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はじめに

本学の大学学部における「教職実践演習（中・高）」
の授業に関する共同研究の構想は、2014（平成26）
年度の教職実践演習終了後の2015（平成27）年2月
25日（水）に、教職実践演習の総括、及び次年度へ
むけた課題を検討するため「平成26年度・教職実
践演習の総括及び反省会」を行った際に、授業アン
ケートの集計結果や同年度に初めて実施した自由記
述による質的なアンケートに関して、単なる反省会の
材料としてだけではなく、何らかの形で次年度の授
業に有機的に生かすことはできないだろうか、という
案が出たことに端を発する。
その際、女子体育研究所長に内定していた掛水
教授から、「児教（児童教育学科）の幼稚園･小学
校の教員有志が、学内紀要に教職実践演習の現状
と課題等をまとめていることもあり、学部のほうでも有
志を募り論文にまとめるという方法も考えられる。最終
的には、女子体育研究所の所報掲載になる可能性
が高いが…。」との具体的提案を受けている。
その後、2014（平成26）年度・教職実践演習の授
業運営において主任を務めた関係で、古川が共同
研究の代表者となり有志を募り、女子体育研究所・
学内公募共同研究に単年度の研究計画を応募したと
いう経緯がある。共同研究者としては、掛水教授を
含めて2014（平成26）年度教職実践演習のグルー
プ担任を務めた3名が名乗りを上げ、代表者と合計
4名で鋭意共同研究を推進してきた次第である。

（1）研究の目的
本共同研究の目的は、教職課程の質的水準の向
上のために新設・必修化され、既に2年間の授業を
終了している「教職実践演習（中・高）」に関して、こ
れまでの本学での取り組みの成果と課題を明らかに
し、今後の教育内容、及び教育方法の改善点を提
言していくことである。

（2）研究方法
①他大学における実践に関する事例研究
本共同研究では、5つの大学における「教職実践

演習（保健体育科：中学校・高等学校）」の実践事
例を、他大学の関係する教員への面接調査を実施し
て事例研究を行った。その際、大学の規模（学部学
生数）、教職実践演習の履修率、教授組織、学習
組織の形成方法、教職実践演習における特記事項、
及び教授方法の特記事項等を比較・検討し、そこか
ら本学への示唆を導き出した。

②量的・質的授業評価の分析
今回の共同研究では、2014（平成26）年度「教
職実践演習（中・高）」における課題を把握するため
に、第15回目の最後の授業で実施した量的評価で
ある学生による「授業アンケート」、及び質的評価で
ある「自由記述式アンケート」の二種類の評価結果を
分担して分析した。

③授業方法に関する検討
授業方法については、グループ討論法、模擬授
業、事例研究、パネル・ディスカッション、ポートフォ
リオの活用等、現状で本学の教職実践演習におい
ても採用されている教授方法の再検討だけではなく、
役割演技（ロール・プレイ）、学校現場や教育委員
会等との協力による外部講話者との連携、及び実務
実習や現地調査（フィールド・ワーク）等の導入に関
しても考察を加えた。　　　　　　　 （文責・古川）

1．「教職実践演習」導入の経緯と概要

（1）「教職実践演習」導入の経緯
そもそも、「教職実践演習」が導入される契機となっ
たのは、2004（平成16）年10月20日の文部科学大
臣による「今後の教員養成・免許制度の在り方につ
いて」の諮問に始まる。この諮問においては、「専門
職大学院の在り方」、及び「教員免許更新制の導入」
の2点について検討する必要があるとされ、同諮問
の大臣諮問理由説明において教員免許更新制度の
導入の一環として、具体的な検討事項である7項目
の中の第4項目には、「学部段階の教職課程の改善・
充実方策」が盛り込まれていた。
この諮問に対して、2006（平成18）年7月11日の
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第55回中央教育審議会総会では「今後の教員養
成・免許制度の在り方について」の答申が示され、こ
の答申の「序　教員に対する揺るぎない信頼を確立
するための総合的な改革の推進」「1．教職課程の質
的水準の向上」「（2）『教職実践演習（仮称）』の新
設・必修化」において、「教員として必要な資質能力
の最終的な形成と確認」をするため、教職課程にお
ける新たな必修科目として「教職実践演習」の新設を
提言している。
この答申では、教職実践演習には教員として求め
られる4つの事項（詳細は後述）を含めることが適当
であり、授業方法については、役割演技（ロール・
プレイ）、グループ討議、事例研究、現地調査（フィー
ルドワーク）、模擬授業等の教授方法を取り入れるこ
とが提唱された。そして、指導教員については、教
科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が、
共同して科目の実施に責任を持つ体制を構築するこ
とが重要であり、履修時期については、通常は4年
次の後期に設定することが適当であるとされた。また、
最低修得単位数は、2単位程度とし、科目区分につ
いては、新たに「教職総合実践に関する科目」を設け
ることが適当であるとされた。
表1－1は、教職実践演習が新設までの経緯を示

したものである。2006（平成18）年7月の答申を受け
て文部科学省は、2008（平成20）年3月31日に必要
な省令を改正して、普通免許状に係る所要資格を
得るために修得が必要な「教職に関する科目」として
「教職実践演習」を正式に新設し、2008（平成20）
年11月12日に「教育職員免許法施行規則の一部を
改正する省令及び教員免許更新制の実施に係る関
係告示の整備等について」という通知を発して、「教
職実践演習」の新設を周知徹底させるとともに、2009
（平成21）年度から「教職実践演習」の開設に係る
申請を受け付けて、文部科学大臣による認定を開始
している。そして、2010（平成22）年度入学生から「教
職実践演習」を含む新教育課程をスタートさせ、2013
（平成25）年度から実際に4年制大学において4年
次後期配当科目としての「教職実践演習」が正式に
実施されることとなった。

（2）中教審答申における「教職実践演習」の概要
2006（平成18）年7月11日の中教審答申に先立ち、
文部科学省内には2006（平成18）年1月30日「教職
課程の改善・充実に関する協力者グループ」が設置
されている。この協力者グループが設置された理由
は、2005（平成17）年12月にとりまとめられた中間報
告において、学部段階の教員養成教育の改善・充
実を図ることが特に重要である旨が提言されており、
このような基本的方向を踏まえ、教職課程の改善・
充実に関する課題について、更に専門的見地から検
討を行う必要があったためである。
この協力者グループは、文部科学省内の教員免
許制度ワーキング・グループ関係者、教職課程を
有する国立・公立・私立大学の学部の教員、教育
委員会関係者、学校関係者、総計8名のメンバー
で構成されていた。文部科学省は、「教職課程の改
善・充実に関する協力者グループ」に検討事項の調
査研究を委嘱し、協力者グループは「教職実践演
習」に関しては、モデル・カリキュラムの検討や「教
職実践演習」と既存の教職に関する科目（教職の意
義等に関する科目、教育実習等）との関係について
審議し、「教職実践演習」に関する答申の具体的内
容について提言している。
答申の「1．科目の趣旨・ねらい」において、「教職
実践演習」は、「教職課程の他の授業科目の履修や
教職課程外での様々な活動を通じて、学生が身に付
けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能
力として有機的に統合され、形成されたかについて、
課程認定大学が自らの養成する教員像や到達目標
等に照らして最終的に確認するもの」であるとし、同
演習は全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」とし
て位置付けられるものであるとしている。「教職実践
演習」の履修を通じて学生は、「将来、教員になる
上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、必
要に応じて不足している知識や技能等を補い、その
定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタート
できるようになること」が期待されている。図1－1は、
同答申において示された教職実践演習のイメージ図
である。
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年月日 事　　　項

2004（平成16）年10月20日 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」諮問（16文科初第759号）

2004（平成16）年10月21日 中央教育審議会第43回総会

2004（平成16）年11月2日 初等中等教育分科会（第30回）：教員養成部会において審議することを決定

2005（平成17）年12月5日 初等中等教育分科会（第36回）
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（中間報告）（案）審議・とりまとめ

2005（平成17）年12月8日 中央教育審議会総会（第53回）
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（中間報告）とりまとめ

2006（平成18）年1月30日

教職課程の改善・充実に関する協力者グループの設置
（1）「教職実践演習（仮称）」のモデルカリキュラムの検討
（2）「教職実践演習（仮称）」と既存の教職に関する科目（教職の意義等に関する科目、　教
　   育実習等）との関係

2006（平成18）年7月10日 初等中等教育分科会（第41回）「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（答申）（案）
審議・とりまとめ

2006（平成18）年7月11日

中央教育審議会総会（第55回）「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（答申）
1.  教職課程の質的水準の向上
（2）「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化
　   ―教員として必要な資質能力の最終的な形成と確認―

2008（平成20）年3月31日

「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成20年文部科学省令第9号）」普通免
許状に係る所要資格を得るために修得が必要な「教職に関する科目」として、「教職実践演
習」を新設する。
「免許状更新講習規則（平成20年文部科学省令第10号）」

2008（平成20）年11月12日 「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教員免許更新制の実施に係る関係
告示の整備等について（通知）：20文科初第913号」

2009（平成21）年度 「教職実践演習」の開設に係る申請・文部科学大臣の認定

2010（平成22）年度 本年度入学生から「教職実践演習」を含む教育課程をスタート（４年次配当科目）

2011（平成23）年度 短大において「教職実践演習」を実施

2013（平成25）年度 4年制大学において「教職実践演習」を実施

表1－1　教職実践演習の新設までの経緯

    出典：文部科学省ホーム・ページ「審議会情報・教員養成部会」等を参考に作成
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このような「教職実践演習」の趣旨を踏まえ、同演
習には、

1． 使命感や責任感、教育的愛情等に関する
事項

2． 社会性や対人関係能力に関する事項
3． 幼児児童生徒理解や学級経営等に関する
事項

4． 教科・保育内容等の指導力に関する事項

以上の教員として求められる4つの事項を含めるこ
とが適当であるとされている。また、常に学校現場や

教育委員会と緊密な連携・協力に留意して、「教職
実践演習」を企画、立案、実施していくことが必要で
あるとしている。
そして、答申の「別添 1」においては、「教職実践
演習」の趣旨を考慮すると、「授業内容については、
課程認定大学が有する教科に関する科目及び教職
に関する科目の知見を総合的に結集するとともに、学
校現場の視点を取り入れながら、その内容を組み立
てていくことが重要」であるとして、表1－2で示されて
いるような授業内容を具体的に提示し、そのイメージ
図を図1－2のように示している。

出典：文部科学省HP／中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」　別添資料2, 2006（平成18）年7月11日.
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337163.htm

図1－1　教職実践演習のイメージ図
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授　業　内　容　例 含めることが必要な
事項との関連

・ 様々な場面を想定した役割演技（ロールプレーイング）や事例研究のほか、現職教員との意
見交換等を通じて、教職の意義や教員の役割、職務内容、子どもに対する責務等を理解し
ているか確認する。

主として 1に関連

・ 学校において、校外学習時の安全管理や、休み時間や放課後の補充指導、遊びなど、子ど
もと直接関わり合う活動の体験を通じて、子ども理解の重要性や、教員が担う責任の重さを
理解しているか確認する。

主として 1、3に関連

・ 役割演技（ロールプレーイング）や事例研究、学校における現地調査（フィールドワーク）等
を通じて、社会人としての基本（挨拶、言葉遣いなど）が身に付いているか、また、教員組織
における自己の役割や、他の教職員と協力した校務運営の重要性を理解しているか確認する。

主として 2に関連

・ 関連施設・関連機関（社会福祉施設、医療機関等）における実務実習や現地調査（フィール
ドワーク）等を通じて、社会人としての基本（挨拶や言葉遣いなど）が身に付いてるか、ま
た、保護者や地域との連携・協力の重要性を理解しているか確認する。

主として 2に関連

・ 教育実習等の経験を基に、学級経営案を作成し、実際の事例との比較等を通じて、学級担
任の役割や実務、他の教職員との協力の在り方等を修得しているか確認する。 主として 2、3に関連

・ いじめや不登校、特別支援教育等、今日的な教育課題に関しての役割演技（ロールプレーイ
ング）や事例研究、実地視察等を通じて、個々の子どもの特性や状況に応じた対応を修得し
ているか確認する。

主として 3に関連

・ 役割演技（ロールプレーイング）や事例研究等を通じて、個々の子どもの特性や状況を把握
し、子どもを一つの学級集団としてまとめていく手法を身に付けているか確認する。 主として 3に関連

・ 模擬授業の実施を通じて、教員としての表現力や授業力、子どもの反応を活かした授業づく
り、皆で協力して取り組む姿勢を育む指導法等を身に付けているか確認する。 主として 4に関連

・ 教科書にある題材や単元等に応じた教材研究の実施や、教材・教具、学習形態、指導と評
価等を工夫した学習指導案の作成を通じて、学習指導の基本的事項（教科等の知識や技能
など）を身に付けているか確認する。

主として 4に関連

（注） 授業内容例は、どのような授業を行えば、学生が教員として最小限必要な資質能力の全体を修得しているか（理解しているか、身に付いているか）
確認できるかを例示したものである。課程認定大学においては、本科目の中で、上述の授業内容例を必ずしもすべて行う必要はなく、科目に含
めることが必要な事項1～4が全体として確認できるよう、適宜、組み合わせて授業を編成することが望ましい。

出典：文部科学省HP／中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」　別添資料1, 2006（平成18）年7月11日.
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337016.htm

表1－2　中教審答申において示された授業内容の例
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また、答申の「別添 1」においては、授業内容の
具体例だけでなく、表1－3のように到達目標及び目
標到達の確認指標の例も示されている。
答申の「別添 1」においては、授業内容の具体例

や到達目標及び目標到達の確認指標の例に提示に
加えて、授業方法等も表1－3のようにも示している。
つまり、表1－2において示された授業内容を「効果
的に展開するためには、授業方法の面でも、課程認
定大学が有する知見を結集して、理論と実践の有機

的な統合が図られるような新たな授業方法を積極的
に開発・工夫することが重要である」として、具体的
に、「授業内容に応じて、例えば教室での役割演技
（ロールプレーイング）やグループ討論、実技指導
のほか、学校や教育委員会等との協力により、実務
実習や事例研究、現地調査（フィールドワーク）、模
擬授業等を取り入れることなどが考えられる」としてい
る。

（注） 上記で示した資質能力については、学校種や個々の学生の履修状況等に応じて、特定の項目により重点を置いて授業を実施するなどの工夫が求
められる。

出典：文部科学省HP／中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」　別添資料２, 2006（平成18）年7月11日.
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337163.htm

図1－2　教職実践演習の具体的展開例
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含めることが
必要な事項 到達目標 目標到達の確認指標例

1．使命感や責
任感、教育的
愛情等に関す
る事項

○　教育に対する使命感や情熱を持ち、常
に子どもから学び、共に成長しようとする姿
勢が身に付いている。
○　高い倫理観と規範意識、困難に立ち向
かう強い意志を持ち、自己の職責を果たすこ
とができる。
○　子どもの成長や安全、健康を第一に考
え、適切に行動することができる。

○　誠実、公平かつ責任感を持って子どもに接し、子どもから学び、共に成長
しようとする意識を持って、指導に当たることができるか。
○　教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、自発的・積極的に自
己の職責を果たそうとする姿勢を持っているか。
○　自己の課題を認識し、その解決に向けて、自己研鑽に励むなど、常に学び
続けようとする姿勢を持っているか。
○　子どもの成長や安全、健康管理に常に配慮して、具体的な教育活動を組み
立てることができるか。

2．社会性や対
人関係能力に
関する事項

○　教員としての職責や義務の自覚に基づ
き、目的や状況に応じた適切な言動をとるこ
とができる。
○　組織の一員としての自覚を持ち、他の
教職員と協力して職務を遂行することができ
る。
○　保護者や地域の関係者と良好な人間関
係を築くことができる。

○　挨拶や服装、言葉遣い、他の教職員への対応、保護者に対する接し方など、
社会人としての基本が身についているか。
○　他の教職員の意見やアドバイスに耳を傾けるとともに、理解や協力を得ながら、
自らの職務を遂行することができるか。
○　学校組織の一員として、独善的にならず、協調性や柔軟性を持って、校務
の運営に当たることができるか。
○　保護者や地域の関係者の意見・要望に耳を傾けるとともに、連携・協力し
ながら、課題に対処することができるか。

3．幼児児童生
徒理解や学級
経営等に関す
る事項

○　子どもに対して公平かつ受容的な態度
で接し、豊かな人間的交流を行うことができる。
○　子どもの発達や心身の状況に応じて、
抱える課題を理解し、適切な指導を行うこと
ができる。
○　子どもとの間に信頼関係を築き、学級
集団を把握して、規律ある学級経営を行うこ
とができる。

○　気軽に子どもと顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った
態度で接することができるか。
○　子どもの声を真摯に受け止め、子どもの健康状態や性格、生育歴等を理解
し、公平かつ受容的な態度で接することができるか。
○　社会状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や子どもの変化を、進んで
捉えようとする姿勢を持っているか。
○　子どもの特性や心身の状況を把握した上で学級経営案を作成し、それに基
づく学級づくりをしようとする姿勢を持っているか。

4．教科・保育
内容等の指導
力に関する事
項

○　教科書の内容を理解しているなど、学
習指導の基本的事項（教科等の知識や技能
など）を身に付けている。
○　板書、話し方、表情など授業を行う上
での基本的な表現力を身に付けている。
○　子どもの反応や学習の定着状況に応じ
て、授業計画や学習形態等を工夫すること
ができる。

○　自ら主体的に教材研究を行うとともに、それを活かした学習指導案を作成す
ることができるか。
○　教科書の内容を十分理解し、教科書を介して分かりやすく学習を組み立てる
とともに、子どもからの質問に的確に応えることができるか。
○　板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、
子どもの反応を生かしながら、集中力を保った授業を行うことができるか。
○　基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分か
りやすくするなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができるか。

（注1）到達目標は、学生が具体的にどの程度のレベルまで修得している（身に付いている）ことが必要であるかを示した基本的・共通的な指標である。
したがって課程認定大学の判断により、これらの到達目標に加えて別の目標も設定することは可能である。

（注2）確認指標例は、どのような観点に基づけば、到達目標に達しているかどうか確認できるかを例示したものである。課程認定大学においては、到
達目標との関連を考慮して、適宜、確認指標例を組み合わせたり、あるいは別の確認指標例を付加して確認を行うことが望ましい。

出典：文部科学省HP／中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」別添資料1,  2006（平成18）年7月11日.
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337016.htm

「役割演技（ロール
プレーイング）」

ある特定の教育テーマ（例えば、いじめ、不登校等）に関する場面設定を行い、各学生に様々な役割（例えば、生徒役、
教員役、保護者役等）を割り当てて、指導教員による実技指導も入れながら、演技を行わせる。

「事例研究」 ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生同士でのグループ討議や意見交換、研究発表などを行わせる。

「現地調査（フィー
ルドワーク）」

ある特定の教育テーマに関する実践事例について、学生が学校現場等に出向き、実地で調査活動や情報の収集を行う。
○　学生に自己の課題を自覚させ、主体的にその解決に取り組むことを促すため、本科目の履修に当たっては、役
割演技（ロールプレーイング）や事例研究、指導案の作成等の成果を省察する観点から、単に映像記録等を残したり、
感想文を書かせるだけではなく、例えば学生に実践記録を作成させる等の工夫が求められる。向き、実地で調査活
動や情報の収集を行う。
○　受講者数は、演習科目として適正な規模（授業内容、方法等にもよるが、おおむね20名程度）とし、演習の効果
が最大限に発揮されるよう配慮することが望ましい。受講者数が増える場合には、大学の実情に応じて、ティーチ
ングアシスタント（TA）等を活用するなど、授業形態の工夫を図る必要がある。

出典：文部科学省HP／中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」　別添資料1, 2006（平成18）年7月11日.
　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1337016.htm

表1－3　中教審答申において示された到達目標及び目標到達の確認指標の例

表1－4　中教審答申において示された想定される主な授業形式
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中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方
について」が報告されてから5年後の時点で、短大
において「教職実践演習」の実施がスタートしようとし
ていた2011（平成23）年3月9日に開催された第62
回教員養成部会において、配付資料の「教職実践
演習の進め方及びカリキュラムの例」（資料8-2）で
は、授業で取り扱う内容・方法例として、シラバス作
成を意識して表1－5のように11項目を具体的に示し
ている。
そして、補完指導として、「履修カルテ」を参照し、
個別に補完的な指導を行い、最終的単位認定につ
いては、「実技指導、グループ討論、補完指導、
試験の結果等を踏まえ、教員として最小限の必要な
資質能力が身に付いているかを確認した上で、単位
認定を行う」としている。　　　　　　（文責・古川）

2．「教職実践演習」に関する先行研究の検討

教職実践演習は、先行あるいは試行実施された
大学を除いて、2010（平成22）年度大学入学生から
課された科目である。教育実習終了後の履修である
ので、短期大学では2011（平成23）年度、大学では
2013（平成25）年度から実施されている。国立国会
図書館サーチ（国立国会図書館、2016）で「教職実

践演習」をキーワードとして検索すると、題目か要約・
抄録に「教職実践演習」を含む記事・論文188件が
ヒットした。2006（平成18）年に3件が初めて見られ、
初の研究論文は昭和学院短期大学紀要に掲載され
たものであった（佐藤・小井土、2006）。その後、横
浜国立大学（福田ほか、2009）、群馬大学（齋藤ほ
か、2010）、千葉大学（佐瀬、2012）、岩手大学（清
水ほか、2013；清水ほか、2014）、兵庫教育大学（別
惣ほか、2014）など国立大学教育学部等教員養成
課程での教職実践演習の実践報告等がみられる。
「教職実践演習」の記事・論文数が増えるのは

2012（平成24）年からで、2012年23件、2013年42件、
2014年43件、2015年19件（2015年の研究はまだ、
国立国会図書館に未収のものある）となっている。
「教職実践演習」に、さらにキーワードを加えて絞
り込んでみると、対象別では、保育（25件）、幼稚園
（12件）、中高（5件）、幼小（2件）小学校（2件）中
学校（1件）、特別支援（1件）等が題目、要約・抄
録に見出せる。保育や幼稚園が多いのは、短期大
学から始まった授業のため、幼稚園教諭養成を担う
短期大学での研究が早く開始されたため蓄積された
と考えられる。
内容別に見ると、課題（31件）、報告（29件）、試
行（16件）、実践（15件）、事例（8件）、ポートフォリ

①イントロダクション：これまでの学修の振り返りについての講義・グループ討論

②教職の意義や教員の役割、職務内容、子どもに対する責任等についてのグループ討論・ロールプレイング

③社会性や対人関係能力（組織の一員としての自覚、保護者や地域の関係者との人間関係の構築等）についての講義・グループ討論

④幼児児童生徒理解や学級経営についての講義・グループ討論

⑤学級経営案の作成・グループ討論

⑥学校現場の見学・調査

⑦社会性、対人関係能力、幼児児童生徒理解、学級経営についてのグループ討論

⑧教科・保育内容等の指導力についての講義・グループ討議

⑨模擬授業

⑩教科・保育内容等の指導力についてのグループ討論

⑪資質能力の確認、まとめ

表1－5　授業で取り扱う内容・方法例

　出典：文部科学省HP／中央教育審議会「教員養成部会（第62回）」配付資料 , 2011（平成23）年3月9日.
　　　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/attach/1303555.htm
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オ（7件）、成果と課題（6件）、カリキュラム開発（6
件）、プログラム（4件）、実践と課題（3件）等である。
授業のための研究よりも、授業を実践した後の、課
題や報告の研究が多い。
教員や教科別に見ると、栄養教諭（6件）、養護教
諭（6件）、体育（5件、内保健体育2件）家庭科（2件）、
社会（1件）であり、教科のなかでは体育が多い。
体育をキーワードとして検索された5件のうち、梨
木（2011）の研究は要約・抄録に保健体育の文字が
あるが、体育に関する研究ではない。誌名でヒットし
た土屋（2015）の「教職実践演習における事例研究
について」は、履修学生18名のうち、体育学科生9
名を含むが、教職実践演習のうち、「事例研究」の
みを扱ったものであるので、保健体育全体のもので
はない。清水ら（2013）の研究は教育実践演習体育
専攻試行対象者2名を対象としたものであり、小学校
における体育の研究授業での個別研究である。清水
ら（2014）の研究も、附属中学の通常の体育授業に
教職実践演習受講者一人が単元計画から参画して
授業づくりをおこなう個別研究で、附属校教員と教職
実践演習受講者双方がどのような成果を得たかを検
証し課題を提示したものである。中高保健体育の実
践事例ではない。大越ら（2014）はT大学での教職
実践演習の授業実践の全体像を示し、教職実践演
習における保健体育科教員免許取得希望者の履修
システムと教育内容を検討している。中・高保健体
育科の内容の中から「指導・示範に自信があるもの」
と「不安があるもの」から一つずつ選択し、自信があ
る者は不安がある者に指導助言をすることで指導力
を向上させ、不安がある者は自信がある者から助言
を受け、不得意な内容の克服を目指すという実技授
業力・示範を高めるための履修システムを報告して
いる。
「教職実践演習」先行研究のなかで、本研究の目
的に密接に関連している教職実践演習の事例研究
は大越ら（2014）の一例のみであるといえる。別惣ら
は教職実践演習について、「この科目の具体につい
ては，それぞれの大学が試行ないし模索している状
況にあることから，望ましい授業内容・方法をめぐっ
て議論を積み重ねる上でも，まずは各大学がその取

り組みを開示し合うことが求められているといえよう」
（2014，p. 56）と述べている。本研究は、本学での
教職実践演習（中・高保健体育科）の2年間取り組
みの成果と課題を明らかにし、今後の教育内容、及
び教育方法の改善点を提言していくことを目的とする。
本研究で他の体育系5大学の実践例と比較しながら
考察したことは、保健体育の分野における教職実践
演習事例を示す点においても意義が認められるもの
になろう。　　　　　　　　　　　　（文責・掛水）

3．他大学における「教職実践演習」の実践
　  に関する事例研究

（1）各大学における事例研究
①A大学における実践事例

A大学における教職実践演習の授業実施状況を
調査するために、訪問による担当教員への聞き取り
調査および訪問後にメールおよび電話での調査を
行った。大学の概要については、大学のホームペー
ジにおける公開情報および担当部署への問い合わ
せにより調査した。

1）大学の概要
A大学は、女子大学で体育学部を設置する単科
大学である。2015（平成27）年度現在、学部学生
数は2,169名である。学部には4つの専攻があり、1
学年の定員の内訳は、スポーツ科学専攻（185名）、
舞踊学専攻（80名）、健康スポーツ学専攻（152名）、
幼児発達学専攻（40名）で、合計457名である。ま
た、同年の4年生の在籍学生数は、2015（平成28
年1月1日現在）年度で、スポーツ科学専攻（209名）、
舞踊学専攻（94名）、健康スポーツ学専攻（172名）、
幼児発達学専攻（45名）で、合計520名である。

A大学の特性として、女子の体育・スポーツ指導
者を養成する単科大学として歴史を有していることが
挙げられる。この点では本学と共通する特性を有して
いる大学である。

2）教職実践演習の履修状況及び学習組織
A大学における教職実践演習の履修者数は303名
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（平成27年度）である。幼児発達学専攻は幼稚園
教諭免許状取得のため、この授業とは別に教職実践
演習の授業を実施している。したがって、幼児発達
学専攻を除く3専攻の学生が対象となる。グループ
は各グループ50名を基本として、グループ数を6グ
ループに分けている。グループ分けの方法は、学籍
番号順により各専攻の学生数の比率が均等になるよ
うにランダムで抽出している。

3）教授組織
授業を6グループで実施するための担当教員数は

12名で、内訳は、主担当が6名、副担当が6名であ
る。授業は主担当を中心に進めるがグループディス
カッションなどでは副担当がサポートの役割を分担し
ている。主担当の属性として、教職に関する科目担
当教員が2名で教科に関する科目担当教員（実技）
が4名である。副担当の属性は教職科目担当教員が
1名で教科に関する科目担当教員（実技）が5名であ
る。本学では、グループに1名の担当教員を配置し
ているが、A大学では副担当を配置している点で違
いがみられる。

4）教職実践演習に関する特記事項
教職実践演習への取り組みにおける特記事項とし

ては、教科指導に重点を置いた内容、事例研究を
多く実践、教育実習の研究授業の指導案修正、新
たな学習指導案作成、を挙げることができる。

5）教職実践演習の教授方法に関する特記事項
教授方法に関する特記事項としては、グループ討
論をほとんど毎授業で実施している。事例研究も多く
の授業で実施している。パネル・ディスカッションと
模擬授業は実施していない。外部講話者は学校現
場に詳しい中学校管理職および高等学校管理職を
招聘している。現地調査（フィールド・ワーク）は行わ
れていない。

6）本学への示唆
本学における教職実践演習の授業は、この授業に
求められる内容を一定水準で達成しながら2年間実

施されていると考えられる。今回の調査から、教職実
践演習の授業実施においては、各大学の実情に合
わせて行われており、履修者数に合わせたグループ
分けや担当教員の配置、また、VTR視聴による事例
研究など、本学でも参考にすべき内容を調査から得
られた。

A大学の授業実施における課題として、教職担
当教員の負担が大きいことが挙げられた。当該授業
の実施担当教員全員に対して共通理解を図るため
のコーディネートが大きな負担となっているとのことで
あった。履修者数は担当教員数の多さにも関係して
おり、履修者数の多さが問題とのことであった。本学
においても、履修者数は多く、同様の課題を有してい
ると考えられる。本学においてもA大学のように、副
担当の立場の担当者を配置することが検討されてもよ
いと考える。
次に、本学では教育実習の指導案を用いた授業

は行われているが、実際の授業のVTR視聴による
事例研究は行われていない。今後の検討課題であろ
う。また、本学では、模擬授業を行っているが、実
施に当たっては人数の多さによる役割分担などの問
題点を指摘することができる。他大学の実施状況を
参考にしながら、より効果的な授業展開としての内容
の検討が望まれる。　　　　　　   　（文責・大石）

②B大学における実践事例
1）大学の概要

B大学は、スポーツ学部のみの単科大学として、
滋賀県に2003（平成15）年設立された比較的新しい
体育大学である。1学年の定員が280名で、学科は
生涯スポーツ学科、及び競技スポーツ学科の2学
科あり、2015（平成27）年度現在で、学生数は学部
全体で1,321名（内、女子313名）である。各学年定
員は10名程度だが大学院修士課程も設置されてお
り、学部と大学院の学生数の総計は1,342名である。
同大学は2015（平成27）年度入学生よりスポーツ
学科を新設すると同時に、生涯スポーツ学科、及び
競技スポーツ学科は募集停止し、2016（平成28）年
度からは入学定員を1学年340名に拡充させる予定
でいる。
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2）教職課程の概要
B大学では、保健体育科の教員志望の学生が多

く、例年6割程度の学生が教員免許状を取得して卒
業していく。教職課程における基本的な方針として、
1997（平成8）年の教育養成審議会答申を踏まえ、

1． 知徳体のバランスのとれた教養豊かな教員
2． 教育者としての使命感や子どもに対する教
育的愛情豊かな教員

3． 子どもの成長・発達を保証する専門性豊か
な教員

4． 得意分野を持つ個性豊かな教員

以上の四点を掲げている。これらの方針は、1年
時に配布され、卒業時まで教職ポートフォリオとして
活用される『教職ハンドブック』に記載され、各種ガ
イダンスにおける解説・指導を通じて周知が図られ
ている。この様な方針の下、学校ボランティア体験
も推奨しながら、大学においては表3－1の様な各
年生における教職課程の指導上の目標を設定してい
る。

3）教職関係への就職状況
B大学では、教員第一志望の学生も多数おり、

2014（平成26）年度、現役では大学院生を含め滋
賀県中学校1名、滋賀県小学校1名、大阪府中学
校1名、大阪府小学校2名、合計5名が現役合格し
ており、卒業生も含めると合計62名が教諭・講師とし

て教壇に立っている。講師の内訳としては、常勤講
師32名（公立28名、私立4名）、非常勤講師25名（公
立22名、私立3名）となっている。
ここで小学校合格者が3名含まれているのは、B
大学では小学校教員免許を取得することはできない
が、同じ法人で系列の大学の教育学部において科
目等履修生として毎年約20名程度が単位を修得する
ことで小学校教員免許も取得しているからである。

4）教職課程の企画・運営
B大学において教職実践演習を含んだ教職課程

の企画・運営は、教務委員会の中で小委員会として
位置付けられている教職課程専門委員会が担当して
いる。教職課程専門委員会の業務内容は、教職カリ
キュラムの編成、履修ルールの策定、教職実践演
習等の教職科目の企画・調整・指導・評価等の他、
教育実習、介護等体験、ガイダンスの企画・調整、
学校ボランティアに関する業務、及び就職委員会と
連携した教員採用試験サポートチームによる教員採
用試験対策講座に関する業務を担当している。
同委員会は、教職科目担当教員、及び学校スポー

ツコース（保健体育科教育法の教員を含む）の教員、
この他のコースの教員も加え合計5名の教員、及び
教務課職員を加えた組織となっている。

5）教職実践演習の履修状況
教職実践演習の履修者の状況は、表3－2に示さ

れた通りである。2015（平成27）年度の4年生297名

学　年 指導上の目標

1年生 ・ ガイダンスや「教育学概論」、「教職入門」等の教職科目の学びを通して、教職に関する基礎的な知識・技
能の習得と教職への意識づけを行う

2年生 ・ より多くの教職科目の学習を通して、教職に対する広範な知識・技能の習得と教職に対する将来展望の育
成をめざす

3年生 ・ 全学必修科目「インターンシップ実習」の機会や「介護等体験」での学びを通して、教職に対する発展的な知
識・技能の習得と教職に対する探索的取組みをさせる

4年生 ・ 「教育実習」や「教職実践演習」での学びを通して、教員養成課程に求められる知識・技能の習得と教職に
対する現実的取り組みを行う

　出典：B大学（2014）「教育実習指導と教職実践演習のコラボレーション：授業実践力の定着をめざして」『私立大学の特色ある教職課程事例集』
　　   　全国私立大学教職課程研究連絡協議会 , p. 23.

表3－1　B大学における各年生での教職課程の指導上の目標
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（内、女子89名）の中で履修者数は119名（内、女
子46名）であることから、同年度の履修率は40.0％と
なる。特に、生涯スポーツ学科の中に学校スポーツ
コースがあることから、生涯スポーツ学科での履修
率が高くなっている。因みに、2014（平成26）年度
の履修者数は142名（内、女子50名）であったことか
ら、2015（平成27）年度の履修率は例年よりも低かっ
たと推測できる。

6）教職実践演習の授業概要
a．シラバスの概要
教職実践演習の第1回目の授業では、各自の履修

カルテや教育実習体験の振り返りを通して、学習へ
の動機付けや学習課題の確認を行っている。ここで
B大学における教職実践演習の到達目標を確認する
と、生徒指導、人権教育、特別支援教育等の今日
的な教育課題の現状と対応について理解を深める、
及び保健体育の授業における反省的実践者に必要
な資質能力を再確認し高める、以上の二点である。
そこで、実際の2015（平成27）年度のシラバスで
は、第2回から第8回までの授業において、人権教
育、総合的な学習の時間、生徒指導、特別支援教
育、自然体験学習、特別活動、以上の今日的な教
育課題における意義や教育方法等を理解する。その
際、滋賀県教育委員会の指導主事や地元大津市の
小中学校の教諭等合計8名の外部講師から、課題
解決に向けた実際的な対応について生徒理解や学
級経営の実態を踏まえた具体的な講義を受講するこ
とで、教師としての使命感や責任感、教育愛の重要
性を再確認している。また、講義だけではなく学生
同士の意見交換やディスカッションの機会を設定す
ることで、社会性や対人能力も育成している。そして、

各回の講義終了後には、学校現場での課題とその課
題に対する取り組みの実際、さらに自分なりの対応
策の提案について、学生が各自小レポートにまとめる
ことで、授業内容の振り返りの機会を設けている。こ
の間、第6回目には、第9回以降の授業演習のA～
Fまでの6班のグルーピングと授業観察評価の役割
分担等に関してのオリエンテーションが設定されてい
る。
次に、第9回から14回までの授業では、保健体育

の授業を行うのに必要な資質・能力を高めることを目
的としている。そこで、教職実践演習の第二の到達目
標である、保健体育教員としての反省的実践者に必
要な資質能力を再確認し高めるため、教科教育、教
科に関する科目担当教員の専門性を生かした連携指
導が実施されている。その際、3年生の教育実習事
前指導における保健・体育理論、体育実技の模擬
授業とコラボレーションする形態で、教職実践演習
の受講生である4年生が、模擬授業に生徒役で参
加し、授業観察と授業評価を行っている。そして、授
業後の模擬授業検討会において、授業観察、授業
評価の結果を発表することで、指導力や対人能力を
育む機会を持っている。

b．教授組織
B大学において教職実践演習を実施するに当たっ

ては、これまで滋賀県教育委員会人権教育課、同い
じめ対策室、県立特別支援学校、県立高校、大津
市立小中学校、少年自然の家等の教育関係機関か
ら外部講師を招聘し、生徒理解や学級経営の学校
現場における実態を踏まえ、これらに現実的対応につ
いて深く学べるよう配慮を行っている。なお、講師招
聘の際は、滋賀県教育委員会や大津市立小中学校
の招聘講師経験のある教諭に協力を仰いでいる。

2015（平成27）年度のシラバスでは、第2回から
第8回までの授業で、人権教育、総合的な学習の時
間、生徒指導、特別支援教育、自然体験学習、特
別活動、以上の今日的な教育課題の授業のため、
滋賀県教育委員会人権教育課指導主事、同教育委
員会学校教育課参事、滋賀県大津市少年自然の家
所長、大津市立中学校長1名、同市立中学校教諭

スポーツ
学部

生涯
スポーツ学科

競技
スポーツ学科 男 女 計

4年生
在籍者数

男 女 男 女
101 36 107 53 208 89 297

履修者数 47 22 26 24 73 46 119

表3－2　４年生在籍者と教職実践演習履修者の状況
（2015［平成27］年度）

　出典：B大学におけるヒアリング調査に基づいて作成
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3名、同市立小学校教諭1名、以上8名の外部講師
を招聘している。この間の授業運営は、教職に関す
る科目の専任教員2名が担当している。
また、第9回から第14回までの授業は、保健体育
科関係の学校スポーツコースと教職課程の教員の
合計6名が授業運営を担当しており、Aテーマ：体
つくり運動、Bテーマ：陸上競技、Cテーマ：器械運
動、Dテーマ：ダンス、Eテーマ：保健・体育理論、
Fテーマ：柔道、以上6領域の授業演習をローテー
ションで実施していく。

c．学習組織
教職実践演習の第1回から第8回までの授業では、
一斉授業の形式で約60分の講義終了後、学生各自
が講義内容や与えられた課題についてのレポートを
作成し提出する。第9回から第14回までの演習授業
では、1グループ約20名でA～Fまでの6グループ
に分かれ、各種目に割り当てられた活動場所で授業
演習が実施されている。グループ分けに当たっては、
生涯スポーツ学科・学校スポーツコースの学生だけ
のグループができないように配慮しながら、基本的に
は出席番号順によるグルーピングを行っている。その
際、教職実践演習履修者は、生徒役で模擬授業の
参与観察をするだけではなく、授業観察評価シート
に評価結果を記入し、役割分担を課せられた5名が
授業後の模擬授業検討会において授業評価コメント
を発表することになっている。

d．評価方法
前述のように、教職実践演習の第2回から第8回ま

での授業では、講義終了後に教育の諸課題に関す
る講義内容や与えられた課題に関するレポートの作
成が義務付けられており、このレポートは教職科目を
担当している専任教員2名が添削・評価を行い、そ
の結果を外部招聘講師に対してフィードバックを行っ
ている。また、第9回から第14回までの授業は、毎
回授業観察記録をまとめ、授業評価の報告書等の学
びの振り返りレポートの作成も義務付けられている。
教職実践演習の評価方法としては、前半の教育

の今日的諸課題に関するレポート、及び後半の授業

演習における学びの振り返りのレポートにより、総合
的に評価している。単位認定に際しては、4回以上
欠席した者には単位を認定しない方針である。また、
欠席した分は必ず補講を受けることとし、4年間の学
習の成果である教職ポートフォリオ（教職ハンドブッ
クに学習成果を綴じ込んだもの）を、最後に必ず提
出することが義務付けられており、最終的に補講を受
けない者、及び教職ポートフォリオを提出しない者の
単位は認定されないことがシラバスに明記されてい
る。

7）教職実践演習シラバスの特徴
B大学における教職実践演習の最大の特徴は、3
年生の教育実習事前指導と教職実践演習がコラボ
レーションしていることである。このコラボレーション
いう発想は、教職実践演習の具体的構想を固めてい
く過程で、最終的な結論として導き出された案であっ
た。その一番の理由は、文部科学省が教職実践演
習を企画するに当たって例示した「履修カルテ」、「教
育委員会との協力体制」、「模擬授業」、「グループ
討論」、「教職に関する科目」、及び「教科に関する
教員の指導参加」等の要件を全て満たすよう検討を
進めた結果、3年次後期に教育実習受講生全員に
義務づけている模擬授業と教職実践演習の模擬授
業を設定するに当たり、学校体育において行われて
いる全ての種目（単元）の模擬授業を限られた時間
数で体験させることは、たとえグループに分けて同時
進行で行っても、施設、及び指導担当者の手配に
限界があることが明白であったからである。
つまり、同大学では例年6割近くの学生が教員免
許状の取得を希望しており、保健体育科という特殊
性から、実技の授業で使用される体育館やグランド
等を使用して、3年生の教育実習事前指導の授業と
4年生の教職実践演習において、双方の受講者全
員に同時に別々の「模擬授業」を義務づけることは、
事実上設定に無理があったからである。そこで、両
授業の運営において、それぞれ別時間で開設した授
業の模擬授業の部分のみを合同で行う形態を取るこ
とで、この問題を解決しようとした。その際に、教職
実践演習の受講者に対しては、授業観察力、授業
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評価力、授業改善力に限定し、自分の考えを簡潔に
表現する力を高めることをねらいとさせている。
同大学では旧教職カリキュラムにあった「総合演
習」から「教職実践演習」への移行に際しては、多く
の国立大学が行ったような先行的な授業実践は特に
行ってはいない。旧カリキュラムの「総合演習」では、
地元の事物を対象に研究を進める「近江学研究」を
推進してきた経緯があり、その研究結果を『近江学
研究』という小冊子として作成して、学生の研究活動
の成果を記録してきた。

B大学においては、教職実践演習の成果と問題
点を明らかにするために、初年度である2013（平成
25）年度の授業終了後に質問紙調査を行っている
が、受講学生は教職実践演習という授業をほぼ全員
が肯定的に受けとめており、「自分にとって有意義な
授業であった」と回答していた。外部講師による講義
では、「生徒指導に係わる現場の実態を知ることがで
きた」ことが評価されていた。また、3年生の模擬授
業に参加したことで、「自分を見直し、授業を客観的
に観察できた」という点で、非常に高く評価された。ま
た、3年生にとっても、「模擬授業の緊張感を高める
上でも効果があった」と評価されている。

8）教職実践演習の教授方法に関する特記事項
前述の様にB大学においては、教職実践演習を
企画するに当たって文部科学省によって例示された
「履修カルテ」、「教育委員会との協力体制」、「模
擬授業」、「グループ討論」、「教職に関する科目」、
及び「教科に関する教員の指導参加」等の要件を満
たすよう検討を進めた。その結果、教職ポートフォリ
オの活用、滋賀県教育委員会や大津市立小中学校
からの講師招聘を通じた協力体制の構築、3年生の
教育実習事前指導とのコラボレーションを通じた模
擬授業の実施、今日的な教育課題における意義や
教育方法等を理解する際の学生同士の意見交換や
ディスカッションの機会の設定、第2回から第8回ま
での「教職に関する科目」の授業の設定、及び第9
回から14回までの授業での保健体育科教員に必要
な資質・能力を高める授業の設定は既にあり、事例
研究についても一部の授業内で採用されている。

しかし、近年特に強調されるようになったアクティ
ブ・ラーニングへの取り組みとしての教授方法である
「パネル・ディスカッション」、「役割演技（ロール・
プレイ）」、「実務実習及び現地調査（フィールド・
ワーク）」に関しては、未だ導入はしていないとのこと
である。

9）本学への示唆
B大学においては、3年生の教育実習事前指導の
模擬授業と4年生の教職実践演習の模擬授業がコラ
ボレーションしており、3年生の模擬授業と4年生の
教職実践演習を有機的に融合したコースデザインに
なっているのが大きな特徴である。そのため、本学
においても3年生の保健体育科教育法Ⅱにおける模
擬授業と4年生の教職実践演習を有機的に融合した
コースデザインを前提に、陸上短距離、ダンス、バ
レーボールの3回の模擬授業の実施だけではなく、
体つくり運動、陸上競技（跳躍・投擲の追加）、球技
（バスケットボールの追加）器械運動、武道（柔道・
剣道）、以上の領域・競技の追加を検討し、授業演
習をローテーションで実施していく方法を研究すべき
であると考えられる。
また、B大学においては、教職実践演習履修者は、
生徒役で模擬授業の参与観察をするだけではなく、
授業観察評価シートに評価結果を記入し、授業後の
模擬授業検討会において授業評価コメントを発表す
ることになっている。本学の模擬授業では、一人の
学生の教師役、少数の生徒役、そして、多数の観
察役が50分の授業を行って授業時間前に終了してし
まうパターンなっており、事前に観察の観点や授業
観察評価シートの説明が一切無いままでのレポート
作成になっているので、90分の授業をフルに活用し
て、模擬授業における学びの質をより高める方策を
模索していく必要があることを痛感した。
加えて、本学では教職ハンドブック（教職ポートフォ

リオ）の導入が職員の独断で行われた経緯もあり、
有効に活用されていない状況にある。そのため、教
職ポートフォリオの内容の精査、及び活用方法の検
討も、当然として本学への示唆として浮き上がってくる
と考えられる。　　　　　　　　　　 （文責・古川）
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③C大学における実践事例
C大学は本学と同様、小規模大学であることから
本学の教職実践演習授業改善のための実践事例校
とした。2015（平成27）年8月に行われた学会時に、
いくつかの大学教員から情報収集した結果、C大学
教員からの情報が、授業日程、授業のグループ分
けや外部講師について、本学の授業改善のために
役立つのではないかと思われたことから実践事例校
に選んだ。

1）大学の特色と学生数
C大学の特色は本学同様、小規模第大学であるこ

とである。学部を構成するのは学科ではなく課程であ
り、スポーツ総合課程と武道課程から学部が成る。
学部の学生数は771名（内、女子206名）（スポーツ
総合課程553名、武道課程218名）で、本学学生
数1568名に対して、およそ半数である。教員数は63
名で、本学35名に対しておよそ2倍の教員を擁す。
C大学は大学院との兼務、本学は短期大学との兼
務があることから単純には教員数を比較できないが、
教員一人当たりの学生数には大きな違いがある。

2）学習組織
C大学4年生は214名（内、女子55名）で教職実
践演習履修者は129名（内、女子36名）である。選
択者には科目等履修生を含むので4年生に対する割
合ではないが、履修率は63.2％である。女子だけの
割合を見ても65.5％であり、本学の本年度の教職実
践演習履修率67.9％より低い割合になっている。

129名を各班25名から27名の5班に班編成してい
る。先に述べたように、本学とは教員一人当たりの
学生数には大きな違いがあることもあり、本学の1班
45名編成より小規模に編成されている。班は進路の
類似する受講者で構成され、それらをまとめると、3コー
スになっている。全体では3コース5班129名となる。
一つ目のコースは試合に出場することが多い学生

で編成されている。万一試合と重なって欠席する学
生があれば、欠席した日の講義はビデオ撮影してあ
るので視聴することができ、事務職員の協力を得て、
欠席した学生の補講の対応をしている。このコース

は27名から成る1班のみで、班内を7グループに分け，
1グループ3から5名で運動部別に編成してある。
二つ目のコースは公務員、企業、実業団等の就
職希望者を対象としている。1班25名が2班で計50
名である。各班を6グループに分け、1グループ4
名か5名で編成されている。
三つ目のコース教員を志望するコースでは採用試
験を受けた学生や、講師を目指す学生を対象としてい
る。1班26名が2班で計52名である。各班を6グルー
プに分け、1グループ4名か5名で編成されている。

3）教授組織
担当教員数は20名（専属：7名、応援講義者：13
名）であり、その他外部講師14名の合計34名で組
織されている。
担当教員の属性を見ると、専属の教員は専門領
域教職教育等小委員会所属教員である。7名中1名
以外は当初から教職担当として採用されているとのこ
とである。応援講義者は全教員に参加の呼びかけ
に応じてくれた教員であるという。応援講義者は一日
のみ分担し、各班が教室で話し合い等の活動時に
教室で指導する。水曜日に授業がない教員で、助教
と講師半々で構成されている。

4）教職実践演習への取り組みにおける特記事項や
　 シラバスの特徴
先行研究に見られる大学の例や本学と比較してC
大学の事例には、いくつか特記できることがある。第
一に授業実施日の設定方法である。授業実施日は隔
週で全6日15コマである。初回は90分1コマ、最終
回は2コマ、中4日は3コマ連続で実施される。3コ
マ連続の日は、1コマ分は外部講師3名の講話があ
り、あとの2コマはグループ活動であり、各自が課題
を考えた後、グループディスカションをし、その後、
班内で、グループごとの発表の時間となる。この2コ
マ分の活動時には各教室で応援講義者が指導する。
また、当日の外部講師3名と専属教員は各教室を順
次指導をして回る。したがって、学生は、当日講義し
た外部講師に質問をして直接話し合え、外部講師も
適切な助言をすることができる。また、各教室に複数
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の教員がいることにより、学生に緊張感が生まれ、授
業態度にも影響を与えている。コース別の教室に分
かれてグループワークでは。教員を志望するコース
以外のコースも同じ内容に主体的に取り組んでいた。
本学では90分1コマのなかで、外部講師の講話、
教室へ移動してのディスカションとなるため、議論が
尽くせず、グループ毎で発表する時間もない。この
ことは本学昨年度受講学生の自由記述による調査で
も、指摘されていることである。
第二に、毎回外部講師の講話があることである。
初回と最終回各1名、2日目から5日目各3名計14名
の外部講師である、その日のテーマに合わせて、現
場の様々な講話を聴くことができる。筆者が参観した
日も九州地方から2名、中国地方から1名の計3名（一
人25分程度）の若手教員も含んだ教員による講話で
あった。三名とも現役（内、一名は現在大学教員）で
あるため、経験に基づいた現在の話で、学生は熱
心に聴き入っており、私語する学生はなかった。すで
に今年度実施された教員採用試験の結果は不合格
となった学生たちもあるが、来年度の教員採用試験
合格への意欲が沸いてきたように感じられた。本学
の昨年度講師は校長や都教委の管理職で現場の話
とはやや離れていた面も感じられた。外部講師の人
選も重要なことである。先に述べた、本学昨年度受
講学生の自由記述による調査結果でも学生が指摘し
たことである　
第三に、教育実習で全員が各自の実技、保健な

どの実習をビデオに撮って来て、2回目の授業で見
せ合うことである。本学では学習指導案を見せ合って
いるが、ビデオを視聴することは他の学生の教育実
習が理解しやすいであろう。 

5）教授方法に関する特記事項
C大学ではグループ討論、事例研究、役割演技

（ロール・プレーイング）、外部機関・外部講話者と
の連携が行われている。グループ討論では、3コマ
連続授業の日は、2コマがグループ討論に当てられ、
まず、個人の考えをまとめた後、ディスカションをし
ている。最後に班内各グループで発表することでグ
ループ以外の意見も比較している。3名の外部講師

と当日の授業担当者が5つの教室を適宜巡回して指
導している。事例研究では、実際に起きた事件を事
例としている。役割演技（ロール・プレーイング）では、
教員、生徒等役割に応じた立場での意見を出し合う
形である。外部機関・外部講話者との連携もなされ
ており、外部講師の属性は3種類で、卒業生、県教
育員会関係、西日本地方の現役の教師や教育委員
会関係者である。外部講話者の現役の教師は、学
校体育関係の研究会で熱心に研究発表や研究活動
をしている教師たちだそうである。連携先は県教育
委員会である。

6）その他
各項目に本学との比較をするなかで授業参観をし

ての感想を述べたが、再度、感想のみを書いておく。

 ・ 11月18日2、3、4校時連続の授業を参観した。2
校時は3人の外部講師の講話（一人25分程度）で
あった。皆、現役で経験に基づいた現在の話で、
学生は熱心に聴き入っていた。3、4校時はコー
ス別の教室に分かれてグループワークであった。
教員志望コース以外のコースも同じ内容に主体的
に取り組んでいた。4、5人で構成するグル－プに
女子学生が1名か2名所属していたが、男女違和
感なくグループワークを行っていた。実技の授業
も男女共修ということで、共学大学の良さを感じた。

 ・ 4年生のうち、教職実践演習の履修者は約6割で、
そのうち、教員志望コースは約4割のわずか52名
と少なかった。52人は4年生のおよそ四分の一に
あたる。キャリア教育も、教員だけでなく公務員（消
防、警察等）、実業団選手、企業への就職と多
様化しているそうである。 

7）本学への示唆
C大学教職実践演習の実践事例から得られた本

学への示唆は下記の通りである。
第一に学習組織の編成方法である。本学では学

籍番号順に機械的に班分けしている。昨年度の授
業最終日に実施した自由記述による調査において、「こ
の演習で改善したほうが良いと思う点について記述し
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て下さい」（4（2）②ｂ参照）の回答に、班編成に関し
て「既に会社に就職が決まっている人と教職を目指す
人の差」があるなどの意見があったが、C大学の方
法を取り入れる価値はあるであろう。
第二に補講の実施である。毎年、授業欠席者の
評価が問題になる。試合等による欠席者に対してビ
デオを見せるなどの補講もしていない。授業ビデオ
の撮影も提案されたことがあるが、教員が撮ることは
不可能で事務職員も引き受けず、ビデオは撮られて
いない。C大学のように、教員と事務職員が連携し、
試合等の欠席者のための補講をすべきである。
第三に教授組織の強化である。今年度で比較する

と、C大学は教員20名と外部講師14名、本学は教
員7名と外部講師3名である。本学の担当教員は少
なさが目立つ。また、担当教員の決定方法も、単に
持ちコマが少ない教員が担当になるなど安易な面も
ある。教職担当教員を主軸にして、さらに多くの教員
が関わる教授組織とすること。外部機関と連携し、適
切な現役外部講師の講話を増やすことなどが示唆さ
れる。
第四に授業時間の設定方法である。C大学のよう

に、ディスカションや班別発表が十分にできるよう、
授業日の設定方法を工夫することが必要である。
本学は女子初の体育教師養成学校として1902（明
治35）年5月に設置された。戦前はほぼ全員が教師
となり、我が国で最も多くの女子体育教師を輩出して
いた。しかし、近年は学生の大多数が教師を目指し
ながら、希望が達成できなくなっている。本学の教
育は、先ず、教職実践演習の授業を改善することか
ら始められなければならない。　　　  （文責・掛水）

④D大学における実践事例
1）大学概要

D大学は､ 医学部、スポーツ健康科学部、医療
看護学部、保健看護学部、国際教養学部からなり、
スポーツや健康に特化した総合大学といえる。保健
体育科教員、特別支援学校教員などを志望する学
生の集まるスポーツ健康科学部のアドミッションポリ
シーは以下のとおりである。

・ 健康とスポーツの科学的究明を目指す人
・ 健康・体力の増進、運動技術の開発、メディア
への貢献を目指す人

・ 健康で文化的な生活形成の寄与を目指す人
・ 教育を通じた人材の養成を目指す人

スポーツ健康科学部にはスポーツ科学科（入学
定員190）、スポーツマネジメント学科（入学定員
70）、健康学科（入学定員70）の3学科があり、スポー
ツ健康科学部の総学生数は1,317名（内、女子420名）
（2015年5月現在）、4年生は各科それぞれ190名、
69名、69名の計328名が在籍している。また、スポー
ツ健康科学研究科（大学院）を有しており前期課程、
後期課程合わせ147名の院生がいる。

2）教職実践演習の履修状況
2015［平成27］年度、教職を履修している学生は

328名中約218名（66%）であり、そのうち教員採用
試験を受験するものは約100名（46%）となっている。

3）教授組織
D大学における教職実践演習は、単なる1開講授
業という位置づけではなく、本学でいうところの教務
課（資格課）所管内容となっており、大学全体で取り
組むべき授業の位置づけになっている。したがって
この授業のシラバス、授業内容等は教授会におい
て審議され承認を受けており、通常授業において保
健体育教員養成に関わっている全ての教員が関与・
協力するべき授業ともなっている。
対応教員については主担当1名に担当教員29名

を加えた計30名（シラバス上）であり、これは常勤
教員の約半数が協力していることとなる。また、D大
OB の校長経験者や、教育行政職員、Jリーグ関係
者等による外部講師講話も積極的に行っており、外
部講師として例年約10名の協力を得ている。　

4）学習組織
全体講義は大教室において約218名が一斉に受講。
グループワーク及び模擬授業に関しては20～24
名×10グループで対応している。
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5）教職実践演習における特記事項やシラバスの特徴
後期月曜日3･4限（2時限連続開講）に行われてお

り、90分×2×15コマ＝30時間となり本学の2倍の時
間を費やしていることとなる。
使用教室についても、月曜後期のこの時間帯は全

ての教室･各種グラウンド･体育館等が最優先で使
用できる体制（実技授業は開講されていない）が整え
られており、全学的な取組であることの一端が見てと
れる。
なお、D大学では基本的に3年次に教育実習を
行うこととなっており、2年次から授業として教育実習
のオリエンテーション、3年次には4月より本格的に
事前指導を開始し、6月・7月には集中講義において
模擬授業や事前レポートの作成、実習後の11月に
は実習の振り返りや事後レポート作成など、4年次
後期の教職実践演習の前にも多様な取組を行ってい
る。なお、この「事前事後指導（集中授業科目名）」
の担当教員は7名である。

6）教授方法に関する特記事項
模擬授業に関しては、メインプログラムの部分に

ついてのみ行う形態で、約20分×3展開で行っている
（より多くの学生に経験をさせたい意向による）。
加えてグループワーク･模擬授業に関しては各グ

ループに院生をTAとして配置し、模擬授業の振り返
りも含め円滑な運営の手助けとしている。
グループ編成については、単純振り分けをおこなっ
ている。（習熟度別も考えたが、授業が成り立たなく
なる恐れもあるとのこと）なお、実技授業（模擬授業等）
については学生に希望を聞いた後、振り分けを行っ
ている。
既に3年次において様々な授業経験をしてきてお

り、4年次開講の本授業はグループ討議や模擬授
業を中心とした構成であり、教職にむけた総まとめ的
な位置づけとなっている。
履修カルテについては1年時より作成が課されて

おり、本授業においても活用されている。
他大学の倍の授業時間を費やしていることに加え、
各グループに大学院修士課程の学生をＴＡとして配
置することにより、グループ討論、事例研究、模擬

従業そしてその振り返り等の円滑な進行の一助として
いる。また外部講師を積極的に招聘（10回）、教職
への理解の促進に配慮がされている。
その一方で、パネル・ディスカッション、役割演技、
フィールドワーク等はまだ行われていない、とりわけ
フィールドワークに関しては、追体験等をさせたいと
ころと考えてはいるが、大学の立地条件等もあり難し
いこともあるため、上述の外部講師の招聘に力を入
れている。

7）本学への示唆
本学と比較したとき、圧倒的な物量と大学としての
教職への支援体制に圧倒される。
放課後や集中授業で展開される「事前事後指導」

に見られるように、教職に対する真摯な取組は本学
においても取り入れていく必要はあると考える。
その一方で教職に対する学生の温度差について
は、本学同様の傾向も見られ、とりあえず教員免許
だけ取得する学生もいる。
教員の当該授業への取組状況については、全学

対応を教授会において了解していることより概ね教員
は協力的であり、この点については本学も模倣したい
ところである。

⑤E大学における教職実践演習
E大学は教職を履修している学生数が極めて多い

（1,000名を超える）ことより、本学が行っているような
形態（大教室での一斉講義及び小グループに分か
れての演習）を取ることはできない。したがって、共
通テキストを用いて授業内容の統一を図りつつ、複
数の担当教員による授業展開を行っている。
授業は2箇所のキャンパスで行われており、開講

曜日もまちまちである。平成27年度は14名の教員（教
職教育研究室）により延べ33授業が後期に各15回
展開されている。
同一シラバス･共通テキストを用いてはいるものの、
授業の進め方、評価等に関しては各教員に任せられ
ているようであり、外部講師の招聘等についても各担
当教員の裁量によるとのことであった。

（文責・早瀬）
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（2）各大学における事例研究のまとめ

大学名 大学概要 履修率 教授組織 学習組織の
形成方法

教職実践演習の
特記事項

教授方法の
特記事項 本学への示唆

本 学

・ 体育学部・
 体育学科
・ 1学年定員
 300名
・ 学 部 学 生 数

1,568名

・履修率
 67.9％
  （履修者数
 271名 /
 4年生
 399名）

・専任：
 教職2名、
 実技3名、
 その他2名、
 合計7名
・外部講師：
 3名

・学籍番号順で
 6グループを
 編成
・1グループ
 約45名、グルー
プ担任制

― ―

A大学

・ 体育学部：
 運動科学科、
 スポーツ健康
 学科
・ 1学年定員
 457名
・ 学部学生数
 2,169名

・履修率
 63.8％
 （履修者数
 303名 /
 4年生
 475名）

・ 専任：
 教職2名、
 実技4名、
 その他6名、
 合計12名
・外部講師：
 2名

・学籍番号順で
 6グループを
 編成
・1グループ
 約50名
・3専攻が均等
 になるように
 編成

・教科指導に
 重点を置いて
 いる
・事例研究を多
 く取り入れて
 いる

・グループ討論
 をほとんどの
 授業で取り入
 れている

・履修者数が多
 いため、各グ
 ループに主担
 当以外に副担
 当のサポート
 教員を配置し
 ている

B大学

・ スポーツ
 学部：スポー
ツ学科、競技
スポーツ学科

・ 1学年定員
 280名
・ 学部学生数
 1,321名

・履修率
 40.0％ 
 （履修者数
 119名 /
 4年生
 297名）

・ 専任：
 教職2名、
 教科教育6名、
合計8名

・外部講師：
 8名

・基本的に出席
 番号順で
 6グループを
 編成
・1グループ
 約20名

・ 3年生の教育
 実習事前指導
 と4年生の教
 職実践演習
 のコラボレー
 ション

・「教職ハンド
 ブック」
 （履修カルテ
 を含む、教職
 ポートフォリ
 オ）の活用

・3年生の模擬
 授業と4年生
 の教職実践演
 習を有機的に
 融合したコー
 スデザイン
・ 教職ポート
 フォリオの有
 効的活用

C大学

・体育学部：
 スポーツ総合
 課程（120）、
 武道課程（50）
・1学年定員
 170名
・学部学生数
 771名

・履修率
 63.2％
  （履修者数
 129名 /
 4年生
 214名）

・ 専任：
 教職7名、
 応援講義者
 13名、
 合計20名
・外部講師：
 14 名

・ 進路別で
 3コース（試合
 出場が多い選
 手コース、一
 般体育コース、
 教員志望コー
 ス）
・ 1グループ
 約25名（文科
 省が示してい
 る30人以下）

・ 授業実施日は
 隔週で全6日、
 うち4日は
 3コマ連続で
 実施）
・毎回外部講師
 の講話あり
・各自の教育
 実習のビデオ
 を見せる

・グループ討論
 とその発表
・外部機関や外
 部講話者との
 連携

・学習組織
 編成方法
・補講の実施
・教授組織の
 強化
・授業時間の
 設定方法

D大学

・ スポーツ健康
 科学部（1学年
 定員330名）：
 スポーツ科学
 科（190）、
 スポーツマネ
 ジメント学科
 （70）、
 健康学科（70）
・ 学部学生数
 1,317名

・履修率
 66.5％ 
 （履修者数
 218名 /
 4年生
 328名）

・ 専任：
 教職3名、
 実技18名、
 その他9名、
 合計30名
・外部講師：
 10名

・ 学籍番号順の
 単純振り分け
 で10グループ
 編成
・ 1グループ
 20～24名
・ 実技模擬授業
 の際は、学生
 の希望を聴取
 の上、編成し
 直す場合もあ
 り

・ 3年次9月に教
育実習を実施
しているため、
2年次より事

 前指導を開始
 し、3年次11
 月には事後指
 導も実施
・授業時間も、
 他大学の2倍
 の時間を配当
 し内容を充実

・1年次より履
 修カルテ作成
・模擬授業も
 含めグループ
 ワークの際、
 各グループに
 大学院生を
　TAとして
　配置して
　理解促進に
　配慮

・教員養成大学
 として、教職
 実践演習に対
 して、より全
 学的な取り組
 みを考えてい
 く必要あり

    出典：各大学における面接調査等の事例研究に基づいて作成

表3－3　他大学における事例研究の比較
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表3－3は、2015（平成27）年度現在のデータによ
る、他大学における事例研究と本学を比較したもの
である。
この表から分かる様に、A大学では1グループ
約50名・6グループ編成と履修者が多いため、各
グループに主担当以外に副担当のサポート教員を
配置している。授業内容としては、教科指導に重点
を置き、グループ討論をほとんどの授業で実施し、
VTR視聴による事例研究も行っている。同校の課題
としては、授業実施担当教員全員に対して、共通理
解を図るためのコーディネートが大きな負担となって
おり、教職担当教員の負担が大きいことである。

B大学では、1グループ約20名・6グループ編
成と本学よりも履修者が少なめで、3年生の教育実
習事前指導と4年生の教職実践演習・模擬授業をコ
ラボレーションさせているのが大きな特徴である。ま
た、同校では1年生で配布される履修カルテを含ん
だ「教職ハンドブック」を、教職実践演習における「教
職ポートフォリオ」として積極的に活用している。

C大学は体育の単科大学で、1学年定員が170名
と本学の半分程度の学生数である。しかし、教職実
践演習の担当教員は、専任が合計20名、外部講師
は14 名と充実した布陣となっている。C大学に関し
て特筆すべきことは、グループ編成を、試合出場が
多い選手コース、一般体育コース、教員志望コース
の進路別により3コースを設定していることであり、履
修者も文部科学省が示している30人以下の1グルー
プ約25名と少人数構成である。
総合大学であるD大学において、教職実践演習

は全学的に取り組むべき授業として位置づけられてお
り、シラバス、授業内容等は教授会において審議・
承認を受けて、教職・教科教育に関わっている全て
の教員が関与・協力するべき授業ともなっている。そ
のため、教室･各種グラウンド･体育館等が、最優
先で使用できる体制が整えられている。D大学では、
3年次に教育実習を実施していることから、2年次か
ら教育実習オリエンテーション、3年次には教育実
習事前指導を開始し、4年次後期の教職実践演習
開始以前に、多様な取り組みを行っている。また、
教職実践演習の授業時間も、通常の2倍の時間を

配当しており、充実した内容となっている。
大規模校のE大学では、教職履修者数が1,000
名以上と極めて多いことから、本学と同様の授業形態
を取ることはできないため、共通テキストを用いて授
業内容の統一を図り、2015（平成27）年は14名の教
職担当教員により2箇所のキャンパスで延べ33の授
業が4年次後期に展開されている。

（文責：大石・古川・掛水・早瀬）

4．「教職実践演習」の 2年間の取り組みの
　  成果と課題

（1）「教職実践演習」への取り組みの2年間の軌跡
①2013（平成25）年度「教職実践演習」の概要
大学・学部で2013（平成25）年度から開始された

「教職実践演習」への対応は、2006（平成18）年7
月11日の中教審答申「今後の教員養成・免許制度
の在り方について」を受けて、2009（平成21）年7月
11日に当時の教務部長が、グループ担任予定教員
に対して文部科学省が示したシラバス様式を利用し
て、最初の授業シラバス案を示したことから始まる。
その後、グループ討議、事例研究、模擬授業、ロー
ル・プレイ（役割演技）、実務研修、学校現地調査
等の文科省から示された授業内容案を盛り込んだ当
初の授業シラバス案（表4－1）が、シラバス・ガイド
の中一つとして、2012（平成24）年12月22日にネット
上にアップロードされている。
しかしながら、その後紆余曲折を経て、2013（平
成25）年7月17日に示された「平成25年シラバス（最
終三次案）」では、ロール・プレイ（役割演技）、実
務研修、学校現地調査という言葉はシラバスから姿
を消し、各授業で前半に講義があり後半にグループ
討議を行うという現在の教職実践演習のパターンが
確立されている。また、当初はなかったパネル・ディ
スカッションが、最終三次案では出現している。
ここでは2013（平成25）年度「教職実践演習」の
当初の授業シラバス案（表4－1）と、最終的な同年
度のシラバス（表4－2）を提示することにする。
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表4－1　2013（平成25）年度・教職実践演習の当初の授業シラバス案　　　（2012［平成24］年12月22日）

授業科目名：教職実践演習（中・高） 担当教員名 ◎―、○古川、―、大石示、掛水、早瀬、―

対　象 体育学部4年生　教職必修 履修時期 4年次後期 単位数 2単位

■授業の到達目標及びテーマ
　教職に就くために必要な資質・能力を育成するとともに、教育実習を通した学校現場での経験を生かし、更に、実
践的な能力を育成する。

■授業の概要
　教員として求められる①使命感や責任感、教育的愛情に関すること、②社会性や対人関係能力に関すること、③生
徒理解や学級経営等に関すること、④教科等の指導力に関することを踏まえて、ロールプレイグ・グループ討議・事
例研究など多様な演習の形態で実施する。

■評価の方法
　複数の担当教員が、教員としての最小限必要な資質能力が身についたか確認し、多面的な角度から評価を行い、そ
の一致により単位認定を行う。

■教科書・参考書
　必要に応じて資料を配付する。

■事前予習（予習）
　教職科目の履修状況を振り返り、「履修カルテ」を記入し初回授業に持参すること。

■授業計画
第 1 回　教員・社会人としての適性（講義、グループ討議）
第 2 回　組織と管理（校務分掌、安全管理、危機管理） （講義、実務研修、事例研究）
第 3 回　研修計画（講義、事例研究）
第 4 回　望ましい授業のポイント① （講義、ダンス・陸上・水泳の模擬授業を1展開）
第 5 回　望ましい授業のポイント② （ダンス・陸上・水泳の模擬授業を2展開）
第 6 回　学級担任の役割、学級（学年）通信の意義 （講義、事例研究） 
第 7 回　教室の環境整備（講義、事例研究）
第 8 回　生徒の主体性を高める指導（講義、ロールプレイ）
第 9 回　生徒理解、特別支援教育の意義（講義、事例研究）
第10回　評価、生徒指導録と通知票（講義、実務研修、事例研究）
第11回　学校行事の実施：校外学習・避難訓練・運動会・学芸会の計画、実施、評価 （グループ討議、演習）
第12回　保護者との対応、先輩教員から学ぶ（講義、ロールプレイ）
第13回　今日的な教育課題（講義、事例研究）
第14回　学校の現地調査
第15回　学校の現地調査
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表4－2　2013（平成25）年度・教職実践演習の授業シラバス　　　　　　　　（2013［平成25］年7月17日）
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②2014（平成26）年度「教職実践演習」の概要と改善点
2014（平成26）年度に教職実践演習を実施してい

くに当たり、2013（平成25）年度に実施された授業
に関して反省点をあぶりだすため、2014（平成26）
年7月2日に同年度・後期からグループ担任を務める
教員、主任、教職課長をメンバーとした会議を開催
した。この反省会において出された意見は、出席の
扱い、授業内容・方法、評価方法、履修カルテの
活用法等についてであった。特に、授業内容・方法
に関しては、課題レポートにメリハリをつけた方がよ
い（15回中9回とか）、班編成の方法、模擬授業の
在り方（役割の確認と結果の考察）、ロール・プレイ
の提案、パネル・ディスカッションの進行が不十分、
課題作成の段階を踏み課題のクオリティを上げる努
力が必要等の意見が出されている。
これらの反省会での意見も集約して、結果的に

2014（平成26）年度教職実践演習のシラバスでは。

前年度の改善点として、1）グループ討議の時間を
十分に確保するため、各回の前半の講義の時間を、
前年度の50分から45分に減らした、2）各回の課題
レポートの提出を、前年度の合計13回から9回へ減
らした、3）教職実践演習の授業運営及び成績評価
の方法を明確化した、4）通常、第15回目の授業で
行われている量的評価である「授業アンケート」に加
えて、自由記述式による質的評価である「教職実践
演習の履修を終えて」を追加した、5）準備学習として、
第2回目「教育実習における成果と課題をまとめる①」
の授業を受講するに当たり、教育実習録の末尾にあ
る「教育実習の成果と課題」、及び「教育実習の研
究授業で使用した指導案」のコピーを授業に持参さ
せた等が挙げられる。（改善点は、2014［平成26］
年度シラバス中に下線で示した）
特に、授業運営に関しては、出席の確認方法、
及びその役割分担を明確にし、特別欠課、遅刻・
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早退の取り扱いを明文化して担当各教員内における
基準をクリアにした。また、成績評価の基準、及び
その方法も明文化し、評価の観点としては、1）「関
心・意欲・態度」、2）「思考・判断」、3）「知識・理
解」の3観点による総括評価とし、到達目標である ①
使命感や責任感、教育的愛情に関すること、②社会
性や対人関係能力に関すること、③生徒理解や学級

経営等に関すること、④教科等の指導力に関すること
をすることが身についたかについて総合的に評価する
こととした。

2014（平成26）年度の教職実践演習の授業概要と
して、下記の表4－3のシラバスを提示する。

（文責・古川）

表4－3　2014（平成26）年度・教職実践演習の授業シラバス
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（2）「教職実践演習」の評価分析
2014（平成26）年度、「教職実践演習（中・高）」

の現状を把握するため、最終第15回目の授業日で
あった2015（平成27）年2月4日に、量的評価である
学生による授業アンケート、及び質的評価である自
由記述式アンケートの二種類の評価を実施した。そ
こで、ここでは量的評価の分析と質的評価分析に分
けて、これらの分析結果を報告していくことにする。

①教職実践演習の量的評価分析結果
平成26年度「教職実践演習」授業アンケートの回
答総数は、教育実践演習受講者250人中、授業ア
ンケート当日出席して回答したのは214名であった。
表4－4は授業アンケートの設問文、表4－5は授業
アンケート結果、表4－6は授業アンケート結果の講
義系科目平均との比較、そして、グラフ4－1は授業
アンケート結果の講義系科目平均との比較のための
レーダー・チャートである。

設問 設問文
Ⅰ 3 履修申請時での、この授業に対する興味・関心、期待度は ?

Ⅱ

4 特別欠課を除いて、欠席は少なかったですか ?　（4：欠席ゼロ～1：欠席3回以上）
5 この授業には熱心に取り組みましたか ?

6 学生全体の受講態度をどのように感じましたか ?　（4：非常に良い～1：かなり悪い）

Ⅲ

7 おおむねシラバスにそつた内容で行われていましたか ?

8 受講者の理解・習得に役立つ工夫がなされていましたか ?

9 授業の進め方は、あなたの理解度・習熟度に合つていましたか ?

Ⅳ

10 教員は熱心に教えてくれていましたか ?

11 声の大きさや話し方は、聞き取りやすかつたですか ?

12 教員は良い雰囲気作り（私語の注意や質問を促す等）に努めていましたか ?

Ⅴ

13 授業内容に興味が持てましたか ?

14 授業内容は理解できましたか ?

15 知識 ,技能（技術）の発展・向上や発見・気付きがありましたか ?

Ⅵ 16 この授業は、総合的に判断して良い授業でしたか ?

Ⅶ 17 講義を伴う授業の場合、黒板やAV機器等は分かりやすく使われていましたか ?

    出典：本学実施「授業アンケート」から

表4－4　授業アンケート設問文
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授業アンケートの評価分析としては、「履修申請時
での、この授業に対する興味・関心、期待度は？」と
の設問への回答の平均値は3.40と、教職実践演習
としての回答の平均値では最低であるが、講義系科
目平均の3.21と比較すると高い数値であった。しかし、
無回答者が全体で20名と多数存在し、4段階の1と
回答した受講者が13名、2と回答した受講者が12
名いたことから、教職への強い熱意をもって受講して
いる受講者ばかりとは限らないことが窺える。
また、「この授業は、総合的に判断して良い授業で
したか？」の項目は3.75で、講義系科目平均の3.46と
比較すると高い評価であった。他の設問項目の平均
値も、「特別欠課を除いて、欠席は少なかつたです
か?」の回答以外は、講義系科目の平均値よりも高い
結果であった。
以上のことから、評価結果の全体からみて、受講

者にとっておおむね良い授業であったが、必ずしも
教職への強い熱意をもって受講しているとは考えにく
い受講者が多数存在し、これらの受講者への対処
が今後の課題であると考えられる。　  （文責・古川）

②教職実践演習の質的評価分析結果
1）調査目的と調査方法
調査目的
教育実践演習授業の問題点を探り次年度の授業

に生かすために、平成26年度後期教職実践演習最
終授業時に実施した授業評価に併せて質的調査を
実施した。

調査方法
調査実施日

2015（平成27）年2月4日（水）1校時（最終授業日）

表4－5　授業アンケート結果

表4－6　授業アンケート結果の講義系科目
　　　　 　   平均との比較

グラフ4－1　平成26年度授業アンケート結果の講義系
　　　　　科目平均との比較レーダー・チャート

設　問 4 3 2 1 無回答 有効回答数 平均

Ⅰ 3 115 54 12 13 20 194 3.40 

Ⅱ全体 4 ～ 6 400 218 19 5 0 642 3.58

Ⅲ全体 7 ～ 9 490 142 8 2 0 642 3.74

Ⅳ全体 10 ～ 12 485 140 16 1 0 642 3.73

Ⅴ全体 13 ～ 15 448 186 7 0 1 641 3.69

Ⅵ 16 163 49 2 0 0 214 3.75

Ⅶ 17 139 51 6 1 17 197 3.66

    出典：本学実施「授業アンケート」の結果分析から

設　問 H26
教職実践演習

講義系科目
平均

Ⅰ 3.40 3.21

Ⅱ 3.58 3.47

Ⅲ 3.74 3.50

Ⅳ 3.73 3.51

Ⅴ 3.69 3.42

Ⅵ 3.75 3.48

Ⅶ 3.66 3.48

    出典：本学実施「授業アンケート」の結果分析から     出典：本学実施「授業アンケート」の結果分析から
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調査対象者
教育実践演習受講者250人中、当日出席の216
人

調査方法
自由記述による質問紙調査
調査内容　　
（1） この演習を受講してよかったと思う点につい

て記述して下さい。
（2） この演習で改善したほうが良いと思う点に

ついて記述して下さい。
（3） その他、この演習に対して意見や要望があ

れば記述して下さい。
（文責・掛水）

2）調査結果
a．この演習を受講してよかったと思う点
「この演習を受講して良かったと思う点について記
述してください。」との問に対して、216人から回答を
得た。空欄および「特になし」と回答した者4人は分
析対象から除いた。212人のうち10人が1人で2件
の内容を記述していたので、総数は222件とした。
回答の内容は表4－7に示した。内容を大きく分けると、
「授業や実習のふりかえり」が89件（40.1％）、「グルー
プワークによる意見の共有と課題の整理」が76件
（34.2％）、「ゲストティーチャーの話」が26件（11.7％）、
「多くの先生からの講義」が23件（10.4％）、「模擬
授業による指導法の理解」が8件（3.6％）であった。

表4－7　この演習を受講してよかったと思う点（自由記述）まとめ

よかった点 件数（割合）
① 授業や実習のふりかえりにかかわる内容 89（40.1%）

（1）実習をふりかえり、課題を整理することができた 42

　   一度、学習した内容のものも重点を絞って再度学習できてよかった
　  実習をふりかえり、反省点や良かった点などをレポートにまとめられたなど
（2）教職に対する理解が深まった 39

　  教師としてあるべき姿を学ぶことができた、教職に対して必要なことを学べた
　  改めて、教育について、指導について考え直すことができたなど
（3）いままでの学習内容を総復習することができた 8

　  教育実習を終えて、教師になるまでにさらなる学習ができたなど
② グループワークによる意見の共有と課題の整理 76（34.2%）

（1）さまざまな意見にふれることができた 45

意見交換を通して理解を深めていけた、視野が広がった
教育実習を行った後の授業で、自分の経験をふまえて考えることができたなど
（2）新たな課題の発見につながった 18

グループで話し合ったりすることで考えて、新しい指導法が見つかった
教育実習で分かった自分の反省や課題以外にも新たに課題や発見があったなど
（3）講義とグループワークのバランス、意見交換のしやすさ 13

講義とグループに分かれての意見発表を90分の中で行うことがよかったなど
③ ゲストティーチャーの話を聞いて教職に対する理解が深まった 26（11.7%）

現場の経験のある先生の話が聞けた、貴重な話が聞けた
教育の現場を一層知れたなど

④ 多くの先生から講義を受けた 23（10.3%）
観点別に講義を受けられた、各担当の先生の講義を受けられたなど

⑤ 模擬授業による指導法の理解 8（3.6%）
先生・生徒・評価役と分かれて見ることができてよかったなど

合計 222
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「授業や実習のふりかえり」89件の記述内容は、さ
らに3つに分けられた。具体的には“教育実習での
経験をふり返りながら、講義をきき、それを通じて、も
う一度自分自身の課題というものをはっきりとすること
ができた”や“教育についてより詳しいことが分かった
　実習に行く前に知りたい知識がたくさんあったが、
実習に行ったからこそ分かることが多かったのだと改
めて思った”等、「教育実習をふりかえり、課題を整
理することができた」ことに関わる内容が42件、“教師
とはどうあるべきか、またその職務についてよく考える
ことができ、良かった”や“教師に必要な能力や大切
なことを学ぶことができ良かった。また、毎時間ごとに
色々な視点から教職という仕事について考えることが
できたので良かった”等、「教職に対する理解が深まっ
た」ことに関わる内容が39件、「いままでの学習内容
を総復習することができた」が8件であった。　
「グループワークによる意見の共有と課題の整理」

76件の記述内容は、さらに3つに分けられた。“教
育実習で課題となったこと、困ったことを周りの人と共
有し、他の人の意見や課題となったことを知ることが
できてよかった。普段の授業では学ぶことができない
内容を学ぶことができた”や“今後に活かせる授業に
なった。グループワークがとても良かった。様々な
実習校の様子、問題点、指導教諭からの言葉の共
有はとてもおもしろかった”等、「さまざまな意見に触
れることができた」ことに関わる内容が45件、“教育
実習で分かった自分の反省や課題以外にも新たに課
題や発見があった。他の人の様子も知ることができ
た”や“将来、教員になる上で必要な内容ばかりで話
を聞いたり、グループで話し合ったりすることで考え
て、新しい指導方法が見つかった”等、「新たな課
題の発見につながった」ことに関わる内容が18件、
“全体での講義とグループに分かれてからの意見発
表。グループディスカッションと、2パターンの授業
を90分以内で行うことが良かった”や“班ごとに1人
1人が意見を出し合う時間があり、積極的に話すこと
が多かったため、いろいろな意見や感想が聞けて良
かった”等、「講義とグループワークのバランス、意
見交換のしやすさ」に関わる内容が13件であった。
「ゲストティーチャーの話」に関わる具体的記述内

容は、“教育実習をふまえて話を聞くことができた。現
場の経験のある方々のより実践的な講義がとても収
穫だった”等であった。
「多くの先生から講義を受けたこと」に関わる具体
的術内容は、“さまざまな観点別に講義を聞き、それ
について深く考える時間があるため、3年生で学んで
きたことがさらにうわのせして身についたと思う”や“教
師として力をつけるべきことが何か、たくさんの先生
方が講義してくださった”等であった。
「模擬授業による指導法の理解」に関わる具体的
記述内容は、“生徒役、先生役、評価役を学生でた
て、授業を行い、専門とする教授から評価をもらうこと
で、授業づくりの工夫の仕方や発展の仕方が分かっ
た”や“学生が先生役となって授業を実際に行い、そ
れぞれ皆がどのように授業をすすめるのか、ということ
や改善すべき点を共有することができたのが良かっ
た”等であった。

記述内容の集計結果の分析
①授業や実習のふりかえりに関するもの
教育実習での経験をふりかえりながら、改めて教
育現場における課題や問題について考える機会と
なっている。教育実習を経験したからこそ理解できる
ことが多くあり、経験の内容を学生同士で共有するこ
とにより、自分に不足している部分に気づく機会となっ
ている。
②グループ討論に関するもの
多くの学生がグループ討論を良かった点としてあ

げている。自らの経験をふりかえりながら他人の経験
を聞くことによって、新たな課題の発見につなげる効
果的手法として、肯定的に受け止められている。
③ゲストティーチャーに関するもの
教師として働くということの意味や現場での課題に

ついて講義を受けた。教育実習の経験はあるものの、
改めて学校という職場で働くことの価値について、現
場を熟知する講師から聞くことは、学生にとって学び
を深める機会となった。
④多くの先生から講義を受けたことに関するもの
多くの教員が分担して講義を受け持ったことは、
専門性に基づく講義を受けられたという肯定的な受け
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とめ方がなされたと考えられる。
⑤模擬授業に関するもの
先生役、生徒役、評価役に役割分担した。教育
実習を経験しているので、指導は円滑に進行すること
が多かったが、生徒役や評価役の模擬授業に対す
る主体的取り組みという点では課題が残る展開も見ら
れた。　　　　　　　　　　　　　 （文責・大石）

b．教職実践演習での改善点
「この演習で改善したほうが良いと思う点について

記述して下さい」の質問に対して、何も記述せず空欄
であったものが38人（回答者の17.6％）、回答欄に「な
し」などと記述したものが 37人（回答者の17.1％） で、
合計75人（回答者の34.7％）は無回答であった。改
善点を記述していた者は141人（回答者の65.3％）で
あった。1人で2件の改善点を記述した者が10人あり、
改善点総数は151件であった。
表4－8は記述された改善点を大別して、記述数

が多い順に並べたものである。最も多かった意見は
教育実践演習の授業の時期に関するもので、28件

改善点 件数（割合）
① 教職実践演習の授業の時期に関するもの 28（18.5％）

教育実習前に 23

通年で 3

模擬授業は教育実習前に 2

② 教育センターホールから各グループの教室への移動に関するもの 24（15.9％）
移動は面倒など 15

移動時間が勿体ない 7

センターの日はセンターで 1

中継で 1

③ グループや先生によって違いがある 15（9.9％）
講義の差、取り組み方の差、厳しさの差、評価の差など

④ 教育センターホールでの授業は講義を受けにくい 13（8.6％）
聞きにくい 5

受けにくい 5

受けにくい 3

⑤ 講義方法に関するもの 13（8.6％）
講義わかりにくい、時間配分、講義方法、スライドとプリントが違う、ディベートもなど

⑥ ゲストティーチャーに関するもの 11（7.3％）
ゲストティーチャーの話わからない、不要、人を選ぶべき、もっと学校現場のことを、現役で教員の話をなど

⑦ 模擬授業や実践に関するもの 11（7.3％）
実践少ない、模擬授業意味ない、先生役を、水泳や、武道など、実習では出来ない授業を、内容　実技多く

⑧ グループ編成に関するもの 10（6.6％）
グループワーク他のグループの意見も聞きたかった。グループ合同も、学年規模で話し合う

⑨ 課題に関するもの 5（3.3％）
評価の基準を返却後に教えて、課題理解しにくいなど

⑩ グループ討論に関するもの 4（2.6％）
グループ討論の内容が大きすぎてまとまらない、もっと長く、もっと短く

⑪ パネルディスカションに関するもの 4（2.6％）
もっとやりたかった

⑫ 学生の態度に関するもの 4（2.6％）
会社に就職が決まっている人と教員になる人のモチベーションが異なっていてやりにくい、学生の態度に差など

⑬ その他 9（6.0％）
ファイルが使いにくい、出席取る方法時間がかかる、途中からリーダーやらずに済んだなど

合計 151

注）改善点教職実践演習の授業は、その日の前半は教育センターホールで全員で実施し、後半は6つの教室に分かれて移動して実施された。

表4－8　この演習で改善したほうが良いと思う点（自由記述）まとめ
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（18.5％）あった。教育実習前に（23件）、通年で（3
件）、模擬授業は教育実習前に（2件）との意見であ
る。2番目は教育センターホールから各グループの
教室への移動に関するもので、24件（15.9％）、3番
目はグループや先生によって違いがあるとの意見で、
15件（9.9％）、4番目は教育センターホールでの授
業は講義を受けにくいとの意見と講義方法に関する
ものでそれぞれ13件（8.6％）、6番目はゲストティー
チャーに関するものと模擬授業や実践に関するもの
で、それぞれ11件（7.3％）、8番目はグループ編成
に関するもので、10件（6.6％）であった。9番目以下
と内容は表4－8に示した通りである。

調査結果を今後に生かすために
調査結果を今後の教職実践演習に生かすために、
分析観点別に以下のことを提言できるのでないかと思
われる。

①教職実践演習の授業の時期に関するもの
⑥ゲストティーチャーに関するもの
教職実践演習は教育実習後との決まりなので、事
前にはできない。しかし、教育実習オリエンテーショ
ンとの一体化をすることで、より効果的になるのでは
ないかと思われる。現場教師の話は、すでに聞いて
いるはずであるから関連させる。教職委員会の委員
と教職実践演習の担当者の何人かは同一とする必要
があろう。

②教育センターホールから各グループの教室への
移動に関するもの
④教育センターホールの授業は講義を受けにくい
教育センターホールはパワーポイントが見にくく、
声も聞きにくいため、4号館の大教室で行う。クラス
に分かれる場合も、4号館内を主としたい。ただし、
教室の確保ができるかどうかが懸念される。

③グループや先生によって違いがある
⑤講義方法に関するもの
⑨課題に関するもの

250人もが授業を受けるから起きることである。学

生は厳しい教員を嫌う傾向にあるが教員の違いは
あって当然である。ただ、講義方法や課題について
は再検討する必要はあろう。　　　　　　　　　
　　
⑦模擬授業や実践に関するもの
⑪パネルディスカションに関するもの
模擬授業や実践、パネルパネルディスカションを

より多く取り入れるよう再検討する必要があろう。

⑧グループ編成に関するもの
⑪グループ討論に関するもの　　
⑫学生の態度に関するもの

2年間授業を担当した立場からも、グループの熱
意の差、グループによる学習効果の差を認めること
ができる。これまでは、学生番号順グループ分けで
あったが、他のグループ分けの方法を取り入れること
も考えられる。例えば、教職への志望度別、ゼミナー
ル別、教育実習学校（中・高）別、学業成績別など
である。
　　　　　　　　
⑬その他
ファイルに新たな配布物を綴じ込む際、全部の紙
を外さなければならないので、使いにくいことは確か
であるので、改良することが望まれる。

（文責・掛水）

c．教職実践演習に対する意見や要望
「その他、この演習に対して意見や要望があれば
記述して下さい。」の質問に対して、授業への感想
（好評価）：16、授業に対する要望や意見：10、授
業に対する不満等：13、授業内容も含めた教員への
御礼等：10、特になし：44、空欄：123、の計216件
であった。
授業への感想（好評価）や要望・意見は、いずれ

も上述内容である受講して良かった点や改善点と重
なるものである。
授業に対する不満等については、出欠管理の在り

方や受業開講時間の設定（水曜日1限）、全体講義
時のハード面での不具合や教室移動にかかる時間
の問題などが主なものであった。
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少数意見ではあったが、クラス毎の授業における
担当教師による微妙な内容の違いに言及をしていた
学生もいた。これについては今後担当教員による更な
る意見のすりあわせが必要であろう。

（文責・早瀬）

（3）「教職実践演習」への取り組みの課題
①「平成26年度・教職実践演習の総括及び反省会」
で指摘された課題
前述の様に、2015（平成27）年2月25日（水）に、
教職実践演習のグループ担任を務めた教員6名と主
任1名、そして、教職課長の合計8名が出席して「平
成26年度・教職実践演習の総括及び反省会」を行っ
た。この「総括、及び反省会」において出された意
見を集約していくと、シラバス、授業運営、外部講
師の招聘、評価関係に集中した。
先ず、シラバスに関する課題としては、「卒業生の

中には特別支援教育から始める者もおり、今後は特
別支援教育もシラバスの視野に入れたほうがよいの
ではないか。」として、シラバスの中に特別支援教育
の授業設定を望む声が上がった。また、模擬授業
については、「もっと多くの模擬授業があっても良いの
ではないか。」として、模擬授業におけるより多くの種
目の設定を求める声や、「教職実践演習以外の通常
科目にも展開できれば良いと思う。」として、保健体育
科教育法等の教育実習実施以前の履修科目に模擬
授業を設定し、教職実践演習との授業内容の連携を
切望する意見も出された。また、「模擬授業は先生
役のみ理解していたように思えた。」とか「模擬授業を
受講の際、担当の先生から見るべきところなど指摘さ
れることによりわかりやすい授業となり今後に生かした
い。」といった、模擬授業実施に際しての教授方法に
関する指摘も複数挙げられた。
次に、授業運営上の意見として、「センター（中央
講堂：筆者注記）での、パワーポイントが見えにくい。」
として、授業設定に対しての機能的問題を指摘した
意見もあった。これに加え「会場設定については（セ
ンターでの前半の授業終了後に、後半の教室への：
筆者注記）移動時間がもったいない。」という意見が
あった。一方で、「センターでの授業については色々

な意見があるが、ディスカッションができる環境が必
要だ。」として、グループ・ディスカッションが確実に
確保できる空間の必要性を訴える意見も同時にあっ
た。また、「教員になりたいという学生とならない学生
との温度差を感じた。」として、基本的に学籍番号順
でグループ分けをする学習組織の形成方法に対する
疑問を呈する意見も表明された。
そして、外部講師の招聘に関しては、「グループ
ワークをするのにゲストティーチャーの話を早めの段
階で聞きたかったという学生がいた。」とか、「ゲスト
ティーチャーの講義が総括的に最後のほうにあるより
も、課題提示という形で最初の2・3回目にあったほう
が何らかの形での問題提起に繋がるのではないか。」
といった、外部講師講話をコースで早めに設定する
ことを提言する意見が散見された。
しかし、それ以上に「本学は女子大なので講師とし
て女性の指導者を呼んでもいいのではないか。女性
教員（中学校・高等学校）の現状、及び女性体育教
員が置かれている状況も知る必要があると考える。女
子大学なのだから是非検討して欲しい。」とか、「実
社会では、（女性体育教員は：筆者注記）差別的待
遇を受けることも多くあるので、その中でどうやってが
んばっているのか知る必要があると思う。」として、こ
れまで全員男性であった外部講師に現役の女性体
育教員を加えてほしいとの強い要求が表明された。
最後に、特別欠課（公欠：筆者注記）の取り扱い

を含む評価に関する事項については、「教育実習の
期間や特別欠課の扱いについては教職委員会と教
務委員会の範疇として考えることであり、教職委員が
主任をするのがベスト。何が何でも免許を取らせてい
くのか、または切り捨てるのかという判断は教職実践
演習担当の教員だけではできないというのが前提条
件となる。」といった切実な授業現場の声や、「両委
員会（教職･教務）が特別配慮や欠課をどのように扱
うのか、きちんとした方針を確認した上でということで
待ちたい。」といった教務関係両委員会に対する建設
的な判断を待つといった意見も提示された。これらに
加えて、「ビデオ撮影を行い、欠席した学生の補講
の一環として活用できないか。」といった欠席した学生
への補講の措置に関する建設的意見がある一方で、
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「他大学においてはAVセンターがあり、大学全体
で取り組んでいる。本学ではAVセンター等の運用さ
えも検討されておらず困難ではないか？ また、現状で
は、この様な業務は、教職課の課員に対して期待は
持てない。」といった、否定的な意見も提示された。
以上が、学内教員から抽出された教職実践演習

における課題として認識された事項に関して、意見
を集約したものである。

②量的・質的評価分析結果から抽出された課題
前述の様に2014（平成26）年度「教職実践演習」
授業アンケートの評価結果としては、「この授業は、
総合的に判断して良い授業でしたか？」の項目への回
答の平均値は3.75で、講義系科目平均の3.46と比較
すると高い評価であった。しかし、「授業に対する興
味・関心、期待度」への回答の平均値は3.40と、教
職実践演習の回答の平均値では最低であった。以
上のことから、受講者にとっておおむね良い授業で
あったが、必ずしも教職に強い熱意をもって受講して
いる学生だけではないと考えられる。
次に、自由記述による質的評価の分析結果として
分析観点別に課題として特定できた項目は、1）セン
ターホールでの講義授業の困難さ、2）教育実習オ
リエンテーションと教職実践演習の一体化、3）グ
ループによる熱意の差・学習効果の差が歴然として
存在する事実から、単なる学籍番号順によるグルー
プ分けではなく、教職への志望度別、ゼミナール別、
教育実習先（中・高）別、学業成績別等によるグルー
プ編成法を再検討する必要性、4）模擬授業やパネ
ルパネルディスカションをより多く取り入れること、及
び講義方法やレポート課題についての再検討の必
要性等である。　　　　　　　　　  （文責・古川）

③他大学における事例研究との比較から抽出された
課題
他大学における事例研究から、本学への示唆をま

とめると以下の様になる。
先ず、A大学では1グループ約50名に達する学

習組織であるため、1つのグループに主担任だけで
はなく、副担任も配置している。本来、文部科学省

が示している1グループの規模は30名以下であり、
少人数による授業展開に教職実践演習の特徴がある
ことを考慮すると、本学においても副担任のような立
場の担当者を配置することが検討されるべきであると
考えられる。また、本学では、教育実習の指導案を
用いた授業は行われているが、実際の教育実習にお
ける授業実施のVTR視聴による事例研究は行われ
ていないことから、今後の検討課題として挙げられる。
そして、本学でも模擬授業を行っているが、その実施
に当たっては各グループの学生数の多さによる役割
分担などの問題点を指摘することができる。そのため、
他大学の模擬授業の実施状況を参考にしながら、よ
り効果的な授業展開の検討が望まれる。
次に、B大学では、3年生の教育実習事前指導の
模擬授業と4年生の教職実践演習の模擬授業をコラ
ボレーションしたコースデザインになっているのが大
きな特徴である。そのため、本学においても3年生の
保健体育科教育法Ⅱにおける模擬授業と4年生の教
職実践演習を有機的に融合したコースデザインを前
提に、現状の陸上短距離、ダンス、バレーボール
の3回の模擬授業の実施だけではなく、体つくり運
動、陸上競技（跳躍・投擲の追加）、球技（バスケッ
トボールの追加）、器械運動、武道（柔道・剣道）、
以上の領域・競技の追加を検討し、模擬授業の演習
をローテーションで実施していく方法を検討すべきで
あると考えられる。また、本学では履修カルテが職員
の独断先行で導入された経緯もあり、有効に活用さ
れていない現状にある。そのため、B大学において
有効に活用されている、「教職ポートフォリオ（教職
ハンドブック）」の導入、及びその内容の精査や活
用方法の検討も、当然として考慮されるべきであると
考えられる。

C大学の実践事例から得られた示唆として、特筆
すべきは学習組織の編成方法である。本学では、
学籍番号順で機械的にグループ分けをしているだけ
であるため、授業アンケート結果においても教職実
践演習への取り組み姿勢の温度差に関する指摘が
成された訳である。そのため、C大学の学習組織の
編成方法を取り入れることを検討することは、十分に
価値あることと考えられる。また、Ｃ大学は教員20名
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と外部講師14名と教授陣が充実しているのに対し、
本学は専任教員7名と外部講師3名と、担当教員の
少なさが際立つ。また、担当教員の決定方法も、単
に持ちコマが少ない教員が担当になるなど安易な人
事の側面もある。本来は、教職担当教員を主軸に、
教科担当の教員が関わる教授組織とすることが原則
であると文部科学省から示されており、かつ外部機関
と連携し、現役教員による外部講師の講話を増やす
ことが必要であると考えられる。
最後に、D大学の事例と本学と比較したとき、大
学としての教職課程への支援体制の違いに圧倒され
る。特に、各教員の教職実践演習への取り組み状
況については、全学対応を教授会において了解して
いることもあり、概ね教員は協力的である。この点に
ついては、本学も追従する必要があると考えられる。
一方で、教職に対する学生の温度差については、
D大学においても本学同様の傾向が見られ、とりあ
えず教員免許だけ取得する学生がいることは事実で
ある。しかしながら、伝統ある女子体育指導者の養
成機関として、D大学の放課後や集中授業で展開さ
れる「事前事後指導」に見られるような教職に対する
真摯な取り組みは、本学においても見習っていく必
要があると考える。

（文責：大石・古川・掛水・早瀬）

④「教職実践演習」における課題の分類
2015（平成27）年2月の「平成26年度・教職実
践演習の総括及び反省会」、量的・質的評価分析
結果、及び他大学における事例研究から、「教職
実践演習」を実施する際の課題は、1）施設・設備、
2）授業運営、3）教授組織、4）学習組織、5）授業
方法、6）学習内容、7）その他、以上の領域に分
類できる。
そこで、第6章においては、この分類に従って提
言を行っていくことにする。　　　　　（文責・古川）

5．「教職実践演習」の授業方法における課
　  題の検討

（1）事例研究、実務実習及び現地調査（フィール
　　ド・ワーク）

2006（平成18）年7月11日の中央教育審議会「今
後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」
別添1「教職実践演習（仮称）について」で、教職実
践演習（仮称）の1．科目の趣旨・ねらい、2．授業内
容例、3．到達目標及び目標到達の確認指標例、4．
授業方法等が示されている。
授業内容例として、9例が示され、事例研究、実
務実習及び現地調査（フィールド・ワーク）に関して
は、下記4例が該当する。

「2．授業内容例
・ 様々な場面を想定した役割演技（ロールプ
レーイング）や事例研究のほか、現職教員と
の意見交換等を通じて、教職の意義や教員
の役割、職務内容、子どもに対する責務等を
理解しているか確認する。

・ 関連施設・関連機関（社会福祉施設、医療
機関等）における実務実習や現地調査（フィー
ルドワーク）等を通じて、社会人としての基
本（挨拶や言葉遣いなど）が身に付いてるか、
また、保護者や地域との連携・協力の重要性
を理解しているか確認する

・ 役割演技（ロールプレーイング）や事例研究、
学校における現地調査（フィールドワーク）等
を通じて、社会人としての基本（挨拶、言葉
遣いなど）が身に付いているか、また、教員
組織における自己の役割や、他の教職員と協
力した校務運営の重要性を理解しているか確
認する。

・ 役割演技（ロールプレーイング）や事例研究
等を通じて、個々の子どもの特性や状況を把
握し、子どもを一つの学級集団としてまとめて
いく手法を身に付けているか確認する。」（文
科省，2006）
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授業方法等では下記のように示されている。

「・2．に示すような内容の授業を効果的に展開す
るためには、授業方法の面でも、課程認定
大学が有する知見を結集して、理論と実践の
有機的な統合が図られるような新たな授業方
法を積極的に開発・工夫することが重要であ
る。具体的には、授業内容に応じて、例えば
教室での役割演技（ロールプレーイング）や
グループ討論、実技指導のほか、学校や教
育委員会等との協力により、実務実習や事例
研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授
業等を取り入れることなどが考えられる。

（想定される主な授業形式」
・  「役割演技（ロールプレーイング）」
 ある特定の教育テーマ（例えば、いじめ、不
登校等）に関する場面設定を行い、各学生に
様々な役割（例えば、生徒役、教員役、保
護者役等）を割り当てて、指導教員による実
技指導も入れながら、演技を行わせる。

・  「事例研究」
 ある特定の教育テーマに関する実践事例に
ついて、学生同士でのグループ討議や意見
交換、研究発表などを行わせる。 

・  「現地調査（フィールドワーク）」
 ある特定の教育テーマに関する実践事例に
ついて、学生が学校現場等に出向き、実地
で調査活動や情報の収集を行う。」（文科省，
2006）各大学では、これを拠り所として事例研
究、実務実習や現地調査（フィールドワーク）
を行っている。

また、第一章でも述べたように、2011（平成23）年
3月9日に開催された中央教育審議会初等中等分科
会教員養成部（第62回）配布資料8－2で教職実践
演習の進め方及びカリキュラムの例のなかで、「授
業で取り扱う内容・方法例」を11.例示している（文
科省，2011）。そのなかで、事例研究や実務実習
や現地調査（フィールドワーク）の文言は見られない
が、「●　社会性、対人関係能力、幼児児童生徒

理解、学級経営についてのグループ討論」が事例
研究で扱われる内容であろう。また、「●　学校現
場の見学・調査」が実務実習や現地調査（フィールド
ワーク）」に相当するものであろう。
保健体育科の先行研究での「現地調査（フィール

ドワーク）」例として、岩手大学で、附属中学校の通
常の体育授業に教職実践演習受講者が単元計画か
ら参画して授業づくりを行う（清水ら，2014）例、日本
大学文理学部（土屋，2015，p. 89）の、教育現場（高
等学校）での実地研究などがある。国立大学教員養
成学部では附属学校での実施ができる。
「実務実習」は医学や薬学の分野では多くの実践
事例が報告されているが、教職実践演習での実務
実習報告例は見出せない。
本学では、2014（平成26）年度、2015（平成27）
年度の2年間、実務実習や現地調査（フィールドワー
ク）を実施しなかった。履修人数が多いこと、附属
学校を持たないことが実施を困難にしていると思われ
る。
「事例研究」例として、土屋（2015 p. 89）は、日
本大学文理学部体育学科生9名を含む履修学生18
名の教職実践演習の「事例研究」例を報告している。
「発達障害の子どもたちと向き合うということ」、「保護
者対応と能力」を取り上げている。
本学では、2014（平成26）年度、2015（平成27）
年度の2年間、事例研究は、「学級（HR）指導に関
するケーススタディーをとおして、学級（HR）担任と
しての力量を高めることができる」をねらいとして行い、
「いじめ」を取り上げた。最初に、全員に対して30
分間、いじめの定義、いじめの実態、いじめの事例（大
津の事案）を講義した。その後、各教室でグループ
に分かれ60分間、大津市立中学校におけるいじめ
に関する第三者調査委員会、調査報告書（平成25
年1月31日）の第3部「提言」第2章　教員への提言
を読んだ上で。「実際にいじめが起こった際の対応
事例」4例のなかから一つ選択して、教育実習での
学習を踏まえて学級（HR）担任の指導はどうあるべき
かをグループ討論をした。「実際にいじめが起こった
際の対応事例」4例を、1週間前の授業で、来週ま
でに読んでおくことを伝えておいたが、読んでいない



99

学生もあった。レポートは次の週に提出とした。
それぞれの出典は以下の通りであった。

いじめの定義
いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）
（平成25年6月28日公布  9月28日施行）抜粋
文部科学省ホームページ

いじめの実態
国立国会図書館 調査及び立法考査局文教
科学技術課 （林はやし 明日香あすか）学校に
おけるいじめ問題の最近の動向 調査と情報―
ISSUE BRIEF― NUMBER 802（2013.10.15.）
および文科省ホームページ． 

いじめの事例（大津の事案）
大津市立中学校におけるいじめに関する第三者
調査委員会、調査報告書（平成25年1月31日）
ただし、学生への配布は第3部「提言」、第2
章　教員への提言　pp. 174‒180のみとした。

実際にいじめが起こった際の対応事例
文部科学省・国立教育政策研究所生徒指導
研究センター  平成19年2月発行　いじめ問題
に関する取組事例集、Ⅱ 実際にいじめが起こっ
た際の対応事例．国立教育政策研究所ホーム
ページ

使用した事例
【1】学校を挙げた支援
  （22） カウンセリング指導員とも協力して「心の

居場所づくり」を図った事例（中学校）
  （25） 別室指導などいじめ被害者への継続的

なサポートを行った事例（高等学校）
【3】「いじめは絶対許されない」ことの徹底
  （31） 集団ルールを守る意識と実践の定着を

図った事例（中学校）
【4】「ネットいじめ」への対応
  （32） インターネット掲示板での誹謗中傷に対

し解決を図った事例①（高等学校）

2年間実践しての問題点は、90分のなかで、30
分講義した後各グループで討論をするという形では
時間が足りなかったことである。各グループでの討

論は教育実習での学習を踏まえて活発に行われた。
しかし、グループ討論の前に自分の意見をまとめてお
くことや、グループ討論後クラス全体で発表し合うと
いうことができなかった。資料を次週までに読んでお
くよう指導しても、実際には読んでいない学生が多く、
教室で読んでから話し合うという形になり、時間がさ
らに足りなくなったことも一因である。

（文責・掛水）

（2）グループ討論、パネル･ディスカッション
文部科学省の資料「教職実践演習の進め方及び

カリキュラムの例」では、この授業で取り扱う内容・
方法例として、イントロダクションからまとめに至るまで
の内容や方法について11項目を例示されている。こ
のうち8項目でグループ討論が方法として挙げられて
いる。つまり、教職実践演習の授業内容を効果的に
進めるための方法として、グループ討論が重視され
ていることが理解できる。
そこで、グループ討論とは何かについて調べる。
類似した用語として「グループディスカッション」をイ
ンターネットで検索してみると、「あるテーマについて、
比較的少人数のグループで行う討議。各人のコミュ
ニケーション能力、論理性などを判定・開発するた
めの討議法」（注：大辞林 第三版）と解説されている。
授業実施方法として一般的に用いられる「講義」

は、大人数を対象に知識を伝達することに適してい
る。教職実践演習は、教員としての最小限必要な資
質能力が身に付いているかを確認するために行われ
る。そのためには、グループ討論のように少人数に
よる討議で、自らの意見を発表し、他者の意見を聞
く機会が重要である。自分の意見を発表するために
は、発表内容を論理的に組み立てる必要がある。ま
た、他者の意見を聞くことは、討議のテーマに対する
内容の理解に役立つ。さらに、グループにおけるメ
ンバーの役割分担として、進行や書記などの係を決
めておくことは、効率的な討議にとって重要なポイン
トである。
次にパネル・ディスカッションについて調べる。「あ

るテーマについて、あらかじめ選ばれている複数の
専門家（パネリスト）が意見を述べた後に、一般の参
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加者も交えて進めていく討論会のこと。」（注：ASCII.
jpデジタル用語辞典）と解説されている。この方法の
利点は、テーマとなっている課題に対して、異なる立
場からの意見をパネリストから聞くことができるので、
課題についての多面的な捉え方をすることができる点
にある。そして、各パネリストの意見を踏まえて、フロ
アーの参加者の意見も聞く機会をもたせることによっ
て、討論会全体の意見集約を効率的に図りやすい。
パネル･ディスカッションを実施する上で重要なポ

イントは、パネリストの選び方がある。パネリストの
意見が偏らないように、バランスを考慮した人選をす
る必要がある。また、パネリストの意見を踏まえたさ
らなる討論の展開が行われるためには、進行役の役
割が重要である。テーマになっている課題に対する
意見を確認しながら、議論をまとめていくことが求めら
れる。パネリストや進行役、さらにフロアーの役割が
機能したときに、パネル・ディスカッションは討論の
有効な手法となる。　　　　　　　　（文責・大石）

（3）ポートフォリオ、役割演技（ロール・プレイ）
　   の活用
①ポートフォリオ活用の現状と課題
ポートフォリオとは、画家が自分の代表作や個展の

ビラ、新聞に載った批評などを綴じ込んだものを指し
ていると言われている。また、他にも建築家や新聞記
者等の職業人が、自らを売り込むときに用いるファイ
ルやスクラップ帳などもポートフォリオと言われている
（西岡2013，p. 14.）。これが教育現場において「ポー
トフォリオとは、学習者（児童・生徒や学生）の作品
や自己評価の記録、教師の指導と評価の記録などを
系統的に蓄積していくもの」（西岡2013，p. 14.）を意
味している。
そこで、このポートフォリオを教職課程において応
用したものが「教職課程ポートフォリオ」であり、通常、
冒頭の部分に表紙や目次があり、「履修カルテ（単
位修得状況）」や「年度ごとの目標設定と振り返り」の
シートを収録し、教職課程において単位修得に際し
ての成果資料を整理・綴じ込み、最終的に教職課
程修了時に書くレポート用紙が付いているのが通例
である（西岡2013，p. 22.）。例えば、他大学におけ

る事例としてB大学においては、1年時に配布される
『教職ハンドブック』が、卒業時まで教職課程ポート
フォリオとして活用され、単に教職実践演習のみなら
ず、各種ガイダンスにおける解説・指導においても
体系的に利用されている。
しかしながら、本学においては、履修カルテが教
育実習等指導委員会（当時：現在の教職委員会）に
おける議論の末に導入が決定されたものではなく、
当該課の事務員の主導で事務的に導入された経緯
もあり、現状では「教職課程ポートフォリオ」としては
全く機能せず、「履修カルテ」としても宙に浮いた状
況にある。そのため、単に教職実践演習のみならず、
教職課程全体のコースデザインを見通した「教職課
程ポートフォリオ」の導入が、本学における喫緊の課
題であると考えられる。

②役割演技（ロール・プレイ）の概要と導入の際の
課題
2006（平成18）年7月の中教審答申には、「ある
特定の教育テーマ（例えば、いじめ、不登校等）に
関する場面設定を行い、各学生に様々な役割（例
えば、生徒役、教員役、保護者役等）を割り当て
て、指導教員による実技指導も入れながら、演技
を行わせる」という記述がある。このことから考えて
も、生徒や保護者の立場で役割演技をすることに
よって「社会性や対人関係能力」を育むことが「教
職実践演習」において重視されており、「理論と実
践の有機的な統合が図られるような新たな授業方法」
として、役割演技（ロール・プレイ）が示されている（梨
木2015，p. 66.）。
ロール・プレイには、①演劇上のもの、②社会学
上のもの、③偽装的なもの、④教育的なもの、以上
の四つがあるとしているが、「教育的なもの」は、「自
己理解や技能の向上、行動の分析のために、人々
の前で、ある人がどう振る舞うのか、振る舞うべきか
を示すように、想像上の場面のなかで演じること」（コ
ルシニ 2004，p. 6）であるとしている。そして、教育
実習も一種のロール・プレイと見なされ、教員への適
性の判断を、役割演技によって洞察する場として実
習が機能しているとも考えられ、役割演技だからこそ
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可能となるような「気づき」を提供している（梨木2015，
p. 69.）。つまり、学校現場ではある程度の演劇的要
素が求められており、教員という役割を演じるという教
育実習の体験は、教職志望者にとって意義のある体
験であり（梨木2015，p. 69.）、それ故に「教職実践
演習」が教育実習終了後の4年生後期に設定されて
いる。また、役割演技における「気づき」とは、「他人
の役割を演じることで自分とは異なる視点や考え方が
あることに気づく」（吉田2006，p. 212.）ことに他なら
ない。結局、ロール・プレイを教職課程で採用する
意義は、教員が保護者や児童・生徒等の異なる立
場の内面に目を向ける契機となることであり、また教員
の「カウンセリング・マインド」を育成する機会にもな
り得ることが指摘されている（梨木2015，p. 83.）。
実際のロール・プレイの進め方としては、通常、
①ウォーミング・アップ、②再現、③ロール・プレイ、
④シェアリング（話し合い）、以上の段階が一般的に
は提示されている（丸山・八島 2006，p. 13.）。表5
－1は、各レベルによるロール・プレイの実際の手法
とその要点をまとめたものである。
この様にロール・プレイを教職課程において採用す
る意義は大きいと考えられる。しかしながら、ロール・
プレイを実際の「教職実践演習」の授業に導入すると
なると、そこには多くの課題が横たわっている。まず、
第一に指摘されているのは、例えば、ロール・プレイ
の中心となってドラマを進めていく人が「自分の内面
の問題（葛藤を抱えている）および対人関係上の問題
（課題）があり、ドラマが展開していく中で何度か葛
藤状態に置かれて」しまうというようなことが演習のな

かで起こることが、果たして妥当なのかという問題であ
る（梨木2015，p. 84.）。つまり、ロール・プレイの課題
によっては、演者の内面に関わるようなものもあること
から、評価を伴う授業場面において、学生に実施させ
る場合にはかなり慎重に進めなければならないとされ
ている。その際、受講者全員が、「自分の内面をある
程度オープンにして構わない」という共通理解があら
かじめ前提となっているならば大きな問題はないが、
現実の教職課程では、教員免許の取得動機や理由も
学生によって多様であり、また教職への熱意も、量的
評価結果だけ見ても受講者によってかなりの差異が
あるのが現状である（梨木2015，p. 84.）。
次に、前述の様にロール・プレイの進め方として

は、1）ウォーミング・アップ、2）再現、3）ロール・プ
レイ、4）シェアリング（話し合い）と、4つ段階が一般
的には提示されているが、この4段階の手順に十分
に配当できる時間を、実際のシラバス内で確保するこ
とも容易ではない（梨木2015，p. 84.）。また、それ以
上に、ロール・プレイの講義を担当する教員の確保
や、各グループ担当教員のロール・プレイの実施方
法に関する研修等の実施、そして、各グループ担当
教員の力量の差によって学生の学びに大きな格差が
生まれてくることへの危惧も、ロール・プレイを導入す
る際の課題となることは容易に想像することができる。

2015（平成27）年度、第14回目の各グループ教
員の企画による演習授業の実施において、全くの素
人ながら筆者が実際にロール・プレイの授業を試行
してみた。この経験から、教職実践演習において突
発的にロール・プレイの演習を半ば強引に入れ込む

レベル ロール・プレイの手法 備　　考

レベル 1
「場面」「会話内容」を教員から提供 会話内容を読み上げることにより、その人物の立場や気持ちを想

像してみることが重要

レベル 2
「場面」を教員から提供して「会話内容」は
学生が創作

その人物の会話内容まで想像することはかなり高度な作業となるが、
その人の立場や気持ちを深くまで理解することが可能になる

レベル 3
学生が創作した「場面」に対応する「会話
内容」を同じ学生が創作

学生が設定する「場面」にも、その学生の教育観や経験が反映され
ることが多い

レベル 4
学生が創作した「場面」を交換して別の学
生が「会話内容」を創作 ―

　出典：梨木昭平（2015）『教職実践演習・教育実習指導 ―ロールプレイ・ロールレタリング対応―』大学教育出版 , p. 72

表5－1　各レベルによるロール・プレイの実際の手法
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ことは無理難題であるということを痛感した。
つまり、ロール・プレイの授業が成立するためには、
事前に教育相談等の他の科目でロール・プレイの基
礎技法や素地を持っている学生を対象に、「カウンセ
リング・マインド」を持った教員がしっかりとした研修
を受け、ある程度のテキスト・マニュアル等の存在
を前提としないと、この「理論と実践の有機的な統合
が図られる新たな授業方法」は実践できないということ
である。
その意味では、教育実習の前に保健体育科教育
法でしっかりとした模擬授業を実施しておく必要性が
あるように、ロール・プレイを実施するためには、教
育相談等の臨床系の授業科目と連携したシラバスの
構築が前提となるのではないかと考えられる。

（文責・古川）

（4）模擬授業、外部講話者との連携
①今までの模擬授業の状況
過去2年間の模擬授業はいずれも実技授業であ

り、保健の模擬授業は設定されていない。
そして、平成25年度は【陸上競技・水泳・ダンス】、
平成26年度は【陸上競技・バレーボール・ダンス】
の種目が行われ、今年度も【陸上競技・バレーボー
ル・ダンス】が行われており、模擬授業として取り上
げる内容に偏りが見られる。加えてまた、計3回行わ
れる模擬授業はいずれも1展開であり、約40名の生
徒役に対し教師役1名、模擬授業観察者が約40名
と、教師役を経験できる学生は圧倒的に少なく、学
生によっては2回の授業が模擬授業観察者で終わる
ことになる。
模擬授業におけるレポート作成はいずれの学生も

1回で、自身が観察者となった際の授業についての
内容を求められており、2回観察をすることとなった学
生は種目こそ異なるが比較をしつつ課題に取り組むこ
とができるが、少なからぬ学生が一度きりの授業に
ついてレポートを作成することとなっている。

2年間行ってみて感じられるのは、教師役の学生に
とっては極めて有意義な経験であるものの、生徒役・
授業観察者にとっては単なる授業体験・授業傍観者
となっている場合も少なくない。生徒役にしても授業

観察者にしても授業を観る眼が養われていないと本
来の目的を達成することは難しい。また、模擬授業種
目が極めて限られていることも問題の一つといえる。

②今までの外部講話者授業の状況
過去2年間は、いずれも公立高校の校長経験者

であり、地方教育行政経験者でもある方2名を招聘
して、平成25年度は同一内容を各2回（受講学生を
2分割）、平成26年度は25年度と同様の講師に各
1回（全受講学生）ずつお願いをしている。いずれも
教職実践演習後半の1月に入ってからの授業であり、
学校教育の現状と課題について理解を深める意味合
いで行われており、講話内容も「教育行政の立場」、
そして「学校現場の立場」とそのスタンスについては
講話者にリクエストをしている。加えて、これら講話
は当該授業の総括的意味合いもかねていた。
しかしながら多くの学生はこの立場の違いについて
理解が進んでいないようであり、内容の重なる話を2
名の講話者から聞いている感は否めない。これに関
しては教員側にも責任の一端はあると考える。また、
教職に就くことを目的とせず教員免許のみの取得を目
指す学生においては、講話自体がレポートを作成す
るための消化授業となっている現実もある。
平成27年度はそれ以前の反省を踏まえ、現場で

の課題提示の意味も含め授業展開の早い時期（最初
の2･3回目）において一度行うことにより学生への動
機づけに繋がるのではないかとの考えのもと、3回目
に公立高校の主幹教諭に学校現場の立場から教員
に期待する内容で講話をいただいている。加えて本
授業の総括の意味も含め従前と同様の次期に、教育
行政の立場から教員に期待すること及び教員免許を
取得することの意義等について、2名の教育行政職
員からそれぞれ講話をいただいている。

③今後の模擬授業の在り方
他大学での模擬授業を調査することにより、いくつ

かの課題が明らかとなってきた。
先ず、授業を評価する観察眼を学生自身が持つ
必要がある。そのためにも早い時期に教職関連授業
等において、実践を通しその眼を養う必要がある。3
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年次後期に教育実習を行っている大学では、3年次
の前期に模擬授業を「事前事後指導（集中授業）」で
経験をさせ、3年次11月の教育実習後には実習の振
り返りも行っている。それらの経験をした後の模擬授
業であるならば質の高い授業、授業観察も可能とな
る。
また本学での授業展開の問題点は、授業展開時
の人数にもある。
模擬授業も含めグループワークを行っている多く

の大学は、その人数を25名程度としており、学生に
は授業へのより積極的な関与が求められることとなる。
その点本学はその倍近い学生がグループを構成して
いることとなり、模擬授業での「お客さん」を創り出す
要因ともなっている。さらなる教員の関与が必要とは
なるが、せめて現在の2/3程度のグループ編成がよ
いと考える。
次に模擬授業の具体の展開についてである。現
在は準備運動からメインプログラム、クーリングダウ
ンまで50分授業を全て行う形式を取っているが、こ
の形式では90分授業では1展開しか行うことはできな
い。その一方で、省略できるところはできるだけ省き
複数展開を行っている大学もある。なお、本学では
後期1コマ約15回行っているが、後期2コマ30回教
職実践演習を行っている大学では、実技だけで10種
目中4種目計4回の模擬授業があり、加えて各授業と
もメインプログラムを中心に各3展開（1展開約20分）
ずつ行われており、多くの学生が主体的に模擬授業
に取り組むことのできる形となっている。本学において
も今よりも多くの種目に加え、複数展開のできる授業
の在り方を構築していく必要がある。
最後に、本学学生が苦手とする傾向にある保健の
模擬授業の実施も考えていく必要はある。実際の実
習において実習校からこの点について指摘をされて
いるのであればなおさらのことである。

④今後の外部指導者との連携の在り方
現在は、現役教員や教員を経験している教育行
政関係者などから講話をいただいているが、教員は
地域社会との関わりの中で仕事（教育）に従事してい
かなければならないことより、組織をまとめていく能力、

物事を企画立案する能力、話す能力・聴く能力など
多くの知識と経験が必要である。
今後は教育関係者にこだわることなく、大所高所か

ら物事を観る眼を持った講師の招聘も考えていく必要
はある。　　　　　　　　　　　　  （文責・早瀬）

6．「教職実践演習」における改善点の提言

本共同研究では、前述の様に最終報告の提出を
待つことなく、 2015（平成27）年7月の「教職実践演
習」担当者会議において中間報告を示し、この時点
で2015（平成27）年度「教職実践演習」に対して4
点の提言を行った。その結果、センターでの授業は、
4号館3階の大教室である4301教室に変更され、ま
た外部講師については、本学の卒業生である都立
高校の女性の主幹教諭を、第3回目の授業に招聘
することに成功している。

4．（3）「『教職実践演習』への取り組みの課題」で
も示したように、2015（平成27）年2月の「平成26
年度・教職実践演習の総括及び反省会」、量的・
質的評価分析結果、及び他大学における事例研究
の結果から、「教職実践演習」を実施する際の課題
として、1）施設・設備、2）授業運営、3）教授組織、
4）学習組織、5）授業方法、6）学習内容、7）その他、
以上の7領域に分類される。そこで、ここではこの分
類に従って、本学の「教職実践演習」における具体
的な改善点を提言していくことにする。

1）施設・設備：2015（平成27）年度は、既にセ
ンターから4301教室に変更済ではあるが、幾つか
の教室はグループ討論には不向きであるため、各
教室についても広さや機能の面からの改善が必要
であると考えられる。

2）授業運営：3年生の模擬授業や教育実習オリ
エンテーションと4年生の教職実践演習を教職実践
演習の一体化させ、双方を有機的に融合した教職
課程全体を俯瞰したコースデザインが必要であると
考えられる。つまり、教職実践演習は教職課程にお
ける「学びの軌跡の集大成」科目として位置付けられ
ていることからも、1年生の教職入門、2年生の教職
基礎科目、3年生の教職実践科目、4年生の教育実
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習、以上の系統性を考えた教職課程のコースデザ
インが要求される。そのため、従前より行ってきてい
る数多くある実技指導法の授業内での模擬授業実
施の可能性を含み、教職実践演習で扱う事項に関
する基礎的教育内容について、より早い段階から各
科目において導入していくことが望まれる。
また、模擬授業の運営に際しては、1時限で授業
実施を2回行って、扱う競技を2ローテーションさせ
る等の工夫をすることで、より多く、かつ密度の濃い
模擬授業の実施、授業観察の演習を行っていくこと
ができるのではないかと考えられる。

3）教授組織：教職実践演習の実施に当たって
は、Ｄ大学の様に、より全学的な取り組みを考えて
いく必要性があり、学内の担当教員数を増加させる
ことを提言する。しかしながら、これまでは空きコマ
があるからといって、教職・教科担当以外の教員に
授業を任せてしまう等の不適切な人事を行ってきた
が、これを適正化していくことを強く要請する。また、
現場の教員や教育委員会との連携により、より多くの
外部講師を招聘することも教授組織の充実につなが
ると考えられる。これらに加え、教職実践演習が設
定されている後期・水曜日1限に実技授業等を組み
込まないことにより、教務補佐を教職実践演習への
副担当者として配置させることができると考えられるの
で、是非とも検討していただきたい。

4）学習組織：現状の単なる学籍番号順によるグ
ループ分けではなく、教職への志望度別、ゼミナー
ル別、教育実習先（中・高）別、学業成績別等に
よるグループ編成方法への変更の可能性の検討を
強く望む。また、本来の適正規模である1グループ
30名以下という数字にもこだわり、グループの小規
模化の実現も望まれるところである。

5）教授方法：困難な点も多数存在するが、役割
演技（ロール・プレイ）等のアクティブ・ラーニング
手法の積極的な導入を提唱したい。また、教職ポー
トフォリオの活用に関しては、現在本学では、教職
履修カルテの取り扱いにおいて混乱が見られ、十
分に機能していないことから、教職履修カルテを含
んだ教職ポートフォリオの構築を強く提言したい。そ
して、各自の教育実習の際のビデオの撮影とその活

用、講義方法及びレポート課題の見直し等の再検
討項目に関しても、今一度の再考をお願いしたい。

6）学習内容：「特別支援教育」に関する内容をシ
ラバスに盛り込むことの検討や、模擬授業で扱う内
容として、体つくり運動、陸上競技（跳躍・投擲の追
加）、球技（バスケットボールの追加）、器械運動、
武道（柔道・剣道）、以上の領域・競技の追加の検
討を提言する。

7）その他：教育実習を前倒しして、D大学の様
に3年次9月に教育実習を行うことの可能性を追求し
てみることや、授業単位としての教育実習プレ講座
の検討も提言する。　　　　　　　  （文責・古川）

おわりに

本共同研究においては、「教職実践演習（中・高）」
に関して、これまでの本学での取り組みの成果と課題
を明らかにし、最終的に今後の教育内容、及び教
育方法における改善点を提言することができた。
その過程で、他大学における実践に関する事例研
究を通して、シラバス、教授組織、学習組織の形成
方法、教職実践演習の教育内容、及び教授方法を
比較・検討し、そこから本学への示唆を導き出してき
た。その意味では、現在進行形である他大学の実践
を知ることにより、本学の取り組むべき課題をより鮮明
にさせることができたと感じている。また、2014（平成
26）年度「教職実践演習（中・高）」第15回目の授業
で実施した学生による「授業アンケート」、及び「自
由記述式アンケート」の二種類の評価結果を量的・
質的に分析することで、学生の問題意識を把握し、
教職実践演習における課題をある程度まで抽出でき
たのではないかと考えている。そして、授業方法につ
いては、現状で本学の教職実践演習においても採用
されている教授方法の再検討だけではなく、今後導
入を検討する必要があるアクティブ・ラーニング手
法と呼ばれている教授方法に関しても考察を加えるこ
とができた。
前述の様に、教職実践演習は全学年を通じた「学

びの軌跡の集大成」として位置付けられているもので
あり、また「課程認定大学が自らの養成する教員像
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や到達目標等に照らして最終的に確認する」科目であ
ることから、今回の共同研究は、単に教職実践演習
における課題のみに留まらず、結局、本学の教職課
程全体の課題が浮き彫りにされてきたのではないかと
考えている。その意味では、氷山の一角である教職
実践演習を見れば、その大学の教職課程全体を俯
瞰できるような授業である、と痛感した次第である。

（文責・古川）
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