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Ⅰ．はじめに

体育授業のボール運動系領域では，近年，学習
指導が「ゲームの文脈から乖離した技術指導」に
終始していることに強い問題意識が向けられる
ようになってきた。その背景となっているのは，

「ボールを持たないときの動き」と「ボールを操
作する技能」からなる「ゲームパフォーマンス」
の向上を旨とする「戦術アプローチ」の国際的な
台頭である。その影響は我が国の体育授業にも強
く及び，今日では「戦術アプローチ」による授業
展開がボール運動系指導の主流となっている（廣
瀬，2010，p13-15）。とはいえ，当の「動き方」
を教師側から教え込むような指導に陥れば，「ゲー
ムの文脈から孤立した状況（isolated situation）」
を招くことは必至であろう（北澤ほか， 2011）。
たとえ子どもが予め設えられた「学習のレール」
を走って知識や技術を獲得しても，それが直ちに
現実のゲームの様々な場面で生きて働く力として
発現するわけではないことは自明である。このよ
うな問題関心が「文脈から乖離した技術指導」か
ら「意味のあるゲーム参加経験」へというムーブ
メントを稼働したことは，必然性をもって理解さ
れよう。もっとも，上述のような学習観の転換は，
ひとり体育科・保健体育科に限ったことではなく，
学校教育全般に亘る課題として中央教育審議会の
論壇にも載せられてきた。そこでは，我が国の児
童・生徒について，基礎・基本となる知識・技能
の習得，思考力・判断力・ 表現力等，学習意欲，
学習習慣・生活習慣，自分への自信の欠如，自ら
の将来への不安，体力の低下，等々の問題が指

摘されている （中央教育審議会，2008）。そして，
それら喫緊の問題に対応するための教育の理念と
して，「生きる力」というキーワードが登場した 

（文部科学省，2008a） 。このような潮流において
標榜される「学びの姿」とは，教師による他律的・
操作的な介入ではなく，子どもが主体性をもって
現前の問題に向き合い，自らの知識・技能・経験
を活用しながら解決の方途を探究する中で思考が
豊穣化していくような授業によってこそ実現する
であろう。

ここで近年，体育授業に限らず多くの領域にお
いて，「知識・技術」を転移可能な外部世界にお
ける普遍的真理と捉えるのではなく，子どもが「授
業＝共同体」に参加し仲間や教師と関わる過程で
構成される，相互作用の産物と捉える向きが支持
されるようになってきたことが注目される。この
ようなアプローチは構成主義的学習論と呼ばれ，
その源流は，徒弟制度において新参者が次第に共
同体の中心的役割を担うようになるプロセスこそ
が「学習」であると看破した，レイヴとウェンガー

（1993）の正統的周辺参加論に遡ることができる。
構成主義的学習論においては，
①  学習とは学習者自身が知識を構築していく過

程である。 
②  知識は状況に依存する。 
③  学習は共同体の中で相互作用を通じて行われ

る。 
という見方が認識的基盤となる（久保田，

2000，p28-29）。つまり我々の認識する「知識」
や「技術」 は，それ自体が一定の文化圏で構成さ
れた限定的なものであるにもかかわらず，それら
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をあたかも「外部世界の実在」であるかのごとく
措定し，それを効率的かつ大量に備蓄することを
志向する伝統的な指導が未だ残存していること
に，強い疑義が呈されているのである。構成主義
的学習論における「学習」は，共同体への参加
と他者との関わりという，社会的な相互作用プ
ロセスである（佐伯，1993，p187；久保田 2000，
p29； Gergen，2004）。そこで営まれる「授業」
では，いわば私の身体の「ここ」 と，私の臨在の

「いま」における知識や技能を存分に活用しなが
ら，児童・生徒一人一人が主体となり，その場に
参加する者の思いに基づく，「リアルで枢要な学
び」が繰り広げられていくだろう。それは，教師
から児童・生徒への「一方的な知識の伝達」とい
うパッシヴな「学習」から，アクティヴな「学び」
への転換を推進する主要な学習理論となりうるも
のである。ここでの教師は，「知の伝達者」であ
る以上に，児童・生徒とともに学び直し，豊かな
相互作用を促進していく「支援者 （Facilitator）」

（広石，2011）として立ち現れる。状況に応じた
役割の変化は，教師の指導性の放棄を表すもので
はない。教師は児童・生徒とともに構成されてい
く知識や技能を主体的に受け入れ，それらの再構
成を促していく責任を負うのである。

ところで，体育授業における社会的な相互作用
を通じて知識や技能を再構成するプロセス，いわ
ば「問題解決に至る思考プロセス」の知見は未だ
希少であるが，問題解決的思考については「批判
的思考と創造的思考の往還的な働き」との見解が
示されている （Mayer and Wittrock，2006）。こ
の考察視座は，問題解決を標榜する授業研究に大
きく寄与するものであるが，果たして思考とは「正
しい問題解決」という形で一義的に収斂するに尽
きるものなのか。従前の，半ば自明の実在として
の「問題解決的思考」を超えて，より深く包括的
に，「問い」を契機とする意味構築の現実を詳ら
かにしていくことに努力を傾注すべきではない
か。このように定量的なアプローチでは手が及ば
ない「生の実相」を取り扱う社会学や看護学など
の領域では，質的な側面から紐解いていく研究が
多く見られるようになった。これは統計に代表さ
れる量的な分析による研究が社会の変化に対応で

きなくなっていることと， それらの方法で導き出
された知見の応用可能性の低さが指摘されるため
である（フリック， 2011，p13-14）。 他方，体育
授業研究においては，これまで授業過程の時間的
傾向の把握や，授業中の教師行動（シーデントッ
プ，1988，p74-80；高橋ほか，1989；岡沢ほか，
1990；高橋ほか，1991；高橋ほか，1996；大友ほ
か，1999）や児童・生徒行動の観察・分析（高橋
ほか，1988；岡沢ほか，1988；大友ほか，1993；
平野ほか，1997）が進められてきた。これらによっ
て，授業に対する主観的印象によるフィードバッ
クから，客観的事実によって省察することが可能
になったという点で，授業改善や授業研究に多大
なる貢献を果たしてきた。しかしながら，これら
の方法で掬い取られた普遍妥当な科学的知見は，
一回起性という性質を有する授業において，その
授業の現実を把握することが困難であり，得られ
た知見を授業で活かすという「応用可能性」の部
分で改善の余地を残してきたといえよう。むしろ，
現場の教師が求めるところは，科学的な知見もさ
ることながら，授業という営みの生き生きとした
実相を描き出し，解釈を重ねていくことで児童・
生徒への理解を深め，かけがえのない「いま」と

「ここ」の授業に意味を見出す枠組みである。こ
れらのことに鑑みると，今，体育授業研究に求め
られることは，文脈から切り取られた部分的な技
術指導ではなく，運動そのものの楽しさを中核と
した授業の中で，児童・生徒自らが有する知識・
技能を再構成していくありように照射することで
ある。その際，授業の過程的事実をカテゴリーに
分類しながら「授業の平均」として掬い取るので
はなく，個々の出来事を丁寧に記述・解釈し，「体
育授業の物語」として信憑性の高いストーリーを
蓄積していくことが肝要である。

以上の議論を念頭に置き，本研究では構成主義
的学習論を基調とする小学校体育授業（ボール運
動系）の学習過程を記述・解釈し，問題解決にか
かる児童の思考プロセスを解明することを目的と
する。

14 教師教育と実践知　第 3 巻 ,　13～ 25.



Ⅱ．方法

2．対象

授業実践は，T 県内某小学校の第 5 学年を対象
とした。第 5 学年は単学級であり，31 名（男子
15 名， 女子 16 名）により構成されている。

2．調査機関

授業は 2014 年 11 月 5 日から 11 月 20 日にかけ
て計 10 回実施した。そのうち 1 回は顔合わせと
児童の実態把握のための時間とした。

3．倫理的配慮

調査対象となる T 県内某小学校の学校長及び
教職員に対し，事前に研究の趣旨，研究内容及び
目的や方法を説明し同意を得た。また，得られた
データから児童の個人情報や個人を特定できる
データは公表しないことを約束した。

4．学級の実態

実践校は恵まれた自然環境（山，川，田園）が
整う地域に位置する小規模校である。第 5 学年は
単学級であり，明朗で素直な児童が多く，分け隔
てなく伸び伸びと学校生活を送っており，また，
学級の係活動，委員会活動に自分の役割を自覚し
て進んで取り組み，責任を果たす行動をとろうと
する児童が多くなってきている。学習面では，話
をしっかり聞こうとする児童が多く，落ち着いて
作業に取り組む姿も見られる。学級担任は，仲間
との関わり合いという部分を日頃から大切にして
おり，集団の一員として協力することの大切さを
学んでほしいと願っている。

5．単元

１）単元について

構成主義的学習論では，授業という共同体への
参加過程における「文脈や状況」が重要な視点と
なる。授業という実践的共同体への参加のなかで，
相互作用を繰り返しながら，知識・技能を再構成
していくことを主軸とするため，教師側があらか
じめ学習内容を準備する意味は消失するといえよ

う。本研究においては，教師があらかじめ習得さ
せたい学習内容を準備するのではなく，ゴール型
の持つ「楽しさ」を中核とした授業を展開し，「共
同体に参加すること」自体に，価値を見いだすこ
とができれば構成主義的学習論に沿った授業を展
開することが可能であると予測した。そこで授業
実践に先立ち，児童から体育授業に関するアン
ケートを実施することでゴール型の単元を構成し
ていく手がかりとした。アンケート結果は表１の
ようになった。児童が多様な視点から「タグラグ
ビーの楽しさ」を発見し，豊かに問題解決ができ
るよう授業を進めるためにはその全てを児童に任
せることはできないだろう。

このアンケート結果を参考に，児童のゴール型
への思いや願いを，具体的な児童の実態として把
握し，構成主義的学習論による授業の追及過程と
して予測する手がかりとした。実際の予測は体育
科追求予測図として以下（図１）のようになった。

２）単元内容

対象となる授業はボール運動領域のゴール型の
一つである「タグラグビー」とした。ゴール型の
ボール運動は戦術的に最も複雑で難しいが，それ
だけにボール運動の醍醐味を味わうことができる
こと（高橋，2010，p11）や，タグラグビーはボー
ル操作に代表される個人技能が他のゴール型より
も容易であり，ボールの争奪局面を取り除いた
ゲームであることから，戦術学習に代表される課
題解決の仕組みも容易であると予測される。また
本研究で対象となる児童はタグラグビーを授業で
行った経験がないことに鑑みると，タグラグビー
によるゴール型の「楽しさ」を中核とした学習は

「背伸び」注）をしなければならない挑戦的な学習
であり，構成主義的学習論による授業展開に合致
すると判断した。よって児童の身体の「ここ」と，
臨在の「いま」における知識や技能を活用し，そ
れらを再構成していく過程とする「問題解決に至
る思考プロセス」を明らかにしようとする本研究
の目的と一致し，タグラグビーを採用することと
した。
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質問項目 性別 すき
どちらか

というとすき

どちらか

というときらい
きらい

男子 11 1 2 0

女子 7 4 4 1

男子 10 3 1 0

女子 9 6 0 1

男子 14 0 0 0

女子 9 6 0 1

思う
どちらか

というと思う

どちらかという

と思わない
思わない

男子 9 5 0 0

女子 12 4 0 0

7.クラスのみんながボールを使った運動をより楽しむためには，どうしたらよ

いですか

「一緒にやろうよ」と誘ってあげる

ボールを使う

5.「ボールを使った運動って楽しい」と感じるときはどんなときですか

6.「ボールを使った運動ってつまらない」と感じるときはどんなときですか

協力して行う

たくさんボールに触っている人が触っていない人にパスしてあげる

勝ち負けのない運動

仲間外れをしない

「ドンマイ」「気にしないで」という

けがをしないようにする

悪口を言われたとき

負けたとき

他にやりたいことがあるとき

ない

仲良くする

けんかしない

全員が参加できるゲームにする

全員がボールに触れる

人の話を聞く

ルールを守る

多数決で決める

難しく感じたとき

ほめられたとき

ケンカしなかったとき

ボールを使って家の人と遊ぶとき

１人でするとき

少ない人数でするとき

うまくいかないとき

ボールがまわってこない

点が入らない

ずるいことをされたとき

１人しかボールをもっていないとき

活躍できなかったとき

全員が参加しているとき

みんなで元気に行う

いっぱい運動するとき

ゴールを決めたとき

うまくなったとき

かつやくしたとき

ボールを使うこと

ボールを投げたりとったりするとき

汗をかくこと

パスをしてもらったとき

声をかけられたとき

１.運動をするのがすきですか

2.体育の授業がすきですか

3.ボールを使った体育の授業はすきですか

4.体育でボールを使った運動をするとき，今よりも上手になりたいですか．

表 １授業実施前アンケート結果
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図 1 体育科追求予測図

6．分析

１）分析方法

本研究では「問題解決に至る思考プロセス」と
いう，数量的データでは推し量ることが困難な
ものを対象として紐解いていく必要があるため，
データに密着した分析から独自の理論を生成する
ことが可能である，修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチ（Modified Grounded Theory 
Approach，以下 M-GTA と略記）を採用する（木
下，2003）。木下は M-GTA に適した研究である
条件として，①人間と人間が直接的にやり取りを
する社会的相互作用に関わる研究であること。②
看護や教育などのヒューマンサービス領域。③研
究対象とする現象がプロセス的特性を持っている
こと。の 3 点を挙げている（木下，2003，p89-
90）。

本研究で対象となる「問題解決に至る思考プロ
セス」は，体育授業という共同体への参加と，相
互作用を通じて現れると考えられ，また他者との
相互作用の過程において持っている知識・技能を

活用し，それらを再構成していく「学び」は，そ
の場における状況に応じて変化していくという，
プロセス的特性を有していることが予測できる。
そして，この分析方法で生成された理論は，教員
や教員を目指す学生，研究者など，学校教育に携
わる応用者によって実践現場に戻され，能動的応
用及び，検証が行われることが期待される。これ
らのことから，「体育授業」を紐解いていく質的
研究のなかでも M-GTA が本研究に最も一致して
いると判断し採用に至った。

木下は，M-GTA におけるデータの収集方法に
ついて，フィールドワーク型調査と面接（インタ
ビュー）型調査の二つに分けて考えており，特に
M-GTA は面接（インタビュー）型調査において
効果的に用いることができるとしている（木下，
2003，p116-122）。

しかし，本研究においては研究者自身が授業者
であり，児童との間にバイアスが生まれる可能性
があると判断したため，面接（インタビュー）型
調査ではなく，思考の可視化をみとる記録として
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自由記述式の学習カードに書かれた文章（31 名
× 10 回分）を収集した。なおデータを収集して

いる途中，文章量に差が生じたため，以下（表２）
のように質問項目を変えていった。

表２　質問項目

・今日の授業で心に残ったことや感じたことを教えてください。

・今日の授業で「こんなことを楽しもう」と考えたことを先生に教えてください。

上で書いた「こんなことを楽しもう」と思ったことは○(よくできた)でしたか。それとも△(よくできなかった)です

か。理由もくわしく教えてください。

・今日の授業で心に残ったことを，教えてください。(例。私は新しく○○することが××だとわかりました。理

由は□が○○だからです。次の体育授業の時間では・・・など)

・今回の授業では「5年1組のタグラグビー」を探してきました。みんなはどんな「5年1組のタグラグビー」に

なったと思いますか。理由もくわしく先生に教えてください。

２）分析手順

本研究では木下の著書を参考に以下の手順に
よって分析を行った（木下，2003） 。
①収集されたデータを分析テーマと分析焦点者に
照らしながら概念生成を行う。②概念生成はデー
タの収集と同時に進めていき，概念を生成する際
は概念名，定義，具体例，理論的メモからなる分
析ワークシート（表３）を用いる。③分析は関連
個所に着目しデータ同士を比較しながら，類似例・
対極例を検討し，該当する類似例は既存のワーク

シートに具体例として追加していく。ここで対極
例が出た場合は新たに分析ワークシートを作成し
新たな概念を生成する。④新たな概念が生成でき
ない状態（理論的飽和）に達するまで概念生成を
続け，理論的飽和に達した段階を持って分析を終
了する。⑤概念を生成した際，具体例が豊富に出
てこない概念は有効ではないと判断する。その後，
生成した概念と他の概念との関係を検討しカテゴ
リーを生成し，生成された概念・カテゴリーを用
いて関係図及びストーリーラインを作成する。

表３　分析ワークシート例

概念 未経験なこととの出逢いによる胸騒ぎ

定義
「5年1組のタグラグビー」という今まで学習したことのない学習への挑戦に期待や興奮，困惑する

思考

具体例

(ヴァリエーション)

・ ボールを投げるとき丸いボールではなくピーナッツみたいなボールだった。

・ 私はタグラグビーをやるのが初めてなので不安だったけどタグラグビーはすごくおもしろかったで

す。

・ タグラグビーのルールやタグのつかいかたなどがしらなかったけど先生がおしえてくれてそれにそ

とでもやってみて，しっかりタグのつかいかたやルールをしってたのしくできたのでよかったです。

・ タグラグビーはおもしろいのかなとか，いろいろ考えていたのですけど，タグラグビーをやってい

たら，とても楽しいと思いました。次の体育授業も頑張りたいです。

(4例省略)

理論的メモ

・定義は「『5年1組のタグラグビー』という今まで学習したことのない学習への挑戦に期待や興奮，

困惑する思考」とした。

・「未経験なこととの出逢いによる胸騒ぎ」と命名

・ 関係概念→概念②運動への没入。

(以下省略)

３）分析上の留意点

M-GTA 独自の方法である分析ワークシートを
用いた分析方法は，分析過程を明確にすることで
質的データの扱い方，結果の導き出し方を明らか
にすることができる。これは独自の分析が恣意的

な解釈に陥ることを避ける機能である。さらに信
憑性を確保する方法として，M-GTA の指導経験
がある大学教員をスーパーバイザーとし，大学教
員からスーパーバイズを受けながら進めること
で，分析が恣意的にならないよう注意を払って分
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析した。
また本研究では，「問題解決的思考」を研究テー

マとして設定した。M-GTA ではデータに密着し
た分析を前提としていることから，研究テーマ全
体に対して分析を行うと，データとの距離が開い
てしまい密着した分析が困難となることが懸念さ
れる。よってデータに密着した分析が行われや
すいところまでテーマを絞り込むことが必要と
なり，絞り込まれたテーマが分析テーマとなる。
本研究においては，児童が体育授業，なかでも

「ゴール型」において知識や技能を再構成してい
く過程はどのような思考なのかということを明ら
かにするため，分析テーマを「ゴール型における
問題解決に至る思考プロセス」と設定した。また
M-GTA では特定の人間に焦点を置いてデータを
解釈する。これは特定の個人に焦点を合わせるの
ではなく，「分析結果の中心に位置する人間」と
なることから，分析焦点者は研究目的と関係して
くるといえるだろう。本研究においては分析焦点
者を「研究授業に参加している第 5 学年の児童」
とした。

Ⅲ．結果

収集されたデータから，児童の「ゴール型にお
ける問題解決に至る思考プロセス」について，児
童の置かれた状況と児童の行為や認識，それらに
影響を与える背景要因をデータから解釈し，「問
題解決的思考」に関係する具体例として分析ワー
クシートに記入した。分析の際は「ゴール型にお
ける問題解決に至る思考プロセス」の意味を注意
深く解釈しながら行い，その結果 13 個の概念が
生成された。生成された各概念の定義及び具体例
は以下（表４）に示す。生成された 13 個の概念は，
概念相互の関係を検討し，4 個のサブカテゴリー
と 3 個のカテゴリーに分類されると解釈した（表
５） 。

以下はサブカテゴリー及びカテゴリーの生成過
程を示す。

１．批判的思考カテゴリー

第一のカテゴリーは【批判的思考カテゴリー】

である。これは「運動の持つ楽しさを十分に味わ
おうとする時，自分の課題を発見することや，チー
ムとして考えていることがうまくいったり，失敗
したりすることで，生起した問題に対して注意深
く対峙し，考えを深めようとする過程」と定義し，

【批判的思考カテゴリー】と命名した。
【批判的思考カテゴリー】の下位項目であるサ

ブカテゴリーには，「タグラグビーってなんだろ
う」という気持ちから誘発された「やってみたい」
という気持ちや，普段と異なる授業者や環境に対
し「不安だけどやってみよう」といった児童の思
いから，「自分の持っている技能や知識を活用し
て運動を楽しもうとしている」と定義された＜運
動に対する意欲の高揚＞，及び，「『なりたい私』
と『今の私』のギャップに懊悩し，生起する問題
に思考をめぐらせ，深まっていくこと」と定義さ
れた＜立ちはだかる壁＞のサブカテゴリーが含ま
れる。

２．創造的思考カテゴリー

第二のカテゴリーは【創造的思考カテゴリー】
である。これは「生起した問題に対して，体育授
業に参加している仲間や教師のそれぞれの『思い』
が，相乗効果によって道筋を創り，問題解決の
策を生み出していく過程」と定義し，【創造的思
考カテゴリー】と命名した。【創造的思考カテゴ
リー】の下位項目であるサブカテゴリーには，「1
人で学習に取り組んでも，到底容易には達成でき
ないと児童自身が肌で感じることで，他者に視点
が向き，他者との出逢いの中で，自分を問い直し
ていく過程」と定義された＜集団の一員としての
私＞及び，その過程で営まれる「他者との『学び
合いによって誘発された技能の向上や戦術的な気
づきに喜びを感じる過程」と定義された＜自己評
価による満足感の獲得＞のサブカテゴリーが含ま
れる。

３．循環を促す思考カテゴリー

第三のカテゴリーは【循環を促す思考カテゴ
リー】である。これは「受容された肯定的な雰囲
気の中で営まれる学習によって，『もっと○○し
たい』『○○という風になりたい』といった『児
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概念名 定義/代表的な具体例

「5年1組のタグラグビー」という今まで学習したことのない学習への挑戦に期待や興奮，困惑する思考

・ ボールを投げるとき丸いボールではなくピーナッツみたいなボールだった。

・ 私はタグラグビーをやるのが初めてなので不安だったけどタグラグビーはすごくおもしろかったです。

自分がタグラグビーを楽しむために，「いま‐ここ」の技能で「運動に親しむ」という目的によって広がる思考

・タグラグビーはタグをとってあそんだりボールであそんだりしてとってもたのしかったです。

・私は今日一番多くボールにさわることもできたし，トライすることもできました。トライしてすごくうれしかった

です。

「もっと攻めたい」「ボールに触りたい」といった考えから，タグラグビーの楽しさを見いだす思考

・自分でトライすればとくてんも上がるしトライした時に気持ちいい。

・私は初めてトライすることができました。その時はすごくうれしかったです。タグは取れたけどトライをしたこ

とがなかったからです。

自己の中で「こうありたい理想の自分」と「現実の私」の間に乖離が生じ，状況を打破できる術を理解しつ

つも実行できない場合に働く思考

・ルールをまもるようにするをあまりまもれませんでした。次はしっかりルールをまもる。

・１回目は作戦がぜんぜんできませんでした。でも少し時間があった時次のチームにはどうしたらかてるか考

えました。(班のみんなで)それで作戦を立てました。作戦では少しせいこうしました。おいつめてタグをとるこ

とです。でもやっぱり動きがはやくてタグがとれないときもありました。

自分やチームで考えていたことが成功，もしくは成功しなかったことに対して，原因を探り，深めようとする思

考

・作戦どうりにいかなかった。相手が違うところにいってしまって作戦どうりにいかなかった。作戦がうまくいか

なかったので次は作戦がうまくいくようにがんばりたいです。

・よくできました。理由はチームで考えながら，ボールにもさわれることができたからです。

タグラグビーを楽しむために自分だけではなく仲間の存在も大切であるということに気付き，仲間への関心

が高まる思考

・協力しないと1点はとれないし，１人で1点とるのもむずかしいです。なので協力すると1点2点3点と得点を

取ることができるとわかりました。・みんながサポートをしてくれたから点をとることができた。

声をかけたり，励まされたりすることで仲間からの受容を実感し，仲間としての自覚が芽生えることで働く思

考

・私は今日前パスをしてしまいました。でもチームの人たち悪い言い方や文句を言わないでつづけてくれ

て，私てきにはとてもうれしかったです。・トライするとチームの人によしよくやったとか，トライを取ってくれて

ありがとうと言われてうれしいからです。

教師による援助が，児童の「いま‐ここ」を明らかにし，認識の変化を見せていく思考

・ぼくはパスをされたら走るのがいいと学びました。理由は先生がボールを持ったら走れと言われたからで

す。・初めてタグラグビーをやった時はきんちょうしたり，タグラグビーができるかな？と思っていました。だ

けど先生がやさしく教えてくれました。

仲間といっしょにタグラグビーを楽しむため，自分の役割を見つけ，チームに貢献することに意味を見出す

思考

・ぼくはみんなに気配りすることが大事だとわかりました。しっぱいしたらドンマイと言って，成功したらナイス

というとうれしくなるからです。

・ぼくはサポートすることが大切だと思いました。理由は，走るのがおそくても自分のチームの人をサポートで

きるからです。これからもクラスのみんなとなかよくしたいです。

自分や仲間の技能の向上することに喜びを見出し，実感することで満たされていく思考

・いつもはパスをするのがこわくてボールを持ったりしなかったけど勇気をもってボールと持って走ったり味

方にわたしたことが心に残った。・ ボールをじょうずになかまにわたせた。

チームで試合を進めていく中で，解決のきっかけとなるような戦術的気づきが芽生える思考

・私は，新しく相手を線のそとにだしたり，タグをたくさんとることが心に残りました。理由はポイントを取られ

ないようにしたかったからです。・守る時は，みんな広がることが分かりました。今日相手チームと戦った時に

広がりました。そしたらタグが直ぐ取れました。

よりゲームを楽しむため，「もっと○○したい」「こんなことを頑張りたい」という，具体的な目標を創る思考

・ 私は今日の授業で相手がボールを持っている時に私が相手を外に行くようにしたいと思いました。あとタ

グをいっぱいとりたいと思いました。なので次の授業では，相手を線の外においこみたいしタグをいっぱい

取りたいしボールに少しでも多くさわりたいと思いました。・後ろにパスできるようになりたい。もっとうまくなりた

い。

既存のルールや技術に捉われず，自分たちの持っている知識や技術を用いて，「5年1組のタグラグビー」

を仲間と創り上げていくことで解放される思考

・「5年1組のタグラグビー」ではみんなが仲良くしたり協力と言う言葉を中心にやっていました。勝ち負けで

はなく楽しいタグラグビーでした。・よくできたと思います。理由はチームの足を引っ張ってしまうこともなく，

精いっぱい自分が思うようなものはあまりできなかったけど。自分なりに良くできたと思うからです。

ゴールフリーによる勝敗に捉われない

楽しみ

肯定的な雰囲気による受容の実感

教師の援助による変化

貢献による新たな自分の発見

技能の向上による充足感

戦術的な気付き

具体目標の顕在化

未経験なこととの出逢いによる胸騒ぎ

運動への没入

攻めることへのこだわり

「できる」と「わかる」のギャップ

つまずきと達成による深まり

仲間への関心の高まり

表４　各概念の定義及び具体例
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童の思い』が現出したり，勝ち負けに捉われない
楽しみによって『学びたい意欲』が喚起されたり
することで，次の思考へと循環していく過程」と

定義し，【循環を促す思考カテゴリー】と命名した。

表 ５生成されたカテゴリー及びサブカテゴリ - 一覧

カテゴリー サブカテゴリー 概念名

①未経験なこととの出逢いによる胸騒ぎ

②運動への没入

③攻めることへのこだわり

④「できる」と「わかる」のギャップ

⑤つまずきと達成による深まり

⑥仲間への関心の高まり

⑦肯定的な雰囲気による受容の実感

⑧教師の援助による変化

⑨貢献による新たな自分の発見

⑩技能の向上による充足感

⑪戦術的な気付き

⑫具体目標の顕在化

⑬ゴールフリーによる勝敗に捉われない楽しみ
循環を促す思考カテゴリー

集団の一員としての私

自己評価による満足感の獲得

運動に対する意欲の高揚

立ちはだかる壁

批判的思考カテゴリー

創造的思考カテゴリー

４．ストーリーラインの作成

M-GTA は，分析焦点者を中心とした人間の動
態や変化，動きを独自の理論を生成し説明するこ
とに優れた分析方法である。ここでは生成された
概念とサブカテゴリー及びカテゴリー，観察に
よって得られた記述を用いて簡潔に文章化（ス
トーリーライン）し，結果図に表わすことで分析
結果の確認を行う。文中の 「【 】」はカテゴリーを，

「［ ］」はサブカテゴリー を，「〈 〉」は概念を示す。
授業という枠組みの中で，５年１組のタグラグ

ビーを見つける「旅」に出発した児童は，タグラ
グビーという経験したことのない運動を目の当た
りにし，興奮したり，不安を覗かせたりしていた

〈未経験なこととの出逢いによる胸騒ぎ〉。児童は
そのような〈未経験なこととの出逢いによる胸騒
ぎ〉を覚えながらも，自分が持っている知識や技
能を，参加している共同体（授業）に持ち寄りな
がら，タグラグビー（のようなもの）に没入して
いった〈運動への没入〉。児童は個々の持ってい
る知識や技能を活用し，タグラグビー（のような
もの）の楽しさを，それぞれに見出そうとする [ 運
動に対する意欲の高揚 ]。

「全員がタグラグビーを楽しむためにはどうし
たらよいでしょうか」という単元を貫く問いに触

発された児童は，当初，それぞれの児童が持って
いる知識や技能を活用しながらも，攻めることに
楽しみを見いだし，授業に臨んでいた〈攻めるこ
とへのこだわり〉。

しかし，授業が進むにつれ，ボールを持って走
るだけでは得点を入れることが困難になってい
く。児童は，こうありたいという理想の自分と今
の自分の乖離である〈「できる」と「わかる」の
ギャップ〉に戸惑いを覚えつつ，〈つまずきや達
成による深まり〉を繰り返しながら自分たちの眼
前の [ 立ちはだかる壁 ] に対して注意深く対峙し，
考えを深めようとしていた【批判的思考カテゴ
リー】。

問題に対峙していく過程において，共に対峙し
ている存在への関心が高まっていく〈仲間への関
心の高まり〉。そこで，児童は仲間から醸し出さ
れる肯定的な雰囲気の中で，受容されていること
を実感しながら，仲間の一員として安心して学習
に臨むこと〈肯定的な雰囲気による受容の実感〉
に喜びを覚えていた。

今まで攻めることに楽しみを見いだしていた児
童も，今まで「理想の私」になれていなかった児
童も，別の視点からタグラグビーの楽しさを見つ
けようとしていく。そこでは，「ボールを持った
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時の動き」だけではなく，「ボールを持たない時
の動き」や「ディフェンスの動き」で何かできる
ことはないかと模索したりする〈貢献による新た
な自分の発見〉が見られるようになり，児童が「い
ま‐ここ」の技能や知識で楽しめる方法を見つけ
ようとし，参加の意味を見出そうとしていた [ 集
団の一員としての私 ]。ここでの教師としての役
割は，従来の児童の学習の達成度を評価すること
ではなく，彼らの持つ学習に対する意味を見いだ
し，背伸びとジャンプ注）をするための足場をつ
くることである〈教師の援助による変化〉。

児童は仲間との交流や，教師の足場かけによっ
て生じた，ゲームの中での成功の体験をきっかけ
としながら，〈技能の向上による充足感〉，〈戦術
的な気づき〉を実感し，学びあいの過程を振り
返りながら，児童自身の中に [ 自己評価による満
足感の獲得 ] へと繋げていた【創造的思考カテゴ

リー】。
授業が進むにつれ，タグラグビーのゲーム理解

が進み，ゲームの文脈の中で自己の能力を発揮で
きることが増えていく。「もっと○○したい」「○
○という風になりたい」という「児童の思い」の
出現に伴い，〈具体目標の顕在化〉が見られるよ
うになり，受容された肯定的な雰囲気の中で営ま
れる学習〈肯定的な雰囲気による受容の実感〉に
よって，勝ち負けに捉われない楽しみを体育授業
の価値として見出した。この価値づけによって

〈ゴールフリーによる勝敗に捉われない楽しみ〉
は「主体的な活動」の礎となる「学びたい意欲」
を喚起し， [ 運動に対する意欲の高揚 ] に強い影
響を与える。この「学びたい意欲」は，円環的に
作用し，新たな旅の出発へと導いていく【循環を
促す思考カテゴリー】。（図 2）

図 2　各カテゴリー間の関係図

Ⅳ．考察

本研究では児童が授業に参加する以前から有
している「知識・技能・経験」や「思い・願い」
を，彼らの生きるリアルな文脈から切り離さない
ことを念頭に授業を展開した。授業では「全員で
タグラグビーを楽しむためにはどうしたらよいで

しょうか」という問いを共有し，「技能・知識・
経験」を活用しながら，「私たちのタグラグビー」
を追求した。その際，児童の体育授業における思
考プロセスを，学習カードから紐解き，質的分析

（M-GTA）を施した。分析の結果， 分析テーマと
なった「ゴール型における問題解決に至る思考プ
ロセス」は，【批判的思考カテゴリー】，【創造的
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思考カテゴリー】，【循環を促す思考カテゴリー】
の円環的働きを有することが明らかになった。本
研究の結果における「オリジナリティ」は，問
題解決的思考を「批判的思考と創造的思考の往
還的な働き」であるとする Mayer and Wittrock

（2006）の立場や，香川大学教育学部附属高松小
学校（2013，p12）の立場を支持しつつ，思考とは，
止めどなく流れ続けるものであり，「批判的思考
と創造的思考の往還的働き」だけではなく，次の
思考へと循環していくきっかけとなる思考の存在
が示唆されたことである。その部分に該当するカ
テゴリーは【循環を促す思考カテゴリー】といえ
よう。

児童は，単元のはじめ，〈未経験なこととの出
逢いによる胸騒ぎ〉，〈運動への没入〉，〈攻めるこ
とへのこだわり〉のように，視点が個々の内側に
向けられていたが，「全員がタグラグビーを楽し
むためにはどうしたらよいでしょうか」という単
元を貫く問いに触発され，自分が楽しむだけでは
なく，貢献による新たな自分の発見や教師の支援
による変化によって仲間への関心が高まった。そ
の結果肯定的な雰囲気による受容を実感しながら
安心して学習に臨むことができ，「みんなで楽し
む」という外側へと視点が向き，児童が授業とい
う「共同体への参加」に意味を見いだしたため，【循
環を促す思考カテゴリー】が発現したと予測され
る。

子どもに「学びの意欲」が生まれるのは決し
て「自分のため」という場合だけではなく，友達
やグループ，クラスのためにという課題を自覚
した時とされている（出原，2004，p13） 。学力
3 要素の 1 つである「主体的に学習に取り組む態
度」を養うという情意面での目標（文部科学省，
2008b）にアプローチするためには，児童が今ま
で学んできた「知識・技能」を，「どのように活
用するのか」という視点を盛り込むことが必要で
ある。従来の学習観では教師が有する知識や技能
が「価値あるもの」として考えることを前提とし
ているが，構成主義を標榜する学習においては，
その知識や技能が，児童にとって必ずしも「価
値あるもの」であるとは限らない。このことは，
従来の学習観によって身につけた知識や技能が，

ゲームの文脈から孤立した状況を助長することが
指摘されていることからも予測できることであろ
う（北澤ほか，2011）。このような事態を招く要
因として，体育授業の目標には「生涯にわたって
運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる」という
目標が設定されており，このことが授業者を「で
きる‐できない」や「わかる‐わからない」とい
う知識・技能習得への「学習のレール」に執着さ
せてしまうのではないか。先述したように，様々
な知識・技能・経験を有している児童の活動に対
する「意味」や「価値」はその個々によって異な
る。したがって用意した「学習のレール」に児童
を導く授業では，「学びの機会」を全ての児童に
保障することができず，「価値」や「意味」を見
いだせない児童は，体育授業への十全的参加によ
る「リアルな学び」の機会を奪われてしまうであ
ろう。それよりも，個々の児童の経験がそれぞれ
異なるのであるならば，それぞれの視点において
運動の楽しさを十分味わい，そして他者との相互
作用を営みながら，「学び」を追及していく事が
必要なのではないか。

Ⅴ．おわりに

本研究では，以下の 2 点が明らかとなった。
（1） 問題解決的思考を「批判的思考と創造的思考

の往還的な働き」であるとする Mayer and 
Wittrock（2006）の立場や，香川大学教育学
部附属高松小学校（2013）の立場を支持する
形となった。

（2） （1）の立場を支持しつつも，「批判的思考と
創造的思考の往還的働き」だけではなく，【循
環を促す思考カテゴリー】の存在が示唆され
た。この【循環を促す思考カテゴリー】は，
次の思考へと循環していくきっかけとなる役
割を担い，このカテゴリーの存在によって思
考は「円環的な働き」を示す形となった。

M-GTA のような質的研究による知見は，主観
的で勝手な解釈として扱われる可能性がある。こ
のことについて鯨岡（2005，p49-51）は「書き
手への信頼性」と「読み手の了解可能性」にかかっ
ていると述べている。このことは，本稿を読んだ
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実践者が「腑に落ちる感覚」や「なるほど」とい
う共感が生じた時点で，それは研究者の主観から
解き放たれていることを意味している。つまり，
一つの授業の物語を紐解いていくこと自体，極め
て個別性の高い研究であるが，そこに隠喩として
の物語を提示することができれば，それは主観的
で勝手な解釈ではなく，間主観的（鯨岡，2005，
p97-106）に成立しているのである。本研究にお
いては，質的データに密着した分析から独自の説
明概念をつくり，それらによって構成された説明
力に優れた理論を提出することが可能な M-GTA
を採用した。本研究の結果である「円環的な働き」
は，「間主観的にわかる」ことができる実践者に
よって，体育授業実践の場と，児童・生徒にとっ
てのリアルな学びのあり方を追求している実践者
の省察の場に戻され，実践的なやり取りの「共通
の視点」として貢献することが期待される。

国立教育政策研究所では，「生きる力」の具体
的な能力として，「基礎力」，「思考力」，「実践力」
の三層からなる「21 世紀型能力」を整理した（国
立教育政策研究所，2013）。この能力は「思考力」
をその中核として位置づけ，それを支える「基礎
力」と，それらをガイドする「実践力」から構成
されている。この「21 世紀型能力」はある特定
の教科によって身につけるのではなく，教科・領
域横断的に求められおり，本研究では体育授業に
おいて「思考力」の 1 つである「問題解決」を豊
かに実現していくために構成主義的学習論による
授業展開によって研究を進めた。環境との絶え間
ない相互作用が基本原理となるこの学習論は，一
方向的な知識伝達という伝統を乗り越え，児童１
人１人の「豊かなスポーツライフ」の礎を築く可
能性を示した。しかしながら，このような授業に
おいても，児童・生徒が目の前にある問題を，自
らの生きる世界（文脈）のこととして挑むような
授業にしなければ，児童にとって枢要な学びとは
ならないであろう。つまりただ単に能動的な学習

（書く・話す・発表する）を促したとしても，単
に教師が用意した正しい答えに近づいていく「宝
探し」の様相や，おしゃべりに終始し，学習カー
ドに記入して終わってしまったりする授業になる
ことが危惧される。この様な事態を回避するため

には，学習者の「知識・技能・経験」といった背
後への考慮と， 指導者が持つ知識や技能について
自省する姿勢が不可欠であろう。

注）一人では解決できないような課題は，仲間との協同
的な学習によって挑戦可能になる。この協同的な学
習をより効果的に実現するためには，高いレベルの
課題を設定できるかどうかということが重要であり，
この挑戦を「背伸びとジャンプ」としている（佐藤，
2006，p49-53）。
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