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Abstract
The purpose of this study was to clarify the focus of the assessment in qualitative analysis of physical education lessons for the better
lesson. Then, the viewpoints for reflection was clarified based on the qualitative lesson analysis method which functioned effective in a
lesson improvement. As a result, 6 viewpoints were found out as critical elements when teachers reflected lessons.
① Atmosphere ② Pursuit of goal ③ Awareness and decision-making ④ Fun of playing ⑤ Common setting in the learning ⑥ Events
in the learning setting
These will lead to a better Physical Education Teacher Education program.
Keywords: Lesson Improvement, Qualitative Analysis, Physical Education, Perception, Assessment
Department of Pedagogy of Physical Education, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501,
Japan

要旨 : 体育では，学習観の転換と共に，質的に学習成果を捉え，授業分析をしていく必要性が見出されるようになっ
た。そこで，本研究では，体育授業を質的に分析する為の視点を明らかにすることを目的とした。研究は，効果的で
あった質的な授業改善のプロセスにおける評価を内容分析し，コーディングし，関連付けていくことによって進め
た。その結果，評価の視点として「雰囲気」
「目標探求」
「動くことのおもしろさ」
「気づきと意思決定」
「学びの共有
空間」
「場において生まれる出来事」の 6 点を評価の視点として明らかにすることができた。

＊ 東京学芸大学（184‑8501 小金井市貫井北町 4‑1‑1）
＊＊ 千葉県立市原緑高等学校
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１．はじめに

アプローチの考え方に代表されるように，伝統的な知
識や技術を獲得する立場ではなく，知識や技術は構成

公教育である学校における授業では，子どもたちの

されていくものであると考える学習観に立つ授業で

よりよい成長を保障することが強く求められる。その

は，その活用に疑問が残る。実際に，米国ではこの社

為，学習や指導を支援し，評定に活用することのでき

会構成主義的な教育観の台頭とともに，Rovegno ら 7）

る評価の機能 註 1）には注目が集まり，2000 年の「児童

をはじめとして質的な授業分析が多く実践されるよう

生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方につ

になった。

いて（答申）
」
（教育課程審議会）では，
「指導と評価

ところで，1980 年代半ばに Schon 8）が提唱したリフ

とは別物ではなく，評価の結果によって後の指導を改

レクションといった概念に注目があつまり，
「反省的

善し，さらに新しい指導の成果を再度評価するという，

実践者」としての教師の力量形成の重要性が主張され

指導に生かす評価を充実させることが重要である（い

。指導方略を反省し，
ている（先行研究 9）10）11）を参照）

わゆる指導と評価の一体化）
。
」と述べられている。指

指導改善に生かす試み 12）13）14）15）が提案されている。

導を改善するということは，
「よりよくしていく」と

また，Peterson & Clark 16）は，指導プロセスに注目し

いう意味を含意していると考えられ，言い換えれば，

て計画を立てている教師は，指導中に教師行動を変化

より「よい体育授業」を目指す取り組みといえよう。

させ，一方で，内容に注目して計画を立てている教師

「よい体育授業」とは，
「目標が十分に
高橋ら 1）は，

は，教師行動を授業に適応させることが少ないことを

達成されて学習成果があがっている授業」であると定

報 告 し て い る。 類 似 の 報 告 と し て，Grieffey &

義し，
「教師の相互作用」
「学習環境」
「授業の勢い」

Housner 17）は，内容と指導プロセスの両方に注目して

「効果的学習」および「意欲的学習」の 5 つの評価観

いるのが経験者の教師の特徴であることを見出した。
さらに，Berliner 18），Ericsson 19），Schempp 20），Woorons 21），

点を明らかにしている。また，小学校体育における

Owens 22）は，優れた教師の最も重要な能力の一つとし

「よい体育授業」の 4 要因を，
「楽しさ」
「成果」
「学び
方」および「協力」としている 2）。さらに，藤谷 3）は，

て観察能力をあげている。また，Schempp & Woorons 23）

高等学校における「よい体育授業」の 5 要因として，

は，指導が改善される為に，教師が故意に彼らの指導

「成果」
「楽しさ」
「協力」
「社会的態度の学び方」およ

の技能を実践しなくてはならないと述べ，エキスパー

び「学習環境」をあげている。すなわち，効率的に仲

トな教師がどのように見るかを理解することが重要で

間と豊かにかかわりながら，楽しく成果が上がったと

あることを指摘している。Rink 24）や Phillips 25）も教師

実感できるような授業がよい授業であると一般的に考

の成長段階における観察の違いを報告している。また，

えられているといえる。

鈴木ら 26）や今村 27）の研究では適切な評価の視点をも

このような考え方を基盤とし，高橋ら 4）は，この成

ち，観察をすることで，観察者及び実践者としての教

果を評価する観点を導出し，授業を主観的に評価する

師の観察能力が向上することを明らかにしている。す

観察チェックリストを開発し，授業改善に具体的に活

なわち，教師は質的かつ再帰的に授業で観察・思考し，

用する方法を説明している。

授業改善していく存在であるといえる。

一方で，高橋ら 5）は，これらの観点から学習成果を

このような背景から鈴木 28）29）30）は，カード構造化

客観的かつ組織的に観察する方法も紹介している。こ

法 31）32） をもとにして「質的授業分析法」を開発し，

れらの多くは，1970 年代から 80 年代前半の米国で開

修正，簡便化する努力をしてきた。

発され，利用されてきた手法を修正したものである。

また鈴木ら 33） は，熟練教員の「観察の仕方」を学

Pangrazi 6）によれば，米国の 70 年代の体育は，個人

ぶことよりも，学びを相互行為としてとらえ，適切な

的な技能を教えることが強調され，トレーニングで

評価の視点を明確にもつことで，観察能力が向上し，

あったともいえると報告している。ALT-PE 開発者の

授業改善に生かす観察ができることを明らかにしてい

一人である Metzler（2009 年 , メールのやりとりにて）

る。しかしながら，この評価の視点を設定する手がか

は，これを有効な評価としながらも，これは直接的指

りは不明瞭なままであった。そこで，本研究では，鈴

導に有効であり，スポーツ教育モデルなどでは意味が

木 34） が開発した質的な授業分析法をもとにし，授業

ないとする。つまり，技能が強調され，教師の直接的

改善をするための質的な授業評価の視点を明らかにす

な指導が強調される場合，結果を数字や記号で表すと

ることを目的とした。

いった定量的分析によって学習の結果を価値判断し，
改善に生かすことができると考えている。一方，戦術
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４ 分析ソフト

２．研究の方法

MindManager PRO 7（マインドジェット社）
研究に使用する質的授業分析法の有効性は，田中
35）
，大塚 36），松本ら 37） によって報告され，大塚と鈴

５ その他

木 38） や松本ら 39）， 松本 40） によって授業の分析的研究

研究に関係しない第 3 者に検討会議に参加

にも用いられている。本研究では，この分析方法を用

してもらう。

いて授業改善を実施したカードの内容を分析すること
から，教師が授業を観察する際の評価の視点を検討す

①鈴木（2005）が開発した質的授業分析のシートに記

ることとした。

載された子どもの学びをマインドマップに一文ずつ

この研究では，この手法が特に有効に機能したと考
えられる 4 つの授業註 2）合計 12 時間分を評価した

3名

はりつける。
②子どもの学びについて同じ様な内容のものをまとめ

の質的授業分析シートに記述された子どもの学びの姿
合計 467 個をデータとし，それをコーディングし，関

相互に関係づけていく。
③これらの関係からラベリングをし，評価の視点を導

連付けていくことで，評価の視点を明らかにすること

く。

とした。

①〜③の作業を 2 名の分析者が，相互干渉すること

なお，時間のトライアンギュレーションを保障する

なく，行った後に，比較検討し，意見が異なった際に

ために， 4 年間にわたる観察シートの中から対象を設

は，検討を行った。この際，最後まで納得がいかな

定した。また，データのトライアンギュレーションを

かったものについては，分析の対象から外した。この

保障するために 3 名のデータと複数の運動領域のデー

段階では，第 3 者にメンターとなってもらい，分析を

タを対象とした。

進めた。
３．研究の結果

１ 分析の対象とした授業観察シート
A

教師経験年数 0 年＜大学院生＞ 計 136 文
A, B, C の観察者毎に X と Y が分析した評価の視点

（4 年生跳び箱運動）
B

教師経験年数 14 年＜小学校教諭：現院生，

は，表 1 のように整理でき，それらの関係図は図 1

保健体育専攻／保体免許なし＞ 計 207 文

のように作成された。
X は，教師と子どもの関係や子ども同士の関係，授

（ 5 年生跳び箱運動， 5 年生水泳）
C

教師経験年数 20 年＜小学校教諭，長期研

業の流れから感じられるような勢いを「雰囲気」とし，

修経験あり，保体免許あり＞ 計 124 文

これは分析の結果からすべてに強い影響を与える要素

（ 6 年生跳び箱運動）

であるとしている。また，子どもたちが今，何を，ど
のように学んでいるのかという「学びの方向性」や子

２ 分析者

どもが授業中にどのような「運動のおもしろさ」にふ

独立して分析を行った大学教員（X：小学校教

れているかということに注目して評価していることを

員 9 年＆大学教員 6.5 年）＆ 大学院生（Y：高

見出すことができる。さらに，
「学びの方向性」は「運

校保体非常勤講師 1.5 年）

動のおもしろさ」と強い関連性をもち，子どもと教師
の活動に大きな影響を与える「意思決定」を評価の視

３ トライアンギュレーションの保障
＊データのトライアンギュレーション（複数の

点としていると読み取ることができた。加えて，授業
に生まれる物質的に現象化される場である「学習環境」

データを使用） 4 単元× 3 時間 ＆ 3 名が作

と関係性の中で生まれる「かかわりの場」を評価の視

成したデータ

点としていることが導かれた。
一方，Y も，X と同様に，
「雰囲気」
「学びの方向性」

＊人のトライアンギュレーション（ 2 名の分析
者が同じデータを分析）
＊時間のトライアンギュレーション（ 4 年間に
渡るデータから抽出）2006 年〜 2009 年

「運動のおもしろさ」を評価の視点として取り上げてい
る。しかし，
「学びの方向性」では，X が「いま―ここ」
で子どもたちが何を学んでいるのかということを視点
としているのに対して，
「ねらいやテーマ」との関係で
その視点を捉えている。また，
「学びの方向性」と「子
− 65 −
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表１

図１

分析者 X と Y の視点

分析者 X と分析者 Y の評価の視点の関係図

− 66 −
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どもが触れている運動の面白さ」を，
「仲間とのかかわ

れていることがわかった。同時に，この気づきは意思

りにおける気づきや規律の創出・共有」
，
「環境との相

決定を伴っていることが明らかになった。そこで，評

互的な働きかけ」
，
「教師とのかかわり合いにおける学

価の視点を「気づきと意思決定」とした。次に，関係

びの創出・促進（教師の指導性）
」の 3 つの視点との

図では規則や秩序，話し合いなどかかわり合いながら

関係から評価していることが見出された。

変化していく多くの出来事が関連づけられていること

なお，独立評価者から，この結果に対して，
「データ

が考察された。これは，X の「学びの共有空間」の中

の中には，どちらのカテゴリーに入れてもよいものが

に含めて考えることができ，これらは Y の 4 . 5 . 6 を

ある」と指摘を受けた。これは，質的授業分析法が相

横断して捉えることができると判断された。そこで，

互行為として出来事を捉えているために，記述の内容

「学びの共有空間」を評価の視点として設定をした。

を分離させることが難しいことを反映しているといえ

最後に，場から働きかけられることが評価の視点で

るが，カテゴリー間の関係に注目して解釈することで

も多く取り上げられていることが考察された。これは，

理解された。また， 6 枚の分析シート間の分類する手

単なる物質的なものを指しているのではないことが見

続きの相違や関係図から読み取れる分析する焦点，カ

出された。そこで，この視点で大切にされるべきこと

テゴリーの作り方についても問題ないことを確認した。

は，どんな「環境か？」ということではなく，そこか
ら生成されている出来事であると考えられ，
「場にお

４．研究の考察

いて生まれる出来事」として評価の視点を設定した。
なお，ここで再検討をした項目は，Y の分析では，
「運

研究の結果から，X と Y ともに，
「雰囲気」について

動のおもしろさ」の中に含まれている。しかし，その

は共通の認識をもっており，それは授業評価をする上

下位に構造化されるものではなく，互いに影響し合っ

で，その他の視点を価値判断する上での基となる視点

ていると考えることの方がよりよいと考察され，以下

であり重要であることが共通了解された。同じように

のように評価の視点を整理した。

ラべリングしたにもかかわらず，異なった見解を持っ

①雰囲気
どのような授業の雰囲気であるか？

ていた「学びの方向性」の視点であるが，
「何をどの
ように学んでいるか」という視点と同時に，教師と子

②目標探求
何をどのように学んでいるか？

どもの学びのズレを解釈していく評価の視点も大切で
あることが 6 枚の分析シートから確認された。それ

③動くことのおもしろさ

は，ズレを解消するためではなく，むしろ学びの形成

何にどのような動くことのおもしろさを感じている

プロセスに参与するための授業改善の視点になってい

か？

るということである。同時に，
「学びの方向性」が多

④気づきと意思決定

義的になってしまい，曖昧な概念になってしまってい

何をどのように気づき、どのような意思決定をして

ると考えられた。そこで，
「何を」を「目標」という

いるか？

言葉に置き換え，
「どのように」を「探求」という言

⑤学びの共有空間
何がどのように共有され、学ばれているか？

葉に置き換え，
「目標探求」とすることにした。
「運動
のおもしろさ」については，二人が共通して導いた視

⑥場において生まれる出来事

点であった。しかし，データの内容や他の視点との関

場や環境に働きかけ、働きかけられていることはど

連を見ていくと，これは運動の中でも，
「動くこと」

のようなことで、どんな出来事が生まれているか？

に焦点化されていることが考察された。そこで，
「動
５．結論

くことのおもしろさ」を評価の視点として捉えた。
その他について，Y はかかわる対象に注目して評価
の視点を抽出しており，X は学びの中で起きている事

以上，質的授業分析における評価の視点として「雰

実に注目して評価の視点を抽出している。その為，こ

囲気」
「目標探求」
「気づきと意思決定」
「動くことの

の X と Y の結果を注意深く，慎重に解釈し，再構造化

おもしろさ」
「学びの共有空間」
「場において生まれる

するために，これまで導いた 3 つの視点との関係を独

出来事」の 6 点を導くことができた。
しかし，本研究では，よりよい体育授業づくりに向

立評価者ともやりとりしながら捉え直すこととした。
まず，X と Y の関係図で共通して「目標探求」と「動

けての，質的な授業分析法に関わる仮説が生成された

くことのおもしろさ」が「気づき」を中心にして生ま

段階にすぎない。今後は，この検証を重ねるとともに，
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この評価の視点を用いた質的な授業改善法を開発して

に関する研究―熟練度の相違を中心として―．教育実践学
論集 5 : 99‑110．

いきたいと考える。
12）

ての自己理解・自己評価を助けること。
（2）教師自身の指

13）

14）

15）

Graham () Teaching children physical education:becoming a
master teacher (nd edition). Human Kinetics.

註 2 ）高橋ら 42） による形成的授業評価の得点の授業前得点と授

業後の得点が有意に変化をした授業であり，授業者自身の

Pangrazi, R. (). Dynamic Physical Education for elementary
school children (th edition). Pearson Education, Inc.

いった 3 つに整理し，学習者の目標追求活動に機能する
ことの重要性を示唆している。

Rink () TEACHING PHYSICAL EDUCATION FOR
LEARNING (th edition). McGraw-Hill. pp.‑

導の成否を確認し，いっそう合理的効果的にする。
（3）指
導要録等の記載その他の必要を満たす上で活用する。
」と
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