
1.は じめに

日本における教員養成はほとんどが学部 4年間

の中で行われる。国立の教員養成系大学では,主

に小学校の教員免許取得が卒業要件となって,初

年次から教員をめざしたカリキュラムがスタート

する。現場に1年次から入る場合も少なくない 1。

一方で,一般大学や私立大学の開放制に基づく教

職課程では,必ずしも最初から教員をめざす学生

ばかりではなく,多 くの学生が免許取得を目的と

して教職科目を履修し,本格的な学修は2年次頃

から始まることが多い。本学でも,こ れまで 1年

次にはいわゆる「教職の意義等に関する科目」,

すなわち「教職の意義及び教員の役割」「教員の

職務内容 (研修,服務及び身分保障等を含む。)」「進

路選択に資する各種の機会の提供等」の科目のみ

「教職入門セミナー」(2011年 度より「教職入門」

と名称変更)と して置き, 1年 次は,学問の基礎

的事項を学ぶ各学科の専門科目や,いわゆる「66

条の6科 目 (日 本国憲法,情報,語学,ス ポーツ)」

のような教員としての基礎づくりにあたる科目を

履修するよう勧め,余裕があればできるだけ各科

目の免許取得に必修の「概論」にあたる科目の単

位取得につとめるようアドバイスしてきた。クラ

ブ活動や社会的活動にも参加し,見聞を広げ,社

会性を身につけることも大切であるということも

伝えてきた。            ・

一方,教員免許をどのような学生に与えるべき

か, という問い, どこまで何を学んでいれば,免

許を得るにふさわしいと考えられるのか, という

問いに対して,平成18年 7月 ,中教審は,4年次

後期に開講する「教職実践演習」で, 4つ の教員

として求められる事項 (①使命感や責任感,教育

的愛情等に関する事項 ②社会性や対人関係能力

に関する事項 ③幼児児童生徒理解や学級経営に

関する事項 ④教科・保育内容等の指導力に関す

る事項)を確認するようにという答申を出した。
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それに対して本学では,試行的ではあるが22年 度

入学学生からコンピテンシーリス トの活用を始

め,教員になろうとしている自分の今後の課題へ

の気づきを促している。

このような流れの中で改めて問われるのは, 2

年次10月 に教職課程履修を決定する前に,学生は

どのような力をつけている必要があるのかという

ことである。言いかえれば,履修を検討している

学生たちに,教職課程としてはどのような授業を

提供する必要があるのだろうか ?

本学で履修決定前に提供されている必修の「教

職に関する科 目」は「教職入門セミナー」「教育

原論 1」「各教科の教育方法論 1」 (2011年 度入学

生から新カリキュラムになるため,若干の変更が

生じる)であるが,特に初年次に最初に学生が接

する「教職に関する科目」である「教職入門セミ

ナー」をここ数年担当してきた教員として,本稿

でその内容を初年次教育の目的と照 らして整理

し,検討しておきたい。授業内容は毎年改変して

お り,本稿で紹介する授業は2010年度実施のもの

である。最後に資料として2010年度「教職入門セ

ミナー」の短縮版シラバスを付 した。

ちなみに,本稿は授業報告であり,他大学の授

業等との比較検討や学生の学びの内容の検証,他
の授業との総合的カリキュラムマネジメントの視

点による検討など実証的研究は行っていない。そ

れらは今後の課題である。

2.教職課程履修を決める前に必要なこと

筆者が本学の学生たちに初年次の授業を通して

伝えたいこと 。求めることと,それに対応して展

開している授業の内容は,以下の通 りである。

(1)自 ら学ぶ気持ちと態勢 (OECDの キー・コ

ンピテンシー2で
言えば「自律的に行動する

力」)を持つていること

赤子は誰が強制しなくても,自 分が生きていく
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ために必要とする学びを自ら進めていく。本来学

びとは誰にでも備わる自発的な動機に基づ くもの

であり,知ること,で きるようになることそのも

のが喜びや楽しみを内包している。

ところが, 日本においては,大学に入学 してき

た学生たちは必ずしも学びをそのようなものとと

らえておらず,や らされる義務であり,苦 しいも

のであると思っていることが少なくない。受験体

制にシフトしてしまっている日本の中等教育の中

で,自 らの学びが受験のためであると信 じて疑わ

ないで大学に進学してきてしまった学生たちすら

いる。

大学という学問の府が,そ れらの学生たちに,

学びの意味,学問の意味,教育の意味を一から問

い伝えていかなければならない状況は残念ではあ

るが, 日本の大学の現実として対応していかなけ

ればならないし,教員免許を取り, これからの教

育を担おうとする学生には特に意識変革させるこ

とが必要となってくる。

そこで,初年次には,学生たちに大学で学ぶこ

との意味を再認識し,学問することが内包する喜

びを感覚として身につけてもらいたいと思う。ま

た, これまでの自分の体験的な教育観や学習観か

ら一度離れ,教育というもの,学びというものの

持つ意味を別の視点から考え,その世界に自分が

これからどう関与していこうと思うのか,気持ち

を定めようと試みてほしいと思う。

そこで,自 ら学ぶ気持ちと態勢を形成するため

に,こ の授業では

①授業独自の枠組みを設定する

互いの学びを保障するために合意に基づいた

ルールを用いることを授業当初に明確にしてい

る。つまり,遅刻・欠席や不必要な私語によって

他者に迷惑をかけないためのいくつかのルール

(出 入り口に近い指定コーナーの座席に前から順

に静かに着席する,な ど)を ,理由を説明した上

で設け,厳守させている (遅刻や欠席に対する罰

としてではなく,授業を受けたい他者の学習する

権利に対する配慮としてのルールである)。 本来

このような枠組みは大学の授業において不要なは

ずであるが,100人 を超える,学びに対して様々

な体験を持つ,様々な動機づけの学生が集まって

いるために,ま た,一限という時間設定で,交通

機関の遅延などの理由による遅刻がまま生じてし

まうために,さ らにグループ学習を円滑に進める

ために,授業の安定的運営を確保する枠づけとし

て導入している。

②受講者相互の刺激を活用する

グループ学習のために,知 らない学生同士でで

きるだけ学科や男女の混合しているメンバー構成

のグループを作 り,そのグループでほぼ毎回話し

合いやワークを行うことにしている。様々な動機

で集まったメンバーがそれぞれの思いや意見を真

摯に語る時間,場面を毎回設ける中で, 自分の教

員免許取得に対する考え方を意識したり再確認し

たりするように促す。

③授業に対する個人目標を設定させる

授業の初回に, 自分の課題と授業終了時の目標

を明確化させ,最終的に学びの成果をA3の凝縮

ポー トフォリオ
3と

してまとめるよう指示し,そ

れを相互評価させることを伝えている。

④多様な学び方・教え方があることに気づく機会

を設ける

アフガニスタン,オ ランダ, 日本の中学校の学

校教育場面の写真を用い,フ ォトランゲージによ

る比較分析のワークを行う。そこにいる生徒たち

が,*何をしているか *何を感じているか *
3つの国において学びの意味がどう異なるか の

3点について話し合って発表する。また,最後に
,

日本の戦後の教育場面 (青空教室でアフガニスタ

ンとほぼ同じ構図)を 見せ,現在の日本の教室風

景との比較もさせる。

日本でやらされ感の強まっている学校教育だ

が,それが世界標準ではないこと,いろいろな学

校があり,いろいろな学び方をしている生徒たち

がいることにまず気づく機会を与え,そ の中で
,

自分はこれからどのような教育を展開していきた

いと思っているかについてグループ討議の時間を

取る。そして, 自分自身が大学でどのように学ん

でいきたいかについてグループ内で語る機会を設

ける。

これらの結果,自 分には教員免許を取得するた

めの学ぶ気持ちや態勢が足 りないと考えた学生

は,途中で自主的に履修を取りやめていく。これ
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から多大な時間や労力を必要とする教職課程の履

修に対して, 自らの意志がなくてはとても続かな

いことに学生自身が気づ くのである。

(2)教員の仕事について知 り, 自分の仕事とし

て対象化・客観化 して捉えようとしていること

学生たちの描いている教員像は, 自分の体験や

メディアなどで作 られたイメージからのものであ

ることが多 く,現実の教員の仕事や生活について

具体的に知っている学生は多 くはない。

成人して経済的な自立が求められた時に就 く職

業として,教員がどのような仕事で,その職場で

ある学校がどのようなシステムになっているか ,

それが他の職業とどう異なるのかなどについて正

しく認識し, 自分の適性や将来の生活の希望と照

らし合わせて,自 分にふさわしい職業であるか,

あるいは自分が教員にふさわしい人であるか,吟

味する機会が必要であろう。

また,教員としての倫理と価値について深く考

えることが必要であるのは言うまでもないが, さ

らに,対人支援専門職として,教員が必要とする

知識・技術・態度は何か。それらを身につけるた

めにどのような学びと努力が必要であるかについ

て,知 らなければならない。

この段階では,そ れらができることは求めない。

ただ,教員になるために必要なことがあるという

ことを知り,そのための努力をどこからか始める

気持ちを持ってほしいと思っている。

教員の仕事についてイメージを深めるために,

この授業では

①幅広い職業の選択肢があることに気づく機会を

設ける

グループメンバーが,自分の知っている職業を

「山手線ゲーム」(知 っている駅名を次々に全員が

言えなくなるまで言うゲーム)方式で,模造紙に

書いていき,思い出せる職業がなくなったら (あ

るいは制限時間が来たら)全体で結果をシェアす

る。そして,多 くの職業がある中で,そのたった

一つにしか過ぎない「学校教員」という選択肢に

つながる教員免許を取得しようとするのはなぜか

について,自分の履修動機をグループで話す機会

を設ける。

実際のところ,大学入学前までに学生たちが身

近に接 している職業の範囲は,両親や親せきの職

業,学校教師を除くと意外に狭い。多様な生き方

があること,学生生活にも多様な過ごし方がある

こと,教職課程履修によって他の可能性が制限さ

れることに気がつかせ,それでも教員という職業

に関心があるか,教職課程を履修したいと思うか

どうか,吟味させる。

②教員の職務に関する基本事項を抑える

文部科学省作成の「教員をめざそう」という冊

子
4を

各自で読み,その内容について,グループ

討議の時間を取る。グループで話し合ってもわか

らないところやより詳しく聞きたいところについ

ては,全体討議の場でグループ単位からの質問を

受け,教員が解説する。

冊子には,教員の職務に関する基本的事項がほ

ぼ網羅されているため, これをしっかり読めば一

通 り,文部科学省が学生の基本知識として必要と

みなしている内容を学生に伝えることができる。

グループ討議なので,読んでいなければ参加で

きず, グループの中での居心地も悪いため,ほ と

んどの学生はきちんと目を通し,真面目に教員に

なろうという学生に引っ張られて,わかりにくい

ところを共に読み合わせることになる。

③現場の教員の体験を聞く機会を設ける

現役教員をゲスト講師として迎え,教員として

のキャリア,生活,心構え,授業や生徒指導の工

夫などについて語っていただいている。来ていた

だく講師は,公立 。私立,中学・高校 。中等教育

学校,英語。社会科。国語,教育委員会指導主事・

管理職 (校長)・ 中堅。若手,女性。男性,卒業生・

他大学出身者を組み合わせて5人である。

時には, 自分の受けてきた授業とは異なる展開

をするベテラン講師の授業に驚いたり,と まどっ

たり,あ こがれたりしながら,様々なタイプの,

それぞれに活躍しているゲストの熱い語り,具体

的な現場の話・写真や教材に,学生たちは教師の

多彩な実像を思い描き, 自分がめざす教師像を探

し始める。

④ 4年次までに達成目標とするコンピテンシーの

リストを提示する

本学で教職実践演習までにある程度身につける
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ことが期待されるコンピテンシーのリス ト
5を

提

示し,読みこむ作業と解説の時間を2010年度から

取るようにした。新しい試みであり,ま た充分な

時間がとれず,今後の工夫が必要な段階であるが,

学生たちのレポートを読むと,教員という職業に

就くためにいろいろとこれから学ぶ必要があるの

だということは学生に伝わったと思われる。

⑤理想と考えている教育に対する自党を促進する

また,教育の理想と,教員の理想,それをつな

ぐアイデアをイメージカー ドで語らせるワークを

実施し,自 分がめざしている教育の世界を言語化

して他者に説明することで,自 覚を促すとともに,

他の学生のイメージを聞くことで,多様な教育に

関するアイデアを共有する機会を持った
6。

⑥教える側への視点の転換を図る

また,学生の中には,授業を受ける側と教える

側の視点の転換がイメージできない者も少なくな

いため,実際に身体で体験 させている。つまり,

300人収容できる教室の教壇に立って,伝えたい

ことを聴衆に簡潔に伝える,と いう実習をさせる

のである。この直前に,教師の授業時の言動を観

察する際のポイントを学生たちにグループ討議で

具体的に出させているため,座席側の学生は自分

の発表の番を待ちながら,他の学生の教壇上の言

動をその視点で観察している。そして,実際に自

分がそこに立ったときに,生徒側からどう見える

のかということを痛感するのである。もちろん,

この時点で最初からあがらずにできる学生は多 く

はないので,教員側でフォローの言葉をかけなが

ら, これまでともすると批判的に見ていた教員側

に自分が立ったときにどう行動でき,発言できる

のか, ということを考える契機にしようという試

みである。

なお,教師の仕事を知るためには,子 どもと実

際に接する体験を持つことが必須であろう。授業

では子どもと実際に接する体験を持つことを勧め

るが,1年生時点で具体的に何かをすることを課

してはいない。100人 以上の学生が登録 している

授業にそれを盛 り込むことが困難であること,ま

だ学生が教職課程履修を決定してはいないことな

どが理由である。しかし, カナダのオンタリオ州

やケベック州では,教員養成課程に入学しようと

する学生に対し,入学以前に (学校教育以外の場

で)子 どもたちとの充分な交流体験を持っている

ことを前提要件として課していると聞いてお り
7,

本学においても,早い段階で実際に生徒たちと接

する機会を促進することで,職業とのミスマッチ

を防ぐことができるのではないかと考えている。

(3)子どもを一人の人として尊重 しようとして

いること

対人支援専門職の中でもとりわけ教員は,子 ど

もという社会的弱者を対象とした専門職であるが

ゆえに,子 どもの権利と尊厳について充分に理解

し,子 どもを一人の人として見ることのできる力

が必要である。

教えるという行為はそのものが,上下関係の上

側に立つことを前提とする。であるがゆえに,教

えられる者の権利は容易に侵害され,権力の行使

は自覚されにくい。しかし問題は,教育において

大切なのは教師が「教えたかどうか」ではなく子

どもが「学んだかどうか」であるということ,つ

まり教育という行為や場の主体が子どもにあると

いうことが,現在の日本の学校教育では忘れられ

がちであるということである。

落ちこぼれ, ということばが象徴するように,

学ばない責任が子どもに転嫁され,学ばせること

のできなかった責任が教員に付与されないのはお

かしい。学べない子どもを引き受けることも,そ

の環境や条件を整えないのも,主 として教員側の

問題であって,子 どもにその責任を負わせること

はできない。様々な外的要因が,教員がその状況

を整えることを困難にすることがあるが,だから

と言ってそのことに対 して子どもに責任は取らせ

られない。

もちろん,教員が子どもの権利を守るためには,

その前提として教員自身の権利が守られている必

要がある。自分自身の権利と尊厳についても充分

に理解 し,置かれた立場に対 して主体的に関わる

ことを身に着けていることが何 よりも大切であ

る。

子どもを一人の人として尊重 しようとする姿勢

を身につけさせるために,こ の授業では上記の考

え方を伝えるとともに,「子どもの権利条約」を
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読んで子 どもの権利について知る機会を与えてい

る。

その中で, 自分自身が子どもの頃,権利を十分

に尊重されていたかどうか,今, 自分がそれらの

権利を子どもたちに認めるべきであると考えてい

るかどうか, もし学校で子どもの権利が認められ

ていないとしたら, どのように改善していくこと

ができるか,な どについて議論するようにしてい

る。

(4)学びの仲間づ くりができること

「学びの共同体」という用語は,学校教育の中

でよく用いられるようになっているが,大学にお

ける学びにおいても, ともに学ぶ仲間を持つこと

は重要である。仲間とのコミュニケーシヨンを通

して自分を知り,他人の視点を知ることができる

ようになる。これはキー・コンピテンシーの「社

会的に異質な集団において交流する力」とつなが

る。

特に近年の学生は,幼少期より,同世代の仲間

とともに活動したり,ぶつかつた後で関係の修復

を図った りする機会が以前に比べて減ってお り,

多様な他者とコミュニケーションをとる体験が少

ないまま大学に来る者もいる。それらの学生は,

学校という場が,教室や職員室という密な人間関

係を持つ場であり,生徒たちとも保護者たちとも

同僚たちとも良好なコミュニケーシヨンをとるこ

とが求められる場であるということを知 り,そ こ

に存在する力を醸成する必要がある。担当する生

徒親子や同僚の中には,当然, 自分と意見や感覚

を異にする者が含まれる。それらと最低一年間は

継続 してつきあっていく必要があるわけであり,

これまでの人間関係のように,好 きな者とだけ付

き合えば良いわけではない。また,温かい学校コ

ミュニテイをつ くっていくためには,競争や比較

の原理ではなく,人 とつながっていく姿勢が必要

になってくる。

ところが,大学に入ると,大人数の教室で他の

仲間がまるで存在しないかのように講義を聞くこ

とを求められることが少なくない。90分の授業の

間,他者の存在を感じないように過ごすのは,逆

に他者への鈍感さをトレーニングするようなもの

である。本来, ソクラテスの対話を引き合いに出

すまでもなく,学びは他者とのやり取 りとの中で

進む。将来教職につく可能性のある教職課程の学

生には,対話による学びを実感してほしい。中学

高校では対話のある学びを体験 してきた学生たち

もいるが,彼 らが大学における一方的な講義に

よってその体験を上塗 りされてしまわないような

授業が必要であると思っている。

これはもちろん,講義形式の授業を軽視すると

いうわけではない。講義を聞いてじっくりと学ぶ

力は,現代の学生にこそ必要である。ただ,現代

において一人で教材に取 り組んで学ぶ,あ るいは

講義を聞くという学びは,イ ンターネットを用い

ればいくらでもできる時代となっているため,少

なくとも教職課程の授業において筆者は,た とえ

100人以上の授業であったとしても,そ こにいる

メンバーでどう学びを進めていくかということを

重視したいと考えている。

つまり,学校コミュニテイの中で十全に動ける

柔軟なコミュニケーシヨンがとれるように,学生

たちには学生時代に仲間との関係の中で トレーニ

ングを積んでもらいたいと思っている。

(5)基礎学力を持つていること

学校教員になるのであれば,当然,その教える

教科の基礎知識はもとより,教える対象をはるか

に超えた知識・技能 。視点 。研究的態度を持って

いることが必要である。履修主義から修得主義へ

と教員免許付与の条件が変わってきているのは,

全入時代の大学において,学生の基礎的な学力が

不足 していることが問題になっていることも大き

な一因であろう。習得しようとしている教科に関

する基礎学力は当然,最低限身につけておくべき

ものである。

その上で,さ らに関連した学びを進めていく総

合的な力や技能を身につけていくこと (つ まり,

キー・コンピテンシーで言う「相互作用的にツー

ルを用いる力」)が今後求められていくが,そ の際,

自分に足りないところをどう補えるかを判断し,

実際に補っていく行動力を身につけている必要が

ある。

授業では,免許取得を望む教科の基礎学力を
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持っていることをこの時点では特に確認していな

い。ただ,高校教員の免許取得のためには,高校

生を教えられるだけの学力が必要であること,教

えることと知っていることは異なることなどを指

摘する。が,学力に関するチェックをしているわ

けではないので,現在の本学の教職課程では,学

力不足の学生が教職課程の履修を始めることが少

なくない。この点に関しては,履修開始後になる

が,筆者の別の授業である「教育心理学」におい

て各教科の学カテス ト作成をするので,特にその

際には自覚を促すようにしている。

(6)自 分を振り返る習慣を身につけること

対人関係を含めて, 自分ができることとできな

いことを知 り,それに対して対処を工夫できるこ

とが必要だろう。「べてるの家の『当事者研究』」
8

のように,他者とのフランクな対話の中で, 自分

の課題を取り上げて自分でできる対応策を練るこ

とができれば,授業の改善,行動の改善が図られ

るだろう。教師の授業中の行動は,思考よりもむ

しろ感情によって支配されると考えられる9が
,

行動を変えるには,それらの感情に気づいて自ら

の行動を振り返る力と,対象の立場に立って考え

る共感性が必要になってくる。

学校教育現場における振り返り (省察)を実際

に進めるのは先のこととしても,日 頃から人との

フラットなコミュニケーションを通して, 自らの

言動の特徴を知り,相手に及ぼす影響に気づくよ

うな習慣が大切である。

そこで, 自分を振り返る習慣を身につけるため

に, この授業では,

①授業の振り返リメモを作成させる

毎回の授業で最後の数分間は,「今日,自分が

学んで『考えたこと』」をB7の用紙にまとめさせ

ている。授業を通して知識として得たことではな

く,そ こから学びとって考えたことの言語化の作

業をさせることで,学びの意識化を行い,次の学

びの機会につなげるためである10。 この用紙は一

度集めるが,で きる限り早く返却して, 自分で保

管・管理するように伝えている。この記述を,最

後に提出するA3-枚のポートフォリオ作成
11に

活

用するためである。

②自分の対人的な関わりの特徴を認識させる

数人のグループ討議の際には,常に自分が他者

とどう関わり,他のメンバーが自分たちとどうか

かわっているかを意識するように伝えている。

たとえば,数分の討議のあとで,「今,あ なた

は何を考え,それをどう人に伝え,あるいは伝え

なかったのか。それはなぜか」とか「心地よい

フイァドバックを誰から受けることができたか。

その人の言動の特徴はどのようなものか」「この

人は気が合わない,考え方が合わない, というと

きにあなたはどのような態度を取ったか」という

問いを投げかける。そうして,最低でも数十人の

生徒を相手として授業をしていくことになる教職

に就くということについて,考 えさせている。

③自分の学び方やそのまとめ方を振り返る機会を

設ける

提出するポートフォリオを互いに評価し合う時

間を設けている。

自分がどのように授業を受け,そ こで学んだこ

とをどのようにまとめて人に伝えるものとして作

成することができたのか,お互いのポートフォリ

オを見ることで振り返る時間を与えている。非常

に丁寧にまとめたもの,客観的なもの,カ ラフル

に読みやすいもの,図 を活用しているものもあれ

ば,作 り直しが必要と思われる乱雑なものもあり,

教員になって,生徒に配布するプリントや板書を

相手のことを考えたものにできるか, という視点

も含めて, 自分の学びのまとめ方を振り返るよう

にさせている。

なお,教職課程履修をまだ決めていない段階の

学生に授業のリフレクション (省察)を 目的とし

た振り返りまでするのは早いと考え, この授業で

は扱っていないことを付記しておく。

3.終わりに

学生たちは,親や親戚や先生に言われるままに
,

あるいは他の職業を吟味せずに,と りあえず資格

を取得しようと「教職入門セミナー」を受講する

場合が少なくない。あるいは,学校教育に強い好

悪の感情を抱きながら受講している学生もいる。

それらの学生に,「 自分が教師になったら」とい

う仮定の意味を自覚させ,履修の自己決定を促す
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のがこの授業である。

筆者が本学の学生たちに初年次の授業を通して

身につけてもらいたい 6つのことを学生が吟味す

るうちに,自 然に動機づけの弱い学生が淘汰され,

教職課程の学習にしっかりと取 り組む学生が残っ

てい くようであればよいと思っている。同時に,

それほど関心を持っていなかった学生が,面白い

と食いついてくるのであれば,それは大いに歓迎

したい。興味深いことに,教員免許取得を目指さ

ないと途中で決めた学生も,多 くが,卒業単位に

ならないし出席も取らないこの授業を最後まで履

修 し続ける。それぞれの学生にとって何か得るも

のがあるからだろう。

一方,最初に述べたように,本稿では,他大学

の授業との比較や,授業の効果の検証ができてい

ない。

他大学の授業との比較についていえば,た とえ

ば,発展途上国で子どもたちと接する体験を持つ

ことが学生を成長させると海外に行 く機会を作っ

ている授業がある (こ の授業でもできる限り情報

を与えている)。 また,キ ャンプなどの自然体験

によって学生が成長すると考える大学教員もいる

(こ の授業でもそのような機会を紹介 している)。

真面目に大学の授業を受けるよりも,社会生活や

部活動の中で学ぶ体験を積み重ねている学生の方

が柔軟で臨機応変な対応のできる教員になる, と

いう考え方もあるだろう。また,文部科学省がこ

の授業の目的としてあげている項目等についてき

ちんと講義をし,知識として頭に入ったかどうか

を試験することが必要と考えるのが一般的授業だ

ろう。これらをどう比較すれば授業の良しあしが

言えるのだろうか ?

授業の効果の検証についていえば,一体,免許

取得後に教員になってから,大学で学んだ何が役

に立つのか,立たないのか, ということについて

はまだまだ研究が必要である。少なくとも,記憶

に残 らない,役に立たなかったと言われる授業が

少なくないことは,残念ながら研究で示されてい

る
12。

実際,教員養成系大学に比べて時間的制約の多

い開放制教員養成において,初年次の学生にとっ

て必要な学びは何かという実証的な効果研究は実

はあまり蓄積されていないし,単発の授業の効果

を測定したとしても,教員養成は4年間の総合的

な学びの中で完成されるものであるから,免許授

与時点における学習効果を証明するのは,影響を

及ぼす要因が多すぎて困難である。さらに言えば,

同じような高い力量を持っている10人の教員より

も, さまざまな特徴を持っている10人の教員の方

がよい学校コミュニティを作れるとしたら,教員

養成の授業には自由度が必要となり,こ の授業が

よい, という一つの授業をめざすよりも,多彩な

授業があちこちで展開されるような状況を作った

方がよいことになるかもしれない。

本授業についていえば,授業評価アンケー ト
β

によれば,本授業の学生からの評判はよいと言え

るが,それが教員としての力量形成に役立ったと

いう証拠にはならないだろう。また,教員採用試

験の合格者の数が,授業の効果であるということ

も言えないだろう。

むしろ,今後,こ の授業を含む4年間の授業の

蓄積が,教育実習なり現場でのインターンシップ

なりで高い評価を得る学生が多く出ることにつな

がったとしたら,それが一番の授業の効果を示し

ていると言えるのではないかと思われる。そうい

う学生が多く輩出されるような授業を総合的にマ

ネジメントしていくために, まずは,本稿のよう

に,大学の授業記録の報告をして情報提供してい

くことが必要であると考えている。

【資料】

2010年度後期 教職入門セミナー 授業の構成

履修学生数119人  担当 武田信子

第 1回 :オ リエンテーション

「キャリア選択～履修決定への道のり」

* 資料配布・授業のルール・ポイント説明・教職カ

ルテについて・授業記録・評価 (ポー トフォリオ

作成の方法 )

*「 自分はなぜこの授業を履修 しようとしているか」

(マ インドマップ作成 )

* グループ編成 。自己紹介 (ア イスブレーク :マ イ

ンドマ ップ紹介)仲 間作 り・対人関係の特徴把

握と対応について

*「世の中にはどんな職業があるか」山手線ゲーム
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*「教員をめざそう」(文部科学省資料を用いて)

第 2回 :「学ぶということ。教えるということ」

*「教員をめざそう」に関する質疑応答

* なぜ,学ぶのか,なぜ,教えるのか

「3カ 国比較のフォトランゲージ」

オルタナティブ教育のスライド紹介

* 多様な視点を持つこと

海外体験の勧め (ア ジア青年の船)。 (各国放浪)

(学校視察スタデイツアー)な どの 2・ 3。 4年

生による参加体験談

* 被教育体験の振 り返り

「自分は人生の大切なことをどこで誰から学んだ

か」

* 学生時代に自分のやりたいことは何か ?リ スト作り

→自分のやりたいことを教職との絡みでどう進め

ていくか考えよう。

第3回 :「教わる立場から教える立場への転換」

* 授業観察の視点を考えてみよう

* 教壇に立っての全員スピーチ

第4回 :「 先輩は教職課程を履修 して学生生活をどう

過ごしているか」

* 3年生, 4年生の教職課程履修体験談を聞く

* 先輩との対話をする (グ ループに一人上級生が入

る)

* 卒業生からのビデオレター :海外青年協力隊員に

なり海外で教えている卒業生のレポー トを視聴す

る

第 5回 :(教職公開講演会 1)(公立・中学・校長 )

テーマ「学校が求めている教師」 (学校の組織,運営

校務分掌,教育目標,研修,服務等を含む)

* 練馬区立豊玉第二中学校長南良子校長先生講演

* ボランティア学生体験談

* 現場への出て行き方 。公開授業の紹介 。各種ボラ

ンティアや研究会の紹介

第 6回 :(教職公開講演会2)(教育委員会 )

テーマ「教師のキャリア形成」 (行 政の仕組み,教職

の意義及び教員の役割等を含む)

* 練馬区教育指導課長吉村潔先生講演 教員人生の

振 り返 りを通 して,教職のキャリア形成のあ り方

等を説明していただく。

第 7回 :(教職公開講演会 3)(私立・中学 。社会)

テーマ「学びの場を創る営み―社会科教材研究」

* 明星学園中学校比嘉ちひろ先生講演→学校公開学

習会紹介

第 8回 :(教職公開講演会 4)(私立 。高等学校 。国語 )

テーマ「授業を創る楽 しみ一国語科教材研究 (古典)」

* 武蔵高等学校 。中学校小池保則先生講演

第 9回 :(教職公開講演会 5)(公立 。中等教育学校・

英語)テ ーマ「力のつ く授業を創る一英語

科教材研究」

* 九段中等教育学校本多敏幸先生講演→ 自主研修

会・研究会紹介

第10回 :「 武蔵大学教職課程の理念とカリキュラム」

「教育改革の動向」本学准教授 加藤聡一先生

第H回 :「教師の専門性 :資質・力量形成と省察の力」

* 理想の教育と理想の教員,その関係を考えるワーク

* 履修カルテ配布→履修カルテ項目の理解を図る

第12回 :「教員養成 。選考・採用 。研修について」

「子どもの権利条約を読もう」

* コンピテンシーリス トの解説

* 資格・就職・教職と専門について

*「子どもの権利条約」を読む

第13回 :「 学びの成果を共有する」「今後の学習計画」

* 授業のポー トフォリオと成果物の相互検討

* 今後の学習計画を立てる

注

1 
例えば,島根大学の10CXl時 間体験学習はよく知 ら

れている。

2 
ドミニク・S,ラ イチェン, ローラ・H・ サルガニ

ク編著「キー・ コンピテンシー 国政標準の学力を

めざして」oECD DeSeCo 明石書店 2006
3 

鈴木敏恵 2010「看護師の実践力と課題解決力を

実現する !ポ ー トフォリオとプロジェク ト学習」医

学書院

4 
文部科学省「教員をめざそう」

http://www mextgo.jp/a_menu/shotou/miryoku/

_icsFiles/aneldnle/2009/09/03/1283833 pdf

(2011 4 1.)

D 
武田信子 2011『 オランダにおける教員のコンピテ

ンシー概念形成のプロセスについて』 武蔵大学人文

学会雑誌第42号第 3巻
6 

武田信子 2011『 日本の大学生の教育 と教員に対す

るイメージ～オランダにおける教員のコンピテ ン
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シー抽出ワークショップの手法を用いてJ「オランダ

と日本の教師教育の比較及び検討」武蔵大学総合研

究所紀要第20号

7 2011年 2月 末から3月 初めの筆者らのカナダにお

けるヒアリング調査による

8 
浦河べてるの家編 2CIC15 べてるの家の「当事者

研究」(シ リーズ ケアをひらく)医学書院

9 コルトハーヘン 2010 教師教育学 学文社

Ю 井手 厚 2004大学における学習を支える要因 ～

学習蓄積感に注目して～一日本教育心理学会第46回

総会

11 
前掲 (注 3)

2 
別惣淳二他 2008 教員の資質と力量に関する調

査 平成18～ 19年 度兵庫教育大学教育 。社会調査研

究センター研究プロジェクト研究報告書

Ю 参考までに, 1年前の2CX19年度授業評価アンケー

トによれば,受講学生全体の満足度781(そのうち熱

心層の満足度954)

(本学教授 )
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自律的学習をめざした高校総合学習の実践

1.は じめに～高校総合学習の創設と課題

20世紀から21世紀への世紀転換期において,「総

合的な学習の時間」が創設された。高校において

は1999年 版の学習指導要領において制度化され,

全ての課程・全ての学科において実践されてきた。

その後,2003年の学習指導要領の部分改訂におい

て,総合学習の実践に際して,①知の総合化の視

点を重視すること,②目標・内容・全体計画を作

成すること,③学校内外の教育資源を活用するこ

と,について補足された。さらに,2009年版の新

学習指導要領でも,総合学習の制度は継続し,①

探究的な学習としての充実をはかること,②各学

校段階間の取組の差異化をはかること,③体験活

動と言語活動の充実をはかること等が特に求めら

れた。ちなみに,新学習指導要領において,高校

総合学習の枠組みは次のように規定されている。

[目 標]

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通

して, 自ら課題を見付け,自 ら学び, 自ら考

え,主体的に判断し,よ りよく問題を解決す

る資質や能力を育成するとともに,学び方や

ものの考え方を身に付け,問題の解決や探究

活動に主体的,創造的,協同的に取 り組む態

度を育て, 自己の在 り方生き方を考えること

ができるようにする

[学習活動]

学習活動については,地域や学校の特色,

生徒の特性等に応じて,例えば国際理解,情

報,環境,福祉 。健康などの横断的 。総合的

な課題についての学習活動,生徒が興味 。関

心,進路等に応 じて設定した課題について知

識や技能の深化,総合化を図る学習活動, 自

己の在 り方生き方や進路について考察する学

習活動などを行うこと
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[指導上の留意事項 ]

○総合学科においては,総合的な学習の時間

の学習活動として,原則として生徒が興味・

関心,進路等に応 じて設定した課題につい

て知識や技能の深化,総合化を図る学習活

動を含むこと

○自然体験や就業体験活動,ボランティア活

動などの社会体験, ものづ くり,生産活動

などの体験活動,観察。実験 。実習,調査 。

研究,発表や討論などの学習活動を積極的

に取 り入れること

○グループ学習や個人研究などの多様な学習

形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が

一体となって指導に当たる

(注 )下線部が高校に独自の記述である。中

学に比 して,学習目標や学習課題,指導

方法において高度な指摘が見 られるとこ

ろが注目される。

高校段階では, どのような総合学習が求められ

るのだろうか。矢野裕俊によれば,高校では「生

活と学習の自律性」を高めることが要請され,そ

のためには「教えの総合から学びの総合へ」と転

換することが重要であるとされる(1)。
確かに,

高校生の年代のテーマはアイデンティティの確立

と自立であり,そのためにこそ自律的学習の経験

が重要となる。したがって高校においては,小 。

中学校での成果を踏まえて生徒の自律的学習能力

を向上させ,職業選択を含めた進路選択の力量を

高めることが必要であり,高校の総合学習もその

ような視点から実践されることが望ましい。

学校や地域の実態に相応した実践が求められる

総合学習は,実は高校生のニーズに対応した学び

を創造し,学びへの回帰を実現する機会ともなる

可能性が少なくない。様々な困難を抱えた高校教
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