
教育実習にかかわるアンケート調査からみた

教職課程改善への視点

小山 茂喜＊

中央教育審議会答申の「新しい時代の義務教育を創造する」(平成 17 年 10 月)では、大

学における教員養成では、「教師として最小限必要な資質能力を身に付けさせる」場とし

て充実が求められている。また、教員採用試験においても、教育実習における体験の具体

を求められる場合
*1

もあり、実質的に何を学ぶことができて、何が課題なのかをきちんと

学生が自覚することも求められている。

教職課程の中で、学生がその資質を試される教育実習にかかわる実質的な指導などの業

務は、信州大学の場合、教職教育部が発足する以前は各学部に任されていた。 *2 教職教育

部の発足後、各学部と連携をとりながら、事前指導から事後指導まで行うようになったが、

学生からは教育実習も含めて教職課程にかかわる充実の声が上がっている。

そこで、今後の教育実習の整備並びに授業改善の方向性を探るために、人文学部・理学

部・工学部に在籍し、平成１９年度に教育実習を履修した学生の「教育実習録」の分析と、

教育実習事後指導を履修した学生を対象に実施した「教職にかかわる意識等のアンケート

調査」を実施した。

本稿では、実施したアンケート結果等をもとに、教育実習の実態を概観すると同時に今

後の教職教育部の整備並びに授業改善の方向性を探ることとする。

１．教育実習の時期について

[５月中旬～６月中旬が実施が多い]

中学校での教育実習、高等学校

での教育実習実習の合計でみる

と、５月第４週から５月最終週に

教育実習が始まるパターンが多

い。地域によっては９月に教育実

習を受け入れるとしているところ

もあるため、８月下旬から９月第

１週に始まるパターンもある。

本年度の場合、教職課程のカリ

キュラムの関係上、４年生の前期

で「教育内容・方法論」を履修し
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た学生が多く、教育方法や教育内

容にかかわる理論などをきちんと

学ばないで、教育実習に臨む形に

なってしまった。

そのため、「教育内容・方法論」

を履修していた学生の多くが、教

育実習前に教育方法をきちんと学

んでおけばよかったという感想を

述べており、教職課程の履修にか

かわる問題点を各学部と連携しな

がら改善していく必要がある *3。

なお、２週間実習と４週間実習

の比較をみると、４週間実習の開

始時期が６月第４週となっている

学生がいるが、これは５月最終週

から高等学校で２週間の教育実習

を実施した後、１日ないし２日の

間をはさんで、中学校での２週間

ないし３週間の教育実習が始まる

というパターンである。

このパターンの場合、高等学校での教育実習が終わったのち、１日ないし２日の間をお

いてすぐに中学校での教育実習に入らなければならず、感想から精神的にも体力的にもか

なりの負担感があったようである。

なお、実際には中学校での教育実習を希望していたが、受け入れ校から示された期間が、

高等学校での教育実習と期間が重なってしまい、中学校での教育実習ができなかったとい

う学生もいた。

教育実習の時期は、教育実習生を受け入れる教育現場の事情で決まってしまい、なおか

つ、母校実習を原則としていても、すべての教育実習希望学生が受け入れられるとは限ら

ない事例も増えてきており、今後、教育実習の受け入れ校をどのように確保していくかが

大きな課題といえる。

また、教育実習の開始曜日をみると、ほとんどが週の始まりである月曜日もしくは月曜

日が休日の場合の火曜日で、週暦的な区切りで行われている。しかし、若干ではあるが、

金曜日開始の事例もある。この場合は登校初日の次が休日となるために、実習生にとって

は、学校現場を初めて体験し具体的な指導を受け、次に何をしなければならないかと心理

的な負担を感じるが、休日が入ることにより２日目からの準備の向けての時間的心理的余

裕が保障され、スムーズに教育実習が展開できるようにという教育現場で経験法則的に導

入されている教育計画を援用した配慮とも考えられる。
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２ .教育実習期間中の内容について

（１）高等学校での教育実習について

高等学校での２週間の教育実習総時数は、最大７７時間、最少４９時間で、平均は５９ .

８時間であった。この差は、学校によって一日７時間授業を設定してる場合があったり、

実習期間中学校行事が入ったりすることから生じてくるもので、具体的な実習内容をみる

と、その他の内容が、最大２３時間、最少０時間というところと表裏をなしている状態で

ある。

実質的な教育実習の内容をみると、教材研究に費やされる時間が最も多く、次いで授業

参観、教壇実習、指導教員による指導という順になっている。なお、その他は体育祭や文

化祭の準備や体験学習の支援等である。

それぞれの内容は、たがいに相関関係にあり、授業参観が多い実習生は当然教壇実習が

少なくなり、教壇実習が多くなると授業参観や教材研究の時間が少なくなる。
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本来の教育実

習の意義から考

えると、稲垣が

示す教育活動の

特定性
*4

を、教

育実習生が実際

により多くの授

業を参観する過

程を通して、教

師と子どもたち

との対話を分析

し、教育技術や

教 師 の 意 思 決

定、さらには教

材研究のあり方

を学ぶことが重

要であると考え

る。

特に、教壇実

習は、その学び

の応用として、

子どもたちの前

に立ち、体験的

に 学 ぶ 場 で あ

る。

その意味で、

専門以外の教科の授業参観をした教育実習生のほとんどが、自分の担当している教科指導

や学級指導だけでは気づかなかったことがらを学ぶことができたという感想を持っている

ことから、より多くのかつ幅広い内容の授業を参観することは、授業もしくは教育に対す

る多様な視点を持つよいきっかけになると考えられる。

ところが、高等学校教育実習内容比率のグラフからもわかるように、教材研究に費やし

ている時間が最も多く、授業参観は全体の４分の１程度にとどまっている。

確かに、授業を行うにあたっての準備としての教材研究は重要であるが、それ以上に教

室での雰囲気をどうつかむかの方が本来は優先されるべき内容と考える。

さらに、教育実習業開始から終了までの時系列を追っての、内容を分析してみると、教

育実習初日から、教壇実習を行っている教育実習生もおり、本来の教育実習の意義が軽視

されている事例も見られる。
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教材研究について

教材研究の時数をみると、平均時間は２６．１時間で、開始から終了まで教育実習時間

内に占める割合は、ほぼ同じで、総時間数に対して、約４２％と教育実習の中で最も時間

を割いている内容である。

最も教材研究に費やした教育実習生は７６時間中５３時間で、教育実習のほとんどを教

材研究に充てている。確かに、教材研究は大切な時間であるが、単に教壇実習の準備のた

めの時間にすべてを費やしてしまうのでは、授業研究という視点からみると不十分である。

この教育実習生の場合は、授業参観が４時間、指導時間が０時間であることから、教材

研究の中に指導も含まれていると考えられるが、教壇実習も１９時間で総時数の２５％を

占めていることから、教育実習の期間中は教材研究と教壇実習とを自転車操業状態でこな

していたと予想され、教育現場は体験はしたがはたして教育という営みを考えるゆとりは

あったのだろうかと危惧される。

逆に、最も教材研究に費やした時間が少ない教育実習生の場合は、５３時間中８時間で

ある。しかし、この教育実習生の場合は、指導時間が１０時間とられていることから、実

習生が単独で教材研究しているのではなく、指導教員が指導しながら、教材研究や授業研

究を行ったと考えられる。また、教壇実習も９時間と、平均の１１時間より少ないことか

ら、指導教員が細かく指導をしながら、教育実習を実施したと考えられる。ただし、総時

数５３時間中１８時間を体育祭にあてられてしまっており、実質的な教科指導の時間が少
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なくなっている問題点はある。

なお、授業参観をどのような視点 *5 で実施するかにもよるが、参観する授業にかかわる

内容に関しても、「既成の学問的知識をもらい受けて、かつぎまわる類」
*6

ではなく、教

育実習生が自分なり教材観や指導観を持って臨まなければ、単なる技術的もしくは現象的

な観察に終始してしまう可能性がある。

その視点で、教育実習録を分析すると、ほとんどの教育実習生の場合、教材研究の時間

は、次の自分の教壇実習に向けての準備に費やされていることから、授業参観にかかわる

教材研究の視点も教育実習の指導内容に含めていくことも必要であるといえる。

授業参観について

授業参観の時数をみると、平均時間は１５．９時間で、教育実習開始当初は、当然授業

参観の割合が多く、教壇実習が多くなるにつれ、授業参観の割合が減少している。

特に、教育実習開始３日目あたりからの減少が著しく、教壇実習と同程度の割合となっ

ており、平均すると１６時間授業を参観したことになる。

教育実習中盤での授業参観が減少しているのは、多くの実習校で体育祭もしくは文化祭

が教育実習期間中盤に計画されているため、授業が行われてないということが一因として

考えられる。

なお、教育実習後半に授業参観が増加するのは、複数の教育実習生がいる場合、研究授

業が実施されるためと考えられる。

授業参観の後指導をどの時間で実施するかは、実習校や指導教員の方針により、さまざ

まであるが、実習録を分析する限りでは、実習時間中に指導を受けているケースは極めて

少ない。教育実習初日は指導を受けているが、２日目以降は参観した授業の感想などを実

習録に記録し、その記載された反省等に対して指導教員からコメントを受けるという指導
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で終始している状況がうかがえる。

続いて、最も授業参観を行った教育実習生の実態をみると、実習総時間６６時間中４０

時間で、総時数の６割が授業参観に充てられており、きちんとした指導を受け授業研究を

すれば、かなりの実力を付けることができる内容である。

さらに、この教育実習生の場合、教壇実習が４時間で、そのための教材研究に２０時間

費やしていることから、教壇実習の前にじっくり指導教員の指導を受けた授業研究して授

業に臨めば、かなり充実した教育実習が実施できる内容である。

しかし、残念なことに、この教育実習生の場合は、指導はわずか１時間で、我流で授業

を参観し、自分なりに解釈していた状態であった。

逆に、最も授業参観が少ない教育実習生の実態をみると、実習総時間６２時間中２時間

で、教材研究に総時数の７割を超える４５時間を充て、教壇実習は平均的な時間である１

０時間で実施している。この教育実習生の場合、指導の時間は０時間で、学校に登校して

も、ほとんど教育実習生室で資料作りを行い、教育現場のようすを学ぶ場は、１日に１回

教壇実習で教室に出かけていく場面という状態で、本来の教育現場に出向いて行う教育実

習の目的が達成されているか課題の多い事例といえる。

授業参観を通して、教育実習生が学ぶべきことは、「授業の準備等展開の仕方、教材・

教具の研究と準備、子どもの扱い方や関わりの持ち方」
*7

など授業構成にかかわる技術的

な事項と、場面ごとの「もどる」「とどまる」「すすむ」といった教師の意思決定のあり

方
*8

であることを考えると、教育実習内での授業参観の在り方について、事前指導を含め

て今後改善していかなければならない大きな課題である。

教壇実習について

教壇実習の時数をみると、平均は約１１時間で、最高２５時間最少３時間と教育実習生

による差が大きい。

おおまかな流れをみると、２日目から次第に教壇に立つ割合が増え、３日目以降はほぼ

同じ割合で推移している。また、一日１時間ないしは２時間担当する場合が多く、教材研

究が追いつかずに苦労している事例も多くみられ、中には、複数学年・複数分野（領域）

を担当している事例もあり、負担度は教育実習生によってかなりの差がみられる。

特別な事例としては、教育実習初日から教壇実習を行っているものもある。学校現場を

体験するという観点からは一理あるが、教育的価値からすると教育実習生は戸惑っている

だけで、効果はないといえる。また、２日目に教壇実習を体験した後は、実習最後に研究

授業を行うまで、授業参観と教材研究が主なる活動となり、学んで実践という方向性から

考えると、逆行した流れで指導が展開されているものもあった。

最も多い２５時間の教壇実習を体験した教育実習生は２名おり、それら２人の総時数は

５９時間と６２時間で、ともに教育実習の半分を教壇実習にあてられている。

さらに、共通しているのは、教材研究の時間が教壇実習の時間より少なく２３時間と１
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で終始している状況がうかがえる。
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考えると、逆行した流れで指導が展開されているものもあった。

最も多い２５時間の教壇実習を体験した教育実習生は２名おり、それら２人の総時数は
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８時間で、２日目の後半から教壇実習が始まり、教材研究と教壇実習とが交互に入ってく

るという状況で、かなり現場の職員と同じサイクルで学校生活を送っていたと考えられる。

教壇実習を実施した場合、当然指導の時間があるはずであるが、進学校で数学を担当し

た教育実習生は指導時間が０時間、職業科普通科の併設校で英語を担当した教育実習生の

指導時間は３時間で、もし放課後指導を受けていない場合、体験したが指導がなく、教育

実習の本来の目的が受け入れ側で取り違えられている可能性がある。

また、最も少ない３時間の教壇実習を体験した教育実習生も２名おり、それら２人の総

時数は６０時間と６９時間で、総時数に対する比率は５％程度できわめて低いが、総時数

に対して１割以下という同程度の教育実習生は１０名おり、今回データを収集した高等学

校での教育実習を行った学生の約１３％を占めている。

これらの教育実習生に共通しているのは、実習校が比較的進学校で、授業参観と教材研

究に充てられている時間が多いということである。さらに、指導の時間が規定時間内では、

無いかほとんど無いという状況である。進学校のため、進度と授業時数との関係が重視さ

れ、教育実習生の教壇実習で授業時間が消耗されるのは厳しいことと、教育実習生の数も

多いことから、教育実習生一人当たりに割り当てられる教壇実習の時間が少なくなってい

る現実がある。同時に、実習校の教員一人に対する教育実習生の比率も高くなることから、

教育実習生１人１人に対応する指導は厳しく、授業参観を中心に教育実習を受け入れ、指

導もなかなかなされないまま、後半を中心に少し教壇での実習を体験することで、教育実

習期間が終了してしまうという状態が想定される。

課 題

高等学校での教育実習の場合、指導体制に大きな差があり、そのことが教育実習の内容

に大きく影響を与えているといえる。教材研究中心の教育実習・授業参観中心の教育実習

・教壇実習中心の教育実習等、バランスよく教育現場で教科指導を中心に、さまざまな教

育活動や業務を学ぶという体験がなかなか出来ていない状況が見えてきた。

特に、指導という点で考えると、絶対的に指導時間は少なく、特に授業参観後の指導が

少ないことに課題があるといえる。教育実習で重要な「大学では学べない現場での授業研

究や子ども理解」について、学べないまま教育実習を終わらせてしまう可能性があるよう

に見受けられる。当然、教育実習生は教室という特定
*9

の空間の中で、学級を構成してい

る特定の学習集団に入っており、少なくとも雰囲気は体験はできるので、学べたことが一

つもないというわけではないが、感覚的に体験したことについての意味付けをする指導が

どうしても必要となってくる。

以上のことから、教育実習の事前・事後指導のあり方も含めて、教育実習校と連携をと

るなかで、改善していかなければならない内容である。

なお、右のグラフは中

学校教諭免許状取得のた

めに、高等学校で３から

４週間実習を行った実習

生８名のデータである。
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の空間の中で、学級を構成してい
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つもないというわけではないが、感覚的に体験したことについての意味付けをする指導が

どうしても必要となってくる。

以上のことから、教育実習の事前・事後指導のあり方も含めて、教育実習校と連携をと

るなかで、改善していかなければならない内容である。
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（２）中学校での教育実習について

中学校での３から４週間の教育実習総時数は、最大１２２時間、最少７５時間で、平均

は１０８時間であった。この差は、実習期間が３週間から４週間の間で行われていること

から発生する実質日数の差に起因する部分である。また、学校によって一日の授業時数の

違いによる部分も影響している。また、実習期間中学校行事が入ったりすることから生じ

るものもあり、具体的には実習内容の「その他」が、最大１８時間、最少０時間というと

ころと表裏をなしている。

実質的な教育実習の内容をみると、教材研究に費やされる時間が最も多く、次いで授業

参観、教壇実習、指導教員による指導という順になっている。なお、その他は体育祭や社

会見学の支援等である。
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は ほ ぼ 同 じ で

あ る が 、 教 壇

実 習 の 比 率 が

減 じ 、 授 業 参
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が っ て い る 。
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は多くはないものの、０時間という事例もあるが、高等学校での教育実習に比べると、平

均時数をみても２倍とられており、授業参観後や教壇実習後の指導が高等学校の場合に比

べると、時間を確保して行われていると考えられる。

高等学校の事例でも述べたように、授業参観と教材研究・教壇実習をバランスよく時間

配分することで、授業研究が充実し教育実習本来の目的が達成できる。

その意味で、あらためて中学校での教育実習内容の比率をみると、教材研究に４割近い

時間を費やしており、授業参観は３割程度にとどまっている。

生徒の実態を踏まえて授業を組み立てていくということを考えると、授業参観とそれに

かかわる指導の時間がもう少し増えてもよいのではと考えられる。

教育実習業開始から終了までの時系列を追っての、内容を分析してみると、教育実習開

始当初は、指導並びに授業参観の比率が高く、高等学校での事例にみられた初日から教壇

実習という例外もなく、じっくりと教育現場の実態を観察実習する時間が確保されている。

教育実習生は、これまで実際の教育活動にかかわることはなく、教育活動でつまずくと

いう経験はない。そのため、どのような活動を教師自身がすればよいのか、また生徒にさ

せればよいのかといった具体は不明で、「事実と対決するという体験の媒介を経ない理論」

*10
で教材研究を行い、学習指導案を作成している。観察実習をきちんと組み込むことで、

擬似的ではあるが、教育活動を体験し、自分の中でどのような方向性を見出していくかの

試行錯誤を行うことを通して、実際の教壇実習への準備がなされていくといえる。
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は多くはないものの、０時間という事例もあるが、高等学校での教育実習に比べると、平

均時数をみても２倍とられており、授業参観後や教壇実習後の指導が高等学校の場合に比

べると、時間を確保して行われていると考えられる。

高等学校の事例でも述べたように、授業参観と教材研究・教壇実習をバランスよく時間

配分することで、授業研究が充実し教育実習本来の目的が達成できる。

その意味で、あらためて中学校での教育実習内容の比率をみると、教材研究に４割近い

時間を費やしており、授業参観は３割程度にとどまっている。

生徒の実態を踏まえて授業を組み立てていくということを考えると、授業参観とそれに

かかわる指導の時間がもう少し増えてもよいのではと考えられる。

教育実習業開始から終了までの時系列を追っての、内容を分析してみると、教育実習開

始当初は、指導並びに授業参観の比率が高く、高等学校での事例にみられた初日から教壇

実習という例外もなく、じっくりと教育現場の実態を観察実習する時間が確保されている。

教育実習生は、これまで実際の教育活動にかかわることはなく、教育活動でつまずくと

いう経験はない。そのため、どのような活動を教師自身がすればよいのか、また生徒にさ

せればよいのかといった具体は不明で、「事実と対決するという体験の媒介を経ない理論」

*10
で教材研究を行い、学習指導案を作成している。観察実習をきちんと組み込むことで、

擬似的ではあるが、教育活動を体験し、自分の中でどのような方向性を見出していくかの

試行錯誤を行うことを通して、実際の教壇実習への準備がなされていくといえる。
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教材研究について

教材研究に費やされている時数は、

平均時間は４４．３時間で、教育実

習開始当初は少なく、教壇実習が始

まる前から次第に増え、その後は教

壇実習と連動する形で推移する。総

時間数に対して、約４１％と教育実

習の中で最も時間を割いている内容

である。

最も教材研究に費やした教育実習

生は、１１９時間中５９時間で、教

育実習の半分を教材研究に充ててい

る。高等学校での場合と異なり、中

学校での教育実習における教材研究

の比率は２週間の教育実習の事例を含めても最高で５５％で、教壇実習の準備のための時

間にすべてを費やしてしまうという状況はみられない。

逆に、最も教材研究に費やした時間が少ない教育実習生の場合は、総時数の約３０％で、

７５時間中２３時間で、授業参観・教材研究・教壇実習の割合がほぼ同じであった。

概観すると、教材研究の割合が増えると教壇実習の割合が減ずる傾向がみられる。
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までは授業参観の割合が多く、４日目あたりから教壇実習が始まるにつれ、授業参観の割

合は減少している。

教育実習の後半になると、教壇実習の準備のための教材研究に追われるかたちになり、

授業参観がないという日がある教育実習生もいる。

教育実習終了間近になると、研究授業が組まれるため、他の教育実習生の研究授業を参

観するために、授業参観の割合が増えている。

また、指導の時間との関係をみると、教育実習３日目くらいまでは、授業参観後、指導
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れで授業研究が行われれば、かなりの実力を付けることができる内容である。

しかし、この教育実習生の場合、指導の時間はわずか３時間で、その内訳は教育実習当

初の指導２時間と研究授業後の１時間で、授業参観後の指導時間はとられていない。ただ
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し、教材研究の時間が３８時間あり前半は授業参観後にとられていることと、実習録によ

ると若干の放課後の指導があるので、まったく指導がないというわけではないが、教壇実

習の時間も２０時間と中学校での教育実習の中では多い方で、必ずしも教材研究の時間に

指導がきちんと行われていたとは考えられず、運用面での工夫によって授業研究の質が大
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高等学校の事例とは異なり、教育実習初日から教壇実習を行う事例はなく、最も早い事

例でも、二日目の５校時が一名で、あとは三日以降の開始となっており、授業参観等を当

初はきちんと行った後、教壇実習が実施されている。

最も多く教壇実習を体験した教育実習生は１１９時間中３３時間教壇に立っており、総

時数の約２８％であった。教壇実習の比率が総時数の２０％を超えた教育実習生は４名（２

０％）で、残りの教育実習生の比率は２０％以下で、授業研究という視点に立った場合、

妥当な時数ではないかと考えられる。

なお、教壇実習の時間が最も少なかった１時間という教育実習生も含めて、一桁代の教

育実習生は６名おり、それら教育実習生は教材研究の時間が多いという傾向を示している。

（３）課題と改善への指針

○教育実習期間中の時系列を追った指導計画の充実

教育実習で教育実習生が学ぶことは何かということを、あらためて問いなおしてみ

たい。観察実習に比べ、教壇実習に重点が置かれている背景には、教科指導=学問の

系統を効率よく伝授することを教育と考えがちな部分があるのではないだろうか。そ

のような授業をホワイトヘッドは、「非常に多くの教育科目をざっと素通りするなど

ということは、生命力のほとばしり出ない、連関性のない考えをただ、無批判に受け

入れさせる結果となる」 *11 と批判し、教育の問題は「個々の木を手がかりにして、森

を生徒たちに見せること」
*12

とし、機械的に展開できるものではないとしている。つ

まり、授業は目の前の生徒たちの特性を探りながら、場面ごと教師が意思決定を下す

ことで、動的に展開されていくものであることを示唆している。

しかし、その展開の在り方は、梶田 *13 が指摘するように、教師は日々の自分自身の

授業のあり方を振り返って反省し、その上に立って新たな創意工夫をこらすことで、

経験的に獲得されていくものである。これらのことから、教育実習生は指導担当の教

員の指導を丹念に観察するなかから、自分自身の指導法なりを見つけ出していくこと

が、本来の目的となるべきである。

よって、観察実習と指導による授業研究を一定期間経たのちの教壇実習での体験学

習の充実を図る必要がある。

○教育実習内容のバランスの適正化

教育実習生の反省を見ると、後述のアンケート結果とも重複するが、教材研究の重

要性が述べられている。そのことと相応するように、教育実習期間中の教材研究の時

間の比率は多い。

しかし、ここで考えなければならないことは、教材研究といった時の内容である。

アンケートを見る限り、高久が指摘する教育実習生は「教材の教科専門的な吟味」
*14

に視点が向けられているが、さらに、「教育方法など吟味」や「授業の事前準備いっ

さい」という視点もあることを忘れてはならない。

後者の視点は、授業参観を通しての授業研究から、方向性が見いだせるものである。

以上のことから、観察実習による授業研究と教材研究、さらには教壇実習の時間配

分の適正化を図ることが必要である。

○学校行事と教育実習とのバランス

限られた時数の中での教育実習の中で、学校行事等への参加は、生徒理解等の視点

からすると重要な実習である。

しかし、現実には生徒理解という視点が機能していない部分もみられるので、実質

化への改善を図る必要がある。
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○校種による教育実習内容の差の解消

その他には、学校行事で実習としての活動が停滞している時間も含まれている。

授業参観や授業研究等、限られた時間の密度を濃くし、充実した教育実習にするた

めの、実質的な内容をどのように盛り込んでいくかといった視点での充実を図る努力

が必要であろう。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学校２週間実習

中学校３.４週間実習

高校２週間実習

高校３．４週間実習

授業参観 指導 教材研究 教壇実習授業

その他

校種別教育実習内容比率

３ .教育実習を振り返っての反省から

教育実習後、以下の内容についてアンケートを実施した。

・生徒との接し方について

・教材研究について

・教育方法について

・教職について

・教育実習で困ったこと

・事前指導として実施してほしかったこと

・教職課程の授業で有益だった内容

・教育実習を通して教師の資質について考えたこと

・教職教育で充実してほしい内容

・教職教育への要望

・教職課程を履修した理由

・教員採用試験対策について

なお、教育実習生の実感を把握することを目的としたため、自由記述方式でアンケート

を実施した。

分析にあたっては、記述内容を TRSUTIA/R.2(ジャストシステム)によるテキスト分析で、

主題分析を中心行った。主題分析では、内容が似ている文章が抽出され、グルーピングが

行われることから、何についてどの程度教育実習生が考えているかを把握することができ

ると考えた。

（１）生徒との接し方について

教育実習で、まず、教育実習生が直面する壁は、生徒との対応の仕方である。教育実習

生は日常生活では、学生生活を過ごしており、教わる側・指導される側の立場である。そ

れが、実習とはいえこれまでの生活環境とは１８０度異なる指導する側に立つことになり、

生徒との円滑な対話を生み出すために、教師の勢力資源 *15 の根幹にもなるコミュニケーシ

ョンのとり方、振る舞い方、生徒との距離感の取り方等の習得は教育実習生にとっては未

知の領域への挑戦になる。

教育実習生が、まず心がけたのは、自分は「教師」という立場をどのように生徒たちに

示すかということである。これは、まさに、「教師と生徒、大人と子どもとの間のコミュ

ニケーションの円滑化や深化を図ること」
*16

で、生徒自身が自己主張・自己決定を能動的

に展開する授業の創造に向けて、言葉づかい・服装・振る舞い等、彼らなりに工夫したあ

とがうかがえる。

同じことは、「一人一人の子どもの持っている能力を十分に引き出し、その全部を組織
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し、生き生きと発展させてゆく」
*17

ためには、まず、生徒たちとの信頼関係をどう築くか

を、教育実習生なりに生徒と対峙する中で、感じ取ったものであるといえる。

そこで、生徒を理解する方法として、教育実習生が選択した方法は、自分からの声がけ、

それも挨拶であった。教育実習校での指導もあったと思われるが、日常生活の中で、自分

から挨拶をするという生活に慣れていない教育実習生にとっては、まず挨拶を自分からと

いうハードルを越えることができるか否かで、有意義な体験学習としての教育実習になる

かが決まるといえる。

挨拶ができるようになると、授業中での声がけや休み時間での話題づくりについては、

問題なく進んでいけたようである。

これは、まさに、「効果的なかけ橋」
*18

としての技術が教育実習生の中にも形成されて

きている。その延長として、給食や掃除の時間に生徒ともに活動することで、授業の中だ

けではうかがえない生徒の動きなども知ることができたとしている者も多く、日常生活の

中で生徒とどう接するかが、授業を成り立たせている大きな要因であることにも気づいて

いる。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

積極的 13 56 積極的/積極/世代/生徒/壁

自分 9 40 自分/一緒/タイプ/話/お話

教師 9 64 教師/友だち/じぶん/問題/

立場 10 54 立場/先生/教育実習生/教育実習/教育

生徒 18 20 生徒/先生/名前/週間/感覚

授業外 7 42 授業外/授業/一人/質問/

時間 13 62 時間/掃除/休み時間/休み/ホーム

注意 17 10 注意/先輩/距離感/メリハリ/

顔 3 60 顔/苦労/not 入手/顔写真/話題作り

クラス 6 46 クラス/担当/年生/担当クラス/クラス担当

実習生 6 22 実習生/実習/女性/イベント

言葉 12 50 言葉/言葉遣い/遣い/逆/

名詞句 係り受け関係 係り受け関係
語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

生徒 133 生徒 多い 9 積極的 話しかける 13
自分 27 年 近い 7 生徒 話しかける 8
先生 22 生徒 近い 5 名前 覚える 6
授業 21 年齢 近い 3 自分 話しかける 5
教師 16 関係 よい 2 話 する 4
立場 15 反応 薄い 2 生徒 接する 4
クラス 13 生徒 おとなしい 2 生徒 話す 3
時間 13 生徒 活発 2 関係 作る 3
掃除 11 子 おとなしい 2 立場 接する 3
名前 11 立場 近い 2 顔 覚える 3
コミュニケー 10 先生 近い 2 声 かける 3
ション 名前 呼ぶ 2

距離 持つ 2
コミュニケー とれる 2
ション

(２)教材研究について

教材研究については、ほとんどの教育実習生が、自分たちの持っている知識の少なさを

実感し、必死に授業に合わせて調べたあとがうかがえる。これは、前述の教科専門的な内

容の吟味を中心に教材研究をとらえていた結果といえる。

教育実習生の中で、事前の打ち合わせで授業担当範囲な明確に示された者は、半年以上

その内容について事前に大学で調べることができ、ゆとりを持って教育実習に臨むことが

できている。限られた時間の中での教材研究について、事前に授業の範囲を知ることがで

きたら、もっと教材の内容について調べることができたと反省している。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

生徒 9 32 生徒/反応/関心/効率的/苦労

理解 7 34 理解/発問/もたれ/発問レベルもたれ/能力

部活動 5 20 部活動/身/活動/部/実習録

勉強 3 37 勉強/物理科/専門外/挑戦/中学生

板書 20 16 板書/説明/学習/流れ/予備実験

予備知識 4 50 予備知識/知識/面白/バイオテクノロジー/

植物バイオテクノロジー

授業 13 28 授業/中学校/逆/準備/教科書

実習 6 31 実習/教育実習/教育/教科担当/全員

範囲 8 39 範囲/ノート/使用/自分/実際

教科書 19 52 教科書/教科/資料集/資料/内容

教材研究 22 53 教材研究/教材/研究/改善/時間

入手 7 28 入手/問題集/教科/教材研究/日誌

名詞句 形容詞句 動詞句

語句 頻度 語句 頻度 語句 頻度

教材研究 53 難しい 17 する 61

授業 51 ない 15 思う 37

教科書 38 多い 14 ある 32

生徒 33 よい 13 教える 29

時間 32 大変だ 12 できる 25

自分 28 深い 9 なる 21

内容 21 わかる 8 行う 19

教材 16 必要だ 6 考える 17

事前 11 良い 5 感じる 17

知識 9 大切だ 5 作る 16

また、事前の打ち合わせと異なる範囲を担

当することになった教育実習生にとっては、

教育実習が始まってから教材研究を始めなけ

ればならず、かなりの負担になったようであ

る。事前での打ち合わせなどできちんと担当

配当も示してもらえると、事前の教材研究が

しっかりでき、本来、実習校で行うべき体験

学習が充実するのではないかと考える。

教材研究の方法については、教科書を調べ

たり、指導書を調べたり、資料集を調べるこ

とから始まり、次第に専門書やインターネッ

トなどで調べるという活動に発展していく様

子がうかがえる。
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(２)教材研究について
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教材研究 22 53 教材研究/教材/研究/改善/時間

入手 7 28 入手/問題集/教科/教材研究/日誌

名詞句 形容詞句 動詞句

語句 頻度 語句 頻度 語句 頻度

教材研究 53 難しい 17 する 61

授業 51 ない 15 思う 37

教科書 38 多い 14 ある 32

生徒 33 よい 13 教える 29

時間 32 大変だ 12 できる 25

自分 28 深い 9 なる 21

内容 21 わかる 8 行う 19

教材 16 必要だ 6 考える 17

事前 11 良い 5 感じる 17

知識 9 大切だ 5 作る 16

また、事前の打ち合わせと異なる範囲を担

当することになった教育実習生にとっては、

教育実習が始まってから教材研究を始めなけ

ればならず、かなりの負担になったようであ

る。事前での打ち合わせなどできちんと担当

配当も示してもらえると、事前の教材研究が

しっかりでき、本来、実習校で行うべき体験

学習が充実するのではないかと考える。

教材研究の方法については、教科書を調べ

たり、指導書を調べたり、資料集を調べるこ
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トなどで調べるという活動に発展していく様

子がうかがえる。
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ほとんどの教育実習生の場合、母校実習のため、手元に専門書がなく、実質的に教材研究

を行うにあたって、かなり苦労した跡が見受けられる。

さらに、実習の時間が経つにつれて、教育技術もしくは教育方法なども関連し、いかに生

徒にわかりやすい授業にするにはどうしたよいか、的確な発問はどのようにしたらよいのか、

板書はどのようにしたらよいのかといった生徒の反応を視野に置きながら、教材研究を進め

るように変化している。

係り受け関係 係り受け関係

名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

説明 わかりやすい 3 内容 理解 5

知識 深い 2 教材研究 行う 5

生徒 わかりやすい 2 時間 not 足りる 4

教材研究 多い 2 時間 費やす 4

参考書 多い 2 自分 理解 4

時間 多い 2 時間 かける 4

教材研究 not 十分 2 教科書 教える 3

勉強 必要 2 範囲 異なる 3

授業 よい 2 生徒 いる 3

授業 わかりやすい 2 時間 とる 2

しかし、教材研究は前述の通り、授業全体を包括的に考えることが大切であり、梶田が

指摘するように、「教科・教材の多様な指導方法や活動展開のあり方」や「学習過程での

つまずきや落とし穴とその対応方策」
*19

といった生徒がどのように反応するかめ発達段階

としてどこまで理解することができるかといったことを吟味する視点が欠けていることか

ら、今後の事前指導や教科指導法等での教育内容の改善・充実を検討する必要がある。

(３)教育方法について

授業を成り立たせるために、どうしたらよいのか教育実習生自身が注目したものは、板書

計画である。どのような板書をすることで、わかる授業が実現できるか、師範授業を参考に

しながら悩んだあとがうかがえる。また、基本的な技術である声の大きさ・字の大きさ・字

の表記等については、指導教員から指摘を受けて改善したあとがうかがえる。

しかし、問題は西林
*20

が指摘するように場面や状況内容に応じて、方法や技術を駆使する

という発想はみられない。確かに、向山
*21

が指摘するように、授業を展開する上での基本的

法則や技術習得は必要であるが、それら発問や指示等の技術については、師範授業の中で、

かなり学びとっていくもので、教壇実習に向けて、指導教員等の授業から少しでも自分が使

えそうな技術や方法を盗みとろうと努力したあともうかがえる。教材研究が十分とはいえな

くても、ある程度できている場合は、心にゆとりをもって授業に臨めるために、教材研究も

教育方法の重要な課題であると教育実習生は感じているといえる。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

時間 7 43 時間/時間配分/配分/授業時間/分

授業 23 37 授業/生徒/興味/最後/雑談

生徒 18 30 生徒/数学/机/あと/用意

大きさ 5 62 大きさ/字/間隔/特徴

話し方 8 33 話し方/話/色/板書/生徒

指導 6 35 指導/生徒指導/not 確立/信念/生徒指導方法

教科書 6 25 教科書/興味/高校/受験/幾つ

作成 19 15 作成/教壇実習/穴埋め/プリント/実習

内容 10 42 内容/教材研究/教材/研究/文法

教育実習 8 62 教育実習/教育/実際/実習/度

技術 7 35 技術/先生方/知識不足/知識/担当

名詞句 形容詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

授業 83 多い 19 声 大きい 5 興味 持つ 9

生徒 80 難しい 18 授業 多い 3 授業 行う 7

板書 28 重要だ 13 生徒 多い 2 内容 教える 5

声 18 わかる 9 板書 多い 2 授業 進める 4

先生 15 よい 9 教材研究 十分 2 生徒 引き付ける 4

内容 14 ない 8 声 小さい 2 生徒 いる 3

自分 13 大切だ 8 点 多い 2 内容 理解 3

必要 13 うまい 8 授業 わかりやすい 2 時間 短縮 3

興味 12 良い 8 生徒 わかりやすい 2 授業 心がける 3

説明 10 様々だ 7 説明 わかりやすい 2 時間 書く 3

大きさ 9 大きい 6

時間 9 適切だ 4

点 8 大事だ 4

メリハリ 8 大変だ 3

技術 8 必要だ 3

(４）教職について

まず教育実習生が気づいたことは、教師の仕事は、教科指導だけではなく、生徒指導もし

くは生活指導や事務処理が多いということである。現実には、教科指導よりも他の業務の方

が多いということに気がついている。さらに、教科指導を支えているものが、日々の生徒理

解であるということにも気づいている。

このような多様な業務をしている教師という仕事について、ほとんどの教育実習生が、
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えそうな技術や方法を盗みとろうと努力したあともうかがえる。教材研究が十分とはいえな

くても、ある程度できている場合は、心にゆとりをもって授業に臨めるために、教材研究も

教育方法の重要な課題であると教育実習生は感じているといえる。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

時間 7 43 時間/時間配分/配分/授業時間/分

授業 23 37 授業/生徒/興味/最後/雑談
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教育実習 8 62 教育実習/教育/実際/実習/度

技術 7 35 技術/先生方/知識不足/知識/担当

名詞句 形容詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

授業 83 多い 19 声 大きい 5 興味 持つ 9

生徒 80 難しい 18 授業 多い 3 授業 行う 7

板書 28 重要だ 13 生徒 多い 2 内容 教える 5

声 18 わかる 9 板書 多い 2 授業 進める 4

先生 15 よい 9 教材研究 十分 2 生徒 引き付ける 4

内容 14 ない 8 声 小さい 2 生徒 いる 3

自分 13 大切だ 8 点 多い 2 内容 理解 3

必要 13 うまい 8 授業 わかりやすい 2 時間 短縮 3

興味 12 良い 8 生徒 わかりやすい 2 授業 心がける 3

説明 10 様々だ 7 説明 わかりやすい 2 時間 書く 3

大きさ 9 大きい 6

時間 9 適切だ 4

点 8 大事だ 4

メリハリ 8 大変だ 3

技術 8 必要だ 3

(４）教職について

まず教育実習生が気づいたことは、教師の仕事は、教科指導だけではなく、生徒指導もし

くは生活指導や事務処理が多いということである。現実には、教科指導よりも他の業務の方

が多いということに気がついている。さらに、教科指導を支えているものが、日々の生徒理

解であるということにも気づいている。

このような多様な業務をしている教師という仕事について、ほとんどの教育実習生が、
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やりがいはあるが、とても大変な仕事もしくは体力、精神力のいる仕事だと感じている。

また、生徒との対応というように、人とのコミュニケーションが重要であることから、エ

ネルギーのいる仕事だとも感じている。

さらに、子ども達の生き方にも影響を与えるため、責任の大きい仕事とも感じている。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

生徒 11 30 生徒/コミュニケーション/活動/喜び/関係

教師 15 26 教師/授業/授業数/世代/実感

時間 22 14 時間/採用/試験/採用試験/教員採用試験

先生 9 64 先生/話/自分/お話/短期間

人 6 66 人/人間/感情/感情豊か/意味

想像 6 37 想像/影響/責任/日常的/興味

教職 6 31 教職/両方/楽しい/覚悟/中途

実習 8 47 実習/教育実習/教育/政治/問題

職 7 77 職/同時/生活面/充実感/魅力

仕事 8 26 仕事/より/団体/対外/対外的

やり甲斐 12 38 やり甲斐/仕事/生徒/エネルギー/授業時間外

名詞句 形容詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

生徒 39 大変だ 28 仕事 大変 6 人 教える 3

仕事 36 多い 18 職 大変 4 生徒 接する 3

やりがい 26 楽しい 10 責任 重い 4 教壇 立つ 3

教師 25 ない 7 職業 大変 3 教師 なる 3

教職 21 よい 6 気持ち 強い 2 教材 扱う 2

授業 20 大きい 5 仕事 多い 2 仕事 こなす 2

職業 19 必要だ 5 職業 多い 2 生徒 教える 2

なし 13 良い 5 教職 大変 2 目線 立つ 2

職 13 忙しい 5 経験 貴重 2 技術 教える 1

人 11 期間 短い 2 世代 教える 1

やり甲斐 楽しい 2 立場 教える 1

職業 忙しい 2 気持ち なる 1

(５)教育実習で困ったこと

多くの教育実習生が挙げている事務的な内容で困ったことは、謝金の問題である。大学

と実習校での連絡等が不十分であったこともあり、謝金について、どのように対応してよ

いのか困ってしまった場合が多かったようである。

また、もろもろの手続きについて、大学での指導と実習校での対応との違いがあり、そ

の点においても、どう対応したらいいのか困った様子がうかがえる。

続いて教育実習生が挙げているものとして、教育実習録の体裁についてである。最も多

く指摘された内容は、書く量が多いということであった。確かに、１時間１時間の記録と

一日のまとめを書くようになっており、実習に進むにつれて次第に内容が重複するように

なり、実質的でない部分もあったことは事実である。

授業については、教材研究の不足を実感したことと、調査等の時間が十分に取れなかっ

たことと、資料等がうまく入手できなかったことである。教材研究の項でも述べたように、

教育実習担当校には、打ち合わせもしくは新年度になった段階で、事前に教科にかかわる

実習範囲等の内容をきちんと示してもらい
*22
、それに対応して教材研究をきちんと事前に

大学等でしていくことが重要であるといえる。

指導教員との関係では、日々の指導や連絡がうまく取れずに、自分でどのように対応し

ていったらよいのかがわからず困惑した教育実習生もいた。

数名ではあったが、中学校と高等学校の２つの実習を予定していたが、日程調整がうま

くできず、重なったりしてしまったために、中学校実習が結果的にできなかったという事

例もあり、事前連絡のあり方も含めて、今後大学と教育実習校との調整のあり方で検討の

必要がある内容もあった。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

教育実習録 9 57 教育実習録/教育実習/実習

実習校 21 43 実習校/実習期間/期間/学生

指導案 4 66 指導案/書き方/指導案作り

連絡 5 22 連絡/往復/教師連絡

事前 11 35 事前/書類/大学/信州大学

教科 11 40 教科/部活動/教科担当

教員 5 36 教員/授業/消極/研究授業/指導案提出日

高校側 5 45 高校側/高校/お金/取り決め

方法 20 9 方法/生徒/確認/本

教官 5 83 教官/担当教官/接種/予防/指導教官

クラス 5 71 クラス/名前/名簿/生徒/自分
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(５)教育実習で困ったこと

多くの教育実習生が挙げている事務的な内容で困ったことは、謝金の問題である。大学

と実習校での連絡等が不十分であったこともあり、謝金について、どのように対応してよ

いのか困ってしまった場合が多かったようである。

また、もろもろの手続きについて、大学での指導と実習校での対応との違いがあり、そ

の点においても、どう対応したらいいのか困った様子がうかがえる。

続いて教育実習生が挙げているものとして、教育実習録の体裁についてである。最も多

く指摘された内容は、書く量が多いということであった。確かに、１時間１時間の記録と

一日のまとめを書くようになっており、実習に進むにつれて次第に内容が重複するように

なり、実質的でない部分もあったことは事実である。

授業については、教材研究の不足を実感したことと、調査等の時間が十分に取れなかっ

たことと、資料等がうまく入手できなかったことである。教材研究の項でも述べたように、

教育実習担当校には、打ち合わせもしくは新年度になった段階で、事前に教科にかかわる

実習範囲等の内容をきちんと示してもらい
*22
、それに対応して教材研究をきちんと事前に

大学等でしていくことが重要であるといえる。

指導教員との関係では、日々の指導や連絡がうまく取れずに、自分でどのように対応し

ていったらよいのかがわからず困惑した教育実習生もいた。

数名ではあったが、中学校と高等学校の２つの実習を予定していたが、日程調整がうま

くできず、重なったりしてしまったために、中学校実習が結果的にできなかったという事

例もあり、事前連絡のあり方も含めて、今後大学と教育実習校との調整のあり方で検討の

必要がある内容もあった。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

教育実習録 9 57 教育実習録/教育実習/実習

実習校 21 43 実習校/実習期間/期間/学生

指導案 4 66 指導案/書き方/指導案作り

連絡 5 22 連絡/往復/教師連絡

事前 11 35 事前/書類/大学/信州大学

教科 11 40 教科/部活動/教科担当

教員 5 36 教員/授業/消極/研究授業/指導案提出日

高校側 5 45 高校側/高校/お金/取り決め

方法 20 9 方法/生徒/確認/本

教官 5 83 教官/担当教官/接種/予防/指導教官

クラス 5 71 クラス/名前/名簿/生徒/自分
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名詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

大学 25 量 多い 2 事前 連絡 3

なし 23 クラス 多い 1 話 聞く 3

連絡 18 コース 多い 1 実習録 書く 3

実習 17 意見 多い 1 大学 比べる 3

授業 16 書く分量 多い 1 時間 かかる 3

事前 16 学生 多い 1 書き方 not 分かる 2

先生 15 記入ページ 多い 1 時間 費やす 2

高校 14 教材研究雑務 多い 1 日誌 書く 2

時間 14 苦労 多い 1 欄 書く 2

生徒 14 仕事 多い 1 授業 準備 2

時間 多い 1 学校 行う 2

実習生 多い 1 先生 連絡 2

実習録 多い 1 所見 書く 2

(６)事前指導として実施してほしかったこと

実際に教壇実習をして困惑した経験から、模擬授業・板書の仕方・指導案の書き方とい

った教育技術的な具体的な指導方法についての充実を多くの教育実習生が求めている。

しかし、教育実習生が求めている、授業を組み立てる基本的な教育技術は、塚本 *23 が指

摘するように、すぐれた教師は日々の実践の中で、意識・無意識の別なく自ら授業を改善

し続ける術を駆使しながら、経験法則的に築き上げてきたおり、それらノウハウについて

は、個人の財産として基本的には研究授業等で授業が公開されない限り、積極的に広める

ということは少なかった。つまり、教育技術的な内容については、これまでも研究授業等

の授業参観の中で、ここの自分の授業にどのように適合させるか教師自身が学びとってい

たものである。

現在の教科指導法の中でも、模擬授業を取り入れている授業もあるが、学生同士の学び

あいによる体験では実際の教育現場では効果が少ない。長野県総合教育センターとの連携

で実施している集中講義の授業内容ともかかわって、教育実習の事前指導として、学生自

らが実際の授業の中から、それら技術を学びとる場等の改善も含めて、教科指導法のあり

方と同時に、今後検討改善していかなければならない内容である。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

模擬授業 13 84 模擬授業/指導法/時間

板書 5 83 板書/板書計画/工夫

お礼状 6 50 お礼状/教案/書き方/

連絡 8 37 指導作り方/事前連絡/生徒接し方/

教育現場 4 75 教育現場/教育/人間/シミュレーション

その他 12 16 教員対処法/謝金/授業時期/教職演習

何 2 66 何時/事前打ち合わせ

説明 3 60 説明/作法/学校

実習 10 37 前年度/実習生/実習校

教育実習 9 90 教育実習/教育/実習/手引き/心構え

指導案 13 65 指導案/書き方/指導

名詞句 形容詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

なし 38 よい 10 書き方 詳しい 3 模擬授業 行う 2

書き方 24 詳しい 7 機会 ほしい 2 時期 教える 2

授業 17 具体的 6 情報 ほしい 2 教育実習 行く 2

指導案 17 欲しい 6 指導 詳しい 2 時間 聞く 2

実習 12 ない 5 実習体験者 よい 1 資質 行う 1

模擬授業 11 いい 4 体験談 よい 1 機会 行う 1

教育実習 9 する 4 時期 詳しい 1 先輩行う1

機会 7 教える 4 板書 詳しい 1 集団指導 行う 1

板書 7 良い 4 学習指導案 詳しい 1 授業 教える 1

実際 7 遅い 2 指導案 詳しい 1 書き方 教える 1

事前指導 6 アドバイス ほしい 1 組み立て方 教える 1

心構え 5 実践 ほしい 1 板書 教える 1

時間 5 スタイル 書きにくい 1 教育実習 行う 1

指導 5 教育実習 書きにくい 1 講義 行う 1

礼状 4

(７）教育実習を通じて教師の資質について考えたこと

前述の「教職について」と同様、責任感のある仕事、やりがいのある仕事、人間的魅力の

ある仕事、生徒の気持ちを理解するためコミュニケーション能力の必要な仕事といった内容

を挙げている。これらは、「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」(教育課程

審議会「教育職員養成審議会・第１次答申」(平成９年７月)で示された３つの資質能力の一

つである「教員の職務から必然的に求められる資質能力」にかかわるものであり、他の「地

球的視野に立って行動するための資質能力」「変化の時代を生きる社会人に求められる資質

能力」についての視点を見出すことはできなかった。これは、教師の資質能力にかかわる意

識づけが低いからともいえ、今後の教職課程での授業改善の視点ともなるといえる。
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[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

模擬授業 13 84 模擬授業/指導法/時間

板書 5 83 板書/板書計画/工夫

お礼状 6 50 お礼状/教案/書き方/

連絡 8 37 指導作り方/事前連絡/生徒接し方/

教育現場 4 75 教育現場/教育/人間/シミュレーション

その他 12 16 教員対処法/謝金/授業時期/教職演習

何 2 66 何時/事前打ち合わせ

説明 3 60 説明/作法/学校

実習 10 37 前年度/実習生/実習校

教育実習 9 90 教育実習/教育/実習/手引き/心構え

指導案 13 65 指導案/書き方/指導

名詞句 形容詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

なし 38 よい 10 書き方 詳しい 3 模擬授業 行う 2

書き方 24 詳しい 7 機会 ほしい 2 時期 教える 2

授業 17 具体的 6 情報 ほしい 2 教育実習 行く 2

指導案 17 欲しい 6 指導 詳しい 2 時間 聞く 2

実習 12 ない 5 実習体験者 よい 1 資質 行う 1

模擬授業 11 いい 4 体験談 よい 1 機会 行う 1

教育実習 9 する 4 時期 詳しい 1 先輩行う1

機会 7 教える 4 板書 詳しい 1 集団指導 行う 1

板書 7 良い 4 学習指導案 詳しい 1 授業 教える 1

実際 7 遅い 2 指導案 詳しい 1 書き方 教える 1

事前指導 6 アドバイス ほしい 1 組み立て方 教える 1

心構え 5 実践 ほしい 1 板書 教える 1

時間 5 スタイル 書きにくい 1 教育実習 行う 1

指導 5 教育実習 書きにくい 1 講義 行う 1

礼状 4

(７）教育実習を通じて教師の資質について考えたこと

前述の「教職について」と同様、責任感のある仕事、やりがいのある仕事、人間的魅力の

ある仕事、生徒の気持ちを理解するためコミュニケーション能力の必要な仕事といった内容

を挙げている。これらは、「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」(教育課程

審議会「教育職員養成審議会・第１次答申」(平成９年７月)で示された３つの資質能力の一

つである「教員の職務から必然的に求められる資質能力」にかかわるものであり、他の「地

球的視野に立って行動するための資質能力」「変化の時代を生きる社会人に求められる資質

能力」についての視点を見出すことはできなかった。これは、教師の資質能力にかかわる意

識づけが低いからともいえ、今後の教職課程での授業改善の視点ともなるといえる。
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また、教壇実習で教科に関わる専門的知識の不足を痛感したためか、教科に関わる専門

的な知見を併せ持つことの必要性も力説している。

なお、ほとんどの教育実習生が、魅力的な仕事であると考えている一方で、教科指導以

外の業務も多く、勤務時間も長いことから、体力的な不安や精神的な不安をあげる教育実

習生も多い。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

体力 12 26 体力/経験/知識/勉強/やる気

考え 4 50 考え/子供/意思/未来

情熱 16 8 情熱/人間/人間味/先決/人間性

仕事 5 83 仕事/同時/切り替え/not 影響/

教師 15 31 教師/人/生徒/教育実習生/意欲

やり甲斐 3 66 やり甲斐/担当/正直人前/人前/言葉

資質 9 30 資質/教師/社会/

教科 6 66 教科指導/関わり方/

生徒 22 31 生徒/能力/学習/コミュニケーション能力

先生 8 36 先生/気持ち/日々工夫/人気

授業 12 40 授業/接し方/生徒

人 11 35 人/魅力/尊敬/カバー

名詞句 形容詞句 動詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 語句 頻度 語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

生徒 96 必要だ 27 思う 95 教師 必要 3 教師 なる 5

教師 64 多い 12 感じる 48 授業 うまい 3 人 向く 4

人 47 好きだ 12 する 36 人 好き 3 印象 残る 3

授業 33 大切だ 11 ある 31 生徒 よい 3 授業 行う 3

資質 23 大事だ 10 できる 25 生徒 大切 3 生徒 する 3

自分 22 ない 10 考える 23 気持ち 必要 2 誇り 持つ 2

先生 21 良い 9 なる 20 経験 必要 2 人 持つ 2

仕事 11 強い 8 持つ 19 職業 大変 2 教科 教える 2

職業 11 うまい 7 教える 14 人 多い 2 声 かける 2

気持ち 10 いい 5 いる 11 人間 立派 2 先生 いる 2

知識 9 よい 5 行う 8

教科 8 わかる 7

立場 7 やる 7

教育 7 向く 7

経験 7 なれる 6

(８）教職課程の授業で有益だった内容

多くの教育実習生が、教育実習に直接関わる教科指導法が有効であったと答えている。し

かし、他の質問項目で模擬授業の必要性や板書の仕方、指導案の書き方などでの充実を求め

ていることから、今後教科指導法の内容など充実を図っていく必要がある。

教職教育部で開講している授業としては、教育方法や、生徒指導、カウンセリングなど、

教育実習において、すぐに学んだ内容が、自分自身にフィードバックできるものが評価され

ている。特に、教育方法並びに生徒指導に関しては、担当教員が教育現場経験を持っている

ことから、より現実的な講座内容となり、教育実習生にとって実際の教壇実習で役立ったと

いう実感が得られたのだと思われる。

また、教科指導法にかかわる集中講義は、長野県総合教育センターの専門主事による内容

であることから、より現場に即した講義を聴くことができ、教育実習生が求めている現場で

指導されているの先生方の実際の話という要求に応えられたものと考えられる。

さらに、教育の根本を考える 1 年時に開講されている教職論や学校教育基礎論の受講により、

教育への関心を高めた学生もいた。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

先生 11 24 授業/小山先生/松本

実際 20 37 実際/授業/模擬授業/作成

指導案 5 35 指導案/案/書き方/書/年次

数学 7 42 数学科指導法/教職演習/演習/指導法

理科指導法 15 66 理科指導法/生物

生徒指導 9 54 生徒指導/生徒指導概論/佐々木先生

カウンセリング 13 69 カウンセリング概論/心理学

考え 20 10 考え方/関係/勉強/先輩

集中講義 3 50 集中講義/学科/現役/しぐさ

教育実習 7 35 教育実習/具体的/教育実習事前

学校 4 80 学校教育基礎論/教職論/経験的

名詞句 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

授業 63 授業 行う 9

実際 20 模擬授業 行う 6

模擬授業 14 指導案 作成 6

実習 12 理論 実践 5

指導案 12 話 聞く 4

カウンセリング概論 11 授業 作成 3

教育実習 10 実際 行う 3

英語科指導法 9 人 話す 3

生徒指導概論 9 実際 作成 3

集中講義 6 教育実習 行う 2

理科指導法 6 人前 話す 2

実践 6 実習 生かす 2

学校教育基礎論 5 実際 行く 2

教職論 5 心構え 学ぶ 2
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(８）教職課程の授業で有益だった内容

多くの教育実習生が、教育実習に直接関わる教科指導法が有効であったと答えている。し

かし、他の質問項目で模擬授業の必要性や板書の仕方、指導案の書き方などでの充実を求め

ていることから、今後教科指導法の内容など充実を図っていく必要がある。

教職教育部で開講している授業としては、教育方法や、生徒指導、カウンセリングなど、

教育実習において、すぐに学んだ内容が、自分自身にフィードバックできるものが評価され

ている。特に、教育方法並びに生徒指導に関しては、担当教員が教育現場経験を持っている

ことから、より現実的な講座内容となり、教育実習生にとって実際の教壇実習で役立ったと

いう実感が得られたのだと思われる。

また、教科指導法にかかわる集中講義は、長野県総合教育センターの専門主事による内容

であることから、より現場に即した講義を聴くことができ、教育実習生が求めている現場で

指導されているの先生方の実際の話という要求に応えられたものと考えられる。

さらに、教育の根本を考える 1 年時に開講されている教職論や学校教育基礎論の受講により、

教育への関心を高めた学生もいた。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

先生 11 24 授業/小山先生/松本

実際 20 37 実際/授業/模擬授業/作成

指導案 5 35 指導案/案/書き方/書/年次

数学 7 42 数学科指導法/教職演習/演習/指導法

理科指導法 15 66 理科指導法/生物

生徒指導 9 54 生徒指導/生徒指導概論/佐々木先生

カウンセリング 13 69 カウンセリング概論/心理学

考え 20 10 考え方/関係/勉強/先輩

集中講義 3 50 集中講義/学科/現役/しぐさ

教育実習 7 35 教育実習/具体的/教育実習事前

学校 4 80 学校教育基礎論/教職論/経験的

名詞句 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

授業 63 授業 行う 9

実際 20 模擬授業 行う 6

模擬授業 14 指導案 作成 6

実習 12 理論 実践 5

指導案 12 話 聞く 4

カウンセリング概論 11 授業 作成 3

教育実習 10 実際 行う 3

英語科指導法 9 人 話す 3

生徒指導概論 9 実際 作成 3

集中講義 6 教育実習 行う 2

理科指導法 6 人前 話す 2

実践 6 実習 生かす 2

学校教育基礎論 5 実際 行く 2

教職論 5 心構え 学ぶ 2
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(９）教職教育で充実してほしい内容

教職教育で充実してほしい内容は、教育実習の事前指導での充実してほしい内容と同様、

模擬授業や板書の仕方、指導案の書き方、生徒との接し方など教育実習に直接役立つような

内容を希望している。また、教育現場で活躍されている現職の先生方の声を聞いたり、授業

参観をしたりすることで、教育実習に行く前に、教育現場の様子を知っておきたいという希

望も多い。

これまでの内容を概括的にまとめて考えると、前述の内容とも重複するが、教職課程の授

業として今後改善等重点的に考えていかなければならない内容としては、授業研究であろう。

授業参観の手法一つにしても、的確な指導がなされているとは言い難い現状からすると、教

育実習生が、まずつまずくであろう技術等に始点が向いてしまうのが当然といえる。その意

味で、現場的ではあるが、谷合
*24

が示す授業参観にあたっての視点を明確に持たせることも

必要ではないかと考える。

教員採用試験に対しても、教育学部とは異なり、どのような勉強や準備をしたよいのか

がわからないので、教員採用試験に対する内容の充実も望んでいる。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

模擬授業 6 60 模擬授業/回数/論作文

授業 18 32 授業/方法/板書/時間

教壇実習 2 100 教壇実習/開講/練習/実習

案 7 100 指導案/指導案作成/

指導 10 38 指導法/教科/理科指導法

教材研究 3 60 教材研究/教材/仕方/

先生 10 31 先生/教職演習/演習/講義中心

教員免許 13 15 様子/中学

採用試験 6 85 採用試験/試験/採用/教員採用試験/対策

教育実習 8 55 教育実習/実習/具体的/学生

現場 8 28 現場/教育現場/教育/考え/歴史

名詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

授業 57 機会 ほしい 4 授業 充実 5

実際 18 機会 少ない 2 話 聞く 5

模擬授業 12 授業 少ない 2 授業 行う 4

機会 11 授業 ほしい 2 教壇 立つ 4

教育実習 11 練習 少ない 1 実際 行う 3

指導法 8 教科指導 少ない 1 指導案 作成 3

練習 8 教育実習 少ない 1 機会 触れ合う 3

話 8 情報 必要 1 練習 行う 3

板書 6 情報対策 必要 1 教育実習 行く 3

教材研究 5 授業 必要 1 教職演習 変わる 2

高校 5 参観授業 多い 1 授業 増やす 2

教員採用試験 5

(10）教職教育への要望

要望の多くが、他の項目での要望同様、模擬授業や指導案の書き方、指導方法等、教科教

育にかかわる内容である。

また、各学部で開設されている教科指導法にかかわって、担当教員の指導内容の充実も

要望として寄せられている。

隔地学部の高年次生や他の資格を取得する学生への配慮もあり、教職教育部が開設して

いる授業については、集中講義形式をとっているものも多いが、実際には短期間での学習

になるため、あまり実にはならないので、きちんとした通常の授業形態にしてほしいとい

う要望も出されている。

免許に関しては、順次中学校教員の免許も取得できるようになっていくが、本年度の場

合は、まだ高等学校教諭免許のみの学生が多いので、取得免許に対する不満も多く出され

ている。なお最近の教員採用試験等の事情を受けて、小学校教諭の免許もほしいという学

生も次第に増えてきている。

また、隔地学部に対する教職教育にかかわる連絡が遅くなってしまった事務的な問題や、

教職相談にかかわる機会も差が出てしまうため、松本キャンパスの学生と他のキャンパス

の学生とに対応等で差が生じ内容にという要望も強く出されている。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

集中 7 100 集中/集中講義/講義/塩尻/夏休み

模擬授業 3 75 模擬授業/模擬/充実/実際/自分

授業 17 50 授業/教職/教育/現場/

先生 4 57 先生/担当/態度/気持ち/

免許 6 59 免許/カリキュラム/中学校/中学校免許/確立

時間 6 53 時間/高校生/連絡/目的/内容講義

教科 10 13 教科/仕方/実習/主導/クラスマッチ

教員 5 45 教員/教員採用試験/具体/具体的/話

内容 4 40 内容/現状/対応/期待

書き方 2 100 書き方/教案/指導案/

指導法 5 83 指導法/指導/not 授業/比較/配布プリント

名詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

なし 54 授業 楽 2 授業 受ける 4

授業 37 人 多い 2 授業 行う 2

教職 15 授業 ほしい 2 授業 増やす 2

先生 10 授業 よい 1 免許 取る 2

内容 8 学生 多い 1 模擬授業 行う 2

実際 7 高校理科 よい 1 授業 重なる 2

指導法 7 集中講義 多い 1 話 聞く 2

集中講義 6 レポート 必要 1 時期 行う 1

模擬授業 4 授業 多い 1 内容講義 行う 1

実習 4 授業 必要 1 面接 行う 1

現場 4 内容 多い 1 教員採用試験 行う 1
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なし 54 授業 楽 2 授業 受ける 4

授業 37 人 多い 2 授業 行う 2

教職 15 授業 ほしい 2 授業 増やす 2

先生 10 授業 よい 1 免許 取る 2

内容 8 学生 多い 1 模擬授業 行う 2

実際 7 高校理科 よい 1 授業 重なる 2

指導法 7 集中講義 多い 1 話 聞く 2

集中講義 6 レポート 必要 1 時期 行う 1
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(11)教職課程を履修した理由

教職課程を履修した理由としては、資格取得が最も多い。

教育という職業に魅力を感じたり、興味を持っているからという学生も多く、さらに、

これまでにお世話になった先生方の姿を見てという学生も多い。

また、大学に入る時点で、免許取得を親にすすめられたという学生もいる。

[主題分類] 分類名 文書数 信頼度 代表語句

教員 12 40 教員/希望/職/視野

教育実習 9 57 教育実習/教育/実習/現場/根幹

なし 2 100 なし

大学 13 34 大学/卒業/指導/入学/資格

免許 16 44 免許/教員/取得/人文学部/非常

人 8 34 人/仕事/魅力/就い/実家

教職 15 33 教職/授業/塾講師/進路/塾

将来 8 47 将来/幅/将来的/可能性/中学生

高校 8 47 高校/高校教員/高校時代/影響/大学時代

先生 11 27 先生/自分/生徒/経験/

職業 12 80 職業/職業選択/教師/選択/認識

教師 9 34 教師/坂本先生/約束/物事

名詞句 係り受け関係 係り受け関係

語句 頻度 名詞句 形容詞句 頻度 名詞句 動詞句 頻度

教員 26 勧め 強い 2 教員 なる 16

教師 25 資格 ほしい 2 教師 なる 6

教職 17 職業 素晴らしい 2 人 教える 5

職業 16 教育 興味ある 1 視野 入れる 5

仕事 16 教師 興味ある 1 授業 受ける 3

将来 15 教育実習 よい 1 免許 取得 3

授業 14 経験 よい 1 先生 なる 3

先生 14 人生 よい 1 教育実習 行く 3

興味 14 仕事 興味ある 1 免許 とる 2

自分 13 教師 素晴らしい 1 資格 取れる 2

免許 10 先生 素晴らしい 1 幅 広げる 2

教育実習 9 先生方 素晴らしい 1 教師 目指す 2

教育 8 教職 興味ある 1 高校教員 なる 2

高校 7 影響 強い 1 教職 つく 2

両親 7 実習 通す 2

資格 6 教員 志望 2

進路 6 教員免許 取得 2

(12)教員採用試験対策について

分類名 代表語句

現役 現役/講演会/講演/教師

直前 直前/not 勉強/おすすめ/出題/内容

伊那 伊那/教員採用関係/サテライト/関係/講義

対策 対策/補習/欲/科目/not 履修

問題 問題/過去/過去問題/面接/講習

講座 講座/公務員講座/公務/い/教員講座

教員採用試験 教員採用試験/教員/採用試験/採用/試験

模擬 模擬/模擬授業/ゼミ/形式/ゼミ形式

教員採用試験対策については、多くの学生が授業以外に何らかの手当をしてほしいと考

えている。その中でも多い内容は、過去問対策、小論文対策、面接対策である。

また、松本キャンパス以外では、教員採用試験にかかわる情報が平等に伝わるようにし

てほしいという要望も多い。
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*1「平成 17 年度教員採用等の改善に係る取組事例」文部科学省初等中等教育局教職員課

平成 17 年 8 月

*2 中央教育審議会初等中等教育分科会 教員養成部会 教員免許制度ワーキンググループ

４ .まとめ

これまで、各学部で実施してきた教育実習録の確認や教育実習にかかわるアンケート調

査、さらには、教職課程全般にかかわるアンケートを、教育実習の事後指導として、教職

教育部で初めて実施した。

限られたスタッフで教育実習を履修した学生のデータの分析には、時間を要し十分な分

析ができたとは言い難い部分もあるが、今後改善しなければならない課題が何点か明確に

なってきた。

１．謝金の問題や書類上の手続きで困惑した学生がいたことから、教育実習にかかわり教

育実習校と大学との事務連絡のあり方では、学生に対しての情報の提供や指示が、こ

れまで曖昧であることが明らかになってきた。

２．教育実習録の分析により、教育実習の内容が教育実習生により大きな差があることが

明らかになってきた。教育実習の内容は、受け入れていただく教育実習校の指導方針

に大きく依存するが、信州大学としての教育実習の目的を達成するために、教育実習

校との連携を密にする必要性が明らかになった。

３．教育実習録について、書く量が多いという指摘がかなりの教育実習生からあったが、

他大学の教育実習録と比較した場合、分量的にはそれほど多いとは言い切れない。た

だし、記入する内容の重複や、１日を振り返る内容や教材研究等の実際に教育実習で

の実績を記録する部分が構成上効率的でない不備等があったので、今後改善していく

必要がある。

４．指導案の書き方、板書の仕方、発問や生徒理解など、実際の教育現場にかかわること

がらについて教育実習生から要望が出されてることを考えると、教科指導法ともかか

わるが、教育実践と連動する教職教育のあり方を今後検討していく必要がある。

５ . 現在、５学部の教職課程の基盤を教職教育が担っているが、学生の意識からすると５

学部が平等に扱われているという意識はうすく、隔地学部の学生はもっと手厚く指導

をしてほしいという要望をもっている。これまでも、隔地学部での授業のあと教職相

談の時間を確保して指導にあたったり、教職教育部のホームページを開設したりと、

情報をできる限り伝達する努力はしてきたが、今後より一層の改善を考えていく必要

がある。

*3 前掲２の資料でも示されているが、一般学部の場合４年次まで、教育現場にかかわる体

験や指導が行われていないため、教育現場の実際についての知識等がほとんどないまま

教育実習に臨むことになってしまっている。

*4「教師教育の創造」稲垣忠彦 評論社(2006)pp46-48

*5「『授業改善における授業観察』その意義はどこにあるのか」 小島 宏 (工藤文三編

「校長・教頭の授業観察・面談ハンドブック」 教育開発研究所 (2006)) P32-34 に

おいて、小島は授業を観察する視点として、「学ぶ意欲を高める，学び方の指導，知識

・技能の定着，思考力の育成，知識・技能や考え方を活用する力の育成，表現力・読解

力の育成」を挙げている。

*6「知られざる教育」 上田 薫 黎明書房 (1958) P120
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新採教員に実践的指導力を求める時代の到来と

その対応について

保髙 勝通＊

１ はじめに

近年、教員採用にあたって、都道府県教育委員会が求める教師像に新たな要件が加わっ

てきた。

従来から求められてきたのは、

①教育への熱い情熱と高い使命感をもっている

②幅広い教養と深い専門的な知識・技能を有している

③豊かな人間性と社会性がある

というのが柱になっていた。これに新たに、

④実践的な指導力を有している

が加わってきた。

2009 年度の教員採用試験にあたって各都道府県教育委員会の教育長が、求める教師像

を受験雑誌
*1

に寄せている。このなかで 10 名の教育長が実践力ないし実践的な指導力を

求めており、1 名は専門的な指導力をあげている。

教育委員会の求める教師像を教育長が回答するようになったのは 2008 年度からである

ため、いつ頃からこの実践的な指導力を求めるようになったのか時期は定かでない。

最近の教育を取り巻く環境の激変に対応するため、新規採用者にハイレベルの要求をせ

ざるを得なくなったのではないかと推測する。

従来、採用にあたって求められてきた上述の①～③は教師の基本的な資質に関わるもの

で最も重視されてきたものである。教師としての資質に優れたものを採用して、その後の

研修によって優れた実践的指導力を有する教師に育てるというのが、教育委員会の本来的

責務であろうと考える。

民間企業で新卒の新入社員に最初から一人前の仕事を期待するところが果たしてどのく

らいあるだろうか。新入社員教育を行い、先輩が指導して何年かかけてその道のプロに育

てるのが一般的であろう。ただ、近年は厳しいグローバルな競争に勝ち残るために、即戦

力として他社で教育してもらった社員を採用する傾向がある。しかし、それでは先輩から

後輩への技術の継承ができないという負の側面が出てきて、最近では製造業を中心に従来

から日本の企業が行ってきたように、新卒の新入社員を教育をしていくというような回帰

がみられる。

教員に対しては教育委員会の責任において、新規採用者に対して初任者研修を行うこと

が法制化されている。ただし、それは正規に採用された教員に対してであって、常勤や非

常勤の講師採用者は除外される。

＊ 信州大学 全学教育機構 教職教育部 教育特任教授
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