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道徳科授業における教師の自己省察の在り方 

―MTSS 活用による授業力量向上の試み― 

 

Teachers' self-reflection in the morality period lesson 

: Attempt to improve teaching ability by utilizing MTSS 

 

門𦚰大輔(兵庫教育大学教職大学院学校臨床科学コース) 

KADOWAKI Daisuke (Advanced Professional Development in School Education, 

   Hyogo University of Teacher Education) 

 

 本研究の目的は，「特別の教科 道徳（以下，道徳科）」の授業における教師の自己省察の

在り方について検討し，授業力量向上のための具体的な方策を提案することである。とりわ

け，個人によって日常的に実行可能な自己省察に焦点を絞り，その在り方を考えていく。具

体的には「道徳科授業者自己省察シート（Moral class Teacher Self-reflection Sheet：以

下，MTSS）を活用した個人での自己省察が，教師の授業力量向上に及ぼす影響について考察

していく。 

研究の手続きとして，１．自己省察に係る先行研究を概観し，これまでどのようなツール

を活用した自己省察が行われてきたのかを整理するとともに，課題をまとめる，２．見出さ

れた課題に基づき，研究仮説を立て，授業力量向上を目的とした MTSS の開発を行う，３．授

業力量向上のための具体的な方策として提案する MTSS を活用した自己省察が教師にどのよ

うな影響を与えるのか調査する，４．MTSS 活用による授業力量向上の試みは有効であるかに

ついて，調査結果に基づいて考察する。 

以上の手続きで調査・考察を行った結果，MTSS 活用による授業力量向上の試みの有効性に

ついて，次の４点が導出された。①授業力量向上につながること，②気付きの質を向上させ

ること，③前向きな自己省察となること，④継続可能性が見られること。 
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Ⅰ 緒論 

 教科化前の「道徳の時間」における課題

について，道徳教育の充実に関する懇談会

『今後の道徳教育の改善・充実方策につい

て（報告） 1)』では，「現代の子供たちにと

って現実味のある授業となっておらず，学

年が上がるにつれて，道徳の時間に関する

児童生徒の受け止めが良くない状況がある

2)」「道徳の時間の指導方法に不安を抱える

教師が多く，授業方法が，単に読み物の登

場人物の心情を理解させるだけなどの型に

はまったものになりがちである 3)」といっ

た質的な課題を指摘している。つまり，子

どもにとって魅力的でない授業が実施され

てきたということである。教科化され道徳

科になったといってもこれらの課題が即時
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に解決するわけではない。教科化後に文部

科学省(2019)が行った調査 4)によると「教

師が道徳教育(「特別の教科 道徳」を含む)

を実施する上での課題や困難を感じること

について，「教科書等を活用した多様な指導

方法の工夫 42.9%5)」「教師間での効果的な

指導方法の共有 41.2%6)」といった指導方法

に関わることが高い割合を見せている。こ

れらは，教科となってからも質的な課題が

解決されていないことの表れではないだろ

うか。また，押谷（2019）らの調査 7)による

と「道徳の授業を楽しんでいる教師が多い」

では，5 割強が「思わない」という回答をし

ている。これは，道徳科の授業に対する苦

手意識を表すものであると考える。では，

なぜ質的な課題が解決されにくいのであろ

うか。例えば，基本的に道徳科の授業時数

は，他教科に比べて少ないと言える。他教

科と比べてみると，第 1 学年道徳科 34 時間

に対し，国語科 306 時間。第 6 学年道徳科

35 時間に対し，国語科 175 時間である。10

年間担任を行ったと仮定しても道徳科授業

を実施できる時間数は，350 時間である。こ

れは第 1 学年国語科が 1 年間で実施する授

業時数と大差がない。つまり，道徳科の授

業の機会が少ないとともに，自己省察の機

会も少ないということである。 

指導方法に不安を抱えながら，なおかつ，

授業の経験及び自己省察の機会が不足して

いるため，授業力量向上が難しく，質的な

課題が解決されにくいのではないだろうか。 

そこで，道徳科授業における教師の自己

省察の在り方について検討し，授業力量向

上のための具体的な方策を提案したいと考

えた。多忙極まる教育現場の状況を鑑み，

とりわけ，日常的に実行可能な自己省察に

焦点を絞り，その在り方を考えていく。 

本論で使用する授業力量と自己省察の意

味合いについて確認しておく。まず，授業

力量についてである。木原(2004)は「授業

力量」の範囲や枠組みについて，授業に関

する信念（生徒観，授業観，学校観），授業

についての知識（教材内容についての知識，

教授方法についての知識，生徒についての

知識，そしてそれらが相互に関係した知識），

授業技術に大別できるとしている 8)。この

ような捉え方と同じ立場より，本論で使用

する“授業力量”という言葉は，「子ども・

教材・教師の関係を円滑にしながら，ねら

いに迫る授業を行う力の程度」といった意

味合いである。 

次に自己省察についてである。 梅津

(2010)は，教育実践の省察力について「変

化する学校現場の状況の中で，教員が自己

の教育実践を絶えず反省・評価し，改善し

ていく能力である 9)」と述べている。また，

大塚（2018）らは，シャンクとジマーマンが

提唱する「自己調整学習（Self-Regulated 

Learning）」を基に，自己省察について，自

己評価に加えてその後の動機付けを行うも

のであるとしている 10)。いわば，学び続け

るサイクルにつながるものである。本論で

使用する“自己省察”という言葉は，「授業

後に授業者としての自分を省みて，よかっ

た点，改善点を見つけ出し，教師として成

長し続けるサイクルを確立していく営み」

といった意味合いである。 

 研究の手続きとして，１．自己省察に係

る先行研究を概観し，これまでどのような

ツールを活用した自己省察が行われてきた

のかを整理するとともに，課題をまとめる，

２．見出された課題に基づき，研究仮説を

立て，授業力量向上を目的とした道徳科授

業者自己省察シート（Moral class Teacher 

Self-reflection Sheet：以下，MTSS）の開

発を行う，３．授業力量向上のための具体

的な方策として提案する MTSS を活用した

自己省察が教師にどのような影響を与える

のか調査する，４．MTSS 活用による授業力

量向上の試みは有効であるかについて，調

査結果に基づいて考察する。 

 

Ⅱ 研究基盤 

 南（2007）は省察には自己省察，対話的省
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察，集団省察という 3 種類があると述べ，

なかでも他者との対話のない自己省察をし

やすくするためには，ツールの作成，開発

が必要であると述べている 11)。ここでは，

自己省察に係る先行研究を概観し，これま

でどのようなツールが活用されてきたのか

を整理してみたいと思う。 

 群馬県教育委員会事務局吾妻教育事務所

（2011）は，授業前のチェック，授業後のふ

り返りに活用する『「授業づくり！押さえて

ほしいポイント」チェックシート 12)』を開

発している。例えば，「多様な考えが期待で

きるなど，学習活動の充実が図れる課題を

設定している」といったチェック項目を自

己評価によってチェックするようになって

いる。しかし，チェックのみで，学習活動の

充実が図れる課題の具体は示されていない。 

 千葉県教育庁南房総教育事務所（2020）

は，授業者が育成したい資質・能力につな

がる学びとなるよう，授業改善をすすめる

ために『令和版授業改善のためのセルフチ

ェックシート 13)』を開発している。4 段階

の自己評価欄が設けられているのだが，自

己評価をどのように活用していくのかは不

明瞭である。また，「課題（学習問題）を解

決する見通しを立てさせた」の項目では，

どのような状態が見通しの立っている状態

なのかについては明確に示されていない。 

 福島県教育委員会（2017）は，日々の授業

をふり返ったり，校内研修の充実を図った

りする際に活用するために『授業スタンダ

ードチェックシート 14)』を開発している。

設定されている授業スタンダードを基に，

チェックした項目について具体的にふり返

ることができる特徴がある。 

 島根県教育委員会（2017）は，全国学力・

学習状況調査や県学力調査の結果を踏まえ，

日々の授業づくりで大切にしたい点をまと

めた『授業チェックリスト 15)』を開発して

いる。調査結果を踏まえ作成されている点

は優れている。しかしながら，チェックリ

ストの抽象度が高く，各項目の具体を想像

しづらい。 

 神奈川県逗子市教育委員会（2015）は，

「学習に集中できる教室環境」「だれにでも

わかりやすい授業」「だれもが居場所のある

学級」を具体的に実現していく１つのツー

ルとして『自己チェックリスト 16)』を開発

している。このチェックリストはコンサル

テーションの方針を決め，継続的に取り組

むためにつくられているところが優れてい

る。しかし，「学習ニーズに応じた達成目標

を分かりやすく具体的に示している」の項

目は，目標が方向目標的な設定 17)である道

徳科の特質にそぐわない側面がある。 

 管見の限りで，唯一，道徳科に特化した

ふりかえりのツールとして，埼玉県北部教

育事務所（2019）が『道徳科授業の自己点検

（小学校）18)』を開発している。道徳科なら

ではの授業ポイントを具体的に示している

ところが優れている。 

 ここまで概観してきたツールの特徴の１

つとして，自己評価にとどまっているとい

うことが挙げられる。自己評価について，

山木ら（2010）は，授業実践力をとらえる視

点を例示したものに基づいて，自己の教育

実践力を把握する視点の獲得をすることと

捉えている 19)。このような捉え方と同じ立

場より，本論で使用する“自己評価”という

言葉は，「授業力量を捉える視点を例示した

ものを基に，自己の授業力量を把握する営

み」といった意味合いである。そして，自己

省察と自己評価の関係について，「自己評価

したものを基に，自身の行為をふりかえり，

その後の動機付けまで考えることが自己省

察である」と捉える。そのことをふまえな

がら，既存のツールにおける課題について

以下にまとめる。 

【既存のツールの課題】 

①自己評価にとどまり，深い自己省察にま

で至らない可能性がある。 

②改善点が強調され，それらを改善しよう

とするため，方法論に陥りやすい可能性

がある。 



4 

 

③評価の視点が，学習活動及び学習内容を

達成する目的でつくられているため，道

徳科の特質にそぐわないものが多い。 

自己評価に留まってしまっては，本質的

な気付きは得られにくく，授業力量向上に

つながりにくいと考える。 

 

Ⅲ 研究仮説 

 先行研究を概観し，整理してきた中で，

道徳科における，既存のツールを活用した

ふり返りは自己評価にとどまり，自己省察

にまでは至っていない可能性があることが

指摘された。そして，そのような要因には，

既存のツールがチェック項目で構成されて

いること，各項目の具体的な状態が示され

ていないことが挙げられる。そのため，授

業力量向上につながりにくいと考える。 

 では，どのような方策をとればよいので

あろうか。方策を示唆するものとして，大

塚ら（2018）の大学授業に自己評価ルーブ

リックを導入することにより，学生の自己

省察につながったという報告が挙げられる
20)。また，深井ら（2017）は，ルーブリック

による自己評価方法の導入により，質の高

い自己省察につながると報告している 21)。

これらの論を援用し，研究仮説を「道徳科

の特質に合わせたルーブリックによる自己

評価とその結果に基づき自己の強みと改善

点を記述できる構成のツールを開発し，自

己省察を行うことで，道徳科における教師

の授業力量が向上するであろう」とした。 

  

Ⅳ MTSS による自己省察の提案 

 具体的な状態を示すルーブリックと自己

の強みと改善点を記述できる構成のふり返

りツールとして，MTSS を提案する。 

 MTSS作成の手順として岸川ら(2019)のル

ーブリック作成手順を応用し行った 22)。

MTSS 作成の手順は以下に示す通りである。 

①リストアップ：授業力量の高い教師像に

ついてリストアップする。 

②グループ化と見出し付け：リストアップ

したものをグループに分け，見出しを付

ける。 

③小見出し付け：各グループを細分化し，

小見出しを付ける。 

④チェック項目の検討：評価の段階に応じ

た具体的な状態の記述を作成する。 

完成した MTSS は図１の通りである。なお，

MTSS は Excel で作成しており，数値や記述

をデータに直接打ち込んで使用できるよう

にしている。MTSS を活用した自己省察の方

法についてである。まずルーブリックで自

己評価を決定する。そして，自己評価をレ

ーダーチャートにて可視化したものを基に，

記述にて「よかった点」「改善点」をまとめ

ていく。「よかった点」「改善点」をセットで

自己省察していくのは，プラス思考の自己

省察を促したいためである。 

 

Ⅴ 研究対象及び研究方法 

 ここでは，MTSS を活用した自己省察が教

師にどのような影響を与えるのか調査する

ための概要を述べていく。 

１ 研究対象及び研究実施期間 

(1)研究実施校，学年，担任 

A 県内 B 小学校 

〇第 5 学年 C 組 

  （男子 12 名，女子 15 名，計 27 名） 

担任 D 教諭（教職 3 年目） 

〇第 3 学年 E 組 

（男子 21 名，女子 14 名，計 35 名） 

  担任 F 教諭（教職 9 年目） 

〇第 2 学年 G 組 

（男子 18 名，女子 9 名，計 27 名） 

  担任 H 教諭（教職 11 年目） 

対象教諭は，教職経験年数 1∼3 年目，4∼

10 年目，10 年目以上といった 3 タイプから

それぞれ 1 名ずつ選定した。 

(2)研究実施期間 

 2021 年 6 月 1 日∼2021 年 10 月 8 日 

２ インフォームド・コンセント 

本研究実施前に，筆者は対象教諭 3 名，学

校長に対し，本研究に関するインフォー 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 道徳科授業者自己省察シート（MTSS）  

評価 内容項目に対する深い理解 評価 物事を多面的・多角的に見る 評価 ねらいの明確性 自己評価達成率(%)

評価選択 評価選択 評価選択

評価 子どもの発言に対する理解 評価 発言を共感的に受けとめる 評価 子どもを見る 自己評価達成率(%)

評価選択 評価選択 評価選択

評価 表情 評価 立ち位置 評価 ジェスチャー 自己評価達成率(%)

評価選択 評価選択 評価選択

評価 子どもの思考の文脈に沿う 評価 問い返し 評価 つぶやきを拾う 自己評価達成率(%)

評価選択 評価選択 評価選択

評価 色・形・矢印等 評価 まとめる 評価 表記 自己評価達成率(%)

評価選択 評価選択 評価選択

道徳科授業者自己省察シート（Moral class Teacher Self-reflection Sheet）MTSS

道
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的

価

値

観

3
２に加え，該当内容項目に対す
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２に加え，理解することについ
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２を満たしていない
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性
3
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3

２に加え，実際にそれを運用で

きている。
3

２に加え，教師の言い換えになって

いないか子どもに確認している。
3

２に加え，教師の言い換えになって

いないか子どもに確認している。

２を満たしていない
1

２を満たしていない

02
色・形・矢印等のきまりを決め

ている
2

複数の子どもの考えをまとめて

板書している。
2

子どもの考えを端的に板書できてい

る。

1
２を満たしていない

1

0

20

40

60

80

100

道徳的価値認識

子ども観

身体性発問

板書

自己評価達成率
【よかった点】

・(例)構造的な板書を意識することができた。

【改善点（もっとこうできた）】

・(例)授業者として，道徳的価値についての理解があいま

いなまま授業を行ってしまった。
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ムド・コンセントを文書に基づいて行った。

筆者による説明の後，対象教諭 3 名，校長

から筆者の説明に同意し，本研究への参加

を希望する旨の回答を得た。 

３ 研究方法 

(1)MTSS 活用による授業力量変化の調査 

教師の MTSS 活用による授業力量の変化

を調査するための研究方法として，SCD（Si

ngle Case Design）を用いた。SCD を用い

る利点として，石井拓（2015）は，個人や個

体の行動変容を直接調べられること，通常

のケーススタディに比べて高い科学性をも

つこと，データによるフィードバックを受

けながら処遇を調節できるという柔軟性が

あることを示している 23)。このような利点

から，研究方法として採用した。なお，本研

究は，SCD 反転デザインで行った。本研究に

おける介入は「助言を伴う MTSS を活用した

自己省察の導入」である。フォローアップ

期においては，介入の内，助言のみを外し，

MTSSを活用した自己省察は継続して行った。

そうすることで，MTSS を活用した自己省察

を個人で行う際の有効性を測れるようにし

た。そして，教師の授業力量向上の測定尺

度として①子どもの授業内での総発話数，

②ふり返りにねらいに係る内容を書いてい

る人数の割合を用いた。その理由として，

①の増減が子ども・教材・教師の関係を円

滑にする力の程度を表し，②の増減がねら

いに迫る授業を行う力の程度を表すと考え

たためである。 

①第 1 期（ベースライン期） 

ベースラインは，2021 年 5 月に測定され

た（3 日間測定）。第 1 期では，授業内での

子どもの総発話数を調査した。また，子ど

ものふり返り（ノート）より，本時のねらい

に係る内容を書いている人数の割合も調査

した（※これらの調査は第 3 期まで継続し

て行った）。対象教諭に対しては，データの

開示，助言等は行っていない。 

②第２期（介入期） 

介入は，2021 年 6 月に行われた（対象教

諭 1 人につき 3 日間実施）。ここでは，助言

を伴う MTSS を活用した自己省察の導入を

行った。助言は，主に対象教諭からの MTSS

に対する質問に回答するといった形で，第

1 期最終授業後から第 2 期の全授業後に毎

回行った（全 4 回）24)。 

③第 3 期（フォローアップ期） 

フォローアップは，2021 年 6 月∼10 月に

第 1 期と同じ手続きで測定された（4 日間

測定）。ここでは，助言を行わず，対象教諭

のみで MTSS を活用した自己省察を行った。 

(2)MTSS 活用による授業力量変化に伴う対

象教諭の意識変容の調査 

 MTSS活用による授業力量の変化に伴う対

象教諭の意識変容を調査する方法として，

MTSS 内自由記述における改善点の観察，半

構造化インタビューを用いた。 

①MTSS 内自由記述における改善点の観察 

 自由記述の改善点に着目し，その変容を

観察していくことで，教師のふり返りの視

点に対する意識変容を調査した。よかった

点ではなく，改善点に着目したのは，授業

力量向上の観点から改善点に対するふり返

りの視点が自己省察の質に係ると考えたた

めである。調査は全 8 回分に対して行った。 

②半構造化インタビュー 

半構造化インタビューは，インタビュー

内容を予め用意しつつも，その流れを柔軟

に変更できるメリットがある。そのため，

より自然に対象教諭の文脈から，自己省察

に対する意識変容を調査できると考えた。

半構造化インタビューは 4 回行った。1∼3 回

目は，第 2 期における授業終了後の放課後

に時間を設け，MTSS 実施後に行った。イン

タビュー内容は，「うまくいったなと思った

場面を教えていただけますか」の 1 つに絞

り，感じたことを自由に話せるようにした。 

4 回目は，第 3 期終了後に，第１期∼第２

期までの SCD 結果を対象教諭に示し，MTSS

を活用した自己省察に取り組んだ感想につ

いてインタビューを実施した。インタビュ

ー内容は，「MTSS 活用前・後で，授業に関わ
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ることでご自身に何か変化はありましたか」

「強み・改善点は発見できましたか」「MTSS

活用前・後で，授業中の子どもに変化はあ

りましたか」「MTSS は，今後も活用できそう

ですか」であった。 

 得られたデータは，大谷(2007)によって

開発された SCAT（Steps for Coding and T

heorization)25）を用い分析を行った。SCAT

は，インタビューデータの分析に適してい

るため，分析方法として採用した。SCAT の

手続きの概要は以下の通りである。なお，

ストーリーラインの作成では，複数人のテ

ーマ・構成概念をまとめ，全体の傾向が分

かるような手順に一部改変して行った。 

 ①注目すべき語句の書き出し 

 ②テクスト中の語句の言い換え 

 ③テーマ・構成概念の検討 

 ④ストーリーラインの作成 

 

Ⅵ 結果と考察 

１ 子どもの授業内での総発話数の推移 

図 2 に「子どもの総発話数」の推移を示

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 「子どもの総発話数」の推移 

それぞれの介入効果量を Percentage of

 Non-overlapping Data(以下，PND)26)を用

いて測ったところ，D 教諭（教職 3 年目）0.

85，F 教諭（教職 9 年目）0.57，H 教諭（教

職 11 年目）0.28 となり，D 教諭のみ介入が

非常に有効という結果であった。 

F 教諭，H 教諭は教職経験が一定数あるこ

とから，子ども・教材・教師の関係を円滑に

しながら発言を引き出していたと考えられ

る。そのため，総発話数の維持傾向が見ら

れたと思われる。 

他方で，D 教諭に対し，介入が非常に有効

であったのは，教職経験が他の 2 名に比べ

少なく，そもそも，子ども・教材・教師の関

係を円滑にする力量が安定していなかった

からと考えられる。そのため，MTSS を活用

した自己省察のサイクルが機能し，総発話

数の増加につながったと思われる。 

２ ねらいに係るふり返りを書いている人

数の割合の推移 

図 3 に「ねらいに係るふり返り割合」の

推移を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 「ねらいに係るふり返り割合」の推移 

それぞれの介入効果量を PND を用いて測

ったところ，D 教諭（教職 3 年目）0.85，F
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表 1 担任 D 教諭（教職 3 年目）の MTSS 内自由記述 

 

表 2 担任 F 教諭（教職 9 年目）の MTSS 内自由記述 

 

教諭（教職 9 年目）1.0，H 教諭（教職 11 年

目）0.85 となり，3 名とも介入が非常に有

効という結果であった。 

これは，教職経験年数に関わらず，介入

が有効であることを表している。つまり，

発言を引き出すことができていた F 教諭，

H 教諭もその考えを質的にみれば，当初は

十分なものでなかったということである。

MTSS を活用した自己省察を行うことで，ね

らいに迫る授業展開の創造が行えるように

なっていくとともに，ねらいに係るふり返

り割合が高まっていったと考えられる。 

これは，自己省察を通して，ふり返りの

視点を獲得したことにより，授業づくりか

ら，実際の授業に好影響をもたらしている

表れである。特に，フォローアップ期にお

いても割合が減少することなく維持及び向

上傾向にあることは，MTSS を活用した自己

省察が，有効性を伴った自己省察であるこ

と及び，日常的に個人で実施可能な自己省

察の在り方であることを示している。 

３ MTSS 内自由記述 

対象教諭が実施した MTSS 内自由記述（全

8 回）の結果を表 1，2，3 に示した。 

D 教諭は，表 1 に見られるように，自己省

察 1 回目∼5 回目では，道徳の基礎知識，方

法論に関する記述であった。しかし，6 回目

以降は子どもの思考に着目した記述となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは，D 教諭の授業観が，教師主導から

子ども主体へと変化しているということで

ある。これまで D 教諭は，授業が上手くい

かない原因を方法論に求めていた。それを

子どもの立場に立ち，改善点を考えたこと

で，子ども一人一人がどのように考えてい

るかといった気付きがうまれている。これ

は，道徳科において本質的な気付きと言え

るのではないだろうか。また，このことが，

子どもの総発話数の増加に影響していると

も考えられる。 

F 教諭は，表 2 に見られるように，自己省

察 1 回目∼5 回目では，3 回目の子どもの実

態に関する記述以外は，道徳の基礎知識，

方法論，教材研究に関する記述であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし，6 回目以降は，子どもに対する支

援や子どもの思考に着目した記述となって

いる。これは，先述の D 教諭と同様，授業

観が教師主導から子ども主体へと変容して

いるということである。授業観が変容した

ことで，子どもの思考の流れに沿いながら，

ねらいに迫る授業が展開され，ねらいに係

るふり返り割合が増加したと考えられる。 

H 教諭は，表 3 に見られるように，自己省

察 1 回目∼5 回目では，道徳の基礎知識，方

法論に関する記述であった。しかし，5，7，

8 回目では，子どもの思考に着目した記述

となっている。これも，D 教諭，F 教諭と同

様に授業観が教師主導から子ども主体へと

変容しているということである。 

とりわけ，8 回目の改善点は，子どもの思

考の流れに沿った授業づくりを目ざしてい

る表れである。教師が予め用意した発問を
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表 4 1回目インタビュー：「うまくいったなと思った場面を教えていただけますか」に関する分析 

表 3 担任 H 教諭（教職 11 年目）の MTSS 内自由記述 

 

使用するのが目的ではなく，ねらいに迫る

ための事前案を基に，子どもと一緒に授業

を創っていくことが目的であるといった本

質的な気付きが生まれている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象教諭 3 名に共通することは，MTSS を

活用した自己省察の回数を重ねるにつれ，

改善点の内容が子どもの思考の文脈を考え

るようになってきているということである。

自己の生き方を追求するといった，方向目

標的な設定の特質をもつ道徳科において，

教師の文脈ではなく，子どもの文脈で授業

をふり返ることは，授業者に本質的な気付

きをもたらすと考える。 

４ 対象教諭への半構造化インタビュー 

(1)介入期 

半構造化インタビュー（1∼3 回目）の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を表 4，5，6 に示した。 

まず，表 4 の分析結果を基に記述したス

トーリーラインを以下に示す。 

MTSSを活用した自己省察を初めて行った後

の授業では，【教材研究による思考法の拡大】

【子どもの思考に沿った授業づくり】とい

った事前準備の重要性や【授業力量向上の

手応え】を感じることができている。他方

で，実際の授業が上手くいかなかった場合

【力量不足による失敗感】を感じている。 

D 教諭，F 教諭は，初めて MTSS を活用し

た自己省察を行ったことにより，事前準備

が充実したことが窺える。そのことにより，

プラス思考で授業に臨めている。 

H 教諭は，実際の授業がうまくいかなか

ったことにより，自身の力量不足を感じて

いた。MTSS の自己省察は，一度行えば効果

が出るとは限らないことが指摘できる。 

次に，表 5 の分析結果を基に記述したス

トーリーラインを以下に示す。 

MTSS を活用した自己省察 2 回目後の授業で

は，【ねらいに迫る授業展開の構想】【教材

研究の充実によるねらいの明確化】といっ

た授業の核となるねらいへの意識の高まり

や，【教師の受容による主体的学習者の育 

成】【子どもの発言を活かす授業スキル】と

いった子ども主体の授業づくりが見られる。 
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表 5 2 回目インタビュー：「うまくいったなと思った場面を教えていただけますか」に関する分析   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，【子どもたちの姿による授業力量向上 

の実感】も見られるようになった。そして， 

【自己の見取り力に対するメタ認知】の意

識の高まりも出てきている。他方で，【教師 

主導の潜在意識】があることも確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３名の教諭が MTSS を活用した自己省察

により，好影響が出てきたことが分かる。

なかでも，前回よいところがないと述べて

いた H 教諭が，【子どもたちの姿による授業

力量向上の実感】をしていたことは，自己

表 6 3回目インタビュー：「うまくいったなと思った場面を教えていただけますか」に関する分析 
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表 7 質問①「自己省察シート活用前・後で，授業に関わることでご自身に何か変化はありましたか」に関する分析  

省察のよいサイクルを確立しつつあると指

摘することができる。 

最後に，表 6 の分析結果を基に記述した

ストーリーラインを以下に示す。 

MTSS を活用した自己省察 3 回目後の授業で

は，【教材研究における子どもたちの道徳的

価値に対する理解の実態把握】といった教 

材研究の深まり，【子どもの思考の文脈を大

切にする意識】【授業展開に合わせた柔軟な

授業デザイン】【子どもの比較思考を促す板

書】といった授業内での教師の変容，【授業

力量向上に向けてチャレンジ精神の高まり】 

といったプラス思考の表れが確認できる。 

自己省察の回を重ねる毎に，3 名の教諭

の省察内容が変化してきたことが分かる。

3 回目後の授業では，授業前，授業内におい

て，子どもを主体とした学習を構想・展開

したい意識が表れている。そして，最初の

自己省察では，マイナス思考であった H 教

諭がプラス思考に転じ，授業づくりに対し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前向きになっていることは，MTSS を活用し 

た自己省察が教師の意識を前向きにしてい

く傾向にあると指摘することができる。 

(2)フォローアップ期 

半構造化インタビュー（4 回目）の結果を

表 7，8，9，10 に示した。 

まず，表 7 の分析結果を基に記述したス

トーリーラインを以下に示す。 

MTSSを活用した自己省察は，教師自身に【道

徳科における目標についての理解】【道徳科

ならではの授業展開】【人格的な触れ合いに

よる共感的な理解】といった道徳科の特質

に合わせた授業の構想，【教師主導の範疇】

からの脱却による【子ども主体の学習】【子

どもの思考に沿った授業の創造】への意識

の変容をもたらす。また，教師自身が【教師

の心的状況】【事前・事後の充実による心的

安心感】【自己省察によるモチベーションの

向上】により前向きな気持ちにもなること

ができる。そして，【教師の学び続け方の獲 
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表 8 質問②「自分の強み・改善点は発見できましたか」に関する分析  

得】により【課題発見能力の向上】といった

力量向上へ向けての能力を得ることができ

る。 

3 名ともに自身の変化をメタ認知してい

る。その内容をみると「道徳科の特質を考

えるようになったこと」「教師主導ではなく

子ども主体で授業を考える意識になったこ

と」「教師の情意面で授業づくりや実際の授

業に前向きになれたこと」「授業力量向上の

ために課題を明確にできるようになったこ

と」等が挙げられた。 

これらのことから MTSS を活用した自己

省察が教師に好影響を与えることが指摘で

きる。また，好影響は，授業構想，授業スキ

ルのみだけでなく教師の情意面に対しても

見られるため，継続した自己省察のサイク

ル確立も可能であることが指摘できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に，表 8 の分析結果を基に記述したス

トーリーラインを以下に示す。 

MTSS を活用した自己省察は，教師自身に強

みとして，【子ども観に対する自信】【子ど

も主体の学習】といった子どもの捉え方へ

の自信，【心的余裕がもたらす授業力向上】

といったリラックスによる効果などに気付

かせる。そして，【授業スキルに対する不安】

【主観性と客観性の間での葛藤】【ノンバー

バルな要素の難しさ】【道徳科における理論

と実践の往還の難しさ】といった個別に応

じた明確な改善点に気付くことができる。 

3 名ともに，自身の強みと改善点に気付

いている。改善点のみではなく，よかった

点とセットで考えることにより，改善点を

マイナス思考ではなく，次への希望として

捉えることができていると指摘できる。 

そして，表 9 の分析結果を基に記述した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストーリーラインを以下に示す。 

MTSS を活用した自己省察を行い，授業に臨

むことで，【教師のロールモデルとしての 

役割が子ども同士の共感的理解の起因】【授

業スキルによる子どもの見方・考え方】に

気付いたり，【指導要領記載事項と実態との

比較】により心的余裕をもって授業に臨む

ことから【インクルーシブな視点による主

体的な学習者の育成】の重要性に気付いた

りしている。また，【主体的な学習者の増加】

により，それまで行っていた【教師主導学

習の悪影響】にも気付いている。 

3 名ともに，子どもの変化に気付くこと

で，授業において重要な教師の役割，実態

把握，インクルーシブな視点等に気付いて

いる。このことより，子どもの姿から実感

を伴う自己省察を行うことで，本質的な気

付きをうむことが指摘できる。
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表 9 質問③「自己省察シート活用前・後で，授業中の子どもに変化はありましたか」に関する分析 

表 10 質問④「自己省察シートは，今後も活用できそうですか」に関する分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に，表 10 の分析結果を基に記述した

ストーリーラインを以下に示す。 

MTSS には，【MTSS のメリット】によって【自

己省察により成長する反省的実践家】【自己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省察による授業力量向上】につながる。ま

た，【MTSS のもつ汎用性】によって【授業づ

くりの基準】【子どもの実態から内容項目に

ついて考える】といった役割も担う。 
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対象教諭が述べているように，MTSS は具

体的に授業をふり返ることができるメリッ

トがあるため，自己省察を重ねることで授

業力量の高まりを実感できることが指摘で

きる。また，ふり返りだけでなく，授業づく

りの視点にもなるといった汎用性により，

MTSSは自己省察のみならず事前研究にも活

用することができる。このような活用方法

を見出すことからも，継続して活用可能で

あることを指摘することができる。 

 

Ⅶ 結論及び研究の限界と今後の課題 

１ 結論 

本研究は，道徳科授業における教師の自

己省察の在り方について検討し，授業力量

向上のための具体的な方策を提案すること

を目的としている。MTSS 活用による授業力

量向上の試みは有効であるかについて，調

査結果に基づいて考察し，次の 4 点が導出

された。 

①授業力量向上につながること 

介入を外した後も子どもの総発話数の維

持及び向上傾向，ねらいに係るふり返りの

割合の向上傾向が見られることから，日常

的に個人で授業力量向上のための自己省察

が可能である。 

②気付きの質を向上させること 

回を重ねるにつれ，ふり返りにおいて子

どもの思考の文脈を重視し，子どもの姿か

ら実感を伴う自己省察を行え，本質的な気

付きがうまれる。 

③前向きな自己省察となること 

よかった点と改善点をセットで考えるこ

とにより，改善点を次への希望とした位置

付けで捉えるようになる。よって，回を重

ねるごとに，プラス思考での自己省察のサ

イクルを確立し，授業構想，授業スキルの

みでなく，情意面にも好影響を与える。 

④継続可能性が見られること 

教師自身が，自身の強み，改善点が明確 

になることを実感するとともに，MTSS を発

展的に活用していることは，その汎用性の 

高さを表している。使用方法を限定してい

ないことが，これからも使用したいといっ

た継続可能性を高めていると考えられる。 

対象教諭 3 名が MTSS を活用した自己省

察を通して，ふり返りの視点を獲得したこ

とで，何をふり返ればよいか分からないと

言った心的な不安から解放され，主体的に

自己省察を行うことができていた。つまり，

道徳科の特質に合わせたふり返りの視点を

考え，それを基に自己省察をしていくこと

は，有意義なことであると言えるだろう。 

確かに，本ルーブリックの視点が絶対的

なものと言い切れるのかという異論もある

だろう。しかし，道徳科の特質に合わせた

視点を考えること自体が重要なことであり，

今後，ルーブリックの内容を精査していく

ことも自己省察の一環になると考える。 

本研究実施中に，他の教諭が対象教諭の

授業を参観し「目に見えて授業が変わった」

と話していた。互いをよく知っている同僚

教師の言葉は MTSS を活用した自己省察の

有効性を示す一つであると受け止めている。 

以上のことから，MTSS 活用による授業力

量向上の試みは有効であるといえる。 

２ 本研究の限界と今後の課題 

最後に本研究の限界と今後の課題につい

て述べる。まず，本研究では，MTSS を活用

した自己省察の導入にあたり，MTSS の使用

方法を筆者が説明した。筆者が直接に説明

しなくとも，最初から誰でも活用できるよ

う，説明書を添付する等の工夫が望まれる。 

次に，調査対象の授業回数が 10 回と短期

なものになった点である。本研究の妥当性

を高めるためには，年間 35 時間及び 34 時

間の長期データを取っていく必要がある。 

本研究の課題をふまえながら，今後も道

徳科授業における教師の自己省察の在り方

についての検証を継続していきたい。 

 

謝辞 

 本研究の実施に際して，研究協力校の校

長先生をはじめ教職員の皆様に多大なるご



15 

 

協力を賜りました。ここに記し謝意を表し

ます。 

 

註 

1)文部科学省道徳教育の充実に関する懇

談会『今後の道徳教育の改善・充実方策

について（報告）』，2013 年。 

2)同上，10 頁。 

3)同上，10 頁。 

4)文部科学省『平成 30 年度公立小・中学

校等における教育課程の編成・実施状況

調査』，2019 年。 

5)同上，14 頁。 

6)同上，14 頁。 

7)押谷由夫・木崎ちのぶ・谷山優子・矢作

信行・齋藤道子・小山久子・醍醐身奈   

「道徳教育全国調査の実施（2019.3）と

結果分析（１）―統計的分析―」『日本道

徳教育学会第９４回（令和元年度秋季）

大会 自由研究発表資料』，2019 年，13 頁。 

8)木原俊行「授業力量形成の要件」『解放

教育』第 34 巻 11 号，明治図書出版，

2004 年，9-14 頁。 

9)梅津正美「特色ＧＰプログラム『教育実

践の省察力をもつ教員の養成』の理論と

方法」『教育実践の省察力をもつ教員の

養成』，協同出版，2010 年，14-25 頁。 

10)大塚みさ・三田薫・白尾美佳「自己省察

を促すための自己評価ルーブリック導

入の試み」『実践女子大学短期大学部紀

要』第 39 号，2018 年，3 頁。 

11)南彩子「ソーシャルワークにおける省察

および省察学習について」『天理大学社

会福祉学研究室紀要』，2007 年，10 頁。 

12)群馬県教育委員会事務局吾妻教育事務

所『「授業づくり！押さえてほしいポイ

ント」チェックシート』，2011 年。 

13)千葉県教育庁南房総教育事務所『令和版

授業改善のためのセルフチェックシー

ト』，2020 年。 

14)福島県教育委員会『授業スタンダードチ

ェックシート』，2017 年。 

15)島根県教育委員会『授業チェックリス

ト』，2017 年。 

16)神奈川県逗子市教育委員会『自己チェッ

クリスト』，2015 年。 

17)田沼茂紀「『特別の教科 道徳』が克服す

べき課題とその解決方策の検討－道徳

教育忌避感情および軽視傾向改善を中

心に－」『道徳と教育』第 333 号，2015

年，151 頁。田沼は道徳科と他教科の目

標設定を比較し，道徳科の目標設定につ

いて「人間の在り方や生き方といった方

向目標的な設定」と述べている。 

18)埼玉県北部教育事務所『道徳科授業の自

己点検（小学校）』，2019 年。 

19)山木朝彦・山田芳明「教科・領域教育に

おけるコア科目の授業実践：図画工作・

美術科」『教育実践の省察力をもつ教員

の養成』，協同出版，2010 年，123-144 頁。 

20)前掲 10，1-21 頁。 

21)深井裕二・河合洋明・仲野修「学士力分

析システムにおけるスキル自己評価ル

ーブリックの適用」『北海道科学大学研

究紀要』43,2017 年，13-20 頁。 

22)岸川公紀・梶田鈴子『中村学園大学・中

村学園大学短期大学部研究紀要』第 51

号，2019 年，199-208 頁。 

23)石井拓「シングルケースデザインの概要」

『行動分析学研究』29，2015 年，190-191  

頁。 

24)介入に関する助言は，MTSS の使い方や

各項目に係る説明等が主である。 

25)大谷尚「4 ステップコーディングによる

質的データ分析手法 SCAT の提案―着手

しやすく小規模データにも適用可能な

理論化の手続き―」『名古屋大学大学院

教育発達科学研究科紀要教育科学』

54(2)，2007 年，27-44 頁。 

26)PND は，介入期・フォローアップ期にお

けるデータの内，ベースライン期の最大

値を上回るデータが占める割合を算出

する。算出された値が 0.8 以上であれば

介入効果が「非常に有効」とされる。 


