の思い願い考えに沿う授業の展開を作るのが
難しかった。

・ 一方的に教師が進めてしまうと、図工などの他の
教科になってしまうため、「生活科」特有の、児童
の気付きや願いを大切にと思いながら、試行錯誤
した。

・ 題材に自分の成長を選んでしまい、子どもが思い
願う活動にどうすればいいのか悩んだ。

・ 生活科は、子どもの願いや思いに寄り添い、実現
させていくことに意義があると実感できた。

・ 子どもたちの思いや願いに寄り添った授業を作る
のが難しかった。

・ 児童の思いや願いに沿って授業を組み立てること
で、児童の自然な思考の流れで、分類やグループ
編成につなげることができると勉強になった。

・ グループで想定していた以外の反応が多くあり、
子どもの気付きを最大限に活かして学びにつなげ
ることが難しかった。

②-2�　「主体的な活動や体験」「新たな気付きを生む」
等、生活科観を活かした授業づくりを考えてい
たことが読み取れた。以下に代表例を掲載する。

・ 授業の中で、児童自身に「気づかせる」ことが、
いかに大事かということを学んだ。

・ ただ活動をやるのではなく、その活動を通して子
どもに何を考えさせたいか、どんな力を養わせた
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いか、授業内でどうアプローチしていくかなど、
考えることは多く難しかった。

・ 子どもたちが主体的に活動に取り組み、そこから
新たなことに気付くということができると、とても
良い授業になる。また生活科をやってみたい。

・ 子どもが主体で授業づくりが始まること、原点に
返った気持ちだった。どの学年どの教科でも根本
はここが大切ではと改めて考えさせられた。

・ 授業は、生き生きと楽しく活動することが、何よ
りも大切なんだなあと、改めて実感することがで
きた。

②-3�　「低学年の児童を想定した」「児童の目線に立
つ」「児童の思考を考える」等、子ども観を活
かした授業づくりを考えていたことが読み取れ
た。以下に代表例を掲載する。

・ 小学校低学年の子どもの思考にもっと思いを巡ら
せる必要があると感じた。子どもの目線に立ち、
授業を考えていくことがとても大切だ。

・ 児童の「やってみたい」という心を引き出し、授
業者自身それを楽しめるようになりたい。

・ １・２年生が対象であるため、分かりやすく話す
こと、説明すること等が難しかった。

・子どもの目線に立った授業になっていたか心配だ。
・ 小学校１・２年生を対象にすることの難しさや面

白さにたくさん気付くことができた。
・ 低学年の児童が発問に対してどんな反応をするか

予想するのが難しかったけど、楽しかった。
・ 言葉をかみ砕いて話すこと、子どもの立場になっ

て説明することが求められるのだと気付いた。
・ 生活科は１・２年生が対象の授業なので、分かり

やすく良い点を見つけていくことを心がけた。
・ １年生に対しての言葉遣いやどんな言葉を使えば

上手に伝わるかが難しかった。よりわかりやすい
言葉を短くすることが大変なんだと感じた。

・ 小学校１・２年生に分かる言葉を使うのが本当に
難しかった。中学校よりも、全てを丁寧にやって
いかないといけないと感じた。

・ 小学校低学年を対象として考えると、授業では、
「平易な言葉」や「ゆっくりした口調」が大切だと
感じた。

・ 小学生を想定した話の仕方が難しいと思った。本
当に児童を相手にするとうまくいかないこともたく
さんあるんだろうなと思った。

②-4�　模擬授業での児童役の学生において、授業
体験で形成された子ども観を活かしている姿が
見られた。以下に代表例を掲載する。

・ 模擬授業で児童役になり、実際に子どもになって
やることで、児童がこんなところにつまずくだろう
ということが分かった。

　このような効果について、渡辺貴裕（６）は、「模擬
授業は、（中略）子ども役にとっても、自分の学び手
としての感覚を働かせながら子どもの思考を想像し
ていくための、重要なトレーニングの場となります。」
と述べている。児童役にとっても、模擬授業は意義
のあるものになっていったのである。

②-5�　「導入の工夫」「ワークシートの作成」「ICT機
器の活用」等の授業観を活かした授業づくりが
読み取れた。以下に代表例を掲載する。

・ 子どもが楽しいと思える授業づくりを行うために、
褒めること、導入部分の工夫をしていこうと思う。

・ 導入の仕方が児童の授業へのくいつきに影響を与
えるので大切だ。

・ 子どもの興味関心に寄り添って授業が展開される
ので、教材研究もしっかりしておかないと目標に
たどり着かないと思った。準備が大切だ。

・ 教材研究は大変だが、分かりやすい授業をするた
めには、とても大切だ。

・ 児童に伝えることや理解できる授業をするには、
指導案やリハーサルやイメージなどの準備がとて
も大切だと改めて実感した。

・ 準備で授業が変わってくることを学んだ。準備す
ることでよりそれが引き出せることが分かった。

・ 板書やプリントなどの教具を工夫し、低学年の児
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童がもっと考え、活動できるようにしていきたい。
・ 評価につながるところで、子どもたちが何に気付

けばよいのかワークシートを作る上で考えた。
・ 自由な発想で「くうきをつかって動く」おもちゃを

作ってもらうことは、自分が色々な発想を用意し
ておかないとなかなか取り組めない。子どもへの
サポートがスムーズにいかないと感じた。

・ IT機器の重要さを再認識し、話し合いや発言を
多くし、児童からどのような言葉が出るか、予想
するのも時間をかけ、有意義で協働できた。

・ 児童に伝えることや理解できる授業をするには、
指導案やリハーサルやイメージ化などの準備がと
ても大切だと改めて実感した。

　小学校学習指導要領解説生活編では、「活動や体
験は、教師の指示からではなく、児童の思いや願い
から始まらなければならない（７）。」と記載されている。
児童の関心を引き付け、興味を高め、意欲を駆り立
てるための、授業における導入の大切さに学生は気
付いている。

②-6�　「教師の発問や問いかけ方」「板書の工夫」等、
授業観を活かした授業づくりが読み取れた。以
下に代表例を掲載する。

・ テーマにつなげるのが本当に難しくて、教師の発
問をとても悩んだ。また、子どもの発達レベルに
合わせた言葉のチョイスや発問を工夫した。

・ 児童から引き出す教師側の問いかけがとても必要
だ。もっと教材研究をしていきたい。

・ 児童のつぶやきや気付きを大切にするために細か
な発問やわかりやすい板書を考えた。

・ 子どもからの発表を聞いて、板書し、その後全体
にまたその考えや気付きを戻す際、どのようにま
とめ、分かりやすく話すかが難しかった。

・ 子どもの発言を短くまとめることが難しかった。
「ふ～ん」「そう」など、短い言葉で返し、もっと
子どもの発言を引き出す工夫がしたかった。

・ たった一つの指示で変わることが分かった。教師
の発問は大切だと感じた。

・ 予想のつかない児童の反応は、本当に素敵に教師
側が受け止め、共感していくことで、次へのステッ
プに踏み出せるように思った。

②-7�　「予想される児童の反応」「教師の見取り、支援」
等、教師観を活かした授業づくりを考えていた
ことが読み取れた。以下に代表例を掲載する。

・ 予想と異なる反応が出たり意見が出なかったりす
る時に、どのような助言をして、いかに子どもに
達成感を感じさせながら授業を進めていくかが大
切だ。

・ 教師が目標を明確に持ち、子どもの思いに寄り添っ
て柔軟に対応しなければならないと痛感した。

・ もっと児童の反応を予想し、単元構想や発問をし
ていくべきだと思った。児童の反応をしっかり予
測する必要性を強く感じた。

・ 児童の反応を全体的に観察し、授業の流れを止め
ず、小さな気付きを汲み取るようにしていきたい。

・ 予想される児童の反応以外の反応が多く出ること
を知り、臨機応変な授業づくりが大切だと感じた。

・ 子どもの予想していなかった反応への対応、気付
きを拾うことの難しさを実感した。

・ 児童役からの想定していなかった回答に対して、
応対する方法がとても難しいと感じた。

・ 返ってくる反応への対応をもっと柔軟に行わなけ
ればならないと思った。用意していた言葉だけで
は、子どもの考えを活かしきれない。

　児童役の学生からの想定外の反応が多く、教師役
の学生は対応に困っていた。どのように返したらよ
いのか、どのように進めていったらよいか、かなり
悩んでいる様子だった。想定外について、嶋野道
弘（注）１は、「教師は、意図を持っています。子どもの
願い、思いがあります。すりあわせていくのです。（中
略）想定外の子もいます。教師が「ずれ」に気づき
ます。教師が一方的に教えるという中では、「ずれ」
は不名誉なことです。しかし、「ずれ」から創り出す
ことが大事です。」と述べている。学生達は子ども
の思いや願い、気付きに寄り添いながら授業を進め
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ていたに違いない。嶋野が言う「ずれ」から授業を
創り出していこうと思っていたのである。
　「生活科教育の醍醐味は、教師が想定していなかっ
たことを子どもが出してくることである。教師も学習
者の一人なのである。」という言葉を聞いたことがあ
る。どんなに教師が想定しても子どもたちの気付き
はそれを超えることがほとんどである。それは教師
にとって喜ばしいことで、授業では慌てることなく
子どもたちと共感し、認め褒めることが大切である。
そのような醍醐味があるからこそ生活科教育は魅力
的なのではないだろうか。

②-8�　「褒める」「認める」「共感する」「声かけ」「見
取り」等、教師観を活かした授業づくりが読み
取れた。以下に代表例を掲載する。

・ 児童の発言を褒めることが大切だ。児童は褒めら
れることで自信がつき、もっといろんなことをやっ
てみようと意欲的になると感じた。

・ 一つ一つ書かれた意見に目を向けてよいところに
は線を引いて反応していくことなど、児童の視点
に立つことを忘れずにいきたい。

・ いかに児童が分かりやすく、児童と一緒に授業を
まとめることができるのかを考えた。

・ 机間指導では、よい内容の発言をした児童にプラ
スの声かけを行っていくことで、言われてうれし
い、頑張った甲斐があったと思われるようにした。

・ 机間指導の際にただ様子を見るだけではなく、よ
いことなどが書けていたら赤ペンで下線や丸をし
て、教師の役割というものを勉強できた。

・ 机間指導の時の児童への言葉かけは慎重にする必
要があると思った。同じ言葉でも子どもによって
受け止め方が違うのではないかと感じた。

・ 教師の言葉かけや見取りで、授業の展開は変わる
のだと思った。

・ 児童一人一人のモチベーションを上げたり認めた
りする声かけが難しかった。

　教師の支援について嶋野道弘（注）２は、「授業の主
役は子どもです。しかし、授業づくりの鍵は教師な

のです。素材、教材をどのように使うのかは教師に
かかっています。」と述べている。教師の発問や支
援によって児童の学びが変わってくることに学生達
は気付いている。生活科だけでなく、他の教科にも
通じる教育観を持つことができたのではないかと推
察する。

５．おわりに

　以上の検証により、都内Ａ大学の初等生活科教育
法の授業において、学生が生活科の授業を体験する
ことを通して、生活科の授業を行う上で必要な教育
観の形成や深まりが見られ、指導案や模擬授業に活
かすことができたとの結論が得られた。本稿の初め
に、生活科の授業を行う上で必要な４つの教育観を
定義したが、実際の授業ではそれらが関連し合って、

「児童の思いや願いを育み、気付きを生む模擬授業
づくり」につながっていくことが推察された。
　以下、本研究の成果と課題を述べる。

＜成果＞
① 授業体験を通して、児童の思いや願いから学習が

始まる生活科教育への理解が深まり、授業体験で
形成され深まった教育観を指導案や模擬授業に活
かすことができた。十分活かせなかった学生は、
授業後の振り返りを通して、生活科の授業づくり
には，児童の思いや願い、気付きを大切にしてい
くことを再認識することができた。

② 児童の目線に立って生活科の授業を体験し、低学
年児童の姿をイメージ化することができ、学習の
中で生まれる児童の気付き、思いや願いに触れる
ことができた。多くの学生が、児童の姿を想定し
て予想される児童の反応を指導案に書くことがで
き、教師の支援につなげることができた。

③ 授業体験で、学生自らが生活科の授業の楽しさを
実感することができ、学習対象に出会った時や、
活動や体験をした時の児童の思いに共感すること
ができた。また、授業の前に、教師自らが児童の

児童の思いや願いを育み、気付きを生む生活科の模擬授業づくり
中村　礼子
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活動や体験を試すことの大切さにも気付くことが
できた。

④ 授業体験を通して、教師の話し方、板書の仕方、
資料作り、場の設定等を工夫する必要性に気付く
ことができた。児童の思いや願い、気付きを大切
にした授業づくりを考えたからこそ、それらの必
要性に気付き、工夫することができたのである。

⑤ 授業体験で、褒める・認める・共感する等の支援、
ワークシートへの評価やコメント等を受け、自分
も嬉しいと感じ、児童にも同じように支援してい
こうと考えた。模擬授業では、児童の発言や発想
等を受け止め、一人一人の思いや願い、気付きを
大切にしていこうとする姿が見られ、授業体験で
の教師の支援を模擬授業に活かすことができた。
＜課題＞
　授業体験を通して、生活科の授業づくりに必要な
教育観が形成され活用できることは検証できたが、
授業体験についてはまだまだ改良の余地がある。ひ
とつの方法に偏らず、学生にとって生活科教育への
理解が深まるように、授業体験だけでなく、他の手
立てを取り入れていくことが重要である。学生の中
には教員未経験者が多い場合もあり得るので、ビデ
オ視聴等を併用し、生活科授業がよりイメージ化で
きるように図ることも必要である。
　また、小学校で生活科指導の経験のある教員が、

大学において生活科教育法を教えることによって、
学生は現場に即した実践的な指導法を学ぶことがで
きる。しかし、目の前に児童がいないので現実味に
欠けるため、可能であれば、小学校の生活科の授業
を参観する機会を設ける必要がある。そして、ビデ
オ視聴や授業参観等を取り入れたことによる教育観
の形成と活用について検証していきたい。
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