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教職課程 の風土 を創 る
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学生 たち と,そ の授業 を受 けた学 生 たちは ど う
だったろ う ?30人 の学生が狭 い椅子 に腰 かけて

教師が教室で教えることが,そ の まま生徒たち
の学 びになってい るか とい うと実 はそ うで もな
セヽ
。

ひしめ いてい たが,温 かい雰囲気 の 中で一所懸命
に授業者が披露 した模擬授業 を受け,互 い に批評

カウ ンセ リングの大家であるロジャーズが うま
くぃったカウンセ リングを調べ た ら, カウンセ リ

し合 い,励 まし合 った。確 かに,そ こで授業者が
披露 した授業は特にすば らしい ものではな く, 日

ングの成果は,面 接 で扱 っていた中身が問題では
な くて,そ こに流れていた雰囲気 の影響が一番大

新 しい もので もな く,新 しい学 びを与 えたわけで
はないか もしれないが,仲 間が緊張 しつつ見せた

きか った とい う研究があるが,授 業 で起 きてい る
こともまさにそ うであると思われる。

努力 と工 夫の姿を見 て,そ こにいた 2年 生, 3年
生たちは,一 人ひとりが「 自分 の学 ぶべ きこと」

授業研究 をい くら重ねて も,教 師の もともと持
つ歴史が醸 し出す教室 の風土が生徒 たちをきらき

を学んで帰 った と思 う。「 自分 も授業者 にな りた
い」終わ った後 に,そ うい う感想 が聞かれた。

らさせ るものでなければ,生 徒 たちの前頭葉は働
らかない。諏訪東京理科大学 の篠原菊紀氏 が,保
育園で子 どもたちの脳 の働 きを調べ るのに,機 械

私立大学 の教職課程 は,旧 国立大学 の教員養成
校 の ように時間や手間暇をかけて教員養成がで き

で脳波の測定 をす るかわ りに,先 生たちに目視で
「子 どもの 目が きらきらしてい るか」 をチ ェック

るわけではない。限 られた時間の中で,専 門のカ
を伸ば しつつ,教 育 に関心 を持 ち続 けな くてはな

して もらったとい う。先 生たちが,子 どもたちが
きらきらしてい るか, 1日 に 2回 のチェックを始

らない。そのためには,学 生同士 の相互刺激が大
切だ し,励 まし合 う関係 がキー となる。 もちろん

めた ところ, 日がたつ につ れて実際に子 どもたち
の 目が きらきらし始めたとい うのだ。先生が一人

一 人で こつ こつ と教員採用試験 に向けて勉強す る

ひと りの子 どもたちが生 き生 きしてい るか意識す
ることが,子 どもたちを生 き生 きさせ る,と い う

り教員になっていけるか もしれない。教員になる

,

ことはで きるし,そ のほ うが能率 はよく,す んな

わけである。生 き生 きしてい る間,前 頭葉は働 い
てい る。子 どもたちは学ぶ態勢 にあるわけである。
確 かに,マ ズローの欲求段階説 を考えてみれば
教室の 中で,生 理的欲求が満たされ,安 全が満た
され,学 級へ の所属感があ り,価 値あ る存在 と認
,

ことを第一 日標 とす るなら,寸 暇 を惜 しんで勉強
したほ うが早 いか もしれない。 しか し,教 師や親
になるものには,よ い風土が よい学 びを生み出す
と身 を持 って体験 していてほ しい。前頭葉 の働 き
を機械で測定す るよ りも, 日の きらきら率を大切
にする心 を持 っていてほ しい。

め られ,そ の上で 自己の成長を望む よ うになるの

私立大学教職課程 に与え られた少ない時間の中

だか ら,学 級 の風土が学 びにどれほど大事である

で, カリキュラムを整え,授 業内容 を充実 させて

かはわかるだろう。実際,ア メリカの研究 で,学
校風土 の改善が生徒 たちに及 ぼす影響 の大 きさを

い きなが ら,一 方 で,学 生たちが 自 ら組織化 して

調べ たものがあるが,私 たちの生活空間の もつ雰
囲気 は,子 どもたちの学びに直結 してい る。

学 の ような小規模私立大学教員養成には大切な こ
とではないか と思ってい る。

しかるに,い じめがあった り,先 生を信頼で き

そ うい う風土 を体験 した学生たちは,実 際の教

なかった りす る学級 では, 目が きらきらす るわけ
がない し,つ まらない と感 じてい る授業では前頭

員 になってか ら, きっと感覚的 にキラキラした子

葉 は働かない。

を創 ってい くと思 うか らである。
(本 学教授 :教 職課程委員長

い くような風土 をどう作 っていけ るか,そ れが本

どもたちを求 めると思 うか らである。学びの風土

とす れば,今 日,模 擬授業 で前 に立った 5人 の
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