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I はじめに

既U;R大学教育学部では平成25/rf3 )-1 2 EI仁仁)、

平成2411;度に学部内の教員 ・院ノL::・学生によって

版IJf.fされた数多くのプロジェクトについての笑胞

干Uf1j'と的報交換を兼ねた、「教育 ・研究企画事業

および学部事業報告会JがIJf.Hli1された。

[スライド 1] 

平成24年度琉球大学教育学部

教育・研究企画事業及び学部事業報告会

コ噌'1$1i.学級
Z011 

教員 :軍事野敏子山減康一

学生:中山誕野乃大相官孝ホ

(議毒事大学事責官事学卸)

この「コックさん学校2012Jもそのーっとして、

上に [スライ ド1]として掲げた表紙に始まるパ

ワーポイ ント資料をJn:'0ーして報告したが、 限られ

V おわり に(荻野・ ILI城)

注

添付資料① 授業ラインナップ

添付資料② 学校通信 (-mn

たH引:0ゆえ言い尽くせなかったことも多かったの

で、その折のスライドをJffいながら、あらためで

この実践についての報告をしておきたい。

H コック さん学校2012の概要

「コッ クさん学校I とは、教育学部の学生有志

が、近隣小学校から児訟を集めてよlIi'dH午前中に

国Jliとfl数を学ぶ学校を聞くというijf，'{UJである。

平成19年度に「文部科学省教只益成改市モデル

ニJ~~/教11，担尖践演習 ((1反刷、)の拭行」と して初代

を尖施、平成20~22作:grは「質の111i い大学教育批

准プログラム(教育 GP)/紋縦学校(プラクティ

ススクール)による教育実践力向上モデルの開発J

として第二代~第四代を実施、平成23年度は教育

宇部長放品経1'1:からの支援を得て 「教育学部の教

育研究活動」として第五代を実胞した。なお、こ

れら過去の経糾と取り組みの概~については、す

でに幾つかの如何-をまとめている(柱)ので、そ

ちらを参!!日されたい。

「コックさん'下校j は「初代J以来、自主的に

活動を希唱する学生を主体として継続的に展開し

てきた。具体的には、各年Js'の市い11寺JUfに、前年

-27-



ffiU;j(大'''/教1ιf''{:ì')J;紀咲 m83~

J}.t ・ ïÌÍi々 {Fl主に参)111 した'下~I :.のうち 2 "1"'次 ・3"1': 

次'1.::にメール等で「今年はどうしますか?Jと11¥1

い合わせ、「やります」という学生が集まればや

る、という手段を取っている。今年度は、その11‘F
びかけの結果、 J01ノIのγ:ノトーが 21主|二|ないしは:3J.!.J!

nの参加佐希望し、そこからさらに新鋭教Ll~~~与

をかけてt長まった 101"，を }jllえた20 1"， で、冴~6 代

「コックさん学校2012Jが立ち上がった。なお

[スライ ド 2 ) は間代の集fTリl~である。

【スライド 2] 

脱抑とはいえ「学校」であるから、集まった'1=

~I:たちは顔合わせ直後にまず、 校務分乍を考える。

その結果が [スライド 3)である。

{スライド 3] 

中山見'11) 克服....:1'1'倒世u れ川山 '" 融....2句 特別11;勘

大崎零太 ltφ21ド 訓肱u 火111担l1li 白隠JI2't: 特別，~曲

担!l!ri耳 :I!岨'l'JIf.1時.l.":tff: .IIIE迎 世ヲ2句 特別，~動

'"幽泉市 量~2flド 胃酸主任 J;J;l岬岨 央闘争2年 a;・u
大埴耐百1 世学:1<" 学帽 』任 医院圃あいか 事蹟学2'" 広州

':'1量史 :I!陽学2" 伊崩 叩蝿偶 :I!鴎学21が U;欄

~埴珂陣 :I!臨7-2~f. "1-商 日増幅 f 世蛾学2'が広畑

阿川忠良 量乍21ド 「戸商 日増!I!博覧 世"'2'" 1};軸

謝11:.持制tI 世"'2'f. 明記 似野位f l崎郡岨作 ~M世

1:山胡 県踏!'1-2勾s 聞配 山輔副ー 世'i'瞳fI 世話世

今年度の校長は、数学教育w修 311ミの女子，、(:'1:

が務めた。彼女は、 .人いた「コックさん学校J

:3 "1二辿枕参加学生のうちの -人である。それ以外

の校務分明は、ある432度 「実際のJ学校に倣いつ

つも、短期間の「コックさん年'校Jの活動に必22

な役;I;IJや数日(参))11う!:~Iミ)の人数等をよ)5"1必:して、

ilj:"r微修正しながら設けている。

この、校務分常を考えて教只を配ji'tしていくと

いうのは、教育'点iElではで-きない、校JtA"!:校なら

ではの特徴的かつL'ul1な経験である。

また、オリ ジナルの学校目標も、 fリーイド設定する。

[スライド 4] 

l拘 品輸2協窃争犠宙蕗
担隠しく作ろうおいしい銀銭J

隠し噂ゆみん~，司やる気と傾く袋筋合

コックさん学位2012は平1&24'1'1 1月3目、志~志'1、 ' 1是 111小
.附鼠"、から151'.の1'1'生を迎えてスタートしました'

等'

学校日燃は、コ ックさんのロゴマーク(心手に

同訴の象徴として準を、左手に~7数の象徴として

二f(j定)却を持っている。これは初代のや生が考え

たもので、6"1:.1/¥1愛)11されている)が大きく抑lか

れた旗(ユニフォームとともに、イ!てj主ごとに決定

される学校カ ラーを使mする)に記される。 [ス

ライド 4)の集合'ザ111.で数名の児輩が持っている

ものである。

こういった学校の土台作り のあと、具体的に授

業プランをJS・えるなど少しずつ準備を仙みAねて

いく。「コック さんこ.;f:校Jの主力となる 3::1ミ次は

8月から 9)=1にかけて iヶ月間、附同学校尖習で

抜けるが、その川は下級生たちが 9fl下旬tl'iに予

定している児山募集に向けて、1舌g-VJを継J枕してい

る。彼らはこの集まりを 「会議Jと11手んでいるが、

その会議は今イ1:位、 501!:'1ほども行われた。(ただ

しこれについては、活動終了後にとj主体たちがV11J:'，

したリフレク ションのレポートに、多すぎる ・もっ

とシンプルにできないか、といった否定的な立見

もあった。)

児lil募集から~~の怠l床での 「学校づくり J が始

まると言ってよいが、今年度は下記(募集先で配

布した宣伝文)のような募集を行った。
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荻野 ・IIIJ，成:救ft尖践)]をはぐくむ佼係学校 「コックさん学校J

琉球大乍教育学日11では平成19i1ニから11):伴、秋から

冬にかけて、r(-ども大好さ!J な乍~I=.たちが f先

生」をつとめる「コックさんγ:校Jを1mいています。

料珂!教室のような名liiiですが‘「コックJは q:m
Mf (こくご)J . rさんJは rf，O:数(さんすう)J、イサ

わせて「コ yクさんj です。 「コックさんつ，.校Jで

は、4I， I: ~Iτ のみなさんを対象に、 遊びの 1?Ji ;r~ を JI~ り

入れ ながら 、 楽しく [m~(t と t?:数の j受業をおこないま

す。決しみながらも‘今まで狩ってきたl主IJrtとす;，数

の知織を1;'(1:泌し、それを応I11する))を行てていきた

いと考えています。ノド1'.肢は下記のスケジュールで、

穴埋fi:^j市立公 111小 'J::校 ・ l，iJ芯~r.L心小ネ校 ・ 琉球大学

教育学部附'/J:I小'γ校からおふ:泌を40r.ほど*めて、

ヌじ気な先生(乙戸uたちが、1見úで r~\7~ な J行 JR， を し

ます。

同諸や13:数が1!i.~むな fーだけでなく . 科手なーf も

「大歓迎j です !IIf i l"-JJrも 附 l;i!，小の 11 作 ~I:'. の了ども

たちは他校の 子どもたちと 1'66)] しながら ‘ ~1 しんで

参加lしてくれました。みなさんもぜひ、 1:111'1111のひ

とときを、やる気いつlまいの先生 ('hF生)たちと

紡に過ごしてみませんかっ

6代の「コックさん学校j のうち、ノト回募集 し

た長133小学校には 5位、志点ぷ小学校には 3段、

附1m小学校 には 5位、 参加 してもらっている。

「兄 .!liIiが参)JIIして、良かったからJr矢nり合いが

参加して、l良ミかつたと下古IつていたからJ という里m朋n ! 

由でで‘応3募主してくる児「悦i

韮数が少なくて閃ることはない。今年JAーも欠j市が

多くな りそうな児mLO名ほどを|祈って、ヴ:生たち

にとっては綴品ぎりぎりといえる1151=，の児fiZを受

け入れることにした。

児m募集とと もに、授業のラインナップや特別

活動の日程なども具体的に決定 し、 10)-1はIJfJ校準

備を木綿的に進めていく 。

例年だいたいいlじようなスケジコールを組んで

いるが、今年度も [スライ ドS]に示したように、

11月から 12)=1にかけての土11ftLI LF前11"企8凶、1]1

ii{? と算数の段業を 'Iilli'こ 、 n~1t交式，卒業式お楽しみ

会を交えて、子どもたちと前助することになった。

1m校後、 活動の11は、おおむねザJ811与半に集合

し、訪準備を控えて1011年から仰の会、 12時に児ii1

をl昂 らせてからは、 界食やおやつを取 りながら、

かなり長いIrfit只会議が行われる。だいたいのスケ

ジュールを [スライ ド6]としてJ出ずておく。 |立

話役である大'学教員 21'，もこれに付き合う。

[スライド 5] 

阻』ーーー]且掴圃園田・~一一-副副園田

Me 
壱

式

札

校

附

刊
嗣

"

働

H

“ν"M"
 

F
 

1
上

Hω

11ft"マジヲクカ司Fドq) rillflrnt!鮒介eしようJ
札;Il~止 Jtl.ょう I J

同紙f繍'1'カートを
111与{)J>ltJ凶』

1l)J1it-1 o俄印必会〈らべようIJ 凶舗f::.tt>l!宅金複しもう』
(;1:) 

IUU4目 際取f還"(<，， 関11'先生紹介~しよう ÞJ み、 'n~ l "7.A 
U:) 州艇ttよIJ 405f.!L.-Q'フ'-~

1211111 biUif，ζの~'I'はん必 '/J lJttJいJック"あばζうIJ
Ci:) 

1711 SR narひら砂ゴマJ IllL1r跡句会つ〈ちうj

《土〉

12HJ5F1 n:'H~I)O).t渇 同総fIl'~ヨ隠し〈鴎疎しJ:剖
《帥 わり換のfJlfJl/lJ

山J221l I1ft r).;~/" o:に 同副ヨヲクSん伊伐の機判 l・・岬除....，_I"
(-~) してあ》ょう1J 'Y、Jξ;:.¥，

【スライド 6)

-・幽幽・・幽幽晶画函副幽圃l
9:00- 9:50 職員朝会、教!iI叡営、使楽情備

10:00-10:10 あいさつ 111席 ・日程の擁腿

10: 10-10: 55 1時間目 (45分}

11:05-11:502時間目 (15分)

11・50-12:00 帰りの会、下校

12:30- 放限後臓員会織

世話役の役j!;IJ は、 国語と~';(数の便業づくりや実

施に閲する助言がもちろん品大のものだが、荻野

は各学校とくに公立学校との辿絡や子どもたちの

保険加入の手配、 会場を押さ えたりSir.~，H~司Hと物

品購入を行ったりといった学生では4"-1えない迎れ

上の下仕事を中心に行う。 11，城は、木品，::，後半で具

体的に述べるが、 J'l'を1古川したアウトプットを

主として担う。

学生たちの活動に話を!えすと、 f受業をftとしつ

つも、 [スライド 7・8]に示したIr出品物l会や会

議が学校運営を支えている。今年度に|見|して日・え

ば、 多i[!)J気味の児i11がいた り 、 リ己主J.il 1;の Ir，'(II II~が

あったり、兄弟喧l嘩により的怖を不安定にしたま

ま登校して泣き続ける児屯がいたり、例年以I:fこ

児屯をめぐる教員!日lの情幸u交換が必要となった。

また、残念ながら20名という大所初が災いして.

役~U!J)J:識や占任感のìWい教只(学'1:)もおり 、 ;k

際の学校現場でも体験しそうな壁が少なからず、'{

ちはだ、かった。 こういったこ とも般擬学校ならで

はのEt重な経験 だろう。
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[スライ ド7・8]

[スライ ド9・10]

琉球大" ;J， .~!(ï"f" {:ml紀刈 m83!H 

... 

- :~() 

さて、 f，r，.!HJJのrl'心たる綬業では、教科江?を{史わ

ずに段業をするので「オリジナルな担業 ・教共J

が1，j:ioHf.均する。ただし、 ?itに宇宙指導盟領との

対応や、41r'l:.の2やJUJという学問段断を芯・識さ

せるよう にしており、この部分が世話役の大きな

(1:がともなる。子どもに多く前!日Jをさせて 「下ど

もたちの能力を引き111す」のも、この学校の授業

の必り物である。 結束的に、グループ4・¥1.'1(学び

介い)が多く 行われるので、実のところ現在の学

校JJU!，)で 「ノ1:.きる}jJを育む土11として監視され

ている「出巧)J・flJ断力 ・友現)JJに大きく |品lわ

るいp伐となっている。

教il (ρf: ~1ミ)たちがそれぞれにて犬を凝らした

段業の|人l特については、{スライ ド9. 10)にス

ナッフ~υ4で示したほか、み;杭ボ)~に添付資料①

として出げるので、ぜひご覧いただきたい。

川 ITの活用

さて、ここからは、主として11ilJl.:が~1:!っている

Iコックさん学校Jにおける 1'1'の前川について

，ì~~ Iりlしたい。

れとして刈川しているのは， "r'lklサービスであ

ゐ“Wcbclf1SS"と、ネッ トサービス会社 Googleの

山供するコンテンツの ーつである“Googlcグルー

プ"である。

[スライ ド11) 

. .1;な鰻俗 資制的配~iやl~ぷ

テスト/アンケートの夫総

1&10'・iの倒~(レポー1.(1)係点も可能)
.お泊lらせ・メッセージ慢他

.1泊)J~似( 1'1 1 01場所の仰IJ!)

FAQ/mrr::Jllの1'1VJ!
、，Viki

チャット

~J干の公mJ

1I1~官6lI!~
自tr，;;u，l，I;からのや1111

<;> 

“ \Vcbcl ass" は 、 琉球大学'のt，'i v.l~処刈!セ ンター

が1~供するサービスで、ネ ッ トを泌じてJ受業杭:nll

がfli'jlj'r.にできるシステムである。



荻野 ・ 111城:殺打'k~JUJ をはぐく む似擬ザ:校 「コッ ク さ /v";':校J

[スライド12]
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“Webclass"では投録された授業がコースとし

て川忠・され、共通教TT科目については全科目でコー

スが準備されている。 コース内に入ると、 ホサイ

ドに管理メニュー、上部にメンバー全体到のお知|

らせとメンバ一個人宛のメッセージ、 rllVcにコ ン

テンツが並ぶ。

全体宛のお知らせはコースにログイ ンしたメン

バー全員が確認でき、日目|人宛のメッセージは、企

録されたメンバー!日l人のメールアドレスに送るこ

とができる。 普通は大Jï!~が学~I:: に ;li1j り 当てている

メールア ドレスが3:'1:録さ れているが、 itf段学~tが

利用している~!~; 1g: メールア ド レスに変更すること

もできる。

[スライド13]

-会議室
・窓見./長銀(ゲスト可}

.次回会』滋(ゲストeザ)

. 決定.u~r.n

-テスト/アンケート
・リフレクション
・アンケート

-資料
・リフレクション紡*
.段l'l写真(ゲスト可)

・外郎II'J資料(ゲスト可)
.学沼紛持集(ゲスト可)

.会~1J.n
・去lJ'J.度指4草案
・去年j文学校j凶日

.学習指帯夜旬1

・学生|句け資料

~ 

“会議室"は質IL¥Iを受け付けたり、特定のテーマ

について意見を交わしたりすることが可能なシス

テムで、メンバーが|土I[tlに丹き込むことができる。

「コッ クさん学校」 では、 ー卜記を準備した。

. tJ:見や感想をみき込む会議室

-次回会議"仰の出示板

-決定言j;:J到を主"らせる渇示板

“テスト/アンケー ト"は 「選択式J、r.i"t.!述式J、

「レポー トのtJIUJなどの形式でテス トやアンケー

トを作成可能で、「コックさん学校Jでは、

-リフレクションアンケー卜

-コックさん年:校の目際と学校通信のタイトル

についてのアンケー ト

をiWfiiiiした。リフレクションについては後ほど詳

説する。

“資料"は、文乍i困りデジタルな資料の閲覧や配

布が可能で、「コックさんi学校j では、

-リフレクションの高点身L

. j受業)ftU;):の》必

-外部I{'Hj資料

-学生向け資料

-メンバーの学河指導案

.コックさん会議のi:j:其

-去年度コックさんの指導案

-去年度コ ックさんの学校通信

.匡I，fttと釘数の学習指導要領

を準備した。

なお、[スライド 13)で (ゲスト可) と表示さ

れている コンテンツは、このコースのメンバーで

はないゲス トも見たり投稿したりできる。

[スライ ド14]

• .. - a ・ ・・IiL _4  

・・ T

."・H 吋・・…一“一1一-……-

-・叩....1t'OI1叩 " 印 刷

.I:I..'a.....鍋 ""'IYtl1l..I・・・・.，個別帥・h ・，_・榊四』 ・3・酬'_..四一…… ? 

ゆゆe'.'I:) .剛目 M同 ，~・-

-岨判帥...・・・・a叫』..，j'で同刷帥順陶，剛・嶋耐 ‘"-"7/;'''' 山引・・叫
f. 

“Webclass"には、 ネッ トにつながったパソコ

ンやJ先行??白話から、Jfliでもゲス トとしてログイン

できる。 [スライド 14)は、スマートフ ォンでゲ

ストログインしてスク ロールした岡聞を雌べた。

“Wcbclass"は学外の人がメ ンバーになる こと
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リフレクションは大羽田 4つ、各大項目に小1長

円が2つずつの昔'-8項Hある。これは今年度から

本給実行される科目、“救l限尖践iN習"の詳側規準

また“Webclass"には"j:点だけではなく、動阿 を参考に作られている。

もおける。 「コックさん学校Jのid後の授業で、 このリフレクションを間単に入力し集計するこ

子どもたちは 「コックさんヤ:校」のイメージを出 とが、“Webclass"の利川の大きな|司的である。

?一文字で表した。そして卒業式では、一人一人

ができないので、 ゲス トとして、参加l児訟の{~，活

者と小学校の担任を赴!定して、授業の綴子を伝え

る写真や外部1fT]け資料(校務分学 ・学校案内・授

業口紅 ・ 学校通信等)、!\L~江!や立見が投石:，できる

会議室、授業の学習指将2従を公開した。また OB

や「コックさん学校JにiWl床がある学生に向けて、

次回会議日程も公1mしている。

[スライド15】

医事叫判官F司司明野司【ーーー-ー田ー-哩，.…・…'剛岨剖
." ・~h ...... .. 

{同 吋. .r.'t吋i

J，.M"t?H""'. 
r.蝉tl_l.l"!I"記伽

U 

【下

，
，、

l

l

h

 

~ 

特に保護者向けに、授業の係子を伝える写・立を、

つの授業で4枚目度出示しである。

【スライド16]

R~ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー... 帽哩""曙曹司・_， • c_ー・・'一一"，.-~~.，-・ ・
-一一……刷

..~・ ' ・・・

-・.・
-・モヨ旨 網・ー
蛤幡宮話回峨，、

轡日，・甲山川咽・叫，】
広・ー・噌.，，;;::

-畑町・，-...、i_.....t円 鳳町・ 叫

，_.句，.. ---，. - l'- ._. 
.. - I.AJ宝1
・・ - r.:: 週
刊・ 、

‘ι . ，~ --比."- ~. LtJ ・作1
U 司'，. ，~ 
m ・.Lω .'" 

・.-ci ・"
v・..l剥 阿・J
，-. -向 .".、..闘"

4ト

が 「コックさん学校」の出?とその説字を選んだ

nH rlJを発表した。“'vVcbclass"にはそのときの蛾

了ーが、 自動スライドショーにしておいである。

[スライ ド17]

"憎い・h

由一ーー・“・ー・ー.山 田・・u ‘ー・....山一目白山一-
，.一......-一一-一目，引・・・・・・・・山由一山市・…一

-
F
叫γm 

・
川
司-E

可

-

M

 

同

町
山

山
崎
一

同._・1・0・e輔 l司・伽伽喝明_，
0・."・・ー."-.，.，，，. ~..山川喝・m ・・ .".... 

一時引"'0“・ーー・.
・"，，，._~..・・・・・・ ・・・・.・.. ..日、_..-・白.
-一一一一一一.....・"・叫 μ ・・.....・・...._.句一・・四・.
0・…町一一一・ .~. --..・....".u.，・.•• ・・，，~ .、"・"・0 "

日内司 、ー・.
..-.._一一一 i・一一一--......・一一一一・.也、‘・・o回一
.' 句....・帽旬、"・・一一・・・ーーー...“目、司.目白・.. -f 

メンバーは 「コックさんザ:校Jの活動を、自己

，1'1叶lIiおよび他己評(illiとしてふり返る。その入力に

“Wcbclass"のアンケー ト機能を利JIIしている。

リフレクションでは学生は 11"1につき自己評制liと

他己抑制li2名を合わせて 31:，のJ'lifilliを行えばよい

が、LU話役教員は I同につきほぽメンバーの半数

を;l']ililliするため、アンケー トは世話役教員が入力

するものと学生が入力するものに分けてある。

[スライド18]

• ~I:会性や対人関係能力 |・教科内科符のl!'r得)J

・コミュニケーション | ・教材内容のL火

・協調性 1 ・il]'JlIiH白押・却価

-教師としてのベーシック

・救'fj (1内~tfi

・使命感や災任感

スキル

• fどもJlIlMや学級事王手t
の能力

. (-どもの災態抱般

• USffl'の敏樹

'I' 
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【スライド19)

ア7τF万一
川山白川町内品 川而

，-111;" " .) 叩 同...可.ν
‘踊渇 ~叫昨'. ~ .樹即.山"…， …ーが・・.，.・・.， ， .' .~・._‘

・山町川

・.~・" "‘聞

-・・h ・ .・.'. 
m幡町・・・ー・ー間柄

・..
銅山相・2

即 日......... 
.u • • • I・...円 四

割崎.........
-~...‘ 

一-..，同 ・・...， 
a リ 問 凶_'，.... "‘・・...'・・ ・・. ・・・a 。

[スライド19)は'干名1::のリフレクション入力岡

田である。 や~I:'.は iui f'J)に自己評仰iを人)J、続いて

評価対象宵・をj謹んで1山己評価liを入力する。 各Jj~l 日

はそれぞれ 6段l併で詳仰iする。さらにそれぞれの

評価対象者に対してコメン 卜を入力することがで

きる。これは初代の「コックさん学校」から変わっ

ていないが、 ρ~!:ノ 1・の負担を考えると、多少は'1路島!

する必裂があるかも矢11れない。

[スライド20・21] 

.........・・・・，，-..酔.."........目・"悶....・"・.
・・・ ・ ・ ・。
a ・

・・ φ ・ . 目.
ー・
-・ ・・
・
-・- ・

回 目・目

t:=一一" ー嶋崎ー日目出陣
.- '1 Wj;...t.・a蜘・11

岬-一 1 ， ・.?，\:智治宝制怒鳴~_i:.:::以前4

r ;| !ぷ滋怒号i~1~持終

~" 

・一・.

『問、官ユヤャ'Mt:j::~-';~~~'.~匂
a.t，'t".~. 
~:.:.'.':'.::.'・…IV.......………".旬、
.....-!_'"・・.・‘".・!1'・・・川 ....-...... ‘ 

'I> 

-i 

管理計は、“Wcbclass"のアンケートの結*を

csvファイルとして取り 出せる。 リフレクション

の結民は、 1)f.1校円ごとの各項目の平均仙とコメン

トを、対象古だけが見られるようにおいた。

各J}~ 口の{II'(の変化で臼分のj戎 t去を尖1~~するこ と

ができ、 他のメンバーからのコメ ン卜が活動の励

みと改常につながる。だからリフレクシヨンは問

校日のその打抑郎l日I[l度z人j刈Jされることが望ましいが、

「コツクさ/んUγ:校Jが:1'主:にf活舌il"!1.動H山jする!凶」五刈ilμ|

教室にはネツ卜広股lJJ脱1がないので、放，深1去に皆そろっ

てリフレクションを入力することができない。だ

から後から 1:1分で入力する必史ーがあるのだが、ほ

とんどの";':'-1 ~がネット端末に触れる習仰を判って

いないので、なかなかリフ レクションが入力され

ない。各m日の値の時系列データは、その変化が

感じられるように折れ線グラフにすることが望ま

しいのだが、充分なデータが集まらないのでそう

はしなかった。

[スライド22]

学，...，.ーピスぬ利岡(t)

OoooIe'161，-'2 
• rG∞sleグループJとIま

・ 特定のテーマに関するディスカッションIニ~JAI

・ある製M.の質疑此;符111のカスタ7ーサポートグループを
1111& 

・グループのメンパー問でミーティング‘会:IIi， ~1先行事を

InJsII 
，M似した組問中，1則心、背1誌を持つユーザーを検自信
・メール.オンラインイン者一フェースの-"}jまたは附iで
グループの役備を続む

~ 

「コックさん学校Jのメンバーは咋修も学作も

ばらばらなので、スケジュールを合わせるのがな

かなか難しい。そこで不定WIになりがちな会議の

日限などのメンバーへの連絡に、メーリングリス

トを利川している。広告がないこと、燃料である

ことから、 Googlcグループを採川した。

Googlcクソレーフ。は“Webclass"とよく似たサー

ビスだが、メールによるディスカ ッション機能が

あり、これを使ってメー リングリストを作ること

ができる。
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【スライド23】

Cor -盤:. ~・ a ---!l 

II1I:I --_..。

， .:. ~.'~“・.噌・._.圃崎町・..-
‘・H・・・刷・-一一
品 目・・...'・e・1・・..明・・..'・‘
‘"・‘・H._・"， ':'.'! ・.，・一一一一 l令

もIH : ，(に II~J限がないのが特徴である。

これらの Goog-lc+にアップした fコックさん

午校Jのワ克は、「コックさん学校Jのメンバー

で、さらに Googleのアカウントをもっている人

だけが比ることができる。 Goog-leのカウン トは

;lmでも燃料で作てるが、その取引]ができないq:・'Ie
も多い。 だからこのリJ~のIm~~はあくまでもおま

けである。

以上3つのサービスを紺介したが、いずれにし

ても、'学生がネッ ト環境に伯れていない、気"穫に

使えるネッ ト端末を持たない、スキルがないこと

が、それらの利用のネックになっている。これか

らの乍校現場では、TTの利川がますます促進さ

れていくだろう。だから数日必成を伺う大学こそ

は、そのii!iAをm槻的に脱索し、 可能性を開拓し

ていくべきである。 l当分たちで新たに学校を作り

上げることができる Iコックさん学校Jで、さら

なる IT.fIJ川の可能性を試行していきたい。

メー リングリストでのやり取りは、グループ内

では独立したディスカッションである。しかしメー

ルだけの利州では、それを芯識することはない。

ところで、Googlcグループのメーリングリス

トのメールはその他のメーリングリス トと同級に、

メールを投抗した人のア ドレスがそのまま送friX-
ア ドレスとしてメンバーに)"，く。しかし、これが

悦仰のなりすまし胤*11ではじかれる。掛川・に [¥1 コックさん学校2012を振り返る

Googleグループのア ドレスをなりすま し1M制の

例外として堂鯨しておけば良いのだが、その設定 [スライド25・26)

ができない学ノleが多かった。

[スライ ド24)

@ 

。

告p

• ・.

。19・
a
o

「コックさん"j!:校JのJ受業の級子はすべてビデ

オに践している。このときピテデeオカメラの機f他i出Eで、

J生l七iき生きとした授J業佐j脳s点tl.J;止t を写した宝写写3手i:~兵:主~が一 |什| に

20∞O枚から30∞O枚J払引;~I ! 、 4山IIT動1)初)Jバf的内に保存される。その，う

1点工はすぺて Go∞oglc+トHイ』にこアツブプpしてある。 Goog'lc

+とは、FaccbookとI，il綴の SNSの一極で、人-

量の与:必:のアップロードが短1I.'ill¥Jでできて、しか

コマ'1さA学校奄振1.1返る
争中曲詩[i乃{寝磁学3隼)
。求総翠京(滋争叡宵2寧}

義00施&号会縫畠応イ~~巳~CZ=

告ト

-:14-
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3月2日に行われた報告会では、{スライド 2

5]にあるように、 2名の学生に登極してもらい、

コックさん学校に参加した思いを語ってもらった。

彼らは、所属する専修も学年も性別も異なるが、

ともに「コックさん学校2012Jで副校長を務めた

三人である。美野乃さんは l年次で「コックさん

学校2010Jに参加、一年空けて二度目の参加であ

る。また孝太さんは2年連続二度目の参加である。

二人に、【スライド26]の4つの質問を投げか

けた。非常に明噺で、また心に響く言葉で語って

くれ、報告後には幾人もの先生方から「しっかり

した学生たちだJrあのように成長できるのです

ねJといったお褒めの言葉を頂蛾した。

以下にその折の応答を再現する。活動終了後の

レポートで同様の質問に答えてもらったものを引

用しつつ、稿者の記憶に残っている報告会での発

言で補いながら、彼らの声として届けたい。

直固どうして再びコックさん学校に参加しよ

うと患ったの?

【美野乃さん】

私は 2年振りに参加しました。 1年次の頃は

何も分からず、ただ先輩方についていくだけで

精一杯でしたが、コックさん学校の最高学年に

なり、学校が開校される頃には実習も終えてい

るので、自分の力試しという意味で参加しよう

と思いました。

【孝太さん】

去年実際にやってみて、反省点ややり残した

ことがあったので、自分の中で、またやらない

といけないと思ったからです。しかしそれ以上

に、何より子どもたちがとてもかわいくて、コッ

クさん学校自体が楽しかったからまたやりたい

と思いました。

匿固コックさん学校20121こ参加して良かった

ことや楽しかったことは?

【美野乃さん】

1年次の頃よりも、子どもと積極的に関われ、

自分自身が楽しめたことです。

{孝太さん】

子ども達と仲良くなれたこと。子ども達の接

し方については、昨年より成長した部分もある

だろうなと、自分でも思います。

匿固逆に、困ったことや嫌だったことは?

【美野乃さん】

講義の関係で、昼の会議に間に合わなかった

こと。また、会議の人数が極端に少ない時があっ

たこと。会議の持ち方に課題を感じました。

【孝太さん】

今回一番思ったのは、やはり先生の人数が多

かったため役割意識が殴昧になったのと、 1年

生がいないのが問題かなと思いました。

人数が多いのが逆に出て、検討会での発言が

あまりなかったです。この対応策は、疑問に思っ

たことは些細なことでも聞くことのできる雰囲

気づくりだと思います。それでも、実際に子ど

もたちと関わるうちに責任感も出て来て、最終

的には雰囲気が良くなり、人数の多さについて

は何とかなるようです。

しかし、今回 1年生がいなかったのは、来年

度にすごく影響するので、 1年生に声掛けをす

るべきだったなと思いました。

また、自分の中で感じた改善点がなかなか改

善できなかったのが、個人的な反省点です。

置E コックさん学校は先生たちになにか影響

を与えましたか?

【美野乃さん}

学校を運営するために多くの人と関わって協

力する力(コミュニケーション、指示の出し方

など)がつき、また、ゲーム性を持たせる工夫

や考え方など、柔軟な授業づくりが出来るよう

になりました。

コックさん学校を始めた頃は、このメンバー

でやっていけるのか、上級生として引っ張って

いけるのか、正直不安でした。負担もあったの

で、自分の力試しとはいえ、参加を希望したこ

とを少しだけ後悔したこともありました。でも

会議をしたり、授業をしたりして、子どもたち

の笑顔や学生の楽しそうな姿が見られたとき、

やっぱり参加して良かったと思いました。たっ

た8問、されど8問。こうして終わってみると、

授業での後悔などありますが、収機もありまし

た。教員になって現場に立ったときに、この経
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!放を活かしたいです。

[キ:太さん〕

教Tf:kf'lまで11¥1のある 1・2{IA:にとっては、

とてもいい椛験になると思います。 ~~{rl肢は 3

I， I: ll:.になり教育実習がありますが、 きっと ojf~ り

切れるという I~I 討があります。 -)jで、 1.':1 分 自

身には. ;，'dllAしきれていない、やり践したこと

がありィ、完全燃焼なところもあります。来{I:肢

はそれを克服したいです。そういう芯欲を、コッ

クさん学校は '}えてくれます。

コックさん学校は、基本1'1<]に 1~ 3 { I :次~I:.を対

象に救只を募集するので、最後の参)jllとなる美野

乃さんは、総J百(1<]な立場からの1"，11与をしてくれた。

またギ:よさんは、コ ックさん学校の継続を信じて

疑っていない級(.…ーそしてその制点から、コッ

クさん学校の千1:り方についてのJ足立があった。こ

のように内七的で~rr~欲的な学生が育つj幼として、

コックさん'下校の存伐には意義があるといえる。

一方で、学'1てたちがつくる数民知I.:JIの作り )jに

ついては、一人ともに若干のII.¥HW点を附fmしてい

る。この点については、稿者も気になるところで

あり、制作会においても指摘した。そのJ去を合む.

lJl話役=A，"{:教員の側から見たコ ックさん'γ:校の

成巣と湖町出については、本杭のむすびとなる次立

で触れたい。

V おわりに

今{I二J.frーも (荻野は61，下目、111城は5年11になる)

世話役を務めた杭斉2名によるjj)r!法をiidしておく。

|世話役(国語担当) ・萩野から|

学生たちの活動をよL守る大学教nの"¥mJIから、

第 6代のi;!i{UJを終えた現時点でのコックさん学校

の成民と訓)越をfi'((J位する。([スライド27))

6 1， rI 111の活動を通しての最大の 「成栄j は、精

神的な而iでは、「教印1;になりたいという芯ー欲の出

まりJが大いに凡られる点である。コックさん学

校に学生は、 たいてい l 年次あるいは 2 1， 1~次から

参加するので、その意欲が低年次において附われ

る。それにより 、4年r::Jの教育学部ノ1:.としてのう7

1舌が、自身の人'1: においてÆ~であるとの lこ| 党の
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[スライド27]

-教師になりたいという意欲の高まり

. rlから学校をつくる」経験による

創造力や実践力の伸長

.教員採用試験の合格実績

子E事情偉鰻曹に事絹篠宮司r. -三:> A':{ 
毎年必ず r~/.が遇。~.良f1o?包 「 、~島
市'司翁却し偲J~~I弓子~'6tJ1~lø". j .lW， 

もとに、充実したものとなることは川泣いない。

技術的な而iでは、rlf1から乍校をつくる経験』

による、日IJ ifì) jゃ尖践ブJのfil I 1えJ を挙げたい。 I~白=ヨl 

分の矢匁知"げf判性|七:と !感\l.~1'刊1:を生かしたt綬受;業佐づくり . 仁午y

りにチヤ レンジする経験は、教ずt実習や教職体験

ではねられないものである。また、低年次から学

習防将来を(十成して救出にf/つ総l験はJ.frll旬も鍛え

るので、コックさん学校に参加lする学生は、教If，能

系 ・'j謀長系の校業において、 受Jit-f-生の1:1-1心となっ

て活動て‘きる。みずから手を挙げて棋擬段業など

に取り創lむことが多く 、 当然それは~l!主力の{ljl 長

に結びっく。

ただ、不1121もないわけではない。 rfill造))J を

2k.える、そして子どもたちを相手にするときに必

~な、イマジネーション= r氾!像力Jについては、

いつも物足りなさを感じる。「このような指示で

は浪然として、下どもたちは(111をすれは‘よいのか

わからないだろうJr下どもたちの動拙からすれ

ば、ここにこれを白いておくといいだろうJといっ

たような、 !~q小n句な状況や場をイメージする力を

TTてるような指導を、私自身もJSえていきたい。

J&以の数下町への反映としては、やはり教員採用

試験のfT怖尖舶に触れないわけにはいかない。コッ

クさん'7~校経験 x.には、 l6"1"-J.fr入学ノ|ーから21年度入

è';:~I : まで、 iI5 t'， の教日採用試験受験対象者(実際に

は受験せず))11の道に進んだ学生もいるが、それも含

める)が11¥ているが、うち 10名が現役で合給してい

る。 引役で合終しなかった学生でも、ほぽ全員が2

'" 4 {I:の内に合協しており、それはもちろん間々の

学λ|ーの努力の!!易物ではあるが、その鍔力をさせるモ

チベーションの山iさに、少しはコックさん学校が貢

献できているのではないかと思う。
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この活動は、 fどもや保護者にも好評で、 何イド

必ず「兄/知liが通って、良かったから参加したJ

「知り合いが肋めてくれたので、参加|したlとい

う子どもがいる(例イド~施している保護者アンケー

トによる)。

一方で、 rjl.!l!凶Jとして今年j主z特に感じたのは.

20名という大所川:の教1.l集団となった場合に、 ß~'i仰

の役割意識やí'1 (千 h~.~を雌保するのが難しいという

ことである。|仕立3役や先ず12たちからの 「指示1，ljちJ

や、校務分2主において憧数*1が担っているがゆえ

の「あなた任せJが、少なからず見られた。

気になってそれとなく注意すると、 I荻野先'1~ 

から言われたので000しますJ とMljillのlii;で発

言され、思わず凡失せざるを街ない場面もあった。

そんな学生でも、実際に子どもたちと関わる向1(li

になると、それなりの!日Jきができ、それによる述

JiJU惑を待ているようではあるが、それは(/散しい

ようだが)ほんとうの芯・l沫での教員 ・教師の大変

さを釆り越えて叫た述成感ではない。これもまた、

|立話役を続けるのであれば、実のところ私自身の

?.!I!題にほかならない。

また、これも大学教l1{llilのi課題だが、 6{r!1l1に

行われてきた授業の尖i枝記錦をいつかどこかで快

活! して「実践土l ~例集J としてまとめたいとは考え

ているものの‘なかなかそのH寺問がとれず、欣問

状態になっていることである。

【スライ ド29】

-今年度のような大所帯の教員集団と
なった場合に、個々 のモチベーション
を確保するにはH ・H ・?

・行われてきた授業のデータを整理し
たいのだけれどH ・H ・?

111ー櫨!w)cソ叩ド幡磁立しZい畳め司.
3れか内@組問h書官e怪奇…....<Cl!l;
!t方に..しZ噂司え骨~・しいで可.

餐島
ともあれ、{スライド29)でも 「コック さんJ

に言わせているように、「ある程度メソッ ドは!旅

立しているので、 これからも継続はできそう・・・・・・」

である。第4代tnから、椛!験のある学生が自党的 ・

白::1:':1'19に fコックさん'学校Jをつくって(作って

/i1iって/iJllって)くれるようになり、言ってみ

ればサークル活動のようなhL~ じで、先拙から後輩

に、この取り組みがづ|き縦がれるようになりつつ

ある。ぜひ 「多くの先生ブjに参制して」いただき、

もしかすると自己尚足に陥っているかもしれない

我々に苦言や助言もいただけると f似しい」。

|世話役(算数担当) ・山城から|

「コックさん学校」は各段業を.その反省会も

合めてビデオに践していて、 t受業~ーには DVD に

焼いて配布している。報告会ではその中から、赤

松uミ手さんの算数の{受業の-日1)を紹介した。

_，jç~さんは今回が 2 回 仁| の参)JIIである。前年の

1. {I:次のときは、同学11':1人で lつの{受業を作り

上けPた。それは形戸文宇を倣った|五I，U_tのJ受業で、

カードゲームを取り入れ、子どもたちがまだ習っ

ていない浅字も読んでみたくなるような魅力的な

授業だった。指導楽や教具もかなり傑く考えられ

ており、 4人の授業態1度も仙のメンバーが驚くほ

ど然ちついていて、決して先f似たちの段業に引け

を11反らないものだった。

それは、それまで先'lNたちの段栄作りを観察し

たり、γrとして他の人の授業に参加した り、そ

れまでの綬業の反省会で点剣にl訴し合ったりした

成民だろう。 51ミ季さんは俊治ではまとめを担当し

ていて、落ちついてしっかり段業のふり返りがで

きていた。それでも子どもの立外な反応に(まっ

たくそうは見えなかったが)内心混乱していたこ

とを、授業後の反省会でIlf:lかしている。

そして 2年次になった今年は、 l人で算数の授

業を行った。それはパターンブ口ックを使って而

仙の基本的な考え方をJI~qUする授業である。 4代

前の 「コックさん学校Jでもパターンブロックを

使った而制の授業があったが、そのときは「純り

代い」を過して色々な考え)jがあることを坦!併す

" B llla虜鷲 勾ー今会-tQ. ..'・.u穐.. 

t.1・{

団:A]A国間抑唱し，，，"".aa帆 0.""・L...，.
A a 

;¥ 口
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ることが主眼であったので、今回とは目的が異なっ

ている。それでも今回の授業作りでは、まず4代

前の授業のビデオをチェックしている。

さて、私が報告会で米季さんの授業のビデオを

紹介したのは、そこに「コックさん学校Jらしい

理想的な算数的活動があったからである。授業は

まず簡単な平面図形、それでもどちらの面積が大

きいかがすぐには分からない2つの図形を、パター

ンブロックを使って比べてみる作業から始まる。

友達とおしゃべりしながら作業していた男の子

が、突然「そうだ!同じゃつでやってみようj と

肱いて、黄色い六角形や赤い台形などのブロック

が並べられていた図形を崩し、緑の三角形だけで

図形を覆い、その個数を数えてワークシートに書

き込んだ。すかさずTTが男の子に話しかけ、考

えを明確化する手伝いをする。

このときのカメラマンは副校長の大城孝太さん

である。面積を比べるときは同じブロックを使う、

これに気付くことがこの授業の目的なので、上記

の子どもの様子は、まさしく理怨的な場面である。

それがビデオに残っているのは、カメラマンが授

業を理解し、子どもたちを観察することが出来て

いるからである。

毎回授業後の反省会では、授業者に対するアド

バイスや授業から学ぶべき点の指摘だけではなく、

全員で子どもたちの授業での様子も確認する。私

には今年の「コックさん学校j は、その確認の場

面がさらに増えているように感じられたのだが、

これは附属小学校の研究テーマ~子どもの姿から

学びのストーリーをつむぎ出す~にもつながって

いて、大変興味深く感じている。去年から fコッ

クさん学校Jに参加している孝太さんは、そうやっ

て子どもを観る力が鍛えられているのだろう。

ところで、未季さんの授業で理想的な算数的活

動が観られたのは、練り上げられた指導案、丁寧

に作られた教具、落ちついた授業運びがあったか

らである。明らかに4人でやった去年の授業のと

きよりも進歩している。それでも未季さんは、反

省会で自らいくつかの間題点を挙げ、さらに他の

メンバーと萩野先生にいくつかの点が指摘されて

いたので、これからもさらなる進歩が期待できる。

とても楽しみである。

未季さんは入学前、当時の琉大の入学案内に書

かれていた「コックさん学校Jの紹介を読んでい

て、教師としての力量を育むために「コックさん

学校j に参加する意思を持って教育学部に入学し

た。だから主体的に考え、行動し、その経験を自

分の力にすることができた。

自分たちで学校を作り上げていくことで教師と

しての技量を鍛える「コックさん学校Jには、学

生は主体的に参加する必要がある。だから私は、

特定の専修の学生がほぼ全員参加しているのが気

になっていた。そこで、「コックさん学校Jへの

参加が義務化しないようにその専修での上級生か

ら1年次への勧誘を制限したのだが、そのために

今年の「コックさん学校Jには、 l年次が集まら

なかった。

これは、おそらくほとんどの 1年次が「コック

さん学校j の存在と内容を知らないからだろう。

知っていれば、来季さんのように主体的に参加し

てくる学生がいるはずである。先輩たちが主体的

に学校を運営し、それに後輩たちが主体的に参加

しながら学んでいく。この流れを継続するために

も、「コックさん学校Jをどのように宣伝するか

が課題である。

注:

『平成19年度 文部科学省教員養成改革モデル

事業(教職実践演習の試行)報告書一事業タイ

トル:教員養成最終段階におけるプラクティス

スクールによる総合的力量の形成とその明示的

な確認に資する事業一.!l (2008.3) P53・78 → 

初代の実施報告

『平成20年度 質の高い大学教育推進プログラ

ム(教育GP)報告書一事業名称:模擬学校に

よる教育実践力向上モデルの開発.!l (2009.3) 

P13-44 →第2代の実施報告

『平成21・22年度 質の高い大学教育推進プロ

グラム(教育GP)報告書一事業名称:模擬学

校による教育実践力向上モデルの開発.!l (2011. 

3) P 9 -28，137-156 →第3・4代の実施報告

「教育実践力をはぐくむ模擬学校一「コックさ

ん学校2011Jの取り組み-J ( Ii'琉球大学教育

学部紀要』第81集) (2012.6) P 1・29 →第 5

代の実施報告

n
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添付資料① 授業ラインナップ

実際に実施された順に国語・算数それぞれ8種類の授業を、学生たち自身がまとめたものをもとに紹介する。

国語 1:大田梨那

単元名・単元目標 | 児童の学習活動 | 主な教具

「折句を使って自己紹介するJ I笠ム①今日は自己紹介をすることを知る。②教師の自己紹|ワークシート、

・折句を知る。 I 介を聞き、折句を使っていることに気付く. I棋造紙

・自分の名前で折句を作り、自己紹介文を作|展 開 ③折句の説明、ルールの確認をする.@自分の名前を

ることができる. I 使って自己紹介文を作る.@教師の例を参考に、グルー

プでお互いに自己紹介をする.

まとめ @折句について教師の話を聞く。⑦感想を也く。

本授業は、コックさん学校最初の日で、自己紹介し、子供たちが仲良くなるきっかけになれば、と思い、授業した.

導入で、まず、私の自己紹介文を提示した。予想では、子供たちはまだ教師の名前を憶えておらず、折句が用いられていること

に気づきにくいのではないかと想定していた。しかし実際は、すぐに子供たちから折句が使われていることに気づいた。それに篤

いてしまい、そのあとの展開までうまくつなげることができなかった。様々な子供たちの反応を予想し、それへの教師側の反応も

考えておくべきだったと反省している。

展開では、子供たちは楽しく折句を作っていたので、安心した。しかし、笹けない子がいた.そのような子への対応を考えてい

たが、それでも書けない子がいて、対応をもっと考えておくべきだったと思った。

グループでの発表は、発表者の名前をあてようと熱心に耳を傾けていた。しかし、反省会で名前をあてるのに必死で好きな食べ

物などの紹介文をほとんど聞いていなかったと指摘された。グループで発表させる前に、名前をあてるだけでなく、紹介文にも触

れておけばと反省した。

本授業では、教師が一方的に話すのではなく、子供たちとやりとりをしよう、と思っていた。この点に関しては.よかったので

はないかと思う.また、折句を作成しているときやグループで発表しているときは楽しく盛り上がっており、教師も子供も楽しい

授業になったのではないかと思う.また、子供たちの感想には知らない子の名前がわかったなど、最初の授業として、良い教材で

あったと4思う.

国語2:中山美野乃

単元名・単元目標 | 児童の学習活動 | 主な教具

「漢字カードを組み合わせようJ 笠ム①熟紺についての話を聞く。 I漢字カード(グ

・熟語を通して.模字に興味を持つことがで|展 開 @漢字カードを組み合わせて熟語をつくる.@組み合|ループ用.板番

きる。 I わせてできた熟栢を仲間分けする. I用).ワークシー

・漢字のもつ窓味を考え.正しく使うことが|まとめ @本時を撮り返って.感想を書く. Iト.国語辞典

できる。

本時の導入で.熟蹄とはどういうものなのかを子どもたちとのやりとりで進めていった。よく発言する子の声を拾ってしまい，

導入でのおさえが甘かったように思う。私自身も熊りがあったのか.予定の時間より早くめあてを提示し.展開に入った。

展開では.漢字カードを配って.それを組み合わせて熟語をつくる活動をした.熟語が三種類に分けられるということを.ホワ

イトボードに教具を貼って説明することを忘れていて.カードを配った後に説明した.カードが自の前にあると.それに集中して

授業者の稲を聞かない子がいるので.教具を持って話したり. rooさん.見える ?J と聞いたりして.手元に気を引かれないよ

うに工夫した。全体が.熟踏の三組類について押さえられるように.声をそろえて読むことも行った.この時. r修飾j という 4
年生にとっては難しいであろう言葉が出てきたので.国緬辞典で踊句を制べるよう促した.後ろの席の予を指名して辞曹の意味を

読ませたが.全体的に騒がしく，声が前に届いていなかったので.周りの子を静かにさせる手立てをするべきだった。また，辞書

的な意味から子どもたちの音楽に直して分かりやすくする必聾もあった.カードを組み合わせる活動は.予想していたよりも，熟

語を上下反対で組み合わせているグループもあり TTの支援に助けられた感もあった。展開③では.つくった熟語をワークシー

トで仲間分けをした.ワークシートの書く作業は.児童問で差が出てしまった。また.ある子が f熟踊と漢字の組み合わせって同

じじゃないの ?Jという発百をしており.そこから熟語の成り立ちについて深く追求するチャンスだったが.私の力量・教材研究

不足で出来なかった。

終末では.ホワイトボードを使ってまとめをした。熟語の構成は.他にも種類があることを伝える手立てとして.具体的に見え

る教具で準備しておくと.子どもたちもイメージしやすかったと感じた.

今回の授業は.できるだけ多くの子が活路する場と.個から全体への共有を目標にしていた。答え合わせの時は子どもたちを前

に出してやったり.後ろの方に座っている児童にも声かけをしたりするよう心がけた。個から全体への共有はまだまだだったが.

子どもたちが2回目のコックさん学校を楽しんでくれた姿が見られて良かったと思う。また.教材研究が足りなかったので.授業

案として組み立てたことのほかに.遭う角度からの教材との関わりをもっているべきだと捕感した。

カードを使ったゲーム性のある授業は.使い方次第で難易度を変えることができることを実感でき.リフレクションでは.授業

技術についても学ぷことが多かった。今回のような授業をするときは.これらを改善して.わかる子もわからない子も.試行錯誤

して熟語に迫っていけるような授業ができるようにしたい.
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国語3:上原詩織&西川忠良

単元名・単元目標

「ことわざを作ろうJ 導入

.ことわざにしたしむことができる。

・身近な事柄を姐材にして自分でことわざを|展 開

作ることができる。

まとめ

児童の学習活動

①『ことわざクイズ』を解き、ことわざをつくるとい

う本時の学問内容を知る

②ことわざを作るときのルールを確認する。③4種類

のことわざ(・猫に小判 ・鬼に金棒 ・娘も木から

落ちる ・豚に真珠)から一つを選び、同じ意味を持

つことわざを考える。④できたことわざをグループ内

で発表する。@全体の前で発表する。

@教師のことわざに閲する話を聞く。⑦学問感想を書く。

主な教具

・ワークシート

.ことわざのルー

ルの貼物

-めあての貼物

・4組頼のこと

わざの貼物

本授業の導入ではことわざに親しみを感じてもらい、ことわざづくりの展開へと繋げるために、『ことわざクイズ』を行いまし

た。出題したときに、『知っている!j と仰をあげる子もいたため、子どもたちの反応としては良かったのではないかと思いまし

たが、ほぽ全員が知っている難易度のことわざであったため、本時を間単な侵業だと捉えてやる気を失ってしまった子どももいた

ように思い、問題設定の段階でもっと考えるべきだったと反省しています。

展開では実際にある4種類のことわざのゆから一つを選び、それと同じ意味を持つことわざを作るという活動をしました。予想

していたように、いくつもことわざを思いつく子もいれば、なかなか思いつくことができない子もいました。思いつかない子への

手立てとして事前に考えていたのは、想像を膨らませるような声掛けをすることでした。これにより、ことわざを思いついてかけ

ている子もいたので、この手立ては効果的であったのではないかと私は思います。しかし、なかなか思いつかない全ての子どもた

ちにこの手立てが有効であったわけでもないので、また別の声掛けを考えて、支援の方法として持っておくとより良かったのでは

ないかと思います。

今回の授業は、ことわざに関する教師の話をまとめにして終わりましたが、実際にやってみると、まとめとして話すには弱い内

容だったのではないかと感じたため、ことわざに閲する話はコラムとしてコックさん通信に載せ、授業は子どもたちによる作品の

発表で終えても良かったのではないかと思いました。

支援の仕方など、反省点の多い授業になってしまいましたが、ことわざを作るという活動を取り入れたことで、子どもたちが自

分たちの生活場面からことわざを考えることができ、ことわざをより身近に感じることができたのではないかと思いました。また、

授業者である私たちも想像していなかったような蘭白い発想のことわざがたくさん作られ、私たちも授業をしていてとても楽しかっ

たです。ことわざを作るという活動は、 m怠な子とそうではない子の設がとても出てしまうものだと、今回の授業を過して強く感

じました。そのため、教師の多くの支援が必要になってくるのだと思います。いつか再びことわざ作りの授業を小学生相手に行え

るよう、これからより良い具体的な支慢の方法を考えていきたいと思います。

国語4:謝花香奈江

l 単元名・単元目標 | 児童の学習活動 | 主な教具

「他己紹介J I笠ム①先生の話をl削く。 Iワークシート①

・目的に応じて、制べること、聞き取ること 11il nn②どの先生を担当するのかと、インタビューするとき|②@

ができる。 I のルールを知る。③質問を考える。④インタビューを

・調べた事柄について、わかりやすく伝える| する。⑤まとめる.⑥先生紹介をする.

ことができるo Iまとめ ⑦先生の括を!日lく。

当授業はコックさん学校の折り返し地点にあたる日だったため、先生と児童がもっと仲良くなるようにと考え、話すこと・聞く

ことを中心に授業を組み立てていった。インタビューをすること、その巾備として質問を考えることなど、児童にとって相手を意

識しながらの授業になったと思う。積極的な児童が多かったこともあり授業は賑やかに進んでいったが、後ろのグループには声が

届きにくかった。それによって集中が途切れてしまった児童もいて‘慢業者の教室内での副jきが大切だと感じた。

展開③では早く考えきれたグループとじっくり考えるグループとで差が生じたが、インタビューの練習をする時間にあてた。イ

ンタビューのルールのひとつに、 r-r寧な百葉づかいをする』があり‘児童も意識していたが、インタビューが盛り上がってくる

と『先生って~なの ?jといった話し方が多くみられた。マイクを用志してインタピュアーになりきらせる工夫があれば、うまく

できていたかもしれない。この授業の山喝としては④・⑥なので、それ以外の流れには時間をかけないで進めていくつもりであっ

たが、それぞれの問の時間の積み重ねと⑤の延長によって⑥の時間がなくなってしまった。とても悔しい部分であるo 1グループ

だけ発表することができたが、それは紹介文の出来具合を見て私が指名したグループだった。紹介文はグループ内で同じように書

く、ということにしていたため、みんなで合わせながら書いていたことがスムーズに進まなかった原因だと思う。

全体的に見て、授業の山場を 2つ作ったことが大きな問題である。インタビューをすることと先生紹介をすること、授業を 2つ

にわけで行うとじっくり取り組めたと思う。しかし、授業は活気があり笑顔がたくさん見えたので、とても良かった。
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萩野・山城:教育実践力をはぐくむ模擬学校『コックさん学校J

国語5:早瀬茜&宮城麻子

単元名・単元目標

「漢字の成り立ち」
-象形文字を理解する。

-楽しみながら漢字の成り立ちを学ぶ一

児童の学習活動

導 入①漢字が4つの組額に分けられることを聞く。②象形

文字について知る。

展 開 ③象形文字を見て、どの漢字の由来なのかを考える。

@答え合わせをする.⑤象形文字を使ったトランプを

行う.

まとめ @教師の話を聞く。

主な教具

-ブラックボッ

クス

.象形文字トラ

ンプ

本便業は、導入から展開の③までを茜、展開の④からまとめの⑥までを麻子、 2人で助け合うところ{板脅しながら、話を進め

るなど}というように役割分担をした。

導入では、予定よりも説明が長くなってしまい、児車も飽きていたように思う。必要な説明、さらっと流す説明の取捨選択が必

要だと思った。

展開では、象形文字を見て、どの漢字なのか由来を考えてもらった.児童は、楽しそうに由来を考えていた。また、答え合わせ

をするときに登場した、かんちゃん(ブラックボックス)への食いつきがとても良かった。答え合わせの後半で、麻子の『かんちゃ

んに象形文字をいれてみたいひと-Jという問いかけには、多くの児童が手を挙げていた。かんちゃんの仕組みばかりが注目され、

授業の目標からは少し離れてしまったかもしれないが、ここで一揖盛り上がったと思う.この盛り上がりを、かんちゃんの登場か

らつなげて、 トランプまで持っていきたかったのだが、時聞が足りずに終わってしまった.時間配分が、この授業の一番悔しいと

ころである.

象形文字の授業は、あまり例がなく、指導案を作るたびに、『象形文字を覚えてどうするの ?J という疑問に何度もぶつかった.

しかし、漢字の成り立ちとしてとても面白いものであるし、その面白さを子どもたちにも伝えたいので、象形文字を教材として授

業を作り直していきたいと，思った。また、今回の授業で、教具の大切さにも気づくことができたので、今後も教具は丁寧に作ろう

と思った.

今回のこの授業が、麻子にとっても茜にとっても、子どもの前での初便業であったため、とても緊張した。しかし、得られるも

のが多く、成長することができた。今後も反省を活かして、段業を行っていきたいと思う.

国語6:興鹿若夏

単元名・単元目標

「俳句をつくろう」
目標

・季節を表す言葉を見つけることができる.

• 5・7・5のリズムで自分の思いを伝える

ことができる.

児童の学習活動 主な教具

導 入①神制の季節を表す言葉について知る。②キーワード|沖縄の季節の図・

を聞き、そのキーワードに合う季節を考えるo Iフラッシュカー

展 開 ③俳句のルール (5・7・5で表すことや季栢を入れる|ド・俳句の説明

こと、音の数え方など)を確認する.④グループで季|の模造紙・ワ一

節を表す言葉を挙げ、自分のお気に入りの言葉を一つ|クシート (3種}

決める.⑤お気に入りの言葉から他の宮葉を連想する.

@お気に入りの言葉を使って俳句をつくる。

まとめ ⑦指名された児童が俳句を発表する.@学習感想を書く.

授業者の名前の由来が沖縄の季節ということで、俳句の季踊への導入として使った.教師の名前ということでねらい通りに、子

どもたちが授業に興味を持ってくれたと思う。しかし、紹介聴度にとどめるはずだった沖縄の季節の時聞が長引いてしまったので、

導入の時間を短縮するためにも、沖純の季節は丁申に取り扱わなくて良かったと思う。キーワードを出して挙節を問う場面では、

子どもたちが予想以上に素直に季節を答えてくれたので季踏の説明がスムーズにできたと思う。

俳句は4学年の子どもたちにとって既習事項であるため、ルール等は確認程度で流そうと思ったが、はっきりと説明できる子以

外にもあまりわかっていな子がいるように感じた為、しっかり磁認したかった.しかし、俳句をすでに作ってしまっている子もお

り、その子たちが説明やその後の俳句を作る前までの活動の時聞をもてあましていて、そういう子たちのやる気や関心の持続と全

体での活動の理解の把鑑とをどのようにするのが一番良いのかわからず焦ってしまった.その熊りにより、子どもたちに活動の見

通しを持たせられず、ワークシートの説明も中途半端になってしまって、意図していた活動ができていない子や混乱している子も

いた.俳句をつくる時間は予想以上にかかって、進度を酪認しながら活動時間を延ばしていったが、授業終了までに 5句作った子

と1句も作れなかった子と大きな差があった。 1句作れなかった子に対して、伺か丁寧な支揖ができなかったことが残念なので、

もっといろいろな支援方法を考えてみたいと思う。だが.ほとんどの子が連想まではできたのと、 90-95%の子が l句は作ること

ができたのは良かったと思う。

このような創作の授業では子どもたちができた作品を発表する場が大切だとわかつてはいたが、俳句を作る時間を多く取ったた

め、作品の発表の時聞を割愛した。子どもたちの作品は後目、作品集として一冊にまとめ子どもたちに配布した。

子どもたちに活動をさせる時、その活動に意図がないといけない。一つ一つの活動や俳句を作る忠岡が子どもたちに伝わってい

ないのと、子どもたちが授業の流れの見通しを持てていないことが、良くなかったと思う。子どもたちに活動の意味を考えさせる

意識がなかったことや熊りで説明が中途半端になってしまったことを反省点として、教師になった時に活かしたいと思う。
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国語 7:金城理穂&玉那覇あいか

単元名・単元目標

「詩を楽しく読もうJ
-詩を策しく表現することができる。

.協力して群読することができる。

琉球大学教育学部紀要第83集

児童の学習活動 主な教具

導 入①群読についての説明を聞く。②さんさんズによるお|ワークシート・

手本から群読に取り組むうえで工夫する点を見つけるo I掲示物(詩・群説

展 開 ③グループごとに配られた詩『あJr空にぐーんと手|の説明・めあて)・

をのばせJの群説シナリオを作って練習し、発表する。|譜面台

まとめ ④群読に取り組んだ!Is卸を書く。

本授業の目標として大きな向で時を楽しくよんでほしいという気持ちがあったので、子どもたちを立たせていつもと追った慢業

開始のあいさつをしました。これは、事前に声出しとして郁備していたものを削って新たに決まったことですが、今まで以上に教

室中に子どもたちの声が響き、とても良い開始になりました.導入のサンサンズによる群読も子どもの興味・関心を引き付けるこ

とが出来たと思います。グループに分かれて群説のシナリオを考える活動では、机間指導中に迷っているグループへ支援をしまし

たo TTに頼った形になりましたが、私たち二人も積極的にアドバイスをしていきました.シナリオ作りでは予想以上に子どもた

ちがシナリオを考える時間がかかってしまい、子どもたちの進み具合に合わせて、時間を延長していくことにしました。練習する

時間はなかったグループもありましたが、全てのグループがシナリオをかくことができました。シナリオ作りに思った以上に時間

がかかり、全てのグループが発表するのは難しいと感じていましたが、少しだけ授業を延長してでも全グループの発表を行いと思

い、二人で相談した結果、そうすることにしました.慢業は延長してしまいましたが、良い判断だったとおもいます。子どもたち

の発表は、声も大きく、業しそうでした。群読もうまくできていて、めあてを達成できたと思います。発表のときに、シナリオを

世く譜面台をうまく活用できなかったことが反省点です.

1時間でこの授業をやるのには厳しい面もありましたが、もう一度このような段業を行う際には群説作りの時間を十分に与える

ことのできる授業計商にしたいと思いました。そのことでもっと子どもたちの向由な発想や、考え、工夫をみることができるおも

しろい授業になると思いました。

国語8:知花麻由子&中山美野乃

単元名・単元目標 | 児童の学習活動 | 主な教具

「どんなカンジだったかなJ I笠ム①「今年の漢字j について知るo I学校通信の縮小.

・コックさん学校を娠り返り.それにわた|旦旦@コックさん学校での慣業を振り返る。@コックさん|ワークシート.

部学を考えることができる。 I 学校での漢字を考える。 I漢字表.漢和辞

・自分の考えたことを.相手に伝えることが|まとめ @感想を書く。 I典
できる.

鼠後の技業であったので.コックさん学校を綴り返ることを大きなねらいとしていた。導入で「今年の演字j を出したことによっ

て.子どもたちに漢字を使った侵業だという認識を持たせることができた。しかし f今年の襖字j についての説明が睡昧なものと

なってしまい.それを知らない子にとっては.分からないまま展開に進んでしまった感もあった。

展開では.めあてを板書している問に.もう一人の授業者が子どもたちに fコックさん学校で.どんなことがあったか思い出せ

るかなJという問いかけをして.コックさん学校での漢字を考える前に.コックさん学校を振り返る流れに自然と進めた。展開@

では学校通信の縮小を各グループに配布したり.今回の便業のために特別仕様の教室(今までの教具.作品.通信を掲示)を見て思

い出したりと.振り返る手立てを多くした。予定では.各自の国語ファイルと算数ファイルを配布することも考えていたが.子ど

もたちの織子から必要ないと判断し.展開③に進んだ。まずワークシートに漢字と理由を書き.それが終わったら画用紙に消由を

する。卒業式で全員が発表してもらうことを伝え.作業に入った。漢字が思い浮かんでいない子など.なかなか作業の進まない児

童に対して.学校通信や漢字表.国語辞典を使ってアドバイスをするようにした。子どもたちの進度は差が大きく.早く脅き終わ

る子もおり.その児童に対しては，商用紙に色をつけたり発表の練習をしたりするよう促した。今回の慢業は全学生がTTをする

ことになっており.書けていない児童一人に.数名の先生がつく光景も見られ.子どもにとって脅きづらい雰囲気になってしまっ

た部分もあった。

まとめでは.子どもたちの画用紙を回収し.本時を振り返って.感想を自nいてもらった。その聞に.画用紙に書き写していない

子も書けたようだつた。

授業後に行われた卒業式で.全員が『コックさん漢字Jと理由を発表することができた.同じ漢字でも理由が異なるなど.それ

ぞれの個性あふれる発表となった.こうして最後に.一人ひとりが活路する場をつくることができて良かったと思う。

全体として.見通していた時間を過ぎてしまった.それは漢字を考えるときに時間制限が出来ていなかったことが理由として考

えられる.時間を視覚化して.子どもにもTTにも時間が分かるようにするべきだった。また.mけていない子に対してのアドバ

イスを理由から考えて漢字を見いだす方法など発想を変えた手立ても考えるべきであった。今回の授業は.学期の振り返りや年聞

の振り返りで使える題材だったと思う.これらの眼闘を改普して，実際の現場で使えるようにしていきたい。
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萩野・山城:教育実践力をはぐくむ模擬学校「コックさん学校j

算数 1:大城裕司

単元名・単元目標 児童の学習活動

「マジックカードの仕組みを考えよ|笠ム①教師が行う 2進法の原理を利用した数当てマジック

う!J I を見て、数をあてることができる理由を考えることを

・マジックカードの仕組みを理解し、作るこ| 知る.

とができる. I展 開 ②ワークシートを参考にして、数をあてることができ

る理由を考える. ③考えたことを発表する. @教

師とともにカードの作り方を措認し‘自分でカードを

作る. ⑤作ったカードがちゃんとできているか暗紹

するためグループ内でマジックを見せ合う. ⑥全員

で解答を共有し、カードの左上に脅かれる数字の焼則

について確認する.

まとめ ⑦コンビュータ等への応用の話を聞く。@感想を書く。

※実瞭には時聞が足りなくなってしまい、④のカード

を作る作業の途中で感想、を脅かせたので、@、⑥、⑦

は行われていない.

主な教具

・マジックに使

うカード

・ワークシート

・貼物

この授業は、今回のコックさん学校の最初の授業ということで、グループのみんなで考えるということは難しいだろうと考えま

した.そこで、個人で考えることを意識して授業を構成しました.しかし、 l番最初の授業で子ども同士の交流が全くないのも問

題なので、カードの答え合わせのためにマジックを見せ合うという活動を取り入れ、交流のきっかけになればと思いました.

実際の導入では緊張のため教師の話が長くなってしまい、スタートでいいリズムを作ることができませんでした。また、子ども

遥は 1回目の授業にも関わらず、とても元気いっぱいでとても駕きました。教育実習では、比較的静かな中学生を相手にずっと授

業をしていたので、子ども遣の活発さに負けてしまい、授業の主導権を揖ることができませんでした.その後は予定通りに展開に

入っていきましたが、カードの仕組を理解することや、カードを実際に作ってみることは、子ども速にとって予想以上に難しい眼

題だったようで、結局カードを作り始めてすぐに授業が終わってしまいました.結果的には、 2進法の考え方の部分には全く触れ

ることができずに、算数の授業ではなくマジック紹介の授業になってしまいました.また‘カードを作り終えるところまでいけな

かったため、子ども同士の活動もないまま終わってしまいました。きちんと指示を過すこともあまりできなかったので、学級聞き

の授業としてもいまひとつのものになってしまいました。実際にその後の授業も全体的に締まりのないものになってしまっていた

と思います。この経験のおかげで学級聞きの重要性を身をもって感じることができたので、現場に山たときに活かせるようにした

いです。

マイナスのことばかり書いてきましたが、自分の中で満足している部分もあります.それは教育実習中ずっと牒題だった、『教

師が授業を楽しむj ということができた点です.授業中、想定外の反応がきたり、予定通りの時間で授業が進んでいなかったりし

て、焦りや不安もありましたが、最初から最後まで授業を楽しみ続けることができました。それだけでもこの授業をすることがで

きて本当によかったと思います。

算数2:大城孝太

単元名・単Jt目標 児童の学習活動 主な教具

「数のふしぎ」 噂 入①数のパズルについて知る. -ワークシート

-限られた条件から、決まりを見つけること 展 開 ②数のパズルの解き方を考える。 @考えたことを発 -ルールなどの

ができる. 表する. 掲示物

-グループ活動の時に、世局的に参加するこ まとめ @数を使って絵を描けることを知る. @感想を脅し -マス目

とができる.

この授業を振り返って、反省点が多々あった.特に、自分の説明が長すぎて時開通りに授業をまとめることができなかったこと

が、一番の反省だと思う.この授業では、自分がほとんどしゃべっているだけの侵業だったので、もう少ししゃべるのを押さえて、

その分活動の時間を延ばせばよかったと思った.また教具の方ももう少し丁寧に作ればよかったと思った.この慢業は改善点がた

くさんある授業なので機会があったら改善したこの授業をやりたいと思う.
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算数3:赤嶺未季

単元名・単元目標 児童の学習活動 主な教具

「広さをくらべようJ 笠ム①図形にブロックを敷き詰める。 I・パターンプロッ

・敷き踏めるプロックの形や大きさを工夫し|亙」目@パターンプロックを使って、 2つの図形の面積を比| ク

て、面積の大きさを比べることができる。 I ぺる。③どのように比べたか発表する。④複雑な図形トホワイトボード

の而摘を比べる(グループで). I・ワークシート①、

まとめ @学習感想を書く | ② 

今回の慢業は、以前に 5~F生『平行四辺形の面積』の授業を考えた際に、面積は 1 cm"が敷き詰めて考えているという認識が大

事であると感じたことがきっかけで、このことを題材にし、これからの面積の学習につながる授業を作りたいと思い考えた. (実

際、その段階まではできなかったが。)

算数が苦手な子でも活動に参加し、楽しいと思える授業にすることを目標とした。子ども遣を見ていると、パターンプロックを

用いたことでパズル感覚で楽しんで、活発に手が動いている綿子だったのでその点は良かったと思う。

実陳の授業の流れとして、展開②では、時間を取り過ぎてしまった。すく.に比べ終わった子には、退屈な時間となってしまった。

しかし、時間を多くとったおかげか、発表させると様々な考えが出てきて充実した怠見交流になった。

展開④の複雑な図形の面積を比べる場面で、なかなか上手く敷き詰めることができないグループがあった。ここでは、このつま

づきがポイントで、そこから試行錯誤し、同じプロックだけで敷き詰めると比べやすい事に気づかせる事がねらいだった。しかし、

時間が足りずに試行錯誤する時間がなく、すぐに出来たグループに発表させる事しかできなかった事が残念だった.

一番の反省は、めあてを提示しなかったことである。提示していなかったことで、授業のめあてが子どもに対して明確になって

おらず、まとめもあやふやになってしまった@

そのほかにも反省点や、不十分な所も多くあったが、それらも含めて学びの多い興亜な経験となった.

算数4:上野愛美&宮城那津美

単元名・単元目標

「遺言状を解読せよ!J I導入

.分けやすくするためにはどうすればいいの

か考えることができる.

-友達と協力しながら、工夫して問題を解く

ことができる.
展開

まとめ

児童の学習活動

①1M!阻文と遺言状を見る。 fあるヒツジ飼いが、 3人

の息子たちにヒツジを11頭残しました.遺言状には

『ヒツジを長男に 1/2、一二男に 1/4、三男に 1/6分

け与えなさい』と書いてありました。J②分数の確認

をリンゴを使って復習する.③めあての確認。

@グループで挙の分け方を考える。@分けることがで

きたか発表し.全体で考える.@問阻文の続きがある

ことを知る。「それを見ていた親切な隣のおじいさん

が、『わしのヒツジを 1頭あげるから、 12頭にして分

けなさLリといってくれました.J⑦どうして12頭だ

と分けることが出来るのか考える.

@まとめ(本時のふりかえり) ⑨学習感想を書く.

主な教具

・ワークシート

・掲示物(ヒツ

ジ.おじいさん)

・ものさし

-はさみ

導入では、問題文と遺言状を見せた。今回は分数の勉強であり、分数をきちんと押さえていなければ解けない問題だったので、

まずは分数の復習を行った.しかし、遺言状を見せるとすぐに「先生、なんか変。分けられないと思うJという声が児盈から聞こ

えてきたのから「じゃ実際に解いてみようJという授業展開に持って行けず、分数の復習を指導案通りに行ってしまった.そのた

め、児童は遺言状からリンゴを使った甑習へと変わったことに今まで興味を持っていた子ども達は、離れていった。初めに分数の

復習をしてから遺言状に移るべきだと，思った。めあてを蹄越し、実際に分けてみようと黒板に大きなヒツジを11頑貼り付け、「今

からヒツジを分けてみましょうJと投げかけると子ども述は、たくさん貼られたヒツジに食いついた。

展開でグループごとに小さなヒツジを配り、『これで分けて下さ~¥ Jと言うとみんな一斉に分けだした。普段算数や閑語で活動

しない児童も友達と一緒になって、ワークシートに計算したりヒツジをはさみで切って分けるか試してみたりと盛り上がった。あ

のときの楽しそうな子どもの姿は今でも目に焼き付いている。教具の大切さを知り、一生懸命作って本当に良かったなと思えた瞬

間だった.分けることが出来たか発表する場面では、普段発表しない子や、後ろの席にいる子に当てたいと思っていたが、それが

できず課題となった。分けられないという児童の声から、「どうしたら分けることが出来るのだろう」と問いかけると考えシーン

となる教室に擦り、 r12頭にすればいいj と答えた子に「そうだねJとすぐに返してしまった。もっと他の児童から意見を聞いた

り、 12頑と答えた児童から「どうして ?J と深めていくことがさらなる学びへつながると感じた。去年も「児童の発苛を待とうj

と百われていたので、課題を克服することが出来ず悔しい.

r12頭ならできるj と rlO頭ならできるJという 2つの発言で、グループでどれか一つを決めて分けさせた方が良かった.また、

児賞が発表するときにどう分けているか他の子ども速に分かりづらかったため、教師が線で問うなどの手立てが必要だと仮り返っ

て感じた。板番もきちんと事前に『こうした方が分かりやす~¥ Jと話し合っておくべきだったと反省が残った.

分数をやることは、『子ども速には難しいのではないかJという思いが授業をするまで常に頭の中にあった。しかし、やってみ

てたくさんの反省が残るものの、とても楽しかった.11頭のヒツジをどうやったら分けられるのか、試行錯誤する子ども遣の顔は

私に「やってよかったJという思いをくれた。けれど、児童の発言から答えを導き出すことや、児童に対する手立てがまだまだ不

足しているという反省点を改茜し、また授業を考え、やりたいなと感じている。

-44一



萩野・山城:教育実践力をはぐくむ模侮学校「コックさん学校J

算数5:知花麻由子

単元名・単元目標

「トリックをあばこうグ」
・ミラクルカードの順訴を決めることができ

る。

-相手が納得するように説明することができ

る。

児童の学習活動

導 入①教師が被館する『ミラクルカードJを見て.カード

の仕組みに興味を持つ。

展 開 ②各グループでもともとのカードの並びを考える。@

全体にグループの考えを発表する。④再検討をし. 1 

つに決めた意見が合っているか確かめる。

まとめ @クラス全体に発表し考えを共有する。@学宵感想を

する.

主な教具

-ミラクルカー

ド(大)

-ワークシート

・ミラクルカー

ド(小)

「かいぞく王におれはなるりという12文字(授業者があらかじめ決めていたもの)を.各 1文字ずつ記入されたカードをミラ

クルカードと呼び，羽入では担業者がミラクルカードを般露した。子どもたちに人気のアニメ『ワンピースJから主人公のセリフ

を選び.またカードの並べ替えという比較的単純なルールを用いたこともあり.児童の興味を引くことができたと思う.

はじめは授業者が導入で使用したようなカードは児童には配布せず.頭の中だけでカードの並びを考えさせた.しかしなかなか

うまく考えられない児車が多く.予想していたより早い段階でカードを配るよう求める児童もいた.授業の目的としては具体物の

使用をせずに並べ方を考えたり.グループで話し合ったりする中で.論理的な思考を養ってほしかったため，ここはもう少し工夫

した手立てを考えるべきだったと思う。また，クラス全体で意見を共有し.意見を lつにまとめることもできなかったので.反省

したい。

結果として児童はカード並べを楽しんでいたようなので.よかったと思う。自らカードを持ち帰りたいと古ってくる児童.他に

問題はないか聞いてくる児童.授業を終えても教室に残って考え続けている児童….たくさんの笑顔を見ることができ.本当にう

れしかった。

この授業がまた lつ自分の成長につながったと思うので しっかり活かせるよう頑強っていきたい。

算数6:謝花遥&土田萌

単元名・単元目標 | 児壷の学習活動

「開けゴマ!J I笠ム①展開図についての括を聞く.

・同じ図形でも様々な展開図があることを理|展 開 @立方体を 1人1個ずつ切り開く.③切った展開図を

解することができる. I 後ろの壁に貼る.④ワークシートに答える(棋型なし

・立体の面の数や形から展開図をイメージす| で考える).@棋型を観察しながら考える。⑥答え合

ることができる。 I わせをする。

まとめ ⑦感想を由く。

主な教具

・立方体の展開図

.立方体

・円錐、直方体、

円住の模型

-大きな円錐、

直方体、円柱の

槙型

本授業の導入は、子どもたちにまず展開図を見せ、これが実は自分たちのよく見たことのある『さいころJと同じ形になるとい

うことを気付かせることをねらいとした。子どもたちの反応は様々で、『初めて見た。j という子もいれば、『これわかる!何個も

遭う形になるんでしょう ?Jと発言する子もいた。初めて見た子が多かったのか、展開図についての説明は静かに聞いてくれてい

た。『展開図Jに興味を持たせることができたと思ったが、しかし、その中で本を読んでいた児童の姿に気付けなかったことが大

きな反省点である.

展開に入り、子ども遣に立方体を配り、作業をさせたときの反応はとてもよかったと思う.みんな一生懸命切っていたが、展開

のはじめの発問で『これと同じ展開図になるか、試してみてください』と言ってしまったことが子どもたちを混乱させたのか、最

初に子どもたちに見せた展開図と同じ展開図を意図的につくっている子どもが多くいた。私たちは、子どもたちが頭の中でイメー

ジしていた展開図と実際に聞いたときの展開図の形が遭うことに、蹄きと不思鑓さを感じてくれることを期待していたが、容易に

同じ形を切ってしまっていたことが予想外であり、反省点であった.実隙に壁に展開図を貼ったときも、同じような形ばかりが出

ていたので、同じ図形からも様々な展開図ができるということを気付かせるには少し弱かったように感じる.ワークシートを実際

に子どもたちが解いているときに、子どもたちに『自分 1人で考える時間J、『グループの友逮と考える時I1I1Jをしっかりけじめを

つけて伝えられなかったため、どうしたらいいかわからない子どももいたという指摘を反省会で受けた.指示不足で、少しだらだ

らとした時間を作ってしまった.また、答え合わせの時に、教師側がうまく展開図を作れず、答え合わせの時聞を暇そうに過ごし

ている子どもの姿が見られた.子どもたちがグループにある模型を切りたがっていたため、一緒に模型を切り開く時聞があっても

よかったのではないかという指摘を反省会で受けた。そのような子ども遥の声から授業を展開していく必要もあったと感じる.

全体的に、この授業の反省点は子どもたちの学びを深めることができなったことにある.指噂案検討の時点から、とても大きな

問題となっていたが、子ども遣に実際に展開図を仲間分けさせる活動があってもよかったのではないかという指摘も多くあった。

実際に授業をしてみて、私自身物足りなさを感じた授業であったため、構想を考え直して、子どもたちの学びを深めることのでき

るよう、工夫していきたい.
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算数7:石川吉幸

単元名・単元目椋 児童の学習活動

「余りのあるわり算の利用J計算フ|笠ム ①フルーツバスケットを行うことを知る.②めあての

碗紹をする。|自分のフルーツを見つけよう|ルーツバスケットJ
・1iIJり算を行い、その余りを利用できるよう

にする

展 開 ③ワークシートをもらい、 12揖日にどのフルーツが入

るのか考える。④自分の揺りを見て、フルーツを見つ

ける。@自分の計算をもとにフルーツバスケットを行

う.@鬼になった人はどのようにフルーツを見つけた

のかを発表する。⑦カレンダーの哀を見て日付と余り

の関係を知る。

まとめ @ファイルにワークシートをつづり、感想を書く。

主な教具

・ワークシート

-フルーツの並

びが書いであ

る貼物

-数字とフルー

ツの関係がま

とめられてい

る貼物

-カレンダーの

貼物

便業の中にフルーツバスケットという遊びを入れて学んでいくというのは、やはり小学生を対象という点で難しかったのかもし

れない。私は割り算を学んだ子から『なんで余りつであるの?いらないよJという質問をうけ、どうにかして余りを使って伺かで

きることはないかと考えた.始めはカレンダーを使って曜日を見つけることを按業の住として立てていこうと思ったのだが、コッ

クさん授業ということもあり、遊びを取り入れてみた.導入の部分で『今日はフルーツバスケットを行います。でも、その時のフ

ルーツは自分で見つけてもらいますJと私の発問に対し、子どもたちはどのようにフルーツを見つけるのか興味を持ってくれた。

展開のほうでは、子どもたちが様々な考え方でフルーツを見つけていき、グループ内で話し合ったりする資はとても新鮮で、私

に対し多くの質問もし出てきてよかったと思う。しかし、実際にフルーツバスケットを行おうとなると、子どもたちの集中が遊び

のほうに行ってしまい、あくまで“授業"ということを忘れてしまっている子がいた。(私が忘れさせてしまった。といったほうが

いいのかもしれない}なので、目的に気付いていた予を発表させる環境をうまく作ることができず、授業の流れが何度か途切れて

しまう場面もあった。

まとめでは展開であまり深く学べなかったという点もあり、私が無理やり誘導していく形になったのだが、予定時間にまとめに

入ることができ、また365日後の曜日はどうなるのかという新しい知識を得た部分ではよかったと思う。

授業が終わった時に全体を掘り返ってみると、『これは慢業だったのかなJという反省が第一に残りました。フルーツバスケッ

トをやる前に『“授業"を行っているJということを少しでも言っていれば子どもたちの資勢が変わったのかもしれないし、真剣に

授業を受けている子に対しもっと深く学べることが出来たと思う。

“遊びの中で学んでいく"というのは実力のある教師が多くの経験をもとに編み出した一組の神業だということを私自身学ぶこと

が出来た授業でもあった。ほかにも私が説明をしていくと、全体が静かに聞いてくれる時もあり、授業をするのが策しかった。こ

のように反省点や思いもよらないところからいろんなことを学べるいい機会になり、これからある教育実習や学校生活で生かして

いきたいと感じた.

算数8:上原千種

単元名・単元目標

「大きな数にしてみよう!J 
-憶や兆などの大きな数の答えを計算によっ

て導くことができる。

-億や兆以外の大きな数を知り.大きな数に

興味を持つことができる。

児童の学習活動

導 入①活動内容(自分が生きた時1111は何秒かなどの、大き

な数を計算する)を知る。

脱 開 @計算をグループで行い、特;え合わせをする。③ボル

トが太陽につくまでの秒数を見て、年で表すといくつ

か考える。

まとめ ④憶や兆より大きな数の呼び方を知る。

主な教具

・ホワイトポー

ド

・マーカー

・ワークシート

.ボルトの写真

全体として、まず、時間が足りず満足できない終わり方になってしまった。指示が 1:手くいかなかったこともあり、思ったよう

な活動の流れができていなかったように思う.

本来は、大きな数のイメージや.億や兆より大きな数の呼び方を中心に学習させたかったが、方法が浮かばず、また、呼び方を

既に知っている子どもたちもいるだろうという意見から、計算を中心とした授業展開に切りかえた。しかし、本来やりたかったこ

とが頭から離れず、中途半端な展開内容になってしまったように感じる。結局時聞がなくて、伝えなくてはならなかったこともい

くつか抜けてしまった部分がある。計算方法についても、教師自身が十分な知識がなく、指示が暖昧だった為に、子どもたちにう

まく伝わらなかった.計算のさせ方が良くなかったとも思う。子どもたちの中には、既に個人で計算をして答えを導いてしまって

いる様子が見られた為である。

内容として、子どもたちをひきつける題材を見つけて授業ができた点は良かったと，思う。導入も、子どもたちの活動意欲を引き

出すことができたと思っている.また、今回授業として般った内容には、まだまだ可能性があるようにも感じた。コックさん学校

では、アクティプに活動をさせることを目標にして授業づくりをしている。本授業で扱った内容は、コックさん学校らしい授業に

するのにとても苦労したように感じる.授業づくりは‘実陳の授業前日までかかり、思った以上に授業を組み立てていくことが難

しかった.このようなことを通して、授業を終えた今では、とても良い経験になったと思っている。この授業には、反省や改善点

がたくさんあり、これが「良い授業Jとして成り立つのであればどのようになるのかと、個人的には期待が膨らむ。この経験を自

分の自信として、今後も様々な慢業づくりに挑戦していき、子どもたちの知的好奇心を高められるように努めたい。
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