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『教育実習事後研究』（計3コマ）を購する・
「教育実習」を中核とするこれら一連のカリ

（D

「教育実習」カリキュラム改革をめぐる最

キュラム、特にr教育実習事前・事後研究』は、

近の動向

1988（昭和63）年から改正・施行されている教

本稿の目的は、新潟大学教育学部において実
施されている2年次教育実習の現状と課題を明

育職員免許法によってその実施が義務付けられ、
全国的に実施されてきた（2）。

らかにすることである（1）。

1996（平成8）年7月から「教員養成課程の

ここで、「2年次教育実習」とは、本学部に

カリキュラムの改善」について審議してきた教

おいて実施されている授業科目『教育実習事前・

育職員養成審議会は、1997（平成9）年7月に提

事後研究』のうち、事前指導に相当する部分を

出した第1次答申、『新たな時代に向けた教員

指す（正式な授業科目名ではないが、学部内では、

養成の改善方策について』において、「教育実習

この部分を、r教育実習事前研究』と通称している。

の充実」に関する様々な改善課題をあげている。

本稿においてもこれを用いる）。この部分につい

《教育実習本体：必修部分》については、

ては2年次後期に履修することが求められてい

「中学校1種及び2種免許状に係る『教育実習』

る。そこでは、簡単なオリエソテーショソの後、
まず、「教育実習と児童理解」、「教育実習と授

の最低習得単位数」の5単位への増加をはじめ
として、「取得しようとする免許に対応する学

業参観の視点」、「附属学校の理解と観察参加の

校以外の学校」における教育実習の実施、「教

課題」に関する講義（計4コマ）を受けた後、
附属学校において2．5日間の観察参加的な演習
を行う。その後、「指導案の書き方」、「事前研

育実習の一部を盲・聾・養護学校や特殊学級に
おいて実施すること」、教育実習の回数、時期、
実施先、方法等における各大学の工夫などを求

究のまとめと3年次実習へ向けて」をテーマと

めている。さらに、《多様な実習機会の確保：

する講義（計5コマ）を受講する。このうち、

必修部分を超えるもの》として、「休業土曜日

3分の2以上講義に出席していること、「観察

を活用した子どもたちとのふれあいの機会の設

参加演習」に参加し一定以上の評価を得ている

定」、「学校・教育委員会・大学の連携による子

ことが、3年次において「教育実習」を受講す

どもたちとの合宿・交流事業の実施」、「教育委

るための前提条件となっている。

員会の協力により教員を志願する者が毎週学校

なお、上記の「観察参加的な演習」を本報告

の授業等の補助を行う試み」などをあげるとと

においては「観察参加演習」あるいは単に「演

もに、「教員養成カリキュラム委員会」等によ

習」とする。附属学校園においては、「観察参
加実習」、「観察実習」とも呼ばれている。ここ

では「演習」に統一する。
「教育実習」は、小学校免許状を取得する場

合、3年次の春期（6月）および秋期（10月）
に各2週間ずつ、計4週間、実施される。その

り、上記の取り組みをカリキュラムに適切に位
置付けること、「事前指導・教育実習本体・事
後指導それぞれの内容の整合性・連続性、教科
指導、生徒指導等に係る諸科目と教育実習との

内容の整合性・連続性を適切に確保する」こと
等を求めている。

後、3年次後期において、事後指導として、
（2）教育実習とその事前・事後指導については、
（1）新潟大学教育学部は、1998（平成10）年度よ

国立教員養成系大学・学部の教育実践研究関連セ

り、教育人間科学部へと、名称変更・改組されて

ソターにおいて実証的研究が蓄積されている。そ

いるが、今回、調査の対象とした「教育実習」関

の成果をレビューした論文として次を参照。渕上

連カリキュラムは教育学部のカリキュラムである。

克義「教育実践研究と教育実習」、『鹿児島大学教

そのため、ここではこの名称を用いる。

育学部教育実践研究紀要』特別号2、1998年。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

教育養成教育に対して、「教育実習」をはじ

3

年次生）、「仮説検証教育実習」（3年次生）、「総

めとして、「自然体験」、「福祉体験」等、豊富

合教育実習」（4年次生）など、それぞれの学

な「体験」をカリキュラムとして提供すること

年段階に相応しい教育実習カリキュラムの開発

が求められている。それに加え、「体験」を通

研究が、附属学校園、一般協力校との連携によっ

して得られたものを、客観化、対象化して捉え

て進められている（6）。

直すとともに、教師に向けての自己形成、教師

第三に、「教職課程における教育内容・方法の

としての実践的力量の形成過程における構成要

開発研究事業」（開発研究事項「総合演習」）の

素として位置付けること、そのような機能を内

一環として、「総合演習」研究会による「学校支

包したカリキュラム、教育内容・方法を構築す

援ボラソティア」の取り組みが行われている（7）。

ることが求められている（3）。
本学部においても、最近、これらの課題に対

する積極的な取り組みが行われている。

第一に、1997（平成9）年度より、文部省に
よる「教員養成学部フレンドシップ事業」（4）を

この他、1997（平成9）年6月に公布された
「介護等体験特例法」にもとづき、1998（平成

10）年度より、「介護等体験」実習が、附属養

護学校、県内の社会福祉施設等において実施さ
れている。

通して、1、2年次生を主たる対象とする「体
験的カリキュラム」の開発が進められている。

（2）本調査の目的と位置付け

ここで、「『体験的カリキュラム』とは、広義

教育実践研究指導セソター教育実習調査委員

には学校において行われるr教育実習』（およ

会は、専門委員会の一つとして、教育実習制度

びその多様化された形態）を含むが、狭義には、

改善のための調査研究を行うことを目的として

主として学校から離れた地域社会・自然あるい

いる。当委員会においては、先に見た動向を視

は大学等の場において、子どもとともに活動し、
子どもと直接触れ合うことを通して、子どもに
関する体験的・総体的な認識を得ることを目的
としたカリキュラムである」（5）。

野に入れつつ、1998（平成10）年度から、「2
年次教育実習」の現状と課題に関する調査研究
を行ってきた。
本学部においては、1983（昭和58）年度、す

第二に、文部省による「教職課程における教

なわち、現行の教育職員免許法によって教育実

育内容・方法の開発研究事業」（開発研究事項

習事前・事後指導が義務付けられる以前から、

「教育実習」）の取り組みである。学部・附属

教育実践研究指導セソターが中心となり、独自

学校園の教員による教育実習研究会により、
1998（平成10）年度から、「入門教育実習」（1

に、授業科目『教育実践研究』（2単位）を開
講し、2年次教育実習の一部を実施してきた。
これは、附属学校園における教育実習（1週間）

（3）新潟大学教育人間科学部附属教育実践研究指

導セソター編r平成9年度「新潟大学教育学部フ
レソドシップ事業」実施報告書』、1998年11月、

を含む、通年の授業科目である。現行の免許法

への対応により、1991（平成3）年度から、こ
の授業科目が、先に述べた授業科目『教育実習

3ページ。

（4）詳細については次を参照。前掲、『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』、同編『平成10年度「新潟大学教育人間

（6）詳細については次の報告書を参照。新潟大学

教育人間科学部教育実習研究会『学部4年間の各
年次にふさわしい教育実習カリキュラムの開発研

科学部フレソドシップ事業」実施報告書』、1999

究』、2000年3月。

年7月。

（7）新潟大学教育人間科学部「総合演習」研究会

（5）前掲（3）、『平成9年度「新潟大学教育学部フ

レソドシップ事業」実施報告書』、2〜3ページ。

『「人間認識」を基本的テーマとする「総合演習」

の構想・試行・評価』、2000年3月、参照。
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とって、学校現場に入り、教師や子どもと生活・

のである。

活動をともにする最初の機会である。その前後

このような経緯から、当委員会においては、

に行われる講義は、この「演習」との有機的な

1991（平成3）年、『教育実践研究』受講者を対

関連において実施され、受講されることが期待

象とするアソケート調査を行っている。対象と

されている。この意味において、この「演習」

したのは、1989（平成元）年度および1990（平

は、2年次の教育実習カリキュラムにおいて、

成2）年度に『教育実践研究』を受講し、3年

一つの

次における主専攻教育実習を終えた3、4年次

核

を形成しているのである。

このような位置付けにも関わらず、この「演

生（当時）である。そこでは、『教育実習事前

習」に対する学部教員の関心は極めて低い。学

研究』の内容の充実に資することを目的として、

生を2つのグループに分けること、期間は、そ

有益だったテーマ、詳しく学んでおきたかった

内容、意見、感想、事前指導のあり方などを調

れそれについて2．5日間とすること（9）、附属学校

園において行うこと、などが決められているの

査項目とした（8）。

みであり、目的をどのように設定するか？期間

1998（平成10）年6月、新しい教育職員免許

中の活動内容をどのように編成するか？何を到

法が公布され、2000年4月の入学者から適用さ

達点とするか？参加した学生は何を学んでいる

れる。教育実習はもちろんのこと、その事前指

のか？

導についても、これまでの取り組みを見直し、

基本的かつ重要な問題であるにも関わらず、最

これらは、この「演習」にとって

成果と問題点を明らかにすること、今後に向け
ての改善方策を探ることが課題となっている。

初の一時期を除けば、学部内においてそれに関
する議論が行われたことはほとんどなかった⑩。

本調査は、このような課題に応えるべく、1991

それだけではない。附属学校園との間において

（平成3）年度以降、約10年間に渡って行われ

も、現状や問題点に関する協議等は、この10年間

てきた『教育実習事前研究』について、不十分

において、ほとんど行われたことがなかった⑪。

な点を含みつつも、一定の総括を行おうとする

端的に言って、この「演習」については、附属

ものである。

学校園にすべてお任せする状態が続いてきたの

（3）本調査の課題、対象と方法

（9）

本調査が対象とするのは「2年次教育実習」
である。すでに述べたように、「2年次教育実
習」とは、教育実習事前指導を目的とする『教
育実習事前研究』のことであり、そこには附属
学校園における「観察参加演習」（2．5日間）が

含まれている。日程の順序は、講義（前半）→

は1週間の期間が設けられていたのであるから、
これは期間の短縮を意味する。
⑩

記されている。新潟大学教育人間科学部教育実習

研究」

「教育実習事前研究」の講義概要も資料と

して収録されている。常木正則・宮薗衛・岡野勉

教育実習のための資料集』。

そこには、「教育実習の目標・内容」が、2年次
生、3年次生に分けて記述されている。これにつ

いては後に触れる。
⑪

（8）以上については次の報告を参照。「教育実践

教育実習の目標・内容については次の冊子に

委員会r平成11年度

「観察参加演習」→講義（後半）となっている。

このうち、「観察参加演習」は、多くの学生に

「教育実践研究」において、観察参加演習に

この「演習」においても、実習生に対しては、
3年次と同じ『教育実習日誌』が配付され、それ
を通して、附属学校園の指導教員による指導が行

われている。しかしながら、この『日誌』は、

「教育実習の事前指導のあり方について一アソケー

「演習」終了後、学務係を通して直ちに学生に返

ト調査から」、『新潟大学教育学部附属教育実践研

却され、学部の教員がそれに目を通すことはほと

究指導セソター研究紀要』第13号、1994年。

んどなかった。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

5

である。
習を語る」をテーマとする座談会を開催した。
このような現状把握にもとづき、われわれは、 座談会は、出席して頂いた附属学校園の副校長、
特にこの「演習」を主要な調査対象として設定

実習担当教員に対してわれわれがイソタビュー

することとした。

を行うことを主体とした。イソタビューの項目

「演習」を主たる調査対象とした理由として

については、われわれが検討して設定し、それ

は、このほか、（1）講義部分については、毎年、

を事前に出席者に連絡した。（4）についても、学

編集・発行している講義要綱によって、その内

生を対象とするインタビューを行った。準備と

容を概ね把握することができること、（2）全国的

して、当該する学生の『実習日誌』を収集・検

に見ても、「事前指導としての参加・観察の影

討した。イソタビュー項目の扱いについては（3）

響」に関する調査は少なく、「その効果につい

と同じである。項目の具体的な内容については

ては今後詳細に検討する課題である」と指摘さ

それぞれの章において示されるので、ここでは

れていること⑫、などがあげられる。もちろん、

省略する。

「演習」を主たる対象とすることは、その前後
に位置付けられている講義を対象から外すこと

実施した座談会の概要を実施順に次ページに
記す。

を意味するものではない。講義の部分について

なお、イソタビューの対象は、小・中学校に

は、「演習」との関連においてとりあげること

限られており、附属幼稚園、養護学校に対して

になる。
調査の結果は、「演習」において、改善すべ

は行われていない。また、本報告においては、
考察の対象を、主として、附属新潟小学校およ

き課題や問題点が発生していること、それにも

び附属新潟中学校に限定している。これは、わ

関わらず、有効な対策が講じられない状態が続

れわれの力量と記録、時間等の制約によるもの

いてきたこと、を示すものとなった。この点に

ついては後に述べる。
以上をふまえ、今回の調査項目として、われ

である。調査および考察が及ばなかった学校園

については、今後、別な形で取り組みたいと考
えている。

われは次の4点を設定した。
（1）附属学校園においてはどのような目的、
到達点が設定されているのか？
（2）期間内（2．5日）において、どのような

今回の調査において、イソタビューを中心と
する方法をとったのは、できるだけ当事者から
生の声を直接聞きたい、学生による学習、体験
の全体像に迫りたいと考えたことによる⑬。管

プログラムが用意されているのか？
（3）現在の時点で発生している問題点は何か？

⑬

（4）参加した学生はどのような学習を行い、

ラム改革研究プロジェクトr教師にとっての教育

それをどのように意味付けているか？また、

実習』、愛媛大学教育学部附属教育実践総合セソ

「演習」に対してどのような要望を持って

いるか？
調査の方法として、（1×2）については、附属学

このような方法の選択については、カリキュ

ター、1998年、第9章「実習生の教育実習体験」

から示唆を得た。この章では、3年次、4週間の
教育実習を終えた学生7人に対してイソタビュー

校園の担当者にお願いして、各学校において作

調査が行われている。イソタビューによる調査に

成されている『実習要項』、その他の関係資料

ついて、同書は次のように述べている。「一人ひ

を提供して頂いた。それらを検討した上で、（3）

とりのイソタビューに時間がかかるため、調査対

について、附属学校園において、「観察参加演

象は少なく、データの一般的化（ママ）はできに
くいが、個々の実習生の教育実習での種々の体験

⑫

渕上克義、前掲（2）、「教育実践研究と教育実

習」、63ページ。

やその意識に、より迫ることができるのではない
かと考えた」（150ページ）。
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座談会rr観察参加演習」（2．5日間）を語る」一覧
日

④学生

場

時

1999年1月28日

所

教育実践研究指導セソ

所要時間
約100分

出

席

者

【学生】

2年次生4名＊

ター

【学部】

常木、宮薗、岡野
（B）附属新潟小学校

1999年2月22日

同校校長室

約120分

【附属小学校】

江端周二副校長
遠藤英和教諭
青木清美教諭
【学部】

常木、宮薗
（c）附属新潟中学校

1999年2月22日

同校会議室

約60分

【附属学校】

津野庄一郎教諭
伊藤 守教諭
【学部】

常木、宮薗

⑨附属長岡小学校

1999年3月3日

附属長岡中学校校長室

約70分

【附属小学校】

山田 茂副校長
三浦俊浩教諭

附属長岡中学校林

【附属中学校】

高橋健男副校長
丸山 実教諭
【学部】

常木、宮薗、岡野

＊4名の学生は、1998（平成10）年度に開講された『教育実習事前研究』講義をすべて受講して
いる。所属は、小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、各2名である。イソタビューにつ
いては、教員から個人的に依頼した。
＊＊
ｷ岡小学校および長岡中学校へのインタビューは合同で実施した。

見の限り、このような方法による調査はあまり

行われていないことにもよる⑭。
ただし、このような方法によっては、個別的
な事例の把握に止まり、調査対象者全体の傾向

を知ることができないのは明らかである。附属

学校については、実習の指導にあたる先生方の

代表としてお願いしている。これに対して、学
生の場合、4名の出席者の発言が、約270名（小
学校教員養成課程）、約170名（中学校教員養成課

程）、総計約440名の学生の声を代表していると
いう保障はない。

⑭前掲⑬、カリキュラム改革研究プロジェクト
r教師にとっての教育実習』においても、「イン

タビュー法を用いた教育実習の研究は少ない」
（150ページ）と指摘されている。

この点を補うために、特に学生イソタビュー
については、教育実習に関する全国的な調査研

究、附属新潟中学校において行われている調査
研究の成果との関連において、分析・考察を行

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するインタビュー調査にもとついて一
うこととした。学生全体を対象とする調査につい

7

理する（第4章一担当：岡野、常木、宮薗）。

ては今後の課題として残されている。今回の調

（岡野

勉）

査は、そのための予備調査として位置けられる。

以下においては・まず・小学校と中学校に分

L附属小学校における「観察参加演習」

けて、附属学校における「観察参加演習」の概
要、日程、内容、目的、評価、今後の課題につ

（1）概要

いて報告する。これは、前記の調査項目（1×2×3）

1）時期、配属実習生人数、1学級当り配属人数

に対応する（第1章一担当：宮薗、第2章一担当：

平成10年度の小学校教育実習事前研究は、10

常木）、次に、調査項目（4）に対応して、「演習」
に参加した学生による学び、学生自身によるそ

月16日から12月18日まで実施され、2．5日の

「観察参加演習」（以下、「演習」と呼ぶ。）はそ

の意味付け、それを通した意識変化等に関する

の期間中の11月9日から11月13日までの週に実

具体的な様相について報告する（第3章一担当：
岡野）。最後に、以上にもとついて、「観察参加

施された。小学校は、後半の11日午後から13日
までの2．5日間であった。

演習」を中心とする2年次教育実習の課題を整

いずれも、1学級当り10名程度の学生が配属
されており、本実習よりかなり多人数となって
いる。

実

習

校

名

附属新潟小学校

附属長岡小学校

実

習

時

期

11月11日㈱午後〜11月13日㈲

11月11日㈹午後〜11月13日㈲

配属実習生人数

146名

120名

1学級当り配属人数

10名程度

10名程度

2）日程・内容一附属新潟小学校の場合一
『平成10年度

時程

によると、附属新潟小学校の「演習」日程は以

第2年次観察・参加実習要項』

第1日目（11月11日午後）

下の通りである。

第2日目（罹1月12日）

第3日目（11月13日）

・出勤、捺印

・出勤、捺印

・11日の日録提出

・12日の日録提出

・教室での児童とのふれあい

・教室での児童とのふれあい

・学級朝会参観

・学級朝会参観

1校時

・授業参観

・授業参観

2校時

・授業参観

・授業参観

25分休

・児童とのふれあい

・児童とのふれあい

3校時

・授業参観

・授業参観

4校時

・授業参観

・授業参観

朝会前

朝

会
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・給食活動参加

・給食活動参加

・実習生名札書き

・給食

・給食

・捺印、名札着用

・児童とのふれあい

・清掃活動参加

・項目読み

・清掃活動参加

一出

勤一

13：05〜13：25

一13：10着任式一
（多目的ホール

職員と教生）

・校長挨拶

一13：40離任式一

・教官紹介

（多目的ホール

・実習オリエソテーショソ

5校時

職員と教生）

（30分）

・校長挨拶（10分）

（副校長講話、教務連絡）

・副校長講話（20分）

一14：00一
各配属教室へ
・迎える会（20分以内）

・教務連絡

・授業参観

（終了予定14：15）

・学級お別れ会

・授業参観

（20分）

（終了予定14：40）

6校時

・授業参観

（＊1年生は6校時なし）
終

会

・学級終会参観

・授業参観

（＊2年生は6校時なし）
・学級終会参観

・学年別ディスカッショソ
（15：20〜16：20）

＊中学年3組は4年生に、高
学年3組は6年生に所属す
放課後

担当教官の指導1
（16：15〜17：00）

担当教官の指導II

る。

（16：15〜17：00）

担当教官の指導III
（16：30〜17：00）

備

考

秋期研究②

学校運営部会

＊附属養護研究会
〈日程変更〉
給食後、清掃
〈清 掃＞13：05〜13：25
〈休 憩＞13：25〜13：45
〈学級終会〉
13：45〜13：55
＜5校時＞13：55〜14：40
＜総下校＞15：10

この「演習」期間中には、学生が授業を担当

成し授業実践する時間もあった。また、附属養

する時間はない。1983年から1990年まで実施さ

護学校での実習等も1日組まれていた。現行の

れた『教育実践研究』（2単位）には1週間の

「演習」よりも時間的に長く、また参加の内容

「観察・参加的演習」が設けられていた。そし

て、その期間中に学生が共同で学習指導案を作

も多様な要素が組み込まれていた。

それでも、現行の僅か2．5日の短期間の「演

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するインタビュー調査にもとついて一

習」を有益なものにするための工夫がなされて

9

3）事例

いる・

この「演習」日程に従って、実習生は「授業

一つは、オリエソテーショソを極力短くし、
5校時から配属教室の授業参観を実施している

参観」を中心に取り組んでいる。以下に、2学
年に配属のA．Y君と4学年に配属の0．T君の

ことである。出来るだけ、子どもたちの学習や

2人の「演習」日程の実際を示してある。A君

教師の学習指導の現場に触れる時間を確保する

は、低学年所属のために、普段、6限以降の授

ことを心がけていることが窺える。もう一つは、

業はないが、第1日目には「生活科」の時間が

2．5日の「演習」の締めくくりとして、学年別

設定されている。また共に第2日目を中心にし

ディスカッショソを組織していることである。

て「授業参観」の機会を多く持っていることが
分かる。

①2学年所属A．Y君の場合（「教育実習日誌」より再構成）

時程

第1日目（11月11日午後）

始業前

第2日目（11月12日）
・読書

第3日目（11月13日）
・読書

・朝の会
（今日のニュース・歌）

ノ

・生活科（郵便）について

1校時

・算数（かけ算の導入）

・国語
（「お手紙」を音読中心に）

2校時

・体育

・算数（かけ算）

（手つなぎ鬼・ドッジボール）

3校時

・道徳

・生活科（郵便）

（「サッカーのしんぱん」
について）

4校時

・国語

（「お手紙」と「なくした

・生活科（郵便）

・ドッジボールの班わけ

ボタン」）

5校時

・歓迎会

・図工

（あそび係）

・お別れ会

（班ごとに絵を）

②

6校時

・生活科（郵便を送ろう）

放課後

・指導

着任式

・指導

・指導及びディスカッショソ

4学年所属0．T君の場合（「教育実習日誌」より再構成）

時程

第1日目（11月11日午後）

第2日目（11月12日）

第3日目（11月13日）

始業前

・学級朝会参観

・学級朝会参観

P校時

E体育一マット運動

E国語一今日のニュース

@

ごんぎつね
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2校時

・算数一小数のわり算

・算数一小数のわり算（2）

3校時

・国語一ごんぎつね

・音楽一もののけ姫をはじめ
いろいろな歌

4校時

・学級会一いじめ文庫

・国語一音読

アドバイス箱

5校時

・教生先生を迎える会

・虹の輪一個別練習

・学活一全体練習

・社会一わたしは新潟県の○

・学級終会参観

（「1／2成人式」中間発表）

6校時

・理科一水の流れ

○博士

海→雲→雨→海

7校時

・学級終会参観

・学級終会参観

・ディスカッショソ

放課後

・担当教官の指導1

・担当教官の指導II

・担当教官の指導III

4）目的一附属新潟小学校の場合

・学級経営の実際（教室掲示、学級朝会、終会、

次章で常木が分析しているように、附属新潟

学級の約束事等）

中学校での「演習」が教科指導にウェイトを置

・清掃・給食・クラブ活動における指導の実際

いた内容であるのに対して、附属新潟小学校で

・学校行事（着任式・離任式）の実際

は「何をするにしても、児童との触れ合いの上
に立った」（イソタビュー内容から）実習、児童
理解を基本とする「演習」を目指している所に

また、「実習のまとめ」としては以下の3点
の例示がある。

特徴がある。そして、「演習」参加の観点も幅

広く盛り込まれている。
『平成10年度

①実習で得たもの

第2年次観察・参加実習要項』

・日録をまとめ、整理する。

（附属新潟小学校）によれば、「実習記録（日録）」

記入の観点としては、以下の3点が例示されて

②

教育観、児童観について

③三年次教育実習のテーマについて

いる。

実習記録記入の観点は、児童理解、学習指導
①

児童理解に関すること

そして教育活動全体と幅広いものとなっている。

・子どもの見方・考え方
・子どもの特性、子どもの世界

②学習指導に関すること

「3年次実習に行って恥をかかないよう」「3
等

年次実習の心構えをつくる」（イソタビュー内容

から）ことをねらいとしているからである。だ

・学習の進め方

が、半面「幅広い」だけに2．5日の「演習」と

教師の働き掛け、板書、机間指導、指名計画、

ノート指導

等

・子どもの学習活動の様子

ビューで出された。実は、附属新潟小学校での

・教材研究と学習指導案の作成に関すること

③教育活動全体

しては「欲張った内容」になっているのではな

いか、との反省も附属学校教員の側からイソタ
イソタビューの論点はこの点に集約された。そ

れについては、次の（2）で明らかにする。

・一日における、教師の仕事と子どもの学校生活

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するインタビュー調査にもとついて一

（2）評価一附属新潟小学校へのインタビューを

くニ

通して一

ズバリ
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これはよいことであったという

ことは〉

イソタビューには、学部から2名、附属新潟①ディスカッシ・ソが面白い
小学校から3名の教員が参加した。附属新潟小

・「2年次の実習生にディスカッションさせるの

学校は副校長・教務主任・実習担当教員である。

は比較的面白かった・…10ぐらいしか離れてい

約2時間に渡るイソタビューでは、7っの大

ないわけですけれども、…良い意味でのカルチ

項目について意見交換を行った。項目毎のイソ

ヤーショックを受けて帰ってくれた。それがディ

タビューの発言内容を観点毎に整理し、またそ

スカッショソの中でたくさん出ていた。」

の発言内容を抜き書き的に以下に示す。r」

②授業への参加の場を持てた

内は、イソタビューでの発言内容をほぼそのま

・参観だけではなく・「授業に参加していただい

ま引用してある。趣旨を曲げない程度に省略や

た・フェイス・トゥ゜フェイスのコミュニケー

修正をしている。また、「」の後ろの（学部）

ショソを子どもたちととれるようにした」

は学部教員の発言であり、それ以外は全て附属

教員のものである。

受け身の姿勢ではなく、学生が積極的に自ら

子どもと触れ、自分の目で学校生活や授業の一
端に触れ、それを通して意見交流する場が設け

〈一

ズバリ

これは困る。こうあってほしい

ことは〉

①午後からの「演習」の入り方が問題

られている。ただ、後の項目にも出てくるが、

ディスカッショソの仕方には不慣れな学生が多

いという。学部教育の課題としても受け止めら

・今年度は午後からの「演習」であったが、「教

れよう。

育実習に入るんだという雰囲気が、…午後から

だと出せない。

〈三演習の目標・内容をめぐって〉

午後は、学校にとっては清掃の時間帯であっ

（1）2．5日演習の目標・内容の二者（学部・実

たり、昼休みの時間帯であったりする。」

習校）の理解度・認識度

・「午後から集まって、午後からオリエソテーシ・
ソというのは、…中学校が2．5日午前中までやっ

ている。だから、午後から今度小学校が週のお
しまいまでやる。それは機械的な感じがする。」
（＊）これ以外の発言内容は、三一（1）と重複する

ものである。そちらに掲載した。

1週間を2．5日に分けて「演習」を実施して
いるが、そのために午後からの「演習」参加が

①2．5日「演習」の目標が不明確
・「2年次の観察参加実習というのは、どういう

目的を持っているのか。…受け入れる側の職員
にとっても、ちょっとわからない。」
・「2．5日の目標はどういうところにあるかが、

はっきりしない。」

②2．5日「実習」の目標の見直しが必要
・「2．5日が変わらないのであれば・その持ち方

生まれている。平成10年度には、中学校「演習」

を…構造的に変えていかないといけない・2・5

が前半の月曜日から水曜日の午前中までであっ

日の目標。…やはりその目的と内容を何かもう

た。このため、附属新潟・附属長岡小学校での

少しはっきり整理して。2・5日でも良いんです

「演習」は共に、水曜日の午後からで低学年で

よ。こういうことを目的にするんだということ

は子どもたちは下校する時間帯になる。先のA

が、きちっと押さえられていればね。…学校教

君と0君の「演習」日程を見ても、一日目は殆

育全体・或いは子どもの事・或いはこれは教師

ど授業参観は出来ない。低学年のA君の場合に

の立場では・どうなるかという風な大雑把な事

は、特にそうである。小・中学校同時に行うな

を踏まえて・その理解の下で次年度の本実習に

ど、問題解決の方法は考えられるのではないか。

入るという位置づけだとすると・やはり2・5日
というのは恐らく中途半端というか、目的を変
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るんですよね。」

3年次実習に繋げていきたいという気持ちが

・「2．5日の中で何ができるかということの議論

強いために、殆ど3年生の実習指導と変わらな

が殆ど学部の方でなされていないのではないか、

いんです。やはり、2．5日の目標・ねらいを変

そういう指摘、それから附属の側ではどの実習

えることが必要か。」

でも精力傾けてやっているけれども、学部の方

③2．5日では中途半端

は意外とほったらかしのような現実があるので

・「2．5日というのは、どんな意味を持っている

はないか、そういう問題点もちょっと浮き彫り

のか…。要するに日数がたったそれだけしかな

にされたように思う。」（学部）

い」のに「一体何ができるんだろうか。」

・「目標・内容を、送り出す側がきちっとすれば、

・「中途半端なのかなという気持ちがあります。

実習内容も自ずと具体的に決まってくるように

やるのであればもう少し長い間必要ではない

思いますけど、その点、あまり明確でなかった

かなと考えております。」

ような所もあるかも知れませんね。」（学部）

・以前の1週間の「実習」の考え方に立って2．5

この項目が、本イソタビューの最大の論点と

日実習に取り組んでいるから、「中途半端」と

なった。附属学校からは、「2．5日演習」の目標

いうギャップを感じるのではないか。

の不明確さと、それに絡んだ問題点として2．5

④学校生活を理解するためには1週間のサイ

日実習の「中途半端さ」が指摘された。それに

クルが必要

関わって、2．5日「演習」に対する学部と附属

・「学校とはどういうものか、学校ではどのよう

との関心度の違いも指摘された。この点につい

な教育活動がどのように組まれているのか。子

ては、3で詳細に分析する。

どもはどのような動きをするものか。…（につ
いて）見るには一週間が一つのパターソで、そ

（2）2，5日実習の目標・内容は。小学校として

の全部のパターソを見て、初めて…理解される

のではないか。」
⑤

の重点の置きどころは。

①学級経営、児童理解、実務面の指導

熱心に指導する附属教員と附属にお任せ状

態の学部教員

・「学級経営のいろは、それから児童理解、あと

実務面」に重点を置いている。実務面では「通

・「実習生の実習日誌を見せていただきました。

勤届・着任届・履歴書の書き方等、結構厳しく

この実習日誌に対して、非常に丁寧に見て下さっ

やっていると思います。ダメなら、付箋つけて

て、また赤ペソを入れて下さっている姿に感動

指導教官に返し、パスするまでやる。最終日に

いたしました。これまで私たちは、…この2．5

なって帰る間際になって着任届が完成した学生

日の「実習」自身については、「はい、行って

もいます。

来い」というか、実習委員会に委ねてありまし
て、そこでどんなことをやっているのかという
のは、今まで関心を持たなかった所もあります。
2．5日ではあるけれども、丁寧に実習日程を

組んでいただきまして、ご指導いただいている
ことを知りまして、本当に有り難いことだなと
思っております。」（学部）

一番大きいのは、三年次実習に行って恥をか
かないようにして下さい。…そんなつもりで2
年次の実習生には当たっています。従って、3
年次実習の心構えを作る内容を考えている。」

②学生の質問を大事にして対話的コミュニケー
ショソを大切にする
・「学生さんからの率直な質問・疑問をとても大

・「だからこそね、具体的に指導に当たっている

事にしたいなと考えています。…ディスカッショ

先生方には不満の残る所ですね。恐らく。私た

ソでも反省会でも、私から一方的に話すのでは

ちは2年次、3年次実習も4年次実習も、同じ

なく、学生から意見を聞いた上で、私が、これ

ような調子で実習というものを大事に考えてい

はこうなっていますとか言います。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

③子どもとの1対1のコミュニケーショソ体
験を大切にする
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自分の問題意識や当事者意識を持って観察参加

するようにする。」例えば、「論文・レポートを

・学習の場面に随時参加してもらう場を設けてい

書かせたりしながら、その目でもって果たして

る。生身の子どもたちに接してみて、1対1で

自分が考えているような学校に今現在はなって

はどういう風な接し方をしたらいいのか（体験

いるだろうか、と現場の学校を見に行く。その

してもらいたい）。3年次以降の実習では1対

ような2．5日のもちかたでも良いかなと思う。」

40とか1対30とかの関係になってしまうけれど

・「職員と同じようなっもりで一日あたりを過ご

も・まずその基本は1対1だろうということで、

してもらうような形がいいだろう。それには1

とにかく一人の子どもを徹底的に一日追っても

クラス当たりの実習生をうんと減らさないとい

らったり、学習面でも1対1で見てもらったり

けない。」

という事を考えていました。」
②2．5日「実習」の目標・内容を変えるか1
④欲張りすぎの2．5日「実習」一目標が不明 週間「実習」にすべきだ
確なため

・「目標・内容がやはり欲張りすぎているのかも

・「私たちはやはり2年次の2，5日観察実習に関

知れない。2．5日にしては。やはり、一週間と

して・ものすごく欲張っているのかもしれませ

いうのが全ての社会の一つのサイクルだから、

ん。場合によっては、とにかく学習指導、生徒

一週間を生で見てもらう。3年生実習になった

指導、学級経営から児童理解まで含めて、学校

ら、こういう風な事を自分で課題をもってやっ

とはどういうものかとか、教育活動はどういう

てみたいという意識を植え付けるためにはやっ

ものかということを、今まで一週間で理解して

ぱり一週間のサイクルが必要だと思う。しかし、

頂こうというものを、2．5日になっても同じよ

その一週間が不可能であればこの2．5日間のや

うな中身を理解させる。だから、学生に対して

り方、目標・内容から少し考え直してみる必要

は無理な要求をしていたのかもしれない。それ

がある。

は、目標・内容がきちっとしないからだと思う。」
・「とにかく3年次実習に向けて、事前に学校現

③学校の生の姿に触れて理解を深める機会に
することで良いのではないか

場を知っておくという事。ただ知っておくと言

・「3年次実習ではこんな課題を持って実習して

うとき、どのような知り方をするのか、その点

みたいなという思いを持たせるのが、2年次実

の具体的な詰あや反省が殆どなされて来なかっ

習の役割だろう。それには、朝から晩まで疲れ

血ようである。」（学部）

てくたくたで、実習って大変だなという思いを

「3年次実習の心構えを作る」ものとして

させるよりは、むしろ本当の生の学校の姿を見

2．5日「演習」の内容を実施しているが、盛り

てもらって、生で入ってもらって、附属教員も

だくさんで学生に対しては「無理な要求」であ

別に指導するとかではない、言うなれば自分た

るのかもしれないとの反省がなされている。そ

ちの後輩・理解者を作っていくような気持ちで

れは、2．5日「演習」の目標が明確にされてい

やるのが一つの形として考えられるかもしれな

ないために、1週間で実施されていた『教育実

い。」

践研究』の「演習」内容をそのまま受け継いで

④授業参加の視点を持たせることが大切だ

しまっているのではないか、との指摘である。

・「ただでは見せないという感じですね。例えば、
子どもの立場で一緒に授業を受けてみるとか、
グループ活動に入った時点で、自分が教師になっ

（3）参加的活動の実態と今後の展望

①当事者意識・問題意識をもって参加できる
ようにすることが大切だ

たつもりで指導してみる。というようなことを

指導している。」

・「3年次の実習に繋げていく一つの方法として、

⑤クラブ活動や委員会活動への参加の場を設
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ここにも、学部教育実習全体の中での2年次

・「今回は午後から始まるという事でうまく組め

2．5日「演習」の位置づけの曖昧さが浮き彫り

なかったが、クラブ活動や委員会活動に一緒に

にされた。特に、附属学校教員の側からの反省

入ってもらうようにしている。」

を込めた意見として出された。

学生1人ひとりの問題意識や観察の観点を明

2．5日「演習」と3年次実習での学習記録内

確にして、当事者意識を持って参加できるよう

容に差異がないことが指摘された。それは、イ

な指導体制のあり方が問題とされた。また、学

ソタビューの途中で、二つの実習日誌を比較す

校理解には1週間を1サイクルとすることが必

ることで「気づいた」ことである。2．5日「演

要であり、「演習」もそれだげの時間幅で実施

習」も3年次実習も共に重視することで、精力

することも提案された。

的に学生の指導をしていることの表れでもある
が、半面、それらの違いと関連性を明確にする

く四

実習内容〉

ことなく取り組んできたことをも意味している。

（1）観察と記録の方法。何を見聞きするのか、

また、もう一つ大切な点が指摘された。実習

どう記録するのか。

①ありのままの子どもの姿、学校を学生のみ
ずみずしい感性で捉えて欲しい

日誌の形式の問題である。『平成10年度

教育

実習日誌』には、次のような「取り扱い」の注
意が記されているが、書式は3年次実習と何ら

・「まず学生にお願いするのは、子どものありの

違わない。

ままの姿をできるだけ多く見て下さい、という

ことです。私の場合は、必ず見る子どもをまず

1・記入事項について

決めて、一人が一人の子どもを追って下さい。

（1）毎日の観察・参加・実習事項および勤務内

そうすると、必ずその回りの環境も見えてきま

容

すから、と。」

（2）毎日の勤務内容についての反省の概要

・「おかしいとかおやっと思うこととか、新鮮な

（3）担当授業についての記録と感想

驚きなども日記に書いて下さいと言う。新鮮な

（4）実習期間を通しての総合反省

驚きなどがあったら書いて下さいという。」

・児童、生徒に対する観察と指導上の問題

②3年次実習と同じ内容を2年次実習に求め
過ぎていた
・「2年次実習と3年次実習の実習記録を比べて
みたのですが、大差ないんです。ということは、

点

・学習指導上の困難点と今後の研究方向
2・記入上の注意及び提出について
（3）この日誌の左側の所定の欄には、観察・参

要求しているものが、大きいという事なんです

加・実習事項、勤務内容の要点などを記入す

よ。2．5日であろうが、一週間であろうが要求

る。

しているものが同じだという事が改めてわかる。」

右側の欄には、自由に特記すべき事項をと

・「今改めて見直してみると、2年次と3年次の

りだして、その感想および考察内容等を記入

指導内容に殆ど差がないことに気づきました。」

する。

③2年次と3年次の実習日誌の形式が同一で
いいのか附属教官も意識していない

2．5日「演習」を3年次実習と異なる目標・

・「2年次の実習であろうが、3年次の実習でも、

内容を持つものとして組織するのであれば、実

まず実習日誌形式は同じなんですね。しかも、

習日誌の形式もそれに見合った形で見直すこと

私たち実習校の立場でも、その意識があまり無

いんですよ。2年次と3年次の実習の違いをよ
く、実習校の指導教官でもそう意識していない。」

が求められるであろう。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するインタビュー調査にもとついて一

（2）学部に戻ってからの学習課題、3年次実習

15

いう、目標・内容に関わって2．5日間の議論は

での課題を持たせることが出来たか。

決まってくるのではないか。」

①3年次実習への期待感を膨らませている学
生

（2）事前指導・実習オリエンテーションの持ち

・「3年次実習への期待感を非常に膨らましてい方
るということがあります。例えば・色々な学年 ①問題意識を持って「実習」に臨めるような
に入ってみたいとか、色々な校種に行きたいと

事前指導が必要

か、公立学校にも行ってみたいとか、期待感或

・「新しいものを、単なる社会見学に行くような

いは3年次実習への意欲は喚起していると思い

形で参観、参加してもらっては困る。そうでは

ます。」（学部）

なく、問題意識を持って参加することが大事あ

②3年次実習への課題を持たせる必要がある

り、そのための事前指導の必要がある。」

のか一問題意識程度で良い

・どのような観点から学校を参観・参加するのか

・「ちょっと乱暴な言い方になるけれども、3年

事前指導の講義の時間にその「構え」を持たせ

次実習の課題など持たせる必要があるのかとい

ることが必要だ。

う気がする・2年次までは何か学校に対する理

②問題意識を持つために現場での「実習」に

想と現実との狭間で何か揺れ動くとね、そうい

参加するという考え方もある

うような形で問題意識程度を持てればいい。課

・「この実習の意味は、問題意識を持たせるため

題とまでと言わなくても、問題意識程度がもて

にとにかく実際の場に臨ませるというような所

ればもうそれで十分観察参加の目的は達成でき

にあるかもしれませんね。」

るのではないか。

（学部）

・「それなら、普通の学習ボラソティアのような

3年生になると今度は現実が帰ってくるわけ

形で入って、先生のアシスタントを務めながら

です。実際には子どもに一時間の授業なり、何

やった方が、問題意識を持って帰れるような気

時間の授業を自分が設定して、子どもたちの力

がする。」

をある程度付けることを要求されるわけです・
担任を任されるわけだから。3年次になれば課

③高度な内容を取り入れすぎの学部事前指導

・「服務や勤務などの内容が必要だろうか。また、

題意識は十分持てるんです。無理して3年次の

事前指導・事後指導の中味を見ると、全くレベ

課題にまで結びつけることは必要ではないので

ルの高いことをやっているんですね。」

はないか。

④2年次「実習」の目標設定が問題

学校教育や教育問題に対して強い関心を持っ

・「事前・事後指導を含めた2年次教育実習の在

てくれるというレベルでも十分2年次参観実習

り方全般、目標の在り方を検討することが必要

の目的は達成できるのではないか。」

だ。」

観察・参加体験を通して、1人1人の学生が

⑤

学部ですませておける内容がある

学校教育の現状とそのあり方についての問題意

・「オリエソテーショソの内容で、学部でやれな

識を醸成する場であれば良いという意見が出さ

いのは教官紹介くらい。2．5日を有効に使うた

れた。それは、3年次実習に必ずしもストレー

めにも、学部ですませておけるものはそうした

トに結び付ける必要はないというものである。

方が望ましい。」

「演習」に参加する心構え・問題意識を持た

く五

実習方法〉

せるための学部の事前指導の必要性が指摘され
ているが、現状ではそれが十分機能していない

（1）期間（2．5日）について

①期間の問題は目標・内容の議論が先決だ

のではないかとの問題提起である。学生自身が

・「どのようなねらいで教育実習に臨ませるかと

事前指導をどのように受け止めているかは、3
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章での岡野の分析を待ちたい。

〈六

実習評価〉

（3）指導教員1人当り実習生数10人一少なくす

・「困っている。何を根拠に優劣を付けたら良い

①評価の在り方に困っている
る知恵は。

①多人数のデメリット

のか、わからないのです。つまり、先生方が実

際にやっているのは、実習日誌の出来不出来、

・「短時間の内に日誌を読んで指導しなければな

それから断片的ではあるけれども実習生の子ど

らないこと。やっぱり大変だ。」

もとの関わりの様子。そのようなものから大体

・「実習生の顔と日誌がつながらない場合がある。」

の基準を決めている。」

②実践的指導力に基準をおく必要があるか
（4）観察のさせ方・指導の仕方・検討会（反省

・「現場に応用する力をつけなければいけないと

会）の持ち方

①ディスカッショソ体験が乏しい

いうことよりも、学校に対する理解者になって

もらうので良いのではないか。…そうした場合、

・「学生の皆さんは、ディスカッショソには慣れ

評価項目としては学校教育への理解と関心とい

ていないようですね。明らかに。だから、逆に

う項目もあって良いのではないか。ただ、どう

子どもたちの発言ややりとりを見て、触発され

具体的に評価項目・評価基準をどうするかとい

て、『子どもたちの方がすごい』とかいう声を

う事になると、難しい面はあるが。」

よく耳にします。つまり、本当に発表しあうと

実践的指導力を学生に或いは教育実習に求め

いうレベルでのディスカッショソ体験が乏しい

るのは幻想だと思います。本当に力を付けさせ

のだと思う。

ようと思ったら、イソターンみたいに1年なり

だから、ディスカッショソを意図的に設定し

2年間、徹底的に実習させた方が良い。

ていく。実習の中でも、こういうディスカッショ

教職への魅力とか学校教育への関心とか、そ

ソ形式をとるのが結構大事ではないかと思いま

ういうのを深めてくれれば良いなあと思ってい

す。」

る。」

・「学部や事前研究でも、ディスカッシ・ソの価

2．5日で学生の学習をどのように評価するの

値や意義についてふれことがもっと必要だろう。」

か、悩んでいることが示された。現実には、出

多人数の問題点として具体的に指摘されたこ

席状況を大きく加味した評価基準になっている。

とは、実習日誌を通しての学生指導の時間不足

大きな問題を起こした場合以外は、その評価基

のことであった。私自身、実習日誌に目を通し

準に頼らざる得ない状況になっている。

てみた。学生の記録に対して実習指導教員から

また、2．5日「演習」の目標と絡んで、評価

の実に細やかなコメソトやアドバイスが記され

基準設定の問題が出された。今後、評価方法と

ている。それは、3年次実習のものと殆ど変わ
らない程、丁寧なものである。それ故に、指導
教員の負担も大きくなる。毎日、授業の合間を
見て10名程度の日誌に目を通してコメソトを付

して返却する。しかも、2．5日の短期間のため
に、学生の顔を思い浮かべながら書くことも出
来ない状況にあるという。実習日誌形式の問題
と絡んでくる問題提起である。多人数参加の問
題として挙げられたことはこれぐらいであった

が、指導教員にとっては切実な問題である。

も絡んで検討の余地があろう。
く七

これだけは準備し心構えをつ〈らせて欲

しいことは（学部事前指導への要望）〉

①無断欠勤厳禁一「ホウ・レソ・ソウ」が大
切
・「今回の実習で、無断で学校に来なかった学生
が4人いた。…報告・連絡・相談・確認。そう
いうマナーは事前に話しておいて頂きたい。」

②マソガ字を直せ
③前向きな姿勢が大切

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一
・「前向きな姿勢で取り組もうという気持ちを持っ

て来て欲しい。」
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（1）目標

①教育活動がどのように営まれているか、そ

④実習についてはイソターネットのホームペー
ジを見て欲しい

の概要を理解させる。
②本実習履修のための基礎的な知識を習得さ

「ホウ・レソ・ソウ」の大切さは、日頃の生

活の中でも指導していくことが必要だろう。
（3）現状と課題
イソタビュー概要を基に、ここでは論点を絞っ

せ、心構えを作らせる。

（2）内容

①附属校・園の教育活動の実際の理解
② 観察・参加による教育活動の実際の理解
③

学習指導案の役割と書き方の理解

て「演習」の現状と今後の課題について記述す

る。前述のように、論点は2年次「演習」の目

「目標」では、抽象的に「3年時以降の教育

標と内容の検討に絞られたように思われる。そ

実習を有意義なものにする」とか「本実習履修

こで、2．5日「演習」の現状分析と今後の解決

のための基礎的な知識を習得させ、心構えを作

にむけての提案の部分について紹介する。

らせる」と述べられているだけで、具体的に何

1）2年次「観察参加演習」の目標の不明確さ

をどこまで達成すればいいのか、具体的な到達

とその原因
本イソタビューで浮き彫りにされたことは、

目標は明示されていない。一方、「内容」に関
わっては「学習指導案の役割と書き方の理解」

2．5日「演習」の役割・意義とそのための具体

まで求めている。

的な内容についての問題点である。
2．5日「演習」の現状を振り返って、附属学

このために、附属小学校では3・4年次の実
習同様にきめ細かな指導を行っている。それは、

校教員から出された反省・問題点は以下の点に

先に挙げた「実習記録（日録）」の項目にも具

集約できる。すなわち、「欲張った内容」・「盛

体的に現れている。確かに、丁寧な指導は学生

りだくさんの内容」で、「学生に対しては無理

にとっては有益なことであり、望ましいことで

な要求をしている」のではないか。そして、そ

はある。しかし、実習校の反省にあるように

の要因は2．5日「演習」の「目標・内容がきちっ

「3年次実習に繋げていきたいという気持ちが

としない」からである、と。2．5日「演習」の

強いために、…殆ど3年次実習の指導と変わら

教育実習プログラム全体の中での位置づけや役

ない」ものとなっている面も否定できない。そ

割、そして2年次『教育実習事前研究』の中で

のことは、2．5日間の「実習」として学生に課

の位置・役割の不明確さに原因があるとの指摘

すには「無理な要求」のように思われ、また学

である。

生を指導する附属学校教員にとっては、過密・

それは、学生を送り出す学部側にも大きな責

過重スケジュールで教育効果は中途半端に終わ

任がある。この2．5日「演習」の目標・内容を

ると受け止められている。それは次のような意

教員実習全体のプログラムに明確に位置付ける

見に反映している。

ことが出来ていないという問題点があるからで

・「2．5日の目標はどういうところにあるかがはっ

ある。
r教育実習の手引』には、「2．5日の観察・参

加的実習を行うことにより、3年時以降の教育

実習を有意義なものにする」と述べられている

だけである。極めて漠然としている。また、
『教育実習のための資料集』には、次のように

目標と内容を簡単に示している。

きりしないし、中途半端だ。」
・「たった2．5日で一体何ができるのか。」

・「2．5日のスケジュールは過密すぎる。授業参

観、担任とのコミュニケーション、児童との触

れ合い等を行うとすれば…」
このような意見の背景には、かつて『教育実

践研究』で行われた1週間の「演習」的内容を
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には、どのような形態での参加が可能なのか。

と同じような観点で学生指導する附属教員の実

例えば、ボラソティア的に入る。或いは、複数

習への取り組みの姿勢がある。

の学校種を参観する。学校行事に会わぜて参加

2．5日「演習」の独自性についての認識が附

する。r演習」の時期をもっと幅広く持たせる。

属学校教員の側にも弱かったことが反省として

等々。そういう点での詰めが必要になろう。

出されていた。2．5日で何をどこまで実施する

次に、目標に絡んで評価方法の問題もあろう。

のかという目標・内容についての学部・附属間

これについては、具体的な提案はなされなかっ

の協議が求められている。

たが、今後の重要な検討課題であろう。
更に、実習日誌の形式の問題がある。目標・

2）2年次「観察参加演習」の目標・内容の見

直し

内容の見直しは、当然実習日誌の形式を作り替

えることを必要としよう。どのようなねらいで

本イソタビューでは、「観察参加演習」の目

日誌を綴るかはその形式にも左右されよう。大

標・内容の見直しへの提言が各所で具体的にな

切な課題である。

された。都合により、附属新潟小学校でのイソ

以上、附属新潟小学校の側からのイソタビュー

タビューだけしか掲載できなかった。その意味

を基に、2．5日「演習」の現状と課題について

で、附属学校の総意として見ることには慎重で

まとめた。

なければならないが、ここで出された意見には検

（宮薗

衛）

討に値するものが幾つかあったように思われる。

主蕪難職膿欝饗鶴憲2・附属中学校における「観察参加演習」
見である。欲張らず、入門的内容として位置づ

（1）概要（1）

けることの必要性が指摘された。4年間の教育

D時期、配属実習生人数、1学級当り配属人

実習プログラムの中の入り口としての2．5日数
「演習」では、参加を通して問題意識を持ち、

平成10年度の観察参加演習は附属新潟中学校

学校に理解を持てるような動機付けの場とする
ので良いのではないかということである。それ

と附属長岡中学校で実施された。その概要は以
下のとおり。

実

習

校

名

附属新潟中学校

附属長岡中学校

実

習

時

期

11月9日（月）〜11月11日㈱午前まで

11月9日（月）〜11月11日㈱午前まで

配属実習生人数

87人

86人

1学級当り配属人数

10人程度

10人程度

（1）本節の記述は実習生に配布された『平成10年

度

2年次観察・参加実習要項』『2年次観察・

参加実習オリエンテーショソ』による。一部表記
と表現を改めたところがある。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一
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2）日程・内容および課題一附属新潟中学校の場合一
〈日程〉
日

曜

9

月

行

1限

事

着任式

2限

オリエソテ

4限

3限

5限

そ

6限

観察→

10

B週月曜授業

ｳ科打合

i細田）（高橋）

P6：50〜17：05

火

学校保健

クラブ

i井筒）

矧?ｮ参

ﾁ

B週火曜授業
11

他

学級打合
P6：30〜16：45

[ション・観察記録

@

の

←観察

水

反省会後

給食終了後、学級単位

散

ﾅ簡単な離任式（5分

B週水曜授業

度）

〈内容〉

⑥実習日記の記入

①講話：本校の教育及び観察・授業の記録の

取り方（2時間）

く課題〉

①2時間分の授業の記録を取る。

②観察とレポート：教科の授業記録（2時間
分のレポートを提出）

②①の記録を参考にして指導案を書き、①と
あわせて担当教官に提出し、指導を受ける。

③教科指導：教科担任より教科の特徴や授業
構成のしかたについて（1時間）

3）事例

④各学級担当場所の清掃・給食・終学活指導

2人の教育実習日誌から実習の実際を紹介す

（各学級担任）

る。H．Hさんは教科国語の授業を、

⑤

部活動参加

①

H．Hさん（2年2組配属）の場合（「教育実習日誌」より再構成）

A．Hさん

は教科社会科の授業を中心に毎時授業参観を行っ
ている。

時限
始業前

第1日目（11月9日）
着任式

第2日目（11月10日）

第3日目（11月11日）

学級朝会

学級朝会

観察 国語（2の2）
平家物語一扇の的一

観察 国語（1の3）
おいのり一人物像を探る一

観察

観察

学級朝会

第1限

オリエソテーション

第2限 観察記録の取り方

家庭（2の2）

調理実習一米を使った料理一

第3限 観察 国語（2の1）

観察

国語（2の1）自習

There

is，There

are

第5限 観察 国語（2の3）
平家物語一敦盛の最期一

シンポジウム

観察数学（3の2）
円周率

平家物語一敦盛の最期一

第4限 観察英語（2の2）

国語（3の2）

おくのほそ道

観察理科（2の2）
放電

学校保健

中学生の特性・実態、保健
室の役割

観察 国語（3の3）
金星大気の教えるもの
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第6限 観察 国語（2の2）
平家物語一扇の的一
放課後

清掃

清掃

学級終会

学級終会
クラブ・部活動参加（バトミ
ソトン）

その他

学級打合わせ

離任式、連絡、反省会

②A．Hさん（1年3組配属）の場合（「教育実習日誌」より再構成）

時限
始業前

第1限

第1日目（11月9日）
着任式

第2日目（11月10日）

第3日目（11月11日）

学級朝会
学級審議一服装について一

学級朝会

学級朝会
オリエンテーション

観察社会（3の3）

観察社会（1の2）

高齢社会と高齢者介護の現
状を探ろう

ソトとして秦の時代の特性を

始皇帝の兵馬桶をキーポイ
知る

第2限 観察記録の取り方

観察社会（1の1）

観察社会（1の1）

秦の始皇帝の業績を中心に、

ギリシャ・ローマ文明

秦・漢の時代について

第3限 観察社会（2の2）
幕政の立て直しとその時
代

観察音楽（1の3）
心の旅路・野生の馬の合唱
練習

観察

社会（1の3）

邪馬台国の位置について、

4・5世紀の日本の様子を探
る

第4限 観察社会（3の2）

第5限

観察社会（1の3）

高齢社会と高齢者介護の
現状を探ろう

中国、朝鮮の資料から日本
の様子を探ろう

観察 国語（1の3）
おいのり一登場人物の人

学校保健
中学生の特性・実態、保健
室の役割

柄を探る一

第6限 観察数学（1の3）

観察 家庭（2の1）
調理実習一米を使った料理
一

クラブ・部活動参加（卓球）

6つの式を分類する
放課後

学級審議一服装について一

清掃

学級終会
その他

学級打合わせ

離任式、連絡、反省会

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

（2）評価
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きたい。

1）実習生の学びから

わずか2．5日という短い期間である。しかし、

2）充実した学びを引き起こした要因

充実した学びをしている実習生がいる。このよ

実習校側の周到な学習指導計画による。その

うに判断した根拠を教育実習日誌の記録から得

中で、特に指摘したいことが2点ある。

た。わずか2人の実習日誌しか見ていないが、

一つは、何をどう観察・参加し、そしてどう

観察参加演習の様子を分節的に記録・考察して

記録・考察すればよいのか丁寧な指導があった

いる。ただし、1日8時間以上の活動の記録・ ことである。第1日目の2時間をかけての指導
考察であるのに、B5判1枚程度の記述量であ
である。特に、第2限の「観察記録の書き方」
る。いかにも少ないことは否めない。
1人の実習日誌の項目と概要の一部を以下に

の指導が観察・参加、記録の書き方の質に影響
を与えている。

紹介する。
1日目

「授業を観察して」「学級での反省」

もう1点は課題である。2つの課題「2時間
分の授業記録と1時間分の学習指導案の作成」

「指導事項」と項目を立て記述している。
内容は、観察した授業の実際と考察、配属
学級での観察・参加の実際と反省、指導教

員からの指導と考察となっている。

2日目

「国語の授業を観察して」「学校保

健」「部活動」

3日目

（2）イソタビューでの主な質問項目は以下のとお
り。

一

ズバリ

ニ

ズバリ

項目なし。観察した国語の授業の実

際と考察が記述されている。

三

実習目標・内容をめぐって。
1

傾向等についての観察事項」「学習指導上
2

2．5日実習の目標・内容は。中学校として

イソタビューで（2）、「見聞したことばかりで

の重点の置きどころは。

なく、自分はどう考えるべきか、考えたことも

3

参加的活動の実態。今後の展望。

四

があった。それに該当する書き方になってい

実習内容

1観察と記録の方法。何を見聞きするのか、

る。

どう記録するのか。

実習日誌の記録を見る限りでは、授業の進め

2

方、生徒とのかかわり方、生徒理解、教科指導

五

で、学校教育に対しての問題意識を喚起し、3

1

実習方法
期間（2．5日）について。

年次実習に向けての取っ掛かりを得させている

2

と思われる。また、イソタビューでも、2人の

3

指導教員は、「総合反省を読んだ限りでは、本

実習オリエンテーショソの持ち方。

指導教員1人当たり実習生数10人

少なく

する知恵は。

実習に向けての問題意識、課題意識を持たせる

4

ことができたようである」と評価した。

ような学びが成立したのか。項改めて述べてお

学部に戻ってからの学習課題、3年次実習

での課題をもたせることができたか。

以外の諸活動等、多様に観察・参加させること

欲をいえば切りがない。まあまあの学びは成

2．5日実習の目標・内容の二者（学部・実

習校）の理解度・認識度。

の問題点・困難点」である。

立しているのではないか。ところで、なぜこの

これはよいことであってということ

は。

そして、「総合反省」では、「中学校の特性、

書いている学生がいた。よいことだ」との発言

これは困る。こうであってほしいこ

とは。

観察のさせ方・指導の方法・検討会（反省
会）の持ち方。

六
七

実習評価
これだけは準備し心構えをつくらせて欲しい

ことは（学部での事前指導への要望）
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である。この課題は実習終了直後に提出するこ

とになっていた。この課題の後者「1時間分の
学習指導案の作成」が実習生に緊張感を与えた。

第19号

2000年

すぎる
○実習に臨むに当たっての問題意識や覚悟が稀
薄

この課題が、実習生へのイソタビューでも実習①1学級・1教科教員への実習生配属人数が
日誌にも表明された「一睡もできなかった」と

いう事態を引き起こした。
この2つの課題は重すぎるのか、適切さを欠

多すぎることについて

1学級当たり10人前後である。期間も短いた
め名前と顔が一致しないで終わる場合もある。

くのか。議論の分かれるところであろう。r2

指導教員と実習生とのかかわりが薄くなる。実

時間分の授業記録」についの私の見解は、非常

習生からも不満の声が上がっている。学級に関

によい課題を与えて頂いた、というものである。

する指導は学級担任が行うが、教科指導は教科

この課題を与えることで、もてる限りの観察力
を動員しての観察を促すからだ。そうでなかっ

たら、なんとなくの観察になる危険がある。実
際を克明に記録し考察することで問題意識が喚
起される。また、それに対する指導教員のコメ

ソトが問題意識を鮮明にする。例えば、「どの

担任が行っている。そのため1指導教員当たり
の実習生の人数に大きなばらつきがある。多い

教科では1指導教員が20名担当している。実習
日誌に目を通しコメソトを付す仕事は大変な労
カとなる。

②実習に臨むに当たっての問題意識や覚悟が

授業を見ても、自分たちで考え、発見し、学習

稀薄であることについて

するのは生徒であって、先生はその手助けをす

ア．目的意識の稀薄

るだけというスタイルで、それは良い授業の条

目的意識がはっきりしている実習生は、自

件だと思った」に対して「その通りです。」と

分から聞いてきたり、反省会でも発言したり

コメソトが付けられている。こうした実習生と

する。しかし、目的を持って実習に臨んでい

指導教員とのコミュニケーショソが、実習生に

る、と感じさせる実習生は少ない。年々その

教育活動の何に注目すればよいのか、良い授業

数が減ってきているようである。

とはどのようなものなのかなどの理解や問題意

イ．覚悟の稀薄

識を喚起するのだと思われる。

個人差があるのだが、自己管理能力を欠く

「1時間分の学習指導案の作成」、これにつ

実習生が多い。例えば、物の扱い方、時間を

いてはやや重い課題かなという印象を持つ。単

守ること、体調を整えること、社会的マナー、

元全体の展望がもてない中での1単位時間の学

学生気分が抜け切らない、挨拶、控え室の整

習指導を構想することは困難なことである。ま

理整頓、女子のシャツ出し、等。その都度指

た学習指導案なるものについての十分な学習も

導しているがその機会が年々増えている。

していないからである。
だがしかし、2時間分の授業記録を基にして
の作成であることなどを考慮すると無理難題と

もいえない。まずは、限られた時間の中で苦し
みながらも作成してみることは貴重な学習経験

であったともいえそうである。

③その他
その他、イソタビューで話題となったことを
列記する。

ア．期間について
日程が窮屈なことは承知している。しかし、

1週間にした場合、現在の実習内容では実習
生が耐えられるか不安を感じる。

3）受け入れ側から見た観察参加演習の問題点
イソタビュー調査から明らかになった主な問

題点は以下の2点である。

01学級・1教科教員への実習生配属人数が多

イ．実習内容についてどんなことが考えられ
るか

03年次生の実習を観察させる。

○ビデオr実習の1日』を観察させる。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

○現行は教科を中心とした実習内容となって
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イソタビューで言われていたことは以下のとお

いる。生徒とかかわって生徒理解を深める、

りである。

ということが稀薄である。クラス方式か教

ア．朝学習から部活まで生の学校現場に立ち

科方式か、今後の課題である。

会わせ学校の1日を観察させる。

ウ．オリエソテーショソの持ち方

イ．教師から学び、教師の在り方への認識を

ただちに観察実習に入れるよう、事前にオ

深めさせる。

リエソテーショソができないか。

ウ．学ぶ側から本実習での教える側の中間地

工．反省会の持ち方

点である。教えることの難しさを実感させ

最終日に1時間ほど全体の反省会を行った。

る。

内容は、教科ごとに1名が体験発表、フリー

エ．本実習に向けての問題・観点を持たせる

トーキソグ、実習担当教員のコメソト、であ

きっかけにさせる。

る。

オ．生徒との人間関係を学ぶ場である。
カ．どう生徒とかかわっていくか肌で感じて

4）2．5日観察参加演習の目標・内容について

もらう。

2．5日観察・参加演習の目標を記した大学側

キ．附属の生徒だから何々ができるというの

の文書が2点ある。しかし、その記載内容は宮

ではなく、何々できるのは教師のいろいろ

薗が先に指摘したように、いずれも一般的・抽

な手立てや働きがあってのことだというこ

象的である。

とを見取ってもらう。

実習校側のそれは具体的である。先に示した

ク．実習生の認識の変容を促す。そのために

〈実習内容〉の項目である。また、「実習日誌

同単元同時間の学習指導を異なった学級で

の記入事項」には、

やって見せる。その際、全く同じ学習指導

・毎日の担当内容や観察事項等の実習内容

をしたり、展開を変えたり発問を変えたり

・授業（観察した時間）についての記録、感想

する。それによって、学習の様相が異なる

および指導された事項

ことを観察させる。そうすると、実習生の問

ア．指導教諭の指導事項をまとめて記入

題意識を喚起する。反省会で説明してやる

イ．観察実習についての反省をまとめておく

と学習指導と学習の関係を理解してくれる。

（観察した授業についての感想は、具体的な
授業記録に基づいて記入すること）

2．5日という短い期間にしては盛り沢山の観
察・参加内容であるとの感は否めない。しかし、

ウ．授業外の指導（学級活動・道徳・清掃・

目一杯観察・参加してもらいたいとの実習校側

部活動・学校行事等）についての感想や指

の意欲・熱意が伝わってくる。学校教育の実際

導された事項の記録

の場に身を置き精一杯の観察・参加を期待して

エ．その他必要事項について記入

いるのである。

【総合反省の記録】

観察や講義を受けた範囲で

（3）現状と課題

ア．学習指導上の問題点、困難点、今後の研
究の方向等

いう大きな制約のある中で、実習生の学びの

イ．中学生の特性、傾向等についての観察事
項や指導上の問題点

とある。

①2．5日という短い期間、実習生の過多、と
質を保証しようと実習校側の真摯な受け入れ
体制が整っていた。

②個人差があるものの質の高い学びを成立さ

この指示があったことで、観察事項やどう頭

を働かせたらよいかが分かるようになっている。

せている実習生がいた。

③一方、意欲や課題意識を欠く実習生が少な
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からずいた。

2000年

⑥教師の仕事に対する認識

④③に該当する実習生対策を具体的に講じる

⑦学生が得た自己認識

時期にきている。
⑤

第19号

⑧

現行の実習目標・内容・課題で、期間が1

（3）

週間となったら、より実りある学びが実現す

るであろう。

要望

「観察参加演習」への参加を終えて

①

r事前研究』講義（後半部分）の聴講姿勢

②今後の学習に向けて
（常木正則）

（D

3・「観察参加演習」における学びの諸相

参加に際して

①教職志望動機とその時期

渕上によれば、「以前から撚志望動機の強

本章においては、学生イソタビューの内容分

い学生は、教育実習を快的体験として経験する

析を通して、「観察参加演習」への参加を通し

傾向があるのに対して、弱い学生はどちらかと

て得られた学生の学び、学生自身によるその意

いえばつらい苦しいといった不快的体験として

味付け、それらを通した学生の意識変化等に関

経験している可能性がある」（1）。そこで、内容

する具体的様相を明らかにする。その際、対象

分析の前に、イソタビューの対象となった学生

とする事例の個別性により、教育実習に関する
全国的な調査研究、附属新潟中学校における調

の教職志望について見ておく。イソタビューの
はじめに、「簡単に、自分の受験時の教職の志

査研究の成果との関連を踏まえた分析・考察を

望、または入学時、あるいは実習前の希望等を

行うこととする。
交えながら、簡単に自己紹介して頂きたい」と
イソタビューの概要は序章に示した通りであ
いう要望を提出した。これに対して、学生は次
る。以下においては、発言の引用の冒頭に、学 のように答えている。なお、以下において、引
生の氏名をイニシャルによって表示する。所属
は、A、0が小学校教員養成課程、

Hi、

中学校教員養成課程、所属教科は、A、

用文中の［］内は引用者によるものである。

Haが

A：高校の時からずっと教職を目指してまして、

Hiが

教員になることを夢見てここに入ってきました。

国語科、0、Haが社会科である。

Hi：入学した時から教職希望が強くて、実習

イソタビューにおける質問項目については、

直前でもそれは変わっていません。

後に、《資料》として掲載する。分析にあたっ

0：新潟大の教育学部に受からなかったら、東

ては、まず、全体を、（1）「演習」に参加する前、
（2）参加中、（3）参加後の3つに分類し、さらに、

それぞれついて、次の視点を設定する。
（1）

「観察参加演習」への参加に際して

①教職志望動機とその時期

京で私大の文学部に入っていました。だけど、教
育学部に入ったその時から教職志望がどんどん強

くなって、2年になって、ゼミに入って授業研究
とかしていくうちに、今はもう、教師になりたい

という気持ちだけです。

②r事前研究』講義（前半部分）の聴講姿勢 Ha：受験時は教職希望はあまりありませんで
③「観察参加」の視点設定とその根拠
した。しかし、入学して、まわりの教職を志望し

④「不安」の内容
（2）

「観察参加演習」に参加して

①「観察参加演習」の受け止め方

ている友人に影響されたり・教職の講義を受ける
などしてきて、実習直前は教職志望の方に気持ち

が傾いていました。

②子どもとのふれあい

③学生が見た子どもの姿

④「生徒主体」の授業
⑤中学校における課題の重さ

（1）渕上克義「教育実践研究と教育実習」、『鹿児
島大学教育学部教育実践研究紀要』特別号2、

1998年。55ページ。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

4人とも、教職志望の持ち主であるが、それ
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のことを振り返ってそう思います。

を抱くようになった時期は異なる。整理すると、

M：講師の方が話されることを、具体的に切実

「高等学校在学中から」（1名）、「大学入学時

感を持って聞けなかった、という感じでしょうか？

から」（2名）、「大学入学後」（1名）となる。

0：ええ、そういう感じですね。

渕上は・教職志望動機の変化に関する調査結果

附属新潟中学校の調査によれば、「事前・事

の検討を通して・「［教職志望動機は］大学入学

後指導が実際の教育実習に役立ったか？」とい

以降変動しにくいことが示唆される」と指摘し

う質問に対して、約60％が「あまり役立たない」、

ている（2）・この指摘によれば・《大学入学後、

「まったく役立たなかった」、「どちらともいえ

友人や講義を通して教職志望を抱くようになっ

ない」と回答している。これを受けて、VTR、

た》という学生Haは貴重なケースである。こ

DP／TV等により、実際の授業場面の視聴を取

のようなケースは学生全体の中でどの程度の割

り入れる必要性が指摘されている（・）。

合を占めるのか？これは・その学部における教

調査の対象が3年次生であること、実習校が

員養成教育の内実を明らかにするための一つの

附属新潟中学校であること、先の質問には事後

視点になることが予想される。今後の課題とし

指導も含まれていることなど、先の調査と本調

たい・
②

査との間にはいくつかの相違点が存在する。そ
れにも関わらず、先の発言を通して指摘されて
いる、教育実習に関する具体的なイメージが形

r事前研究』講義（前半部分）の聴講姿勢
すでに述べたように、「観察参加演習」の前

成されにくい、臨場感、切実感を持ちにくい等

には、『教育実習事前研究』として、オリエソ

の諸点は、『事前研究』講義全体に共通する問

テーショソをはじめ、「児童理解」、「授業参観

題点として受け止める必要があるω。

の視点」、「附属学校の理解」に関する講義があ

関連して、先の学生0は次のような意見を述

る。これらの講義を学生はどのように受け止め

べているので、紹介しておく。

ているのか？

0：事前研究の初期段階、土曜日辺りに、強制

この点については、参加者の間で個人差が見
られた。まず、学生0との問答を見よう。

的に授業参観を1回入れたらどうでしょうか？1
度そういう現場を見ておくと、観察実習に行く前

0：僕はあまり事前研究によって［期待感が］

に、より具体的にものを考えられたり、目標を立

高まったとは思いません・講義室の中で受ける講

てやすかったり、そういう面でいいのかなあと思

義なんで・普通の講義と変わらずに受けてしまっ

いました。

て・観察参加への準備という感じはあまりしませ
んでした・授業によって期待感とか意欲とかが高

められたというよりは、「迫ってきたな、あと一ヶ
月か」とか「あと一週間か」と、日付によってた

これに対して、2名の学生は次のように答え
ている。

A：僕は逆でして、講義の中で期待や意欲を刺
激されっぱなしだったんですよ。というのも、こ

き付けられました。

M：参加していく内容とそんなに結び付いてい

ないということですか？

0：結び付いているかも知れないんですけど、
僕たちがまだそういう実習をやったことがなかっ

（3）高橋一榮「教育実習の現状と課題」、『新潟大

学教育人間科学部附属教育実践研究指導セソター

研究紀要』第19号、2000年。
（4）この点は、1991年に行った調査においても指

たんで・具体的にイメージというのがなかなか浮

摘されていた。常木正則・宮薗衛・岡野勉「教育

かばなかったというんですかね。その当時の自分

実習の事前指導のあり方について一アソケート調
査から」、『新潟大学教育学部附属教育実践研究指

（2）渕上克義、前掲論文、56ページ。

導セソター研究紀要』第13号、1994年、参照。
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てこようと思いました。

Ha：私もほとんど社会科の授業を見て、学習

で、ずっとずっと期待や意欲を喚起されていたん

活動の形態と教師の発問と生徒の表情を観察して

です。それだけ実習に寄せる不安も大きかったか

こようと思いました。生徒の表情に関しては、授

らなんでしょうけれども。［講義要綱を見ると］

業の時間だけでなく、掃除の時間や給食の時間と

学級経営なんかの項目も細々とありましたし、し

かクラブ活動など、いろいろな部分から観察しよ

かりかたや子どもの反応なんか本当に生き生きと

話されていて、それをいよいよ目の前で見れると

いう期待もあって、ただ見るのではなくて、どう

うと思いました。

M：じゃあ、基本的には授業という観点なんで

すね。じゃあ0君は？

見ればいいのか、という点についても、実はこれ

0：僕は、授業のことはあまり気にしないで、

［講義要綱］には細々と書いてあって、本当に感

今の子どもの姿というものを、自分の子どもの時

心したんですけれども、それを事前に読んでから

との違いというのを見てきて、例えば、子どもた

話を聞いていたもので、刺激されて、［講師の先

ちが僕たちの時と変わっているなら、それに対し

生が］子どもたちの様子の注意点なんかを話して

て先生はどう処理しているのか、どう働きかけて

くれて、僕としては期待を刺激されっぱなしでし

た。

Hi：附属中学校の先生が講義に来てくれて、
具体的なアドバイスとか体験談とか、生き生きし

たお話が聞けて、すごく実習が楽しみになりまし
た。

学級を経営しているんだろう？と、それを見てこ

ようと思いました。

A：僕は、授業崩壊などに不安を持っていたこ
ともあるんですけど、学級のつくり方、まとめ方、

しかり方なんかをよく見てこようと思いました。
それから、授業時の子どものまとめ方、例えばルー

学生0とは対照的である。特に、学生Aには、

ルなんかがあるとしたら、どんなルールでこの授

事前に『講義要綱』に目を通してから講義に臨

業は動いているんだろう？ということ・つまり特

むなど、熱心な受講姿勢が伺われる。先に紹介

に集団に関わることを重点的に見てこようと思い

した意見にも関連するが、学生0のようなタイ

ました。そして、当然のことですが、子どもたち

プには、「フレソドシップ事業」や「入門教育

の考え方、今の状態はどんなだろうと・そういう

実習」への参加を勧めることも一つの方法であ

のも、もちろん見ようと思って行きました。

る。しかしながら、他方、この点を、単に、受

学校種によって、視点を設定する対象が明確

講姿勢における個人差の問題としてのみ考える

に異なっている。中学校教員養成課程に所属す

ことは一面的であろう。より多くの学生の積極
的な聴講を促す講義の内容と方法について、さ
らに検討する必要がある。

る2名は、基本的に、自分が所属する教科の授
業、そこにおける教師の活動と子どもの活動の
相互作用に視点を設定している。これに対して、

小学校教員養成課程に所属する2名は、学級に

③「観察参加」の視点設定とその根拠
学生はどのような視点をもって「観察参加演

おける子ども集団の形成、そのための教師の働
きかけに視点を設定している。

習」に臨んだのか？「観察してこようという項

次に、学生は、何を根拠として先に見た視点

目ははっきりと持てましたか？」という問いに

設定を行ったのか？「［視点を］持てたとした

対して、学生は次のように答えている。

ら、それはどういうところから思ったことなの

Hi：講義の中でも授業参観のポイソトという
のは説明されたことがあったんですけれども、そ

れを聴いて、私は、国語の授業を中心にして、教
師の働きかけとそれに対する生徒の反応を観察し

か？」という問いに対して、学生は次のように
答えている。

A：事前研究ではなく、教育学部で開設されて
いる講義の中で、僕が問題意識を持ったものです。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一
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0：僕は、講義よりも、ゼミで問題になってい

師のあげ足をとったりとか、無気力であったりと

た、例えば学級崩壊とか、最近の子ども像として、

か、教師に対するボイコットですかね？虐待心と

冷酷化とか孤独化とか、そういうのがあげられて

かを心に抱いているんじゃないかという、そうい

いたので、そんなに違うものなのかと思ったので。

う不安と、そんな中で自分は受け入れられるんだ

Ha：オリエソテーションのときに、指導案を
後で提出しなければならないと聞いたので、もう、
その指導案を作ることで精一杯で、他のところに
は余裕がなかったというのが正直なところです。

Hi：事前の講義の最初の方で、授業が中心だ

ということを言っていたので、私も最初からそう

思っていました。

ろうか？とかですね。
M：よく最近、マスコミで言われる「学級崩壊」
とか、子どものボイコットとか、そういう所で、
まあ自分の頃と違うんじゃないかと、そんな不安

ですね。

（3）日程を知らされないことによる「不安」

Hi：実習の細かいスケジュールやなんかも当

『事前研究』をはじめとして、学部の講義・

日まで知らされていなかったので、それがすごく

演習、附属学校におけるオリエソテーショソな

不安でした。実習日誌の付け方とか、もっと事前

ど、多様な要因があげられている。

に指導できることがあると思うので、それをでき
るだけ実習前にやっていただけると、2．5日間を

④「不安」の内容
教育実習に対する不安を扱った研究によれば、

もっと有効に使えたと思いました。

先に引用した研究において対象となっている

学生が教育実習に行く前に抱く不安は、①…授業
のは、3、4年次において行われ、2〜4週間
実践力に対する不安、②児童・生徒関係への不
の期間を持ち、実習生による授業も重要なプロ
安、③体調への不安、④身だしなみへの不安、
グラムになっている、いわば 本格的な 教育
という4つの構造から成る（5も今回のイソタビュー

実習に対する不安である。これに対して、「観

において学生が表明した不安は次の3点に分類

察参加演習」は、2年次において実施されるこ

できる。
（1）心構えができていないことによる「不安」

と、2．5日間という短期間であること、観察参
加が中心であることなど、予備的な性格をもっ

0：何をすればよいのか？とか、どういう所に
着目すればいいのか？とかがまだ自分の中に定着
していなかったんで、授業の聞き方が悪かったの

かも知れませんけど、このまま行っていいのかな？
という気持ちが自分の中にありました。

Ha：先生として行くという自覚がなくて、何

た実習である。学生が抱く不安の内容が異なっ
ているのは、このような性格の違いを反映した
結果であろう。

例えば、先の発言においては、「授業実践」、
「体調」、「身だしなみ」に対する不安があげら

れていない。これは、「観察参加演習」におい

か教育学部の生徒として行くという感じが捨て切

ては実習生による授業がプログラムに含まれて

れなくて、子どもと先生として触れ合うことがで

いないこと、期間が短いことによるものだろう。

きるか、というのが一番心配でした。子どもと一

体化してしまって、自分も生徒、向こうも生徒と
いう感じで接してしまう気がしていて、とても不

安でした。
（2）子どもとの人間関係の作り方に対する「不
安」
A：子どもがあまのじゃくではないか？と。教

また、「心構え」が特にあげられている。これ

は、この「演習」が2年次において実施される
ことによるものだろう。他方、「子どもとの人

間関係の作り方」が共通してあげられている。
これは、実施年次や期間等に関係なく、「教育
実習」である限り必然的につきまとう「不安」
であろう。特に、先の引用にはマスコミの影響
が伺われる。

（5）渕上克義、前掲論文、57ページ。

なお、「日程が知らされないことによる『不
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安』」については、「観察参加演習」に固有

いはいはいと手を挙げているのを見ると、「何な

の問題であり、実務的な方法によって解消が可

んだろうなあ！？」って（笑）、思いました。ほと

能である（6）。早急な対応が望まれる。

んど遊んだ思い出しかない位、遊びました。本当

にそれだけで終わっちゃったという感じです。

（2）参加して

表現には大袈裟な点も見られるが、短い期間

①「観察参加演習」の受け止め方
「観察参加演習」はよい経験であったか？と

内においても子どもとの間に直接的な触れ合い
が十分に得られたことが分かる。第1章におい

いう問いに対して、4名の学生は、それぞれ、

て見たように、附属小学校においては、《何を

「よかったです」、「まあまあ」、「かなりよかっ

た」、「ものすごくよかった」と答えている。

するにも児童との触れ合いの上に立った教育実

習を》という基本方針が採られている。上記の

「まあまあ」と答えた学生は、「やっぱり期間

発言は、あくまで2名の学生においてではある

が短かったので、やっと慣れたかと思った頃に

が、この方針が実現されたことを示すものであ

もう終わったという感じ」と物足りなさを表明

る。

している。「かなりよかった」という学生につ

これに対して、附属中学校において実習を行っ

いてもこの点は同じである。いずれも、先に見

た学生は次のように答えている。

た教職志望の強さを示す回答である。

Hi：生徒と接する機会というのが、給食の時
間とか、掃除の時にちょっとある位で、昼休みに

②子どもとのふれあい

遊びに行こうと思って教室に行ってみたんですけ

2．5日間の「観察参加演習」において子ども

れど、テスト前みたいで、みんな勉強してて、あ

との間にどのような触れ合いが得られたのか？

まり一緒に遊べませんでした。

この点について、附属小学校において実習を行っ

た学生は次のように回答している。

Ha：私も、昼休みに教室に行ったら、合唱の

練習をしていたんで、遊べませんでした。

A：ズバリ、「疲れた」以外は全部上の方［肯

小学校とは対照的に、子どもとのふれあいが

定的評価のこと］です。子どもたちのパワーと純

十分に得られなかったことが伺われる。この点

粋さは本当に新鮮に感じて、楽しかったし、おも

については後に触れる。

しろかったです。発見も、子どもたちや集団づく

りだけでなく、本当にいろいろな面でいろいろな
ことがあって、本当にためになりました。不安も

③学生が見た子どもの姿
このような子どもとの触れ合いを通して、学

ある程度薄くなりました。「やはり教師というの

生はどのような子どもの姿を見たのか？それは

は体力が勝負だな」と思いました。「疲れた」と

学生が抱いていた子どものイメージと同じだっ

いうのは、一日中子どもと遊んでいることからく

たのか、違っていたのか？「子どもについて何

る疲れで、決していやな疲れではないんですよ。

本当に充実した楽しい疲れでした。
0：疲れました。子どもたちの底なしの体力に
参りました。給食の後なのにもう動き回っている

か新しい発見があったでしょうか？」という問

いに対する学生の回答を次に引用する。
A：行ったら、もう本当に、子どもたちも、そ
んなにマスコミが騒ぎ立てるようなものではなく

し、僕たちは秋なのに汗をかいているのに、子ど

て、本当に純粋で、目が輝いていたというとクサ

もたちは授業を受け始めると、もう、みんな、は

イ言い方なんですけど、そういうのを感じとるこ

（6）この点については、附属新潟中学校の調査に
おいても指摘されている。高橋一榮、前掲論文、
参照。

とができました。
A：低学年［第2学年］だからなのかも知れま
せんけど、ものすごい、何かに一生懸命に取り組
むっていうことがまず印象的でした。それから、

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

「僕はすごく子どもをなめてかかっていたな」と
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マイナスイメージの変容、良好な人間関係の形

いうのが発見でした。授業の中でも、ものすごく

成が、教職意識の変容における重要なポイソト

反応がいいんですよ。「こんなこと考えられるの

になっている（7）。先の学生の発言は、この課題

か」つていうことまで考えているんですね。それ

が成功的に達成されたことを示している。

でいて、協調の姿勢もありますし、だから、自分

渕上は、児童・生徒に対する学生の認知様式

が考えているよりもずっと立派で、ずっとものを

について、「実習中に子ども観の評価に揺れが

考えていて、ものを創り出していく力があるんだ

あり、このような揺れを通してより現実的で客

なあ・ということがすごく印象的でした。

観的な子ども評価に到達する」と述べている。

0：「子どもたちって本当に頭が柔らかいんだ

先行研究によれば、例えば、子どもの「創造性・

なあ」つていう印象もありますし、僕にはないも

積極性」に関する実習生の評価は、実習前はポ

のをたくさん持っていました。

ジティブであったのに対して、実習中にはネガ

Ha：一番の感想が、今まで自分が想像してい

ティブに変化し、実習後は再びポジティブに転

た中学生とは全く異なっていたということがあっ

化するという（8）。この「演習」においても、こ

て・口も聞いてくれないような恐い中学生を想像

のような時系列に従った「揺れ」が見られるか

していたんですけれども、それとはまったく違っ

否か？この点については今後の課題となるだう

て、1年生だったからなのかも知れませんが、授

う。

業中の挙手発言があまりにも活発で、とてもびっ

このような子どもたちの特徴を、附属学校の

くりしました。

特質に結び付ける発言も見られた。

Ha：自分の考えていた中学生像より、自分の

0：やっぱり附属の子どもたちっていうのは、

主張をはっきりと言える子どもが多かったってい

言い方は悪いですけど、ある程度訓練された子ど

うことと、大変好奇心が強い。あと、普通の生活

もたちっていう印象を持ったんです。だから、座っ

において教師の援助がなくても互いに助け合って

てて、ワイワイ活発なんだけれども、しっかり授

生活しているんだって思いました。

業の方に関心が向いている。授業のことを発言す

Hi：中学生が学校生活をとても大切にしてい

る。無駄なおしゃべりはあんまりしないし、先生

るっていうことが発見でした。特に、附属中の生

の方をちゃんと注目している。そういうのを、小

徒というのは学校よりも塾の方を大切にしている

さい頃から、塾なり、1年生から、日頃の学習で

かと思ったんです。だから、授業中とかも塾の宿

培われてきた子どもたちだったと思うんです。

題をやっていたりするのかと思ってたんですけれ

この学生は、「今度は公立学校に行ってみた

ども（笑）、全然違って、積極的に授業に参加して

い」と述べている。上記の認識の妥当性も含め、

いるし、掃除とかもきちんとやっているし、発見

附属学校における実習体験の一般性と特殊性を

でした。

解明することも今後の課題となるだろう。

「純粋」、「一生懸命に取り組む」、「頭が柔ら

かい」、「授業中の挙手発言が活発」、「自分の主④「生徒主体」の授業
張をはっきりと言える」、「好奇心が強い」、「学

「指導者の指導活動あるいは学習者の学習活

校生活を大切にしている」。学生は、このよう

動で印象に残るできごとを3点あげるとしたら、

な子どもたちの姿を「発見」し、それに対して

どういうものがあがるでしょうか？」という質

「びっくり」すると同時に、「マスコミが騒ぎ

問に対して、4名の学生は、共通して、《子ど

立てるようなものではない」、「自分は子どもを

もの主体性と参加が尊重され、教師がそれをサ

なめてかかっていた」、「自分にはないものをた

くさん持っていた」と述べている。
附属中学校の調査によれば、中学生に対する

（7）高橋一榮、前掲論文、参照。
（8）渕上克義、前掲論文、59ページ。
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ポートしながら展開される授業》と答えている。

小学校、中学校の順に、それぞれ1件ずっ、発

言を紹介する。
0：一つめが子ども主体の授業で、先生がサポー
ト役・まとめあげ役に回っている授業が多くて、

それを見ていて、「あ一これが理想的な授業なん

だな」と思いました。ある授業は先生の説明がな
くて、子どもたちの意見をつなげただけ、ってい
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意見をつなげただけで、ちゃんと正解の方に向かっ

て行くんですよ。

T：おそらく、前の時間に課題が出ていて、そ
の課題について調べ学習があって、その時間は発
表学習の時間だったのかしらね・

0：あ一！そうだったんですかねえ・

M：だから、そういう全体を見て、その時間の
教師のねらい、位置付けがどうあるのか・たぶん・

う、最終的に見ればそういう授業っていうのが一

毎時間、毎時間がそうじゃないだろうし、また、

つあったんですよ。本当に何も先生が説明してな

ある一定の知識を子どもたちが蓄えた中で、それ

くて、ただ、手を挙げている子どもを指名して、

をどう発表させてつなげていくのか。そういう学

それで言ってもらったことを、その方向性に合う

習づくりだったんだろうな、と思うんですがね。

ように少し修正する位で、また手をあげてもらっ
て、その意見をつなげていくという授業でした。

T：そこで疑問を持つといいのかも知れないね。
なぜこういう学習ができるのか？とかね。

先生が何かを板書するとか、教科書の何ページを
見てごらんとか、そういう場面が全くない授業が

これは、先に引用した学生0の発言をめぐる
問答である。1時間の授業は、それ自体として、

あって、それを見たときに、「こういう教え方が

完結、独立した存在ではない。ひとまとまりの

できるんだったら、子どもの主体性とか自主性と

学習活動の中の一つの局面なのである。そして、

かが伸びるだろうな」と思いました。
Ha：私も、生徒の主体性を重視した授業がほ

授業において生徒の主体的な活動を実現するた
めには、教師からの働きかけが重要な要因であ

とんどで、受け身的な授業ではなくて、生徒によ

る。このような側面にまでは学生の考えは及ん

る授業という感じがしました。例えば、合唱の授

でいない。今後における重要な学習課題となる

業とかだったら、指揮者と伴奏者によって進めら

だろう。

れていくという感じだったし、家庭科だったら、

献立作るのも調理法も、すべて生徒のみによって
調べて作っていくというものであったり、社会科
だったら教科書自体が生徒が調べて作ったプリン

⑤

中学校における課題の重さ
授業見学に関連して、中学校においては独自

の課題が提出されていた。

トのようなものだったりしたので、どの授業も、

T：中学校の方、日誌には、「学習指導案」と

かなり生徒の主体性が重視されていて、大変良い

「記録用紙」2種類のものが添付されているんで

と思いました。

自らが抱いていた「受け身的な授業」に対し

すけど、これはどういう性格の作業だったんでしょ

うか？オリエソテーショソの時に指導案を提出す

て、子どもの主体的な学習活動が組織された授

るようにという話があったということですが、全

業を見学することができたようである。それに

部自分で創造されたんですか？これ。

対して、「理想的」、「大変良い」など、肯定的

Ha：記録用紙は、「担当教官の授業の中で印象

な評価が行われており、学生にとって貴重な経

に残った授業2つを記録するように」と言われて、

験であったことが分かる。ただし、次の引用は、

その授業をもとに、「自分だったらこうする」み

授業づくりという側面における、この「演習」

たいなのを指導案として1つ提出する。

の限界を示すものである。
T：それ、理科の授業ですよね。
0：はい、理科です。雲がどうやってできるの

か、っていうことを考える授業で、子どもたちの

T：観察の際に緊張感や問題意識を持って臨む
ことができて、よかったんじゃないですかね？
Ha：よかったです。

この課題については、このような肯定的な受

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するインタビュー調査にもとついて一

け止めに加えて、次のような発言もあった。

⑥
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教師の仕事に対する認識

T：実習から帰ってきて、翌日の準備なんか、

学生は、「観察参加演習」への参加を通して、

何か特別なことがあったんでしょうか？どなたか

教師の仕事に対してどのような認識を得たのか？

が、［実習日誌に］「もうほとんど睡眠とれなくて、

生徒の前に眠そうな姿を見せたことを反省してい

る」つて書いてありましたけど。
Hi：はい。2．5日で一睡もできない日が一日と、
その前の日も2〜3時間位でした。指導案と観察

「指導者にはどういう能力、資質がいると感じ

ましたか？」という問いに対して、学生は、そ

れそれ、次のように答えている。
Ha：授業において生徒の思考を促す発言、い
わゆる発問をどれだけ的確にできるかということ

記録と日誌を書かなくてはいけなくて。

と、子どもの目線になって物事を考えられるかど

Ha：私も、指導案提出が最後の日だったので、

うか、ということだと思いました。

その前の日は本当に泣きそうになりました。本当

Hi：［授業において］生徒が自分自身で考え

にもう大変でした。

て行動する力を引き出してあげる能力だと思いま

T：3年生になりまして、本実習になると睡眠

した。

時間が2週間で平均4時間位という報告をよく聞

0：子どもの主体性に任せて授業をするなら、

きます。それは、翌日の本時案、略案だとか細案

教師は軌道修正能力を持っていて、話がズレそう

を立てるときに、そういう状況に追い込まれるっ

になったらそれを柔らかく戻してあげる、そうい

ていうことなんですけど、それと同じような状況

う能力が必要だと思いました。

があったんですねえ。
指導案、授業記録の作成・提出という課題は、
授業見学に一定の緊張感を与えたと同時に、学

生にとって、かなり大変な課題であったことが

分かる。

A：前向きになれる学習集団、居心地のいい学
級を作っていけるかどうかということと、それか
ら体力。この2つだと思います。

この点に関連して、渕上は、教育実習を通し

て、学生は、「とりわけ教材研究を中心とした

先に見たように、中学校においては、小学校

授業に関わる力量と子どもとの開かれた共感的

と比較して、子どもとの直接的な触れ合いが少

な人間関係を作る力量を重視する傾向がある」

なかった。この点については、このような課題

と指摘している（9）。上記の発言にもその傾向が

によるところが大きいと考えられる。この課題

見られる。

については、先に指摘したような積極的な意味
を認めることができると同時に、現在の教育実

関連して、次の発言も見られる。

0：「これは大変な仕事だなあ」とは思いまし

習カリキュラムを考えると、大変な課題である

たね・rとても自分は…」はないですけれど。僕

こともまた確かである。その理由は、次の発言

たちが観察実習で見たのはおそらく教師の仕事の

に示されている。
Ha：教科によって授業の見方とかは異なると
思うので、4回の事前研究のうちで、1度位は教

半分くらいじゃないかと思って・他にも・学校経
営など、職員室でやる仕事もたぶん教師にはたく
さんあると思って。それで、半分だけ見て授業の

科別に分かれた指導をしてほしかったです。

ノートを取っていると、「これで半分なんだ」と。

Hi：指導案を提出しなくてはいけなかったの

子どもたちの前ではたとえ半分でも全力を尽くし

で、実習に行く前に指導案の書き方を講義しても

てやらなければいけないし、職員室に帰ったら学

らいたかったです。

校経営も考えなくてはいけないし。「とにかくご

教育実習カリキュラムに関する学部と実習校

との協議・連絡の必要性を示す発言である。

れは大変だぞ」と思いました。

「これで半分なんだ」という発言が端的に示
（9）渕上克義、前掲論文、57ページ。
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しているように、ここでは、2．5日間という短

教官のディスカッションの時に、自分たちで指導

い期間ではあるが、教師の仕事の総体に視線が

案を作って、それで、教生みんなでする授業を最

向けられている。それと同時に、「演習」によっ
て得られた自らの認識がその中に位置付けられ

後に1コマ位やる時間があったらいいんじゃない
かなあ、って思いました。それができるなら、もっ

ている。

と身の入った観察をするだろうし。それには、2．
5日間では少し足りないなあと思いました。

⑦

学生が得た自己認識

Ha：1回に実習に行く人数をもっと減らして

これまで、「観察参加演習」において学生が

ほしい。1クラスに10人は多いなあと思いました。

得た体験の内容を、子ども、教師、授業のそれ

人数が多いと、先生として行く自覚が薄れるとい

それについて、見てきた。それを通して学生は

うか、実習生同士で固まってしまう傾向があった

どのような自己認識を得たのか？この点に関す

ように思うので。

る発言を次に引用する。

A：担当教官の言葉なんですけれども、ある考

（3）参加を終えて

えに出会えたことです。それは、自分は「友だち

①

『事前研究』講義（後半部分）の聴講姿勢

として好かれる先生になれればいいな」と思って

2．5日間に渡る「観察参加演習」終了後、学

いたんですけれども、「そういうのは、自分中心

生は、学部に戻り、『教育実習事前研究』講義

の、自分可愛さから出発した考えなんだな」と気

の後半部分を受講する。テーマは「指導案の書

が付いて、好かれるかどうかということではなく

き方」（4コマ）、「事前研究のまとめと3年次

て、今この子たちに何をしてやれるか？何が必要

実習に向けて」（1コマ）である。「演習」への

か？という子どものことを出発点とした考え方、

参加体験を踏まえ、この部分に関する意見、感

指導に触れることができた、自分の中で見直すご

想を学生は次のように述べている。

とができた、というのが一番の学習経験であった
と思います。
0：僕自身の中に発見があって、自分の弱点、

A：あまりに遠いことなので、期間をもうちょっ
と本実習の前の方へ移して頂けたら、よりよかっ
たと思いました。

改善点が明らかになったということがありました。

0：あまりに先のことなので、自分に引き付け

僕の弱点は、その時の状況によって自分の意見が

て考えられなかった。

フラフラしてしまうという一貫性のなさと、メリ

Hi：受講態度はあまり変わりませんでした。

バリがないという、どうしようもない弱点なんで

講義は、2人の先生の模擬授業が受けられたこと

すけれども、そこが実習をやっていくに連れてはっ

が、本実習の参考になりそうで、よかったです。

きりとわかったんですよ。

Ha：受講態度は変わりました。実際に教育現
場に行ったことにより切実に考えられるようになっ

⑧要望
最後に、この「演習」に対する要望に関する

たということ、指導案を一度書いていたので、
「指導案の書き方」の授業の時も興味を持って聞

発言を引用しておく。

くことができました。あと、1月8日で講義は終

A：一学年しか見れなかったということで、比
較ができないんですよ。低学年ということで、高

わるんですけれど、もっとあってもよかったかな？
と思いました。

学年と比較してみたかったなと思います。この先

はどうなっているのか？というのを見てみたかっ

たと思いました。

この部分については、3年次教育実習の前に

移行させるべきであるという見方がある⑩。学

生A、0の発言はそれを支持するものである。

0：もう少し長い方がよかったなあと思います。
もう少し長くなれば、毎日、放課後、教生と指導

⑩

高橋一榮、前掲論文、参照。

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

これに対して、学生Haの発言は、受講時期は

《資料》学生インタビューの質問項目

現行のままにして、内容をより豊富にすること

はじめに

を求めている。先に見たように、この学生が実

（1）座談会的イソタビュー

習を行った附属中学校においては、「授業記録」、

「指導案」を作成・提出することが課題となっ

ことが影響しているようである。

趣旨説明

（2）出席者自己紹介

1．ズバリ

ていた。受講姿勢が積極的になったことについ
ては、苦しみながらも、この課題に取り組んだ

33

よい経験であったか否か

よかった／まあまあ／なんにも
2．4回の事前研究講義と直前のオリエソテーショ

ソの意義

後半部分の位置付けについては、このような

（1）期待感が高まり・意欲を喚起されたか。期

「演習」の内容との関連において、検討するこ
とが必要である。

待感の中味は。
（2）不安感は無かったか。不安の中身は。
（3）なにを観察してこようと思いましたか。観

②

今後の学習に向けて

察項目は明確でしたか。

最後に、今後における学習の課題、方向およ

び3年次実習に向けての期待に関する発言を引

用する。

④

4回の事前研究講義とオリエンテーション

への要望は。

3．2．5日間の学習経験

Ha：今までは、社会が好きなので、社会の講

（1）楽しかった／楽しくなかった

義ばかりを一生懸命受けていた傾向があったんで

おもしろかった／おもしろくなかった

すけれど、やはり、教職の科目もちゃんとマジメ

発見があった／なにもなかった

に受けようと思いました。あと、新聞などを読ん

ためになった／別に一

で、いろいろな教育問題についても常に敏感でい

たいと思いました。

教職へのやる気が出た／これは大変な仕事、

とても自分は

A：授業の作り方や教材そのものの基本的な知
識、そういうものに対するものももちろん不安の
種ですし、その他にも、全員参加の引き付ける授

疲れを感じなかった／疲れた
よい経験であった／あまりよい経験ではな
かった

業とか、集団づくりのために必要なこととか、学

（2）学習経験ベスト3、ワースト3

校で起こる代表的な問題などについても、自分の

（3）指導者の指導活動、学習者の学習活動で印

考えを持ちたいので、自分流の考えではどうなる
のか？ということについて、力を入れて吸収して

いきたいと思っています。

象に残る出来事を3点あげるとすれば。
（4）学習者（子ども）について、新しい発見が

ありましたか。

Hi：観察実習で、頭で考えるのと実行するの
とではギャップがあると感じたので、今後は子ど
もと接する機会のある3年の本実習を大事にして、

（5）指導者にはどのような能力・資質がいると
思いましたか。
（6）参加的実習（学習者との触れ合い・教科指

考えたことを実際にやってみるというところに力

導をやってみる）の満足度はどうですか。

を入れていきたいです。本実習では実際に授業を

（7）2．5日観察実習一改善してほしいことは何

やらせてもらえるというのが、とても不安ですが、

か、遠慮なく。

期待でもあり、楽しみです。

4．学部に戻ってから一今後の学習に向けて

所属教科に関することだけでなく、学校教育

（1）大学に戻ってからどういうことに力を入れ

全般にまで関心の対象が広がっていること、3
年次実習への準備段階が形成されていることが
分かる。

（岡野

勉）

て勉強していかなければと思いましたか。
（2）3年での本実習への期待感・意欲度は。
5．その後の5回の事前指導講義に対する感想意見
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な現状がある。そのため、例えば、学生の顔と
名前が覚えきれないまま、『日誌』にコメソト

を付し、評価を行わなければならない現状が生

4・お籾に

まれている。学生からも、「実習生だけで固まっ

てしまう傾向」が指摘されてし、る。より意味の

以上の記述により、「観察参加演習」につい
て、その現状と課題が、概ね、明らかになった。
合わせて、それに対する改善方策も提案されて
いる。ここではそれらを簡単に整理することで

ある指導を可能にするためには、教員一人あた
りの実習生数を少なくすることが重要な課題で
ある。
（4）

『日誌』についても、独自の形態を考案

まとめに替えたい。
すること。
（1） この「演習」の最大の問題点は、その目
この「演習」が3年次実習と同じ性格を持つ
的が不明確なまま実施されてきたことにある。

ものとして意識され、実施されていたことが、

特に附属小学校においては、この「演習」につ

特に附属新潟小学校へのイソタビューにおいて

いて、授業科目『教育実践研究』に設定されて

明らかになった。この点は、いずれの実習にお

いた1週間の「観察参加的演習」、あるいは3

いても同じ『日誌』が用いられているという事
実に、端的かつ象徴的に現れている。この「演

年次において行われる教育実習等と同じ性格を

もつものとして理解され、それらと同じ目的、

習」に対して2年次実習としての独自の目的を

内容・方法にもとついて指導が行われていた。

設定するならば、『日誌』についても、3年次

このような現状は、目的設定の不明確さに起因

実習とは異なる形態を考案する必要がある。

する。この「演習」について、2年次教育実習

（5）限られた期間を有効に活用するためにも、

としての独自の目的を明確に設定することが必

オリエソテーショソの一部を『事前研究』講義

態等について検討するための前提条件でもある。

要である。それは、「演習」の内容や期間、形

において行うこと。
スケジュールの連絡や日誌の書き方など、従

この点については、《学校における教育活動

来、実習校において行われていたオリエソテー

の実際の姿について、一通りの理解を得る》こ

ショソについては、可能なものを『事前研究』

とが提案されている。それを通して、《3年次
実習の準備段階を形成する》。この点に、この

講義に移行させることが必要である。これは、
2．5日という現状の期間内においても可能であ

「演習」の目的を設定することが考えられる。

る。学生の不安に対する配慮という意味もある。

（2）2．5日間という期間の妥当性について検

（6）学校種についても、免許状取得予定の学

討すること。
2．5日という期間の設定は、《実習生のグルー

プ分けに対応して、1週間を2つに分ける》と
いう考え方による。これに対して、《学校にお
ける教育活動は1週間を一つのサイクルとして

営まれるものである》から、先の目的設定にも
とつくならば、《少なくとも1週間の期間が必
要である》という提案が行われている。
（3）指導教員一人あたりの実習生の人数を少

なくする方策を探ること。

短い期間に多くの学生に対して実習指導を行
うことが求められており、丁寧な指導が不可能

校種にのみ限定せず、例えば、複数の種類の学
校において実施する可能性を探ること。

（7）学年についても、特定の学年に固定せず、
複数の学年への観察・参加の機会を提供できる
方策を探ること。

免許状取得を希望する学生にとって、この
「演習」は必修である。教育人間科学部への改

組に伴い、従来の教員養成課程は学校教育課程
に一本化され、学生定員は180名に減少したが、

それ以外の課程においても免許状取得を希望す

る学生は多い。このような現状から、この点に
関する根本的な改善は難しい。目的、期間の設

2年次教育実習の現状と課題一「観察参加演習」に関するイソタビュー調査にもとついて一

定と関連付けて検討し、可能性のあるところか

習」以前に行われる前半部分については、VTR、

ら、部分的に実行に移すことが当面の課題とな

ろう。

こと。
教師による授業の一部を学生が担当する、学
生が共同で指導案を作成し、共同して授業を行

IP／TV等を用い、実際の授業場面の視聴をよ

り多く取り入れること。

（8）教育活動の《観察》だけでなく、《参加》
を実現するための多様な形態を考案・実施する
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（3）後半部分については3年次実習の直前に
移行させること。

（4）

「演習」における課題と講義内容との整

合性、特に「指導案の書き方」の位置付けにつ
いて。

うなど、現在すでに行われているものも含め、

（5）個別の講義のテーマ、内容およびそれら

多様な形態を考案することが求められる。これ

の相互関係、全体としてのまとまりについて。

は期間の問題とも密接に関連している。

（岡野、常木、宮薗）

次に、『事前研究』講義に対して提起された
課題、改善意見を整理しておく。ただし、ここ
では整理に止め、その妥当性、実現方策等につ
いては今後の議論に委ねたい。
（1）意欲、課題意識を欠いた学生への対応も

含め、より多くの学生の積極的な聴講を促すた
めの内容と方法を工夫すること。
（2）そのための一つの方策として、特に「演

謝
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今回の調査にあたり、イソタビューに応じて
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記録の作成にも協力してくれた学生のみなさん
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