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は じ め に

本研究は 「学級崩壊」に象徴される児童・生徒の授業過程からの逸脱を抑止・制止す、

るための教師の力量を向上させる研修プログラムの開発を目的としている。

研究代表者は、本研究に先立ち 「 学級崩壊」の抑止に資する、授業過程における教、「

（ （ （ 、師の統制行動に関する実証的研究 平成 ～ 年度科学研究費補助金 基盤研究 )17 19 C

課題番号 」において、授業と直接関係しない児童・生徒の行動（課題非従事行17530640）

動）を制止する際の教師の対処法として 「やめなさい 「静かにしなさい」等の言葉で、 」

その行動を直接制止する、一般的・常識的な対処法に加えて、教師が一度課題非従事行動

を助長するかのような言動をとる方法を、会話分析によって授業記録から抽出した。そし

て、それらを即興劇の用語にならって 「フォーカスを共有する 「フォーカスに入る」、 」

と名付けた。

本研究はそれを承けて、課題非従事行動へのこれらの対処法が実践場面でどのように用

いられているのかを質問紙調査によって明らかにし、それにもとづいて課題非従事行動の

制止をより効果的に行えるようになるための研修プログラムを提案するものである。

平成 年６月 研究代表者 山田雅彦25

研究組織

研究代表者 山田雅彦（東京学芸大学教育学部准教授）

研究分担者 池田 修（京都橘大学人間発達学部児童教育学科准教授）

研究協力者 山口裕也（杉並区教育委員会・

杉並区立済美教育センター調査研究室長 主任研究員）

交付決定額（金額単位円）

直接経費 間接経費 合 計

21 800,000 80,000 880,000平成 年度

22 1,200,000 120,000 1,320,000平成 年度

23 500,000 50,000 550,000平成 年度

24 500,000 50,000 550,000平成 年度

3,000,000 300,000 3,300,000総 計
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研究発表

（１）雑誌論文

・山田雅彦・山口裕也 「若手教員の課題非従事行動への対処方法に関する質問紙2011

調査－統制行動を考える新たな視点「フォーカス」に着目して－ 『東京学芸大学紀要」

I 62 ,121-132 .総合教育科学系 （教育学講座・教育心理学講座 』 第 集 頁）

・池田修 「即時口頭指導に関する一考察―『こんな時どう言い返す』を手がかり2013

39 ,43-73 .として― 『京都橘大学研究紀要』第 号 頁」

（２）学会発表

・山田雅彦・山口裕也・池田修 「統制行動を考える新たな視点としての「フォー2010

カス」－教師の統制行動に関する質問紙調査結果から－ 『日本学校教育学会第 回研」 25

36-39 .究大会研究要旨集録』 頁

（３）図書

該当事項なし

研究成果による産業財産権の出願・取得状況

該当事項なし

研究成果

本研究はその申請時に、研究期間内に予想される成果として以下の 点を挙げた。3

（１）教師が人間関係上のトラブルを克服するために必要なコミュニケーションスキルが

具体的に何なのかが明らかになる。

（２）そのコミュニケーションスキルが、演劇的なワークショップを通じて向上すること

が実証的に明らかになる。

（３）短時間で即効性のあるコミュニケーションスキル向上プログラムを開発する際に注

意すべき事項を特定できる。
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（１）については、本報告書の第２章、第３章で詳細に論じている。また、刊行時期の

関係で本報告書には収録できなかったが、本研究の一部として公表された雑誌論文「即時

口頭指導に関する一考察－『こんな時どう言い返す』を手がかりとして－」においても考

察している （２ （３）については、本報告書の第４章、第５章で詳細に論じている。。 ）

これらの概要については、第２章、第３章執筆の過程で実施した質問紙調査にご協力いた

だいた教師のみなさんに活用していただくことを願って、第１章で図解を多用して概説し

ている。読者各位におかれては、まず第１章で本研究の概要を把握し、しかる後第２章以

降の興味を持たれた箇所について適宜参照していただければ幸いである。
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第１章

研究の背景と要旨

山田雅彦

１．課題非従事行動とは

私語、不規則発言、内職など、授業と直接関係しない児童・生徒の行動を「課題非従事

行動（ 」といいます。 年代末に「学級崩壊」が社会問題化してかoff-task behavior 1990）

ら注目を集めるようになりました。

課題非従事行動を発生前に抑止する方法として、授業の充実（授業力の向上）が重視さ

れています。しかし、ある程度まとまった時間授業を聞き続けて内容を理解しなければ、

よい授業かどうかはわかりません。これから始まる「よい授業」よりも今楽しんでいる雑

談を優先してしまう児童・生徒もいるでしょう。また、授業中の突発事態（突然の雷雨や

窓からの虫の侵入など）によって教室が騒然とすることもあります。それゆえ、教師は抑

、 。止だけでなく 発生した課題非従事行動を制止する方法も身につけておく必要があります

２．対処法の類型（第２章第１節）

課題非従事行動を制止する方法として、最も一般的なのは 「毅然として学習規律の確、

（ ） 、 「 」立を求めること びしびし注意すること ｣ですが 教師に反抗することを 本人の自由

または「悪いことではない」とする高校生が ％に上るとさえ報告されている（日本青70

少年文化研究所 ）現状では、教師の毅然とした叱責は児童・生徒から「理不尽な,2004;95

言いがかり」とみなされていっそうの反発を招くリスクを伴います。教師は課題非従事行

動に対して毅然として制止するだけでなく、必要に応じて別の方法を使えるようになって

いることが望ましいですし、実際に有効性が知られている「別の方法」があります。

それらの方法を構造的に理解するために、即興劇で用いられる「フォーカス（注目の対

象 」という概念が有効です。授業には、教師と児童・生徒のフォーカスが一致している）

ことが不可欠であり、教師はそのために様々な工夫をしています。発問はその工夫の典型

的なものです 「ヒドゥン・カリキュラム」の概念を提起したことで有名な も以。 Jackson

下のように言っています。教師が注目してほしい事物に児童・生徒の注目を集めることが
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授業の成立には不可欠です。

「教師の権威の核心は、生徒の注意に対する指揮権( )である。生徒は教室にいcommand
．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．

る間、ある事柄に参加するよう期待されているし、教師のエネルギーの多くは、これを

確実に起こすために費やされているのである（ 傍点は引用者 」Jackson,1968=1990;30. ）

そのフォーカスの状態は、課題非従事行動の前後で以下のように変化します。

（１）授業が円滑に進行している状態（児童・生徒が教師のフォーカスを共有している）

授業が円滑に進行している状態とは、教師が「個別に○○の作業をしなさい」と指示す

れば児童・生徒が個別作業に取り組み 「作業をやめて黒板に注目しなさい」と指示すれ、

ば黒板に注目する といった状態です このような 教師が注目してほしいと願う事物 教、 。 、 （

師のフォーカス）に児童・生徒も注目している状態が、児童・生徒が教師の「フォーカス

を共有」している状態です （図 。。 ）1-1

図1-1 授業の円滑な進行

（２）課題非従事行動の顕在化（教師と児童・生徒のフォーカスが「割れる ）」
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図 は、教師が黒板への注目を求めているのに児童・生徒が床の上の黒点に気を取ら1-2

れて黒板に注目しない、という場面を表しています。このように教師のフォーカス（黒板

・板書）と児童・生徒のフォーカス（床の上の黒点）が一致しない状態が 「フォーカス、

が割れた」状態です。この時、黒点に注目する児童・生徒の言動が、教師から見ると課題

非従事行動ということになります。

図1-2 課題非従事行動の顕在化

（３）毅然として課題非従事行動を制止する（フォーカスを直接「取る ）」

フォーカスが割れた場面において，図 のような状態を回復しようとする時，もっと1-1

も一般的な方法は，直接的な指示によって児童・生徒の課題非従事行動を制止し，教師が

意図する事物への注目を求めることです 「やめなさい 「こっちを見なさい」などとい。 」

うように。フォーカスに注目してみるとき、このような教師の行動は「直接的にフォーカ

スを取る」ことにあたります（図 。1-3）

この方法は、誰でも思いつく上に、新人や若手に対してしばしば年長者によって推奨さ

れる方法の一つです。しかし、児童・生徒が教師の権威を承認していないと、児童・生徒

のいっそうの反発を受ける可能性があります（図 。1-4）
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図1-3 毅然として注意･制止する

図1-4 フォーカスを取ろうとする教師への反発
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（４）児童・生徒が注目しているものに教師も注目する（児童・生徒のフォーカスを「共

有」する）

フォーカスが割れた場面では、教師が一度自分のフォーカスを手放して、児童・生徒の

フォーカスを一時的に自分のフォーカスにする、教師から児童・生徒への「フォーカスの

共有」が行われることもあります。

図1-5 児童・生徒が注目しているものに教師も注目する

、 、 、 、床の上の黒点の例であれば 教師は通常 安全管理上の観点から その黒点が何なのか

児童･生徒に差し迫った危険はないか、教師が排除する必要がないか、等を確認しようと

します。この確認は、すでに児童・生徒のフォーカスを共有することになっています（図

。彼らのフォーカスを共有し、その近くに身を置くことで、教師は児童・生徒に「教1-5）

師が（よそ見している自分たちを）見ている」ことを強く印象づけることができます。ま

、 （ ） 「 」 、た この時教師と児童・生徒は同じもの 黒点 への 野次馬 どうしになっているので

両者の間に会話が成立しやすく、教師のリードで授業にかかわる会話を始めるチャンスも

生まれやすくなります。

（５）児童・生徒が注目しているものに教師が積極的にかかわってしまう（児童・生徒の
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フォーカスに「入る ）」

教師は児童・生徒のフォーカスをただ「共有」するだけではなく、より積極的にそれに

かかわってゆくことがあります。児童・生徒の前に出て黒点を注視し、時には黒点の「正

体（墨汁のしみや昆虫の死体 」に応じてそれにかかわるうんちくを語ってみせることな）

どがそれにあたります（図 。こうすることで、児童・生徒は嫌でも教師の存在を意1-6）

識せざるを得なくなります。このようなフォーカスへの積極的なかかわり方が「フォーカ

スに入る」です。

図1-6 児童・生徒の注目物に教師が積極的にかかわる

児童・生徒のフォーカスに入った教師は、頃合いを見計らって授業に関する会話を始め

ることができます（図 。しかし、そのタイミングの見極めを誤ると、教師抜きで児1-7）

童・生徒どうしの雑談が始まってしまいます（図 「共有 「入る」によって課題非1-8）。 」

従事行動に対処するとき、教師は、授業再開のタイミングを見極め、そのタイミングを逃

さずに話し始めることができなければなりません（第４章 。）
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図1-7 児童･生徒のフォーカスに入ってからの授業再開

図1-8 授業再開に失敗

－ 10 －



３．課題非従事行動への対処法をめぐる教師教育の課題（質問紙調査の結果から）

平成 ～ 年度に、課題非従事行動への対処法に関する教師対象の質問紙調査を実21 23

施し、課題非従事行動への対処法をめぐる教師教育の課題を、フォーカスに着目して追究

しました。

（１）自信家の若手・初任者が 「取る」に偏る、

初任者・新規採用者 人を対象とした調査で 「自らの力によって児童・生徒の成長61 、

をうながすことができる」との信念（効力信念）を強くもつ教師ほど、課題非従事行動へ

の対処法としてフォーカスを直接「取る」方法を好む傾向が見られました （第２章第２。

節）

しかし、課題非従事行動への対処法の「引き出し（バリエーション 」が少ない初任者）

・新規採用者が直接「取る」を多用しても、教師の権威を認めていない児童・生徒が教師

の指示に従わず、かえって反発を強めた場合に対処できなくなるリスクがあります。

「共有 「入る」という対処法の存在とその有効性を教師教育の早い段階で知ってもら」

うことで、そのリスクを低減できる可能性があります。

（２）自信のない教師が「共有 「入る」を多用する」

全世代の教師 人を対象とした調査で 「自分の指導がうまくゆくか心配だ」と考え375 、

ている（達成不安を強くもつ）教師ほど 「共有 「入る」を多用する傾向が見られまし、 」

た （第３章）。

このような失敗を恐れるタイプの教師が「共有 「入る」を多用するのは、積極的に指」

導して失敗するのが不安だからとりあえず「共有」しておく（不作為 、毅然と注意して）

反発されるのを恐れて「入る （迎合）の結果である可能性があります。しかし 「共有｣」 、

｢入る」は、力量のあるベテランだけでなく、学生アルバイトの塾講師やボランティアの

キャンプ引率者といった、特に熟練していない人が使っても有効な方法です 「共有 「入。 」

る」から児童・生徒のフォーカスを再度教師・教材に集める（教師の側から授業にかかわ

る話を始める）技術さえ身につければ、達成不安に悩む教師の指導の「引き出し」を増や

し、彼らのバーンアウトを未然に防げる可能性が高まります（第３章 「毅然と注意で）。

きない」を 「名人芸」である「共有 「入る」を不十分ながらすでにできている、と位、 」

置づけ直すことで、マイナスポイントがそのままチャンスとして見いだされるのです。腕
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力に頼れない小柄な人物が武道家として大成するとか、小兵力士やリーチの短いボクサー

がそのハンデを克服するために奇策を編み出すようなものです。

なお、この調査により 「共有」と「入る」の間には強い相関関係がある（一方を多用、

する教師はもう一方も多用する）ことが明らかになったこともふまえて、本報告書では、

特に「共有」と「入る」を区別する必要がない文脈で、両者を「フォーカスに応じる」と

総称することがあります。

４．課題に対応したレッスン（第４章）

（１ 「取る」を好む自信家の若手・初任者に 「共有 「入る」の意義を知ってもらうた） 、 」

めに

「取る」よりも「共有 「入る」の方が児童・生徒の注目を集める上で有効な場面があ」

る、と実感してもらうための活動として、即興劇のレッスンの一つである「前の人より目

立つ（仮称 」があります。自分が意図しなかったフォーカスを否定するのではなく、そ）

れを受け入れることで自分もフォーカスを集めることができるということを、活動を通じ

て学ぶことができます。

（２ 「共有 「入る」を多用している自信のない教師に、適切なタイミングで授業に戻） 」

る技術を習慣化してもらうために

児童・生徒のフォーカスに「共有 「入る」で対処した後、授業の進行に戻るためのポ」

イントは、課題非従事行動が一段落するのを待つのではなく、会話や動作の切れ間になる

ことの多い、児童・生徒の呼吸の切れ間をとらえて教師が話し始めることです。

それを可能にするためには、まず相手の呼吸に敏感になること、次いで、チャンスが到

来したら迷うことなく話し始められる身がまえを作ることが重要です。それぞれに対応し

たレッスンとして 「他人のリズムで呼吸する（仮称 」と「天突き発声（仮称 」を紹介、 ） ）

します。

５ 「応じる技術」向上プログラムの試行結果と展望（第５章）．

「 （ ）」「 （ ）」上記の三つのレッスン 前の人より目立つ 仮称 他人のリズムで呼吸する 仮称

「天突き発声（仮称 」を含む、フォーカスに「応じる（ 共有 「入る ）｣技術の向上プ） 「 」 」

ログラムを、大学生を対象とする授業科目の一環として実施してきました。そのようなプ
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ログラムを洗練･普及させる上での課題を確認するために、平成 年度の受講者（単位24

取得者） 人に、教育実習終了後に質問紙調査を行い、７人の回答を得ました。12

その結果 「共有 「入る」といった「応じる技術」は、指示・発問の内容を簡潔にま、 」

、 （ ） 、とめることをはじめとする 従来から注目されていた授業技術 伝える技術 に比べると

教育実習中に役に立つ場面が少ないと認識されていることがわかりました。その理由とし

て、①使う場面がない 、②授業を計画・実施するだけで精一杯 、③微妙なさじ加減が難

しくて一朝一夕に使いこなせない、の３点が指摘されました。

とはいえ 「応じる技術」は授業が行き詰まったときに打開のヒントを得るために有効、

な技術、いわば危機管理術の一種であることも示唆されました。いざというときに必要な

防災用品のようなもので、早めに備えておくのが望ましいといえます。当座の役に立たな

くても、というよりはむしろ、必要が生じる前に 「応じる技術」に関するプログラムを、

受講し、その内容を時間をかけて身につけてゆく必要があります。

そのために 「応じる技術」の向上プログラム実施に際しては、その受講者と受講者を、

取り巻く人々（指導者、同僚、管理職）に対して「応じる技術」が単なる危機管理術では

なく、日常的な授業技術としても有効であることを強調することが重要です。

「応じる技術」が日常的に役立つ場面として 「子どものつぶやきに耳を傾ける」を挙、

げることができます。たとえ不規則発言であっても、教材内容と密接に関連すると判断し

た児童・生徒の発言（つぶやき）を積極的に取り上げることは、児童・生徒のフォーカス

に「入る」ことの一種です。この積極的に取り上げる（少なくとも切れ間まで待つ）対象

となる児童・生徒の不規則発言を、一見教材内容との関連が明確でない内容の発言まで拡

大することは、不規則発言のフォーカスに「入る」ことの一種です。第５章では、そのよ

うな教師の対応の具体例も紹介した上で 「応じる技術」の役立つ場面が教育実習生にと、

ってさえ随所に見いだしうることを指摘しています。

文献

Jackson, P. W. 1990 c1968 , Teachers College Press.・ （ ） Life in Classrooms

・日本青少年研究所 『高校生の生活と意識に関する調査報告書－日本・米国・2004

中国・韓国の カ国の比較－』4
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第２章

若手教員の課題非従事行動への対処方法に関する質問紙調査

－統制行動を考える新たな視点「フォーカス」に着目して－

山田雅彦・山口裕也

１．課題と問題意識

（１）研究の背景

本章の課題は、若手教員の自己効力感と彼らの課題非従事行動( )への対off-task behavior

処法との相関関係を、初任者・新規採用者への質問紙調査によって追究することである。

結果を端的に述べるなら、若手教員においては、自己効力感の高い（有能だと自負してい

る）教員ほど、課題非従事行動を直接制止して教材内容等への注目を求める傾向が強いこ

とが示唆された。若手教員は総じて、それを駆使しうる者の間では経験的に有効性が知ら

れている「課題非従事行動を一時的に容認し、時には積極的に参加しさえする」ことでか

えって迅速・円満に課題非従事行動を終息させる手法をとらない傾向も示唆されたため、

自己効力感の高い若手教員ほど、課題非従事行動に対して「注意してばかり 「叱ってば」

かり」になる可能性が示唆された。

本章の課題設定に至る経緯と問題意識は以下の通りである。

「学級崩壊」が社会問題化して十余年が経過した。この間、授業の充実や教師への不服

従が顕著な児童・生徒に対する個別的な対応と並行して、徐々にではあるが、児童・生徒

の課題非従事行動に対処する教師の行動（統制行動）にも関心が寄せられるようになって

きた。しかし、具体的な統制行動の内容は、池田（ ）のような例外を除けば、もっぱ2005

ら個々の教師の経験知にとどまり、広く教育界に共有・継承されるには至っていない。ま

してや、そのような経験知としての統制行動がなぜ有効なのかに関する原理的追究や、有

効な統制行動をとれるようになるための教師教育カリキュラムの開発は、まだ緒についた

ばかりである（山田･林 。,2008）

このような状況の内において、山田は授業記録の会話分析によって、教師が私語や不規

則発言を一時的に容認し、時には積極的に雑談に参加さえすることによって、結果的にそ

れらの課題非従事行動を円満に終息させ、児童に教師や教材内容への注目を促しているこ
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とを指摘した。この種の行動は、それを駆使しうる者の間では経験的に有効性が知られて

いながら原理的な考察がなされてこなかったものである。山田はその原理について、児童

・生徒が関心を示している話題（注目の対象）についての雑談に教師が参加することによ

って、教師自身への注目を集めやすくすることができる、さらに教師自身が雑談の当事者

として雑談を終了に向かわせることができる との仮説が最も説得力があると指摘した 山、 （

田 。,2006;8-11）

このように誰かの注目の対象に積極的にかかわってゆくことは 「インプロ」と呼ばれ、

る即興劇において「フォーカスに入る」と呼ばれている。フォーカスとは、即興劇の文脈

で用いられる、注目の対象全般を指す概念である 「シーン中の焦点のことを“フォーカ。

” 。 」ス と呼びます 登場人物や見ている人が１番注目する人物・もの・空間などのことです

と定義され（絹川 、ここでいう「人物・もの・空間など」には 「自分の心の中,2002;78） 、

のゾーン」つまり考えていることや話題も含まれる（絹川 。即興劇において、舞,2002;79）

台に複数のフォーカスが生まれることは、関係者の間で「フォーカスが割れる」と表現さ

れ、共演者がどのフォーカスに注目して次の演技をしてよいかわからなくなる、観客が混

乱する、といった理由から望ましくないとされている。そして 「フォーカスに入る」こ、

とは、後述する「フォーカスを共有する」とともに、フォーカスを一つに保つ（敷衍すれ

ば一つに戻す）上で有効であるとされている（絹川 。,2002;78）

演劇の文脈において見出されたフォーカスという概念が、授業過程を考察する上でも有

効であることは、ヒドゥンカリキュラムの概念を提起した の以下の指摘によってJackson

示唆されている。

「教師の権威の核心は、生徒の注意に対する指揮権（ ）である。生徒は教室にいcommand

る間、ある事柄に参加するよう期待されているし、教師のエネルギーの多くは、これを

確実に起こすために費やされているのである（ 」Jackson,1968=1990;30）

ここで がいう「生徒の注意」の対象が、本研究でいう児童・生徒のフォーカスJackson

である。 が指摘するように、児童・生徒のフォーカスを制御することは授業成立Jackson

の必須要件であり、フォーカスという概念は、私語などの課題非従事行動への対応（統制

行動）と通常の教授行動を同じ論理で考察し、構造的に把握する可能性さえ開くものであ

る 。
1)
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本章では、課題非従事行動を「フォーカスが割れる」事態として見出し、それを終息さ

せる統制行動を「割れたフォーカスを一つに戻す試み」として見出す。そして、即興劇に

おいて、すでに舞台上に生じているフォーカスへの対処法として挙げられている三つの手

法 「フォーカスを取る 「フォーカスを共有する 「フォーカスに入る」の三者に対応さ、 」 」

、 「 （ ） （ ）」せて 統制行動を 課題非従事行動の中止と教師 教材 への注目を直接求める 取る

「課題非従事行動を一時的に容認する（共有 「課題非従事行動に一時的に積極的に参）」

加する（入る 」の三つに分けて調査、考察を行う。）

（２）教師の力量とフォーカス

すでに言及しているフォーカスのあり方ならびにフォーカスへの教師の対処のしかたに

着目して、児童・生徒の課題非従事行動とそれに対する教師の統制行動を見るとき、以下

のように五つの場面を見出すことができる。以下の行論における登場順に 「児童・生徒、

が教師のフォーカスを共有する（授業の円滑な進行 「フォーカスが割れる（課題非従）」

事行動の顕在化 「フォーカスを取る（教師・教材への注目の回復 「教師が児童・生）」 ）」

徒のフォーカスを共有する（課題非従事行動の一時的容認 「教師が児童・生徒のフォ）」

ーカスに入る（課題非従事行動への一時的・積極的参加 」である。）

①授業の円滑な進行：児童・生徒が教師のフォーカスを共有する

まず、授業が円滑に進行している時、児童・生徒は教師が彼らに期待している事物に注

目している。このような、教師のフォーカスに児童・生徒も注目している状態が、児童・

生徒が教師の「フォーカスを共有」している状態である（図 。図 は、教師のフォ2-1 2-1）

ーカスが児童・生徒に共有されている場面の一例として、教師（右）が画面右方向（たと

えば黒板）への注目を求め、児童／生徒（左）が求めに応じて教師の指し示す方向に注目

している場面を戯画化したものである。

②課題非従事行動の顕在化：フォーカスが割れる

授業中、児童・生徒が教師の期待通りの事物に注目しないことが起こりうる。教師が黒

板への注目を求めているのにノートに何か書いているとか、発言者への注目を求めている
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図2-1 児童・生徒が教師のフォーカスを共有する

図2-2 フォーカスが割れる

のに私語をやめないといった事態である これが 複数のフォーカスが同時に出現する フ。 、 「

ォーカスが割れる」状態である(図 ) 。図 は、教師が黒板への注目を求めている2-2 2-22)

にもかかわらず児童／生徒が床の上に注目している場面を戯画化したものである。床の上
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に児童／生徒が見ているものとしては、虫、こぼれた液体、落とし物の文具などが想定で

きる。授業中の課題非従事行動は、教師と児童・生徒のフォーカスが異なる、つまり両者

のフォーカスが割れる現象である。

③教師・教材への注目の回復：フォーカスを取る

フォーカスが割れた場面において、図 のような場面を回復しようとする時、もっと2-1

も直接的な方法は 「やめなさい 「静かにしなさい 「こっちを見なさい」等の指示によ、 」 」

って児童・生徒の課題非従事行動を制止し、教師が意図する事物への注目を求めること、

言い換えれば、児童・生徒に自分のフォーカスを放棄して教師のフォーカスを共有するよ

う求めること、つまり直接的に「フォーカスを取る」ことである。具体的な指示をしなく

ても、児童・生徒の注意を惹くために声を張り上げて授業を進行することもここに含まれ

る。小学校では言葉に加えて静粛を求めるハンドサインが用いられることもある。

しかし、児童・生徒が注目していないところで教師がハンドサインを出したり、私語の

喧噪の中で「静かに」と指示したりしても、所期の成果を挙げることは期しがたい。教師

の言動は児童・生徒に注目されていない場所で開始されるので、児童・生徒が自分のフォ

ーカスに集中していたなら、教師の言動それ自体に気づかないこともあり得る。たとえ気

づいても、児童・生徒自身のフォーカスは別のところにあるため、教師の言動を無視する

ことも難しくはない。特に、教師に反抗することを「本人の自由」または「悪いことでは

ない」とする高校生が ％に上る（日本青少年文化研究所 ）とさえ報告されてい70 ,2004;95

る現在、児童・生徒にとっては、自分たちのフォーカスが教師の期待するフォーカスと同

等かそれ以上に重要なものになっている可能性がある。極論すれば教師の声は児童・生徒

にとっては雑音・騒音になっていることがあり得る。彼らの中には以下のように考えてい

る者がいるかもしれない 「先生、僕たち大事な話してるんだから黙っていてよ。もし先。

生の話が大事だって言うなら、後でもう一度話してよ。聞いてあげるから」と。

ここには のいう「多元的現実（ 」が生まれている。教師と児童・Schutz multiple reality）

生徒はそれぞれ異なる現実を生きており、それら異なる現実の間に優劣はない。 はSchutz

言う 「様々な関連性( )の領域は、互いに通約不能である。それらは本質的に異。 relevance

質である。一つの領域における優秀さの基準を他の領域に適用することはできない

( )」と。つまり、教師が重要だと考えていることが児童・生徒にとSchutz,1957=1971;243

っては無視してもかまわない些末なことであり、教師から見ればすぐにもやめるべき課題

－ 18 －



非従事行動が児童・生徒にとって重要なことになっている可能性がある。このように双方

のフォーカスが対峙している状況の内にあって、教師が自分のフォーカスを優先するよう

児童・生徒に「毅然として（一方的に 」要求することは 「教師が理不尽な言いがかり） 、

をつけている」と見なされてより深刻なトラブル（反抗）の誘因となりかねない。また、

教師のフォーカスのほうが自分たちのフォーカスより重要なのだと児童・生徒に納得させ

ることも 授業の進行を妨げないほどの短時間で達成することは難しい というのも 説、 。 、「

得が成功しうるのは、被説得者自身の説よりも説得者が提示する説のほうが妥当であると

判断できるような基準を、被説得者がすでに有しているとき（山田 」に限られ,2002;100）

るにもかかわらず、教師と児童・生徒の間にそのような基準を容易に見出すことができる

とは限らないからである。こうした事態の発生を無視できない以上、教師は直接的にフォ

ーカスを「取る」以外の統制行動を選択肢として持っていることが望ましい。

④課題非従事行動の一時的容認：教師が児童・生徒のフォーカスを共有する

「取る」とは逆の発想で割れたフォーカスを一つに戻す方法がある。それは、教師が一

時的に自分のフォーカスを放棄し、児童・生徒のフォーカスを共有することである（図

。2-3）

図2-3 教師が児童・生徒のフォーカスを共有する
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図 では、児童／生徒が注目している床に教師も注目している。床上の虫や校庭の犬2-3

など、授業に不似合いな事物を見つけた児童・生徒が騒然としている時、教師は安全確認

を兼ねて彼らの注目の対象がどのような状態にあるのか（生きているか死んでいるか、児

童・生徒が怪我をする恐れはないか、教師が排除する必要があるか、等）を確認すること

がある。これは、結果的に児童・生徒のフォーカスを共有することになっている。児童・

生徒のフォーカスを共有することによって、教師は彼らと同じ野次馬として彼らの現実に

参入するのである。

児童・生徒のフォーカスを共有することは、それ自体で彼らの課題非従事行動を制止す

。 「 」る機能を発揮しうる 彼らのフォーカスの近くに教師の身を置くことで 教師が見ている

ことを強く印象づけることができるからである。いわゆる内職に没頭している児童・生徒

に近寄って手元を注視することなどがこれにあたる。また 「教師が見ている」だけでは、

十分な制止ができない状況でも、教師は児童・生徒とフォーカスを共有しているため会話

に参加しやすい立場にある。したがって、児童・生徒の息継ぎなどで会話がわずかに途切

（ ） 。れる瞬間をとらえて授業内容に関する話題を提供する フォーカスを取る ことができる

また、みずから会話に参加（フォーカスに入る）して私語等を終息に向かわせることもで

きる 。
3)

⑤課題非従事行動への一時的・積極的な参加：児童・生徒のフォーカスに入る

「共有」より積極的に児童・生徒のフォーカスにかかわってゆくことも可能である。図

のように、児童／生徒が見ているものの位置に教師自身が入ってしまうこと、つまり2-4

「フォーカスに入る」ことがそれである。

図 では教師が床に寝転がって児童／生徒の視界に割り込むという非現実的な構図と2-4

なっているが、児童・生徒が教室内や窓の外を見ている場面では、教師が視界に割り込む

ことが実際に起こりうる。進行中の会話に後から割り込む際、まず発話者の視界に割り込

むことは発話の機会を得るための有効な手法の一つである。なお、図 の構図の突飛さ2-4

は 「フォーカスに入る」ことによる課題非従事行動への対応が常識的な制止に比べて突、

飛で「ふざけている」かの印象を与えうることを象徴的に示してもいる。

また、私語を制止する過程では、児童・生徒の関心のある話題を積極的に持ち出すこと
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図2-4 フォーカスに入る

で結果的に私語を制止できることが経験的に知られている。以下にそのような会話の一例

を示す（山田 ） 。教師は、休み時間に児童が取り組んでいた運動会の応援練習に,2006;10 4)

ついて 「だいたいできた↑、できたの↑ 「こっちは元気なの↑」と積極的に話題を提、 」

供することで、授業と無関係な運動会に関する私語を一時的に煽動している 。そして、
5)

複数の児童が運動会（応援団）に関して語り始め、その会話が学級全体のフォーカスにな

りかけた瞬間（しかも、教師抜きでも会話が成り立つようになる寸前 、教師は会話の一）

員として「はい、始めます」と授業開始を宣言し、４秒で私語は終息するのである。

：<教室に入ってきて>すいませんC

：いいえー、ご苦労様でしたT

： ）だけ↑ （ ）もやんの↑C （

：<< >>まあー、ちょっと見てね、今ー、お前さんたち帰って来るの待ってるために、T 2

ボケーとしててもしょうがないから、読んでたら↑っつって開いたの

<<ざわめき 秒>>6

： ）国語↑C （

：もう１回やろう<< >>だいたいできた↑、できたの↑T 3
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<<ざわめき 秒>>7

：赤組ね、んーとね、おー、声が小さすぎた＝C

：＝赤組、声が小ちゃい［の↑＝T

： ［団長もうちょっと自信もてばいけるかもしんないC

：＝あ、○○、○○ー！ 昼休み［ ）C （

： ［ だって ３人しか歌ってなかったんだもんC

<<ざわめき 秒>>4

：こっちは元気なの↑T

：元気、けっこう聞こえるなC

：そうか、じゃやっぱり○○がやりゃよかった、悪いなー ［くじでやろうなんて言うT 、

からいけないんだ

： ［いや、じゃんけん［だけC

どー＝

： ［おれC

のせいかよーははは

：＝え、じゃんけん＝C

：＝はい、始めます<<ざわめき４秒>>プランをいくつか、いくつかっていうか二つプラT

ンを持ってきました

この例ほど劇的ではないにしろ、同様の手法は学部学生がアルバイトの塾講師やボラン

ティアのキャンプ引率者として使っても有効であることが経験的に知られている（山田

。つまり、統制行動としての「フォーカスに入る」は、ベテラン教師だけが駆使,2006;9）

しうる名人芸ではなく、短期間で獲得可能な、原理的に有効な手法である可能性がある。

ただし、単に児童・生徒のフォーカスに入ったり、彼らのフォーカスを共有したりするだ

けでは、課題非従事行動に迎合して授業が脱線・迷走する危険がある。課題非従事行動を

制止する過程では、教師は児童・生徒のフォーカスに入るだけではなく、必要に応じてフ

ォーカスを教師自身や教材内容に集める つまりフォーカスを再度 取る 必要がある 山、 「 」 （

）。 、「 」 「 」、田 統制行動としてのフォーカスへの対処法３形態は 取る ために 入る,2006;10-11

「入る」ために「共有する」という関係にあるともいえる。

このように 「共有 「入る 「取る」といったフォーカスへの対処のあり方が課題非従、 」 」
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事行動への対応を、ひいては授業の成否を強く規定している可能性が高いことから、フォ

ーカスへの対処法と教師の力量との間には何らかの相関関係があるものと予想できる。両

者の相関関係を明らかにすることは、学術研究としてのみならず、より効果的な統制行動

を可能にする教師教育に寄与するという点で教育実践の改善のためにも有意義なものであ

る。

、 、 。 、しかも その相関関係は 教師の経験年数に応じて変化する可能性がある というのも

筆者らが学会発表や校内研修会等で「フォーカスに入る 「フォーカスを共有する」とい」

った手法に言及した際、四十歳代以降の教員が総じて好意的で強い関心を示す一方で、二

十歳代の若手教員がしばしば理解しかねて困惑する場面に遭遇してきたからである（当然

のことながらいずれについても例外はある 「入る 「共有する」という、直接的に「取）。 」

る」ことに比べてやや迂路をたどる統制行動については、アルバイトやボランティア活動

で短期間に獲得しうる一方、身につけないまま教師になり、その後も教えられなかったな

らば、理解・獲得するまでに十年単位の長期にわたる経験を必要とする可能性がある。

そこで本論文では、そのような教師の経験年数に応じた力量とフォーカスへの対処法と

の相関関係を追究する過程として、教師の力量として「教育場面における自己効力感（教

育行為の遂行可能性に関する判断・信念 」を取り上げ、初任者・新規採用者への質問紙）

調査により、フォーカスへの対処のあり方との相関関係を追究することとした。

（山田雅彦）

２．研究の方法

（１）質問紙調査

（ ） 「 」内容：①山田・池田・山口 によって作成した尺度に項目を追加した フォーカス2008

に関する質問（ 項目とダミー２項目の計 項目、表 。表 には、後述する各項36 38 2-1 2-1

目の記述統計量が併せて示してある 、② （ ）による尺度の項目内容） Woolfolk & Hoy 1990

20を一部修正し 新たに項目を追加した 教育場面における自己効力感 に関する質問 全、 「 」 （

項目、表 。表 には、後述する各項目の記述統計量が併せて示してある 、③ 性2-2 2-2 Q1）

別、 年齢、 教員経験の有無、 勤務経験のある校種、 通算勤務年数、 特別Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

支援学校（学級）での勤務経験の有無、 特別支援学校（学級）での勤務年数についてQ7

、 。 、 「 、の質問 を調査内容とした なお ①のフォーカスに関する質問項目の冒頭には 以下に

学校に頻繁に起こるであろういくつかの事態と、それについての対処法の例を示してあり
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ます。項目の内容にある事態が実際に起こったと想定し、自分ならその項目にあるような

対処をするだろうかを考えて〔以下略 」という教示文を挿入することで、実際の学校場〕

面を想起させることにした。

表2-1 フォーカスに関する質問と各項目の平均・標準偏差（若手）
場面 フォーカス 項目内容 平均 （標準偏差）

17 v 1
授業1 入る 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと思っても、関連性

の有無を確認するために発言の途中で自分から質問する。
2.75 (1.03)

3 v 2
共有 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと判断しても、発言

が終わるまで待つ。
3.56 (1.15)

7 v 3
取る 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと判断したら、早め

に別の児童生徒を指名する。
2.28 (0.97)

4 v 4 授業2 入る 授業中に不規則発言があっても、しばらく話し相手になる。 2.57 (1.06)

9 v 5 共有 授業中に不規則発言があっても、しばらく話を続けさせる。 2.44 (1.10)

18 v 6 取る 授業中の不規則発言は、早めに切り上げさせる。 3.90 (1.08)

15 v 7 授業3 入る 授業中児童生徒が頻繁によそ見していたら、自分がその子の視界に入る。 3.21 (1.18)

19 v 8 共有 授業中児童生徒が頻繁によそ見していたら、その子が見ているものを自分も見る。 3.15 (1.25)

5 v 9 取る 授業中児童生徒がよそ見していたら、すぐにやめさせようとする。 3.31 (0.94)

13 v 10 授業4 入る 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、自分もその話題に参加する。 1.61 (0.74)

16 v 11 共有 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、しばらくそばで聞く。 2.34 (1.03)

20 v 12 取る 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、すぐに制止する。 3.46 (1.06)

24 v 13
授業5 入る 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、自

分も類似の冗談を考えて言ってみる。
1.90 (0.94)

32 v 14
共有 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、冗

談に対して児童生徒たちと一緒に歓声を上げる。
2.13 (1.13)

37 v 15
取る 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、授

業に集中するよう児童生徒たちに求める。
3.85 (0.89)

21 v 16
授業6 入る 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、とりあえず工作の出

来映えをほめる。
1.85 (1.05)

30 v 17
共有 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、近寄ってしばらく作

業を注視する。
3.05 (1.18)

28 v 18
取る 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、すぐにやめなさいと

指示する。
4.03 (0.97)

27 v 19

授業7 入る 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、「あれ？　ルール変わったぞ」と言いながらゲーム

を続行させる。

2.15 (1.03)

34 v 20
共有 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、積極的にその遊び方をまねてみる。
2.02 (0.92)

25 v 21

取る 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、一度ゲームを中断して元のルールに従うよう求め

る。

3.87 (1.09)

33 v 22
係活動 入る 係活動の時間に児童生徒が二人、自分の知っているボードゲーム（将棋・オセロゲーム

など）をやっていたら、話しかけて指し手を提案する。
1.36 (0.61)

36 v 23
共有 係活動の時間に児童生徒が二人ボードゲーム（将棋・オセロゲームなど）をやっていた

ら、近寄ってしばらく対局を観戦する。
1.85 (1.00)

22 v 24
取る 係活動の時間に児童生徒が二人ボードゲーム（将棋・オセロゲームなど）をやっていた

ら、すぐに係活動に戻るよう求める。
4.48 (1.06)

29 v 25
清掃活動 入る 清掃中に児童生徒が二人キャッチボールをしていたら、「ピッチャー交代、○○くん（児

童生徒）から××くん（教師）」と介入してみる。
1.56 (0.83)

26 v 26
共有 児童生徒が二人清掃中にキャッチボールをしているのを見つけたら、野球に関連する話

題を探して話しかける。
1.62 (0.95)

38 v 27
取る 清掃中に児童生徒が二人キャッチボールをしているのを見つけたら、ただちに「掃除を

しなさい」と言う。
4.08 (0.94)

2 v 28 休み時間1 入る 休み時間に児童生徒が雑談しているところに自分も後から参加できる。 4.51 (0.81)

12 v 29
共有 休み時間に自分のよく知っている話題について児童生徒が雑談している時、話に参加せ

ずに、すぐそばで聞き続けられる。
3.70 (1.04)

14 v 30 取る 休み時間に児童生徒と雑談中、自分から話題を変えることができる。 3.84 (1.19)

8 v 31 休み時間2 入る 休み時間に児童生徒の間で口論が起こったら、自分が双方の言い分の聞き役になる。 4.25 (0.72)

6 v 32 共有 休み時間に児童生徒の間で口論が起こっても、すぐ介入せずにしばらく観察する。 3.48 (1.13)

11 v 33 取る 休み時間に児童生徒の間で起こった口論は、すぐにとめる。 3.11 (1.16)

31 v 34
休み時間3 入る 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、その掲示物と児童生徒の間に割り込んでみる。
1.97 (1.03)

23 v 35
共有 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、室内に入って同じ掲示物を見る。
3.00 (1.34)

35 v 36
取る 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、とりあえず部屋から出す。
3.23 (1.36)

1 ダミー 教室が騒然とした時は、静かになるまで黙っている。

10 教室が騒然としても、一瞬で自分に注目を集められる。

No.
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※表2-2 教育場面における自己効力感に関する質問と各項目の平均・標準偏差（若手）

※ は反転項目を示す。R

5 5用紙及び回答方法：調査用紙には無記名式を用い、回答方法はすべての項目で 件法（「

あてはまる」―「 あてはまらない ）を採用した。1 」

実施日時及び協力者：東京都内の某自治体教育委員会の協力を得て、 年８月に行わ2009

れた平成 年度初任者・新規採用者研修の際に上記質問紙調査を実施したところ、 名21 74

から回答が得られた（回収率 ％ 。このうち、①特別支援学校及び学級担当の教員、100 ）

②回答に欠損が認められた者、を除く 名（ ％）を分析の対象とした。61 82.4

（２）分析方法

各項目の記述統計量を算出した後に、フォーカスの尺度得点と教育場面における自己効

力感の尺度得点から相関係数を算出した。

３．結果と考察

（１）結果

表 に、各尺度の構成概念ごとに和得点を算出し、和得点から構成概念間の相関係数2-3

を算出したものを示した。

項目内容 平均 （標準偏差）
3 v 1 行動の積極性・持続性 うまくゆくかわからない学校の課題でも，積極的に取り組んでいる。 3.78 (0.83)

19 v 2 すぐに結果の出ない学校の課題であっても，ねばり強く取り組んでいる。 3.78 (0.63)

12 v 3 学習指導や生活指導で失敗しても，次からもっとがんばって取り組むようにしている。 4.24 (0.58)

17 v 4 学校の教育活動の中で，面倒なことはできるだけ避けている。 R 3.75 (0.78)

4 v 5
効力信念 自分が本気になって取り組めば，深刻な問題行動をとる児童生徒でも指導できると信じ

ている。
3.71 (1.01)

9 v 6 自分は，児童生徒の人生を左右するような影響を与えられると信じている。 3.27 (1.06)

16 v 7
自分が一生懸命やれば，たいていの児童生徒の学習意欲を高めることができると信じて

いる。
3.13 (1.00)

2 v 8
一般的な統制信念 児童生徒の学力は大部分家庭環境に左右されるので，教師にできることは限られている

と思う。
R 3.25 (1.04)

7 v 9 児童生徒が人間的に成長したとき，教師が努力したからだと思う。 R 3.36 (0.95)

8 v 10
学校で児童生徒に与える影響は，家庭における影響と比べると微々たるものであると思

う。
R 3.71 (0.88)

13 v 11 児童生徒の成績がよくなったとき，それは教師の教え方が功を奏したからだと思う。 2.82 (0.86)

14 v 12 家庭でしつけられていない児童生徒には学校のしつけもほとんど効き目がないと思う。 R 3.51 (0.84)

15 v 13 児童生徒がよくない行動を改めたとき，それは教師の指導がよかったからだと思う。 2.89 (0.90)

1 v 14
目標志向性 指導が難しい児童生徒と関わることは，自己の教師としての資質を高めるよい機会にな

ると思う。
4.29 (0.76)

6 v 15 授業改善に取り組むことは，自分の視野を広げるよい機会になると思う。 4.80 (0.45)

20 v 16 どのような学校の職務であっても，それは自分の資質形成につながると思う。 4.15 (0.95)

5 v 17 達成不安 生活指導を行うとき，かえって事態を悪化させないか心配である。 R 2.98 (1.19)

10 v 18 教育活動に関する小さな失敗でも気にする方である。 R 2.44 (1.24)

11 v 19 児童生徒の学力を高めることができるかどうか，不安である。 R 2.18 (1.02)

18 v 20 学校で何か課題が与えられたとき，それが自分にできるかどうかとても不安になる。 R 2.51 (1.09)

No.
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表2-3 各尺度の構成概念間相関行列と各構成概念の平均・標準偏差（若手）

表 より まず フォーカスに含まれる３構成概念の平均を比較考察しておくと フ2-3 、 、 （

ォーカスに含まれる各構成概念は同数の質問項目＝観測変数によって測定しているため、

単純に平均の考察が可能である 、全体傾向として最も優勢なのは「取る」であり（平均）

＝ 、次いで「共有 （平均＝ 「入る （平均＝ ）であった。このことか43.13 31.95 29.00） 」 ）、 」

ら、本調査の協力者である初任者・新規採用者研修の対象者においては、児童・生徒への

統制行動においてフォーカスを「取る」ことが特に優勢であることが示された。

次に、フォーカスに含まれる各構成概念と自己効力感に含まれる下位構成概念との相関

係数を考察すると、３形態各々と「行為の積極性・持続性」との間に弱い相関関係（絶対

値で ～ 「取る」と「効力信念」に同じく弱い相関関係が認められる（ 。r=.11 .17 r= .26）、 ）

しかし、それ以外の構成概念間には相関関係は認められない。このことから、フォーカス

への対処法３形態と教育場面における自己効力感の間には、安定した線形相関が認められ

る関係にはない可能性が示唆される（しかしこのことについては、後述するように、本調

査の対象となった初任者・新規採用者教員研修の対象者に特有の傾向である可能性を考え

ることもできる 。）

なお フォーカスへの対処法３形態内における相関関係についても考察しておくと 入、 、「

る」と「共有」間で 「共有」と「取る」間で と、中程度の相関関係が認められ.60 -.47、

。 、 「 」る 前者については 本研究において新たな視点として提示しているフォーカスに 入る

が、特にフォーカスを「共有」することと関連が高い傾向を示す結果である。後者につい

ては、山田・池田・山口（ ）で既に指摘したように 「共有」と「取る」が負の相関2008 、

関係にあることを一部裏付ける結果であるといえる。

（２）考察

以上により、フォーカスへの対処法３形態と教育場面における自己効力感の間には、安

f 1 入る 1.00

f 2 共有 .60 1.00

f 3 取る -.01 -.47 1.00

f 4 行為の積極性・持続性 .15 -.11 .17 1.00

f 5 効力信念 .08 .00 .26 .26 1.00

f 6 一般的な統制信念 -.03 -.01 -.09 .18 -.27 1.00

f 7 目標志向性 -.08 -.01 -.09 .28 .12 -.02 1.00

f 8 達成不安 .00 -.06 .02 .23 .06 .33 -.25 1.00

平均 29.00 31.95 43.13 15.55 10.11 19.55 13.24 10.11

標準偏差 4.34 5.62 5.94 1.78 2.19 2.02 1.64 3.44
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定した線形相関が認められる関係にはない可能性が示唆された。しかしながら、フォーカ

スを「取る」ことと「効力信念」には一定程度相関関係が認められたため、以下では、こ

れを始発点として結果に関する考察を行う。

まず、調査協力者である初任者・新規採用者研修の対象教員は、自らの力によって児童

「 」 、・生徒の成長をうながすことができるという信念である 効力信念 を強くもつ教員ほど

児童・生徒への統制行動としてフォーカスを「取る 、換言すれば「制止 「禁止」とい」 」

った行動を採用する傾向が示唆された。この結果については、様々な解釈や仮説が成立し

得る。しかしその中で最も妥当なのは、以下に述べるように、教育経験の不足から生じる

「統制行動の選択肢の不足」であると考えられ、そのことが、授業の不成立や学級崩壊の

発生に影響している可能性がある。

まず確認しておくと、上記結果から示唆されるのは、教育経験の浅い教師は、教育行為

の遂行可能性に対する信念が強いほど自らの権威を児童・生徒に承認させる、より具体的

には 「授業の成立要件を整える」といった目的のために「制止 「禁止」を統制行動の、 」

手法として採用する傾向である。しかし、教師の直接的な制止・禁止が有効に機能するの

は、あくまで児童・生徒が教師の権威を認めている場合に限定される。教師の直接的な制

止・禁止に児童・生徒が応じなかった場合、教育経験が浅く、したがって統制行動に関す

、 。る他の選択肢が思い当たらない教師は さしあたり制止・禁止を繰り返すほかないだろう

あるいは、教育行為の遂行可能性に対する信念が強いほど、制止・禁止を積極的に繰り返

す傾向を考えることもできる。しかし繰り返しになるが、制止・禁止を繰り返したところ

で、それが統制行動として有効たり得るのは、教師の権威が承認されている場合に限定さ

れるのである。

教師の権威が承認されていない状況下において、課題非従事行動に対する制止・禁止を

繰り返すことの帰結は想像に易い。仮に、教師の権威を承認していない児童・生徒が最初

期（例えば学級開きの時期）においては少数であり、このような児童・生徒の課題非従事

行動に対して、教師が直接的な制止・禁止行動を繰り返す状況を想定してみる。このよう

な児童・生徒は、教師の権威を承認していない以上制止・禁止には応じず、課題非従事行

動を繰り返すだろう。ここで、教育経験が浅いながらも効力信念の強い教師については、

先にも指摘したように、積極的に制止・禁止を繰り返す傾向を考えることができる。教師

の制止・禁止に対して特定の児童・生徒が応じない状況が、教師の権威を承認している児

童・生徒の眼前で繰り返されれば、それは教師の権威を失墜させていくことになる。そう
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なれば、最初期には教師の権威を承認していた児童・生徒も、徐々に教師の権威を承認し

なくなることは想像に易い。こうして制止・禁止という統制行動は、特に、①教師の権威

が十分に承認されておらず、②教育経験が浅いながらも効力信念の強い教師の担当する学

級集団、という二つの条件を満たす状況下において、 授業の不成立や学級崩壊といった

事態が発生しやすくなる危険性を一定程度孕むということができる。

もちろん教育経験の浅い教師は、課題非従事行動に対する直接的な制止・禁止が有効に

機能しないという経験を通して、統制行動に関するそれ以外の選択肢、すなわち児童・生

「 」 。 、徒のフォーカスに 入る といった行動レパートリーを獲得していくと考えられる また

通常効力信念の強い教師は、対処困難な状況を自己の力量形成の機会ととらえる「課題関

与的な目標志向性」が高い傾向にあるとされるから、効力信念が強いこと自体は否定すべ

きことではない。むしろ対処困難な事例に遭遇することは、多くの教師にとって、統制行

動に関する新たな選択肢＝行動レパートリーを獲得する契機となろう。しかしながら、効

力信念が強く、かつ直接的な制止・禁止行動を繰り返す傾向が強い教師が、教師の権威が

十分に承認されていない学級において授業の不成立・学級崩壊といった事態を発生させる

可能性（危険性）が示唆されたこと。これを踏まえておくことは、例えば各自治体が行う

若手年次教員研修や校内における の際に、有用な知見となるだろう。OJT

（山口裕也）

４．課題と展望

筆者らは数件の具体例から 「フォーカスの共有」や「フォーカスに入る」といった統、

制行動が、アルバイトやボランティア活動で子どもとかかわる学部学生でさえ駆使しうる

ことを指摘してきた（山田 。しかし、本論文の成果として、有能だと自負してい,2006;9）

る若手教員にとって 「共有」や「入る」は「取る」に比べて馴染みにくい統制行動であ、

ることが示唆された。これは、彼らの生活経験に負うところが大きいと考えられる。とい

うのも、経験知・実践知としての「フォーカスの共有」や「フォーカスに入る」といった

統制行動は、その名のとおり、経験と実践の蓄積から学習される知見と考えるのが自然だ

。 、 「 」 「 」 、からである 従って 従来は経験知・実践知として獲得されてきた 共有 や 入る を

教師教育カリキュラムの中に明確に位置づけることで、若手教員が採用後早い時期からそ

れらの統制行動を選択肢とすることが可能になるものと期待できる。ただしその際、それ

らの統制行動を若手教員が駆使する際の留意点についても慎重な検討が必要である。なぜ
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ならば 「共有 「入る」といった統制行動には課題非従事行動への迎合、ひいては授業、 」

の迷走というリスクが伴っており、それを駆使するためには、その土台となるような経験

。 、知が求められる可能性があるからである その経験知を得る機会のなかった若手教員に
6)

単に「共有 「入る」といった手法のみを教えることには、授業不成立の頻発という重大」

なリスクが伴いうる。

また、統制行動についての経験がある程度蓄積された教員を調査協力者とした場合、児

童・生徒のフォーカスへの対処のあり方や、教育場面における自己効力感との相関（ある

いは因果）関係は、若手教員とは異なった傾向にあることが予測できる。よって今後は、

調査対象を拡大し、教育経験の差異によるフォーカスへの対処法の違いや、フォーカスへ

の対処法と教育場面における自己効力感との相関・因果関係を追究していく必要がある。

（山田雅彦・山口裕也）

註

)たとえば、経験的に有効性が認められている以下のような教授行動は、教師が意図する1

事物に児童・生徒の注目を惹きつける、つまり彼らのフォーカスを制御することを直接

の目的としている。授業中に重要な箇所を説明する時はあえて小さい声で話す、児童・

生徒の興味を惹きそうな教具類（配付物、ボール、楽器等）は使用する直前まで教師の

手元に置いておく、等である。

さらに、そもそも 「教材」を指す英語 は、直訳すれば「主題となって、 subject matter

いる事柄」である。それは注目の対象すなわちフォーカスにほかならない。フォーカス

を視野に入れてみるならば 「教材化」とは、一般的に「教材化」として考えられてい、

るような、児童・生徒の学習を促すように事物を選択・配列することを含めて、ある事

物および事物間の連関を児童・生徒のフォーカス（注目の対象）にするための配慮全般

を指すとさえいいうるのである。

)図 、 、 の構図は 『インプロゲーム（絹川 』 頁の小牧ピカのイラスト2 2-2 3 4 ,2002 80-81、 ）

を参考にしている。

)本論文では詳細な考察を行わないが、フォーカスに入ることは、より明確な教師への反3

。 、 、抗の意志を伴う言動に対しても有効であり得る たとえば 池田( )が紹介している2005

生徒の反抗的言動に対処した事例の中には、反抗している生徒の主張の核心を受け入れ

る（フォーカスを共有する）ことで反抗を無力化していると見なしうるものが含まれて
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いる（山田･林 。,2008;72-74）

)会話記録中の記号の意味はそれぞれ以下の通りである。凡例の登場順は山田( )に準4 2006

じている。

は授業者、 は児童を指す。引用元となった山田（ ）とは異なり、 に関して発T C 2006 C

言者の特定は行っていない。

② ○○は児童の氏名に関する発話を匿名にした箇所を示す。

③（ ）は聞き取り不能箇所を示す。

④ ＝は、この記号の前後の発話の間にまったくインターバルがないことを示す。

⑤ ［は、上下に並んだこの記号の後ろの発話が同時に発せられたことを示す。

⑥ 句点（ ）は発話内の１秒以内のインターバルを示す。、

⑦ << >>はインターバルが１秒以上あった箇所を示す。<< >>内の数字は中断した時

間（秒）を示す。インターバルの間に特徴的な音声が確認できた場合は<< >>の中に

それを書き込む。

⑧ 特徴的な動作が確認できた場合は< >の中にそれを書き込む。

⑨ 「ー」はのびる音を示す。

⑩「↑」は語尾を上げる口調を示す。

⑪「！」は活気のある口調を示す。

)このように学級全体のフォーカスを一つにすることは、それに引き続いて教師がフォー5

カスを取るための準備になっている。本論文では十分に論じていないフォーカスの第６

の場面「児童・生徒の間でもフォーカスが割れている（複数の話題で学級が騒然として

いる 」状態では、教師がそれらのうちの一つのフォーカスに対処することの効果は低）

い。しかし、児童・生徒のフォーカスが一つになっていれば、教師はその一つに取って

代わるだけでよい。

)たとえば、山田は反抗的言動に「フォーカスの共有」で対処する際の前提条件として、6

「臨機応変の話術 「的確な児童生徒理解 「明確な指導原則の堅持」の三者を挙げて」 」

いる（山田･林 。,2008;74-75）
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第３章

課題非従事行動への対処方法に関する

全世代の教師を対象とした質問紙調査

山田雅彦

１．課題と問題意識

、 。 、第２章では 若手教師の課題非従事行動への対処法に関する傾向を考察した その結果

「自らの力によって児童・生徒の成長をうながすことができる」と自負している若手教師

ほど、課題非従事行動を直接制止する、本研究の文脈に即していえばフォーカスを直接的

に「取る」対処法を採用する傾向が示唆された。この傾向が若手教師にもたらす影響と、

教師教育への示唆についても第２章で触れたとおりである。

一方、課題非従事行動への対処について経験を積んだ教師においては、児童・生徒のフ

ォーカスへの対処法や、教育場面における自己効力感との相関（あるいは因果）関係が、

若手教師とは異なった傾向にあることが予測できる。そこで、本章では調査対象を全世代

に拡大し、彼らのフォーカスへの対処法と自己効力感（ひいては教師としての力量）との

関係を明らかにする。それにより 「共有 「入る」という課題非従事行動への対処法を、 」

教師の力量向上により積極的に役立てるための手がかりを得ることを目指す。

２．研究の方法

（１）質問紙調査

内容：第２章で使用した質問紙を使用した。

実施日時及び協力者：東京都内の某自治体教育委員会の協力を得て、 年 月に同自2010 11

治体内の、特別支援学校を除く小中学校の全教員（ 名)を対象に郵送により上記質問1979

紙調査を実施した。質問紙は各学校に在職者分をまとめて郵送したが、全員分の返信用封

筒を同封し、返送は個別に行うようにした。 名から回答が得られた（回収率 ％ 。355 18 ）

補充調査として、 年８月に筆者が講師を務めた複数の講習において、受講してい2011

。 、た教員に講習主催者の了解を得て質問紙調査を実施した 調査への協力が任意であること

過去に同じ質問に回答したことのある人は回答を控えてほしいことを伝えた上で、質問紙
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の配付 回収は講習会場内で行った 出席者合計 人中 名から回答が得られた 回、 。 、 （190 157

収率 ％ 。83 ）

これらのうち、①特別支援学校及び学級担当の教員、②回答に欠損が認められた者、を

除く 名（ ％）を分析の対象とした。375 73

（２）分析方法

各項目の記述統計量を算出した後に、フォーカスの尺度得点と教育場面における自己効

力感の尺度得点から相関係数を算出した。

３．結果と考察

（１）結果

まず、第２章と同様に、フォーカスに含まれる３構成概念の平均を比較考察する。全体

傾向として最も優勢であったのは平均 の「取る」であり、次いで の「共有 、45.41 30.91 」

最後が の「入る」であった。このことから、本調査の協力者においては児童・生徒29.67

の課題非従事行動に対処する際にフォーカスを直接的に「取る」こと（課題非従事行動の

） 。 、中止や教師・教材への注目を直接要求すること が特に優勢であることが示された また

「取る」と「共有」の間には 「取る」と「入る」の間には の負の相関関係がr=-.58, r=-.40

認められた。このことから、課題非従事行動への対処として「取る」を選好( )するprefer

教師は「共有 「入る」をあまり採用しない傾向が示された。一方 「共有」と「入る」」 、

の間には の強い正の相関関係が認められ 「共有」と「入る」のいずれか一方を選r=.71 、

好する教師は他方をも選好する傾向が示された。

次に、フォーカスに含まれる各構成概念と、回答者の年齢・教員経験年数との相関係数

。「 」 。 、を考察する 取る と経験年数との間に の弱い正の相関関係が認められる またr=.21

「取る」と年齢との間の相関係数も である。このことから、教師が経験を重ねるこr=.18

とに課題非従事行動に対処する際 取る を多用するようになる可能性が示唆された 共「 」 。「

有 「入る」と年齢・経験年数との間の相関係数は ～ であり、相関関係はほと」 r=-.14 -.16

んど認められなかった。

続いて、フォーカスに含まれる各構成概念と自己効力感に含まれる下位構成概念との相

関係数を考察する。自己効力感の下位構成概念「行動の積極性・持続性」と「取る」との

間に、 という弱い正の相関関係が認められる。このことから、職務に積極的に取りr=.27

－ 33 －
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組むタイプを自認している教師ほど、課題非従事行動に対してフォーカスを直接「取る」

ことで対処する傾向が存在する可能性が示唆された。 

一方、「共有」「入る」に関しては、５概念のいずれに関しても相関係数は絶対値で r=.19

以下であり、相関関係はほぼ認められなかった。 

表 3-1 フォーカスに関する質問と各項目の平均･標準偏差（全世代） 

  

 
 

No. 場面 フォーカス 項目内容 平均 （標準偏差）

1 17 v 1
授業1 入る 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと思っても、関連性

の有無を確認するために発言の途中で自分から質問する。
3.18 (1.06)

2 3 v2 共有 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと判断しても、発言

が終わるまで待つ。
3.30 (1.20)

3 7 v3 取る 授業中の発問に対する児童生徒の応答が授業内容と関連していないと判断したら、早め

に別の児童生徒を指名する。
2.51 (1.03)

4 4 v4 授業2 入る 授業中に不規則発言があっても、しばらく話し相手になる。 2.45 (1.05)
5 9 v5 共有 授業中に不規則発言があっても、しばらく話を続けさせる。 2.31 (1.01)
6 18 v6 取る 授業中の不規則発言は、早めに切り上げさせる。 4.05 (0.92)
7 15 v7 授業3 入る 授業中児童生徒が頻繁によそ見していたら、自分がその子の視界に入る。 3.22 (1.14)
8 19 v8 共有 授業中児童生徒が頻繁によそ見していたら、その子が見ているものを自分も見る。 3.51 (1.14)
9 5 v9 取る 授業中児童生徒がよそ見していたら、すぐにやめさせようとする。 3.46 (1.00)

10 13 v10 授業4 入る 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、自分もその話題に参加する。 1.54 (0.74)
11 16 v11 共有 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、しばらくそばで聞く。 2.21 (1.05)
12 20 v12 取る 授業中、児童生徒間の私語を発見したら、すぐに制止する。 3.73 (0.96)

13 24 v13 授業5 入る 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、自

分も類似の冗談を考えて言ってみる。
1.78 (0.97)

14 32 v14 共有 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、冗

談に対して児童生徒たちと一緒に歓声を上げる。
1.85 (1.03)

15 37 v15 取る 授業中に一人の児童生徒が大声で冗談を言い、学級中の注目がその子に集まったら、授

業に集中するよう児童生徒たちに求める。
4.12 (0.85)

16 21 v16 授業6 入る 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、とりあえず工作の出

来映えをほめる。
1.89 (0.99)

17 30 v17 共有 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、近寄ってしばらく作

業を注視する。
2.69 (1.23)

18 28 v18 取る 学級会の最中、机の上で紙工作をしている児童生徒を見つけたら、すぐにやめなさいと

指示する。
4.22 (0.92)

19 27 v19
授業7 入る 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、「あれ？　ルール変わったぞ」と言いながらゲーム

を続行させる。

2.17 (1.06)

20 34 v20 共有 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、積極的にその遊び方をまねてみる。
1.83 (0.96)

21 25 v21
取る 学級活動で児童生徒といっしょにレクレーションゲームをしている最中、児童生徒たち

がルールと違う遊び方を始めたら、一度ゲームを中断して元のルールに従うよう求め

る。

3.90 (0.98)

22 33 v22 係活動 入る 係活動の時間に児童生徒が二人、自分の知っているボードゲーム（将棋・オセロゲーム

など）をやっていたら、話しかけて指し手を提案する。
1.40 (0.70)

23 36 v23 共有 係活動の時間に児童生徒が二人ボードゲーム（将棋・オセロゲームなど）をやっていた

ら、近寄ってしばらく対局を観戦する。
1.71 (0.95)

24 22 v24 取る 係活動の時間に児童生徒が二人ボードゲーム（将棋・オセロゲームなど）をやっていた

ら、すぐに係活動に戻るよう求める。
4.66 (0.69)

25 29 v25 清掃活動 入る 清掃中に児童生徒が二人キャッチボールをしていたら、「ピッチャー交代、○○くん（児

童生徒）から××くん（教師）」と介入してみる。
1.67 (0.97)

26 26 v26 共有 児童生徒が二人清掃中にキャッチボールをしているのを見つけたら、野球に関連する話

題を探して話しかける。
1.61 (0.87)

27 38 v27 取る 清掃中に児童生徒が二人キャッチボールをしているのを見つけたら、ただちに「掃除を

しなさい」と言う。
4.23 (0.91)

28 2 v28 休み時間1 入る 休み時間に児童生徒が雑談しているところに自分も後から参加できる。 4.15 (0.89)

29 12 v29 共有 休み時間に自分のよく知っている話題について児童生徒が雑談している時、話に参加せ

ずに、すぐそばで聞き続けられる。
3.64 (1.00)

30 14 v30 取る 休み時間に児童生徒と雑談中、自分から話題を変えることができる。 3.90 (0.96)
31 8 v31 休み時間2 入る 休み時間に児童生徒の間で口論が起こったら、自分が双方の言い分の聞き役になる。 4.13 (0.89)
32 6 v32 共有 休み時間に児童生徒の間で口論が起こっても、すぐ介入せずにしばらく観察する。 3.54 (1.13)
33 11 v33 取る 休み時間に児童生徒の間で起こった口論は、すぐにとめる。 3.01 (1.08)

34 31 v34 休み時間3 入る 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、その掲示物と児童生徒の間に割り込んでみる。
2.11 (1.11)

35 23 v35 共有 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、室内に入って同じ掲示物を見る。
2.71 (1.32)

36 35 v36 取る 受け持ちの児童生徒が、休み時間に無人になっているよその学級に入って掲示物をなが

めているのを見つけたら、とりあえず部屋から出す。
3.62 (1.22)

37 1 ダミー 教室が騒然とした時は、静かになるまで黙っている。

38 10 教室が騒然としても、一瞬で自分に注目を集められる。
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表 3-2 教育場面における自己効力感に関する質問と各項目の平均･標準偏差（全世代）※ 

※R は反転項目を示す。 

 

 

表 3-3 各尺度の構成概念間相関行列と各構成概念の平均･標準偏差（全世代） 

（２）考察 

 以上により、課題非従事行動の対処法としては、全般的に「取る」が優勢であり、経験

年数が長く、自己効力感が高い教師ほど、「取る」を採用する傾向の存在が示唆された。

第２章でも言及したように、初任者・新規採用者においては、フォーカスを直接｢取る｣こ

とと「効力信念」との間に弱い相関関係が認められ、「自らの力によって児童・生徒の成

長をうながすことができる」と自負している教師ほど「叱ってばかり」「注意してばかり」

になる可能性が示唆された。本章の結果は、この知見と整合する。第２章での指摘が全世

代にわたって妥当する可能性が示唆された。 

 また、「共有」と「入る」の間に強い正の相関関係が認められたことから、「共有」と 

f 1 年齢 1.00
f2 経験年数 0.91 1.00
f3 入る -0.14 -0.14 1.00
f4 共有 -0.14 -0.16 0.71 1.00
f5 取る 0.18 0.21 -0.40 -0.58 1.00
f6 行動の積極性・持続性 0.07 0.10 -0.13 -0.16 0.27 1.00
f7 効力信念 -0.08 -0.04 0.01 -0.06 0.18 0.40 1.00
f8 一般的な統制信念 0.06 0.07 -0.08 -0.17 0.16 0.27 0.50 1.00
f 9 目標志向性 -0.12 -0.11 -0.02 -0.01 0.15 0.57 0.43 0.23 1.00

f 10 達成不安 -0.29 -0.32 0.19 0.18 -0.15 -0.36 -0.20 -0.29 -0.05 1.00

平　均 3.81 17.63 29.67 30.91 45.41 15.75 9.75 18.79 12.53 11.71

標準偏差 1.17 11.75 5.34 6.26 5.86 2.27 2.25 2.94 1.76 3.22

No. 項目内容 平均 （標準偏差）

3 v 1 行動の積極性・持続性 うまくゆくかわからない学校の課題でも，積極的に取り組んでいる。 3.80 (0.79)
19 v2 すぐに結果の出ない学校の課題であっても，ねばり強く取り組んでいる。 3.88 (0.75)
12 v3 学習指導や生活指導で失敗しても，次からもっとがんばって取り組むようにしている。 4.17 (0.65)
17 v4 学校の教育活動の中で，面倒なことはできるだけ避けている。 R 2.10 (0.86)

4 v5 効力信念 自分が本気になって取り組めば，深刻な問題行動をとる児童生徒でも指導できると信じ

ている。
3.44 (0.97)

9 v6 自分は，児童生徒の人生を左右するような影響を与えられると信じている。 2.99 (0.99)

16 v7 自分が一生懸命やれば，たいていの児童生徒の学習意欲を高めることができると信じて

いる。
3.31 (0.91)

2 v8 一般的な統制信念 児童生徒の学力は大部分家庭環境に左右されるので，教師にできることは限られている

と思う。
R 2.99 (1.04)

7 v9 児童生徒が人間的に成長したとき，教師が努力したからだと思う。 3.05 (0.87)

8 v10 学校で児童生徒に与える影響は，家庭における影響と比べると微々たるものであると思

う。
R 2.67 (1.02)

13 v11 児童生徒の成績がよくなったとき，それは教師の教え方が功を奏したからだと思う。 3.11 (0.81)
14 v12 家庭でしつけられていない児童生徒には学校のしつけもほとんど効き目がないと思う。 R 2.82 (1.03)
15 v13 児童生徒がよくない行動を改めたとき，それは教師の指導がよかったからだと思う。 3.12 (0.71)

1 v14 目標志向性 指導が難しい児童生徒と関わることは，自己の教師としての資質を高めるよい機会にな

ると思う。
4.04 (0.86)

6 v15 授業改善に取り組むことは，自分の視野を広げるよい機会になると思う。 4.57 (0.59)
20 v16 どのような学校の職務であっても，それは自分の資質形成につながると思う。 3.92 (0.91)

5 v17 達成不安 生活指導を行うとき，かえって事態を悪化させないか心配である。 R 2.78 (1.17)
10 v18 教育活動に関する小さな失敗でも気にする方である。 R 3.28 (1.08)
11 v19 児童生徒の学力を高めることができるかどうか，不安である。 R 2.88 (1.09)
18 v20 学校で何か課題が与えられたとき，それが自分にできるかどうかとても不安になる。 R 2.77 (1.08)



「入る」を教育言説上一まとまりの概念として扱いうる可能性が示唆された。山田は「共

有」と「入る」を特に区別する必要がない文脈において、両者を「フォーカスに応じる」

と総称している（山田 ）が、本調査の結果はこの総称に一定の実証的根拠を与え,2012;88

るものである。

一方 「共有 「入る」に関しては、自己効力感との間に明確な相関関係は認められな、 」

かった。ただし 「達成不安」が「共有 「入る」両者との間で相関係数 ～ を示、 」 r=.18 .19

している 「共有」と「入る」の間に強い相関関係が認められることをふまえると、その。

両者との間で相対的に高い相関係数を示した「達成不安」が、自己効力感の他の つの下4

位概念に比べて「共有 「入る」を選好する傾向に寄与している可能性は無視できない。」

しかも 「達成不安」を強く抱えている（失敗を恐れ自信が持てない）教師が課題非従事、

行動への不作為･迎合として「共有 「入る」を選好する、という図式は常識的に考えて」

も首肯しやすい。そこで以下にこの点に着目して考察を行う。

「達成不安」と年齢・経験年数との間に絶対値で ～ の弱い相関関係が認めらr=.29 .32

れる（経験を積むほどに失敗を恐れなくなる）ことをあわせてみるとき 「共有 「入る」、 」

が「経験を積んでも失敗を恐れ自信が持てない」という、教師として非典型的な、悩み多

、 。いライフコースを歩んでいる教師によって選好されている という可能性が浮かび上がる

このことは、課題非従事行動への対処法をめぐる実践と研究に何を示唆するのだろうか。

積極性を欠き、失敗を恐れる教師が課題非従事行動に対してフォーカスを「共有」する

とき、それが不作為としての性格を帯びていることは否定しがたい。また 「入る」を採、

用するとき、それが課題非従事行動の主である児童・生徒への迎合である可能性も否定で

きない。不作為・迎合として「共有 「入る」を採用する場合、それが課題非従事行動の」

制止に至らない可能性は無視できない。そして、そのことにより教師が達成不安をより強

めてゆく、という悪循環も懸念される。その悪循環の行き着く先には当人のバーンアウト

さえ待ち受けている 「共有 「入る」は、課題非従事行動を追認して授業を迷走させる。 」

ことと紙一重であり、これらを多用することが教師の力量に直接的に寄与するとは限らな

いからである。

しかし、自信のなさ故にやむを得ずとはいえ、彼らがすでに「共有 「入る」という対」

処法をとる習慣を形成していることは、それらを課題非従事行動への対処法として洗練す

ることで彼らの力量を向上させうることを示唆している。彼らはすでに「共有 「入る」」

ができるのであり、課題となるのはそれを課題非従事行動の終息につなげることである。

－ 36 －



また、消去法的に考えても、達成不安を抱えて「共有 「入る」を多用している教師に」

性急に「取る」ことを求め、そのために必要な教授行動を強要することで彼らの力量を向

上させようとしても、成功しない可能性が高い。というのも、課題非従事行動への対処法

として最も常識的で広く普及しているのが 取る である以上 達成不安から 共有 入「 」 、 「 」「

る」を選好する教師たちもかつては「取る」を試みたことがあり、それが不成功に終わっ

てきた経験が彼らの達成不安をもたらしていると考えるのが常識的だからである。本調査

の対象としていないが、身長（小柄である 、声質（声がか細い、または甲高い 、表情） ）

（柔和で威圧感が小さい）といった身体的特徴が「取る」の成否にかかわっている可能性

もあり、こうした「取る」際に有利とはいえない身体的特徴を有する教師に「取る」を無

理強いすれば、教師自身の心身の健康を損なったり、自己目的化した「毅然とした」態度

によって児童・生徒との関係を悪化させたりすることが懸念される。実際、筆者の周囲に

も、年長の同僚教師から児童・生徒に対して威圧的な態度をとるよう強く指導され、みず

からの身体的特徴とのギャップに悩む教師は少なくない。中には休職に至った教師さえい

る。

そこで、たとえ発端は不作為や迎合であったとしても、達成不安から「共有 「入る」」

を多用する傾向にある教師を「取る」ができない教師としてみるのではなく、すでに「共

有 「入る」ができる教師、ととらえ直し、彼らの課題を 「共有 「入る」から「取る」」 、 」

への転換ではなく 「共有 「入る」が課題非従事行動の追認ではなく制止に至るように、 」

紙一重の境をわたってゆくことに見いだしてゆくことで、彼ら達成不安に悩む教師に活路

を見いだすことができる。経験的に見れば 「共有 「入る」は、統率力のあるベテラン、 」

教師が用いているほか、それができるようになることが若手から中堅への成長を自覚する

目安になることもある方法である。また、アルバイトの塾講師やボランティアのキャンプ

引率者の中にも使いこなせる人は少なくない。筆者の見聞する範囲でも、寡黙な学生、小

柄な若手教師といった 「取る」には性格、体格の面で課題の多い人が「共有 「入る」、 」

によって課題非従事行動の制止に成功している例がある。不作為・迎合から「共有 「入」

る」を多用している教師を 「取る」ができないと見なすのではなく、不十分ながら「共、

有 「入る」ができる、ととらえ直すことで、彼らが力量を向上させるためのバイパスが」

開かれるのである。それは、小兵力士やリーチの短いボクサーが、その身体的特徴ゆえの

不利を克服するために、定跡にはないが反則ではない奇策を懸命に考案するのにも似てい

る。
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（３）教師教育プログラムへの示唆

では 「共有 「入る」が課題非従事行動の制止に至るか否かの分かれ目とは何か。山、 」

田はこの分かれ目となる技術を、比喩的に「時間を割って使う 「ノっておいておりる」」

と表現している(山田 。要は、唐突な話題の転換である。,2012;93）

具体例として、第２章でも言及した私語終息の場面を再掲する。

：<教室に入ってきて>すいませんC

：いいえー、ご苦労様でしたT

： ）だけ↑ （ ）もやんの↑C （

：<< >>まあー、ちょっと見てね、今ー、お前さんたち帰って来るの待ってるために、T 2

ボケーとしててもしょうがないから、読んでたら↑っつって開いたの

<<ざわめき 秒>>6

： ）国語↑C （

：もう１回やろう<< >>だいたいできた↑、できたの↑T 3

<<ざわめき 秒>>7

：赤組ね、んーとね、おー、声が小さすぎた＝C

：＝赤組、声が小ちゃい［の↑＝T

： ［団長もうちょっと自信もてばいけるかもしんないC

：＝あ、○○、○○ー！ 昼休み［ ）C （

： ［ だって ３人しか歌ってなかったんだもんC

<<ざわめき 秒>>4

：こっちは元気なの↑T

：元気、けっこう聞こえるなC

：そうか、じゃやっぱり○○がやりゃよかった、悪いなー ［くじでやろうなんて言うT 、

からいけないんだ

： ［いや、じゃんけん［だけC

どー＝

： ［おれC

のせいかよーははは
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：＝え、じゃんけん＝C

：＝はい、始めます<<ざわめき４秒>>プランをいくつか、いくつかっていうか二つプラT

ンを持ってきました

教師が児童の雑談のテーマとなっている運動会の応援練習の話題に「入る」結果、雑談

の主力ともいうべき、声高に雑談に興じる複数の児童がその話題に参加し始める。他の児

童はこの雑談を聞いているか、小さな声で散発的に話すかしているだけなので、この一団

の雑談を制止すれば、教室全体がほぼ静粛になる。一方、雑談の参加者が増えたことで、

、 。「 、雑談は教師と児童の間でのやりとりから 児童間のやりとりへと変化しつつある いや

じゃんけんだけどー」と「え、じゃんけん」という二つの発話がインターバルなしに発せ

られているところに端的にそのことが現れている。このまま放置すれば、この二つの発話

、 。の主である二人の児童の間で会話が始まってしまい 教師は雑談の輪からはずれかねない

そうなれば雑談を制止するための行動は一からやり直しである。教師は雑談を長引かせた

だけで終わってしまう。

そうならないために、教師は 「いや、じゃんけんだけどー 「え、じゃんけん」とい、 」

う二つの発話の直後、間髪を入れずに「はい、始めます」と授業開始を宣言している。教

師が単に雑談に参加していただけではなく、授業開始のタイミングをはかっていたことが

ここからうかがえる。しかも、これ以上待ったら教師抜きで雑談が始まってしまうギリギ

リのところでの授業開始の宣言である。このように、授業の本筋を常に念頭に置き、タイ

ミングをはかって唐突に話題を転換することが「時間を割って使う」である。特に、ここ

で言及した例のように、教師みずから話題を提供しておきながら「割って使う」ことで話

題を転換することを 山田は ノっておいておりる と表現している 山田 共、 「 」 （ ）。「,2012;93

有 「入る」を習慣的に多用している教師が、その習慣を活用して課題非従事行動を制止」

できるかどうかの分かれ目の一つは、この唐突な話題の転換ができるかどうかである。

、 、 「 」かくして 達成不安を抱えた教師の活路という 質問紙調査の結果見いだされた 共有

「 」 、 、入る の活用方法をめぐっては 唐突な話題の転換がトレーニングによって上達可能か

という課題が焦点化されることになる。

文献

『 「 」 』 ．・山田雅彦 授業成立の基礎技術－ 教壇芸人 への道－ 東京学芸大学出版会2012
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第４章

課題非従事行動への対処力を高める具体的なプログラム

山田雅彦

１ 「共有 「入る」の意義を知るための活動． 」

第２章で見いだされた課題は 「自らの力によって児童・生徒の成長をうながすことが、

できる」と自負している若手教師に、課題非従事行動への対処法のバリエーションとして

「共有 「入る」の存在を知ってもらうことであった。」

「取る」より「共有 「入る」のほうがより有効である場面を疑似体験してもらうため」

に有効なレッスンの一つに 「前の人より目立つ（仮称 」というものがある。即興劇か、 ）

ら生まれたレッスンであるが、言葉を発しなくても可能なため、即興劇に不慣れな参加者

が多くても成立しやすい活動である。

筆者が担当する授業科目「学習指導論特講」にて、学部学生を対象として実施する際の

活動の概要は以下の通りである。

（１）会場の一部（教室の前方であることが多い）を「舞台」に設定する。

（２）参加者全員に「これから一人ずつ舞台に出ていって、すでに舞台にいるすべての人

以上に目立ってください」と指示する。その際、①すでに舞台にいる人の位置や姿勢を

変えないこと、②舞台に登場した時点でのポーズや動きは最後の人が登場するまで続け

ること、という条件をつける。登場順は決めず、アイデアを思いついた人から舞台に出

ることにする。

（３）全員が舞台に出るまでの様子を録画し、活動終了後に全員で視聴する。視聴するの

は（４）以降の後半の活動が終了した後であることが多い。

４ フォーカスを共有する フォーカスに入る という概念について講義した後 目（ ）「 」「 」 、「

立ってください」に代えて「すでに舞台にいる人たちを観客の視点から見てどこにフォ

ーカスがあるかを判断し、そのフォーカスを共有するかフォーカスに入るかしてみる」

よう指示し、同じ活動を繰り返す。その際、付随する二条件は同じであることを確認す

る。
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（５）前半と同様にアイデアを思いついた人から舞台に出る。登場順は前半と同じである

必要はない。

（６）前半と同様に録画し、終了後に視聴する。

この活動でいう「すでに舞台にいるすべての人以上に目立つ」ことが、フォーカスを直

接「取る」ことである。この指示に従って行われる前半の活動では、参加者のとる行動は

おおむね三つのタイプに分けられる。①前の人より客席（会場の「舞台」以外の場所）に

近い位置（または椅子を持ち込むなどして前の人より高い位置）に立つ、②前の人より奇

抜なポーズや激しい動きをする、③前の人より大きな声を出す、の三つである。当然のこ

とながら、舞台への登場が遅れれば遅れるほど奇抜なアイデアが求められる。最終的に、

舞台上はそれぞれバラバラなポーズをとり、散発的に乱雑な動きをする（徐々に疲れてく

るので動きが不正確になり、しかも連続することができなくなる）人物によって埋め尽く

されることになる。図 はこのようにして生まれうるシーンの一例である。登場人物②4-1

③④はそれぞれそれまでの登場人物より前に立とうとして客席に近寄り、それぞれのポー

ズは徐々に奇抜に（従って本人にとっては維持しにくく）なっている。⑤はもはや前に立

つ場所がなくなったため、舞台上に客席の椅子を持ち出してその上に立ち、⑥は⑤に負け

じと舞台上で飛び跳ねている。これが、児童の課題非従事行動に対して教師が強引にフォ

ーカスを取りに行った際の状況の擬似的な再現である。参加者のアクションの大きさに比

してコストパフォーマンスはきわめて低い。

より具体的な例でいえば、耳障りな音量で私語が続いている状況を何とかしようと、教

師が徐々に話の音量を上げてゆくケースなどがこれに近い。私語をしている側は教師の声

が耳障りになるのでさらに音量を上げ、教師がさらに音量を上げ、というように私語を制

止する上では逆効果に終わることがある。また、グループごとの話し合いを終わらせよう

として「はい、一回静かにしましょう｣などと大声で教師への注目を求めることもこれに

該当する。教師がよほど野太い大声を出さなければ、教師の声は喧噪の一部になってしま

って大半の児童・生徒に聞き取ってもらえない。ややマクロな視点から見るならば、授業

に工夫を凝らして児童・生徒の注目を集める努力も、ともすればこれに類似するトラブル

に直面する。児童・生徒が教師の工夫に飽きてしまうと、教師は工夫の内容をエスカレー

トさせざるを得ず、やがて導入部がアトラクション化して授業の本題に入ることが難しく

なるのである。学習ゲームを導入した授業で、ゲームへの関心は高いがゲームから本題へ
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の移行が難しくなる、といったケースがこれに該当する。フォーカスを直接「取る」試み

は、児童・生徒とのシーソーゲームになりかねないのである。

図4-1 「前の人より目立つ」(1) フォーカスを直接「取る」場合

これに対して 「共有 「入る」という対処法を知った上で行われる後半の活動では、、 」

参加者が舞台上のシーンをよく観察するようになる。そして、すでに生まれているフォー

カス、たとえば誰かの（動かしている）手や、指さしている方向、複数の人の間に生まれ

た空間などを見つけて、そこにかかわってゆこうとする。図 がそのようにして生まれ4-2

。 、 、うるシーンの一例である ②は①と手をつなぎ ③は①と②を列に見立てて引率者に扮し
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図4-2 「他人より目立つ」(2) 「共有」「入る」で対処する場合

④は引率者の進行方向に立ち ⑤はこの一行を傍らで見物する人に扮し ⑥はこの一行 あ、 、 （

るいは④）を遠くから指さしている。時には後から生かされることなく終わる袋小路のよ

うなアイデアもあるが、多少の袋小路を残しつつも、全員で一つのテーマを表現したかの

ような一体感が舞台上に生まれる。少なくとも、一つのテーマを表現した数人のグループ

がいくつか舞台上に生まれる。そして、そのグループに後から参加した人は、後から参加

したというだけでそれ以前の人よりも目立つ。各人のアクションはしばしば前半より控え

めですむ。それまでのフォーカスと対立して相手よりも目立とうとするよりも、それまで
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のフォーカスを受け入れてそれに「応じ」てゆく方が、結果的に最小限の労力でフォーカ

スを「取る」ことにつながりやすいのである。

授業では、この活動の後、児童・生徒の注目しているものに教師も注目する、彼らの視

線の先に立つ、その注目の対象に関して新たに話題を提供する、といった、授業中に実際

に行われうる「共有 「入る」の例を示してその日の講義を終えることが多い。」

この活動の効果を示すために、受講者の受講後のコメントを以下に引用する。いずれも

教員養成大学の学部３年生であり、教育実習は未経験である。

総じて 「取る」が不毛である場面が存在することへの気づきが表明されている。、

活動の一回目を思い返してみると、授業で学習した「フォーカスが割れる」の状態の

極致だったと感じる。その状態にはまさに状況により強い状況で対応しようとして「静

かにしてください」と叫ぶ教師と重なるものが見えた。

始めに出た人から周り（お客さん）のフォーカスを奪うためには、前の人よりも大き

く動く、大きな声を出すという方法が考えられるが、最後の一人がステージに上がる頃

には、そこはもう動物園状態で、結局どこを見ていいのかわからなくなっていたように

感じる。教室で楽しくなりすぎた生徒児童の様子と似ていて、こうなってしまうと、教

師が「静かにー！！」と大きな声を出しても混ざり合うだけで、効果があまりないとい

うことがわかった。

自然に、フォーカスを利用しない活動の不合理さに思い至らせるよい活動だと思いま

した。自身の授業時の行動がどのようになっているのか、観念的にとらえるには最適か

も知れません。

また、授業中のフォーカスが割れないように配慮することでそのような不毛な制止を回

避することの重要さにも言及されている。

授業をすることに必要なのが、フォーカスの主導権を握るということだと思った。教

師にフォーカスが向いているかが重要ではなく、授業中にフォーカスが向くモノを教師

が把握していることが大事なのだろう。
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授業で大切なのは、フォーカスを割らないことなのかもしれない。授業中に雪が降っ

、 、 。てきたときに 無理やり授業に集中させては 授業におけるフォーカスが割れてしまう

フォーカスを割ってしまっては、教室という空間に歪みが生まれてしまうだろう。

より直接的に 「共有 「入る」の有効性に言及している受講者もいる。、 」

、 、ただ前の人より目立とうとするのではなく前の人を生かして介入する 言い換えれば

環境に合わせて何かを表現することによって楽にフォーカスを集めることができるのだ

なということを感じた。これは授業においても応用できることであると思う。

ただし 「共有 「入る」が授業中にはどのような言動によって可能なのか、という点、 」

については、教育実習前であるためか、受講者から具体的な指摘はない 「共有 「入る」。 」

の具体的なあり方を今後の学習課題の一つとして挙げる受講者がいるにとどまった。

前の人よりも目立つゲーム。あのゲーム自体はどんな目立ち方でもよかったが、実際

に教壇に立った場合、教師に認められる目立ち方は限られてくる。そのとき教師はどう

するのか…ということを考えさせる内容だった。

児童のその時々のフォーカスを的確に把握し、指導案にとらわれず、状況に応じて機

敏に対応できるようになりたい。

ついていって面白いものが生まれるというのはこういうことか、と実感した。だが児

童の場合は、ついて行きすぎると戻ってこれなくなることもあると思うので、その加減

が重要だと思った。

なお、ここで受講者から表明されている危惧「ついて行きすぎると戻ってこれなくなる

こともあると思うので、その加減が重要｣は、第３章の質問紙調査の結果明らかになった

課題に直結する。授業で児童・生徒のフォーカスに対して「共有 「入る」を行えば、そ」

れまでのフォーカスを認めるあまり、課題非従事行動を制止できず、授業をかえって混乱
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させてしまうのではないかという危惧である。それは、第２章の末尾で指摘した 「 共、「

有 「入る」といった統制行動には課題非従事行動への迎合、ひいては授業の迷走という」

リスクが伴っており･･･単に「共有 「入る」といった手法のみを教えることには、授業」

不成立の頻発という重大なリスクが伴いうる」という危惧にも共通する。

２．唐突な話題転換のための活動

（１）話題転換の条件

第３章で見いだされた本研究の課題は、失敗を恐れ、おそらくはそれゆえの不作為・迎

合によって「共有 「入る」を採用している教師に、チャンスを見つけて一気に流れを授」

業に引き戻すための「唐突な話題転換」を習慣化してもらうことであった。これは 「自、

らの力によって児童・生徒の成長をうながすことができる」と自負して「取る」を多用す

る若手教師に「共有 「入る」を教える際にも重要な課題である。」

唐突な話題転換には、少なくとも①「ここで本題に戻る」という判断、②判断した瞬間

に発声する動作、③発声の内容という三者がかかわる。このうち、③の内容はさしあたり

「始めます」や「戻ります」などとと宣言するのを基本としてよい。場面ごとに当意即妙

のフレーズを考えようとすると、発声のタイミングを逃すリスクが高まるからである。日

常生活でも、本題に戻る際の常套句を持っている人も少なくない 「それはさておき」や。

「 それは）おいといて 、英語圏であれば“ ”といったようにである。その常套（ 」 anyway

句を発する際の口調や表情など、非言語コミュニケーションの問題は残っているが、これ

らは教師を志す以前から身についてしまった習慣にもとづいており、一朝一夕に改善でき

るものではないのでひとまず考察の対象から除外する。

①の「判断」は経験による錬磨に頼らざるを得ないところもあり、具体的な学級の状況

を人為的に再現することが困難であるため、これを向上させるプログラムの開発も一朝一

夕には見込めない。ただし 「判断」の根拠は話の内容であるよりも当事者の呼吸である、

ことは銘記に値する。課題非従事行動の内容を円満に終息させたり、授業の本題へと誘導

したりすることは試みない方が賢明である。そのような努力は、むしろ終息までの時間を

長引かせることになる。強引な誘導を児童・生徒に見破られて野次を飛ばされることさえ

ある。むしろ、課題非従事行動がやや終息に向かっているかに思えたとき、もう少し待て

ばさらに終息に向かうのか、それともこれ以上待てばかえって課題非従事行動が再燃する

可能性が高いのか、をこそ判断するのである。あるいは、一向に終息の目処が立たないか

－ 46 －



にみえる課題非従事行動の 「ここしかない」という一瞬の切れ間を判断するのである。、

その切れ間は話し手の呼吸と深く関連している。雑談であれば、主な話し手が勢い込ん

で話して息を吐ききった瞬間や、新たに話し始めようと息を吸う瞬間が、こちらが話し始

めるチャンスである。かつてザ・ビートルズの前座として演奏した経験のあるいかりや長

介は、その時の司会者が絶叫する観客の呼吸の間をよんで絶妙なタイミングでアナウンス

をしたと、以下のように述懐している。

さすがはプロの司会者、観客が「キャーッ」と歓声をあげていても、いつかは息をしな

ければならない。ほんの一瞬、武道館が静かになったごくごくわずかな瞬間に「ザ・ド

（いかリフターズ！」とやったので、みんなにハッキリ聞こえたし、きれいにハマった

。りや,2003;93-94）

（２）発声のタイミングをはかる活動

このように他人の呼吸に敏感になる上で有効な活動に 「他人のリズムで呼吸する（仮、

称 」というものがある。元々は医療関係者（主に長期入院児童の 向上を目指す人） QOL

々）の間で、患者の病状や気分を察する訓練の一環として実施されているようである。あ

えて他人のリズムで呼吸してみること、そのために相手のからだをよく観察して息を吸っ

たり吐いたりする際のからだの微細な動きを察知することを繰り返すことで、呼吸や動作

の変化点に気を配る習慣を形成できる可能性がある。成果が上がるまでには長期にわたる

反復が必要となる可能性があるが、極端に言えば教室でも職員室でも家庭でも、自分以外

の人がいる場所でなら実践できるレッスンであり、長期的に続けるための物理的制約は小

さい。筆者はこれまでこの活動を、各種ワークショップの終了時に、それまでの活発な身

体運動を伴う活動とその後の講義との区切りとして実施してきたが、課題非従事行動の制

止に関してより重要な意味を持ちうる活動である。

また、唐突な話題転換に関しては、判断してから発声するまでの時間の短縮を可能にす

。 、 「 」る活動をすでに開発している この活動は単純な発声練習の反復で 仮称を 天突き発声

という 「エイエイオー！」と鬨の声を上げる動作をヒントに考案したものである。以下。

に一連の動作を解説する。

①足を肩幅に開き、両腕を体側に垂らして立つ。(写真 左）4-1
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②「えーい」と発声しながら両拳を空に向かって突き上げる。この時、息を吸い込まず、

肺の中にある空気だけで大きな声を出す。(写真 中)4-1

③発声が終わると、ヒジとヒザの関節を脱力させて上体を落下させる(写真 右 。ヒザ4-1 ）

は脱力するのであって曲げるのではない。かかとが浮いたり背中が傾いたりしたら曲げ

すぎである（写真 。この時息を吸うことになるが、意識して吸い込まず、空気が4-2）

体内に入るにまかせる。

④②③を繰り返す 「立ったまま平泳ぎの練習をする」つもりでリズミカルに動く。。

⑤おおむね 回繰り返したところで①の姿勢に戻る。3

本研究の文脈において、この活動の最大のポイントは、②のいきなり息を吐いて発声す

る、という点にある。通常、人は大声を出そうとするとまず息を吸うものであるが、相手

の呼吸の切れ間をとらえて発声しようとする際、息を吸っている間にチャンスを逃すこと

があり得る。そこで、肺の中にある空気だけで大声を出せるように練習するのである。繰

り返すうちに「吐く」と「吸う」の順序が曖昧にならないよう、反復はおおむね３回まで

とし、①の基本姿勢に戻ることを徹底している。発声が「えーい」なのは鬨の声を模した

ものであるが、活動を見学した数人の俳優から、一般的な「あー」という発声練習よりも

声帯を痛めにくいのではないかとのコメントを頂戴している。

なお、動作の反復は 「吐く」と「吸う」の順序を曖昧にしてしまう反面、立っている、

ときの姿勢を調整する効果がある。授業中に児童・生徒への声かけをためらう教師は、往

々にしてかかとに体重をのせて立っている（写真 。そのような教師はしばしば腕組4-3）

みをしているが、胸の前で組んだ腕をカウンターウェイトにしないと後方に倒れてしまい

かねないほど重心が後方に偏っているのである。この姿勢で大きな声を即座に出すのは難

しい。まず重心の位置を変えなければ大声が出せないのである。そして、かかとに体重を

かけていると 「天突き発声」に含まれている緩やかなヒザ屈伸の反復がしにくい。反復、

4-1の過程で自ずから重心を土踏まず付近にかけるよう姿勢を修正することになる（写真

左 。かくして、いつでも大声が出せる姿勢で立ち、いきなり大声を出す習慣の形成を促）

すのである。
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写真4-1 「天突き発声（仮称）」の連続写真

写真4-3 かかとに重心が偏った立位写真4-2 「天突き発声（仮称）」にあり

がちな間違い（ヒザの曲げすぎ）

－ 49 －



この「天突き発声」は、従来は主に、人前で話す際の準備運動として行ってきた。発声

に際して拳を突き上げるのは、緊張した人はヒジが伸ばせなくなる、という経験的な知見

にもとづき、逆にヒジ関節を伸ばすことで人前で話す緊張の緩和をはかるためでもある。

立ったまま平泳ぎをするような滑稽な動きも、その滑稽さゆえの笑いを誘うことで緊張の

緩和を図るものである。とっさに大声が出せる身がまえを習慣化する、という効果につい

ては、副次的なものとして解説するのみであった。

しかし、唐突な話題転換の重要性が明らかとなった現時点では、いきなり大声を出すこ

とができる身がまえを習慣化することに、より重要な意義を見いだすことができる。しか

も、前述の「他人のリズムで呼吸する（仮称 」同様、特別な場所も器具も必要なく、思）

いついたときに一人で実践可能である 「共有 「入る」というフォーカスへの対処法を。 」

より有効なものとするために、さしあたってはこの発声練習の普及が求められる。

文献

・いかりや長介 『だめだこりゃ』新潮文庫．2003

撮影協力

三村亜都沙（東京学芸大学）
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第５章

試行プログラム「学習指導論特講」受講者への質問紙調査にみる

プログラム実施時の留意点

山田雅彦

１．研究の方法

教師教育プログラムに「共有 「入る」を可能にするための活動を盛り込むとして、そ」

の実施時期はいつ頃が適切か。効力信念の強い教師ほど毅然として学習規律の確立を求め

る（フォーカスを直接「取る ）傾向が初任期から見られることをふまえるなら、プログ」

ラムの実施は大学での教員養成課程、遅くとも初任者研修であることが必要である。今後

「フォーカスに応じる技術」の重要性が広く認知され、その向上プログラムがさらに拡充

され、普及すれば、それらが現在の教員養成課程に追加されることも期待できる。しかし

その一方で、学部学生や若手教師にとっては、授業案の作成をはじめとする通常の授業技

術を習得することが喫緊の課題である。フォーカスに応じる技術を向上させるプログラム

は、受講者である学生や若手教師にどのように受け取られるのか。そのプログラムの効果

を最大限発揮させるためにどのような配慮が必要なのか。このことについて、試行プログ

ラムを受講した教員養成大学の学部３年生を対象とする質問紙調査によって追究した。

対象： 年度の「学習指導論特講」履修者のうち、単位取得者 名に質問紙への回答2012 12

を求めた。回答者は７名（回収率 ％）であった。質問紙はインターネットのメール58.3

フォーム形式とした。手書きよりもメールフォーム（キーボードからの入力）のほうが自

由記述欄の字数が増えることが見込めるためである。

プログラムの受講は教育実習の前であり、質問紙への回答は教育実習を経験した後であ

る。

「 、 。質問項目： 以下に 学習指導論特講の各回の講義・活動につけたタイトルを列挙します

各自の教育実習を振り返って、各回の講義・活動の内容が教育実習中に役に立ったと思う

かどうか答えてください 」と指示し、各タイトルごとに「教育実習中に役に立ったか」。

（「 「 」） 。 、を４件尺度 ４ 役に立った｣－ １ 役に立たなかった での回答を求めた あわせて
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「上記の項目のいずれかで「役に立った 「どちらかといえば役に立った」と回答した人」

は、どのような講義・活動内容が、どのような場面で役に立ったのか教えてください 」。

「上記の項目にかかわらず、学習指導論特講と教育実習の関係について思うこと、感じる

ことがあれば教えてください 」と、自由記述を求めた。回答は必要に応じて授業直後の。

コメントと照合するため記名式とした。

列挙したタイトルは、授業時の板書にならって下記の通りとした。

①鵜呑みにする主体性 ②ペースに巻きこむ ③言葉を手渡す ④言葉を惜しむ ⑤サ

イレントの力 ⑥エレベータートーク ⑦リズムとメロディ ⑧ついてゆく ⑨人の身

になる ⑩フォーカスの取り合い ⑪フォーカスに入って意味を変える ⑫反抗は受け入

れるとゼロになる

これらのうち、③～⑦が教室の静粛、児童・生徒の従順が保たれている状況下で授業を

進行するための授業技術（以下「伝える技術 ）に関する回、⑧～⑫が課題非従事行動が」

顕在化してそれへの対応が教師の課題になる場面を想定した授業技術に関する回である。

フォーカスの「共有 「入る」はもっぱらこの⑧～⑫の回に扱っている。たとえば第４章」

で言及した「前の人より目立つ（仮称 」は「⑩フォーカスの取り合い」で 「相手のリ） 、

（ ）」 「 」 。 、「 （ ）」ズムで呼吸する 仮称 は ⑧ついてゆく で実施した ただし 天突き発声 仮称

は「④言葉を惜しむ」の準備体操として実施した。この⑧～⑫回で主題となった「共有」

入る に関連する一連の技術を 両者を フォーカスに応じる と総称した山田 )「 」 、 「 」 （2012

にならって本章では「応じる技術」と呼ぶことにする。

分析方法：各回の内容が部分的に重複し、時には前後編のような構成になっていること、

ある回の講義や活動の内容に関する理解が別の回の講義や活動を通じて深められる可能性

があることを考慮して、回答を各回ごとにではなく 「伝える技術」と「応じる技術｣と、

いう二つのグループに分けて集計した。

２．結果

「伝える技術 「応じる技術」のそれぞれについて 「役に立った 「どちらかといえば」 、 」

役に立った」という回答数と、それが回答数全体に占める比率を表 に示した。講義・5-1

活動の内容が「役に立った 「どちらかといえば役に立った」という回答が全回答に対し」
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て占める比率は、伝える技術ではそれぞれ ％、 ％（合計 ％ 、応じる技54.29 25.71 80.00 ）

術ではそれぞれ ％、 ％（合計 ％）であった。このことから、学部３年次25.71 40.00 65.71

での教育実習に際して、フォーカスに応じる技術は伝える技術ほどは役に立っていないと

認識されていることが示唆された。

表5-1 伝える技術･応じる技術それぞれに対する「（どちらかといえば）役に立った」との回答

回答数 合計
役に立った

どちらかといえば
役に立った（全体比％）

伝える技術 （ ％） （ ％） （ ％）19 54.29 9 25.71 28 80.00

応じる技術 （ ％） （ ％） （ ％）9 25.71 14 40.00 23 65.71

また、自由記述欄の記述内容を、伝える技術に関するもの、応じる技術に関するもの、

どちらにも属さないもの、の三者に分類したところ、それぞれ 字、 字、 字1850 671 1456

であった。このことからも、受講者の認識によれば教育実習に際して強い印象を残したの

は応じる技術よりも伝える技術であることがうかがえる。

この理由として、自由記述から、①教育実習中には実習生が対処しなければならない課

題非従事行動が頻発しないこと、②実習授業を「こなす」のが精一杯でそのために直接役

立つ「伝える技術」に関心が集中しがちであること、③「応じる技術」が一朝一夕には使

いこなせないため教育実習には間に合わない（時には逆効果になる）こと、の３点がうか

がえる。それぞれに対応する自由記述を引用する。

必要な場面に遭遇しない

そのほかの項目についても「 （役に立たなかった 」というよりは「役に立たせるこ1 ）

とのできる状況にあまり立ち会えなかった 」というふうに思うため、教育実習の内容を。

こえた、より実践的な指導であったと感じる。応用実習の際や実際に教師になった時に

おそらく花開いていく技術や理論であるように感じた。

意図して使う余裕がない

今回の実習を振り返る際に、学習指導論特講での内容を共に振り返ることで 「あー。、

」 。 、あの場面ではこの内容が使えてたのに･･･ という内容が多かったと感じる 実習最中は
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とにかく学習指導案作成に追われ、授業をすることに精一杯になってしまい、落ち着い

て「あれを使ってみよう 」など考えることができなかった。。

使いこなせない

児童の言葉を受け入れようとするあまり、収拾がつかなかったりといった場面が多々

見られてしまった。

３．考察

（１）危機管理術としての「応じる技術」

「応じる技術」は「伝える技術」に比べて、教育実習ですぐに役立つとは認識されてい

ない。しかし、学生の自由記述からうかがえる理由が示唆するように、このことはプログ

ラム自体の問題だけに還元されない。教育実習生を受け入れる学校は、児童・生徒の課題

非従事行動がそれほど深刻な状態になっていないのが通例だからである。また 「応じる、

技術」が児童・生徒からの働きかけに応じた微妙なさじ加減を必要とすることから、プロ

グラムを受講したからといってすぐにその成果が上がる性格のものでもない 「受け入れ。

」 。 、ようとするあまり収拾がつかなかった との自由記述はそのことを示唆している ただし

「応じる技術」が教育実習でも活かせたという以下のような報告もあり 「応じる技術」、

に即効性がないと断言することもできない。

小学１年生を担当して、児童の反応を受け入れるということの大切さを学んだ。その

際、このクラスの児童たちはこんなことに興味を示す、ここを掘り下げればもっと授業

に引き込めるかもしれないというような、児童の実態に沿った授業を考えなければなら

ないと感じた。

注目の必要な場面では、児童の注目している動きからフォーカスをとったり、授業を

展開するにおいて、同一単元内の先の授業での内容の意味を変えたりと、どちらかとい

うと行き詰まってしまいそうなときに、解決の閃きにつながっていったと思います。

机間巡視の際に手が止まっている子どものそばで、一緒に文章を読んでいると、何に

困っているかが見えてきた。これは「人の身になる」にあてはまる。
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特に 「どちらかというと行き詰まってしまいそうなときに、解決の閃きにつながって、

いった」という記述は注目に値する 「応じる技術」が、授業が順調に進行しているとき。

には有用性が明らかでないが、行き詰まったときにそれを打開するヒントとなる、授業の

危機管理術としての性格を帯びていることを示唆しているからである。このことをふまえ

るなら 「応じる技術」を役に立った頻度によって評価すること自体に慎重でなければな、

らない。それはたとえば、防災用品の多くが死蔵されているがそれらが不要なものでない

のにも似ている。

このように、教育実習においても「応じる技術」が直接役立つことがある上に、受講者

の一人がいみじくも記述しているように 「応じる技術」は 「教育実習の内容をこえた、、 、

より実践的な指導」であり 「 公立小学校での）応用実習の際や実際に教師になった時、（

におそらく花開いていく技術や理論」という性格を帯びている。また、教育実習中であれ

ば、課題非従事行動の顕在化をはじめとして、授業が行き詰まったときに効果を発揮する

ような技術である。このような中長期的な展望もふまえて、当面役立つ機会の少ない「応

じる技術」に関するプログラムを受講した（またはこれから受講する）教育実習生に対す

る、そのプログラムの効果を最大限発揮させるような配慮とはいかなるものか。

（２ 「伝える技術」との接点「つぶやきに耳を傾ける」）

さしあたって、なによりもその技術を使ってみる、ということが挙げられよう。たとえ

時に失敗するとしても、実習生とは別に学級担任がおり、課題非従事行動もそれほど深刻

でない、という恵まれた条件下で、児童・生徒のフォーカスに応じてみることで、フォー

カスに応じる秘訣（特に引き際の見極め方）や実習生各自のこの技術への向き不向きを体

験的に知ることができる。単独で授業をするようになってからでは 「応じる技術」を試、

（ 、 、 ）すリスク 不作為・迎合と批判される 課題非従事行動を助長して収拾を困難にする 等

が気になってしまうおそれがあるが、あらかじめ実習生として試しておくことによって、

初任期の教師の課題非従事行動への対処法のバリエーションを増やしておくことができ

る。

とはいえ、実習生のそのような試行錯誤が、実習校や指導教員によって課題非従事行動

への不作為、児童・生徒への迎合と受け取られ、否定的に評価される可能性も無視できな

い。そのような批判を恐れて、実習生が「応じる技術」を試すことを躊躇する事態も想定
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できる。

そのような事態に備えて、プログラムの実施者がなしうることは何か。それは 「応じ、

る技術」が通常の授業技術と接点を持っていることを事前に強調し、その接点への受講者

の意識を高めることである 「応じる技術」を課題非従事行動の収拾だけではなく、通常。

の授業技術として用いる可能性を指摘するのである。

その接点の筆頭にあげられるのが 「子どものつぶやきに耳を傾ける」である。、

「不規則発言であっても教材内容と密接に関連している発言は聞き逃さずに積極的に取

り上げる｣というこの授業技術は広く知られ、重要性が指摘されている。フォーカスに注

目してみるとき、この「つぶやきに耳を傾ける」は、教師と児童・生徒のフォーカスが一

致しなくなった（割れた）際に、教師のフォーカスの優位が保たれている（児童・生徒の

教材内容への関心が失われたわけではない）と判断して、一時的に児童・生徒のフォーカ

スを優先させる、と説明できる。つまり、フォーカスの割れ方が深刻でない場面でフォー

カスに応じることが「子どものつぶやきに耳を傾ける」である（山田 。,2006;7-8）

この「つぶやきに耳を傾ける」との関連で、課題非従事行動への対処法としての「フォ

ーカスに応じる を説明するならば 児童・生徒の発言や行動が教材内容に関連しない ま」 、 （

たは関連するかどうか不明である）場面でもあえて彼らの発言に「耳を傾ける」こと、と

いうことになる。

。 、 「 （ ）」このことを如実に示す例を以下に示す 場面は小学校６年生 体育 保健 病気の予防

の授業からである（山田 )。,2012;107-109

：えー、生活習慣病、さてじゃ、生活習慣病どんな病気があるでしょうか↑T

：はいC

：知らないC

：はい、ばんざいC

：はいばんざい<指名>T

：えとー、焼肉食べ過ぎてー血液がドロドロになってーC

（数人 ：<<笑い声>>C ）

：頭がーこれねオレのおじいちゃんの知り合いの人がねえC

：ちょっと、ちょっと待って、さあ、今さあ、そのさあ、焼肉食べ過ぎてって、それ焼T

肉食べ過ぎてってマクラは必要なの↑ 今の話の中に↑ わかった、もう一回どうぞ
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：焼肉はまあ食ベ過ぎてっていうかC

：それって何ですか、やっぱカルビですか↑T

：ロースC

：ロースですか↑ ハラミですか↑T

：トロトロトロC

：牛タンC

：牛タンです、それでね、食べ過ぎてC

：食べ過ぎてT

：血液がドロドロになってC

：血液ドロドロになって↑T

：脳に詰まって、ウー、キャッキャッってなっちゃったんだってC

（数人 ：<<笑い声>>C ）

：それ、ほんとの話なの↑T

：本当C

：網膜剥離C

：網膜剥離はぜんっぜん違うT

：ああ、じゃさあ、モツ食べ過ぎると何かなるんでしょう↑C

：今度モツかよーT

（数人 ：<<笑い声>>C ）

：まだないですか↑ なんか話がさあ、しづらい、えー、実は今の○○くんが言った中T

に病気の名前入ってたんですよ

ここで 「どんな生活習慣病があるでしょうか」という発問に対する児童の応答は 「お、 、

じいちゃんの知り合い 「焼き肉食べ過ぎて」と、世間話の様相を呈して進行する。教師」

の「焼肉食べ過ぎてってマクラは必要なの」という介入は、この発話が生活習慣病に関連

しない可能性に対する教師の懸念を示唆している。そのような懸念にもかかわらず、教師

はあえて「カルビですか 「ロースですか、ハラミですか」と焼き肉関連の話を助長する」

かのような応答を差し挟みつつその発話の続行を促し、ついには「血液ドロドロ 「脳に」

つまって」と、その日の授業内容である生活習慣病（高脂血症・脳梗塞）に関連する発話

を導き出すことに成功する 「実は今の○○くんが言った中に病気の名前入ってたんです。
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よ」は、当該児童が発問に応答したこと、ふざけていたわけではないことを学級全体に宣

言する発話である。常にこうした対処法が成功するとは限らないが 「おじいちゃんの知、

り合い 「焼き肉」という教材内容との関連が不明な児童の発話といえども、その「フォ」

ーカスに応じる」ことで、単に課題非従事行動を収拾するだけでなく、教材内容に即した

発話を導き出し、児童の成功体験（授業への貢献）を保証しうることを示す例である。

「 」 、 、応じる技術 に関するプログラムの実施に際しては このような場面の存在を指摘し

「子どものつぶやきに耳を傾ける」ことを推奨しつつ 「フォーカスに応じる」がその授、

業技術の延長上にあることを明確に示しておくことが望まれる。それにより 「伝える技、

術」と「応じる技術」がまったく別物ではないことへの理解を促し、将来しかるべき時に

「応じる技術」を駆使する可能性を念頭に置きつつ 「つぶやきに耳を傾ける｣という実、

習中の授業に直接関連する技術を使ってみる、という、中長期的展望をもった教育実習の

可能性が高まる。

文献

・山田雅彦 「授業過程における教師の統制行動に関する実証的研究－フォーカス2006

32, 1-12.概念を手がかりとして－ 『日本教育方法学研究』」

2012 .・山田雅彦 授業成立の基礎技術－ 教壇芸人 への道－ 東京学芸大学出版会『 「 」 』
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お わ り に

本研究の過程では、本研究が目指している課題非従事行動への対処法－課題非従事行動

を一時的に容認することで事を荒立てずに制止すること－に対する期待のお言葉を頂戴す

る一方、辛辣な批評を受けることもあった。曰く、課題非従事行動は毅然として制止し、

学習規律を確立すべきである、課題非従事行動を容認することなどあってはならず、この

ような研究は無意味である、と。

しかし、課題非従事行動に対して毅然として制止する以外の対応が許されないなら、小

柄な体躯や柔和な容貌の持ち主は教師に向いていないと宣告するにも等しい。奇しくも本

研究の研究期間中に研究代表者は 課題非従事行動の制止に苦慮し 同僚や管理職から も、 、 「

っと怖い顔をしなさい 「もっと怖い声を出しなさい」と再三注意されて心身ともに疲弊」

しきった若手教師を目の当たりにする機会があった。本研究はこのようなトラブルに直面

している少なからぬ教師たちの指導の「引き出し」を増やす上で有効である。くだんの若

手教師が直面したトラブルの解決には間に合わなかったが、本研究が同様のトラブルの再

発を少しでも抑止できれば幸いである。

末筆ながら、本研究は、多くの現職教師の方に質問紙調査にご協力いただいたことで可

能となりました。ご多忙中にもかかわらずご協力くださった自治体教育委員会ならびに回

答者の皆様に厚く御礼申し上げます。

平成 年６月 研究代表者 山田雅彦25
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