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1．緒言 
マネージメントとは、「授業を組織すること、用

具やその配置に対する指示、授業での常軌的活動

に注意を払うこと、等々の目的に向けて表現され

る言語的、非言語的な教師活動」であると言われ

ている。（Siedentop,1988）。Metzler（2000）は、
「課題に従事する時間や学習者の学習時間を増加

させるためには、不適切な行動を最大限減らすこ

とのできる予防的マネージメントを計画すべきで

ある。」と述べている。 
授業のマネージメント技術は、良い教室にとっ

て欠くことのできないもので、このことは、どこ

の教室においても、どの教科においても当てはま

ることである。（Siedentop,1988） 
先行研究によれば、教育実習生が行う授業では

多くのマネージメント時間が費やされている傾向

にある（三浦,2002）と報告されているが、さらに
具体的にどのような技術を適用すればいいのかを

検討した研究はみられない。 
本研究では、Henkelら(1991)により開発された

PEPCI観察法を適用し、小学校低学年の体育授業
における現職教師のマネージメント技術を追証的

に明らかにするとともに、現職教師と教育実習生

のマネージメント技術の違いについて事例・分析

的に検討することを目的とした。そのことは小学

校低学年で授業を行う上での指導改善につながる

と考えた。 
  

2.研究方法 

2－1 対象授業 
表 1 は本研究の対象授業を示したものである。
茨城大学教育学部附属小学校で１年生１クラス及

び２年生１クラスを担当する教師２名による授業

と、茨城大学の教育実習生 2 名の授業（計１２授
業）を分析の対象とする。各々の現職教師は教職

歴１０年以上で２年生を担当する現職教師 A（女
性）は体育専門であり、１年生を担当する現職教

師 B（男性）は体育を専門としていない。教育実
習生 a、bは共に保健体育を専攻している学生（女
性）である。    

表１ 対象授業 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2－2 研究方法 

本研究では、集音マイクをつけたビデオカメラ

で教師行動を中心に映像及び指導中の会話、発話

を記録した。記録した教師行動はHenkelら（1991）
によるPEPCI観察カテゴリーを参照し教師のマネ
ージメント技術を観察した。観察したマネージメ

ント技術はコーディングシートに記入し、カテゴ

リー別の適用回数とその割合を算出した。観察は 2
人で確認しながら行った。 

PEPCI観察法は、例えば、活動のはじめと終わ
りに関わる合図（スタート、ストップ）や場所の

割り振りや用具の指示、さらに子どもの話を聞く

態度に関わる指導技術（姿勢、注目）など計 22項
目が設定されている。またHenkelら(1991)は、こ
れらのマネージメント技術を、子どもの行動する

前「予防的（anticipatory）」か後「反応的（tutorial）」
かで区別できるカテゴリーに設定した。本研究で

は、これら Henkel ら（1991）の分析方法にした
がって分析を進めた。 

 
3.結果と考察 

3－1現職教師のマネージメント技術の実態 
PEPCI観察法による現職教師ＡＢのマネージメ
ント行動を分析した結果、現職教師Ａは平均 32．0

回（回）、一方、現職教師Ｂは 42．5回（回）であ

った。これらを場面状況別にみると、現職教師Ａ

Ｂともに比較的多くみられた技術は、「スタート

（現職教師Ａ平均 6．5 回、現職教師Ｂ平均 10.3

回）」「ストップ（現職教師Ａ5.3 回、現職教師Ｂ平

均 6．3回）」「姿勢（現職教師Ａ平均 5.8 回、現職

教師Ｂ平均 7．0回）」「注目（現職教師Ａ平均 4．8

回、現職教師Ｂ5．0 回）」「場所の指示（現職教師

A平均 3．0回、現職教師Ｂ7．3回）」「用具の指示

（現職教師Ａ1．5 回、現職教師Ｂ5．8 回）」で、

一方「通告」「復権」「剥奪」「没収」などのマネー

ジメント技術は、全く観察されなかった。 

本研究の対象教師は、「スタート」や「ストップ」

のような活動の開始と終わりの合図の指示や、「用

具」「場所の割り振り」に関する指示を比較的多く

適用する傾向にあった。また、子どもたちの注意

を引きつけ（「注目」）たり、「姿勢」を正したりと

子どもの聞く姿勢に関する指示も比較的多く適用

する傾向が明らかになった。 

因みに、「予防的」「反応的」といったカテゴリ

ーからマネージメント技術の適用回数を観察した

結果、現職教師Ａ「予防的」平均 27．0 回、「反応

的」平均 5．0 回、現職教師Ｂ「予防的」平均 38．

0 回、「反応的」平均 13．8 回とどちらも予防的な

マネージメント技術を比較的多く適用する傾向に

あった。これらの傾向は、Perron ら（1997）の報

教師 内容 学年 児童数 実施時期

水遊び（2授業） 2004年9月

基本の運動（2授業） 2004年11月

水遊び（2授業） 2004年9月

ドッジボール（2授業） 2004年11月

教育実習生a シュートゲーム（2授業） 36名 2002年7月

教育実習生b ドッジボール（2授業） 35名 2002年7月
2年生

1年生 37名

38名現職教師B

現職教師A

2年生



告と同様で、本研究の対象教師なども「スタート」

「ストップ」や「場所の指示」「用具の指示」の適

用回数が多いなど、類似したマネージメント技術

を適用していたことが明らかになった。 

 

3－2 実施時期の違いによるマネージメント技術の

適用 
 現職教師ＡＢが適用したマネージメント技術を

授業の実施時期別（学期始め；9月、学期なか；11

月）に見たところ現職教師Ａは 9 月平均 20．5 回

から 11．0回、現職教師Ｂは平均 26．8回から 24．

5 回へとどちらも適用回数が減少する傾向にあっ

た。これらについても場面状況別にみたところ、

比較的多くの技術を観察できた 9カテゴリー（「ス

タート」「姿勢」「ストップ」「注目」「場所の割り

振り」「用具の指示」「矯正」「賞賛」「約束事」）の

うち、7カテゴリーにおいて適用回数は減少する傾

向にあった。 

因みに、これらの傾向は「予防的」「反応的」に

みた場合も同様で、どちらも 9月から 11 月にかけ

て適用回数は減少する傾向にあった（「予防的」9

月 37．5 回 11 月 26．5 回、「反応的」9 月 9．8 回

から 11 月 9．0回）。 

つまり現職教師の適用するマネージメント技術

は学期始めに比較的多く出現する一方で、学期が

進むにつれてその適用回数は減少する傾向にある

ことが明らかになった。 

 

3－3 適用されるマネージメント技術からみた現職

教師と教育実習生の違い 

 適用されるマネージメント技術を現職教師と教

育実習生という指導経験の違いから分析したとこ

ろ、全体的な適用回数としては明確な違いはみら

れなかった（現職教師Ａ32．0 回、現職教師Ｂ58．

0回、実習生 a31．0 回、実習生 b71．0 回）。 

やや違いがみられたのは場面状況別にみたとき

である。特に、教育実習生は圧倒的に「注目（現

職教師 4．9 回、教育実習生 16．8 回）」や「姿勢

（現職教師 6．4 回、教育実習生 12．3 回）」を適

用する傾向にあった。このことに関連して、最も

明確な傾向がみられたのは、適用されたマネージ

メント技術を「予防的」「反応的」にみた場合であ

る（図 1）。 

 

図1　指導経験別・予防/反応別マネージ
メント技術の適用回数
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 図 1 に示したとおり、現職教師が適用したマネ
ージメント技術は「予防的」32．5回、「反応的」
9．4 回と極めて予防的な技術が多く適用されるの
に対し、反対に教育実習生の場合、「予防的」17．
8 回、「反応的」32．3 回と反応的なマネージメン
ト技術が明らかに多く適用される傾向にあった。 
 つまり、このことは教育実習生は、予想しない

子どもの行動に反応的に指導を行う回数が多いの

に対し、現職教師は予め子どもの行動を予想し、

予防的に指導を行う傾向にあることを示している。

マネージメント技術を改善しようと思えば、これ

らの具体的な指導技術を理解することに加え、子

どもらのリアルな行動を経験的に知る必要がある

と考えられる。 
  
4.摘要 

 本研究は具体的なマネージメント技術を明らか

にするために、Henkel ら（1991）による PEPCI
観察法を適用し、低学年を担当する現職教師のマ

ネージメント技術を分析・検討した。特に教育実

習生との違いを明らかにするために両者の比較分

析を加えた。分析した結果、主に明らかになった

点は次の 3点である。 
（1）1 授業あたりに適用されるマネージメント技
術は平均で現職教師 Aは 32．0回、現職教師 Bは
49．5回と概ね先行研究で得られた回数と同じよう
な回数・割合で適用される傾向にあった。 
（2）学期始めの 9 月と学期なかの 11 月における
適用されたマネージメント技術を分析したところ、

現職教師 AB ともに学期なかにおいてマネージメ
ント技術の適用回数は比較的少なかった。 
（3）適用されたマネージメント技術における最も
大きな教育実習生と現職教師との違いは、教育実

習生が子どもの行動に対して反応的に指導する傾

向にあるのに対して、現職教師は子どもの行動を

予め予想し予防的に指導する傾向にあることであ

る。このような予防的なマネージメント技術を適

用しようと思えば、対応する教授知識を修得する

ことや実際子どもたちに指導する機会をもつこと

が重要だと考えられるが、そのような点について

は今後の課題にしたい。 
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