


巻 　 頭 　 言

プロジェクト代表 　　　　　　　　　　　　　

理事・副学長（教育担当）  生  田  周  二

本学の教員養成課程においては、「教員養成のためのカリキュラム・フレームワーク」
（Curriculum Framework for Expert Teacher : Cuffet カフェット）をもとに、七つの資質
能力基準に基づく授業科目の構造化が試みられています。

しかし、こうした方向性・基準がうまく機能するためにはさらに何をすべきなのか？こう
した問題意識を持って、概算要求特別経費（高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充
実）に採択された教師力モデル開発プロジェクト「先端的な教職科目体系のモデル開発−カ
リキュラム・フレームワーク（Cuffet）の構造的深化・高度化による学びの組織化−」（平
成22〜24年度）が展開しているところです。

このプロジェクトでは、「卓越した教師力」の育成を中心に位置づけ、ふかめる・めざす・
つなぐ・ささえるという4つの構成・方向目標をもって進めてきました。具体的には「教師
力サポートオフィス」を設置し、専任の教員を採用して、目標を深めたり、教職科目とはど
うあるべきか、という点を検討しているところです。

今回、その一つの集約点として、同志社女子大学現代社会学部の塘利枝子先生、京都橘大
学人間発達学部の倉持祐二先生にそれぞれ来ていただきシンポジウムを開催することとなり
ました。

本学の資質能力目標基準であるカフェットの取り組み、またそれを具体的に表す授業科目
のひとつである、本学の現代教師論の実施状況と関連づけて、一回生の科目としてそれぞれ
の私立の大学で考えられているものと比較対象をしながら、相互に、教員を養成していくこ
ととはどういうことなのか、そのための資質や教師力というのはどう考えていくべきなのか、
このシンポジウムはそういうことを深めることをねらいとして企画しました。

同志社女子大学の現代社会学部の中に現代こども学科が出来たのは、2004年度からと聞
いており、既に卒業生を出しておられます。また、京都橘大学の人間発達学部は今年度文学
部から分かれて出来てきたというところで、文学部時代とまた違うカリキュラムの展開がい
ろいろされております。そこに新しく小学校教員養成に関わって、いろいろ考えておられる
ことを、具体的にお話していただいております。本学の方からは、特別支援教育の越野教授
の方から現代教師論を中心とする流れに関する報告がされています。現代教師論でどういう
ことを１回生の学びの機会としていくか、それを２回生、３回生、４回生でどう深め教職実
践演習につなげていくか、いろいろ課題が大きいわけですが、今後の展望も含めて相互の交
流の機会となりました。

国立大学・私立大学において共通する課題はそれぞれあると思います。このシンポジウム
の成果を踏まえ、今後も皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

2011年12月
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報告１　「奈良教育大学における現代教師論のとりくみと
初年次教職科目の課題」　　　

奈良教育大学　教育学部　教授　越　野　和　之

奈良教育大学の越野と申します。先程、ご挨拶の中にもありましたように、ピンチヒッターと
いうことで、先週の金曜日に伺ったものですから、至らない点もあろうかと思いますが、お許し
ください。

本日ここにお集まりの方はご承知のことと思いますが、2000年度からの教免法の改正で、「教
職の意義等に関する科目」が新たに設けられることになりました。その経緯は特に申し上げませ
んが、本学では1999年度に学部改組ということで、それまでの小学校教員養成課程、中学校教
員養成課程等、学校種ごとの教員養成課程から学部教育教員養成課程に統合いたしましたので、
新しい教免法を一年早く前倒しで実施いたしまして、1999年から取り組んできたということに
なります。従って、今年度までで12年間、少しずつ改善しながらやってきたということ、また
先の改組の際に学内の教員組織も変更しまして、それまで小講座という学問分野ごとに分かれて
いた教育学・心理学、今は幼年教育と申しておりますが、それから障害児教育の４つのグループ
を学校教育講座というかたちに統合いたしましたので、この学校教育講座として責任を持ってい
くということで取り組んでまいりました。

私の専門は障害児教育でございますが、たまたま初年度の開設に際に関わって、それ以降、12
年間のうちの半分は担当者として名前を連ねてまいりましたので、それらのことも振り返りなが
ら話題提供をさせていただきたいと思います。

さて、この「現代教師論」は教職の必修科目ですが、本学では１回生の後期に展開しています。
教員養成課程（授業新設当時で130名、今は180名）の全員と、それからいわゆるゼロ免課程で
あります総合教育課程の学生でも教員免許の取得を希望する者は必須ということで、ほぼ全員に
近い学生が受講しますので、250〜280人ぐらいの学生が毎年履修しているというものであります。

内容としては、附属学校・園を中心として教育実践、具体的にはそこでの子ども達の姿と、子
どもの発達に取り組む先生方の姿というものに直接触れさせる。1回生後期という、かなり早い
時期から触れさせるということを中身の軸としながら、そういうことを通して教職への志向、そ
れから大学での学びへの動機付けをしっかりつけていく。本学では教育実習は３回生に配当して
いますが、当時言われたことは、教育実習に行くと学生の目の色が変わると、では、それまでの
１、２回生はそうではないのかというふうな議論がありまして、もう少し早くから現場に触れら
れるようにと考えたものです。

とは言え、これについては附属学校・園のご理解・ご協力無しには出来ないということで、こ
の授業の新設の際には、1997年、1998年でしたけれども、附属校園の先生方と何度も綿密に打
ち合わせをし、ある面では無理もお願いしながら進めてきたという経緯があります。なお、本年
度から少し改正をいたしました。従来280人をほぼ一斉授業ということで実施してきた訳ですが、
先程申しました学校教育講座から４名の担当者を出しまして、70人程度の４クラスに分けて実施
するということに変更いたしました。内容は基本的には共通です。学校見学等も共通のプログラム
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で行いますが、授業は70人程度となっているわけです。私は、自分の担当の特別支援教育専修と、
それから理科系のいくつかのところ、総合課程も含めてＤクラスを担当しておりました。他のＡ
〜Ｃクラスは教育学・心理学・幼年教育のそれぞれの先生にご担当いただいたということです。

以下、「現代教師論」の概要については、今年度の初回のオリエンテーションで用いたスライ
ドに若干写真などを付け加えましたものでお話をさせていただきたいと思います。
（資料中）これは現代教師論の目的です。「①教職の意義および教員の役割、②教員の職務内容

（研修、服務、身分保障等を含む）、③進路選択に資する各種の機会の提供」とありまして、これ
は１回生にこういうことを出してもほとんど意味が分からないという感じですが、教免法上は教
職の意義等に関する科目ですので、この３点をしっかりと学んでいくということになります。本
学にはカフェット（奈良教育大学カリキュラム・フレームワーク―７つの目標資質能力基準―）
というものもございまして、先程も紹介がありましたが、カフェットの全体については、資料の
２ページ目に、「カリキュラム・フレームワークとは？」ということで、７点、学校教育の課題
把握から、２番では教科・領域に関する基礎的知識と教育実践への具体化、３番は情報活用能力、
４番は授業力などとされています。「現代教師論」は、この中の７番、職能成長というところに
特に関わりたいということで、学生には周知をしています。「教師の仕事や役割、責任を自覚し
た上で、教師として自己成長する意味とその方法を理解
し、自ら実践する」ということに関わる科目ですよと説
明をしています。

しかし、これでもなかなか本学の１回生にはピンとき
ませんので、もう少し具体的な言い方にしてみました。

「子ども＝教わる者・学ぶ者としての学校・教師との出
会いから、教える者＝教師としての子どもたちとの出会
いへ」という言い方です。子ども、すなわち幼児、児童、
生徒、教わる者・学ぶ者として、あなた方は今までたく
さん学校や教師という人たちと、色んな出会いをしてきたと思いますが、そういう立場から、今
度は一人の教師として、学校や子ども達と出会っていく。そういう、一見よく見知った学校や教
育というものとの、新しい出会いをつくっていこうじゃないかというふうなことを課題として学
生には伝えています。そうはいっても、まだ１回生ということで、なかなかそこがピンとこない
という者も少なくありませんが、本学は3回生の9月に教育実習がありますので、２年後には教
育実習生として子ども達の前に立つんだよ。しかも半日とかじゃなく、４週間、毎日先生をやる
んですよということで、そこまでの２年半の学びというものを、ひとまず３回生の４週間実習に
しっかり結びつけていけるような動機付け、ないし学びの構えということが出来たらいいなとい
うことを初回に話しました。

ただ、「もうすぐ先生になるんだ、もう２年後にやらなきゃならないんだ」というふうに、あ
まり急がすのもどうか、二つの立場の両立をしっかりさせたいと考えています。まだまだ子ども、
と言いますか、学生という気分も抜けませんが、それはそれで大事ですので、子どもの気持ちも
分かる立場と、教生、若しくは教師の立場の両方を眺め、行きつ戻りつしながら、これから２年
間の学びを通して、教育実習のための構えができていったらいいよねという話をします。

授業は、初回のオリエンテーションを入れてですが、大きく４つの柱で構成しています。オリ
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エンテーションの次には、「学校教育の実際と教師の役割」という講義を、附属校・園の校長先
生にお願いしています。それから、学校見学、本学には附属幼稚園・小学校・中学校、３つの校
種がございまして、これに障害児教育に関連する教育の場として、附属小学校・中学校の特別支
援学級を加えます。この特別支援学級を加えた４校種のうちから２校種を見学させています。後
半にはまとめと振り返りというふうなことをします。

この写真は２つ目の柱のところですが、「学校教育の実際と教師の役割」ということで、幼稚園・
小学校・中学校・特別支援教育のそれぞれの教育現場の実際、そこでのそれぞれの子ども達の姿
と願い、そこに関わる先生方の仕事の実際、その苦労と喜び、或いはその中での教師としての成
長ということなどを学んでいくという趣旨で、具体的には資料のような日程で進めています。こ
の柱については2クラス合同で行いましたので、Ｃ・Ｄクラスのものです。初回が特別支援教育
で附属中学校特別支援学級の大谷先生、２回目が附属幼稚園の上野先生に、３回目が附属中学校
の井村先生、４回目が附属小学校の坂下先生にお越しいただきました。

ちなみに、幼・小・中の講話はそれぞれ副校園長先生にお願いしていますが、特別支援教育に
ついての講義は、特別支援学級には独自の管理職の配当がございませんので、このクラスは附属
中学校の大谷先生でしたが、もう一つのＡＢクラスは附属小学校の佐野先生ということでお願い
しております。

三つ目の柱は学校見学です。先にも述べたとおり本学の附属校園には４校種あるわけですが、
この授業ではそのうち２校種を見学ということで、小学校の先生になりたいとか、特別支援教育
の教師になりたいとか、いろいろ希望があるだろうけれども、本学の教員養成課程では義務教育
全体を見渡すことのできる力を持った教員の養成ということを目標としていますので、むしろ自
分が実習に行かない校種を見るのもいいかもしれないよと話しています。280人の希望をとりま
すので、調整が大変ですが、やはり動機付けは大事だと思いますので、必ず学生の希望をとって
出来るだけ希望に沿うような形でということで、見学実習をします。

私は特別支援教育が担当ですので、特別支援学級の見学の写真をご覧いただきます。これは、
特別支援学級棟２階の多目室で、最初に１時間ほど、見学の心得とかその日の授業の内容をお話
いただいているところです。結構真面目に聞いていますよね。附属中学校は、特別支援学級の生
徒が18人いますけれども、算数・数学では五つの課題別学習グループが同時平行で学習してい
ます。一時間で全部のグループを見ると細切れになってしまいますので、最初は少しあちこちの
グループの様子を覗いてみて、後半は見学する教室を決めて集中して授業を見てくださいと言っ
ています。

これはその翌週、今度は附属小学校の特別支援学級です。附属小学校には特別支援学級専用の
小さな体育館があります。特別支援学級の教育をすすめる上では大変有効な建物なのですが、だ
いぶ老朽化しておりまして、こんなところで写真を見ていただくと、新しくならないかな？と思っ
ています。この時の見学の学生は30人ぐらいでしょうか、最初にこれも、この日は体育館で朝
からやっているのですが、学生は佐野先生に、今からどんな授業をするか、子ども達とどんなふ
うに関わったらいいかということをお話いただいています。この写真は授業の様子です。この時
は、子どもが１人欠席で11人ですね。とびばこの学習で、とび箱に乗って飛び下りるという活
動に取り組んでいます。私はたまたま特別支援教育が担当で、特別支援関係の写真のみですが、
幼稚園・小学校・中学校でも同じような形での見学をさせていただいています。



−4−

さて、ではこのような見学をして一回生がどんな感想を持ったかということですが、資料の３
〜５ページに、特別支援学級を見学した学生の感想が載せてあります。特別支援教育の場合だか
らということもあるでしょうが、「最初はどんなことをしているか分からなくてすごく不安だっ
た」と書いている学生が多いです。ところが、行ってみると、「行って良かった」とか「何より
子ども達が可愛かった」という感想が非常に多いのですね。「まとめの講義」の際の資料では、
学生の感想の典型的なものを枠の中に入れて、私のコメントを少しつけてあります。

それから、こんな感想も多かったですね。障害があるということで、「どんな授業をしている
のかと思っていたけど、自分が受けてきた授業と変わらない…」とか、子ども達も「バラバラか
と思ったのに、友だち同士すごく助け合ったり、励まし合っていた」、「隣の席の友だちができな
いと、『がんばれー！』って声をかけていた」と。「私達が受けてきた授業を丁寧にやってくれて
いるような感じなんだな」とか、「みんなすごくよく頑張っている」「どこに障害があるのか分か
らなかった、私達と変わらない子ども達なんだ」といった感想がすごく多かったです。一方でも
う少し深めて、そういう子ども達の積極的な姿の背景には、様々な指導の工夫や集団の規模、或
いは先生方のきめ細やかな関わり方があるんだなというふうなことに気づいた学生も随分多かっ
たと思っています。

そういったことを学生さん達と確認しながら、子ども達は障害があっても、障害がない子ども
達と同じように一生懸命頑張って学んでいるんだよということと、そういう学びを実現するため
には、やっぱり教職員の様々な努力や、必要な教育条件の整備ということがあるからできるんだ
ということを関わらせながら確認してきました。何よりも「前向きに、積極的に学ぶということ
とはどんなことか思い知らされた」とか、「すごく心が明るくなった」とか、「子ども達みんなス
テキだ、先生方もステキだった」といったことを書いている学生が多かったです。また、「１時
間だけじゃなくてもっと見学したかった」とか、「授業だけじゃなくて、他の時間も見てみたいな」
といった感想もあって、それについては資料の５ページになりますが、本学では、他にも障害児
教育についてはこんな学び方やこんな科目がありますよというようなことも紹介しています。

ちなみに280人の受講者のうち、特別支援学級の見学に行くのは60人程度です。ですので、こ
の「まとめの講義」の際には、見学をしていない学生さん達にも合わせて、この学年の授業では
特別支援教育は見られなかったけれども、次の教育実習事前指導（この時にも特別支援学級の見
学があります）の際にはどんな視点をもっていったらいいのかとか、或いは、今後機会があれば、
特別支援学級にも行ってみたいなという希望が出ることを期待して、全体でまとめをいたしまし
た。これが４つ目の柱です。

これは附属校園の先生のご講話と附属校園の見学の両者を一括してそこでの学びをふりかえる
ということですね。これに加えて、学生自身によるふりかえりということ、それから教育実習を
終えた上回生によるパネル討論、受講学生自身のパネル討論という形で５回にわたってまとめを
いたしました。この写真は、４回生によるパネル討論です。実は、この写真はちょっと古いので
すが2006年です。280人を1クラスでやっていた時のものですね。

大講義室で、附属小学校・附属中学校・協力校、それから特別支援学校と、それぞれの校種で
教育実習を終えた上級生に集合してもらってお話をしてもらいました。これが特別支援教育の実
習の報告をしているところで、子ども達にお別れの文集を作ってもらったんだというような話を
してくれました。この学生は、今は養護学校の教師になっています。大講義室で大勢で先輩の話
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を聞いているというこの写真など、ちょっと熱気があるような感じでいいですよね。でも、これ
は教育条件としてはあまりよくなかったものですから、今年からは、先程話したように４クラス
に分かれてしています。

これは附属幼稚園で実習した人達ですね。クラス規模が小さくなって教室にゆとりができると、
なかなか前の方に座らないので、人がいないように見えますが…。

なお、個々の学生の学習の評価としては、講義前と講義後、そして見学後に課すミニレポー
ト計10枚と、それから２回、少し長いレポートをということで、冬休みにはそれぞれの学生が、
自分が卒業した学校、或いは恩師の先生を訪ねてインタビューをさせていただき、それをレポー
トにまとめる。そして学期末に全体の総括レポートということで、これらを総合的に用いて評価
をしています。

以上の授業の概要の紹介を受けまして、少しまと
めをしていきたいと思います。1999年度以来、12
年間にわたって取り組みをしてきたわけですが、附
属学校・園を中心とした教育実践・教師の仕事に直
接触れるということ、それを基盤として、２回生以
降の教師になるための学びの構えを作っていくとい
うことについては、今年改めて授業を担当しまして、
専修によって随分違いがあるんだなといったことも
感じながら、しかしその構えはかなり作り出せてき
ているのではないかなと思っております。それが資料の７、８、９、10ページあたりです。

６ページにございますのは、先程言ったまとめとふりかえりということで使っているワーク
シートです。このワークシートの中の、「これからの学びの重点課題」というところで学生さん
達が書いてくれたものを７ページから10ページに掲載しています。これはＤクラスのものです
が、学生諸君が意識している「学びの重点課題」というのは、随分専修ごとで違います。

特別支援教育専修の学生は、やはり子ども一人一人の違いに着目して、その子どもの願いや、
ニーズというものをしっかり見極める力を身に付けていきたいと、そういう願いを随分強く持っ
ています。一方で、例えば理数生活コースの学生さん達は、やっぱり教科の力をしっかり掴まな
いと駄目なんだということと、しかし教科の力だけじゃなくて子どものこと、生徒のことを分か
る力というものを、どうつけていくのかということも随分書いてくれています。これから２回生
では、各教科の教科専門科目はもちろんですが、生徒指導などでもしっかり必要な学びをしてい
く。その準備をしっかりしていくんだというようなことも書いてくれています。

それから、少しとばしますが、総合課程の自然誌専修、いわゆる教員免許を卒業要件としない
ところにおいても、理科・数学の学生さん達と同じような感想と併せて、「教師になるというの
はどういうことなのか？ただメニューをこなすだけじゃなくて、しっかり教師として育っていく
ための力をどうしていくか？」ということを随分考えてくれているかなあというふうに思ってい
ます。

一方、現代教師論の課題について申し上げたいと思いますが、やはり最大の課題は、授業規模
が大きいことだと思っています。280人から70人へというふうにすることで、今見ていただいた
資料のように、少しきめ細かなことは出来ますけど、やはり必修科目ですので、全体としては
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280人、４つに分けても70人ということになります。ミニレポートなどで、クラス総体としての
学習の成果は確認できるというふうに思いますが、学生さん達一人ひとりについて、個々にその
学びのフォローが出来るかと言うと、そこのところはやっぱり難しいなというのが実感です。

やはり中には受け身で受講していたり、「この授業が何だったのかよく分からん」と書く人も
あって、そういった意欲や関心のありようを含めて、個々の学生の違いについて個別にフォロー
していくというのは、これは、私立大学の先生の前でこんなことを申し上げたら怒られるかもし
れませんが、なかなか難しいなと思っています。

それから他の科目との連携、教職科目との体系化といったことも課題ですが、これはむしろ司
会をされている赤沢さんに補足していただきたいところですが、実践系（教育実習系）のカリキュ
ラムについてはその系統性を整備していくということで、現行のカリキュラムに教職実践演習を
加え、さらに、学部改組によって、教育実習のスタートアップとか、２回生の後期にも実践教育
とか、どんどんそういうものを入れていくというようなことで、今、議論されております。そう
いった中で現代教師論についても、教職入門という形で１回生前期から一部の取り組みを移行し
てやっていくということを今議論しているところです。

しかし、そういうかたちで、実践系の科目の系統というのは出来るとしても、他の教職科目とか、
教科専門科目などとの連携を含んで、教員養成カリキュラムとして、どういう系統を作っていく
かということについては、今後さらに検討していく必要があるのかなと思っています。今少しお
話ししましたが、学部改組に伴う改善方向ということで、これはまだ検討中ということで、決定
したことではありませんが、２つ。１つは教職入門（仮称）という科目を新設いたしまして、例
えば「恩師を訪ねて」などは、夏休みの課題に移行していくことや、これは私の個人的な思いで
すが、附属学校園の実践と、それから公立学校園の実践をつないでいくような中身というような
こともやっていく必要があるのかなあということを思っています。併せて現代教師論の実施形態
も変えて、学校教育講座が責任を持ってプログラムを提供するということは変わらないですけれ
ども、学生個々の学習、或いは討論、さらに評価の単位としては、より小さな教科、或いは専修
とか免許の校種ごとのグループなどを単位として、より小規模の集団で学習する。奈良教育大学
は小規模大学ですので、少人数教育が可能という、そのメリットを教職科目の中にも入れ込んで
いけないかなということを議論しているところであります。

あまりまとまりませんでしたが以上です。ご静聴ありがとうございました。
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報告２「協働力と多角的視点を持つ教師の育成をめざして」

同志社女子大学　現代社会学部　教授　塘 　　利 枝 子
　

同志社女子大学の塘と申します。よろしくお願いいたします。
手元の資料の方はございません。と言いますのは、今ご覧になっていただいているように、写

真を多く使っており、学生の顔写真が入っておりますので、お手元の資料の方はございません。
前の方を見ていただければと思います。

まずは同志社女子大学の現代こども学科の大きな特徴としては、ここにも書いてありますけれ
ども、現代社会学部の中にあります。ここが教員養成の大学とは大きく違うところだと思ってお
ります。今回「教職科目の展開」という話をさせていただくつもりですけれども、展開というよ
りも、むしろ教職科目以外の科目が教員養成科目の中でどう活かされているのかということが話
の中心になってくるかと思います。

それでは進めていきたいと思います。今申し上げま
したように現代社会学部の中に入っておりますので、
教育学部でもありませんし、教員養成中心では動いて
いないんです。2004年から現代こども学科が立ち上が
りまして、その当時から小学校教員養成をやっており
ますし、2008年から幼稚園の教員免許も出しておりま
す。ですが、教員の養成を目指しているわけではなく
て、人間の育成ということを目指しております。ただ
そうは言ってもうちは100人の定員ですけれども、そ
の中の50人程度が教師志望です。公立小学校教員採用試験合格率が67.8％、それほど低くない
数値ですし、その他、私立の小学校、幼稚園、そして講師になっていきますので、ほぼ50人の
学生全員が希望通り教職員になっていくということになります。

反対にあとの50名はどうなるのかというと、企業就職となりますね。保育士、福祉職に就く
者も数名いますが、おもちゃ関係の企業ですとか、その他、学習塾にも就職しますし、全く子ど
もとは関係のない企業の方にも就職します。ですので、私達が常日頃学生達に言っているのは、
教師の道は多様な道の一つでしかないよということです。つまり、教師に必ずしもならなくても
いいんだよということを言っているのです。どうしても教師になりたかったら教師になりなさい。
でも教師にならなくてもいいと言っています。ですので、学生達は、自分は教師になろうと思っ
て入学してきたとしても、自分の能力ですとか、興味・関心なんかを考えて、４年間の中でじっ
くり自分と向き合って、教師じゃないという道もとっておく。そのような教師以外の道もあると
いうことが学生達に提示されると、学生達にとってもすごくホッとすることらしくて、無理に教
師にならなくてもいいんだ、でも教師になりたかったらなればいいんだというような感覚でいる
と思います。それと共に、学校という枠組みだけではなくて、様々な社会における子どもを捉え
る視点が大事であることを、学生には常日頃から言っています。つまり、教師ということから出
発するのではなくて、子どもという視点から出発して、様々な社会における子どもの生活を見な
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さい、ということを言っています。教師というのは、教職に就いてしまうと、とかく狭い社会の
中で生きていきます。学校の中にいる子どもの姿だけではなくて、子どもというのはいろんな状
態の中で生きているということを１年生の時からメッセージとして発しています。

２つ目の特徴としては、「教える（ティーチング）」から「ケアする」という形態です。つま
り、ティーチングということだけではなくて、ケア、自分が学び、自分が育つ。そして子ども達
の側から捉えるといったような、子ども達への配慮と支援というところから出発しています。そ
のステップは、「子ども理解」、「子どものケア・デザイン」となっています。次に「学びと育ち
のアート」。実はこのあたりに、いわゆる教職の指導法の授業が入ってきます。さらに教育実習
や学校でのボランティアにあたる「こども学の実践」、そして「こども学の発信」。私達が一番大
事にしているのは社会貢献という形です。ここには先ほどお話ししたような、教師という形は社
会貢献の一つの姿であって、他の形での社会貢献でもいいんだよということをメッセージとして
言っています。

この図がこども学科の学びの全体図となっていますけれども、左側のこの４本の柱がいわゆる
一般教養ですね。それに対して、右側の図は下の「こども学の基礎」から始まって、そして「こ
どもの育ちのアート」から「社会貢献」まで、１年生、２年生、３年生、４年生と順番に上がっ
ていきます。一番の特徴は、この螺旋状です。先程の話で、学生と教師の間を行きつ戻りつとい
うお話がありましたけれども、自分の発達に併せてこの螺旋状の中で、行きつ戻りつ、教師にな
ろうかな、いやそうじゃないというような形で、４年間、かなり迷って、最後に教師を選ぶなら
教師という形に取り組むことになります。この迷いというのはとても大事なものだと思っており
ます。迷いなくして、絶対に教師になるんだ、何が何でも教師になると思ってしまうと、後で社
会に出て教師になった時に困難にぶつかって、教師になったことを後悔してしまうことがある。
だから学生には、たくさん迷って、よく考えて教師になりなさいと言っているつもりです。

この表は４年間の学びのカリキュラムです。ちょっと文字が小さくて申し訳ないですけれども、
普通の教育学部、又は教員養成のカリキュラムですと、カリキュラム表は多分、教職関係の科目
で埋め尽くされると思うんですね。ところが現代こども学科の学びというのは、基本的に現代社
会学部の中にありますので、例えばこんな科目が配置されています。「遊び社会学」、「児童文化論」、

「ジェンダー論」、「生命の倫理」、「こども福祉」、「地域社会とこども」、「ユニセフとこども支援」、
「世界こども政策」、「こども産業論」なんていうのがあります。ですので、例えば「こども産業論」
では、子どもという観点を教員という目からだけじゃなくて、産業という目から見たらどうなん
だろう、というような視点を変えて見させる授業というのを配置しております。その他に「現代
アニメ研究」、「こどもの人権」、「地球環境論」、「数の社会学」、「多文化共生とこども」、「世界の
貧困問題とこども支援」という、いわゆる教育学系の科目だけではなくて、社会学の科目が多く
入っているのがお分かりになると思います。「遊びと論理的思考」、「自然環境体験論」、「対人関
係心理学」、「フィールドワーク入門」、「コミュニケーションデザイン」、海外に実際に行って海
外のこども達のことを知る「海外こども事情」のような教職以外の科目も多く配置しております。

それではそれらの授業の特徴はと言うと、５つあります。
１つ目は、ワークショップやフィールドワークによるアクティブな授業です。先程もいろんな

学校の授業見学を学生にさせることによって、学生の学びが深まっていく、その中で様々な気付
きが得られるというお話がありましたが、本学では大学の方で用意できるフィールド先の附属校
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を持っておりません。ではどうするかと言うと、学生が自ら自分のフィールドを探してきます。
ですので、例えばフィールドが学校だけではなくて、公園であったりとか、或いはボランティア
先の特別支援が必要な子どもがいる場であったりとか様々です。個々の学生達の興味関心によっ
て、子どものキャンプの指導員であったりとか、いろんなものを自分で探してきます。大学の方
では、１年生では特にどこに行きなさいなんてことは言いません。ただ、いろんな形でフィール
ドワークをしなさいよと言っています。つまりどうしてそういうことをするかと言うと、自分で
考えて、自分の足で動く。他の人から言われたり、大学教員から言われるのではなくて、自分で
考えて動くということを大事にしています。自分でフィールドワーク先を探し、そしてそこで体
験し、自分で考えることが大事だと言っています。

２つ目は、ただ体験するだけではなく、様々な人との協働作業を重視しています。約100名の
学生がいますので、フィールドワーク先も様々ですから、いろんな体験を持ち寄って来るわけで
す。その中でいろんな人と作業させる機会を多く作っています。多くの授業の中で、それぞれ作
業するグループというのはその都度変わってきますので、いろんな人といろんな関わり方をしな
くてはいけません。その中で自分は何ができるのかということを学生に気づかせています。すな
わち協働して働かせるという「協働作業」をやらせています。上から言われてやるのではなくて、
自分は何が出来るか、どれくらい、どういう貢献が出来るかということを考えなさい、と学生達

には言っています。
そして、皆で話し合いをして、発表をする中で、自

分のコミュニケーション力を高めることを４年間かけ
て学んでいきます。これは１年生の授業ですけれども、
こういった形でグループごとにいろんな発表をしてい
ます。図書館を調べてみたり、子どもの公園に行った
り、学校給食を調べてみたり、いろんな視点から学生
達は調べ、発表をしています。

さらに３つ目の特徴として、話し合いの過程でのリ
フレクション、ふりかえりを重視しています。ただ発表して、それを発表しっぱなしということ
ではなくて、こども学科の学生がよく出入りするところに、こういったような学生が発表したも
のが掲示されています。それをまた他の学生が見ることによっていろんな刺激を得ています。そ
の他にも、例えば授業の終わりにリフレクションムービーを流しながら、それぞれの授業はどう
だったかということをふりかえらせています。

それから４つ目の特徴としてマイネカルテがあげられます。これは「教職実践演習」の授業の
中で履修カルテを作りなさいと文科省から出ていますけれども、それを教職の学生だけではなく
て、全ての学生に対して課しています。１年生の時から、キャンプをやって子ども達と関わった、
またはこんな授業を受けた、こんなボランティアをした、こんなアルバイトをしたといったよう
に全ての活動についてふりかえり、自分の活動を大学生活の中でどう位置付けるのかということ
を考えさせるためにやっています。そうすると、教師になる学生が教職とは関係のない飲食関係
のアルバイトをしたとしても、こんな形で将来教師になったときに役立つのではないか、という
意識付けが出来てきます。

それから、100人もの学生を対象としているので、大講義室で授業をする場合は、やはり個々



−10−

の姿が見られないということがマイナス点としてあげられるかと思います。大講義室では大人数
の中で、自分のパブリックの顔を見せるやり方を身につけたらよいのですが、それと共に、プラ
イベートの顔も見せることができる少人数集団を作ることが必要だと思います。プライベートの
顔が出せたり、自分の本当の思いをはき出せる場づくりをしようという趣旨で少人数集団を作ろ
うとしています。それで１年生、そして３年生、４年生の時に12〜20人程度のゼミを置いています。

またこの写真は、学生主体の学科プロジェクト「こどパ」と学生が呼んでいるものですが、毎
年１回、学生主体で開催しております。これは大学の近隣の小学生100人を大学に招待して、１
日、遊びのワークショップを行うものですが、一年間かけて、１年生から３年生まで100人ほど
の学生が、企画・運営を行っていきます。これ実は数年前に学生の中から、このような活動をや
りたいという話しが出たんですけれども、最初、教員の方では出来ないからやめなさいと反対を
しました。ところが、学生は「出来ない」と言われると燃えるらしくて企画書を持って来ました。
最初２枚程度の企画書から始まって、４枚になり、６枚になり、最後100枚くらいの企画書を持っ
て来て、2006年から実現化しております。この学生主体の活動に対して教員は何をするかとい
うと、もちろん教室の提供はしますけれども、いわゆる「足場づくり」をするだけでして、別に
何をやったらいいという示唆もしませんし、ぴったりくっついてのサポートはしません。むしろ
ケチをつけるだけです。学生が本番を行う前に２回のプレゼンテーションを教員の前でやるんで
すけれども、その時に、ああでもない、こうでもない、あそこが悪い、ここが悪いとケチをつけ
ていきます。そうすると、学生が自分たちの甘さを反省し、意欲を燃やして最後には割と素晴ら
しいものを作っていきます。その中でかなりぐちゃぐちゃとした学生達同士のもめごとも起こり
ます。喧嘩もしますし、仲間割れもします。ただ、その中で人とつながって生きるとはどういう
ことなのか、人と協力をするとは一体どういうことなのかを実際に体験してもらうことが一番大
事だと思っています。

それからもう一つ、特色のある授業を紹介しますと、「海外こども事情」という授業です。こ
れは教職を取らない学生も受講します。海外に学生を連れて行き、今のところは、台湾・オース
トラリア・タイが渡航先です。幼稚園、小学校、それからこども関連の施設ですとか、エイズに
かかった子どもが収容されている施設などへ訪問して、海外の教育事情を理解するということを、
夏休みの８月末から９月を利用して10日間で行っています。これで学生がかなり変わっていき
ます。どうして変わっていくのかと言いますと、日本の教育だけではなくて、海外での教育を見
ることによって相対化しようという意識付けができます。通常の大学での授業でも、様々な異文
化体験論ですとか、海外のこども政策についての話はしますけれども、実際に体験してみないと
リアリティーがわかないようです。この写真にもありますけれども、日本の学生と台湾の学生と
を交流させて、つたない英語を駆使しながら、一生懸命コミュニケーションをとろうとしていま
す。そして、自分達も教育のことを考えているんだけれども、台湾の学生も教育のことを考えて
いる。同じように教育に興味を持っているけれども、その教育の中身は違うかもしれない、とい
うようなことも学んできます。またこの写真は、日本のいろんな行事を学生が台湾の学生の前で
紹介しています。こういった異文化間でのプレゼンテーションを通しながら、異文化を持つ相手
に自分の考えがどのくらい通じるのかというようなことをやらせています。（スライド中）上の
写真ではタイの子ども達に対して紙芝居を紹介しているところです。つまり教師になる者にとっ
て大事なのは、どんな状況でも、その状態を自分で考えて何とか生き抜く力を身につけることだ
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と思います。教育者にとって自分で自ら考える力、そして物事を相対化しながら変化する状況に
柔軟に対応できる高度な思考力、コミュニケーション力を養ってもらいたいと思って、この「海
外こども事情」の授業を進めています。

次に、教職の授業科目についてです。これは私が今実際に担当している科目です。「こどもの
発達心理学」「発達と学習の心理学」と、幼稚園教育課程の「保育内容（人間関係）」です。これ
は15回のシラバスですけれども、この15回のシラバスを見ていただく限りにおいては、普通の
教職課程のシラバスだと思います。「発達と学習の心理学」のシラバスは、どこの大学でもだい
たいこのようなシラバスになっていると思いますし、または「保育内容（人間関係）」も、通常
こういった内容になっていると思います。但し、シラバス自体は通常の教員養成大学と同じです
けれども、その中身に関しては今お話ししたような教職科目とこども学との融合ということを試
みております。

その特徴の１つ目が、今までに何度か出てきましたようなグループごとの模擬授業です。私は
発達心理学が専門ですので、例えば障害を持つ子どもと仲間関係の指導に関する実践課題を出し
て、役割分担をして演じなさいということをやっています。その時に、教師だけではなくて、子
どもや親をしっかり演じなさいと言います。つまり、子どもや親の気持ちをしっかり理解するこ
とから出発してほしい。教師の指導が出発点じゃないよと言っております。教師以外の視点を導
入することによって、教師になってから、例えば親はどう考えているんだ、子どもはどういう気
持ちでいるんだということを想像できる。そういった教師の姿勢が身に付くのではないかと思っ
ております。

２つ目は、グループによる話し合いです。先程も申し上げましたように、半数の学生が企業な
どに就職します。そうしますと、教職の授業の中でも幼稚園実習に行った者、小学校実習に行っ
た者、または企業のインターンシップに行った者、教師塾や保育所のアルバイトを経験した者な
ど様々な者が一堂に会します。つまりこういった様々な実習経験とか、進路を持つ学生同士が一
つの事例について話し合うんですね。そうすると、例えば親の子育ての悩みに対する支援をどう
するかという問題１つとっても、小学校の教師はこう考えるけど、幼稚園ではそうじゃないとか、
保育士としてはこうだねとか、企業としてはこういうところをサポートするべきだよねといった
ような、いろんな考えが出て来ます。こうすることで、様々な形での多角的な視点を持って話し
合うことの大切さを、学生時代の間に身に付けるのではないかと思っています。

３つ目は、学年を越えた交流です。もう４年生の秋頃になると、模擬授業を随分やっていますし、
他の人が行う模擬授業に対してコメントも言えます。そして、グループ学習の中でのちょっとし
た講義などもすることが出来ます。授業の中で、多分先生方も経験されていると思いますけれど
も、教師がいくら言ってもわかってくれないのに、少し上の学年が言うとスッと理解してくれる
なんてことがあります。下の学年より少しの経験の厚みを活かして、ステップバイステップでの
成長を促すことを目指しております。大学教員にとっては、学生に授業をいくらか任せるという
のはかえって負担になることもありますが、上の学年にとっても下の学年にとっても学生同士の
交流は効果があるので、あえて４年生に授業を任せることもしています。

つまりまとめますと、教師の養成教育の中で大切にしているのは、１つ目として「グループ学
習等を利用した協働する教師になるための学び合い、育ち合い」です。小学校もそうですし、他
の職種についてもそうだと思いますけれども、みんなと一緒に働く、個人プレーではなくて、一
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緒に働くということをしっかり学ぶのが教師として大事だと思っています。２番目は「多角的な
視点を持った教師を育成するための社会学、心理学、教育学の学際的なアプローチ」ですね。つ
まり様々な体験と進路と方法論を持った学生が議論し合う大切さです。それから３番目としては、

「自分の体験をもとに考える教師になるための体験を持った共感性を育む機会」を与えるという
ことです。それと教師というのは一生学び続けるということが大事ですから、ただ上から言われ
てやるのではなくて、自ら学ぶ意欲を持とうとするといったことも大事だと思っております。そ
れから４番目としては、これは同志社女子大全体の教育目標ですけれども、「リベラルアーツを
基盤とした教師養成教育」。もちろん専門に特化することも大事ですけれども、幅広い教養を身
に付けることも大事だと思っております。

最後に、学生の声を紹介したいと思います。学生の自己評価です。これは大学のホームページ
にも載っているんですけれども、この学生は、実は教員にはなりませんでした。でも、学生時代
に培った他者の考えを尊重する姿勢が今の仕事にも役立っているということです。企業に行って
も他の人の考えをどのように自分の視点に盛り込むかということを仕事の上で役立たせているよ
うです。あと、大学時代は子どもについて考える経験をしたことから、大人としての自分の考え
が全てではなくて、立場によっていろいろな考え方があることを学びましたと言っています。教
師になってからでも、いろんな立場の考え方があるといった見方ができることはとても大事だと
思います。もう１人の学生は、実は教師を目指してこの学科に入ったわけではないんです。元々
は小学校教員を目指していたわけではなくて、学校支援で小学校へボランティアに行ったことが
きっかけで、この道を選びました。子どもは地域に活力を与える存在だと感じたという感想を書
いています。教師を初めから目指しているわけではない学生にとっても、４年間の学びの中でい
ろんな学生と関わることによって、自分の進路を見極めていく、それが実は教員養成の中で非常
に重要なことではないかと思っています。

それでは私どもの行っている教育がバラ色か？と言うと、そうではないこともあります。です
が、時間の関係もあると思いますので、どういうことがマイナス点で、それをどのように克服し
ているのかということは、また意見交換のところでお話出来ればと思っております。ご静聴、あ
りがとうございました。
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報告３「学生の学びの実態に即して、教科教育法のあり方を考える」

京都橘大学　人間発達学部　准教授　倉　持　祐　二
　
こんにちは。京都橘大学の倉持と申します。はじめに私のプロフィールですが、実は大学の教

員養成に関わってまだ４年です。それまでは、ここの教育大学の附属小学校で21年間、小学校
の教師を勤めてまいりました。まだ大学の教員養成とは如何にあるべきかというような、そうい
う話は残念ながら出来ないんですが、小学校現場におけ
る教員養成にも携わることができたし、現在も携わって
いる、そういう両方の立場から、今日は学生の学びの実
態に応じてどんなふうに教員養成というのを考えていっ
たらいいのかということで少し意見を述べさせていただ
きたいというふうに思っています。

まず、橘大学ですが、今、お話ししましたように、実
は私は2007年度から行きまして、はじめは文学部とい
う学部の方から出発をしました。2010年度、今年度から人間発達学部という新しい学部を改組
しまして、その中に児童教育学科というのが入り込みました。当初は、橘大学の方では、中等教
育に関する教員養成はやっていたのですが、初等というのはここからスタートでして、今年初め
て卒業生を出したという、まだまだこれからといった学科です。ここに書いてあるのは、自律・
共生・臨床と書いてあるのが大学のキーワードということで、これを目指して教員養成を行って
いるということです。

一つ特徴なのは、140名、だいたい120人定員なんですけど、だいたい最近は140名前後ぐら
い入学してくるようになりました。最初に児童教育コース、小学校教員養成、小学校の先生を目
指すという学生さんだけではなくて、保育士や幼稚園の先生、または施設へ勤めたいという学生
も入り交じって入学してきます。だから140名入学してくるのですが、最初からコースが決まっ
ているわけではありません。前期の間にいろいろ面談を繰り返したり、現場の先生に来ていただ
いて、話を聞かせてもらったりしながら、自分でコースを選びます。後期からスタートというこ
とになっています。児童教育学科の学びということで、子どもの発達と心や体を理解するという
こと、このへんはほとんど皆さんのところと変わらないと思います。それから、教育・保育活動
に必要な技術や習熟や倫理観を養うとか。このあたりの方は中心になっておりますが、その理由
として、スタッフが私も含めてなんですが、教員スタッフの中で現場経験を積んできたスタッフ
が結構います。小学校、中学校と、それと研究者の方というので、割とバランス良くスタッフが揃っ
ているというのが一つの特徴かなと思います。もう一つ、最初に臨床の時間をとりましたが、こ
れは実際に教育現場とつながってという学びを少し意識して取り組んでおります。もう少し先へ
進めます。これがだいたい実践形態の科目というのですが、特別には私のところでは現代教師論
みたいな科目は設定しておりません。その代わり、それぞれの回生でゼミがあります。そのゼミ
の中でフィールドワーク課題ということで、教育現場に行くのに課題を出しながらボランティアと
いうのはおかしな話なんですが、ボランティアとして自分で探して近くの小学校に行っています。
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附属がありませんので、一番近い大宅小学校という1000人を越すマンモス校なんですが、そこ
と一番近くで連携をとりながらやらせてもらっています。山科区という京都の東の端にある学校
なので、近隣の小学校、５つか６つぐらいの小学校を学生と一緒に開拓しながら、今ではだいた
いその辺りでボランティアが出来るようになっているので、そこに自分で申し込みにいって、ボ
ランティアをしています。１回生後期からこのボランティアが始まるのですが、そのボランティ
アで学んだことをゼミで小学校ごと、又は場合によっては地域ごとに分散しまして、そこで意見
交流なんかを進めています。自分で学んだことを自分だけのものにしないで、お互い交流すると
いうようなことを中心にやっています。これが１回生の後期から始まって、本格化するのは２回
生です。

２回生も前期・後期にゼミがあります。現場の実際を知ったり、体験を振り返ったり、そうい
うのを１つのクラス（だいたい１クラスが20人から25名ぐらい）で実際に交流したり、場合に
よってはもうちょっと大きな、先程も言いました幼稚園の幼児コースと児童コースがありますの
で、幼児と児童をコースに分けて講義をしたりというようなこともやっています。

３回生になるといよいよ実習。教育実習は３回生の後期に設定しておりますので、そのぐらい
になると今度は学生達が自分の母校が実習の中心になりますが、母校でボランティアをするとい
うことが２回生の後半ぐらいから始まります。そうすると、定員ごとにあちこちに行きますから、
滋賀県の例えば南部の方の小学校で集まってそこで意見交流したりというようなこともやってい
ます。山科区の周りは本当に自然がいっぱいなので、こういう自然との共生と言いつつ、一緒に
畑を耕して、作物を植えて、その収穫した物を、地域の子ども達を呼んで焼き芋大会をするとか、
学生の力に応じてやったりしています。

今、話しましたゼミというのはこのゼミです。少人数、だいたい25人ぐらいのゼミで、１回生、
２回生、３回生、４回生というようなゼミを設定しながら、その中で教育実践現場とのつながり
の中で教育実践の講義をして、先程も言いましたように、１回生の前期末でコースを選択します。
２回生になると専門科目が本格的に展開します。幼児コースと児童コースに分かれますので、幼
稚園や保育園に行く学生は幼児の専門科目が１回生の後期から始まります。児童コースの方は、
専門科目が本格的に始まるのは２回生の前期からです。

その中で次はお手元にある資料をご覧になっていただきながら話をしていきたいと思います。
報告レジュメというものをご覧ください。皆さんご存知のように、大学での教員養成のあり方に
ついては、2006年の中教審の方針で示された大学における教員養成を基本的な考え方を継承し
ながら、今年１月の終わりに特別部会の審議経過報告というのが出されました。その議事録を見
ていると、いろいろな学校現場で起こっている現状や、それから起こるであろう危機、そして校
長先生の４割以上が新任教員の力不足を指摘しているというような状況の中で、どういう教員養
成を目指すかという提案がなされています。私が最初に申し上げたいのは、教員養成というもの
をどういうスタンスで考えるかということです。教員養成の質的充実というのが、その方針の中
にあげられていますが、その教員養成の中での内部質保証の問題だというふうに思っています。
教育現場では即戦力というそういう教師を求めている風潮があるように思います。その中で大学
における教員養成の内部質保証の問題と言いますと、ある到達点を設定して、その到達点を越え
る教師を内部から育てる。そんなふうになりつつあるんじゃないかというふうに少し心配をして
おります。ところが教師というのは、何か設定したところを越えて、じゃあ越えたらそれでいい
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のかということではなくて、やはり長いスパンの中で高めていく、自らの能力を高めていくとい
うことで教師というのは育っていくんだろうというふうに考えます。だから大学で学ぶこともあ
るけれども、教師になってから学ぶこともあり、教師という仕事にこれでいいという終わりがあ
りませんので、何もかも大学で教員養成をするというのは、私自身は考えておりません。やっぱ
り大学の中で何を質として保証するかと、今日はそういう立場で教職科目である教科教育法につ
いて少しお話ししようと思っています。

私が担当している教職科目の一つに教科教育法の社会があります。一応、担当が社会科なので、
今日は社会科の話をしようと思いますが、授業を始める前に必ず聞くことがあります。「皆さんは、
社会科の勉強は好きでしたか？」と聞きます。そうすると、半数ちょっとが「あんまり好きじゃ
なかった」と答えます。「どうして？」と聞くと、「やっぱり覚えることが多い」。「覚えるのに苦
労した」というのが返ってきます。「普通」と答える子と「好きだった」と答える子がいるのですが、

「好きだった」という子は本当にパラパラ程度で、「ほとんど好きじゃなかった」というところか
ら出発します。あと、もう一つ聞くことは、「こんな授業を受けてみたかった。今だから言える
こと」。そんなアンケートをとったりもしています。そのアンケートをとると、こんな結果が出
て来ました。２人紹介します。
「私は小学校５年生の頃からお爺ちゃんの影響で歴史が大好きで、早く６年生になって歴史を

習いたいと思っていました。しかし、６年生になって歴史を習ってみると、いつも教科書を読ん
で、板書でまとめるというぐらいで、あまり面白い授業ではありませんでした。毎年５月ぐらい
になると、私の学校では、一日古代人体験というのをやっていて、学校の裏側でどんぐりクッキー
を作ったり、火起こしをしたりします。とても楽しそうな授業だと思うのですが、私達の勉強で
は何故かやりませんでした。それは今でも悔しい思いで残っています。なので、やって欲しい授
業は、いつもとはちょっと違った授業です。教科書でやったことは忘れてしまっても、そういう
思い出は結構残ったりするのではないかというふうに思っています」。これが１人目です。

特徴的な意見として出てきたもう１人が、「私は社会の暗記は嫌いでした。特に中学生では、
暗記が多かったように思います。だから、小学校では暗記の社会ではなく、歴史の人物やその地
域の特産物について興味が持てるような授業をして欲しいと思います。少しでも記憶に残ってい
れば、その後で暗記が続いたとしても、頭に入っていき易く、知識として残りやすくなると思い
ます。」というものでした。

この２つのアンケートの結果からも分かりますように、教科書だけの授業では満足いかない。
なんか先生と一緒に取り組んだような授業を望んでいるということがあげられます。ところが、

「じゃあ、先生になって社会科をやるという立場になった時に、社会科というのはどんなふうに
見えますか？」というふうに話を進めていくと、「どんな授業をしたらいいのか分からへん」と
いうのと、「社会科は資料を集めたりするような準備がとにかく大変なので、授業としてはやり
にくそうや」というような反応がかなり返ってきます。

橘大学の方は、教職科目の中に教科教育法ともう一つ、社会科概論という、教科専門科目的な
内容のものがあります。それと関連づけながら内容を設定しているのですが、主には２回生、教
科教育法は３回生でやりますけれども、２回生でやる社会科概論という科目の方では、小学校で
の社会科の授業の見方、考え方、そういうところを実践を通して学ぶということをやっています。
先程紹介した「社会科についてどう思いますか？」という、その感想は、社会科概論の時の初め
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に聞いた感想です。それを踏まえて３回生で、前期に教科教育法の社会というのをやっていきま
す。主には、後期に予定している教育実習をにらんで実際に社会の授業を作ったり、指導案を書
いたり、その指導案を元にして模擬授業をやるというようなことをやっています。これはほとん
どオーソドックスなやり方だと思います。授業は演習形式ですので、それぞれグループに分かれ
て指導案を研究し、だいたいこの科目が、児童コースの半分くらいですので、40人弱、35 〜36
人ぐらいの規模でやっています。

先程は140人と言いましたが、140人のうちの80人が保育コース、幼児コースの方に行きます。
残り60人ちょっとが児童コースに来て、小学校の先生になろうというふうに考えてきています
が、実際、今年卒業した学生を見ると、60人も小学校の教師ということを目指していたわけで
はありません。20人ぐらいが企業に進みました。後の40人のうちの24,5人、だったと思いますが、
小学校の教員として採用されて、今年の４月から教壇に立ちます。後の10数人が講師というこ
とで、また頑張るというふうに、それぐらいの配置でやっています。だから、だいたい34〜35
人ぐらいの１クラスがこの模擬授業をする教科教育法の授業です。

実際に模擬授業をして授業研究などを行います。90分のうちだいたい45分の模擬授業ですの
で、後半は授業研究にあてるということになります。模擬授業をするのはグループごとに１人で
すので、全員が模擬授業をするわけではありません。ただ、全員で指導計画を立てて、授業案を
作成し、グループ指導案として提出させます。全員が必ず１つずつ指導案を書きます。その中で
１人だけ代表で授業をするというような形です。模擬授業の
スタイルは、まず授業者がいます。子ども役を作ります。小
学校３年、４年、５年、６年の学年を設定して、その学年の
子になりきる。そして、もう半分、参観者というのを作ります。
これは、指導案をもらって子ども役の学生を見ながら、授業
者を見ながら授業研究に参加するというふうに３つの役に分
かれて、模擬授業をしながら授業研究をします。参観者には
指導案を見ながら授業記録を取らせたりしますので、後の授業研究のところでは、子ども役で参
加した学生は子ども役で意見を述べます。授業の参観役で参加した学生は、両者を見ながら授業
を評価する。そういうことをやっています。

何も指導しなければ、授業研究というのはうまく出来なかった点を並べるだけで、批判に終
わってしまう。学生は授業研究のスタートの一番嫌なところだというふうに言っています。何も
言わなければそういうふうなことになってしまいます。そこで、お互いの授業力量を高めていく
ためには、その討議の中で批判点を乗り越える。どうすればうまくいくか、そこを考えるのが授
業研究だということで、その方策を示すようにという指示をし続けます。なかなかすぐには出来
ません。模擬授業をしたグループには、授業研究で出た意見、授業の感想、それから授業は必ず
DVD を後ろから撮っておりますが、その DVD の映像を渡します。渡して、１週間の間にグルー
プでもう一回その授業を観て、授業研究をして、意見を求めて、それについての回答等を出すと
いうことを課題にしています。授業担当をしていないグループ、授業担当以外のグループの学生
には、授業研究のトークを踏まえたニーズの考えを出させて、レポートにまとめて提出する。そ
れぞれ課題を出しながら、講義は15コマですけど、それを10回ないし12回ぐらいやっていきま
す。ほとんどそういう形で授業を進めていくというのが私の進め方です。
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はじめは、批判点ばっかりだった授業研究も、自分や担当の模擬授業を繰り返すことによって、
改善点も生まれてきて、自分がどこをどう改善してらいいかということが分かってきたというこ
とが学生達のふりかえりの中で出て来ています。また、学生に授業アンケートとった結果では、
集団での授業づくりの良さも現れています。「みんなで討議し合ったり、模擬授業を受けることで、
違う意見もあるんだなということで勉強になりました。」「模擬授業が多くて、自分達で考える時
間が多くとれました。」というものです。自分達の頭で考えるということをこの演習形式の中で
意識してやれるようにしています。それから、グループ討議や授業研究の討議の中で、異質な授
業観に触れるということをすごく大事にしてやっています。

一方で、良かったというところもあるのですが、授業技術に関する意見がかなりたくさん出て
います。板書の文字の大きさとか、机間指導のやり方とか、言葉遣いとか、声の大きさとかいろ
いろ出てきます。いろいろ出てきて当然だと思うのですが、もう少し突っ込んで、そのような授
業の中身やねらいをどういうふうにしていったらいいだろうかとか、教材は有効だったかどうか
とかという、発問研究に対する意見はあんまり出てきません。意識して、かなり後半になって少
し出て来るということがだいたいの経緯です。授業の技術ばかりに目が向くと、授業の中身が疎
かになってしまうので、結果として授業はうまくいかないという結果になってきているように思
います。

これが教育実習を終えて帰って来ると、また違った視点を持って帰って来るので、そういう意
味では、教育実習に向けて教科教育法をやっているのですが、実は教科教育法は実習を終えても、
もうちょっと何かしたいなというのが私の思いです。そういう意味では、先程ちょっと言いまし
た中教審の審議の過程の中でも教科教育法についての意見が少し出ています。副会長さんの発言
で、一つは、各教科の専門能力の向上ということが必要ではないか。先程私が学生の学びの実態
の中で少し報告をしました、授業内容や教材の吟味というのはなかなか模擬授業をしている中で
進まない。ここをどう突破していこうかなというのが一つ課題として私の中にはあります。そう
いう意味では、例えば社会で言うと、歴史学であるとか、経済学であるとか、それぞれの専門科
学もやるということも必要だとは思うんですが、やっぱり教える側に立って、もう一度教科内容
を考え直すと、学生達によく言うのは、「小学校でも中学校でも高校でも聖徳太子って習ってき
たやろ？同じように教科書には聖徳太子って出て来るけども、小学生には小学生らしい、小学生
に対しての教える中身もあれば、教え方がある。それをどんなふうに考えていけばいいのかとい
うことを、ここの授業研究で考えられたらいいね。」ということです。それぞれ授業テーマにあ
げてくるものは、必ず中学校、高校でも触れる内容になる。そうすると、どこがどう違うのかな
ということも必要になってくる。そういう観点から教科内容と研究のような授業が出来ないかな
というのが一つ今考えていることです。

最後に言いたいのですが、もう一つ気になるのが、授業をうまくしたいという意識がかなり学
生には強いかなと思って見ています。だから、先程批判点ばかり出て来ると言いましたが、より
うまく形の整った授業をしよう、しようと思うあまり、かなりの批判点が出て来るのですが、す
ぐに役立つ授業というのは、どうすればすぐに授業として成り立つかということを、追い求めて
いるような気がしてならないところもあります。私も知らなかったのですが、最近では、インター
ネットを使えば指導案が出て来ます。本当に出て来るんですね。私全然知らなかったんですけれ
ども。学生はとても整った指導案を出してくるので、「うん？あまりにも整いすぎているな？」
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と思ったら、すごい数の指導案がインターネット上に流れているというのがあって、「へーっ、
時代は変わったな」と。私なんかは、教師をやってきた時には指導書を見ながらせいぜいやって
いるという程度だったんですが、そういう中で、それにのみその指導案を場当たり的に使うわけ
ですね。うまくいかない。自分の考えで進めていないから、そのあたりのところは周りからでは
なくて、自分の頭で考えて、授業を考えていく。そのあたりをどう突破していこうかなというの
が、私の教育法でも課題になっています。

まとまりのないお話でしたが、これで報告を終わります。ありがとうございました。
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意　見　交　換　会
※職名は2011年3月のものです。

【司会：赤沢准教授】

では、意見交換会を始めたいと思います。
どこから切り出しがというのがあると思いますので、

司会から、お話を聞いていて３つほど、テーマと言いま
すか論点について、気づいたところを少しだけコメント
させていただきます。このことを聞いていただきたいと
いうことではありませんので、あくまでもこういうよう
な中身を含めてお話をいただければと思います。

一つ目が、行きつ戻りつというお話がありました。直
線的に教師に育てていくというのではなくて、悩んだり迷ったりということも含めて、教員養成
をやっていくというお話がありましたので、そういうようなことについて少し論点があるのかな
あと思いました。二つ目が様々な評価学習等での振り返り、リフレクションということです。あ
る意味で、ありふれた観点なのかもしれませんが、やはり重要なところですので、どんな中身を
どんなふうに振り返らせるのかというようなこと。三つ目に専門科目。教科の専門科目ですとか、
それからいわゆる学部としての専門科目というのもあろうかと思いますので、そことの関連、融
合、そのあたりの必要性、工夫、方法について、そこのところも一つの論点かなと思っていると
ころです。このあたりも含め、少し自由にお話をしていただければなあというふうに思います。

それではフロアからご自由にご意見等をお受けしたいと思いますので、何かございます方は挙
手をいただけますでしょうか。どなたかいらっしゃいませんでしょうか。

では、中谷先生お願いします。

【中谷副学長（教育担当）】

塘先生にお伺いしたいのですが、先程のお話はどちらかと言うと、うまくいっているようなお
話を聞かせていただいて、最後のところで「実は…」というところで話は終わってしまっています。
本学でもこういう GP とか概算要求 PJ というのは、こういうシンポジウムをさせていただくと、
来ていただいた方には素晴らしい取り組みだと言っていただけるんですけど、内実は先生方にな
かなか理解していただけなくて、大変苦労している状況があります。そういうことでは先生のお
話は我々にとってはかなりインパクトのある参考になるお話でしたけれども、実際はこういうと
ころもちょっとあるんだよというところを、少しお話いただければいいなあと思います。お願い
します。

【司会：赤沢准教授】

塘先生、お話いただけますか。
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【塘　教授（同志社女子大学）】　
ご質問ありがとうございます。理念はバラ色なんですけれど、実態は…ということがいくつか

あるんです。２つ程、マイナス点になるかどうか分からないですが、お話をしたいと思います。
１つは、スキルが身に付かないことです。例えば授業の方向性をつけたり、板書をうまくする

といったようなことは、どうしても教育大学の学生さんと比べられて、能力が落ちると言われて
しまうんです。どうしてかと言うと、教職の科目以外のこども学の科目も履修しなければなりま
せんので、それらの科目もこなしながら卒業を目指すということになり、どうしても授業スキル
の部分が落ちてしまうということになってしまいます。ただ、スキルの部分というのは、教員に
なってからいくらでも身に付けられますし、もし自分にスキルが足りないと思えば、教師塾にも
行けますし、ボランティアにも行けますので、そこで自分達でかなり学んでくるんですね。例え
ば教師塾や教育実習を始めますと、本学の近くにある京都教育大学の学生さん達と比較をされて
きます。その中で、「あっ、これは自分は出来ないんだ」という気付きがあると、そこに自ら学
んでいこうとする原動力が芽生えてきます。スキルの部分を大学の教員養成の中で伸ばすことも
大事ですが、スキルそのものを伸ばすのではなく、まずそのスキル不足に気づく力、それをどう
やって学生達に教えるかが課題です。

それからもう１つは、どうしても落ちこぼれが出てしまうことです。教員にどうしてもなりた
くて、実習には行きますが、どうにもならない。でも、本人は教員になりたいと思っているとい
う学生もいます。そんな学生は最後の採用試験に落ちてきます。落ちた学生の中には、講師を目
指すということもありますし、また企業に就職するという者もいます。その中で企業に一度行っ
たけれども、実はまた戻ってくる学生がいるんですね。私はそれでいいと思っているんです。つ
まり、ストレートに教師になるのではなく、先程の行きつ戻りつの話にもつながるかと思います
が、行きつ戻りつしながら、その長い人生の中で、教員になりたいと思った時にまた戻ってこれ
るんだったら、それはそれでいいんじゃないかと思っています。むしろ、いろんな経験を持って、
教師になるんだったら、学生時代は落ちこぼれているかもしれないですけれど、社会に出て自分
で考えて、自分の道を開拓していくことにつながっている。そうだとしたら、それは落ちこぼれ
ではないんじゃないかなという気がしています。だから、マイナスをむしろプラスに転換できる
力をつけるようにと、学生にはいつも言うようにしています。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございました。その他、関連する意見でも結構ですが、何かございませんでしょう
か。では、吉岡先生、お願いします。

【吉岡教授（京都府立大学）】

京都府立大学の吉岡と申します。それぞれのご報告は大変勉強になりましたし、非常に感銘を
受けました。私の質問は、全体から少し外れていますけれども、論点の３番目ということですね。
今回の奈良教育大学のプロジェクトもそうですけども、全体の養成は必然的に力量の形成とか、
教師としての成長への配慮、マイノリティーカルテという話をしていましたけれども、そういう
ようなところで、こういうようなのは世界的にコーチングとかヒヤリングとか議論になっていま
すけれども、もう一方で、全体に日本の教科専門、力量の問題ということで、私なんかも大学で
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授業をしていて教育学原論を教えるにしても歴史とか地理の基礎学力の低下、あるいは数学・理
科嫌い、こういうのは非常に明確に出ておりまして、このへんも今日の教師教育の中では非常に
大きな問題だと思うんですけれども、全体がこの初等学校教員、初等教育を中心にされていると
思っていただいて、何かこの小学校教員の場合ということで考えてみて、教科専門の力量とか、
カリキュラム上の考え方とか、やはりリベラルアーツの中にはこういうことを元に考えていると
かいうような構想上の問題があります。細部までは結構でございますので、何かアイデアがあり
ましたら、教えていただきたいと思います。３番目の話です。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。これは全体に関わることで、登壇されている先生方にも関係のあるご
質問かなと思いますので、少しずつお伺いしたいと思うのですが、倉持先生、特に小学校教員と
いう観点から、その中での教科専門、もしくは教養教育と言いますか、そういう部分でどんなふ
うにしたらいいかということについて、お話をお願いします。

【倉持准教授（京都橘大学）】

現状をご報告するということしか出来ないのですが、ご指摘がありましたように、例えば小学
校で彼らが育ってきたカリキュラム。小学校・中学校・高校のカリキュラムはどうだったかとい
うことを、まず自分達で振り返らせるということを意識的にやっています。あなた達はどういう
ことを学んで、どういうことを学んでこなかったのか、ということですね。例えば、理科の先生
ですと、重さという概念を教える、うちだけかもしれませんが、2回生の学生さんに体重計に乗っ
てもらう。片足を上げる。「さて半分になったか？重くなったか？」とか、そのあたりでもう既に、

「えっ ?! 軽くなった」という学生が結構いるんですね。それから１リットルの水をぐっと飲んだ。
その後、汚い話ですいませんが、おトイレに行って全部または半分出したんです。体重はどうな
るか？ということですね。そういうことの重さの概念とか、保存の概念みたいなものが、実際に
目の前で展開すると、「あ、そうだったんだ！」と分かるんだけれども、なかなかそういうことを、

「そんなんやった？」「小学校の時教えてもらわなかった」「しなかった」というようなことが結
構あります。

社会科なんかでもそうなんですね。私がいつもやるのは、小学校の教科書を持ってこさせて、
ここに出ている資料を使って、学生たちと授業を考える。例えば「長篠の合戦」というのは必ず
どの教科書に載っています。載っていて、「何故教科書に使われるのか。なんでこの資料が使わ
れているのか、何でやと思う？」と言うと、あそこの中に秀吉も家康も信長も、皆、載っている。
こういう合戦の絵巻がある。どこの絵巻にもあの時代はない。だからあの３人の武将を取り上げ
るために、あの絵巻を教科書会社は使っている。「ええ？そんな意図があったん？」「じゃあ、こ
の合戦でおかしなところがある。どこかさがしてみよう」というところから始めて、要するに
資料で教材研究をするわけです。あれは実は江戸時代に入って、「長篠の合戦」が終わってから
100年後に作られた絵巻なんです。ということは誰も生きてない。噂で書いた絵巻です。当時、
すぐに出たのは、今は名古屋の博物館にあるんですけど、全然絵が違う。３段で鉄砲を撃ったと
いうようなことがあったわけですけれども、今の歴史学の水準で言うと、そういうところがもう
違う。そうじゃなかったんじゃないかという説も出てきます。極端な話では、さっき聖徳太子の
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話をしましたが、高校の教科書には聖徳太子とは書かれていません。厩戸の皇子（聖徳太子）と
あります。でも小学校の教科書には聖徳太子と書かれています。比較して「何でこんな書き方を
しているの？」というようなところから、もう一度教育内容として、どういうことを考えて子ど
も達に教えなあかんのか、教科書を教えているんじゃなくて、教科書で教えているのだから、そ
のあたりのところを少し原点に戻って調べてみるということが必要です。

先程もお話しましたが、気付きということですね。あれをやってあげないことには、当たり前
として見ている。「えっ、本当にそうなの？」ということが結構ある。私自身は現状では、そう
いうところを意識的に教科内容研究みたいなものをどこかでやらないと、ご指摘ありましたが、
いつも同じ問題意識を持っていて、やっぱり専門科目の中には小学校で言うと、生活科まで入れ
ると、国・算・理・社・音・体・生活ですから、そういうところはやっぱり抜け落ちてる。しかも、
やっぱり経験してないので、農業と言われたって、「農業って何？えっ、そんな、どろどろになっ
てるのは何や？しろかきや！初めて聞いた！」というような子がいますので、そういうところを
やはり丁寧にやっていかないとなかなか難しいんじゃないかなという実感はあります。

【司会：赤沢准教授】

塘先生、いかがでしょうか。

【塘教授（同志社女子大学）】

私は、教科専門ではないのでお答え出来るかわからない
んですけれども、例えば、ただ算数を教えるんじゃなくて、
数の社会学なんていう授業がありますが、数をどう考える
のかとか、或いは、例えば理科なんかでも実験を実際にさ
せてみて、そこからどういうことが考えられるのかですと
か、或いは音楽の授業ですと、楽器を実際に作らせたりも
します。そういったような自分で体験した中から、「あ、
ここのところが分からない」とか、または「ここって学習不足だったんだ」ということを気づか
せて、能力を伸ばすという方がむしろいいのかなと思っているんです。

社会の教員も嘆いていますが、年々成績が落ちてくる。都道府県を全部書かせてもどこか書け
ないところが出てきて、６年前はこうじゃなかったのに、もうとんでもないことになっている。
年々、学生の力って落ちてくるんですね。ただ、それをいくら「知識がないから覚えなさい！覚
えなさい！暗記です！」と言っても、やはりその動機づけがないと、学ぶ力というのは出て来な
いので、どうやって動機づけを持たせるかということを、１回生からやっていくことが必要なの
かなと思っています。だから、知識を植え付けるというより、知識を持たなければいけないよう
な動機づけをさせる。先程学生主体のプロジェクトの紹介をいたしましたけれども、あの活動の
中で、学生達は一応カリキュラムみたいなものを考えてくるんです。単に自分たちがおもしろい
からだけではなくて、じゃあ、どうやったら目の前の子ども達に分かるように、知識を与えられ
るかというようなことをやっていく過程で、「あっ、自分達はここ勉強してないから分かんない
んだ」ということに気付きます。さらに、教える内容だけではなく、学習する習慣を子どもに
どうつけさせるかについても勉強しなければいけないんだということにも気付いてきますので、
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やはりその教え学ぶ場づくりをどうやって共有していくかが大事なのかなと思っています。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。 
越野先生はいかがですか。

【越野教授（奈良教育大学）】

ご指摘いただいたことは私も強く感じています。例えば、障害児教育の学生と話をしていても、
いわゆる三権分立とかそういったことが、言葉は知っているけれども、よく分からない。そうい
う学生さんが大勢います。ですから、それをどうするのかということは一つ思っているのですが、
もう一方で、先程の現代教師論の学生の中で言うと、例えば自分が理科の学生さんで、高校で、
たとえば化学はやってこなかったけれども、そうすると教育実習の授業でも教えられないことに
気づいて、愕然としたり、或いは教育実習というような話をすると、やっぱり追い込まれて、や
らなければという気持ちになります。そういうことでやはり網羅的にやっていくのがよいのか、
そうすべきではないか、という意見も学内でもありますが、やっぱり大学生の学び、大学ならで
はの学びの核は専門科目じゃないか、そこのところがしっかり学ばれることによって、結果とし
て、自分の専門については一定のレベルで分かるとすれば、それがいわば物差しになって、では、
こっちの分野は分かっていないんだなと、そういうことがきちんと分かるといったことも大事な
のかなと個人的には思っています。教員養成学部はやはり大学の学部でありますので、大学に相
応しい学びというのが本当に学生自身からも求められるでしょうし、大学である限りそうでなけ
ればと思う。教壇に立った時に困らないように、あるいは教員採用試験をクリアできるように網
羅的に学ばせるのか、自らの専門をきちんと深めることが大事なのか、もちろん両方が必要なの
だと思いますが、この点については、奈良教育大学でも議論はありますが、大学論という観点か
ら、あるいは今日的な青年期教育の課題という点からも、そういうことについて議論を深めてい
くことが必要だと考えています。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。吉岡先生、今のご意見に関しまして何かコメントがございましたらお
願いします。

【吉岡教授（京都府立大学）】

それぞれに非常に大切なお答えだとは思うんですけれども、そこのところからもう一歩進めて
カリキュラムの改善とかいうところでやっぱり何か手当が必要なんじゃないかなというふうには
日々私自身、非常に思うところであります。ただ、今日は一番、二番の論点を中心に発表されて
いると思いますので、とりあえずそこのところで議論していただいた方がいいと、私は率直に思っ
ております。

【司会：赤沢准教授】

指導として、学生の足りないところを気づかせるですとか、そういう形で促すということは先
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生方もやっておられると思いますし、その通りだと思うんですけど、カリキュラムとしてという
ところになってくる時のことですね。

【吉岡教授（京都府立大学）】

例えば４月入学の学生でも、日本史か西洋史しかとってないと、西洋史は必須なんですけれど
も、うちの大学でも必修なのに１１％くらい受けられない学生がいるということがあって、全く
分からないですね。先ほどありましたように、特に地理は、1世代前に比べたら、都道府県の名
前が言えないように、県庁所在地が分からないとか、地理は非常にひどいというふうなところで、

「いろいろ大丈夫なんかな？」と思うようなところもあるし、先程言いましたように、数学・理
科嫌い。特に、女性で、数学・理科嫌いというのが強い。ところが国語とか、そういうのが好き
な先生が現状には出ている。だけど、国際的にはそういう知識教育ということで理数系の教育が
求められる。そういうふうなことになっていまして、そのカリキュラムとしてみたら、大胆にも、
国語・数学系に集中するとかいうふうなことを考えておられるのか、やっぱりリベラルアーツと
いうようなところで、やっぱり最低限と考えておられるのか、何か考え方の工夫がないとなかな
か議論が、前に進まないんじゃないかなと思います。

そこまでしか話が進まないですけれども、そういうようなことを日頃思っておりまして、大学
入試制度の結果だと思いますけれども、地学なんかでは、地震が起きても、地震に関する常識が
全くないと言いますか、そういう状況だと思うので、そこのところでやっぱり何か新たな努力が
必要なんじゃないかなと思うんですけど、もう一方で大胆な更新も必要なんじゃないかなという
ふうに思うところです。今、おっしゃっていただいたのはそれぞれ非常によく分かるご回答でし
た。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございました。引き続き考えていかないといけない非常に大事な論点なんだろうな
と、私も常々考えているところです。その他、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。石原
先生、お願いします。

【石原課長（奈良市教育委員会）】

奈良市の教育委員会の石原です。今、言っていただいている中でも、いろいろ地域の小学校で
あるとか、学校現場での体験を大学での学びを聞き、言っていただいていることがあって、奈良
市でもスクールサポーターということで、今年も300名余りの学生が学校現場でやってくれてい
るんですけれども、実際に学生達が体験しているところを、本来ならば何かあったら現場の教員
がサポートしながら、少しずつ指導していきながら、たくさんの学びが出来ていくと思うんです
けれども、なかなか学校現場の教員もそこまで手が回らないということがあります。実際に学生
達が体験してきたことで、何か困っていることがあっても、なかなかそれが相談出来なかったり
ということがありました。

本年度は教育大の方で、いわゆるスクールサポーターの研修として一緒にやらせてもらった中
で、いろんな物を書かせてみたりというようなことをやっていると、本当にそうしたことから日
頃困っていたことが出てきて、そこで物事が少し解決していくと、また次のモチベーションが上
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がっていくという形が明らかに見えてきていることがあるので、我々は学校現場の中でそういっ
たところを提供出来るところと、志望校種と結びついていけるような仕組みを作っていけるのか
なと思いましたので、そのあたりが、ようやくフォローが出来てきているのかなと期待している
ところなんですけれども。

【司会：赤沢准教授】

はい、ありがとうございました。特に、現場と言いますか、現地での学習ということです。

【石原課長（奈良市教育委員会）】

実際に教員の補助に入って、困った場面にたくさん出会ってきていると思うんですけれども、
困った場面で自分で解決出来ないところが出てきた時に、現場の教員に聞ければいいのですが、
それもなかなか出来ない。そしたら大学での学びの中で、少しそういうところが聞けるとか、誰
かに聞こうとか、大学の中で解決出来ればもっとよくなっていくと思うので、実際に関連した教
科の中でそうした関係性で、出来ることがあるのかなと思います。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。このことについて、指導主事の先生方いかがでしょう。こういう現場
での学び、現場での経験の中でいろんな困り事ですとか、こういう困難というものについて、ど
んな形で、大学の側ができることなどについて。

【石原課長（奈良市教育委員会）】

大学側はそういうことがあったら、子ども達のことを聞いていただきながら、解決する場面な
ど期待できるのではないのかなと思います。

【司会：赤沢准教授】

少しご発表の中でもあったのかもしれませんので、補塡と言いますか、付け加えていただきな
がら少しご評価いただけると助かりますが。

【塘教授（同志社女子大学）】

お世話になっております。沢山の学生がきっとお世話
になっていると思います。ありがとうございます。

実際にかなりの学生が現場に入っているのですが、特
に１回生・２回生も多いんですね。３回生、４回生はま
だよいのですが、１回生、２回生というのは、学校の現
場に入るのも初めてですし、学生自身も何が何だか分か
らないというようなところがございます。分からないことはゼミの中で疑問を出させながら振り
返るということをさせています。しかし一番彼らが困っているのは、よくスクールサポーターな
どで特別支援の子どもにつかせていただくということです。定型発達をしている子どもへの指導
ならば、勉強のちょっと分からないところを教えればいいんだけれど、特別支援が必要な子ども
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には一工夫いるわけです。私も発達障害の子どもはある程度専門ですので、学生はどうしたらい
いかと聞きに結構やってきます。そのような学生には、こういうふうにしたらいいよということ
を言っています。

また学習支援にもいろんなレベルがあって、例えば、教材を作る支援ですとか、理科支援です
とか、また京都の方では京都府の教師力養成講座というのがありまして、そこでは１人の学生が
同じ学校に半年くらい行きます。そこでは学生は一日中１つのクラスに入らせて頂き、授業の終
わりに、小学校の担任の先生とディスカッションをしていきます。その中で例えばこんなことが
ありました。ある学生が研究授業をやったら「子どもが全然のってこない。どうしたらいいか」
と相談してきました。私もその学生の授業を見た上で、その学生の担当の先生と話しをさせて頂
くと、小学校の先生が学生の状態について話しをしてくれ、さらに「こういうような時期ですから、
大学の先生もちょっと今の時期は、その学生を少し突き放してみて下さい。今は学生が自分で考
える時期です」とおっしゃいました。そこで、その小学校の先生と、大学の教員が連携を取りな
がら、１人の学生を見ていきました。このように、現場と連携できる時間がどれだけとれるかど
うか分からないですが、できれば連携を取ることを非常に希望しています。あともう一つ、いい
機会ですので、ここでお話ししておきたいのですが、１、２回生に対して特別支援が必要なお子
さんにつかせるというのは、ちょっと無理があるのかなあと思うんです。でもこのような場合で
も、学校の配慮にもよると思うのですが、教頭先生とか教務主任の先生とか校長先生が、もしそ
の日学生が困ったことをすくい上げてくれるのであれば、学生も救われると思います。そこが一
番キーになると思います。学生に自分の役割をしっかり伝えた上で、どうしたらよいかという動
き方を、少し現場の方で教えてくださると、１、２回生にとっては非常に勉強になる。ある程度
学生には自分で動きなさいと言っているんですけど、１、２回生には自分で考えて動くことが無
理な部分もあり、彼らに対しては少しそのあたりを配慮をいただけると、有り難いなと思ってい
ます。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。先程、大宅小学校等でそういうボランティアをされているというお話
でしたが、倉持先生、そのあたりはいかがでしょうか。

【倉持准教授（京都橘大学）】

やはり１、２回生が相談に来るケースが多いです。私のところにもゼミのことを出し合うとい
うことを、毎週ではないですけれども、必ず半期・後期で２ヵ月に１回ぐらいやっているのです
が、学生の反応としては、そういう振り返りと、講義の場の中で出て来る反応が２つあります。
１つは、あなたも同じ悩みを抱えていたのかということですね。例えば、特別支援の必要な子ど
もに対して困っていると。自分だけが困っているんだと思っていたら、隣の人も困っていて、ク
ラスのほとんどの人が困っている。どう理解して、どう対応したらいいのか分からないというこ
と、これが１つ出てきます。もう１つは、子どもとの関わりに関する悩みというのが必ず出て
きます。「よう怒らへん」と言うんですね。子どもを叱るということが出来ないという学生が割
と多いですね。この悩みは、私が教育実習を担当している時も必ず出てきています。実習生は、

「先生、怒っていいんですか」って必ず聞いてくるぐらいです。どこかでみんなぶち当たる壁な
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んだなあと。
早い時期にかなり学校現場に入らせてもらっているの

はサポーター的な役割なので、後ろでただ見ているだけ
じゃなくて、横についたり、それから放課後の学びの教
室みたいなものに直に接しさせてもらっています。子ど
もというのは、真正面からぶつかってきますので、そう
いう課題を引き受けて、自分ならどうするかということ、
自分に置き換えてやらせてもらっているので、すごく有
り難いなと思います。互いに言えない悩みもあるんです

よね。例えば、ちょっと言葉が過ぎると申し訳ないですが、学校によっては、障がいを持った子
ども、軽度の子ども達が教室に３、４人居ると。あなたにこの子を任せたよという形で任せられ
て、あと何にもどうしたらいいのかという話もしてもらえないという、そういう悩みを抱えてい
る学生に対しては、ちゃんとフォローをする、分かったということで、先ほどの大宅小学校で言
うと、それぞれの学校で教員が担当者を決めて、何かあった時にはお互い連絡をするというよう
なことをしています。もちろん向こうからもかかってきます。学校現場に来るって言っていたの
に来ていません、とかね。それもあるんです、実は。来るって言ってたのにオリエンテーション
に来てませんとか、こういうのもあるので、学生の様子をお互いに交流しながらやらせてもらっ
ているというのが現状です。

【司会：赤沢准教授】　

越野先生にお伺いしてみないと分からないのですが、本学の状況というのは、いかがでしょうか。

【越野教授（奈良教育大学）】

本学は他にも関係者がたくさんいますので、フォローしていただいたらと思うのですが、本学
ではスクールサポーター認証制度というのをやっていまして、その一環として、スクールサポー
トに行っている学生さんの研修をやっております。私も一度だけ中間研修を担当させていただき
まして、専門は特別支援教育なものですから、特に障がいのある子どもがいて学校で困っている
とかということを、ワークシートで書いてもらって、それぞれの経験を交流するというような感
じで研修をしました。やはり自分達が継続的にやっている責任といったことが多く出されて、い
ろいろな専門を背景とした学生が、スクールサポートという共通の経験を基盤に集まって出て来
る課題というのは全然違うなと思いました。私の担当のゼミの学生は普段からよく話に来ますけ
れども、じゃあ、他のところでもどこでもそういうことがあるのかというと、なかなか全部が全
部そういう仕組みにはなっていないと思っていますので、スクールサポート等の研修も必要です
し、小さな大学ですから、研修会みたいなものが、そういった部分も含めてうまく語り合える、
相談出来る場がやっぱり今の時代必要なのかなあと思います。そうすると、その専門的な研修と
リンクしながら進んで行くというような、そのニーズは非常に高いですし、先程、倉持先生も言
われましたが、「君もそうなんだ」、というような驚きがすごく大きくて、そういうふうに話し合
えることで、「迷いながらやっていって大丈夫なんだなあ」と思えると、自分に確信を持てるんじゃ
ないかなと、そんなふうに思っています。
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【司会：赤沢准教授】

フロアの本学の先生方で今の越野先生のお考えに何か付け足しなどございますか。林先生、何
かございますか。

【林特任准教授（奈良教育大学）】

本学でスクールサポートの関連事業を担当しております林と申します。今、越野先生のお話に
もありましたように、今の学生の場合は特に人為的にと言うか大学がお膳立てをして、自分達が
現場で感じた矛盾や疑問というのを、一旦そこで語り合って、そして自分の悩みが先程の先生の
お話にもありましたけど、一人だけじゃなくて、みんなも感じていることだったとか、別の視点
でいろいろな事象に対して別の解釈を得るとか、そういったことが出来るかと思いますので、大
学側がスクールサポートなどに積極的に関与していくという、そういうことは意義が深いかなあ
と思うんです。

きっかけは例えば謝金が出るとか、単位が出るとか、教員採用試験に有利かなとか、そういう
向上心とかけ離れたきっかけであっても、そこで現場に入ることによって、ADHD という障が
いがあるんだなとか、そういったことに関して「どうなんだろう」というふうに疑問を持つと、
学校での勉強が深まったり、またスクールサポートに関しては、例えば、本学の場合でしたら、
短期間でそういうサポートに必要な知識を得るための講座も用意していますし、そういう形で現
場と大学と往復しながら学べる環境を大学がもっと準備していかないということは大切だと考え
ております。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございました。

【越野教授（奈良教育大学）】

あんまり言い過ぎると、後で大変になると思うのですが、私、今年初めてスクールサポーター
の研修を担当させていただいて、すごく新鮮だったのは、奈良市でスクールサポートに取り組ん
でいる学生さん達の研修を、奈良市教育委員会でもしていただいておりますし、本学でもさせて
いただいているということで、そこにはたくさんの大学の学生さんが見えていたんですね。多分、
同志社の学生さんも来ていたと思いますけど、そういう人達と本学の学生達とで交流すると、随
分大学での学びの経験が違うので、いろいろと新鮮な出会いがある。そういう意味では、教職を
志望する学生さん達が大学を越えて学びあうための場を地域の中に創り出すということには大き
な意味があって、地域の教育大学はそういう役割があるんだなというふうに思っております。

【司会：赤沢准教授】

私も同じくスクールサポートをやらせていただいているのですが、越野先生と同じ感想を持ち
ました。やはり、それぞれの大学でいろいろな形でのカリキュラムを組んで教員養成をやってい
らっしゃる訳ですので、いっぱいいっぱいになっている状態だと思うんですけど、両方の中でそ
こでもやや異質な出会いがあるようでして、いわゆる奈教っぽい学生と、京女っぽい学生と、同
志社女子の学生と、そういう異種間交流みたいなものが出来ていくことで、先程、塘先生がおっ
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しゃっていた協働ですとか、異質なもの、出会いですとか、そういうところも果たされていくの
かなあと、私もそういうふうに思いました。各大学がいろんな教員養成の取り組みで、個別に努
力するということはもちろん大切なのかもしれませんが、そういう横のつながりというのも大切
で、今回もそういう機会になるかもしれません。言い過ぎてしまっているかもしれませんが、そ
ういう形での横のいろんな連携も必要なのかなと私自身も感じたところです。ありがとうござい
ます。

あと５分ほど時間がございますが、もう少しお聞きしたい点ですとかがございましたら、いか
がでしょうか。

【生田副学長（企画担当）】

どうもありがとうございました。本学でも振り返り方法が変わって、履修カルテみたいなもの
を絡めてそれぞれが授業の中につけていっているかというのを、毎時伝えるようにしていますし、
学期末に授業を振り返る目的にしているわけですけれども、もし可能でしたら、塘先生、マイノ
リティーカルテというのは実際にどういう中身で、どういう目標なりを持って設定されているの
かということや、どういうふうな仕組みがあったり、どういう課題があったりするのかというこ
とを教えていただきたいと思います。

【司会：赤沢准教授】

塘先生お願いできますか。

【塘教授（同志社女子大学）】

実は、今、文科省の答申を拝見して、改訂をしているところです。文科省が色々細かい基準と
か評価とかを言ってきますので、やはりそれも踏まえつつ、同時に全学的なものも踏まえつつ、
学科独自のものも入れないといけないので、かなり学科内で議論を進めているところなんですね。

ただ、一つその理念としては、文科省が言っているような教職ということを焦点に置くだけで
はなくて、学科内の全ての学生のことを考え、自分にとっての大事な体験を例えばＡ４、１枚に
文章や図で表そうということをやらせているんです。それが絵でもいいですし、文章だけだと
ちょっとまとまらないところを、構造図にしてみることによって、まとめることが出来る学生も
います。その他に自分の作品も織り込んでもいいよということで、いろんな体験の中から学生自
身に書く内容を選ばせて、自分に合ったスタイルで書かせようとしています。　　

文科省の評価基準ではいろんな内容があったかと思いますが、あの評価基準に無理に合わせる
のではなくて、今自分にとって何が重要かというところから出発して、後で４回生の時に、教職
実践演習で振り返って、今まで自分で大事だと思っていた部分がどういうようにもう一度再構成
が出来るのかということをやらせようと思うのです。実は教科に合わせて、これは何番の体験、
何番の体験というようにナンバリングをさせようかという話もあったんですけど、いや、もう全
部時系列にしよう。それをまた再構築出来る力を教職実践演習でつけたいなということで、今は
そういったところを考えています。多分、夏までには何とか作り上げようとしていますので、又、
どうぞよろしくお願いいたします。
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【司会：赤沢准教授】
一点、確認ですが、紙ベースなんですよね。

【塘教授（同志社女子大学）】

今は紙ベースです。電子版にしようかというのもあったのですが、「いや、それを持って来て
みんなで見せ合うことが必要だ」ということで、今は紙ベースにしています。

【司会：赤沢准教授】

なるほど。ありがとうございます。京都橘大学はいかがですか。

【倉持准教授（京都橘大学）】

橘は今考え中というのが答えなんですが、京都の教職課程の委員会とかこのような時間や、評
価に関する情報交換を昨年度はかなりやっていますので、それを基にさせてもらったり、いろい
ろいっぱいあるのを、さあどうしようかと考えているところで、基本線としては、４回生にある
教職実践演習に活かせるカルテを作ろうということです。何もかも突っ込むんじゃなくて、そこ
で自分が教職課程の中で何を学んできたか、こういう問題意識を持っているんだということが分
かるようなものを残していこうということを考えています。授業でやる時だけじゃなくて、ボラ
ンティアで行っているのもそういうのももちろん文章化して、残していこうとするのもそうです。

私のところで進めているのは、ＧＰがついたりした関係で、一昨年度なんかは、教育大の附
属小学校にバス一台をチャーターして、50人ぐらいの学生を連れて研究会に参加させたんです。
かなり県を越えていろんな研究会を紹介しますので、学生が行くようにしています。学生自身も
教員の研修会、民間の教育研究のサークル、それから学生のサークル、いろんなところに行き
たいという希望がようやく４年目にして向こうから出てくるようになりました。最初は「行かな
い？」、「これどう？」「行かない」と引っぱってきたのが、ようやくちょっと芽が出て来ている
状態で、そういうところで学んだことを形にして残すようにというのが、やっていこうかと言っ
ている最中です。

【司会：赤沢准教授】

ありがとうございます。本学の紹介をしなくていいですか。中谷先生お願いします。

【中谷副学長（教育担当）】

奈良教育大学の副学長の中谷です。本学では、学業システムというのがあったのですが、それ
に本学では自主記録と呼んでいるんですけれども、そういうものをリンクさせてという形で、新
しくシステムを作り上げていただきました。その中では文科省が言っている学生の振り返りとか、
自己評価に関わって30項目を27項目に、先程から言っていますカリキュラムフレームワークに
即した形で、やり直したものをリンクさせております。学生がそこで自己評価したものを学期毎
に先生方が見て、リフレクションウィークということで面談しながら学生に指導していくという
形を始めたばかりです。半期が終わった段階での先生方の意見ですけれども、学生は十分自己評
価出来ていない状況だし、先生方も全ての授業が理解出来ている訳ではないので、今後学生がど
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ういう授業をとっていけばいいのかというような指導も十分出来ませんね、というところでまだ
まだ反省点はたくさんあります。

一方で、教師力のプロジェクトもそうですが、もう一つの概算要求で職能成長プロジェクトと
いうのが動いています。それぞれで大学における学業システムとは別個に、学生自身が振り返り
或いは自分が今後取っていくべき、習得すべき能力をどうやって自分で見つめていくのかという
ところに関するそれぞれのシステムを模索して作り上げていっておられます。それが本学の学業
システムとどう今度はリンクしていくのかとか、それが本学の学業情報システムに変わって、新
しいシステムになるのかというのはちょっと分かりませんけれども、いろんな工夫を現在してい
ただいている。ただ、試行の段階であるというのが現状です。

【司会：赤沢准教授】

教職実践演習につきましても、どこの大学も今走り始めた状況だ、或いは模索している状況だ
というふうに思います。３年後、実際に教職実践演習が始まった時、十分高い成果を上げること
が出来るようにしないといけないと思うのですが、その段階でこういうようないろんな情報交換
をしながらどういうふうにそれを組み立てていったらいいのかということについても十分に検討
していかないといけないと思います。また先生方にもいろいろ教えていただかなければならない
ことも多いかなというように思いますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

そろそろ予定の時間となります。もっとお聞きになりたいこと、或いはシンポジストの先生方
もいろいろとお話しいただきたいところも沢山あろうかと思いますが、ひとまずここで切らせて
いただきたいと思います。シンポジウムのアンケートのところに質問や疑問、もう少しお聞きに
なりたかったこと等を書く欄がございますので、私も全員にはお話を伺えませんでしたが、お聞
きになりたいお気持ちがおありだと思いますので、是非お書きいただいて、帰りに出していただ
ければなあというように思います。それでは、ここで意見交換会を終わらせていただきます。ど
うも、ご協力いただきまして、ありがとうございました。





配　布　資　料
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担当：越野和之（学校教育講座・障害児教育学）
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先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクト 
シンポジウム 「教員養成における教職科目の展開」 報告レジュメ 

学生の学びの実態に即して、教科教育法のあり方を考える 
京都橘大学 倉持 祐二 

 
はじめに 
・教育現場での教員養成から大学での教員養成へ 
 
１．教員養成に対する私のスタンス 
・教員養成のあり方をめぐる議論   
教育現場からの声と教員養成課程での内部質保証の問題 
cf.中教審「教員の資質能力向上特別部会」の《審議経過報告》（Ｈ23 年 1 月 31 日） 

・大学で学ぶことと教師になって学ぶこと 
 
２．教科教育法（社会）の中での学生の学びの様子 
(1)社会科嫌いの大学生 
「こんな授業を受けてみたかった」アンケート 
・教科書だけの授業では満足しない。 
・社会科はむずかしいので、どんな授業をすればいいのかよくわからない。 
・やってみたいけど、社会科は資料を集めたりする準備がたいへん。 
 
(2)教科教育法のねらいと進め方 
教科教育法（社会）は、2 回生前期で履修する社会科概論と関連づけながら、到達目標

や内容を設定している。社会科概論では、社会科の授業の見方や学習指導の基礎的な技能

の習得をめざしてとりくんでいる。それをふまえて、３回生前期で履修する教科教育法（社

会）は、3 回生後期に予定している教育実習をにらみながら、小学校社会科の授業づくり

の視点と方法を獲得させることをめざす。 
 
授業は演習形式で、具体的には次のように進めている。 

①2008 年度版学習指導要領や教科書から単元を選び、各自が１時間の学習指導案をつくる。 
②できあがった指導案をグループで検討し、グループごとに指導案を１つ選ぶ。 
③模擬授業を実施し、授業研究を行う。 
④模擬授業と授業研究を通して学んだことをまとめる。 
 
模擬授業をするのは、グループごとに 1 人である。しかし、グループ全員で指導計画を

考え、一人ずつ本時学習指導案を作成している。そして、グループ指導案として提出させ

ている。 
模擬授業は、授業者・子ども役・参観者に分かれて行う。子ども役は授業に集中させる

ため、指導案は見せない。参観者には、指導案を見ながら授業を観察させ、教授行為と子

どもの反応を中心にした授業記録をとらせる。授業研究は、時間に応じてグループ討議を
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入れる。全体討議では、子ども役で参加した学生の授業に対する感想から、参観者による

授業評価までさまざまな意見が出てくる。何も指導しなければ、授業研究は、うまくでき

なかった点を並べるだけにとどまる傾向がある。そこで、お互いの授業の力量を高めてい

くために、討議の中で、批判点を乗りこえるための方策を示すように指示している。 
模擬授業をしたグループには、授業研究で出た意見、授業の感想、模擬授業のＤＶＤ映

像をもとに総括させ、次週に模擬授業のまとめを発表させる。また、模擬授業担当グルー

プ以外の学生には、授業研究での討議をふまえ、授業に対する自分の考えをレポートにま

とめて次週までに提出させている。 
 
(3)学生の学びの特徴と気になる点 
・自らの授業観を見つめる姿 
・「どのように教えるか」を重視する傾向 
・「何のために教えるのか」「何を教えるのか」の意識づけ 
 
はじめは批判ばかりだった授業研究も、「自分、他人の模擬授業をくり返すことによって

改善点がうまれた」と学生は自分たちの学習活動を振り返っている。また、学生の授業ア

ンケートの結果には、集団での授業づくりのよさもあらわれている。「みんなで討議し合っ

たり、（模擬）授業を受けることで、とても勉強になりました」「模擬授業が多くて、自分

たちで考える時間が多くとれた」「（模擬）授業者にしっかりみんなの意見が伝わっている」

と感じ取っている。グループ討議や授業研究での討議の中で、異質な授業観にふれて、自

らの授業観を見つめるきっかけになっているように思う。 
授業研究では、授板書の方法、机間指導のやり方、授業の中での言葉遣い、声の大きさ

など、授業技術に関する意見が多く出る。授業のねらいや内容を吟味したり、教材の有効

性を検討したり、発問研究をしたりするような意見は少ない。同じような傾向は、教育現

場の中にも見られる。しかし、教え方にばかり目がむくと、授業の中身がおろそかになり、

結果として授業はうまくいかないという矛盾を抱えている。授業の力量を高めていくには、

教え方を研究するとともに、教える立場から教科専門的な内容を学び直していくことが必

要である。 
 
３．学生の学びの実態から、教科教育法の課題を考える 
(1)教科教育法の内容と教科専門科目の内容との関連 
・「教科内容論の研究」…教える立場にたっての教科内容の学び直しが必要 
・小学校では小学生に教えるにふさわしい内容がある。 
 
(2)授業のマニュアル化を求める傾向…多様な授業観が育たない 
・「何のために教えるのか」…子どもから出発する 
 
(3)教科教育法と教育実習との学びとの関連…カリキュラム上の位置づけを見直す 
 
(4)学生にのしかかる負担 
 




