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教育実践資料をどのような記録項目について保管すれば，今後の教育実践研究に役立つ

か，現在有効な研究がされていない。今回 1967 年〜1969 年の岩田晃先生の教育実践研究

資料が見出され，多様な実践資料が保管されていた。そこで，これらの資料を用いて，約

50 年前の資料から，今回の教育研究に何が役立ったか検討し，その結果を用いてデジタル

アーカイブを構成した。50 年前の資料でも，現在の多様な教育課題に役立つことが明らか

となった。 

 そこで，この結果を参考にして，現在の教育実践研究の多様な資料の中から，何を選び，

デジタルアーカイブに保管しておけば，今後の教育研究に役立つのか検討し，将来に向け

ての保管項目の試案を検討した。  

 

＜キーワード＞ デジタルアーカイブ，教育実践，保管項目，時系列，過去・現在・未来，

データ構成，保管構成 

 

１．過去・現在・未来に伝える 

  ～教育資料の保管～ 

 

 デジタルアーカイブは，過去・現在・未来

の時系列的なプロセスの中で，何をどのよう

に保管すれば，人々のために役立つ資料が伝

承，利用できるか，一連の体系的な研究が必

要である。しかし，これまで，過去の教育実

践の事例が，デジタルアーカイブ化するよう

な総合的な保管がされていなかった。ところ

が，今回，一人の教師（岩田晃先生）ではあ

るが，大学

卒業後の 3

年間（1967

年 ～ 1969

年）の教師

としての活

動を記録し

た多様な資

料が見出さ

れた。そこで，過去・現在・未来の教育情報

として，何をどのように保管すれば，教育実

践や教育研究に役立つか，研究の可能性とな

った。 

 とくに，過去の教育実践資料をどのように

デジタルアーカイブ化すれば現在の教育研究

に役立てることができるか，実証的な研究を

進めることができる。さらに，その結果を参

考にして現在の教育実践資料をどのようなデ

ジタルアーカイブに保管すれば将来役立つか，

研究が可能になる。 

（１）教員前の関連資料（大学での研究活動

等），教員養成 

 教員養成で考える基礎情報の一つに，大学

等でどのような教育を受けたか，また，本人

が研究を進めていたかの情報が必要である。

これらの情報は，その後の教員として成長し

ていくとき，どのような効果・影響を及ぼす

か検討する資料となる。たとえば，岩田晃先

生は大学で複眼のシミュレーションモデル回

図 1 岩田先生の資料 
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路の設計開発とそれを用いた文字（かな，英

文字）のパターン認識の研究を行われていた。

そのシミュレーションモデルは，当時の生物

のシナプスの研究や制御，デジタル技術，情

報理論を用いていた。また，文字のパターン

認識は，脳生理（神経網），心理学の判断プロ

セスの研究は分析，総合，ファジー（あいま

い性），判断の考え方が基本にある。これらの

研究がその後岩田先生の教育実践研究の基本

的な立場になっている。このような教育に採

用される前の研究活動等の記録も大切である。 

 

２．初任者の指導資料 

  ～何が残っていたか～ 

  

 教育資料として，初任者をどのような観点

で学校長，教頭，教務主任，研究主任が指導

したかは，その後の教師としての成長に大き

く影響する。そこで，初任教師の指導の概要

を記録する必要がある。岩田先生の場合は，

校長が一人一人の個の観点から授業を考える

方向性を示していた。 

岩田先生の教師としての成長は，当時の坪

内校長の指導によるものである。毎週，岩田

先生の授業を見に行かれ，授業後に指導され

ていた。校長室には全校児童の写真が壁に貼

ってあり，児童を大切にする校長であった 

一人ひとりを観察するため，坪内校長から

岐阜大学に「岩田先生の授業活動を調べるの

に音声はテープレコーダーで録音，再生がで

きるが，活動（行動）の様子を記録する方法

はないか」と質問があった。これが授業分析

をするきっかけとなった。 

（１）行動の記録（項目） 

 当時，VTR・ビデオカメラなどが入手でき

なかったため，35mm フィルムの 1/2 を使い

撮影できるハーフカメラを使用した。 

 写真は，5 秒，10 秒，20 秒，30 秒等（分

単位の間隔でも）撮影できるようにした。 

 撮影装置は 5 秒，10 秒，20 秒，30 秒，1

分等の間隔で撮影可能であったため，どのよ

うな学習活動のときに何秒間隔で撮影すれば

よいか検討をした。 

 
図 2 ハーフカメラとその写真 

 

（参考：フランダース，OSIA の行動カテゴリー） 

タ イ

マー 

（1967 年～1968 年） 
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図 3 カテゴリー表と分析結果 

 

図 4 写真による授業記録 

（２）個人記録（教育カルテ） 

岩田先生の児童の指導の観点は，教師が毎

週または毎日の個人記録をどのように利用す

るか，また，そのために何を記録するか注目

すべきである。常に「一人ひとりの児童」に

あった。行動分析でも一般に教師と児童（集

団）を対象とするのに対し，一人ひとりの行

動カテゴリーを記録し，個の視点からの指導

がされていた。 

 

図 5 新卒 2 年目，昭和 43 年の資料～個人カルテ～ 

 この個人の記録は，個人別に毎週国語・算

数・理科などの学習の状況や一週間の学校生

活等の様子，指導すべき点，留意点を記入し

て，一人ひとりの成長を観察し，記録されて

いた。 

 今後，児童の問題行動について，このよう

な長期のカルテとアンケート調査から調べる

必要がある。（教育委員会や学校等は「いじめ」

の調査の前に，まずカルテを調べるようにす

べきではないか。） 

 

図 6 新卒 2 年目，昭和 43 年の資料～各教科得点～ 

（３）学習内容の構造化案の記録 

 学習内容の学習手順は昔から学びの関係を

検討し，構造化がされてきた。その手法はい

ろいろ工夫されてきた。どのような手法を用

い，どのように役立てられているか，記録す

べきである。 

 岩田先生は，単元，1 時間の授業等で学習

項目について学びの前後関係を検討して作ら

れていた。とくに，前年の授業分析を参考に

して，項目間の関係（どちらが理解しやすい

か）を考えて作られていたが，残念なことに

多くは残っていない。（ただし，授業案の中に

記入されている例は多い） 

（４）学習フローチャートの記録 

 授業分析用に学習フローチャートが作られ

ている。 

 岩田先生は，とくにフローチャートは集団

反応曲線の分析利用を目的としてアナライザ

ーのスイッチング方法や教師の主となる活動

（T），学習者の主となる活動（P），評価（E）

のフローチャートで授業計画を書いていた。 
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図 7 学習フローチャート 

（５）授業案 

 授業の計画・実施・分析・改善のために，

授業案の記録は重要であり，それぞれの立場

で書かれたものを記録する。 

 岩田先生の授業案は，例に示すように学習

内容・時間の具体的な表示，アナライザーの

使い方（SW の押し方），具体的な指導の計画

などが記述されていた。 

 

図 8 授業案 

多くの授業案が残されている。とくに授業

案の中に，授業の学習項目の構造化が記述さ

れていることが多い。 

 数十時間の授業案が残っていて，これらを

デジタルアーカイブに記録し，他のデータ（学

習反応等）と関連付けて分析できる重要な研

究資料である。 

（６）教材研究関連資料  

教材研究資料は，教育実践研究で重要な資

料であり，その検討のプロセスもできれば記

録するとよい。岩田先生は，ノートに多くの

授業研究事例を残されている。 

 

図 9 授業研究の事例 

 岩田先生が児童の行動を見ていて，教材（学

習プリント）でも適した大きさで作り，改善

する教師としての姿勢がみられる。（厚紙で作

り，記入後にノートに貼れるようにしている。） 

 

図 10 厚紙による教材 

 このような資料は，研究資料として重要であ

る。 

（７）学習反応関連資料 

 授業を記録し，その分析をどのように行い，

どのような効果・分析ができたか記録する。

岩田先生は，当時はビデオカメラが入手困難

だったため，学習反応と音声をアナライザー

とテープレコーダーで記録し，分析していた。

これは初任者の教育としては大変役立ってい

る。 
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図 11 学習反応曲線 

 授業分析として最も重要な資料の一つであ

り，全てデジタルアーカイブ化すべきである。 

（８）行動記録・分析（手法から，行動分析） 

 ビデオカメラによる学習行動分析は，音声

とアナライザーの学習反応と同様に，映像と

音声からの分析が可能であり，初任者にとっ

て大変役立つ分析である。とくに発問，発言，

グループ・全体討論，実習など各学習指導の

分析も可能になる。岩田先生は，当時ビデオ

カメラが入手できなく，フィルムカメラの撮

影で記録していた。 

 フィルムカメラ（ハーフカメラ）で授業の

行動分析を本格的に始めたのは 1967 年後半

からである。現在記録に残っているデータか

ら見ても，年十数回以上撮影分析がされたと

考えられる。（フィルム，現像等の費用が大変

であった。）行動カテゴリーを用いて授業の導

入からまとめまでのプロセスについてのコー

ド（数字番号）で分析されていた。この時，

一人ひとりの学習者に対してコード化してい

る。 

（９）教育方法資料（実践記録，資料） 

 教育方法としてどのような指導がされてい

て，どのような分析がされていたかは重要な

教育実践研究資料となる。たとえば，基礎基

本の学習指導，課題解決の指導など，一般に

各種の指導がされ，その分析，適正について

の研究が行われていた。 

 岩田先生は，仮説実験授業の実践記録を多

く残されていて，その中の一つにどのような

時間配分で授業が進められていたか，時間の

データ化をしていた。 

表 1 仮説実験授業の実践記録 

 

 たとえば，主体的な学習活動（現在のアク

ティブラーニング）としてどのように展開，

指導するか，授業の実践例の中で示し，その

各指導方法を分析し，具体的な指導上の問題

点等が見える資料作りがされていた。 

（１０）授業実践の記録 

 授業実践の記録には，大きく分けて， 

①授業全体の記録 

 これは，ビデオ等の記録や学習反応，音声，

ノートなど一つの実践に対する各種の資料，

反応の記録が必要である。これらは，岩田先

生の全体的な記録が参考になる。 

②導入，展開，まとめ，文節等での記録 

 全てを記録するのではなく，授業の重要な

領域での学習活動の記録がされている。 



6 

  

 これらの例は各項目で示したので，省略。 

（１１）学習指導技術関連資料 

 発問，発言，確認，褒め方，グループ学習，

全体，まとめなどをいかに記録し，分析する

かは，教育実践研究の重要なデータであり，

さらにその結果を用いた総合的な分析も重要

な情報として記録すべきである。 

たとえば，岩田先生のクラスの児童は，教

師の指示がなくても児童が実験の準備を始め

ていたという。岩田先生のクラスでは，「次の

時間，○○○について実験をするから」と説

明されると，次の授業が始まる前に児童が自

分たちで準備をし，時には実験等を始めてい

た。これは，岩田先生が一人ひとりをよく観

察し，毎週個人記録をつけ，1 週間の内の数

時間は音声を記録するなど，児童一人ひとり

を理解しようと努めていたことと関係してい

る。 

児童理解から，一人ひとりが学習意欲を高

めるような発問をし，学習目標の理解や児童

自身が，今，自分が何をすべきかを自覚して

いた。これらの指導を可能にする関連資料と

しては，前にも記した個人記録（カルテ）学

習者一人一人のテストの状況など，いかに学

習者を知るかにある。 

 このような授業・活動を第三者がいかに記

録し残すか，デジタルアーカイブとして重要

である。 

（１３）教育成果，学習者の成長（第三者の

評価） 

教師の教育成果，学習者の成長を実例をも

って記録する。 

新卒の教師が町（議員）を動かした，とい

う岩田先生の大きな教育成果がある。町会議

員が「教育でこれほど子どもが変わるとは」

と発言をされたとの話が残っている。 

岩田先生のクラスに町会議員の孫が在籍し

ており，その児童の成長を町会議員が見て「麦

飯を食べてでも学校の校舎を良くする。」と言

われたそうである。当時，“麦飯を食べてでも”

は倹約してことにあたる言葉としてよく用い

られた。 

一人の新卒の教師の教育が児童に変化をも

たらし，それを見た町会議員が立派な校舎の

建設へと働きかけてくれたのである。 

その後，国立研究所等の協力を得て“Y”

の字を 2 つ合わせたような校舎の形で，児童

数が増えても良いように教室が在籍児童数よ

り多くある校舎が建設された。 

 

図 12 松枝小学校校舎 

（１３）研究報告関連資料 

 関係している当時の研究資料を記録し，教

育実践研究を体系的な研究を可能にする。 

1）T.M.研究（1968），第 1 回 T.M.研究会

（ 1968.11），TM 計測による算数教育

（p45-48） 

2）T.M.研究 第 1 報（1968），第 3 章 ティ

ーチングアナライザーを用いた授業

（p21-34） 

・ 

・ 

13）SIS-TEM No.1（1970.11），小学校理

科における教師の発言と児童の発言

（p43-45） 

14）SIS-TEM No.2（1971.1），学級・小集

団・個人における“話しあい”と基礎計測

量（p40-42） 

（１４）教師の教育計画 

 教師がどのような教育研究計画を持ってい

たかは，教育実践研究を全体的に見るのに重

要である。岩田先生の例は次のような次年の

教育計画を残している。 



7 

  

 

（注）成績の中の 2 ヶ月とは，校舎新築のための移

行期間と考えられる。 

図 13 岩田先生の教育計画 

 

３．デジタルアーカイブの構成 

 

 教育実践のデジタルアーカイブは，これま

で，主として授業の映像や授業案の保管に留

まっていた。しかし，岩田先生が残された各

種授業実践資料は，デジタルアーカイブの利

用としてその資料の種類に注目される。また，

それぞれの項目は，現在の教育実践研究にも

多く研究情報を提供している。 

 岩田先生のデジタルアーカイブに保管すべ

き項目として整理すると，次のようになる。

（１）教師の情報 

 教師の教育研究活動に関する基本資料を保

管。教師としての研究活動，実践指導を考察

する背景となる資料を記録。 

（２）授業案（学習指導計画等） 

 授業案と関連資料の保管。授業案と同じ授

業のフローチャートなどを合わせて保管する。

各資料には，年月日，何時間目の授業である

かを記入し，他の資料と関連付けて分析・研

究を可能にする。 

（３）授業の映像・音声（学習反応等） 

 岩田先生の授業活動の資料は，授業の写真，

1 時間の個人行動カテゴリー表，音声（テー

プレコーダー），学習反応曲線がある。その中

の写真は残念ながら一部しか残っていない。

しかし，写真を使った１時間の個人の行動カ

テゴリー表はあり，重要な行動分析資料とし

て記録する。学習反応曲線（紙）に教師・学

習者の発言が記述されていて，これを保管す

る。 

①授業の映像記録（写真の保管） 

②行動カテゴリーの内容 

 クラスの 1 時間の個人行動カテゴリー表

（授業の目的によって行動カテゴリーが変わ

れば，別々に保管） 

③学習反応 

 集団反応曲線に記述されている。 

④音声活動の記録 

 集団反応曲線に記述されている。 

⑤授業担当教師による分析の記録 

 各授業に対する分析結果を保管。 

（４）授業の時間データの記録 

 授業の導入，展開，まとめ，文節等の区切

りで必要とした時間の記録や発展，確認，グ

ループ・全体討論，実習時間等について記録

する。 

 なお，発問，グループ討論等の反応時間は

集計したデータを保管し，発問・応答等の分

析を可能にする。 

（５）教材関連資料 

 授業中に提供または利用した教材を保管す

る。これらは，判明すれば授業の他の記録と

の関連（年月日，時間等）を記録すると分析

に役立つ。 

（６）教材研究 

 教材の開発，研究は，ノートのメモ等に記

述されていて，これらを保管する。年月日，

時間が判明すれば記入。 
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（７）教育方法 

 教師が主となって指導する教育方法に関す

る資料を保管する。 

 岩田先生は仮説実験授業を多く実践されて

いたが，これらの授業（他の項目とも関連付

けて）を記録する。 

 これは，過去の教育方法で，現在の教育方

法と比較検討し，どのように違いがあるか，

また，同じであるかを明らかにする。 

（８）個人記録（個人カルテ） 

 個人記録は，学期の終わりに作成するが，

毎日の児童の活動を観察し，1 週間に 1 回の

個人記録（カルテ）は，ほとんどなされてい

ないが，岩田先生は，その実践記録が残って

いる。これらを全て保管する。 

 注意点としては，個人名が記録されている

ため，外部に流出しないようにする。 

 または，氏名を消すのもよい。しかし，成

長等の分析や授業中の発言等の分析まで用い

るときは，氏名または別の記号で記録する必

要がある。 

（９）教育成果，学習者の成長（第三者） 

 教育実践の成果や学習者の成長は，第三者

による評価やその事実を記入保管する。この

情報は，良い点，悪い点でも記録する。 

（１０）教育計画資料 

 教員の次年度等の教育計画は，教育実践や

教育方法，研究などの考え方を見る点からも

重要である。一般にメモ的に残されている。 

（１１）教育実践研究の報告 

 校内研，研究会，学会等の研究報告は，教

育実践研究を知る上で重要であり，論文・資

料のリストを記録する。 

 その他，学期，単元等試験結果は，重要な

情報であるが，プライバシーの問題もあり，

個人記録（カルテ）と同様に，取り扱いには

十分な注意が必要である。 

 岩田先生の資料のデジタルアーカイブ化は，

このような構成で開発ができる。 

 

４．現在の教育実践研究資料を次世代へ 

 

 岩田先生の教育実践は，約 50 年前の資料

があるが，そこから得られた情報は現在でも

役に立ち，さらに新しい教育実践の展開の方

向付けにもなる。 

 たとえば，岩田先生の学習反応の記録・分

析の方法は，多くの研究情報を提供し，それ

を用いた実践で成果が得られている。 

 岩田先生の例を参考に，現在の教育実践資

料のデジタルアーカイブの保管について，次

のような案が考えられる 

①教員前の関連資料（大学での研究活動等），

教員養成 

②初任者教育資料（教員，初任者教育，学校

等）指導の方向性 

③個人記録（教育カルテ） 

④授業案 

⑤教材研究関連資料 

⑥学習反応関連資料 

⑦行動記録・分析（手法から，行動分析） 

⑧教育方法資料（実践記録，資料（岩田 仮

説実験授業）） 

⑨授業実践の記録 

⑩学習指導技術関連資料（発問，発言，確認，

褒め方，グループ学習，全体，まとめ） 

⑪授業プロセスの分析 

⑫教育成果，学習者の成長（第三者の評価） 

⑬研究報告関連資料 

⑭研究実践の発展（実践研究として，その後

の発展関連資料） 

⑮その他 

 これらの分類による教育実践資料のデジタ

ルアーカイブの保管が今後求められてくる

ものと考える。 
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