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１．はじめに

共同研究者の一人谷敷は本学に教員として
奉職し、43年間に経済学概説、産業概説、教育
経済論、商業実習、社会科教育法、商業科教育
法、職業科教育法など経済学の科目と教職の科
目を担当してきた。
担当した講義科目のうち、今日まで長い間講
義を担当したのは教育経済論と社会科教育法、
商業科教育法である。
谷敷が教育経済論を担当した昭和50年代の
教育経済学は、新しい経済分野であった。
教育経済学は教育を通して今日の経済を考
える学問として、いくつかの大学で開講されて
いた。すでにセオドア・W・シュルツ『教育の
経済価値』（日本経済新聞社）、フリッツ・マハ
ループ『教育の経済学』（春秋社）が良く知られ、
国内でも愛知教育大学の渡辺行郎氏が『教育経
済学の展開』（黎明書房）、尾形憲氏が『教育経
済論序説　私立大学の財政』（東洋経済新報
社）、市川昭午・皇晃之・高倉翔氏の『教育経
済と教育財政学』（協同出版）が出版され、人
的資本の理論、日本の教育の費用負担、高等教
育機関における効率性などの観点から研究や
講義がなされていた。谷敷は開発途上国日本の
経済発展と教育、戦後経済発展と教育の観点か
ら教育経済論として研究と講義を行ってきた。
また、社会科教育法、商業科教育法などの教
科教育法は、教科専門と教職科目を結びつける

教職課程の要ともいえる必修科目で、教科専門
の知識を必要とするため、免許教科に応じた学
部の専任教員が講義を担当することが多い。ま
た、社会科教育法、商業科教育法は４年生で教
育実習を行う関係から、学生には授業遂行能力
をつけさせる必要があり、学校現場の具体的知
識と教育技術を基礎としたきわめて実践的実
学的教科である。したがって、社会科教育法、
商業科教育法の両教科法はともに社会科や商
業科の授業論、授業内容、授業技術をしっかり
理解させた上で、学習指導案の作成と模擬授業
を実践させている。しかし、授業実践について
は試行錯誤を繰り返している教員も多い。
そこで、本稿は谷敷と村松、矢野、江口との

共同研究として、社会科教育法の模擬授業の結
果得られた数年分の実践データを基礎に、さま
ざまな角度から模擬授業の効果を測定・分析し
て、その実践効果を解明し、今後の教科教育法
の改善とあり方を探ることにした。
社会科教育法（公民）における模擬授業の効

果の実証分析は学問上のみならず社会的にも
大きな意義を持つと考える。特に、日本におい
て本論文のような模擬授業の定量的分析はあ
まりなされておらず、その意味で本研究は意義
があると考える。
以下、本稿では教育経済学、社会科教育法（公
民）の概要、現在に至る道のり、データの解説、
データ分析結果について論述する。

＜論　説＞

模擬授業の評価の定量的分析

谷 敷 正 光
村 松 幹 二
矢 野 浩 一
江 口 允 崇１２



駒澤大学経済学論集　第47巻　第 4号4

２．教育経済学

教育経済学は長く経済学の片隅に置かれて
きたが、現在、教育経済学が社会的な注目を浴
びている。中室牧子著『「学力」の経済学』は、
2015年６月に出版されると直ちにベストセラ
ーリストに登場し、その後長くその上位に留ま
った。また、同年同月には2000年のノーベル経
済学賞受賞者であるジェームズ・ヘックマンに
よる『幼児教育の経済学』が出版され、こちら
もベストセラーリストに登場するなど、教育経
済学に対する社会の注目はかつてないほどに
高まっている。特に自然資源に乏しい日本では
初等・中等・高等教育を通じた人材の育成は必
須の要素であり、少子高齢化が急速に進展する
日本において今後教育の重要性がますます高
まっていくと思われる。
経済学における教育の役割に関する研究、つ
まり教育経済学は長い歴史を有する。教育経済
学においては、1992年のノーベル経済学賞受賞
者ゲーリー・ベッカーが1964年に出版した『人
的資本』に始まる人的資本の理論、また2001年
のノーベル経済学賞受賞者マイケル・スペンス
によるシグナリングの理論が特に有名である
［小佐野（2003）］。
ベッカーに始まる人的資本は、教育が個人の
生産性を高めることができると考え、教育を個
人の生産能力を高める投資活動を考える点に
特徴がある。つまり、個人は教育に投資するこ
とで生産性を高めることができ、その生産性向
上は社会的に観察可能であるため、企業は労働
報酬を増やすことができると考えるのであ
る。人的資本理論はミクロ経済学の基礎である
競争市場モデルをそのまま教育に適用したも
ので、それによれば教育からの便益と費用を比
較することで最適な教育水準が決定されるこ
とになる。
しかし、このような単純な見方は現実の教育
においても成り立つだろうか？実際の教育の
現場では生徒・学生はバラエティに富んでお
り、同時に教員側も一様ではない。
そのため、近年では先述の中室（2015）、ヘ

ックマン（2015）に見られるように、教育経済
学はより実証的アプローチを採るようになっ
ている。なぜならば、教育市場においては学生・
生徒個々の差が極めて大きく、必ずしも完全競
争市場モデルが成り立たず、理論ではなく実証
を用いて様々な教育法を検証する必要がある
ためである。特に教育に関する政策は、ゆとり
教育が引き起こした様々な現象をはじめ社会
的に大きな影響を及ぼすからである。

３．社会科教育法（公民）の概要

社会科教育法（公民）は、社会科・公民科の
学習指導案が書け、社会科・公民科の授業が実
践できることをめざして開講し、４年生で実施
する教育実習に生かすことを目的としている。
この科目は前期に開講される社会科教育法

Ⅴ（公民）と後期に開講される社会科教育法Ⅵ
（公民）から構成されており、社会科教育法Ⅴ
では授業を実施するために必要な基礎知識、社
会科教育法Ⅵではより実践的な知識を身につ
けるように授業を構成している。
社会科教育法Ⅴ（公民）では、学習指導案が

学生自身の手で作成できることを主眼に、以下
のことを取り上げている。
（1）教育とはなにか、社会科・公民科教育とは

何かといった社会科・公民科教育の基本理
念と目標について。

（2）これまで改訂された学習指導要領につい
て、昭和22年度版・昭和26年度版学習指導
要領（初期社会科）から平成21年度版学習
指導要領にいたる学習指導要領の改訂の
背景、改定の特徴と理念、改定された社会
科公民科の教科構造の特徴とその内容、現
行の学習指導要領の特徴、社会科公民科の
教科構造、社会科公民科の目的、科目の目
標、内容、指導事項について。

（3）学生が実際に社会科公民科の授業を実践す
ることを想定し、社会科・公民科の「授業
のねらいをどう設定するか」「授業をどう
組みたてるか」「授業の教材をどう発掘す
るか」といった授業設計の方法や教材研
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究・教材発掘の仕方について。
（4）社会科・公民科の授業の進め方の理論を踏

まえた上で、学習指導案の様々な形式の理
解、授業単元の決定、学習指導案の作成の
仕方について。

（5）社会科・公民科の授業を担当するのに必要
な広い視野と専門性（専門的理解）の深め
方、活気あふれる授業の作り方について。
後期に開講される社会科教育法Ⅵ（公民）で
は授業実践に必要な実際的能力を身につける
ことを主眼に、以下のことを取り上げている。
（6）社会科・公民科の授業に必要な授業展開の

仕方、発問や説明の仕方、板書の方法など
の基礎的な指導技術と授業の進め方、教材
開発など実際的能力の形成について。

（7）学生自身が組み立てた授業設計、学習指導
案をもとに履修学生全員で行う公民科の
模擬授業の実践マニュアルとその実施方
法について。

（8）模擬授業の実践に先立ち、教育実習を終え
た４年生による模範授業の実践（授業研
究）、希望者を対象とした学校現場での社
会科教師の授業参観（授業研究）について。

（9）模擬授業終了後、授業報告書（リフレクシ
ョンチェックシート）の作成と授業の内容
や技術の再検討と問題点の検証について。

（10）模擬授業終了後、授業実践の仕上げとして
行う実際の社会科教師によるモデル授業
の実施（授業研究）について。
教育実習に行く前に社会科・公民科に必要な
資質や力量の形成に努めている。
社会科教育法Ⅴ（公民）は理論編、社会科教
育法Ⅵは実践編であり、どちらも社会科・公民
科教育に必要不可欠であるため、学生たちには
前期・後期で通して履修することを勧めてい
る。

４．社会科教育法（公民）が現在に至る道のり

既述の通り、社会科教育法（公民）は前期は
理論編・後期は実践編となっている。この授業
構成は、いわゆる「理論」か「実践」かと言う

現実的問題に危機感を感じた谷敷が考えたも
のである。
このような問題意識のもと、谷敷は授業の指

導技術の習得、教師としての実際的能力の研修
のため、経済学部教授会の許可を得て三年間、
実際に中学校や高等学校において社会科や商
業科の授業を行った。その後も余暇を利用して
商業高校・普通高校・定時制高校等で授業研修
を重ね、13年間実践的授業研修を行った。
このように教育現場での指導経験を積み、社

会科教育法（公民）の授業を実施することは実
際上なかなか難しくあまりみられない。また、
実践的授業の指導技術を解説した適切なテキ
ストも見つからないため、谷敷自身が授業用テ
キスト「社会科教育法（公民編）：授業づくり
と模擬授業の実践」（156ページ）を作成し、授
業を行い今日にいたっている。

５．社会科教育法Ⅴ（公民）の進め方

社会科教育法Ⅴ（公民）では社会科（公民）
の基礎的な理解を踏まえた上で、学生自身が授
業を組み立てられることを目標にしている。し
かし、授業を受講したばかりの学生には実践的
な知識が少ないため、初期段階では上手に組み
立てられない。
そこで、授業の立案作業に先立ち、まず教育

とは何か（教育の意義）、社会科とは何を教え
る教科なのか（社会科の原点、社会科の意義）
から始め、高等学校の教育課程、カリキュラム
の類型、授業づくりに必要な学習指導の形態、
社会科の授業方法など基礎的な知識を授業の
第１回目から５回目までに講義する。
これらの基礎的理解に立って第６回から学

習指導計画の立案作業を行う。学習指導計画
は、年間指導計画・月間指導計画・単元指導計
画・週間指導計画・学習指導案を取り扱う。学
習指導案は高等学校の教科書を使用して、学生
自身が決定した授業単元で作成する。
学習指導案は座学で済ませる傾向にあるが、

本講義では実際に教科書を使用し、学習指導案
のフォーマットを指定した上で、授業計画を立
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案し、学習指導案の構成要素を毎週少しずつ完
成させている。
さらに模擬授業では「生徒たちの興味を掻き
立てる」実物教材や標本、貼りもの教材の活用
について指導している。実物教材や標本につい
ては教材会社の標本や掛け地図、写真、図表な
ど有用な教材が発売されているが、発売されて
いないものは学生自身が手作りで作成するよ
うに指導している。また、谷敷自身が用意した
実物教材や標本、手作した貼りもの教材を実際
に提示するなど、授業を想定して実践的な指導
を行っている。
また、学習指導案の作成に合わせて板書計画
も作成させている。学習指導案を作成し、具体
的に学習内容が固まると、次に板書計画を作成
する。学習内容の何を板書し、どのような教材
提示し、資料を配布するか考える。
以上の指導内容を踏まえ、最後には、公民科
学習指導案を完成し、提出することで授業を終
了する。

６．社会科教育法Ⅵ（公民）の進め方

まず、授業実践の前に授業単元の「指導用ノ
ート」を作成している。
次に、授業実践するための公民科の教材開発
と教材の活用法、公民科の板書法と板書技術、
公民科の机間巡視・机間指導法など、授業を円
滑に進めるための基礎技術を指導している。
その上で、４年生には教育実習（研究授業）
で行った単元で模範授業を課し、３年生にはこ
れまで学んできた授業の基礎技術を確認させ
ている。
模範授業を踏まえて、学生による模擬授業実
践を行い、終了後には各自の模擬授業実践の感
想・意見を模擬授業報告書（リフレクションチ
ェックシート）として完成させ、学生よる評価
（自己の評価、他者の評価）と反省を行ってい
る。
実際の授業では板書法として二欄法、フィッ
シュボーン法、木の花法などがよく知られた書
き方がある。それぞれに特徴があり、授業内容

ごとに向き不向きがあるため、それらを踏まえ
てどのような板書法を用いるべきか、実例を用
いて指導している。
また机間巡視、机間指導にも方法があり、思

考を促したり、作業させている際の個別指導の
在り方など、授業を想定して指導している。
発問についても教師の思いつきや不規則な

ものであってはならず、事前によく考え、生徒
に質問内容が明確に伝わるようにすること、発
問を行う場合もいきなり特定の個人に質問す
ることは避け、少し考える余裕を与えてから聞
くなど実際を想定して指導している。
以上のように社会科教育法Ⅴ（公民）で学ん

だ理論、社会科教育法Ⅵ（公民）で学んだ技術
的手法を活かし模擬授業を行っている。
授業終了後に作成した模擬授業報告書（リフ

レクションチェックシート）の評価の詳細は次
節で論述する。
最後に、模範授業として行う４年生の授業参

観は非常に効果的であり、大いに活用する価値
がある。
４年生はすでに教育実習を終えており、２週

間から４週間程、学校現場で指導教諭について
指導内容、発問、指示、説明の仕方などの授業
技術を習得しているので、４年生の授業を参観
させて学ばせる価値は高い。４年生の教育実習
での成長は目覚ましく、３年生の模擬授業の際
には授業の声も小さく、何を伝えたいのか、何
を考えさせたいのか心配な学生でも教育実習
を経験した後では生徒の顔を見て笑顔で教室
全体に通る大きな声でしっかりと自分の言葉
で説明し、活気ある授業を実践している。
模擬授業の総仕上げとして最後に社会科教

師によるモデル授業を実施（授業研究）し、教
育現場のプロの授業を受講させて授業は終了
する。

７．授業報告書の概要

前述のとおり社会科教育法Ⅵ（公民）の授業
の後半では、学生が指導用ノートを作成し、そ
れに基づいて実際に模擬授業を行う。それを生



模擬授業の評価の定量的分析（谷敷・村松・矢野・江口） 7

徒役の学生がチェックし、模擬授業を行った学
生にフィードバックする。模擬授業を行った学
生は、自分の行った模擬授業を振り返り（自己
の評価）、生徒役の学生からのフィードバック
（他者の評価）とあわせて、うまく出来た点、
改善すべき点をまとめて模擬授業報告書（リフ
レクションチェックシート）を提出する。谷敷
は、長年にわたり模擬授業報告書を整理し、保
存してきた。
我々の今回の調査の目的は、この模擬授業報
告書から、学生にとって短時間の模擬授業では
あるが、回数（経験）を重ねる事により、どの
程度学生の授業技術が向上するのか、模擬授業
の回数が授業の「質」にどの様な影響を与える
かを解明することにある。そして、良い授業を
行うために重要なことは何かを統計的に見出
すことと、貴重な模擬授業報告の資料をデータ
ベース化し、今後の研究、授業に役立てること
にある。
模擬授業報告書の形式は、順次改良されてき
たため、その全体を比較することは難しい。そ
のため今回の調査では、授業報告の形式が同じ
である2011年度、2012年度、2013年度の３回の
授業での授業報告をデータベース化した。
本節では、模擬授業報告書の項目を解説し、
またそのデータベースの集計の解説をする。

模擬授業報告項目
模擬授業を行った学生は、学部、学科、学年、
学生番号、氏名を記入したあと、以下の模擬授
業報告項目を答えている。

１. 模擬授業はこれまでに何回行いました
か。（数字で回答）

２. 今回の模擬授業は何回目ですか。（数字
で回答）

３. 模擬授業の単元名（本時の単元）（授業
のタイトルを記入）

４. 「導入」の意義とは（自分の考えを記入）
（２行程度で回答）

５. 模擬授業で行った「導入の概要」を簡潔
にまとめて下さい。（２行程度で回答）

６. 模擬授業は、自分の「ねらい」どおりに
実施できましたか（自分の意見を記入）
（３行程度で回答）

７. 模擬授業の声、話し方・説明、発問、貼
り物教材、板書、机間巡視について「学
生のつけた評価点」の平均を計算してく
ださい。（各５点満点、小数点以下２桁
まで数値で記入）

８. 模擬授業について、「上手にできた事」
「成功した事」はどんなことですか（自
分の意見を記入）（３行程度で回答）

９. 模擬授業について、「うまくできなかっ
た事」「失敗した事」はどんなことです
か（自分の意見を記入）（３行程度で回
答）

10. 生徒役の学生から出された「意見・感想」
（「模擬授業課題用紙」）をまとめて下さ
い。
①「良かった」と指摘された点は（４行
程度で回答）
②「改善すべき」と指摘された点は（４
行程度で回答）

11. 生徒役の「学生がつけた評価点」の平均
を計算して下さい。
（百点満点、３年生による評価点の平均、
４年生による評価点の平均を数値で回
答）

12. 模擬授業を自己採点すると百点満点で
何点ですか。（数値で回答）

13. この点数をつけた理由を述べて下さい
（自分の意見を記入）（３行程度で回答）

８．集計結果

調査対象
今回の調査では、谷敷が保存した2011年に模

擬授業を行った学生66名、2012年に模擬授業を
行った学生53名、2013年に模擬授業を行った学
生37名、計156名の授業報告をデータベース化
した。

学部
仏教学部13名（禅学科７名、仏教学科６名）、



３ 社会科教育法Ⅵ（公民）以外にも模擬授業を行う授業があるため、それらを含めた模擬授業の回数を
聞く項目である。しかし、学生の中に質問の意図が正確に伝わっていない者もいたため、今回の研究
では（2）の数値を用いて分析を行った。

４ 「今回の模擬授業は何回目ですか」とは、たとえば、ある学生が年間で合計５回模擬授業を実施したと
して、授業報告に該当する模擬授業はその中で何回目に実施したものかを回答する欄である。この項
目で回答された数が大きければ学生はそれ以前に多くの模擬授業を実施していたことを意味する。
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文学部65名（地理学科３名、歴史学科51名、社
会学科７名、心理学科４名）、経済学部36名（経
済学科20名、商学科８名、現代応用経済学科８
名）、法学部35名（法律学科20名、政治学科15
名）、経営学部７名（経営学科７名）である。

学年
３年生139名、４年生８名、科目等履修生ま
たは学年不明が９名である。
授業報告から作成したデータベースを用い
て学生たちの回答をまとめると以下の通りと
なる。

（1）模擬授業はこれまでに何回行いましたか。
（数字で回答）３

０回20名、１回44名、２回50名、３回27名、
４回11名、５回４名である。

（2）今回の模擬授業は何回目ですか。（数字で
回答）４

１回61名、２回54名、３回29名、４回10名、
５回１名、６回目１名である。

（3）模擬授業の単元名（本時の単元）（授業の
タイトルを記入）
社会科に関するさまざまな単元について模
擬授業を行っている。以下にいくつか例をあげ
る。
政治関係では、「日本国憲法の制定」「日本国
憲法の基本原理」「国際連合と国際協力」「今日
の防衛問題」「国際平和と日本の役割」「第二次
世界大戦後の国際政治」などがある。
また、社会・文化・宗教関係では、「温暖化
防止のために何をすべきか」「脳死と臓器提供」
「『使い捨て社会』を改めよう」「少子高齢化」「高
度情報化社会」「世界宗教は何を教えるのか」

「日常生活と芸術・宗教」「日本人と宗教」など
である。
経済関係では、「日本経済のあゆみ」「現代の

企業」「中小企業と農業」「市場のしくみ」「景
気変動と政府の役割」などがある。

（4）「導入」の意義とは（自分の考えを記入）（２
行程度で回答）

授業の「導入」には、さまざまな役割があり、
その役割を各自が考え、どこに重点をおいて、
授業の本編につなげていくかを考え、まとめさ
せることが、この設問の役割である。
回答では、導入の役割のなかでも、「生徒の

興味をひくこと」「休み時間の気分から、授業
を受ける体勢を整えること」「これから行う授
業の概要を説明し、要約すること」「前回の授
業を復習し、これから行う授業との関連を理解
すること」などの点に重点を置いたものが多か
った。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか

あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•生徒にこれからやることは何であるかをアピ
ールするとともに、興味関心を持たせる。そ
れとは別に前日の授業でやったことを軽く
復習するという役割もあると考える。ここで
いかに生徒を引きつけることができるのか
が授業に入っていく生徒の姿勢につながる
と思うのでとても大事な役割をしていると
思う。一番の意義は生徒の心をつかむという
ことだと考える。
•生徒が知っている身近なものの中に中小企業
も関わっているということに気づかせ、中小
企業に興味をもたせようと考えた。いかに、
テーマに興味を持たせられるかが導入の意
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義だと思った。
•生徒の集中を授業に向けさせる時間である。
この時間で生徒の授業に対する興味をもた
せ、学ぶことが楽しいと思える授業にするこ
とが出来れば望ましい。

（5）模擬授業で行った「導入の概要」を簡潔に
まとめて下さい。（２行程度で回答）

模擬授業を行う学生は、それぞれ導入を工夫
している。どのように工夫したかを回答するこ
とで、その意図と意図どおりに出来たかを確認
させるための設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか
あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•自動車メーカー（トヨタ・ホンダ・日産）の
名前から始まり、部品の数はいくつか？　部
品を生産している会社（中小企業）とは？と、
展開し、ピラミッドの図を使って、大企業・
中小企業・ベンチャー企業の位置づけをまと
めた。
•日本国憲法の成立までを、クイズを通して理
解を深めてもらう。マッカーサー（憲法）原
案や当時の時代背景にふれて、授業に入った
ときに、興味がもてるようにした。
•まず身近な消費税増税の話から入り、税と社
会保障の関係で対称的な２国を例に挙げて
説明し、生徒にも考えさせる。

（6）模擬授業は、自分の「ねらい」どおりに実
施できましたか（自分の意見を記入）（３
行程度で回答）
模擬授業を行う学生は、事前に授業計画を作
成し、そのなかで授業の「ねらい」を設定して
いる。その「ねらい」どおりに授業を実施でき
たかを問うことで、良かった点や反省点をまと
めさせるための設問である。特に反省点に主眼
がある。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか
あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•話す練習は何度もしたのですが、本番は緊張
してしまって、うまく授業を進めることがで
きなかった。
•実施できたと思う。クイズで関心をひき、よ
り理解を深められるようにクイズのすぐ後
に解説を入れた。
•大筋では「ねらい」どおりにできたと思う。
しかし、想像よりも速く進んでしまい内容が
薄っぺらいものになってしまった。理想で
は、もっとゆっくりと進み授業の進度はある
程度生徒の様子、発言具合に任せる気でいた
が、難しかった。次にやる時は、自分ばかり
話すのではなく生徒にもっと話しを振り参
加させたい。

（7）模擬授業の声、話し方・説明、発問、貼り
物教材、板書、机間巡視について「学生の
つけた評価点」の平均を計算してくださ
い。（各５点満点、小数点以下２桁まで数
値で記入）

それぞれの項目のヒストグラム（度数分布）
は以下の通りである。
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まず、図１は模擬授業の声に対する評価点の
ヒストグラム（度数分布）である。４点から５
点に多く分布しており、声に関しては比較的高
評価が多いことが分かる。この結果は模擬授業
における教師役が声の大きさについては十分
な努力を行ったことを示唆している。

声の大きさへの評価は何に影響されて決ま
るのだろうか？　何か教師役の学生の声の大
きさを決める要因はあるのだろうか？　声の
大きさを被説明変数とし、「今回の模擬授業は
何回目ですか」に学生が記した回数を説明変数
として回帰した結果を表１に示す。係数は５%
有意であり、これは模擬授業の回数が多いほど
声の大きさへの評価が高くなる、模擬授業の回
数が多いほど教師役の学生の声が大きくなる
傾向があることを示している。この結果は模擬
授業の実施回数が大きな効果を上げているこ
とを示唆している。

表１
被説明変数

説明変数 声の大きさ
今回の模擬授業は
何回目か

0.109**
（0.0502）

定数項 3.880***
（0.109）

観測数 150
決定係数 0.031

注1） 括弧内の値は標準誤差を示す。
注2） *、**、***はそれぞれ10％水準、５％水準、１％

水準で有意であることを示す。

次に図２に模擬授業の話し方・説明に対する
評価点のヒストグラム（度数分布）を示す。声
に対する評価とは異なり、４点程度に評価のピ
ークがあるものの全般的に評価はばらついて
いる。つまり、声の評価とは異なり、教師役の
話し方にはある程度の巧拙があったことが伺
える。

図１：声の大きさへの評価の分布
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次に図３に模擬授業における発問に対する
評価点のヒストグラム（度数分布）を示す。こ
ちらの結果も図２と同じく、４点程度をピーク

に評価点がばらついており、巧拙の存在を示唆
する。

図２：話し方・説明への評価の分布

図３：発問への評価の分布
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さらに図４に貼り物教材に対する評価のヒ
ストグラム（度数分布）を示す。貼り物教材に
対する評価はかなり幅広にばらついており、教
師役学生毎にこの部分で大きく評価が分かれ
た可能性があると考えられる。

さらに図５に板書に対する評価のヒストグ
ラム（度数分布）を示す。これも４点程度ピー
クにばらついており、教師役学生毎に大きく評
価が分かれた可能性を示唆している。

図４：貼り物教材への評価の分布

図５：板書への評価の分布
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最後に図６に机間巡視に対する評価のヒス
トグラム（度数分布）を示す。これも４点程度
ピークにばらついており、教師役学生毎に大き
く評価が分かれた可能性を示唆している。
なお、これらの項目を用いた定量分析は９節
に記述する。

（8）模擬授業について、「上手にできた事」「成
功した事」はどんなことですか（自分の意
見を記入）（３行程度で回答）
設問６では、全体としての授業の評価を聞い
ているが、設問８はその中でも「上手にできた
事」「成功した事」を聞くことで、模擬授業を
行った学生に、今後も継続するべき点を再確認
させる設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか
あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•説明を自分の言葉で順序良く話せたこと。出
てくるキーワードを最後にまとめることで、
「これを理解してほしい」というのが伝わっ
たと思う。また、貼り物教材には全部、裏に

マグネットを付けた。貼りやすく、黒板上の
移動もしやすかったのでよかった。
•生徒が興味をもって「この後どうなる？」と
いう姿勢になるような導入ができたこと。生
徒が教師や黒板に注目していることがよく
伝わってきた。興味関心や集中力を一気に高
めることができ、導入の意義が見出だせたと
思う。
•あがってしまう性格だが、臆することなく大
きな声で話せていたと思う。図の反応が想像
以上に良かったので、自信を持って説明する
ことが出来た。

（9）模擬授業について、「うまくできなかった
事」「失敗した事」はどんなことですか（自
分の意見を記入）（３行程度で回答）

設問６では、全体としての授業の評価を聞い
ているが、設問９はその中でも「うまくできな
かった事」「失敗した事」を聞くことで、模擬
授業を行った学生に、反省点、改善すべき点を
再確認させる設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか

あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部

図６：机間巡視への評価の分布
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分のまとめを参照されたい）。

•机間巡視や指導などの授業ですべき基本的な
ことができなかった。緊張していたこともあ
り、やろうと思っていたことの半分もできな
かった。説明を丁寧に行うことに集中しすぎ
たと思う。また、導入に10分間のほとんどが
使われてしまい、展開に入れなかった。時間
配分も反省点である。
•板書するのが慣れなくて、字のバランス、見
やすさなどがわからなかった。導入での生徒
の解答も板書すればよかった。
•授業が少し私（教師）主導の感じの授業にな
ってしまった。もう少し生徒とのやりとりや
コミュニケーションを取りながらしっかり
生徒が考えるような授業をできるようにな
るとよいと思う。

（10）生徒役の学生から出された「意見・感想」
（「模擬授業課題用紙」）をまとめて下さい。
①「良かった」と指摘された点は（４行程
度で回答）

設問８は、模擬授業を行った学生自身の考え
る良かった点であるが、設問10①は、その授業
に参加していた生徒役の学生が指摘した良か
った点を尋ねている。自分で考える良かった点
と、生徒の視点から見た良かった点の違いを認
識させる設問であり、また生徒役の学生にとっ
ては、自分が授業する際に取り入れるべき点を
認識させる設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか
あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•貼り物教材が見やすい。・字が大きかった。・
笑顔で楽しそうに授業をしていた。・発問が
多くて良かった。・よく通る声だった。
•身近なもの（自動車）を導入に利用したこと。・
自分の言葉で説明が出来ていること。・落ち
着いて授業が出来ていたこと。・導入から本
題の流れがよかった。・挙手、３択などの答
え方は生徒が全員参加できるのでよかった。

•声の大きさ、スピードがちょうど良く、聞き
とりやすかった。説明に具体的な内容をいれ
ていたので説明がわかりやすかった。発問の
意図がはっきりとしているため授業にとり
組みやすかった。導入からの展開がスムーズ
に進んでいてよかった。

②「改善すべき」と指摘された点は（４行
程度で回答）

設問９は、模擬授業を行った学生自身の考え
る改善点であるが、設問10②は、その授業に参
加していた生徒役の学生が指摘した改善すべ
き点を尋ねている。自分で考える改善すべき点
と、生徒の視点から見た改善すべき点の違いを
認識させる設問であり、また生徒役の学生にと
っては、他の人の改善すべき点を認識すること
で、自分が授業を行う際に気をつけるべき点を
認識させる設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか

あげる（詳細は11. 定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•声が小さい。・もっと自信を持って話して欲
しい。・机間巡視で指導をするべき。・板書を
もっと大きく書くこと。・貼り物教材をもっ
と生かすべき。・生徒の答えに対して、一言
加えると良い。・だるそうに話していた。・
淡々と話しすぎ。・生徒との対話を増やすと
よい。・語尾があがる所をなおすとよい。・も
っと明るく元気に話してほしい、など
•説明がやや不足している・巡視が早く感じる・
話し方に強弱がない・貼り物の説明があいま
い。
•時間配分。発問に時間をかけすぎている。生
徒にもっと身近な話題で発問をつくらない
と、生徒から答えを引き出せない。反応がな
いと思ったらその場で生徒に行った発問の
意図を伝える。選択肢などを与えて挙手させ
るなどといった工夫が必要。

（11）生徒役の「学生がつけた評価点」の平均を
計算して下さい。
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（百点満点、３年生による評価点の平均、
４年生による評価点の平均を数値で回答）

最初に３年生による評価点の平均のヒスト
グラム（度数分布）を図７に示す。80点程度を
ピークに60点以下から90点以上まで広く分布

しており、教師役学生に対する評価は大きくば
らついていることが分かる。
次に４年生による評価点の平均のヒストグ

ラム（度数分布）を図８に示す。
これらの項目に関する定量分析の結果は９

図７：３年生による評価の平均点の分布

図８：４年生による評価の平均点の分布
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節に記述する。

（12）模擬授業を自己採点すると百点満点で何
点ですか。（数値で回答）
自己採点の平均のヒストグラム（度数分布）
を図９に示す。
この項目に対する定量分析の結果は９節に
記述する。

（13）この点数をつけた理由を述べて下さい（自
分の意見を記入）（３行程度で回答）

設問11で生徒役の学生がつけた評価点を示
させ、設問12で自己採点を示させている。その
違いを問う設問であり、なぜ生徒役の学生がそ
のような点数をつけたのかを再認識させ、また
自分の行った授業の反省点を再認識させるた
めの設問である。
参考のため、学生の典型的な意見をいくつか
あげる（詳細は11．定量分析以外の自由記述部
分のまとめを参照されたい）。

•生徒役の学生の皆さんからは、結構いい評価
がもらえて良かったと思うけれど、自分的に

は思うようにうまく話せなかったし、緊張し
ていて机間巡視も、ただ教室内を歩き回るだ
けになってしまったし、板書も、書くのも遅
いし字も汚くなってしまったので、改善すべ
き点は多くあると思ったから。
•実際に黒板に貼ってみるなどして、写真の大
きさを確認するべきだった。時間配分も含め
て予行練習が甘かったため。
•授業のねらい通りには展開できたが、特に板
書については改善すべき点が多々あり、練習
が必要であることがわかり、また、その他も
改善の余地がまだ十分あると判断したため。

９．定量分析の結果

本節では、アンケート調査で得られたデータ
から、どのような要因が模擬授業の総合得点に
影響するのかを検証するため、回帰分析を行
う。被説明変数は総合評価の平均点であり、説
明変数は（1） 声、（2） 話し方・説明、（3） 発問、
（4） 貼り物教材、（5） 板書、（6） 机間巡視・机
間指導の各平均点と、（7） 模擬授業の回数、（8） 
発表者の学年の８変数である。総合評価の平均

図９：自己採点の分布



５ ステップワイズ法とは統計的な規準を用いて、重回帰分析における説明変数を取捨選択する手法であ
る。具体的には統計解析ソフトStataのstepwise関数を用い、後退選択（backward selection、全説明
変数から有意でない説明変数を削除し、有意な説明変数のみを残す）を実行した。
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点は３年生によるものと４年生によるものを
別々に集計しているため、被説明変数を①３年
生の総合評価の平均点としたものと、②４年生
の総合評価の平均点としたものを分けて推定
を行う。また、被説明変数を③自己評価とした
場合の回帰分析も追加的に行った。それぞれの
回帰分析の結果が表２に示されている。

推定結果を見ていくと、まず３年生では声、
発問、貼り物教材の３つが正で有意になってい
る一方で、４年生では話し方・説明と発問の２
つが正で有意に、模擬授業者の学年が負で有意
になっている。３年生と４年生で共通して有意
なのは発問のみであり、板書、机間巡視、模擬
授業の回数は、３年生においても４年生におい
ても有意ではなかった。次に、被説明変数が自
己評価の場合を見ると、発問、貼り物教材、及
び模擬授業の回数が有意になっている。

いくつかの説明変数が有意ではなかったた
め、改めてステップワイズ法５により説明変数
を選択した上で回帰分析を行うことにした。そ
の結果が表３に示されている。

ステップワイズ法の結果を見ると、有意な変
数の係数と標準誤差はほぼ表２における重回
帰分析と変わらないが、４年生において模擬授
業者の学年が負で有意であったのがステップ
ワイズ法では変数から有意でないとして外さ
れている。係数の大きさに着目すると、３年生
よりも４年生の方が係数の値が大きく、よりは
っきりとした判断基準に基いて評価をしてい
ることが伺える。
以上をまとめると、まず３年生と４年生で共

通して総合評価に有意に正の影響を与えるの
は発問のみという結果になった。発問は最も事
前の準備が必要で、かつ難易度が高いので、こ

表２　回帰分析の結果

被説明変数
説明変数 ①３年生 ②４年生 ③自己評価

（1）声 2.547**
（1.157）

2.850
（1.975）

-0.393
（2.262）

（2）話し方・説明 0.697
（1.852）

7.791**
（2.767）

4.219
（4.486）

（3）発問 4.377*
（2.558）

8.853***
（2.322）

8.608*
（4.591）

（4）貼り物教材 2.439***
（0.824）

0.293
（1.780）

5.918**
（2.280）

（5）板書 0.741
（1.302）

1.047
（2.615）

-0.035
（2.060）

（6） 机間巡視・机
間指導

0.940
（0.870）

-1.088
（1.996）

-2.009
（1.955）

（7） 模擬授業の回
数

0.643
（0.604）

-0.817
（0.867）

3.458**
（1.409）

（8）発表者の学年 1.248
（1.925）

-6.495*
（3.380）

-6.240
（6.706）

定数項 27.07*
（15.16）

17.13
（13.97）

8.716
（2506）

観測数 141 107 141
決定係数 0.435 0.412 0.277

注1） 括弧内の値は標準誤差を示す。
注2） *、**、***はそれぞれ10％水準、５％水準、１％

水準で有意であることを示す。

表３　ステップワイズ法による分析結果

被説明変数
説明変数 ①３年生 ②４年生 ③自己評価

（1）声 3.163**
（1.299）

（2）話し方・説明 9.309**
（2.168）

（3）発問 5.911**
（2.564）

7.461***
（2.033）

10.88*
（4.612）

（4）貼り物教材 2.626***
（1.014）

5.315**
（2.339）

（5）板書
（6） 机間巡視・机

間指導
（7） 模擬授業の回

数
3.442**
（1.355）

（8）発表者の学年
定数項 31.82*

（16.31）
8.066
（10.34）

-9.351
（18.49）

観測数 149 113 149
決定係数 0.437 0.354 0.275

注1） 括弧内の値は標準誤差を示す。
注2） *、**、***はそれぞれ10％水準、５％水準、１％

水準で有意であることを示す。
注3） 空欄はステップワイズ法によりその変数が選択

されなかったことを表す
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れは自然な結果と思われる。また、傾向として
は、３年生は声や貼り物教材のような目や耳に
直接訴えかけるものを重視する一方で、教育実
習を経験した４年生は話し方・説明のようによ
り授業の内容を重視していることが回帰分析
の結果からは読み取れる。これは、３年生の時
点ではまだ経験がないため見た目の方を重視
するが、実際に教育現場で授業を実践してきた
４年生になると授業内容に目を向けるように
なるということを示唆していると考えられ
る。さらに、模擬授業の回数は自己評価には有
意にプラスの影響を与えるものの、他者による
評価には有意な影響がないというのは興味深
い結果といえよう。すなわち、模擬授業の回数
は模擬授業を行った学生の自信には繋がるが、
他者からの評価にはほぼ影響しないというこ
とである。残念な結果に見えるが、これは模擬
授業の回数がどの学生も数回程度のものであ
るので、この程度の経験では他者の評価に有意
な影響を与えるほどのものにはならないのか
もしれない。模擬授業というのは、あくまで発
表者に自信をつけさせるものという位置付け
として捉えれば、有意な教育的効果があるとい
う点では意義がある。また、発表者の模擬授業
の回数が増えると、同時に生徒役の学生も模擬
授業の回数が増えているため、評価が厳しくな
る可能性も考えられる。模擬授業は、模擬授業
を行った学生のみの教育効果だけでなく、評価
者への教育という側面もある。今回の分析で
は、模擬授業の日時を要因として含めていなか
ったが、今後、授業がすすむにつれて、模擬授
業を行った学生のみならず生徒役の学生への
教育効果を考慮した分析を行いたい。

10．まとめ

本稿では、本稿では社会科教育法（公民）の
概要、現在に至る道のり、授業報告項目のデー
タベース作成と各項目の解説、データ分析結果
について述べた。
今後、少子高齢化が加速する日本において、
初等・中等・高等教育において教育の質を保証

する重要性はますます高まっていくものと思
われる。しかし、現在、日本において全般的に
定量的な分析は不足しており、本論文のような
分析は非常に珍しく、その意味でも意義あるも
のであると言える。
今後はさらに授業報告項目を見直し、よりよ

い模擬授業を実現できるように改善を行って
いく必要がある。

11．定量分析以外の自由記述部分のまとめ

（4）「導入」の意義とは（自分の考えを記入）（２
行程度で回答）

•授業の中身に入る前に生徒にその中身の大枠
をつかませる。または、発問を用いて生徒に
考えさせ、答えさせる過程で集中と興味を引
き出すこと。
•導入で前日の復習または本時のつかみをする
ことによって授業のつながりが生まれると
ともに、生徒の興味を授業に向けさせること
ができる。
•「導入」という形でワンクッション置くこと
によって、生徒の気持ちを授業に向けさせる
こと。また、身近な問いかけを行うことによ
って、生徒の知的好奇心を刺激すること。
•授業前の休み時間などの空気のまま生徒が授
業に入らぬように、空気を変える役割を持
つ。そして導入をうまく行えば、生徒は集中
して授業には入れる。また、その授業の単元
のイメージを捉えられる。
•生徒がその日の授業の内容を「知りたい！」
や「気になる！」といった様に興味を持たせ
ることが「導入」の意義である。これによっ
て、生徒の学習意欲が左右される。
•授業に注意を向け、集中をさせると同時に本
時のテーマをつかみ、本時の授業を終えた
ら、どのようなことが理解できるようになる
のかを知らせる。
•授業のテーマをイメージできるようなことを
提示し、生徒がこの授業を楽しみたいと思え
るように授業に引き込むためのもの。生徒参
加型の授業を作りたいので、導入部分でいか
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に興味を持たせるかが重要だと思う。
•生徒がその日の内容に興味を持ち、「今日の
授業内容は、この先の人生を生きるにあたっ
て役に立つ」と思わせること。「勉強する内
容がこれからの自分の役に立つ」と思えば、
生徒は自分から積極的に授業を受ける。
•基本的には授業に興味・関心をもたせること
であるが、私見では、さらにその内容が授業
の本質をつくことだとなお良いと考えてい
る。本質的なことはやはり面白いし、そのこ
とを学ぶために授業を行うわけだから、構成
も練りやすいと思われる。

（5）模擬授業で行った「導入の概要」を簡潔に
まとめて下さい。（２行程度で回答）

•授業の本編が環境問題だったため、まずは身
近な話題から「環境破壊」（地球温暖化）を
意識させるため、今色々なところで行われて
いる「エコ活動」について行ったことはある
か、なんのための活動かを問いかけた。
•最初に、「かわった形をしたボールペン」と「か
わった形をした手すり」の写真を見せて、な
んなのかを当てさせる。なぜこんな形をして
いるのか、それは、高齢者や、体に障害をも
った人達が使うからである。という説明をす
る。これを「ユニバーサルデザイン」と言う。
「ユニバーサルデザイン」の需要がふえてい
るのはなぜか。高齢者の数が増えているか
ら。では高齢者が増えるとどういった課題が
あるのか考えさせた。

（6） 模擬授業は、自分の「ねらい」どおりに実
施できましたか（自分の意見を記入）（３
行程度で回答）

•各国の信仰宗教を考えさせ、何人かに黒板に
出てもらい貼らせたのはウケもよく、なぜ世
界宗教と称されるのかにすんなり入れてよ
かったです。ただ、情報量をもう少し削って、
時間配分を考えた方がよかったと思いまし
た。その方がわかりやすく伝わるかな、と思
いました。
•実施できませんでした。全体的に発問が上手

くいかずその度に授業が停滞してしまっ
た。また、生従の思いがけない反応に、自分
もあせってしまったことがその原因だと思
います。
•自分が予想していた答えが返ってきたので、
「ねらい」に沿った導入はできたと思う。し
かし、生徒の中には「難しかった」という意
見もあったので、もっとみんなにわかりやす
い導入を作っていきたい。さらに、先生にも
言われたように、次は実物を持って、生徒が
よりイメージしやすい導入を作っていきた
いと思う。
•全体としては「ねらい」どうりにはいかなか
った。資料が難しく、発問も抽象的な部分が
多くみられたと思う。答えにくい発問や「わ
からない」という答えを許すような発問もあ
った。ただ、興味を引かせたい、あるいは生
徒の授業への参加を促すような働きかけは
多少できたのではないかと思う。
•実施できませんでした。導入の段階で「大き
な政府」に関するイメージを出してもらいま
したが、発問する生徒の人数が少なく、更に
は、そこで返ってきた答えを広げて、全体で
共有し合うような授業が作れませんでし
た。「大きな政府」の良い点、悪い点を整理
する際にも、「規制緩和」など難解な語句を
噛み砕いていければ、「ねらい」に近づけた
と思います。
•今回の模擬授業は、導入を中心として行い、
内容にはほとんど踏み込むことができませ
んでしたが、私は、導入部分で、生徒にとっ
て理解しやすい例を挙げることで、「商品と
ブランド力、広告・宣伝は深く結びついてい
ること、私達の購買意欲は、必ずしも価格に
よって決定されているのではない」というこ
とに気づかせるねらいをもって模擬授業を
しました。このようなことを意識して授業を
した結果、生徒が積極的に意見を発表してく
れ、作業にも進んで取り組んでくれたことか
ら、生徒の関心を高めるきっかけをつくるこ
とができ、「ねらい」が達成できたのではな
いかと考えます。
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•模擬授業の経験が少ないため生徒を前に緊張
してしまい、なかなか自分のねらいどおりに
授業を進めることができなかった。自分の立
てた計画通りに授業を進めることに頭がい
っぱいになってしまい、自分の計画通りに授
業が進まないと焦って話すべきことを忘れ
てしまったり早口になってしまうことがあ
った。
•今回の模擬授業での「ねらい」は、大きく分
けて２つありました。１つ目が、導入の５分
で生徒を授業に引き込むこと、２つ目が、高
度情報化社会について理解を深めることで
した。１つ目は、スマートフォンという実物
教材や、貼り物教材を用いたので、引き込め
たと思いますが、２つ目に関しては、１つ１
つの語句説明が長くなってしまい、高度情報
化社会の本質については、触れることができ
ませんでした。

（7） 模擬授業の声、話し方・説明、発問、貼り
物教材、板書、机間巡視について「学生の
つけた評価点」の平均を計算してくださ
い。（各５点満点、小数点以下２桁まで数
値で記入）
（定量分析の結果を９節に記述）

（8） 模擬授業について、「上手にできた事」「成
功した事」はどんなことですか（自分の意
見を記入）（３行程度で回答）

•貼り物教材が他の人より大きなものを提示で
きたと思ったことと、板書の字を大きく書け
たこと、適度な発問数、発問時の生徒の発言
内容を板書したこと、机間巡視のタイミン
グ、指導用ノートを一度も見なかったこと、
貼り物教材の数（多すぎず少なからず）など
が上手にできた点が成功した事として挙げ
られる。
•正直言うと全てにおいて上手くできなかっ
た。強いて言えば、板書の字を大きく書くこ
とができた、というところ。発問・机間巡視・
説明ともに上手にできたものはないと思う。
•身近なものを使った導入だったので、思った

以上に興味をひくことができたこと。前の方
がばかりでなく、後ろの方まで前後左右まん
べんなく人を当てられたこと。たくさん積極
的に発問できていて、台本を読まずに授業を
行えたこと。
•今までの模擬授業で、机間巡視があまりでき
ていなかったので、今回はそこを心掛けた。
よって後ろまでしっかり行くことができ、成
功した。声もお腹からだして、後ろまで届く
ように頑張った。
•あまり緊張せずに話すことが出来、発問し生
徒が答えてくれた内容をしっかりと拾えた
こと。板書も丁寧に書け、文字の貼り物教材
の見やすい大きさに作ることが出来たと思
う。また、自分の言葉で伝えることが出来た
と思う。
•今回の模擬授業で、上手にできたと思うこと
は３つあります。１つ目は導入についてで
す。実物教材や、たくさんの貼り物教材を用
いたことで、生徒の興味を引くことができた
と思います。２つ目が目線についてです。授
業で話す内容を覚えていたので、常に生徒の
方を見て、授業をすることができました。３
つ目が、机間巡視をしたので、生徒の中に入
って授業ができたと思います。
•導入部分を丁寧に時間をかけてやることで、
生徒に本時で学ぶ学習についての興味関心
を持たせることができた事。また、貼り物教
材では、見やすさを意識し、適切な場面で使
うことができた事。

（9） 模擬授業について、「うまくできなかった
事」「失敗した事」はどんなことですか（自
分の意見を記入）（３行程度で回答）

•授業内容を順序立て、何を話すかの指導用ノ
ートを作ったのですが、その指導用ノートを
見がちになってしまい、生徒と向き合った形
で授業を行えなかった。また、文章を読む授
業になってしまい、“自分の言葉”で話すこと
が出来ませんでした。
•導入時の発問が難しかったこと。これは、上
にも書いたが大学生でも頭をひねる問題を
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出してしまったので、大失敗と思う。あとは
時間配分と、黒板の字が上手く書けなかった
こと。最後に先生にも指摘を受けたが、黒板
に向って、字を書きながら話していたこと。
•机間巡視において、生徒に何か働きかけたり
することができなかった。発問の答えに対し
て「違います」と否定してしまった。全体的
に生徒とのやりとりがなく、一方的な授業に
なってしまった。
•まず授業のための準備が足りなかったと、実
際に授業をやってみて思った（特に、貼り物
教材）。また、生徒の様子を見ながら授業を
行うことができず、ノートばかり見たり、自
分の事で精一杯になってしまっていた。総合
して、ゆとりある授業を行うためには、120
％の準備が必要なことがわかった。

（10）生徒役の学生から出された「意見・感想」
（「模擬授業課題用紙」）をまとめて下さい。
①「良かった」と指摘された点は（４行程
度で回答）

•〔導入〕工夫があり、面白かった。本題への
つながりが分かりやすかった。〔声〕大きく
て聞き取りやすかった。〔話し方〕親しみの
もてる話し方、落ち着いている。何も見ずに
話せていた。〔発問〕発問の内容を分かりや
すく説明していた。導入や展開について面白
い、興味が持てたという意見が多かった。〔貼
りもの〕画用紙で色分けされている。写真を
使っている。教科書の内容を図で表していて
わかりやすかった。〔内容〕おもしろくて興
味がわいた。授業展開が面白くてよかった。
〔机問〕生徒が参加していた。直接当ててい
たのが良かった。
•発問内容が生徒にとって面白く、考えさせる
ものだった。授業の最後にもう一度考えさせ
るのは良い。話し合いをさせている時に机間
巡視をして、生徒とコミュニケーションをと
っていた。

他にも、生徒役の学生からの指摘としては、次
のようなものが多くみられ、生徒の視点から

は、これらの点が授業の評価のポイントとなっ
ていることがわかる。
「説明が的確でわかりやすい。想像力をかき
立てられた。」
「元気よく、発問の多い授業で、生徒の気持
ちをつかみ、生徒と一体となって授業を行っ
たこと。」
「スピード感があって集中できる。実体験に
基づいているので話がおもしろい。」
「前に生徒を出させて当てていた、生徒が発
表後拍手をして一体感がでていた。時間内に
「目的」がまとめられていた、ポイントを押
さえてあり、まとまっていた、生徒全員が参
加できていた。」
「重要なポイントは２回繰り返していた。」
「ストーリー性があった。」
「生徒がワクワクするような話し方だった。」
「様々な教材を用い、飽きのこない授業にな
るように工夫されていた。」
「貼り物教材が活用できている。机間巡視・
指導は発問時にしっかりできていた。」
「板書の字が丁寧だった。」
「机間巡視のときに生徒を褒めていて良かっ
た。」
「机間巡視をしている時、生徒とコミュニケ
ーションを取れていた。」

②「改善すべき」と指摘された点は（４行
程度で回答）

•説明はノートを忠実に読み過ぎていると感じ
た。計画的すぎて平坦な説明だった。
•発問内容について抽象的なものが多かったの
でもっと具体的に、かつ、三択などにして答
えやすくした方が良い。

他にも、生徒役の学生からの指摘としては、次
のようなものが多くみられる。
「語尾まではっきりと話す。早口にならな
い。」
「「～っていう」という言葉使い」
「口調が悪い。「～じゃん」など」
「口頭で説明することが多く、少し早足で説
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明しすぎに感じた。」
「大切な点はもう少し大きな声で強調すると
もっとよかった。」
「発問の内容が難しい、聞き方に明確性がな
いなど発問に関する意見が多かった。」
「発問が難しい。生徒の答えに対する反応が
不十分。」
「答えられない生徒へのフォロー。」
「新しい単語、難しい単語の説明がほしい。」
「自分の思想・価値観の押し付け。」
「家族に関する発問はなるべく使わない方が
良い。」
「生徒が答えている時に見ていない。」
「資料が難しかった。」
「筆圧がうすいのでもう少し濃く書いた方が
いい。」
「黒板の字をもっと大きく書くこと。」
「板書が詰まっている点→行間を空けるよう
に改善する。」
「黒板に話しかけていた。」
「板書中に沈黙してしまった。」
「重要なところに色チョークを使ってほし
い。」
「板書の時書き順が間違っていた。」
「誤字」
「後ろまで巡視するべき。」
「机間巡視を増やして、生徒とのコミュニケ
ーションを取るようにした方が良い。」
「机間巡視が雑。・板書の字が大きすぎ。」

（11）生徒役の「学生がつけた評価点」の平均を
計算して下さい。
（百点満点、３年生による評価点の平均、
４年生による評価点の平均を数値で回答）
（定量分析の結果を９節に記述）

（12）模擬授業を自己採点すると百点満点で何
点ですか。（数値で回答）
（定量分析の結果を９節に記述）

（13）この点数をつけた理由を述べて下さい（自
分の意見を記入）（３行程度で回答）

•今回、初めての模擬授業で、緊張でたびたび
頭が真っ白になってしまい、早く終わらせて
しまおうと、小さく、早い口調な部分があっ
た。あとは、「意見・感想」を踏まえて、自
分では万全だと思っていても、ダメな部分が
多かった。今後に努力をするために満点の半
分にしました。
•初めての模擬授業ではあったが、資料を見な
がら基本的に下を向いていたのは大きな減
点だと思う。また、導入部分での説明がうま
くいかなかったのは授業研究が足りていな
かったのでは無いかと思った。
•私自身、プリントや貼り物教材の製作や授業
の構成など、模擬授業に挑む準備は万全だっ
たと思う。しかし、いざ授業を行ってみると
思い通りに展開することができず、納得のい
く授業ではなかった。授業の構成を考える際
には生徒の気持ち、生徒の学習達成度をしっ
かりと考えるべきだと感じたので、今回は自
分に厳しく、３割の点数をつけたいと思う。
•「授業の中で何を話すか」を順序立てて、行
ったが、どうしても原稿や資料を見がちで下
を向いた授業をしてしまった。また、声も、
腹から、出すことが出来ず、後ろの席の人に
は聞き取りづらかったと思う。導入から、本
時の内容までの時配が上手くいかず、導入が
長くなってしまった。資料の提示、考察、発
問は上手くいったのではないかと思います。
•人前で話すことは苦手ではないので、正直模
擬授業も余裕でできると考えていた。しか
し、いざ教壇の前に立つと頭が真っ白になり
萎縮してしまった。うまく授業として進める
ことができたが、焦っていた。考えていた通
りに円滑に進めることもできず、たじたじだ
った。そのように甘い考えを持っていた自分
に対する点数である。しっかりと準備して、
教育実習にのぞみたいと思った。
•今日の模擬授業を先生の意見、学生の評価、
自分の反省を総合的に見てみると、「できた
こと」と「できなかったこと」が浮き彫りに
なりました。評価して頂いた貼り物教材や、
声の大きさは、これからさらに磨きをかけて



模擬授業の評価の定量的分析（谷敷・村松・矢野・江口） 23

いきます。改善点ではやはり、早口だったと
いう指摘を多くして頂きました。これから
は、早口にならないように心掛けていきま
す。これからの自分に叱咤激励する思いから
50点をつけました。
•私が理想としていた内容とは全く違ったもの
となってしまったから。もっと教材研究から
しっかり行い内容を頭に入れてから授業に
望まなければいけないと感じました。板書計
画も簡潔にするべきだと思いました。
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