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The development of practical knowledge through experience-based activities such as student 

teaching in elementary schools: A case study on students at Fukuyama City University
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　In this paper, we explore the development of practical knowledge of students through experience-based activities 

such as student teaching and school assistance in elementary schools. Four students, taking the teacher training course 

of our university, are research participants and have engaged activities as student teachers and school assistants, 

intermittently spanning three years, in municipal schools of Fukuyama City. We try to describe the cases representing 

practical knowledge of the students, based on analyzing narrative data which was collected by focus group interviewing 

with them. Comparing between the cases, our findings are summarized as follows:（i）Practical knowledge of the 

students is similar in that they have difficulties leading children collectively and feel to succeed in interacting with a 

child individually,（ii）however, their practical knowledge is distinguished with each personal characteristic of a sign of 

the practical rule, a connection to the preceding experience, an attempt based on the observation, and a focus on the 

practical judgment.
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１　課題設定

 福山市立大学教育学部教育コースでは、教職課程（小

学校教諭が主免許）履修生を対象に、カリキュラム内

の教育実習以外の学校現場体験として、カリキュラム

外で授業補助等の各種補助活動である「実地体験活動」

の組織を試みている。学生は、２年次に市内小学校か

らの募集に任意で応募する形で実地体験活動に取り組

み、３年次には教育実習（10～11月に４週間）を行う

市内小学校において、実習前後に実地体験活動を実施

している。さらに、４年次には副免許である幼稚園教

育実習、あるいは特別支援教育実習（10～11月に２週

間）とともに、２年次のように小学校からの募集に応

募しつつ、また３年次の実習校で了解を得ながら継続

して実地体験活動を行っている（濵原ほか, 2015）。

　こうした諸活動を通して、現場体験の総時間数の平

均は、2014年度卒業の本学１期生51名中、教職志望

の38名において、教育実習での約200時間から300時

間（副免許取得の場合）に、実地体験活動の約190時

間が加わったものになっている。したがって、それら

の学生の場合、教師としての学びは、一定度の厚みを

持つ体験に基づくものになり得ていると見なせよう。

　本研究では、上記の本学１期生の内、教職志望の学

生が実習と実地体験活動という学校現場体験から何を

学んでいるのか、その内実について探究することが目
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的となる。すなわち、学生は学校現場で何を体験し、

それをどう意味付けているかについての探究である。

その際、探究の手掛かりとしたいのが、実践知（practical 

knowledge）の概念である。教師の実践知は、実践

体験のリフレクションを通して形成される個性的で状

況依存的な見識であり、現在の判断にとって規範的意

味を持ち得る過去の経験と見なせる（藤原ほか, 2006; 

藤原, 2015）。通常、実践知は、実際の教職経験を捉

えるための概念ではあるものの、養成段階の学生で

あっても学校現場体験のリフレクションを通して、断

片的であれ萌芽的に形成されつつあると想定できる。

　このような養成段階の学生の実践知研究を通して、

本学教師教育の、さらには教師教育全般の在り方を改

善するための知見が得られる可能性がある。しかしな

がら、教師の実践知研究は、一般的に熟練教師のそれ

を明らかにしようとする志向性が強いため、養成段階

の学生を対象とした研究は管見の限り少数に留まって

いる。したがって、養成段階の学生が学校現場体験を

通して形成している実践知の探究は、今後の進展が必

要とされる研究領域と見なすことができる（１）。

２　研究の枠組み

2.1 教師の実践知を捉えるための諸レベル

　前述のように、教師の実践知は、体験とそのリフレ

クションに由来する経験的な知である。以下まず、こ

うした経験知の内実を、研究対象として措定するため

の枠組みについて検討しておこう。

　学問的手続きに基づく組織的な教師の実践知研究の

嚆矢と見なせるエルバズ（Elbaz, 1983, p.22）は、実

践知が「一般性という点で多様なレベル」からなる「階

層的な様態で組織されている」と言う。そうした「各々

のレベルには異なるタイプの構成要素を見出せる」と

しながら、「ある局面に特化した『実践のルール』」、「中

程度の一般性を見出せる『実践の原理』」、「さまざま

な形で比喩的に表現される『イメージ』」という３つ

の「構成要素」を挙げている。

　実践知が教師の実践状況における体験に由来し、そ

のリフレクションのもっとも初源的な手掛かりが身体

感覚や視聴覚的記憶にあると考えると、実践知の「構

成要素」としてイメージが挙げられることは妥当であ

ろう。しかし一方で、「実践のルール」や「実践の原理」

のように、教師の実践知には、明晰で端的に言語化さ

れた目的－手段連関という様態で概念化できる側面が

あることも間違いない。

　こうしたエルバズが言う実践知に関わった「レベル」

や「階層」という概念を敷衍して、ここでは実践知を

図１のように３つのレベルで捉えられるものと仮説し

ておこう（藤原, 2001, 2015）。図１は、教師の実践知

全体を円錐形で表しつつ、土台となるイメージ・レベ

ルによってストーリー・レベルが、さらにストーリー・

レベルによってルール・レベルが実現される在り様を

示している。

　実践知のもっとも基底的なレベルは、上述のような

実践体験における身体感覚や視聴覚的記憶に対応した

イメージと見なせる。イメージは、エルバズの指摘に

あるように、比喩的にしか表現し得ないものであり、

そういう意味で言語化が相対的に困難なレベルであ

る。それに対して、ルールは、もっとも抽象性が高く、

相対的に言語化可能性が高いレベルと言える。

　これらイメージとルールの中間に位置付くのが、ス

トーリー・レベルと見なせる。実践体験のリフレク

ションとは、教師が体験に由来するイメージに基づき

つつ実践の場での出来事を想起し、そうした出来事を

意味付けながら、諸々の出来事を関連付けていく営み

である。このような意味付けられた出来事の関連、す

なわち実践経験の物語が、ここで言う実践知のストー

リー・レベルの内実をなす。この物語から、教師は実

践にとっての教訓＝ルールを引き出せる。つまり、図

１のモデルは、実践体験に即したイメージから実践の

ストーリーが紡ぎ出され、そこから実践のルールが導

き出されるという各レベル間の関連を示していること

になる（２）。

　このような実践知におけるストーリー・レベルの想

定は、人間の経験をストーリー概念で把握しようとす

図1：実践知のレベル
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る経験の物語的認識論に、その論拠を求めることがで

きる。この認識論を巡っては、たとえば、物語は「自

分や他者の行為を理解する」ための「意味構造」であ

り、「出来事や人間の行為を１つのまとまりへと組織」

し「意味を付与する」枠組みと見なすポーキングホー

ン（Polkinghorne, 1988, pp.17-18）の議論を挙げる

ことができる。さらに、「物語的な秩序や枠組み」に

即して「体験を構造化」し「知識を組織し運用する」「物

語的思考」に関するブルーナー（Bruner, 1996, p.149）

の議論も同様の認識論を提起している。

　また、実践知を意味付けられた出来事という観点か

ら捉える試みは、これまでの教師の知識研究の中にも

見出すことができる。たとえば、ショーマン（Shulman, 

1986, pp.11-12）は、「教師の知識を表現するための形

式」の一つとして「事例の知識（case knowledge）」

をあげ、それを「個別的で、巧みに跡づけられ、豊か

に叙述された出来事に関わる知識」とする。また、ド

イル（Doyle, 1990, pp.355-356）は、「教室経験に基

づく知識（classroom knowledge）」の特徴として、「出

来事として構造化されている（event-structured）」

点を指摘している。

2.2 実践知のストーリー・レベルへのナラティヴ・

　　 アプローチ

　以上のレベル論に基づいて実践知を捉えると、ス

トーリーからイメージへ遡れる、またルールを帰納で

きるが故に、実践知のストーリー・レベルでの探究に

は有意味性を見出せよう。つまり、ストーリーはイメー

ジとルールを包括しているという点から、ストーリー・

レベルは、実践知研究における基本的な対象と見なせ

る。

　このように、実践知についてストーリー・レベルを

軸に探究する試みを、ナラティヴ（narrative）・アプ

ローチと呼ぶことができる。ナラティヴは、通常、語

り手が自らの体験を聞き手と相互行為しつつ語る営み

を意味する。こうしたナラティヴを教師の実践知研究

の文脈に定位し、その方法論的概念とした場合、ナラ

ティヴ・アプローチは、語り手＝教師に体験の語りを

対話的なインタビューで促しつつ、聞き手＝研究者が

共同的にその意味を探究していく試みと見なせること

になる（藤原, 2007）。

　実践体験の語りの過程において、教師は実践の場で

のイメージについて比喩を用いつつ断片的に表現した

り、あるいは自身が採る実践上のルールを簡潔に言明

することもあろう。しかし、ナラティヴ・アプロー

チでは、実践知のストーリー・レベルに焦点化する

ため、体験の語りの過程において実践の場での出来

事、すなわち特定の場面での自分と他者（子どもや他

の教師等）との相互行為に関わった表出を促す必要が

ある。この点に関わって、クランディニンとコネリー

（Clandinin & Connelly, 2000, pp.29-33）は「ナラティ

ヴ探究（inquiry）」では、「時」、「人」、「行為」、「事

実（certainty）」、「文脈」という諸点を考慮に入れる

必要があると言う。

　また、ナラティヴ・アプローチが語りのデータの収

集・解釈という質的方法に基づくものであり、かつ実

践知が個性的で状況依存的な経験的見識という点を踏

まえれば、このアプローチは個々の研究参加者を巡る

事例研究として遂行される必要がある。したがって、

実践知へのナラティヴ・アプローチのゴールは、語ら

れた実践体験における諸々の出来事をもとに、実践知

のストーリー・レベルを表象し得るだけの実践経験の

物語テクスト＝事例を構成することになる。この点に

関わって、リースマン（Riessman, 2008, p.12）は、

語りのデータを「論理的なカテゴリーへと抽象化」す

るよりも、データから「分析が施されつつもまとまり

のある豊かな叙述」を目指すところに「ナラティヴ研

究（research）」の特徴があると言う。

３　研究の手続き

3.1 研究参加者の選定と研究倫理上の配慮

　前述のように、実践知へのナラティヴ・アプローチ

は、個々の研究参加者に関わって、その実践知のストー

リー・レベルに応じた経験の物語テクストを構成する

事例研究として遂行される。この点を踏まえつつ、研

究参加者として、本学教育コース小学校教職課程履修

学生の内、教職志望を有している者の中から５名が選

定された。

　この選定では、上記１で述べた学生による実地体験

活動の記録、および３年次小学校教育実習の記録が手

掛かりとなっている。前者の記録は、学生ごとの「教

職ポートフォリオ」内所収の「実地体験活動カルテ」

に活動日ごとに記載されたものである。教職ポート

フォリオは本学教育支援センターにおいて管理され、
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学生は同センターまで出向き、活動記録のカルテへの

記載を行っている。記録の促しとその指導には、セン

ター特任教員（本稿共著者の濱原、元市内小学校長）

が当たっている。また、後者の記録は、小学校教育実

習の「実習ノート」中、毎日記録していく実習日誌の

リフレクション欄に記載されたものである。これらの

記録を参考に、体験のリフレクションの深さ等を考慮

しつつ研究に適した学生が選定された。

　研究参加によって生じる上記の記録類の使用、およ

びインタビューによるデータ収集に関わっては、学生

から許諾を得る方法に付き、本学研究倫理審査委員会

の審査を受けている。研究参加依頼では、参加者とな

る学生１人ずつに依頼文書を藤原が提示の上、同意を

得た。

3.2 データの収集

　研究参加者を対象としたデータ収集の軸は、実践に

おいて体験された諸々の出来事の語りを促すためのイ

ンタビューである。インタビューでは、学生に対して

体験の語りを研究者が促し、その意味付けの在り方を

両者が対話しつつ共同で探究することが試みられてい

る。

　このインタビューでは、学生らが環境の近似した

市内小学校での体験を共有していることに鑑み、ま

たそれを踏まえての談話での相互刺激を考慮して、

フォーカス・グループ・インタビュー（Vaughn et 

al. , 1996, 邦訳pp.19-27）の手法が採られている。す

なわち、参加者5名の学生には、インタビュアー（藤

原が担当）の問い掛けに応じて、さらには他の学生の

談話を受けて、共同的に実践体験を語り合いつつ聞き

合うという活動が促された。インタビューは、2014年

12月1日に約３時間実施されている。

　インタビューは、 藤原ら（2014）による知見に基づ

いて、次ページ表１のように構成された諸項目を踏ま

えつつ進められた。表１の諸項目は、上記3.1で挙げ

た実地体験活動と実習の記録について、１期生51人

全員分を総体的・包括的に分析して得られた、学習経

験に関するカテゴリーを示している。あわせて、イン

タビューの場では、表１中の諸項目に関わって印象に

残っている実地体験活動や実習中の出来事を語るとい

うオリエンテーションの基に体験の想起が促され、そ

の手掛かりとして3.1で挙げた各学生の実地体験活動

と実習の記録が手元で随時参照された。

3.3 データの解釈

　データの解釈では、まず上記のグループ・インタ

ビューの音声録音からトランスクリプトを作成し、そ

こから５人の学生個々が語った出来事を叙述する。そ

れらの出来事を関連付けつつ学生＝事例ごとに、その

実践知のストーリー・レベルを表象し得るだけの実践

経験の物語テクストを構成していく。さらに、個々の

事例構成の後、事例間の比較検討（cross-case analysis）

を行う。これは、学生各々の実践知に関わった事例を

比較しつつ、その類似と差異を検討しながら、個々の

実践知の個性的な様態をより明確化していく試みであ

る。この点について、トーマス（Thomas, 2011, p.141）

は、「複数の事例の比較は個々が示すものを明らかに

するために行われる」ものであり、比較を通して「全

体としてまとまりを持った、１つの事例に見出せる『本

質』」に迫るべきだと言う。 

　これらデータの収集・解釈に関わっては、2.1で挙

げた「出来事として構造化」された知識（Doyle,1990）

の観点から実習生8人の日誌を対象としたカーター

（Carter, 1994）の研究が参考になる。この研究では「最

も 印 象 に 残 っ た 出 来 事（well-remembered event）

を通して……教師の出来事として構造化された知識の

獲得の在り様を見ることができる」という立場から、

実習生が13週間の教育実習で毎週１つずつ記した「最

も印象に残った出来事」の分析が行われている。本研

究とは、データ収集ととともに、その解釈の方法──

カーターの研究は諸事例に見出せる「一般的なパター

ン」に焦点化──も異なるものの、語られた出来事の

関連付けに基づいた学生各々の事例構成とその比較検

討という点は、通底している。

４　結果

　以上の手続きを通して、５人の学生の語りには各自

４～６件、計25件の出来事が見出せた。ただし、１名

の学生についてはインタビュー後に進路変更が生じた

ため、その語りはここではデータとして扱わないこと

とした。

　この点を踏まえ、次ページ表２には、実習を含む学

校現場体験の総時間数の概算とともに、４人の学生の

語りに見出せた20件の出来事の概要を示している。表
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中の×印は子どもに働き掛けるものの意図通りにはい

かず困難を感じた出来事、○印はある程度意図を実現

できたという手応えを感じられた出来事を意味してい

る。以下、学生ごとに、その実践知のストーリー・レ

ベルに応じた経験の物語テクスト＝事例を示してい

く。

4.1 学生Ｎの事例

　学生Nは、３年次の実習と、その後の4年次実地体

験活動における６つの出来事を語っている。

　まず表２の出来事②は、１年生の教室で担任不在時

に、１人で子どもたちの自習を看ている場面である。

書写を行いその後プリント学習に取り組むよう指示し

　以下の点に関わって、難しいと思ったこと、また学べたことについてお聞きします。
１　子どもの見取り：子どもの学力や能力の差の大きさ、子どもの内面把握
２　子どもの個と集団への往還的な対応：子ども集団への対応、個への配慮
３　子どもの主体性の育成：子どもの主体的な活動の促し
４　子どもとのコミュニケーション：子どもに分かりやすく伝える・教えること、注意の仕方・叱り方における工夫、子どもたちの

状態や活動への介入
５　教師の仕事の再定義：教師の仕事の多様性、教師に求められる知識・技能の多様性、教師による教え方の多様な工夫
６　計画と即興の緊張関係に基づいた授業認識：教師による教え方の多様な工夫、教材研究と授業の構想、授業展開の焦点化、授業

の進行の適切性、子どもの発言への対応とその組織、授業における臨機応変性

表１　インタビュー項目

学生Ｎ
【477時間】

学生Ｆ
【1002時間】

学生Ｙ
【490時間】

学生Ｕ
【386時間】

①

○４年次実地体験時４年図
工の授業補助：助言のため
他の子の作品をモデルとし
て示し納得を促す

×２年の授業実習：活動を
指示するも事前に子どもた
ちから質問が続出して対応
不能になる

○１年の授業実習：騒がし
い時に子どもと一緒に手拍
子を行い注目させた後に注
意すると指示が通る

○５年の授業実習：ヒント
カードを準備し分からない
子にはカード提示後個別に
寄り添い対応する

②

×実習時に１年の自習指導：
活動の手順を明示しなかっ
たため子どもたちが騒がし
くなり収まらない

×実習時の２年算数の授業
補助：子どもを並ばせての
九九の検定で騒がしくなり
静かにさせられない

×１年の体育の授業実習：
ドッジボールの試合で子ど
もから不満が出て話し合う
も２改善せず

×実習時の５年体育：運動
場への移動の引率でルール
を守らない子どもがいたも
のの指示が通らず

③

×実習時の１年音楽発表会
の練習：体育館への移動の
引率で整列できない状態を
注意するも改善せず

○４年次実地体験での２年
生との関わり：叱る基準を
明確にして適正に働き掛け
られる

○実習時の１年生との関わ
り：実習終了時には子ども
を説得的に叱れるようにな
る

○実習時の５年放課後学習
支援：物を手荒に扱った子
どもに受容的な構えで接し
て説得を試みる

④

○実習の給食準備時：トラ
ブルでパニックになった子
どもに順を追って話をして
落ち着かせる

○４年次実地体験での子ど
もとの関わり：他の子を叩
いた子を受容した上で謝る
よう促せる

○実習時の１年生との関わ
り：トラブルの仲裁で双方
の子どもを受容し互いに謝
るよう促せる

×４年次実地体験における
６年生との関わり：親密過
ぎる態度を示されるも適切
に注意できない

⑤

○４年次実地体験での２年
生との関わり：親密過ぎる
態度を示されるも教師とし
ての立場を伝え納得を促せ
る

×１年の算数の授業実習：
子どもから想定以上の多様
な発言が出てしまい臨機応
変に取り上げられない

×５年の算数の授業実習：
導入で興味を引く活動を準
備したものの授業はその活
動に終始してしまい計画通
りにいかず

⑥

×１年の算数の授業実習：
活動の手順を明示せず子ど
もから質問が頻出して対応
できない

表２　４人の学生が語った20の出来事の概要

（【　】内は実習を含む学校現場体験の総時間数の概算、丸数字は出来事が語られた順序、×印は意図通りにいかず困難を感じた出来事、○は
意図の実現に手応えを感じた出来事）
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たものの、子どもたちは徐々にさわがしくなっていく。

学生Nはとにかくしずかに取り組ませようと、さまざ

まな声掛けを子どもたちに行ったものの状況は改善せ

ず、結局様子を見に来た校長の介入でようやくしずか

になる。後に振り返って、学生Nは、さわがしさの原

因を書写の仕方やプリントに取り組む順序等、活動の

見通しを子どもたちが持てなかったことにあるのでな

かいかと思い至っている。

　また、出来事③も同様に困難を感じた体験であり、

実習中、音楽発表会のため１年生の子どもたちを教室

から体育館まで引率する場面である。学生N １人で引

率したものの、子どもたちはまっすぐに並べず、指示

してもばらばらのままで体育館に着いてしまう。到着

後、この様子を見ていた別の学級の１年生担任が、横

の人を見ながら歩くという活動の見通しを明確に示し

て、学生Nの学級の子どもたちを教室に戻しつつ、「今

のはだいぶよくなったけど60点」等と評価しながら移

動の練習を３回繰り返させる。学生Nは、この指導で

みるみる上手になっていく様子から、子どもたちに自

らの行動を捉え直させることが重要と気付いていく。

　さらに、出来事⑥も、実習中の算数の研究授業で困

難を感じた体験である。実習最終日の研究授業におい

て、学生Nは、授業に慣れてきたこともあり、子ども

たちに活動を促す際、事前に手順をきちんと示すこと

を怠ってしまった。そうすると、「先生、どうするの？」

といった子どもからの質問が続出して対応しきれなく

なり、参観していた担任らに手助けしてもらわねばな

らなくなってしまった。学生Nとしては、教材の準備

には時間を掛けたものの、活動自体への子どもたちの

見通しの明示について、事前に想定できていなかった

ことはおおきな反省点となった。

　一方、これら困難を感じた体験だけではなく、子ど

もへの働き掛けに手応えが感じられた体験も語られて

おり、出来事④はそうした場面である。実習の給食準

備時に、昼休憩にするよう指示されていたにもかかわ

らず、プリント学習をしていた１人の男児を、他の子

どもたちが取り囲んで非難し、その子の鉛筆を取り上

げて口論になっていた。学生Nは、鉛筆を取られてパ

ニックになっているその男児の様子を見て、取り囲ん

でいる子どもたちには「先生が話をしておくから」と

言って鉛筆を返させた後、その子にはトラブルで「破

れたプリントをどうする？」、「プリントはファイルに

しまう？」と問い掛けつつ、１つずつやるべきことを

整理できるよう促していった。そのように見通しを持

たせることで、パニックになっていた男児に徐々に落

ち着きを取り戻させることができた。

　また、出来事⑤も、４年次の実地体験活動における

２年生の子どもへの働き掛けで、手応えが感じられた

場面である。学生Nは、３年の実習時に１年生の子ど

もから、あだ名や君付けで呼ばれた際、「誰、それ」

とか「N先生って呼んでほしいな」というように応じ

つつ、教師―子ども関係の自覚を子どもに促すよう試

みていた。同様のことは、２年次から継続して入って

いた特別支援学級の子どもとの間でも生じており、学

生Nは、実習での体験を踏まえつつ、４年次の実地体

験活動では、苗字ではなく名前で呼ぶ２年生の子ども

に対して、すこし距離を置く感じで適正な呼称を指導

できるようになっている。

　さらに、出来事①は、４年次の実地体験活動で特別

支援学級の４年生の子どもに働き掛ける場面である。

図工の時間にある男児が自画像を描く課題に取り組ん

でいるものの、どうも人には見えにくい絵になってい

ることに学生Nは気付く。もうすこし人らしく見える

ように描けるようアドバイスすると、その子からは「も

ういいから、黙っていて」と拒否される。学生Nは、

一端は引きつつすこし間を置いてから、うまく描けて

いた他の子どもの作品を借りて示しながらさらにアド

バイスを試みると、その子は納得して描き直し始めた。

　以上の５つの出来事を関連付けると、出来事②③⑥

は子ども集団への対応を巡る困惑に、④⑤①は子ども

の個に寄り添った対応を巡る効力感に、それぞれ関

わった出来事と言える。②⑥、および④は、いずれも

子どもに活動の見通しを示し得ているか否かに関わっ

ていると見なせる。

4.2 学生Ｆの事例

　学生Fは、３年次の実習と、その後の４年次実地体

験活動における４つの出来事を語っている。

　まず表２の出来事①は、実習時における２年生を対

象とした研究授業の場面である。学生Fは課題を提示

後に考えるように指示するも、子どもたちからは何を

どうするのか分からないという質問が続出する。個々

の子どもの質問にそれぞれ対応はしていくものの、そ

のために時間が取られてしまい、結局子どもたちに考
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える時間を十分に保障できないまま、時間内に授業を

まとめることができなかった。学生Fは、活動の指示

の直後に「分かりましたか？」、「質問ありませんか？」

といった確認をしなかったことが、そうなってしまっ

た要因だと考えている。

　また、出来事②も同様に困難を感じた体験であり、

実習中、２年生の算数の時間に九九の検定を行う場面

である。担任が教室の前方で、学生Fが後方で、子ど

もたちを並ばせつつ１人ずつ検定していると、徐々に

さわがしくなってくる。学生Fはさわがしくしている

子どもには注意して一旦席に帰すものの、今度は子ど

もたち同士で、さわがしいから席に帰るべきだ等とふ

ざけ合いながら注意し合うようになり、検定が終わる

までその状態が続いてしまった。学生Fは、すこし時

間を使ってでも並んでいる子ども全員に指示を通す、

あるいはしずかにする理由を明確に示す等の働き掛け

必要だったと考えている。

　一方、これら困難を感じた体験とともに、子どもへ

の働き掛けに手応えが感じられた体験も語られてお

り、出来事③はそれに関わる。４年次の実地体験活動

で、やや落ち着きに欠ける２年生の教室に入ってから

２週間程経った時、目の前でわざとふざけるといった

学生Fを試すような行動を取る子どもが出てきた。３

年次の実習時に教師としての立場で毅然と叱れなかっ

た経験があった学生Fは、それを踏まえつつ叱る基準

を決めておいて、今回は真顔で笑わず「今のはだめ」

等、しっかりと注意するようにすると、子どもたちと

は徐々に良好な関係が築けるようになった。

　また、出来事④は、同じく４年次の実地体験活動に

おけるトラブルの仲裁の場面である。２年生のある女

児が、体が当たった別の子を叩き、その子が学生Fに

訴えて来た。３年次の実習中には、トラブルになって

いる子ども双方の事情を聞いて互いに謝罪を促すだけ

だったものの、学生Fは、叩いた女児が日頃自分の非

を認めない傾向にあることを踏まえつつ、「当たって

いやだったんだね」と言いながら、まずはその子の思

いを受容する。その上で、「でも謝るべきだよ」と説

得を試みると、女児は納得し叩いた子どもに謝ること

ができた。

　以上の４つの出来事を関連付けると、出来事①②は

子ども集団への対応を巡る困惑に、③④は子どもの個

に寄り添った対応を巡る効力感に、それぞれ関わった

出来事と言える。個に寄り添った対応では、いずれも

３年次の実習での経験が４年次の実地体験活動に活き

ていると言える。

4.3 学生Ｙの事例 

　学生Yは、３年次の実習における５つの出来事を

語っている。

　まず表２の出来事②は、実習時における１年生を対

象とした研究授業の場面である。体育の授業でドッジ

ボールを行っていると、ボールに触れない等が不満で

ゲームから抜ける子どもが何人か出てきた。個別対応

は無理だと判断した学生Yは、最初のゲームが終了後、

子どもたち全員を集めて、不満のある子に発言を促し

つつ、ゲームの改善点について子どもたちと確認を試

みる。しかし、話し合いに十分時間が取れなかったた

め、２ゲーム目も様子は変わらず抜け出す子どもが出

てきて、学生Yは担任に介入してもらうことになって

しましった。

　また、出来事⑤も同様に困難を感じた体験であり、

１年生算数の研究授業の場面である。他の実習生の授

業における子どもの様子を踏まえつつ、学生Yは研究

授業をしっかり準備したものの、学級実態の違いから

予想していたのとはかなり異なる発言が子どもたちか

ら出て来る。臨機応変に対応しようとは試みるものの、

発言を適宜受け流したり、うまく取り上げて活かした

りといった対応ができなかった。この体験を通して、

学生Yは、子どもの実態に応じた授業の構想・実践の

必要性を強く感じている。

　一方、これら困難を感じた体験とともに、子どもへ

の働き掛けに手応えが感じられた体験も語られてい

る。出来事①は、教師が行っていた子どもたちの注意

を集中させるため技をまねてみた場面である。担任や

他の低学年の教師が「はい見て」等、一瞬教師の方に

注意を引きつけてからしずかにするよう指示を出す様

子を、学生Yは何度か観察していた。ある時授業で、

１年生相手にそうした働き掛けの必要に迫られ、学生

Yは子どもたちと一緒に手拍子を3回した後、しずか

にするよう指示するとよく伝わることが実感できた。

　また、出来事③は、実習中のある１年生の男児との

関わりについての体験である。実習中、どうもうまく

子どもを叱れず、担任からそこが課題だと指摘されて

いた学生Yは、悩みつつ何度も試みるしかないと思い
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ながら、子どもたちと関わり続けていた。すると、実

習の最終日に、よく関わりを持って叱る機会もあった

ある男児から、「悪い時にはきちんと怒ってくれてあ

りがとう」と言われ、大変うれしい思いをする。学生

Yは、時間を掛けて関われば、子どもも理解してくれ

るということを実感している。

　さらに、出来事④は、トラブルの仲裁に関わるもの

である。学生Yは、実習で担当の１年生にとっては、

トラブル時に謝ることの必要性を理解するのがむずか

しいと感じ続けていた。そこで、トラブルに出会った

ある時、双方の話をよく聞き、個々に相手がいやだと

思っていることを伝え、その点は理解できるかどうか

をよく確認するよう試みると、子どもたちの納得を促

すことができた。こうした子どもたちの気持ちの整理

を教師が補助することで、子ども同士の和解が可能に

なるという手立てを、学生Yは実習で学べたという思

いを持っている。

　以上の５つの出来事を関連付けると、出来事②⑤は

子ども集団への対応を巡る困惑に、①は集団への対応

を巡る効力感に、③④は子どもの個に寄り添った対応

を巡る効力感に、それぞれ関わった出来事と言える。

①④の出来事における効力感は、教師の働き掛けや子

どもの状態をよく観察していたことに起因すると見な

せる。

4.4 学生Ｕの事例 

　学生Uは、３年次の実習と、その後の4年次実地体

験活動における５つの出来事を語っている。

　まず表２の出来事②は、実習時における５年生との

関わりの場面である。体育の時間に運動場まで子ども

たちを引率する際、何人かのさわがしい子どもの影響

で、子どもたちは並んで運動場に出るというルールが

守れない状態になってしまった。学級代表の子どもが

注意しても効果はなく、中にはその子に反抗的な態度

を取る子どもも出てくる。学生Uも、注意するものの

収拾が付かず、実習生という立場では子どもに指示を

通すことはむずかしいと実感する。

　また、出来事⑤も同様に困難を感じた体験であり、

５年生算数の研究授業の場面である。学生Uは、子ど

もにとって楽しい授業が重要と考え、実物教材を準備

し操作的な活動を促すことを心掛けた授業を行ったも

のの、子どもたちが活発に動きすぎて導入部から授業

が進まず、時間内で授業が終わらなくなってしまった。

そこで、担任のアドバイスのもと、次時は授業の展開

を細かくコントロールできるように準備して臨み、一

応は授業らしい形にはなったものの、台本通りという

感じで子どもたちには楽しさがなかったのではという

釈然としない思いが学生Uには残った。

　さらに、出来事④は、実習時担当した５年生の子ど

もたちと４年次実地体験活動でも関わりを持ち続けた

ことに関わるものである。前年の実習で担当したこと

もあり、６年生になっている子どもたちは、４年次の

活動で教室に入っている学生Uに、苗字ではなく名前

で呼びかける等、親密過ぎる態度で接してくる。学生

Uはそうした子どもたちに好感を持っているものの、

実地体験活動というアシスタントで入っている立場

上、実習生の時のように教師としての立場では応対し

にくく、こういう子どもたちとの関係をどう捉えたら

いいのか考えあぐねている。

　一方、これら困難を感じた体験とともに、子どもへ

の働き掛けに手応えが感じられる体験も語られてい

る。出来事①は、授業実習における工夫に関わるもの

である。学生Uは、授業で課題に取り組みにくい子ど

も用に、毎時間ヒントカードを用意するようにしてい

た。授業の内容ごとにそうした子どもの躓きはバリ

エーションがあるものの、できる限り多様に想定して

カードを用意し、カードでも分からない時はその子に

付き添うという構えを事前に考えつつ、授業に臨むこ

とができた。

　出来事③は、実習時のある男児とのコミュニケー

ション場面である。放課後の補充学習の折りに、ある

男児がドリル帳を自分の席に向けて手荒に放り投げた

ら落ちてしまった。学生Uは拾い上げて一言注意をし

て手渡そうとするものの、その子は何も言わず受け取

ろうとする。学生Uは、「ありがとうと言ってもらう

と気持ちよく渡せるよ」と言いつつ、コミュニケー

ションを促したものの、その子どもは無言で俯いたま

まだった。その場はお礼の大切さを諭して終わったが、

後日、この男児は学生Uとのやり取りの中でお礼の言

葉を口にすることがあり、学生Uは先の働き掛けに意

味があったのではと感じている。

　以上の５つの出来事を関連付けると、出来事②⑤④

は子ども集団への対応を巡る困惑に、①③は子どもの

個に寄り添った対応を巡る効力感に、それぞれ関わっ
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た出来事と言える。この内、⑤①の出来事を巡っては、

いずれも実習授業の準備段階での具体的な工夫の在り

方について言及されている点が特徴的である。

５　考察

5.1 事例の比較検討（１）：類似性

　3.3で述べたように、実践知のストーリー・レベル

を表象すると見なせる各学生の事例の比較検討は、

個々の実践知の個性的な様態をより明確化していく試

みである。ただし、４で構成した各事例のまとめの部

分から分かる通り、４人の学生の事例には顕著な類似

性が見て取れる。すなわち学生たちの実践知には、子

ども集団への対応に関わる未熟さとともに、子どもの

個に寄り添った対応に関わる一定度の形成を見出すこ

とができる。

　この類似性は、あくまで４人の事例の範囲内に留ま

るものであり、養成段階の学生一般に敷衍して論じら

れるものではない。とは言え、本学学生の場合、２年

次から実地体験活動に取り組み、学習支援等で子ども

個人に関わる機会を多く持ってきていることを考える

と、個に寄り添った対応に関わる実践知の一定度の形

成はあり得ることと解釈できよう。一方、子ども集団

への対応は、実習においてはじめて本格的に主題化す

ることなり、それに関わった実践知形成は端緒に付い

たばかりというのが現状と見なせる。

5.2 事例の比較検討（２）：差異性

　一方、事例間の差異に着目すると、学生個々の実践

知にはそれぞれに個性的な様態が見出せる。

　まず、4.1のまとめで触れたように、学生Nはインタ

ビューの中で「見通しを持たせてあげることが……一

番大事」として、子どもが活動の「見通し」を持てる

ことの重要性に言及している。この「見通し」という

言葉は、出来事を語る際に繰り返し用いられているも

のであり、その意味で学生Nが自らの実践知を包括的

に特徴付けるための鍵概念を表していると見なせる。

2.1で論じた実践知のレベル論に即していえば、学生N

においてはストーリー・レベルとともに、ルール・レ

ベルでの実践知が形成されつつあると解釈できよう。

こうしたルール・レベルの形成に関わっては、学生F

がインタビューの中で、子どもに対応し働き掛ける際

の実践の「軸」の必要性を学校で教師から教示された

ことについて言及しているものの、この概念とインタ

ビューで語られた出来事との関連はかならずしも明瞭

ではない。また、他の２人の学生の語りには、そうし

た自らの実践知を包括的に特徴付けるための鍵概念の

使用は見られない。したがって、学生Nの実践知は、

ルール・レベルでの実践知形成の萌芽という点を、そ

の個性的な様態として指摘できることになる。

　また、4.2のまとめで触れたように、学生Fの出来事

③④の語りから、３年次実習中の反省を４年次実地体

験活動で活かせたことが分かる。この点について、学

生Fはインタビューで「実習では先生としての立場で

話をできなかったことが多かったので、今年は自分の

中で叱る線を決めておいて」と述べている。実践知が

体験のリフレクションの積み重ねの中で形成されるも

のである以上、このように先行経験と関連付けて語ら

れる出来事という点は、実践知形成として望ましい在

り方と言える。こうした語りは、学生Nにも出来事⑤

において一部見出せるものの、学生Fほど明瞭ではな

く、また他の学生にはまったく見られない。学生Fは、

４年次実地体験活動が167時間に及んでおり、他の学

生（３人の平均は30時間）と比して顕著に多い。つま

り、先行経験での反省を活かせるだけの後続の実践体

験の豊富さが、そうした出来事の語りを生み出す１つ

の要因になっていると解釈できよう。したがって、学

生Fの実践知は、先行経験との明確な関連付けという

点を、その個性的な様態として指摘できることになる。

　さらに、4.3のまとめで触れたように、学生Yの場合、

子どもへの働き掛けに関わった効力感は、教師の行為

や子どもの状態をよく観察していたことに起因すると

見なせる。子ども集団の注意を引きつけた上での指示

の仕方（出来事①）や、謝ることができない子どもの

状態（④）の観察が、その後の働き掛けに活きたこと

が分かる。この点について、学生Yはインタビューで

「隣の教室の先生が……体を使って注目させていて」、

「喧嘩の仲裁は毎日のように……なぜ謝らないといけ

ないかに気付かせるのがむずかしくて」と述べている。

加えて、③でも子どもを叱るという担任からの課題を

受け止めて、繰り返し挑戦する過程では、子どもの反

応を観察し続ける営みがあったことは想像にかたくな

い。こうした点は、他の３人の学生による出来事の語

りには、明瞭に見出しにくいものである。したがって、

学生Yの実践知は、教師の行為や子どもの状態の観察
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に基づく働き掛けの試みという点を、その個性的な様

態として指摘できることになる。

　これらの３人の学生と比較して、学生Uの場合、4.4

のまとめで触れたように、実習授業の準備段階での工

夫の在り方について言及されている点が特徴的であ

る。表２から、４人の学生が語った20の出来事中、実

習授業に関わっては7件あるものの、その準備段階に

おける工夫の在り方まで具体的に言及しているのは、

学生Uの２件のみである。この点は、出来事の語りに

おいて何をなぜ、どのように行ったのか、判断を明確

にし、その当否を検討していこうとする学生Uの志向

性に関わっていると解釈できよう。

　たとえば、出来事⑤を巡って、学生Uはインタビュー

の中で次のように語っている。「子どもの興味を引き

つけた後に、本題に入っていける授業を心掛け……子

どもの実態に合わせてこれをやれば引きつけられると

いう授業構成でいったのですけど、導入に時間を取ら

れ過ぎて……子どものペースに私がのめり込んで」。

また、③を巡っても、次のように語っている。「俯い

て無言の男の子に対して、私はこれ以上言っても無理

だろうと判断して。今回はいいということに……と判

断をしたことには、ちょっと疑問も残っていて、黙っ

ていればその場を切り抜けられると思わせてしまうの

ではと思ってしまって」。

　こうした実践である行為を採った際の判断に焦点化

した出来事の語り方（村井, 2008）については、実習

の事前事後指導等（藤原、濱原が担当）の教職科目を

通して、体験のリフレクションの在り方として解説し

推奨してきた。学生Uの場合、この型のリフレクショ

ンを自覚的に試みていることになる。したがって、学

生Uの実践知は、実践における判断への焦点化という

点を、その個性的な様態として指摘できることになる。

６　結論

　以上の４人の学生の実践知に関わった事例の比較検

討から得られた知見をまとめると、次のようになる。

 （ⅰ）４人の学生の実践知には、子ども集団への対

応に関わった未熟さとともに、子どもの個に寄り添っ

た対応に関わった一定度の形成という類似性を見出せ

る。

 （ⅱ）一方、４人の学生の実践知には、ルール・レベ

ルでの実践知形成の萌芽、先行経験との明確な関連付

け、教師の行為や子どもの状態の観察に基づく働き掛

けの試み、実践における判断への焦点化という点で、

それぞれ個性的な様態を見出せる。

　以上の知見から、養成段階の教師教育を通した実践

知形成の課題として、次のような示唆を汲み取ること

ができる。

　まず上記（ⅰ）を踏まえれば、子ども集団に対応す

るための実践知形成の機会をいかに保障していくかと

いうことが課題となる。そうした実践知は、実際に子

どもの集団と向き合う体験を通してのみ形成されると

いう点を考えると、大学における養成教育ではその形

成に限界があるとも言える。しかしながら、本学の場

合で言えば、実地体験活動の場で、できるだけ子ども

集団と向き合う活動に取り組むように、学生に働き掛

けていくといった対策を採ることは可能であろう。

　さらに上記（ⅱ）に挙げた各学生の実践知の個性的

な様態は、それぞれ実践知として望ましい形成の在り

方を示していると見なせる。この点を踏まえれば、実

習の事後指導等で、実践体験に関わったリフレクショ

ンを促す際に、たとえば「体験された諸々の出来事を

つなぐキーワードは何だろうか」といった問い掛けを

学生に対して行い、出来事に通底する鍵概念＝ルール

を自覚化させていくといった試みが必要となろう。同

様に、「今リフレクションしている体験と繋がる経験

はあるか」（先行経験との関連付け）、「その働き掛け

を行う上でモデルになるものがあったか」（観察に基

づく働き掛けの試み）、「その働き掛けの前提にはどん

な判断があったのか」（実践における判断への焦点化）

といった問い掛けが、体験のリフレクションを促す場

において求められることになる。

　なお、本研究に関わった今後の課題として、今回研

究参加者となった学生（本稿執筆時では全員教員とし

て在職）の追跡調査を継続することを通して、在学期

から初任期（入職１～４年程度の期間）の教師の実践

知形成の在り方を探究することが挙げられる。このよ

うな教師としての生涯発達の出発点の様相を捉える研

究によって、初任期教師の発達支援の在り方に関わっ

た知見を得ることが可能になると考えられる（３）。

注
 （１）教師の実践知研究は、1980年台初頭に北米で開始され、

今日まで相当数の研究が蓄積されている。こうした研究動向
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については、藤原（2014）を参照。

 （２）エルバズ（1983）は、ここで言うストーリー・レベル

には言及していないものの、自身の研究を受けた後の実践知

研究の進展（Connelly & Clandinin, 1988 等を参照）を踏ま

えて、「教師の知識はそれ自体物語（story）として秩序づけ

られている」（Elbaz, 1991, p.3）とする立場を採るようになっ

ている。

 （３）ここで指摘したような養成段階から教職入職後に渡る

追跡調査については、姫野（2013）を参照。
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