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0.はじめに

国立大学教育実践研究関連センター協議会に設置

された教育実践・教師教育部Flの研究グループ(代

表:小林辰至_・上越教育大学)日は.教育実習が)キュ

ラムの実施と改革の動向を明らかにするために.国

立の教員育成大学・学部(神戸大学発達科学部を含

む49大学・学部)を対象として. 「教育実習を柱と

する体験的カリキュラムに関するアンケート調査」

を実施した。調査は.アンケート用紙の郵送によ

り. 2001年9月に実施した。回答は49大学中26大学

から得られた(回収率57%),

本論文においては.上記のアンケート調査の結果

2∝)2. ll. 29　受理

* 1新潟大学教育人間科学部附属教育実技総合センター

*2岡山大学教育学部

*3上越教育大学学校教育総合研究センター

'4山梨大学教育人間科学部附属教育実践総合センター

にもとづいて. 1年次生を対象とする教育実習カリ

キュラムの編成に関する.国立の教員巷成大学・学

部の動向と特徴および今後の課層を解明する。ただ

し.回収率の低さを補うために.文献調査を実施し.

データの補充を行った。本論文においては.その結

果についても.あわせて用いる(調査結果の全体に

ついては後掲の表を参照)。

調査結果によれば. 1年次生を対象とする教育実

習カリキュラムを絹成している大学・学部は総計18

である。これは.アンケートの回答14に.文献調査

による補充4を加えた教である(以下に用いる数値

データについても.この点は同じである)。従って.

国立の教員巷成大学・学部のうち.少なくとも37

パーセントにあたる数の大学・学部が. 1年次生を対

象とする教育実習カリキュラムを絹成していること

になる。

上記の調査においては. 「カリキュラム改革の実

施時期」に関する質問が設けられている。これに対

する回答は.平成10年度が3大学.平成11年度が4

大学と多く.平成8年度. 9年度. 12年度. 13年度
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が.それぞれ1大学であった。

上記の結果にもとづき.本論文の内容を次の騎序

に従って構成する。

(1)上記の期間に行われた大学政策および教員養

成政策と1年次生を対象とする教育実習カリ

キュラム編成との関連を整理する(第1章)0

(2) (1)を主要な視点として.個別大学・学部にお

ける1年次教育実習カリキュラムの編成(再編

成を含む)動向を位旺付ける(第2章)0

(3) 1年次教育実習のカリキュラム編成に関する

諸側面として.目的.施設.時期・方法.単位

数.教員巷成カリキュラムにおける位置付け

(選択・必修の別),を区別する。そして.それ

ぞれの側面について.その一般的な傾向を示す

とともに.個別大学・学部の取り組みから.特

徴的な事例を取り上げる(第3章)0

(4) 1年次教育実習のカリキュラム編成につい

て.その性格,目的.内容.教養教育および教

員巷成教育における意味.今後の課題について

述べる(第4章)0

本論文においては.先に述べたアンケート調査の

結果を基礎的なデータとして用いる。この調査の項

目については.濁川が原案を作成し.研究グループ

における討議を踏まえて.住野が最終的な修正を加

えた。本論文については.岡野が原案を作成し.住

野.柿.岡野による討議を経て.岡野が最終的なと

りまとめを行った。

なお.他の学年における教育実習カリキュラム

(事前・事後指導を含む)の編成動向および4年間

に渡るカリキュラムの全体像については.別に発表

される予定である田。

1.大学政策・教員養成政策との関連

1年次生を対象とする教育実習カリキュラムの編

成に関連する政策として.第1に注目する必要があ

るのは.大学設置基準の大約化(1991年)である。こ

れにより.各大学・学部において.一般教育.専門

教育の区分の見直しが行われ.各学部において4年

間のカリキュラムを編成することが可能になったO

その結果.例えば.従来の専門科目の一部を1年次

に移行させることも可能となった。

「教育実習」については.ほとんどの大学におい

て. 3年次(あるいは4年次)において実施されて

いる。これを.内容・方法を保存したまま. 1年次

に移行させることは.そもそも不可能である。 「教

育実習」については.主要な部分については3. 4年

次に位匿付けたまま.それに加える形で. 1年次生

にふさわしい内容・方法を備えたカリキュラムが独

自に編成されている。

第2に.教員巷成課程の学生定員削減(1998年度

より開始)により.従来.基本的には学校種に対応

する形で設澄されていた教員奄成課程を改組して.

学校教育教員養成課程.学校教育課程等の課程が設

置されるようになった。このような課程は``統合型'.

の教員養成課程と通称される。統合型の教員巷成課

程を設置している大学は. 20∝)年度現在. 39大学で

ある。

統合型教員養成課程の設置は.学部改組(名称変

更を伴う場合を含む)による課程の再編.新設の一

環として行われている。その場合.教員養成課程と

並立して.例えば.生涯学習に貢献する人材養成を

主要な目的とし.教員免許状の取得を卒業要件とし

ない.いわゆる..新課程(ゼロ免課程)''が設置さ

れている。そして.この課程については.教員養成

課程と同規模あるいはそれ以上の学生定員を備えて

いる大学も存在する(例えば.新潟大学教育人間科

学部においては.学生定員は.学校教育課程180名に

対して.生涯学習ネットワーク課程70人.生活環境

科学課程40人.健康スポーツ科学課程30人.芸術環

境創造課程60人.総計2∝)人である)。

このような大学を含め.今El.教員養成課程に対

しては.学校教員の巷成に対する目的志向性を従来

以上に明確にすること(いわゆる　…特化''の思想に

よる)a.さらに.カリキュラム編成においても,教

員養成に対する目的志向性を明確かつ具体的に示す

ことが求められている。

統合型教員養成課程の場合.学校種の決定は.入

学後.大学において一定の学習を経た後に行われる

(例えば.新潟大学教育人間科学部において.学校

教育課程・教科教育コース所属学生の.小学校主免.

中学校主免への振り分けは.学生の希望.成績にも

とづいて. 1年次末に決定される)。その結果.学生

に対しては.入学後.自らの判断にもとづいて.学

校種を決定することが求められる。同時に.大学に

対しては.学生が上記の判断を行うための有効な材

料を提供することが要請される。

1年次生を対象とする教育実習カリキュラムの編

成は.上記の要請に応える試みの一環として実施さ

れている。カリキュラムの内容を見ると. 1年次生

を対象とする教育実習においては.複数の種類の学

校園の教育活動に関する観察・参加が含まれている
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場合が多い。これは.上記の要請をカリキュラムの

内容として具体化した結果として理解することがで

きる。

第3に,教育職員養成審議会第1次答申r新たな

時代に向けた教員茸成の改善方策についてJ (1997

午)において. 「実践的指導力の基礎」の養成が束

調され.その一環として. 「教育実習の充実」が要

請された。 「教育実習の回数.時期,実施先.方法等

については.各大学の判断により適宜工夫する必要

がある」. 「教育実習の内容は授業実習に偏してい

る」等の指摘が行われ. 「1年次の観察的な実習2週

間と3 ・ 4年次(短期大学においては主として2年

汰)の本実習2週間とに分けて行う」方法が例示さ

isa

この答申にもとづいて教育職員免許法が改訂され

(1998年).各大学・学部において教員巷成カリキュ

ラムの再編成が進められた。その一環として. 1年

次生を対象とする教育実習カリキュラムが編成(ま

たは再編成)されている。加えて,免許法において

は. 「教職の意義等に関する科目」の新設が求められ

ている。この科目の一環として.教師論に関する講

義等と組み合わせる形で.学校教育現場の訪問が位

置付けられている事例も存在する。

2.個別大学・学部における編成動向

次に.上記の大学政策.教員襲成政策との関連を

主要な視点として.個別大学・学部における. 1年

次生を対象とする教育実習カリキュラムの編成動向

を位置付ける。ただし.上記の動向の内.後2着は

ほぼ同じ時期に起こっている。従って.個別の大

学・学部においては.後2着の要因が同時に関連し

ている事例が存在する。

以下においては,第1の要因(教巷部改組)に関

連する事例として.佐賀大学.信州大学.岡山大学.

第2の要因(統合型教員我成課程の設置)および第

3の要因(教導審答申および免許法の改訂)に関連

する事例として.岡山大学.大分大学.秋田大学.

愛知教育大学.島根大学をとりあげる。

認定される単位数および対応する授業科目の位置

付け(選択・必修の別)については.授業科目名の

後に記した(無記入のものは不明であることを示

す)。上記2点については.これにより,その全国的

な傾向を知ることができる。

下記において.アンケート調査の結果による場合

については.この点に関する注記を省略した。文献

調査の結果による場合については.その出典を注記

した。

2-1　大学投覆基準の大綱化との関連

佐賀大学においては.大学設置基準の大飼化に伴

う教養部の廃止・転換によって.平成8年.文化教

育学部(学生定員240名)が創設された。この学部

においては.教員葡成を主要な目的とする学校教育

課程(学生定員90名)が設置され.平成9年度から,

教育実習カリキュラムの改革が行われている。 1年

次生を対象とする教育実習カリキュラムとしては.

「教育実習I」 (必修)が設置されている。 「教育実

習I」は. 「学校教育への関心と理解を深める」こ

とを目的として.小学校.中学校.幼稚固,養護学

校の4種頬の学校園すべてにおいて実施されてい

る。

信州大学教育学部においても.教養部の廃止・転

換にともない.平成7年度において,学部改組およ

び教員養成カリキュラムの改革が行われた。その一

環として. 1年次生を対象とする授業科目「教育参

加」 (1単位.必修)が新設されている。この授業

科目においては. 「 l年次生が.学校や生涯学習施設

で行われる教育活動の実際場面に参加したり.教育

実習の様子を参観したりすることによって.子ども

たちや教職員とのふれあいを体験する」。この授業

料目については. 「教育への認識を深める擬会」であ

り. 「4年間にわたって教科専門科目.教職専門科目

等を履修していく上での基礎」として位置付けられ

ている紬。

岡山大学においても.平成6年度に教茸部が廃止

された。これにともなって.教育学部においても,

4年間のカリキュラムの絹成.その一環として,教

育実習カリキュラムの改革が行われている。 1年次

生を対象とする教育実習カリキュラムとしては,平

成6年度において. 「観察・参加実習」 (1単位.必

修)が実施されている。これは.平成7年度入学生

からの適用に向けた試行として位置付けられている申。

2-2　統合型教員養成採種の放置,教養事答申お

よび免許法改訂との関連

その後.岡山大学教育学部においては.平成11年

度に学部改組が行われ.学校種を基本として設置さ

れていた教員養成課程を統合して.新たに.学校教

育教員茸成課程が設定された.これに伴い. r新教育

実習カリキュラム」が絹成され。.「1年次観察・参加

(教育実習I)」 (1単位.必修)が. 1年次生を対
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象とする教育実習カリキュラムとして設けられてい

る。学校教育教員賛成課程においては. 1年次にお

いては専攻する学校種が未定であり. 2年次におい

て.はじめて.小学校;中学校.幼稚園.障害児学

校の4専攻から.自分の専攻を決定する。このよう

な制度において.上記の「観察・参加」に対しては.

社会的風評や教員採用試験の倍率.就職状況等に

よって判断するのではなぐ.教員としての適性を判

断するための「拠り所」となる「体験」を与えるも

のとして,重要な意味が付与されている。 「観察・参

加」においては.附属小学校.中学校,巷護学校.

幼稚園の4校園の教育活動を対象とする観察・参加

が.各1日,総計4日間に渡って.実施されるmo

大分大学教育学部においては.平成3年度から.

1年次生を対象とする観察実習が行われている申。

平成11年度に創設された教育福祉科学部において

は. 「参加体験実習」 (1年次.必修)が実施されて

いる。この「実習」に対しても.学校種の決定との

関連において重要な意味が付与されている。すなわ

ち. 2年次以降における主要免許.副免許の決定の

ために. 4種煩の附属学校園の教育活動に対する参

加が.総計4回.実施される。

「教職の意義に関する科目」の一項として実施さ

れている事例としては.秋田大学教育文化学部「教

職導入ゼミ」。.愛知教育大学「教師論」. 「奄護教師

論」.島根大学教育学部r教職ガイダンス」0などが

ある。ここでは秋田大学の事例について見る。

秋田大学教育文化学部「教職導入ゼミ」において

は.教師論.教員の実際に関する講義.免許取得の

ための履修方法.グループ討議.事前指導等の後に.

「学校訪問」が行われる。学生は.附属小学校.中

学校.幼稚園.巷護学校から選択した2校園を.各

1日.午前中をかけて訪問する。授業の観察.参加.

子どもとの交流等を経験し.最後に,質疑.懇談を

行う。 「学校訪問」の後には.訪問において受けた印

象や学習成果に関する討議・発表が行われる。この

ようにして. 「教育実習に行く前の. 1年次. 2年次

の段階から学校現場の状況に接する機会を多くして

いくこと」により. 「教員としての自らの資質.過

性を考えさせる」ことが目的とされている。

3.カリキュラム編成の諸側面

次に.実習の目的.施設.実施時期・方法.単位

数.教員巷成カリキュラムにおける位置付けなど.

1年次生を対象とする教育実習カリキュラム絹成の

諸側面に注目する。それぞれの側面について.その

全国的な傾向を示すとともに.個別大学・学部にお

ける特徴的な事例を見る。

取り上げる事例は次の通りである。実習の目的に

ついては福井大学.施設については北海道教育大

学・札幌校.上越教育大学.長崎大学.福岡教育大

学.時期・方法については兵庫教育大学.香川大学.

教員養成カリキュラムにおける位置付けについては

新潟大学。

3-1　目的の投定

実習の目的については.第2章においてもその一

部を引用している。学校教育現場への参加・観察を

通して, 「学校教育への関心と理解を深める」 (佐賀

大学). 「教員としての自らの資質.適性を考えさせ

る」 (秋田大学). r教育への認識を深める」. 4年間に

渡る教員賛成教育の「基礎」の形成(信州大学)な

どの目的が設定されている。

この他.類似する目的として. 「教員となる意欲と

心構えを培う」 (兵庫教育大学). 「教職に向けての自

己課題を明確にする」 (鳴門教育大学). 「教育研究へ

の目的意識を持たせる」 (北海道教育大学・札幌校)

などがある。これらの事例が. 1年次教育実習の目

的設定に関する全国的な傾向を表現している。

福井大学教育地域科学部の教育実習カリキュラム

は. 「教育実践研究」 (I-VI.総計10単位)によっ

て構成されており.その実施は学部4年間に渡る。

この内, 「教育実践研究I」 (1単位. 1　年次に実

施)のオリエンテーションにおいては.この講義に

おいて目的とされている「実践的指導力」の内容に

ついて.科学教育を例とした説明が行なわれてい

る。まず, 「科学の現段階での構造0を前提にして.

この水準に子どもたちの知が到達できるためのプロ

グラム」を構成する方法が示され.それに対して.

「子ども自身にはなぜそれを学ぶのかが見えて」お

らず. 「結果的には教え込まれる教育にならざるを

得ない」と批判される。次に. 「教師を目指す学生

が.大学での学問追究と並行して.自らの知識体系

を再度子どもの視点にたって再構成する」観点が示

され.それがこの授業の目的として設定されている

Ib

ここ.には.教員賛成教育における教科専門科目の

内容構成原理に深く関わる観点が示されている。先

に見たような傾向の中で.このような目的の設定は

ユニークである。また.教員養成教育のあり方に対

する最近の批判との関連においても.注目に値する4㌔
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3-2　実施施設

次に.実施施設について。調査結果によれば,教

育実習の実施に際しては.附属学校園を実習施設と

する事例がほとんどである。これに対して.北海道

教育大学・札幌校「基礎実習」 (2単鑑.必修)に

おいては.学校以外の教育施設が含まれている点.

上越教育大学「観察・参加実習」 (1単位.必修).

長崎大学教育学部「参加観察実習I A」 (必修)に

おいては.実習校の種類.立地条件が明確に定めら

れている点が特徴的である。福岡教育大学「体験実

習」 (1単位.選択)は.大学近隣の協力校におい

て実施され.附属学校園は実習施設に含まれていな

い。ただし.その理由.事例については不明であるの。

上記3大学の事例について次に見る。

北海道教育大学・札幌校「基礎実習」は. 「学校

実習」と「自主実習」から構成される。後者におい

ては. 「1年次の夏季休業を利用して,出身学校・

社会教育施設・その他教育関連施設に直接自ら出向

き.取材したり.各種メディアを利用して教育の今

日的問題を調べるなどの自由課題のレポート」が課

されている。これは. 「自由な発想をもとに大学を

離れて,自ら教育を学ぶ」という観点にもとづくも

のである4.。この他,第2章において見た..信州大学

教育学部「教育参加」においても.少年自然の家な

どの社会教育施設が含まれている。

上越教育大学においては.実習施設(および期間)

が.僻地按(1日間),特殊教育諸学校(2日間)

と定められている。 1年次においては.これらの学

校における授業参加.子どもたちとのふれあいを通

して. 「教育の原点を理解させる」ことが目的とされ

ている。

長崎大学「参加観察実習IA」においては.実習

施設が附属幼稚園および障害児学校に定められてい

る。この「実習」は. 「就学前教育論」. 「障害児教

育論」を受講した後.実際に,幼稚園児,障害児と

触れ合うとともに.その様子を把握することを主要

な内容とするものであり.小学校.中学校の児童・

生徒に関する理解を深める体験として位置付けられ

ている。

3-3　実施時期・方法,単位数

次に.実施時期・方法について。全国的な悼向と

しては.入学後の早期(4月～7月)に開始し.紘

計4-5日程度の期間を設けている事例が多い。例

えば,兵庫教育大学「実地教育I」 (1単位.必修)

においては.5月に.総計5日間.養護学校.幼稚

園.小学校.中学校の見学が行われる(ただし.中

学校の見学は平成11年度まで)。これは. 「鉄は熱い

うちに打て」という基本方針にもとづいている吋Oそ

の意味については.次のように説明されている。

学生は1年生に入ってすぐやりますので.こう

いう経験の中で.自分は教師に向いているのかど

うか.教師を目指してやっていけるのかどうか.

現場の中で自分の在り方みたいなものを考える場

面.あるいは教師として自分が働いていける・活

動できる可能性を実感しております。学生にとっ

ては1週間ずーっと見学に行くのは結構大変なん

ですけれども. 1年間ずーっと講義ぽっかり受け

てから. 2年生の終わり頃や3年生になってから

見学に出るよりも.よっぽど学生の目的意識が

パッとはっきりするという串では. 1年生で入学
してすぐ出るというのはメリットがあるのではな

いかと考えております。

実施に際しては. 「何もわからないうちにポーン

と放り出」す. 「結構乱暴な」方法がとられている。

その効果については,次のように説明されている。

その中で. 「どうしよう私は」.と考えた時に.

直感的に何か動くんですね。 「あ.ここではこう

いうふうに.子供と寄り添わなくちゃいけないん

じゃないか」というようなことを戸惑いを感じな

がらするんですけど.そういうはうがむしろ真剣

で. 1年生であるだけに.効果があるような感じ

が致します。

香川大学教育学部「初等教育研究」 (必修)にお

いては.小学校教員養成課程の所属学生による.附

属小学校.幼稚囲.養護学校への参観が行われる。

この実習においては, 「学校参観の後の『振り返り活

動J」が.その「中核」として重視されているO学

生相互の体験交流, 「事実」や「問題」に対する教

官の解説等を通して. 「具体的な教育実践の事実へ

の意味づけと,集団のディスカッションによる視点

の共有」および「学生の問題意識の明確化」が意図

されている400　なお.現在においては. 「学校教育入

門」 (2単位.必修)tが実施されている。

単位数については.これまでの記述において示さ

れているように, 2単位の事例もあるが. 1単位を認

定している事例が多い。

3-4　カリキュラム上の位置付け(必修・選択の

別)

1年次生を対象とする教育実習カリキュラムを編
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成している大学・学部においては.それを必修科目

として位置付けている事例がほとんどである。

新潟大学教育人間科学部「入門教育実習」 (2単

位)において.単位認定は. '附属教育実践総合セン

ターが開講している「教育実践研究演習」などの教

育実践研究関連科目によって行なわれる。同学部・

学校教育課程のカリキュラムにおいて.この科目は

課程共通科目群の一つとして位置付けられており.

学生に対しては.その科目群から. 2単位を選択履

修することが義務付けられている。新潟大学教育人

間科学部の教員茸成カリキュラ与において. 「入門

教育実習」は,必修科目ではなく.選択科目として

位駐付けられているのであるO

従って. 1年次教育実習のための学生募集という

営みそれ自身が.新潟大学の事例を特徴付けてい

る。こめ「実習」に関連する学生数は. 1年次教育

実習カリキュラムに対する学生のニーズを知る上

で.全国的に見ても*重なデータを提供している。

「入門教育実習」への参加を希望する学生の教は.

実施以降の4年間において. 34名(平成11年度). 37

.名(平成12年度). 40名(平成13年度).80名(平成

14年度)である。特に.平成14年度において.著し

い増加を示している(なお.同学部の学校教育課程

の入学定員は180名である)抑0

4.おわりに

三上勝夫は. 「どうすれば力のある教員を巷成す

ることができるのか」という問題意識から.現職教

員に対するインタビューを行っている。その中に次

の発育がある叫。

大学の先生から,学生は質問しないとよく聞き

ますが.おそらく.高校や予備校までの詰め込み

教育で.知的好奇心がすり減るところまですり

減っているのだと思います。入試の成練のいい学

生ほど.それとひきかえに本来の「知」が磨耗し

ているはずです。そして.いっそう深刻なのは.

本人がそれを自覚していないことですよね。むし

ろ.札幌校に入ったんだからいっぱしなんだと

思っているかもしれません。この学生たちに.プ

ライド.を傷つけずに無知を覚らせ.知的好奇心を

引きだすのは大変かもしれませんが.入学したて

の早いうちにやってほしいですよね。大学生活を

なめき'.,てしまうと.あとはそのままずるずると

いってしまうような気がします。

この発音を受けて.三上は. 「いか'に早い時期に学

生を学ぶ主体として形成できるか」という課題を設

定している仲o l年次生を対象とする教育実習カリ

キュラムの編成は.この課題に対する回答の試みと

しての性格を備えている。

1年次教育実習カリキュラムの編成は. 「まずr実

践Jから入って. r学問jや『理論Jの必要性,塞

要性に直面させる」ことを基本的観点としている。

それにより.学生に対しては. 「将来教師として在る

べき自己の無力さに気づき,大学における学問の重

要性に目覚める」ことが期待されているのである。

その際.内容として重要な意味を持つのが. 「児童生

徒と生活体験や自然体R.そして社会体験を共にす

畢こと」であるO'。
従って. 1年次教育実習カリキュラムの編成は.

また.教員巷成教育における「体験的がノキュラム」

編成の一環としての性格を備えている。この点につ

いては次の指摘がある。

教育実習をはじめとする豊富な「体験」をが)

キュラムとして提供すると同時に.その「体験」

を客観化・対象化して捉え直すこと.教員として

の実践的力量の基礎としてそれを明確に位置付け

ることが必要なのであり.そのような搬能を組み

込んだ教員巷成教育の体系的なカリキュラム.教

育内容・方法の構築が求められているeD。

上記の要請にもとづく教員養成カリキュラムの編

成において. 1年次教育実習カリキュラムは.その

重要な構成要素として位置付けられる。その際.実

施方法としては. 「モノやひとにじかに接する『探偵

団』型の学習」が注目される竹。

誰かが明らかにした結果だけを覚えることが学

習の全てであった学生には.問いをもつ.調査実

験してたしかめる.答えをえる・あらたな問いを

いだく-といった本来の学習の体験がなにより

も必要であろう。基礎教育を行なって.しかる後

に専門でできることだという正論もありえるが.

それでは遅いのである。無手勝流に.問題にぶつ

かって.懸命に考える.必要な知識は後追いで学

習する。それが学ぶことのおもしろさを育てる

きっかけになるのではないかと思われるがどうだ

ろうかO 「一般教賛」教育の見なおしに・もつながる

といえる。

1年次教育実習カリキュラム編成の目的は.第1

に.教育を行う立場・視点から,教育に関する「体

験的情報・知識」を獲得することであり.第2に.

それを通して.学生の内面に. 「自らのr体験的知

識・情報.Dを意味づけ盤理し再構成していくための
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基本的枠組みとなる『概念的論理的情報・知識』を

(中略)得たいと欲している」匂状態を作り出すこと

である。第3に.それを通して.学生の関心を.「与

れまでの偏差値型の学力とは異なる次元における学

問の論理」61に向けさせることであるO第4に.「学

問」それ自身の見直し.再編成も重要な課題となるo・

「教育学教育について考えることが,'われわれの

F教育j概念を豊かなものとし.教育学にあらたな

実りをもたらすような.そんな方向で教育学教育の

問題を取り上げること」が必要かつ重要であるesi
。1
年次教育実習カリキュラムの編成についても.上記

の方向にもとづく教育学教育.その改革の一環とし

て位置付けることができるcc。

おわりに.今後の課題として.・特に.上記の第3.

第4の目的に関連する研究の必要性を指摘しておき

たい。1年次教育実習カリキュラムについては.そ

の編成.充実と合わせて.教員巷成カリキュラム全

体における位置.機能の解明が重要である。具体的

な課題として.参加学生を対象とする追跡調査によ

る.その後のカリキュラムによる学びの履歴.それ

を通した自己形成過程の解明があげられる。例えば

新潟大学教育人間科学部においては.「入門教育実

習」の参加学生に対する追跡調査が行われている巾。

白松賢は.教職志望学生に対するインタビューを通

して.教育実習によって明確化された学習課題に関

する学習を深める機会が.カリキュラムとして編成

されていない土とを明らかにし.その「見直しの必

要性」を指摘しているC4。このような取り組みを通し

て.教育学教育を含む教員巷成教育について,その

問題点が明らかになるとともに.改革の課題と方向

性に対する示唆を得ることが期待される。

um

(1)平成12-14年度.日本学術振興会科学研究費補

助金(基盤研究脚(D)「新免許法に対応する教員

巷成課程体験的カリキュラムの体系的構築に関す

る実践的研究」による共同研究。共同研究者は次

の12名(平成14年度)。小林辰至(上越教育大学

学校教育学部.研究代表者).濁川明男(上越教

育大学学校教育総合研究センター).羽賀故地(臥

前大学教育学部).岡野勉(新潟大学教育人間科学

部).林尚示(山梨大学教育人間科学部).土井進.

谷塚光典(信州大学教育学部).須曽野仁志(≡

重大学教育学部).住野好久(岡山大学教育学部).

白根福粟(広島大学大学院教育学研究科),中山玄

三(熊本大学教育学部).梅揮実(鳴門教育大学

学校教育実践センター)。

(2) 1年次および3年次生と対象とする教育実習カ

リキュラムについては次を参照。林尚示・岡野勉・

住野好久・濁川明男「教員養成大学・学部におけ

る2 - 3年次教育実習カリキュラムの改革動向」

F山梨大学教育人間科学部紀要』第4巻第2号,

2003年。

(3)制度に関する検討は本論文の課題ではないが.

佐久間亜紀は.アメリカの教員巻成制度との比較

を通して.日本の国立大学の教員茸成大学・学部

による教員養成制度の閉鎖的性格を明らかにし,

次のよう'に述べている。 「学生の進路可能性を教

職のみに狭める方向への改革は.むしろ教員養成

大学・学部が優秀な学生を獲得するための他大

学・学部との競争力を奪い.教師の質の低下につ

ながることが懸念される」。佐久間亜紀「アメリカ

の教員喜成制度の現状と問題点一日米比較の観点

から」 『東京学芸大学教員養成カリキュラム開発

研究センター研究年報』第1集. 2002年. 26-27

ペ-ジ.

(4)土井進「臨床経験の授業科目『教育参加』の開

設と効果」日本教師教育学会年報第7号『学校の

問い直しと教師教育の課題』. 1998年.八千代出

版. 157-158ノ七-ジO

(5)その詳細については次を参照。羽原貞夫「1年

次生観察・参加の革み-教職に関する学生の意識

を中心として」岡山大学教育学部附属教育実習研

究指導センタ一編『教育実習研究年報』第6号,

1 995年。

㈱　その全体像については次に詳しい。黒埼東洋郎

「新教育実習カリキュラムについての検討一学校

教育教員養成課程の教育実習を中心に」 『岡山大

学教育学部研究集録』第111号. 1999年。

(7)黒崎東洋郎「学校教育教員養成課程創設の理念

に基づく教育実習カリキュラム- 1年次教育実習

(附小・附中)を中心に」 『岡山大学教育学部研

究集録j第112号. 1999年。

(8)有本昌弘「観察参加型体験実習の成果と分析」

『大分大学教育学部附属教育実践研究指導セン

ター紀要』第12号. 1994年。

(9)佐藤修司「新名称教員巷成学部における教師教

育の課題一教職導入ゼミを中心に」 F秋田大学教

育文化学部教育実践研究紀要j第24号. 2002年.

86-87ページ。

00)鹿兼志保・川路澄人「2001年度における教育学
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部附属教育臨床総合研究センターrまなびJI部門

の活動」 『島根大学教育臨床総合研究J第1号.

2001年。

OD　福井大学教育地域科学部r教職課程における教

育内容・方法の開発研究報告書2J. 2000年3凡

29-30ページ。

Oa・文部科学省に設置された「国立の教員巷成系大

学・学部の在り方に関する懇談会」において.教

科専門科目のあり方が批判の対象となったことは

記憶に新しい(同報告書r今後の国立の教員賛成

系大学・学部の在り方について』 2001年11月22

日)。この点に関連して,委員の1人である小笠

原道雄は. 「生なままの純粋専門科学」を「再構

成」し. 「教科内容の開発・創造のための教科専

門研究」を行なう「教科内容学」の必要性を指摘

し.それを. 「専門学部としての教育学部」の重

要な存立要件として位置付けている。小笠原道雄

「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する

懇談会F報告書Jlの内容とその検討」 『教育学研

究JI第69巻第1号. 2∝)2年3月. 115-119ページ。

Oa　兄井彰「大学1年次における教育現場での体験

的教育実習(基礎実習)の試み」福岡教育大学教

育学部附属教育実践総合センタ一編r教育実践研

究j第9号. 2001年3月。

04)杵淵信・藤井力夫・村田千尋・菅野英人・鈴木

康裕・山田浩宮「教員茸成教育における初期教育

実習の教育的搬能」 r北海道教育大学教育実践総合

センター紀要j 2(氾l牛. 68-69ページ0

個　長揮憲保「特別講演会rフレンドシップ事業と

体験的学習について』 (要旨)」 r群馬大学教育実

践研究』第19号. 2∝)2年。この実習についての引

用はこの講演要旨による。

qQ　松本康・有馬道久・佐藤明宏・,住野好久・湯浅

恭正「教員賛成課程1年生によろ附属学校園の参

観」 r香川大学教育実践研究』第28号. 1997年。

07)岡野勉・宮薗衛他9名「1年次生を対象とする

教育実習カリキュラムの開発-新潟大学教育人間

科学部r入門教育実習JIの構想と試行」 r新潟大

学教育人間科学部紀要」第5巻第2号.人文・社

会科学編. 2(氾3年。

佃　三上勝夫「教育実践力はどのように形成される

か一教師へのインタビューをとおして」北海道教

育大学教育学部札幌校「教師の実践力」プロジェ

クト;田中実絹集代表r大学で育てる教師の実践

力J. 1996年. 42-43ページ。

Og)同上書, 44ページ.

伽　土井進「教育実習による学生の成長」口本教師

教育学会絹『講座教師教育学　第Ⅱ巻　教師をめ

ざす』学文社. 2002年. 78ページO

伽　新潟大学教育人間科学部附属教育実践研究指導

センター絹r平成9年度「新潟大学教育学部フレ

ンドシップ事業」実施報告書-教員巷成教育にお

ける「体験的カリキュラム」の開発皿1998年. 3

ページ。

「体験」を重要な構成要素として能匿付けた教

具巷成カリキュラム編成の試みとして次を参照。

北海道教育大学釧路校教師教育研究全編r教師の

「体験」活動j東洋館出版社. 1998年。

井尻正二は,科学研究における「体験的方法」

の重要性を指摘している。同r新版科学論LBj大

月書店. 1977年。この指摘と教員養成教育におけ

る「体験的カリキュラム」の開発との関連につい

ては.次において簡単に触れた。岡野勉「おわり

に」.新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合

センター教育実習研究会縮『教育実習カリキュラ

ムによる教職意識の形成・発達過程一大学1. 3年

次生を対象としてJ. 2001年度新潟大学プロジェク

ト推進経費研究報告書. 2(氾2年7月。

∞　三上勝夫.前掲0乱「教育実践力はどのように形

成されるか」. 44-45ページ。

の　山崎準二r教師のライフコ-ス研究JI.創見社.

2002年. 371ページO

伽　寺崎昌男「教師教育・教職課程の教育と大学改

革」.同r大学教育の可能性Jl東信堂. 2002年.

256ページ。

餌　長尾十三二r教師教育の課題J玉川大学出版部.

1994年. 180ページ。

㈱　教育学の鱗域における.この課題への取り組み

として次を参照。倉賀野志郎・高鳴幸男・玉井康

之・笠間浩幸「教育学入門期(1年次)における

[学校等訪問]と[体験に学ぶ]に基づく演習実

践と課嘩」日本教師教育学会年報第3号r大学改

革と教育者賛成カリキュラムj　日本教育新聞社.

1 994年。

m　新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合セン

ター教育実習研究会鼠　前掲eD. r教育実習カリ

キュラムによる教職意識の形成・発達過程J. 209

-225ページ。

㈱　白松賢「教育実習生の自己対象化に関する研究

Ⅱ-ある教職志望学生のライフヒストリー」 r愛

媛大学教育実践総合センター紀要』第20号. 2002

年, 109-110ページ。
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し上げます0

(謝辞〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(付妃〉

本論文は. 「教育実習を柱とする体験的カリキュ　　　本論文は.平成12-14年度日本学術振興会科学研

ラム」に関するアンケート調査の結果を基礎的資料　　究費補助金(基盤研究の(D) 「新免許法に対応する

としている。貴重な回答を寄せて頂きました各大　　教員巷成課程体験的カリキュラムの体系的構築に関

学・学部の教育実習担当教職員のみなさんに感謝申　　する実践的研究」 (研究代表者:小林辰至)による



246 新潟大学教育人間科学部紀要　第5巻　第2号

表1年次生を対象とする教育実習カリキュラムの編成動向

ID 大学名
教育実習

時期 時間
単位 & tt

選 択

の 別

実 習 校
基本コンセプ トと カリキュラム改革との

の 名 称 鑑定 具体的内容 関連. その他

1 北海道 基礎実習 5 ~ 9 2 単位 必修 附属小学校. 附属 1 1 年次学生に対 して. (改革実施年度)平成11年度

教育大学 (学校実習. 月 中学校. 附属小学 学授教書の寮践現場を早 (改革の内容)新たな教育実

札幌授 自主実習) 授 ふ じのめ 学級 朋に経験させ. 教員とし 習の新教○

(学校実習) ての白鷺 と教育研究の日 (改革についての説明)r学

出身学校. 社会教 的意織を持たせる (学校 授教育教員養成梯程」の発

甘施設. その他社 実習)。 堤. 教育職員免打法の改正

青関連施投 (2) 夏季休業中に自ら実習 への対応による. 教負養成

(自主実習) を行い. 一般社会におけ

る教青活動を主体的に経

験 し尿畦意織を捉えさせ

る (自主実習)○

放言カリキュラムの抜本的

改革の一項 である。r基礎

実習」は. 本学の新教且養

成カリキュラムを最も特故

付けている科目である○

2 山形大学 観察実習 4 ~ 7
月

15回 .

30時間

1 本位 必修 附属小学校. 中学

校. 幼稚固. 養護

学校

小 . 中学校. 幼稚Eg . 後護

学校の授業見学. 教師 .教

義鎗 (各学校穣) の講義

3 新再大学 入門教育実習 5 ~ 11 3 匝】 2 JP位 選択 附属学校Eg (養護 学校における教師の仕事. (I) 事前 . 書抜指導として

月 学校をの ぞ く). 子 どもの姿に触れることに は. 最初に全体オ リエン

佑力投圃 (4 校開) より. 放言を受ける儀から

軟膏を行な う立場への視

A .姿勢の転換を促す。

テーシ , ン (4 月). その

後. 各コース別の教育活

動への参加の醇に (5 月

-ll/1 ). 最後 に全 体の
報告会を行なう (12月)。

位) 単位塔定は教育実践研
究 関係科 目により行な

う○

(3) I教義課程におけ る教

育内容 .方法の開発研究

(教育実習)」の一環とし

て平成11年度 に試 行 し

た○その結果. 学生にも

教員 (附属. 学部とも).

にも好評だったため. 早

成12年度以降においても

継続 している。

4 上越教育 観 察 . 5 月 3 日間 1 単位 必修 協力校. 陣害児学 へき地小規模授 1 日. 特殊 事前車扱指導として. 観察

大学 奮加実習 校 (12校FI ) 軟膏 雑学授 2 日. It 3 日

間。素朴な小規換校での授

業参加. 子ども連 との触れ

合い. 陣容を持つ子どもた

ちとの触れ合いを適 して.

教育の震点を理解させる。

参加実習の 日的, あり方に

ついての指導. 並びに成果
に関する発表 . 助言を行な

ラ (各 1時間. 必修)。

5 償州大学 放言参加 通年 年間を 1 単位 必修 附属学校Eg. 社会 附 属学校 Eg . 杜会鉄管 施 (改革実施年度)平成 8 年度

通して 教青施投. 養護学 投一養護学校で行われてい (改革の内書)新たな教育実

$ m 授 る活動に参加 し. 軟膏実践

を体験することによって.

人間の教青の営みへ の関

心 .意欲を高める。

管 (r臨床掻験」) の新投

(改革についての良明)平成

7 年度の学缶改範に伴う教
員義虚が ) キユラム改善の

一環。

6 富山大学 主免観察. 加 9 一一一0 4 E】間 必修 附属学校乱 陣容 車的事後指導(必修)を 9 月 (改革実施年度)平成13年度

刀 児学 校. 協 力 校

( 1校)

に 2 時間実施す る○ (改革についての説明)従来

は. 2 年次に観察参加(4 日
間). 3 年次に主免教育実習

(必修). 4 年次に鋼免教育

実習 (選択) と主免教育実

習 (遜択) となl, ていたが.

今回の改訂で. より早い段

階から教育現場にふれるこ

とができ るよ うにす るた

め. 1 年次に鮫顛参加(4 日

間). 2 年次に主免教育実習

(必修 . 2 蝉位). 3 年次に

主免教育実習 (必修 . 2 単
位) と9 .免教育実習 (遜沢.

2 単位). 4 年次 二̀王免教育

実習 (選択. 2単位) とし.

大学 4 年間を通じて教育実

習に参加するようにした。
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研究成果の一部である。表 1年次生を対象とする教育実習カリキュラムの編成動向(続き)

7 福井大学 教育実践研究 通年 年M を 1単位 必修 附属学校鼠 福祉 次の活動により. 教育実習 (改革についての説明)「教

I 通 して 施設. 公立盲.響. および教師への心構えを持 育実践研究」 ( 10単位) は.

実 施 巷護学校 つ○① r教育実践研究」全

体 ( I - V I. 1~ 4 年次) の

日的 .方法についての浪習 .

講義 . ②前年度学生 ( 4 年

次生) による教育実習の体

験発表. ③特殊諸学校での

観察実習. 福祉施設での介

護体扱 ( 7 日間). ⑥ r入門

セミナ I 」による③の事前
学習 ( 2 回 ), ⑤附属学校で

の研究大会へ の参加 ( 2

甲) . ⑥上級生の教育実習
研究授業への参加

教育実習を中心としたプロ

ジェクト型授業であり. 教
員巷戒の中核 となる授業で

ある。
r教育実践研究」は. 附属

学校における教育研究 と大

学教育が有撫的に連携を取

りなが ら▼相互交沈 しつつ

長期的な展望のもとに行う
授業である。

(改革実施年度 )平成 11年度

入学生より○

8 宇本宮

大学

事前指SK I

事前指導 (幻
7 ~ 10
月

1 単位 必修 教育学部 事前指導(i) r教育実習の意

義と心構え」は.大学にて.

附属小 .中の教師による講

義を受け. 実習に出向く意

義 と心構えを学ばせる。

事前指導(2 )は. さらにI r教

育実習 I」 (観察参加 I 2年

汰 ) に関する具体的な指導

を行なう○

9 愛知教育 教育実地研究 9 月 5 日間 l # ffi 選択 附属学校鼠 辞書 授業や学校行事における観

大学 (基礎爽習) 児学校 察 .参加を通 して. 学校教

育の基本的な営みについて

理解を深めるとともに. チ

どもたちとのふれあいを通

して児童 .生徒の理解を深
め. 教職へ の意欲 を育て

る。

教師論

養護教輪治

前期 半日 2 串位 必修 教職の意義等に関す る科 目

の一部として. 学校教育の
現場を見学実習させ. 教員

の職務内客や意義の理解を
図るとともに- 教職への意

欲を喚起する0

10 兵畑教育 実地教育 I 5 月 5 日間 1 串位 必修 附属学校国.賂力 実地教 育体 系の意義 を学 r実地教育 Iオ リエンテー

大学 校閲. 辞書児学校 ぴ. 幼稚囲. 小学校. 発議

学校の教育概要と実践につ

いて理解 し. 各校園での見

学 .参加の実習を過 して.

初等教育教員となる意欲と

心構えを培う。

シヨン」(必捗) を 5 月に 4

時 間実施す る。

ll 岡山大学 教育実習 I 4 日間 1 単位 必修 附属学校囲 附属 4 校園の教育の特徴を

知 る。幼児 .児童 .生徒理
解 0

(改革実施年度 )平成 10年度

(改革の内容)その他. 教甘

美習の運営 . 組織の変更

(改革についての説明) r教

育実習 I」:多様な学校租明

察 . 参加 . r教育実習Ⅲ」:

中学校 3 週間 か ら 4 週間

へI r教育実習 Ⅳ」..必修か
らオプションへ. 第 2 免許
も必捗で. 実習も必修。

12 島根大学 ft 毎週 計 15回 2 単位 必修 附属学校鼠 群書 教員免許取得 に係るカ リ r教育現場の体験」は. 前

ガイダンス 1時間 児学校 キ ユラムを体 系的 に解放

し. 履修ガイダンスを行な

うe また. 教育学的な内容

を踏 まえた講義や実際の教
育現場での観察 .参加 (r教

育現場の体験」) を通 して.

教職への志向を高める。

期は 6 月 1 日～ 7 月3 1日ま

での期間にのベ 8 回. 後朗

は11月2 1日～12月13日まで

の聯問にのベ 8 回. 実施。
学生は. 提示された候補

日の中から訪問日を 1 日遇

択 し. 事前指導としてのオ

リエンテーシ ョンを 2 時間

受けた後. センタI 教官の
引率の下. 小グループに分

かれて. 保育や授業の様子

を観察する (平成 13年度の

場合)。
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表l年次生を対象とする教育実習カリキュラムの編成動向(続き)

13 香川大学 学校教育入門 通年 2 単位 必修 附属学校園の参観と体輸交

枕を通 して. 自分と学校の

関わりについて考える○

14 鳴門教育 実地教曾 I 9 月 5 【∃間 1単位 必鯵 附属学校Lg. 陣書 教育実践現場の様子を観 (改革実施年度)平成12年度
大学 (実地基礎軟膏) 児学校 察することにより. 教義及

び幼児 . 児童 . 生徒理解を

深める。

教轍への意欲を高めると

ともに. 教職に向けての自

己課髄を明確にする。

(改革の内容)新たな故育実

習の新設

(改革についての説明)r実

地教育 I (実地基礎教育)」

では. 附属養護学校におい

て. 交流実習 ( 1 日間) 管
行なってきた。新たに. 附

属幼推園. 小学校. 中学校

において3 日間の観察と 1
日の協議 を扱ける ことと

なった。

15 福岡教育 体験実習 全日の 1 中位 選択 tB 力校EI (大学近 (1) 近所 の幼 経国. 小 学 (改革実施年度)平成11年度
大学 場合は 隣:宗位地区の小. 校. 中学校及び地域教育 (改革の内容)新たな敦青実

2日間. 中学校. 福岡県内 ta ra で実施される行書 . 習の新設

半日の の盲 . 響 .養護学 課外 活動や事業 に参加 (改革についての説明)大学

場合は

3 回以

上参加

する。

♯肘指

顔. 事

後指導

を受け

る。

校. 附J<幼稚園) し. 先生などの補助を行

い. 子どもに付き醜い見

守 り. 安全に気を配ると

いう交流の中で. 子ども

の様々な可能性に日を向
ける教育者の視点を体輸

する。

(2) 観察 .参加 という受動

的 な内容 では な く. 香

加. 補助. 実務など能動

的な活動 を中心とする。

4 年間を通 じて何度も教育

現場に出向 く繊会を確保す

る. 系統的な教育実習体制

を設定す る教員養成改革の

一環。

16 佐賀大学 教青実習 I 7 ~ 10 5 日間 必修 附属学校脱. 障害 小 .中 .餐 .助の4 It蛾 (教 育実習名 称)教育実習

月 児学校. 協力校Ⅰ の学校園すべてで行なう。 i. n . i

総計6 校間 見学 .税察及び児立.生徒.

園児たちとの触れ合いを過

して. 学校教育への関心 と

理解を深める○養護学校 と

幼稚閲では. 特にふれあい

体験を虫視する。

串的 . 事後指導 (必捗)

を. 6- 10月に. 計 5 時間.

実施する○

(対象学年) 1 ~ 3 年次

(革革実施年度)平成9 年度

(改革理由) 文化教育学部

創設に伴い. 教負養成を主

目的とする尿梓を学校教育

課程とした○学校教育課程

は小学校 1掩免許取得でき

ることを卒業要件 とする○

17 大分大学 参加体験実習 10- ll 土曜 日 必修 附属学校鳳. 障害 観察が主。附属幼. 小. (改革実施年度)平成10年度

月 に4 回 児学校 中. 養護学校の各校種を全

員参加体験 (土曜Elの午前

中) し. レポー トにまとめ

る。

(改革についての説明) 2 年

次からのコース決定のため

(主た る免許. 従 た る免

許)

18 長崎大学 参加槻顛実習 10- 2 4 日間 必修 附属幼稚園. 障害 「銑学前教育論J r障害児 (改革実施年度)平成10年度

I A 月 児学校 教育論」 (必修) を受けて.
実際 に幼推園 児. 陣害児

童 .生徒 と触れ合うととも

に. その様子を把握する。

(改革の内容)新たな教育実

習の新設

(改革理由)幼稚Eg 児. 障害

児の生活を把握させ. 小学

校. 中学校の児童 .生徒た

ちの理解を深める体鼓 とし

て設定 した。


