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Ⅰ．問題の所在と研究の目的

平成27年12月21日中央教育審議会において，

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について ～学び合い，高め合う教員育成コミュニ

ティの構築に向けて～（答申）（以下教員養成答申

と称する）が出された。そこには，「我が国が将来

に向けて更に発展し，繁栄を維持していくために

は，様々な分野で活躍できる質の高い人材育成が

不可欠である。こうした人材育成の中核を担うの

が学校教育であり，その充実こそが我が国の将来

を左右すると言っても過言ではない。そのために

は，学校における教育環境を充実させるとともに， 

学校が組織として力を発揮できる体制を充実させ

るなど，様々な対応が必要であるが，中でも教育

の直接の担い手である教員の資質能力を向上させ

ることが最も重要である」と記載されている。

学校教育を取り巻く環境が大きく変化している

ことも事実である。学校に求められることも多様

であり，教員の役割も多岐にわたってきている。

従来は，学校現場の実践の中で，経験豊かな先輩

教員の経験が伝承されることで若手教員の資質能

力の向上が図られてきた側面も指摘されている

が，近年の教員の大量退職，大量採用の影響によ

り，若手教員への経験の伝承がうまく図られてい

ない状況もあると考えられる。平成25年度の 学

校教員統計調査によると，中学校において，他の

経験年数を有する教員に比べ， 経験年数5年未満

である教員の割合が最も高く（約20％），経験年

数が11年～15年のミドルリーダークラスの教員

の割合（約8％）のおよそ2.5倍となっている。 

義務教育段階の教員に関して，このように，経験

年数5年未満の教員の割合がその他の経験年数を

有する教員の割合に比べて最も高い状況になった

のは，少なくとも現行の初任者研修制度が導入さ

れた平成元年以降の経緯を見ても近年まで例がな

い状況である。教員を取り巻く環境の変化によ

り，即戦力として期待される面も出てきており，

今までとは違った教員としての資質・能力を求め

られている状況になっているとも考えられる。

このような状況の中で，学習指導要領が改訂さ

れ，令和2年度から小学校で，令和3年度は中学

校で全面実施となり，令和4年度からは高等学校

において実施となる。現場で必要な資質・能力を

大学での教育の中でどのように育んでいけば良い

のか，様々な改革が行われている。新学習指導要

領においては，主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業改善が求められているが，具体的には

どのような授業展開をしていけば良いのかは記載

されていない。本論文では，教育実習事前指導の
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授業において，主体的・対話的で深い学びの視点

から授業改善を行い，学生の振り返りの記述分析

を基に，教育養成答申に記載された教員に求めら

れる資質・能力の育成の可能性について検討する

ことを目的とする。

Ⅱ．これからの教員に求められる資質・能力

今回の改訂では，知・徳・体にわたる「生きる

力」を生徒に育むために「何のために学ぶのか」

という各教科等を学ぶ意義を共有しながら，授業

の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出して

いくことができるようにするため，全ての教科等

の目標や内容が「知識及び技能」，「思考力，判断

力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の

三つの柱で再整理された。

予測困難な時代において，これからの学校教育

を担う教員を育成するためには，どのような資

質・能力を育む必要があるのだろうか，教員養成

答申によると以下の三点にまとめられている。

一点目は，これまで教員として不易とされてき

た資質・能力に加え，自律的に学ぶ姿勢を持ち，

時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求

められる資質・能力を生涯にわたって高めていく

ことのできる力や，情報を適切に収集し，選択

し，活用する能力や知識を有機的に結びつけ構造

化する力などである。

二点目は，アクティブ・ラーニングの視点から

の授業改善，道徳教育の充実，小学校における外

国語教育の早期化・教科化，ＩＣＴの活用，発達

障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等へ

の対応などの新たな課題に対応できる力量を高め

ることである。

三点目は，「チーム学校」の考えの下，多様な

専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し，組織

的・協働的に諸課題の解決に取り組む力の醸成で

ある。

教員が備えるべき資質・能力については，例え

ば，使命感や責任感，教育的愛情，教科や教職に

関する専門的知識，実践的指導力，総合的人間

力，コミュニケーション能力等がこれまでの答申

等においても繰り返し提言されてきたところであ

る。これら教員として不易の資質・能力は引き続

き教員に求められる。

整理すると，「不易の資質・能力と自立的に学

ぶ姿勢」「アクティブ・ラーニング（学習指導要

領では主体的・対話的で深い学び）の視点からの

授業改善など新たな課題に対応できる力量」「組

織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力」など

であり，このような力を教員養成のカリキュラム

の中にどのように位置付けていくか具体的な授業

デザインが求められているといえる。

Ⅲ． 主体的・対話的で深い学びの視点からの

教員養成における授業改善

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善の具体的な内容については，平成28 年12 月

の中央教育審議会答申において，以下の三つの視

点に立った授業改善を行うことが示されている。

教科等の特質を踏まえ，具体的な学習内容や生徒

の状況等に応じて，これらの視点の具体的な内容

を手掛かりに，質の高い学びを実現し，学習内容

を深く理解し，資質・能力を身に付け，生涯にわ

たって能動的（アクティブ）に学び続けるように

することが求められている。

① 学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリ

ア形成の方向性と関連付けながら，見通しを

もって粘り強く取り組み，自己の学習活動を

振り返って次につなげる「主体的な学び」が

実現できているかという視点。

② 子供同士の協働，教職員や地域の人との対

話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等

を通じ，自己の考えを広げ深める「対話的な

学び」が実現できているかという視点。

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で，

各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を

働かせながら，知識を相互に関連付けてより深

く理解したり，情報を精査して考えを形成した

り，問題を見いだして解決策を考えたり，思い

や考えを基に創造したりすることに向かう「深

い学び」が実現できているかという視点。

また，主体的・対話的で深い学びは，必ずしも1

単位時間の授業の中で全てが実現されるものでは

なく，単元や題材など内容や時間のまとまりを見

通して，例えば，主体的に学習に取り組めるよう
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以上を踏まえて，教員に求められる資質・能力

の育成を鑑みながら，主体的・対話的で深い学び

の視点からの授業改善を試み，高等学校理科にお

ける教育実習事前指導の15時間の授業をデザイン

して実践し，生徒の記述内容から教員に求められ

る資質・能力が身についたかどうかを検討した。

Ⅳ．研究の方法　

1．分析方法

これからの時代の教員に求められる資質・能力

を「不易の資質・能力と自立的に学ぶ姿勢」「ア

クティブ・ラーニング（学習指導要領では主体

的・対話的で深い学び）の視点からの授業改善な

ど新たな課題に対応できる力量」「組織的・協働

的に諸課題の解決に取り組む力」とし，学生の3

日間（11時間分）の学びの振り返りの自由記述

がこの三点に言及しているかどうかを精査した。

なお，教員養成答申及び新学習指導要領の記載か

ら三つの資質・能力に関して以下のキーワードを

抽出して関連性を見取ることとした。

・「不易の資質・能力と自立的に学ぶ姿勢」につ

いては，「使命感や責任感」「教育的愛情」「教

科や教職に関する専門的知識」「実践的指導力」

「総合的人間力」「コミュニケーション力」「自

律的に学ぶ姿勢」「探究心」「学び続ける意識」

などに関係する表現があるかどうかで見取るこ

ととした。

・「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業

改善」については，「自己の学習活動を振り

返って次につなげる主体的な学び」「自己の考

えを広げ深める対話的な学び」「知識を相互に

関連付けてより深く理解したり，情報を精査し

て考えを形成したり，問題を見いだして解決策

を考えたり，思いや考えを基に創造したりする

ことに向かう深い学び」などに関係する表現が

あるかどうかで見取ることとした。

・「組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力」

については，「チーム学校」「連携・分担」「組

織的・協働的」などに関係する表現があるかど

うかで見取ることとした。

学習の見通しを立てたり学習したことを振り返っ

たりして自身の学びや変容を自覚できる場面をど

こに設定するか，対話によって自分の考えなどを

広げたり深めたりする場面をどこに設定するか，

学びの深まりをつくりだすために，生徒が考える

場面と教師が教える場面をどのように組み立てる

か，といった観点で授業改善を進めることが重要

となる。すなわち，主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた授業改善を考えることは単元や題材

など内容や時間のまとまりをどのように構成する

かというデザインを考えることに他ならない。

このような視点は，大学における教員養成の授

業改善においても活用できると考えられる。新学

習指導要領において求められる授業改善を，実際

の授業で体験することは，大学生が教育実習にお

いて授業を構想する際の視点としても有効だろ

う。主体的に学習に取り組めるよう学習の見通し

を立てたり学習したことを振り返ったりして自身

の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定する

か，生徒が考える場面と教師が教える場面をどの

ように組み立てるか，といった観点で授業のシラ

バスを組み立て，例えば，教育実習事前指導等の

15時間という時間のまとまりをどのように構成

するかというデザインを考えることは大切なこと

だと考える。

教員養成答申によれば，教員養成に関する課題

に関して以下のように示されている。

・教員としての職能成長が教職生活全体を通じて

行われるものであることを踏まえ，養成段階

は，「教員となる際に必要な最低限の基礎的・

基盤的な学修」を行う段階であることを改めて

認識することが重要である。

・子供たちに，知識や技能の修得のみならず，こ

れらを活用して子供たちが課題を解決するため

に必要な思考力，判断力，表現力及び主体的に

学習に取り組む態度を育む指導力を身に付ける

ことが必要である。

・課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学

び（アクティブ・ラーニング）の視点に立った

指導・学習環境の設計や ICT を活用した指導

など，様々な学習を展開する上で必要な指導力

を身に付けることが必要である。
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量」「組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む

力」とした。以上三つの資質・能力がバランスよ

く身に付けられるように授業を以下のようにデザ

インした。なお，示した資質・能力はその授業で

主に育まれる資質・能力とした。

2．教育実習事前指導の学習過程

教員養成答申における教員として求められる資

質・能力を整理して，「不易の資質・能力と自立

的に学ぶ姿勢」「アクティブ・ラーニング（学習

指導要領では主体的・対話的で深い学び）の視点

からの授業改善など新たな課題に対応できる力

時数 テーマ及び内容
不易の資質・
能力と自立的
に学ぶ姿勢

ア ク テ ィ ブ・
ラーニング（学
習指導要領では
主体的・対話的
で深い学び）の
視点からの授業
改善など新たな
課題に対応でき
る力量

組織的・協働
的に諸課題の
解決に取り組
む力

1

【問題意識の共有】
なぜ教育に興味をもったのか，どんな生徒を育てたいかを共有
することにより，個人がもっている問題意識を共有するととも
に，育成を目指す資質・能力の方向性を共有することがねらい
である。学生一人一人の考えを共有することで，教育に対する
モチベーションを上げる効果も期待できる。

○

2

【これからの教育についての講義】
新学習指導要領と新しい時代の学校教育について，パワーポイ
ントによる一斉講義。
中央教育審議会への諮問，論点整理，中央教育審議会答申，新
学習指導要領と改定の経緯を辿ることによってそのプロセスを
学習する。

○

3

【課題1に対してのグループ活動】
「生徒たちの興味・関心を高めるためにどんな場面を設定する
か」という課題1について，3～4名でグループ討議。1コマ目
での問題意識と2コマ目における新学習指導要領改訂の視点を
踏まえて各グループで自由に討議。対象生徒や単元名等もグ
ループごとに設定することで，自分たちの問題意識をもとに自
ら課題を設定し，授業を構想することとなる。

○ ○

4， 5

【課題1のグループ発表】
「生徒たちの興味・関心を高めるためにどんな場面を設定する
か」という課題1についてグループで発表。発表後に，教師か
らの質問とコメントによるフィールドバックを行う。教師から
のフィールドバックを行うことで，学生の自己肯定感の高まり
も期待できる。

○

6

【物理，化学，生物の授業映像】（学生の専攻が物・化・生のため）
　国立教育政策研究所作成「平成30年度全国学力・学習状況調
査の調査結果を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する
指導事例集」の映像を見て，気付いたことや感じたことを記載
して提出する。各自が授業を構想する上でのヒントになるよう
な気付きが得られることが期待できる。

○

7

【課題2に対して個人で活動】
　「どのような授業を構想したいか」という課題2に対して，
今までの学びを生かして個人で構想する。その際，対象，内
容，コンセプト，授業のうり，どんな生徒を育成したいか，探
究の過程のどこにスポットを当てるかなどを盛り込んで授業を
構想する。1日目の最初に，この課題を個人で考えることが教
員としての資質・能力を育成するための事前指導におけるゴー
ルになることを示して，学生が展望をもって学習に取り組める
ように配慮した。

○

8～
11

【課題2に対して個人で発表】
「どのような授業を構想したいか」という課題2に対して，今
までの学びを生かして，構想した授業を発表する。パワーポイ
ントを作成して自分が構想した授業をわかりやすく他者に伝え
るとともに，生徒用のワークシートを作成して生徒の活動を具
体化する。一人5分程度の発表の後，教師によるフィールド
バックを行う。また，生徒によるフィールドバックとして相互
評価を行う。相互評価には，良かった点やアドバイスを記載で
きるコメント欄を設けることにより，学生同士のフィールド
バックができるように配慮した。

○

表 1　教育実習事前指導の授業デザインと育成を目指す教員の資質・能力との関係
（最初の全体の教育実習ガイダンスの時間と最後の教育実習事後指導の時間を含めて全体で15時間構成としている）
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なると考えられるため，各クラスにあった授業

を行いたいと考えた。」

・ 「これらの発表は，今までの理科教育法などで

学んだ内容が活かせるようなものだったので，

良い機会が設けられたように思いました。」

・ 「私は教育実習事前指導と聞き，はじめは教育実

習を迎えるにあたって，実際の現場ではどのよ

うな動きをするかや校務分掌などについて学習

をするのではないかと考えていた。しかし実際

には，自分を除き，他36名分の幅広い考え方や

価値観に触れるという授業であり，非常に有意

義な時間を過ごすことができた。上記設問とも

重複してしまうが，自分一人で勉強を続けてい

ると，それが果たして正しいのかと少し不安に

なることがある。しかし，ほかの学生の考えや

価値観を吸収することで，そもそも正しいかど

うかはやってみなければわからず，何事も積極

的に挑戦していかなければならないと感じた。」

・ 「教育実習事前指導で一番感じたことは，先生の

受講者に対する一緒に新しい授業を考えようと

いう言葉や優しい雰囲気が，心地よい授業だな

と感じました。また，ほかの受講者の中にも，

この人のプレゼンの雰囲気はとてもいいなと感

じる点が多くあり， 自分の授業作りにも活かし

ていこうと感じました。より自分のなりたい教

師像がはっきりと確立され，教育実習でも生徒

だけでなく自分にも向き合えると感じました。 

 教師という職業は人に教える，人と関わる，生

徒とともに常に学習し成長できる魅力的な職業

だと感じました。」

・ 「教育実習でも今回学んだことは活用できるの

で，迷ったり，困ったことがあったら，ふと今

回のことを思い出して教材研究，授業づくり，

授業改善などに生かして頑張ろうと思います。」

以上の学生の記述に代表されるように，「不易

の資質・能力と自立的に学ぶ姿勢」に関する具体

的な内容が見られた。インプットとアウトプット

の場面を効果的にデザインすることや最初に「な

ぜ教育に興味をもったか」「どんな生徒を育てた

いか」などの問題意識を共有することで学生のモ

チベーションが喚起されたことも要因として考え

られる。教育実習事前指導におけるアウトプット

Ⅴ．結果と考察

1． 「不易の資質・能力と自立的に学ぶ姿勢」につ

いて

不易の資質・能力と自立的に学ぶ姿勢につい

は，37名全員が①3日間の振り返り（3日間で学

んだこと，プラスになったこと，考えたことな

ど）または②3日間の授業の感想などの欄に関連

することを記述していた。例えば，

・ 「理科が得意で教えたいと思う人だけでなく，

理科が苦手だからだったからこそ同じ苦しみを

味わう子供を減らそうとして理科の教員を目指

している人もいて様々な使命感をもっているこ

とを知った。」

・ 「1日目で，他の人の教育に興味を持った理由

や教員になりたい理由を聞き，それぞれに様々

な視点があり，私も頑張っていきたいと強く思

いました。理科嫌いの生徒，自己肯定感の低い

生徒などが近年増えているということを聞き，

理科好きを増やすような楽しく面白い授業づく

りをしていきたいと改めて思いました。さら

に，学習指導要領の改訂の経緯などを改めて聞

き，探究活動を適切に取り入れることの重要性

を学ぶことができました。」

・ 「3日間を通して，自分の授業づくりについて

の考えを深め，整理することができてとてもよ

かったです。そして，3日間とても楽しく授業

構想等を練ることができて，教職への興味も深

まったと思います。今回の授業で学んだことを

活かして，一生懸命教育実習に取り組んでいき

たいです。そして，理科好きの子どもたちを少

しでも増やすことのできる教員を目指して，頑

張っていきたいです。3日間ありがとうござい

ました。」

・ 「たくさんのアイデアを知ることができて，教

育実習に向けて，多くの考えから，より自分の

思う一番の授業を作れるよう努力していきたい

です。」

・ 「学習指導要領が変化したり，時代と共に生徒

の特徴も変化したりするため，教師になってか

らも指導方法は改善していくべきであると考え

た。また，同じ学校内でもクラスの雰囲気は異
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ができるし，自主的にやることで知識も身につ

く。とてもいい手法を知ることができたと思

う。物理の発表の人で，等加速度運動の公式を

暗記するのではなく，グラフの面積などから求

めることを通して公式を導くようにしてほしい

と言っていた。教えるということはこうゆうこ

となのかなと思った。また，教科書を教えるだ

けの先生がいたという人がいたが，自分の学校

にも教科書を読んでノートにまとめる先生がい

た。確かにその先生の授業はとても退屈だっ

た。今は教育課程も変わり，学習指導要領が変

わったことで主体的・対話的で深い学びが明記

されているからこそ，これから先生になる自分

は生徒に興味関心を持ってもらえるような授業

展開を行えるように，他の人の意見を取り入れ

るようにしたい。」

・「新学習指導要領における理科のポイントの目

標改善の要点などがよく分かったので良かった

です。資質・能力を育むために重視すべき学習

過程のイメージの図を見た時にこのような流れ

になっているんだと一連の流れを見ることが出

来たのでフィードバックを心がけながら重視し

たいと考えました。」

・「本講義を受けている37人の大学生が生徒の興

味関心を惹く授業について考えたとしても，37

人それぞれの考えがあり，どれも同じものはな

く非常に参考になった。また，どの授業構想も

間違いはなく，グループワークを多く取り入れ

たり，意見を発表する機会を増やしたり，実験

を多く行ったりと様々な授業方法があることを

改めて学んだ。」

・「他の人に自分の考えを言葉にして伝えること

の難しさを感じた。物理，化学，生物と違う分

野や単元の具体的な授業の構成を聞くことがで

き，自らの考えに反映させることができた。対

象とする生徒や身につけさせたい資質・能力の

違いによってさまざまな方法があるということ

を再確認できた。実際に授業の構成を考えてみ

て，生徒主体でなおかつ生徒全員が興味関心を

持ち楽しめる授業というのが重要であると同時

にとても難しいことであると感じた。」

・「理科教育法でも様々なことを学ぶことができて

が今までの学びを活かす機会となったことは，教

育実習事前指導での学びの必要性を感じることに

もつながったと考えられる。

2． 「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業

改善」について

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改

善についは，37名全員が①3日間の振り返り（3

日間で学んだこと，プラスになったこと，考えた

ことなど）または②3日間の授業の感想などの欄

に関連することを記述していた。例えば，

・「教育実習まで残り約3か月となったこのタイ

ミングで本講義を受講し，自分がどのような授

業を展開していきたいのかといった授業構想や

授業展開等のイメージがわきやすくなった。ま

た，本講義を受講して最もよかったと感じた点

は，他学科（物理科以外）の学生の考えを知る

ことができたことだ。普段の勉強では，物理の

みに重点を置いているため，自分が今，学習し

ている内容を実際に授業にするとしたらどのよ

うにするかを考える際に，どうしても自分がこ

れまでに受けてきた物理の授業を思い出し，そ

こからしか発想ができなかった。しかし他学科

の学生の考え，価値観を知ることにより，自分

が担当する科目は確かに「物理」ではあるが，

それは広く見ると「理科」という教科の中の一

部であることを再認識することができた。」

・「最終日の3回目の発表では，他の人のワーク

シートや授業構成について発表を聞くことがで

きてよかったと思います。グループワーク，実

験，発表形式，ワークシート，授業をするにあ

たって大切にしていること，とみんなが私の思

いつきもしない意見を持っていたので知ること

ができてよかったです。実際に参考にしてより

よい授業を作っていきたいな思いました。」

・「先生がただ知識を授けていくのではなく，生

徒が自分で考え，その考えを整理し，自分の言

葉で伝えるというような過程を与える授業を

作っていくことが大事だと思いました。」

・「主体的・対話的で深い学びを実現するために

実験の存在は大きいことだと思った。生徒に実

験の計画を行わせることで，主体的に学ぶこと
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例示されている，主体的に学習に取り組めるよう

学習の見通しを立てたり学習したことを振り返っ

たりして自身の学びや変容を自覚できる場面をど

こに設定するか，対話によって自分の考えなどを

広げたり深めたりする場面をどこに設定するか，

学びの深まりをつくりだすために，生徒が考える

場面と教師が教える場面をどのように組み立てる

か，といった観点で授業デザインした教育実習事

前指導を体験することにより，学生が主体的・対

話的で深い学びの視点からの授業改善を実感する

場となったようである。特に，学生が学習したこ

とを振り返って自身の学びや変容を自覚したこと

や対話によって自分の考えが広がったり深まった

りしたことを自らの言葉で具体的に記述している

ことは特徴的なことだと考える。

いたが，皆さんの授業のコンセプトや構成をみる

と，これが正解というものはなく，どれも多種多

様で参考になるものばかりだった。その中でも，

多くの人が，授業の導入を重視していて，そこで

生徒の興味関心を引くことや，学びの道筋を示す

こと，目標の明確化などを行い，その後，生徒の

立場に立って，主体的・対話的で深い学びへとつ

なげていく工夫を見ることができた。授業構成を

考えることは難しかったが，それを皆で発表しあ

うことで，他の人に足りないものを自分が提供

し，自分に足りないものを他の人が提供してくれ

るという，どちらにとってもプラスで実りある活

動ができたと思う。」

以上の学生の記述に代表されるように，「主体

的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」に

関する具体的な内容が見られた。学習指導要領で

1 理科が得意で教えたいと思う人だけでなく，理科が苦手だからだったからこそ同じ苦しみを味わう子供を減らそう
として理科の教員を目指している人もいて様々な使命感をもっていることを知った。化学に関した雑談・漫談とい
うアイデアを提案する人が多く，自分もそのような企画をしてみたいと思った。その際は授業のつかみとして生徒
が入ってきやすく，授業が始まったという合図，休み時間とのメリハリなどを調整しつつするとよいと思った。生
徒に考えさせ意見を発表させるには発表しやすいクラスづくりなど教科以外の面も大事にすべきと思った。

2 私は物理学科なので，実験や教え方など物理中心で考えていました。この授業では他の学科の人の発表を聞くこと
ができたので，自分が知らなかった実験や，生徒の興味の引き方など様々なことを学ぶことができました。
理科教育法では模擬授業で他の人の授業の進め方や様子をみることができましたが，どのような教育理念をもって
そのような授業を作ったのかはあまり気にしていませんでした。二日目の班ごとの発表では，みんながどのように
生徒の事を考え授業の進め方や構成を組み立てているのか，知ることができとても興味深く，勉強になりました。
私も生徒の興味を引き，飽きさせず理解しやすい授業はどのようにしたら良いのかと考えさせられました。そして
みんなの発表からいろんな考えや大切なことを，学ぶことができました。

3 1日目で，他の人の教育に興味を持った理由や教員になりたい理由を聞き，それぞれに様々な視点があり，私も頑
張っていきたいと強く思いました。
理科嫌いの生徒，自己肯定感の低い生徒などが近年増えているということを聞き，理科好きを増やすような楽しく面
白い授業づくりをしていきたいと改めて思いました。さらに，学習指導要領の改訂の経緯などを改めて聞き，探究活
動を適切に取り入れることの重要性を学ぶことができました。
2日目に見た授業映像から，授業づくりや探究活動において重要なポイントを学ぶことができました。特に，授業の
初めに授業の流れを説明し，生徒に学習の見通しを持たせることの重要性に気づくことができました。また，どの授
業映像でも，生徒と一緒に授業を作っている雰囲気が伝わってきて，私もそのような雰囲気づくりをしていきたいと
思いました。問いの投げかけ方，ICTの活用などによって，主体的に取り組む姿勢を育んでいきたいです。
2日目，3日目の発表を通して，自分のやりたい授業像，育成していきたい生徒像などを見つめなおすことができた
と思います。探究活動を取り入れた授業について，自分なりにその効果等を分析することができたので，非常に良
かったです。今回はあくまでも概要の構想まででしたが，実際に授業を行う際は時間配分や語りの内容など，さら
に細かく様々な要素についても考えなければいけないということに改めて気づかされました。教育実習では，今回
考えた方法等をさらにブラッシュアップして，実行できるようにしたいと思いました。
2日目，3日目の他の班，他の人の発表を聞いて，自分では気づかないような視点をいくつも知ることができて，と
ても良かったです。私は特に，「楽しさ・興味関心」と「教科書的な学習内容」の両立，つながりが大切だと思いま
した。ただ楽しい，面白い実験をやるだけでは，その場のみの興味関心にとどまってしまうのではないかと考え，
いかに学習内容にうまくつなげるかが重要であると思いました。そのため，学習内容につながる実験，観察，歴史
的な面白いエピソード，雑談などをたくさん用意していきたいと思いました。また，ワークシートに関して，記入
する欄が明確で分かりやすいものやほぼ真っ白で自由に考えを書き込める形式のものなど，それぞれに様々な個性
が出ていて，参考になりました。授業で扱う単元やその授業で育成したい力などによって，適切にワークシートの
形式を選択していくことが大切だと分かりました。

表 2　実際の学生の記述状況
（① 3日間の振り返り（3日間で学んだこと，プラスになったこと，考えたことなど））
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4 1日目に，グループごとに学生時代の面白かった授業を言い合っていく中で，いろんな学校で，いろんな先生が，工
夫を凝らして授業を行っているということがわかった。その中で，それらの工夫を凝らした授業でも，さらに改善
できる点があると思った。
また，ほかの人の授業を聞いて，人それぞれ，大切にしたいことや，同じ単元でも授業形態が違ったりして，発表
を聞いていて楽しかった。
授業内容として，模擬授業を行うのではなく，授業案までにとどめることで，多くの単元について企画検討するこ
とができ，こんな授業ができたらなと考える時間がたくさんとれて，教育実習への期待が高まった。

5 この三日間で教育実習について考えさせられた。
何を，どのように，誰に，教えるかなどを具体的に考えた。あまり普通の教職の授業ではやらない授業であるため
やりがいがあった。他のひとの意見もきけるし自分の意見も言える場であったため貴重な時間だった。

6 第1に褒めることの大切さを改めて確認しました。
3日目の発表の時に言いたいことが言えずに失敗に終わってしまったときに，野内先生が，「大丈夫，言いたいこと
わかるよ，自信もって」と言ってくださり，失敗したのに成功した気分になり，自己肯定感が増して，できたと思
えたので，とても勉強になりました。
物理の力学の範囲などは，座学より先に実験を行うことで，固定概念に縛られず，実験結果を素直に吸収し，間違
えたところは，座学で，なぜ間違えたのかと確認することが出来るため座学より先に実験をやるのもいいなと思い
勉強になりました。

7 この三日間の授業を通して考えたことは，多くの生徒が教育実習に向けていろんな考えを持っているという事でし
た。そして，この授業で色々な人の様々な考えを聞いてそれに触れることで改めて教育実習について考える良い機
会となりました。
プラスになったこととしては最後の授業の36人分の授業構想を聞いて自分が改めて授業を構想するとなった時に授
業の工夫の手数が増えたことです。自分の発表を含めてよかった点が多く出てくると同時に悪い点や改善点も多く
出てきたのもプラスになった点でした。

8 この教育実習事前・事後指導の3日間で，教育実習にて行う授業について以前より深く考えることができたと考えて
います。
1日目から2日目にかけての「興味関心をひいてもらうための授業作り」に関しては，あまり理科に興味関心が無い
生徒に対して，どのようにアプローチするかについて，よく考えさせられました。これまでの理科教育法の授業で
は，このように生徒の種類ごとへの対応というものは考えておらず，新たな視点が求められました。自分は，現在の
自分の思いや，アルバイトで行っている塾講師としての経験を織り交ぜながら上手くまとめることができました。し
かしながら，「主体的・対話的で深い学び」や「アクティブ・ラーニング」といった新学習指導要領に基づくこれか
らの学びについての観点を自分の意見として含めることができていなかったことが反省点です。
2日目から3日目にかけては「どのような授業を構想したいか」に関しては，数ヶ月後に行う教育実習を基盤とした
授業構想の作成を行いました。上記にもあるように，1日目から2日目の反省点でもありました新学習指導要領に基づ
いた学びというものを含めながら，自分の母校の特殊な点でもあります70分授業への対策や，「浮力」の内容に対する
中学での学びも踏まえたアプローチの仕方など，様々なことに関しての構想を上手くまとめることができたと感じて
います。また，自分の発表にはあり他者の発表の中にはありませんでした，「自分でデータなどの値を整理し表現し
てもらうこと」「高等学校≠受験対策の場」「想像力で遊ぶ時間をさらに設けること」という内容を一人の意見として
主張することができたことは，自分にとっても他者にとっても良い経験になったことかと考えます。今後いただくこ
とになると思われる相互評価の意見を聞き，自分自身で再考していきたいと考えます。

9 授業において生徒の興味・関心を引くためにはどのような工夫をすれば良いか，既に自分なりにも漠然と考えてい
た。しかし，他の人との話し合いや発表を聞くことで，自分の工夫に何が足りないか，具体的に授業にどう取り入れ
るか，また自分とは全く違う視点で取り入れられた工夫など，参考となる多くの事柄を得ることが出来た。また前に
も述べていた通り，まだ漠然と考えている段階であり，就活等で多忙な中こういったことを深く考え直す機会も無
かったので，良い機会になった。今回得られたものを実際の授業に生かせるよう調整し，教育実習に臨みたい。

10 まず授業が始まる前，事前指導というものはガイダンスのようなものをイメージしていましたが，それが全く異な
り，理科教育法のような教育実習のスキルアップのための内容だったのが印象的でした。初日は自己紹介から始ま
り，グループ決めをして生徒たちの興味関心を引く工夫の話し合いをして，2日目ではグループ発表，3日目ではど
んな授業を構成するかについて個人発表しました。これらの発表は，今までの理科教育法などで学んだ内容が活か
せるようなものだったので，良い機会が設けられたように思いました。来年度は教育実習なので気を引き締めて，
本講義の事前指導で活用したような，今まで学んできた知識を活かせるように頑張りたいと思います。

11 2日目の班ごとの発表で自己肯定感を高めるという意見があったのですが，これは自分がそこまで意識していなかっ
たとてもいい着眼点だと思いました。実際にこの3日間の中で野内先生が生徒のいいところを見つけて褒めている光
景を何度も見ました。自分も褒められて悪い気はしなかったですし，自信が持てました。これは教員の立場に立っ
た時にぜひ活かしてみたいです。また，皆さんの意見を聞くと，得意な生徒や興味のある生徒は放っておいても勝
手にやるので苦手な生徒や興味のない生徒のため授業作りを重視しているといった人が多い印象でした。自分もだ
いたいはこの考えなのですが，実際には得意な生徒が退屈しないように工夫することも大事だと思います。このバ
ランスがとても大変そうだと感じました。またそれに関連して，生徒が興味を持ったり楽しいと思えたりする授業
は先生が1番楽しそうにすることが大事なんじゃないかと考えました。とにかく，先生がただ知識を授けていくので
はなく，生徒が自分で考え，その考えを整理し，自分の言葉で伝えるというような過程を与える授業を作っていく
ことが大事だと思いました。

12 この3日間を通して，多くのことを学ぶことができました。グループの発表と個人発表を通して，授業の工夫の仕方
について学ぶことができたので良かったです。グループ発表では，物理の授業で雑談を取り入れる大切さや固くな
りすぎず，柔らかく説明する大切さを知ることができました。また，他の班の発表で具体的な実験の方法を学ぶこ
とができました。そして，最終日の3回目の発表では，他の人のワークシートや授業構成について発表を聞くことが
できてよかったと思います。グループワーク，実験，発表形式，ワークシート，授業をするにあたって大切にして
いること，とみんなが私の思いつきもしない意見を持っていたので知ることができてよかったです。実際に参考に
してよりよい授業を作っていきたいな思いました。
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13 私はこの3日間で物理学科だけではなく，他学科で教員になろうとしている学生たちの意見を聞くことができまし
た。理科の中でも物理以外を専攻してきた学生の発言はとても新鮮で，たくさん学ばせてもらいました。物理学科
と比べると先生が生徒に「どのように教えていけばいいか」よりも生徒が「どのように教わりたいか」という視点
から考える学生が多かったように思いました。最後の講義では一人一人の授業構想を聞くことができました。一人
一人の思い描く授業や実験がわかり自分の視野が広がったように感じました。また，野内先生のお話の中でも「授
業に正解はなく，試行錯誤したり他の人の意見を取り入れて改善を繰り返すことが大事」という内容が一番印象に
残りました。自分が教員を目指すきっかけにもなった高校の理科の先生も何度も授業で新しい試みにチャレンジし
ていました。当時はただ面白いなと思っていましたが，今になりその行動が先生の行っていた授業改善であり，生
徒への思いの強さだったとわかりました。3日間の講義を通して多くの意見を聞いて様々な視点からの考えを取り入
れられたこと，授業に対する先生の姿勢などを知れたことが私にとって最も大きいプラスだったと思います。

14 私は多くの生徒が物理に対して理解できるようにすることを目標として考え，構想していたため，多くの人が苦手
意識を感じるであろう単元に対して，教師側から道筋を見えるようにし生徒に示していた。しかし，それだけでは
理解の早い生徒は退屈に感じてしまうかもしれない。なので，ほかのかたが述べていたような記述式の部分も作る
といいということを学びました。しかし，やりすぎてしまうと苦手な生徒がついてこなくなってしまい本末転倒な
ので，バランスはしっかり考えたいと思います。また，基礎ではない普通の物理に関しては，生徒自身でグラフや
表，最終的には実験をできるようにしていくような授業構成もとてもいいと感じました。この授業構成は実際に自
分が教師になったとき実行できたらいいと考えています。理科が好き・面白いと感じてくれるようにすることが目
標だが，理解するための手段である文字式や理論で躓いてしまう生徒が出てしまうというのは，多くの生徒（実習
生）が感じていることがわかった。そのため，いかに興味を引き付けるか・躓くポイントを理解するかが大切だと
いうことを感じました。

15 教育実習事前指導を受講し，私は多くの学生の自分にはない考え方に触れることができ，自身の視野を広げる良い
機会であったと感じている。私が行く教育実習先の高校では，まだ実習で担当する分野の連絡が来ていないので，
どこを担当するのかが不明である。そのため，実習予定科目である物理の勉強をただただひたすらに勉強するしか
なかった。しかしながら，教育実習まで残り約3か月となったこのタイミングで本講義を受講し，自分がどのような
授業を展開していきたいのかといった授業構想や授業展開等のイメージがわきやすくなった。また，本講義を受講
して最もよかったと感じた点は，他学科（物理科以外）の学生の考えを知ることができたことだ。普段の勉強で
は，物理のみに重点を置いているため，自分が今，学習している内容を実際に授業にするとしたらどのようにする
かを考える際に，どうしても自分がこれまでに受けてきた物理の授業を思い出し，そこからしか発想ができなかっ
た。しかし他学科の学生の考え，価値観を知ることにより，自分が担当する科目は確かに「物理」ではあるが，そ
れは広く見ると「理科」という教科の中の一部であることを再認識することができた。「物理」という枠にとらわれ
ていては，教科横断的な考え方がどうしてもしにくくなってしまう。そのため，「理科」というカテゴリーまで視野
を広げること，もっと先の「学問」というカテゴリーにまで広げた視野を持ったうえで授業を構想することができ
れば，より，多くの生徒たちにあらゆる知識をつなげて，体系的に知識の定着や理解力を向上させることができる
と考えた。今後の教育実習，そして教員採用試験に向けての勉強においても，視野を広く持って励みたいと思う。

16 今まで学んできたことから，さらに具体的な授業や生徒との関わり方についてより深く考えるようになりました。 
他の受講者の教育に対する考え方がわかり，いいなと思う点は取り込み自分の授業展開や，工夫に生かしていきた
いと感じた。 様々な人のワークシートを見て自分にも活かせるものは活かしていこうと感じました。 同じように教
員免許課程をすすんでいる同志と意見を交換しお互いに高め合える，いい機会になった。

17 意見交換の重要性について考えることが出来ました。3日間を通して多くの人の意見を耳にすることでひとりでは思
いつかないことが多くあり視野が広がりました。それだけではなく同じような意見を持つ人の発表を聞くことでよ
り自分の意見を深めることが出来ました。発表一つでも重要視する箇所が個人によって異なっておりそれぞれが重
要視する理由を聞くことでより自分の価値観を良い方向に進めていける気がしました。

18 まずほとんどがポジティブな感想で自分自身の自己肯定感が上がり，自信がついた。他の人に自分の考えを言葉にし
て伝えることの難しさを感じた。物理，化学，生物と違う分野や単元の具体的な授業の構成を聞くことができ，自ら
の考えに反映させることができた。対象とする生徒や身につけさせたい資質・能力の違いによってさまざまな方法が
あるということを再確認できた。実際に授業の構成を考えてみて，生徒主体でなおかつ生徒全員が興味関心を持ち楽
しめる授業というのが重要であると同時にとても難しいことであると感じた。実験一つとっても知識技能の習得前と
習得後のどちらで行うかで意義が違ってきたりと実験内容によって対応していかなければならないと思った。ぜんい
んの発表を聞き最も多く言われていたのがやはり興味関心をどう引くのかということだと思う。雑談を交える，身近
なものを題材に挙げる，実験や探究活動を多く取り入れる，動画や画像，模型などを用いて視覚的にイメージしやす
くするなど様々な意見が出て自分なりに工夫をしていかなければならないと思った。

19 この3日間ご指導ありがとうございました。自分の中で学んだと感じたことは，いろんな人の意見をいろんな形で捉
えることができるという点です。2日目の発表でも，3日目の発表でも形式にとらわれ過ぎない形での発表で，捉え方
が人によって変わることを感じました。ですが，そのどれもが間違いではなかったし，一つの意見としてこれから参
考にしたいと思うことが多かったです。プラスになったこととしても，様々な意見を出して良いんだと思うことがで
きました。自分なりに考えたことでも臆病にならずに発言して良いのだと安心しました。また自分は生物でしたが，
物理や化学ではどうやって授業をしたらいいのか少し学ぶことができて今後少し安心することができました。　考え
たこととしては，教育実習までに自分の喋りのスキルを上げて，プリントなども範囲を学校の先生に教えてもらって
先取りして作成して備えるようにしたいと思います。より頑張りたいと思いました！

20 この学習で特に学んだことを三点にまとめてみたいと思う。
1つめに，ねらいを明確にするということ。ワークシートなどでは空白にしている人が多く，一緒に書くことで生徒
も主体性が生まれるのであるからこのような取り組みをしているのではないかと思った。私のワークシートは取り
込めていなかったので見習う。
2つ目にグループワークを効率よく取り入れるということ。
自分の考えを書かせた後，他者の考えを聴くことでその人の考えを知ることができたり他にもよいことがたくさん
ある。このグループワークをいつやるかというのも大切になってくる。最初にやるもよし，最後にまとめとして取
り入れるもよし適宜対応して取り組むことが出来たらと思う。
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3つ目に導入の仕方。
導入で生徒をぐっと引き込めたら同じ内容の授業でも理解度が違ってくることもあるだろう。そのための工夫とし
て，雑談を交えたり漫才師がやるような客（生徒）いじりをしてみたりといかに興味をもった状態で講義までつな
げられるかというスキルの向上に努めたい。
自分の長所は適応力，短所は準備を怠ってしまうこと。雑談や，導入は及第点だったとしても講義で引き込めない
とバランスの悪い教員という評価になってしまう。ここを意識したいと思う。そのためにここでアウトプットしま
した。はじめての教育実習。不安多めだがみんなも試行錯誤しながら頑張っているので自分も準備をして望まない
といけないと気が引き締まる思いであった。生徒の気づきを大切にしていきたいと感じたし，そのための準備はあ
などれないなと感じた。

21 まず，みんなの考える授業構想が聞けたので，教育実習に行くときにみんなの考えたものと自分で考えたものを融
合して授業を行いたいと思いました。また，実際の先生が行っている授業風景を見ることで，実際の授業を行う前
の参考にできると思いました。教育実習では生物以外を担当するかもしれないので，化学や物理の授業風景も見れ
て良かったです。教育実習に行く前の授業として行うことで，安心して教育実習に行けると思いました。授業のや
り方は無限にあることを学びました。

22 今回Zoomでの参加でしたが自分が教育者になった時にいかに興味関心を生徒に持たせられるかという点においてい
ろいろ意見を班でだしあって話し合えたことがよかったと思います。またそれに伴って自分の意見を相手に伝え，
相手の意見を自分に取り入れられたことによって視野が広がり良い教育につながるのではないかと思いました。　
また学んだことは新学習指導要領における理科のポイントの目標改善の要点などがよく分かったので良かったこと
です。資質・能力を育むために重視すべき学習過程のイメージの図を見た時にこのような流れになっているんだと
一連の流れを見ることが出来たのでフィードバックを心がけながら重視ししたいと考えました。

23 実際の授業を考えるためのアイデアを考えるきっかけになりました。こういう場合はこういう事を行うがいいと
いったような引き出しが増えた気がしました。
今回授業をよくするにはどうすればいいか，プレゼンでみんなに分かるようにするにはどのようにすればいいか，
という2点について考えました。
授業をよくするには，自分自身が面白いと思えなければ，生徒も面白くないのではないかと思いました。ただ，こ
の点で難しいのは，自分と生徒には年齢差があるため，生徒の立場に立たないと分からないこともあるんだろうな
と思います。
プレゼンでは自分が生徒に教える際に使う事もあるので，その点でも勉強になってよかったです。できるだけ文字
は読ませないよう簡単に，見た目はメインは灰色，重要部分に赤色を使うなど見やすいように気を付けました。

24 堅くなりがちな理科の授業をほぐすために雑談は必要。自分が思っている以上に多様な授業形式だった。意見交換
をすることで知識がかなり増える。ワークシートのうまい使い方がまだはっきりとわかっていない。

25 3日目の授業でいろんな人の発表を聞きましたが，いろんな授業の構想を知ることができて，すごく勉強になりまし
た。私はいつも答えを導き出すということを意識してしまって，自分の考えが正しい答えからはずれてしまうこと
を怖いと思ってしまいます。ですが今回さまざまな人の発表を聞くことによって，授業に決まった方法はないとい
うことを学びました。先生も授業に1つの方法があるわけではないということをおっしゃっていましたが，そのこと
から型にはまらずに自由に授業を展開することも大切なことなのだと思いました。私にとってそのような考え方が
できたのはすごく大きなことでした。私は2日目のグループ発表と3日目の個人発表の課題を作るときに，何が正解
なのだろうかと常に考えてしまっていて，「まちがっていたらどうしよう」という不安な気持ちがありました。しか
し授業に決まった方法はないということを学んで，「自由に豊かに発想する」ことの大切さを学ぶことができまし
た。それは自分にとってプラスになったことだと思いました。
また3日間を通して学んだことは他にもたくさんありました。実験や観察が子どもたちの興味・関心を高めるのにと
ても重要であること，授業では目的やねらいを明確にして何のために授業をしているのかを生徒に理解させるこ
と，自己肯定感を高めることが子どもたちの興味・関心につながること，教師の問いかけによって子どもたちの興
味・関心や学びの方向性が変わることなどです。今までは教職の授業で先生や学習指導要領などから授業に大切な
ことを学んでいましたが，この3日間では学生の考えから学ぶことがほとんどでした。それぞれが授業を行うのに重
要なことをよく考えていて，私が思いつかなかったことが多くありました。それとは逆に共通していた考えもあっ
たので，その部分は重要なことだと再認識することができました。それによってさまざまな視点から授業の展開を
考えることができたので，自分のためになったと思いました。みんなの考えを知ることができてよかったです。

26 今日の個人発表を聞いて特に感じたことは，子どもたちにどういう能力を身につけてほしいか，どんな子どもを育
成したいか，理科に対してどういう風に感じてほしいかなど，思っていること考えていることは皆同じだというこ
と，しかしそこに向けてのアプローチは十人十色であるということです。36人の授業構想を聞いて，同じ考え方を
していてもワークシートの作り方が微妙に違っていたり，実験でも考察を中心に構成するか，そもそも実験手順か
ら生徒に考えさせるかで個性が見られたりと，自分とは違う授業方法を聞いてこの部分取り入れたいな，参考にし
たいなといった新たな発見を得ることができました。

27 理科教育法でも様々なことを学ぶことができていたが，皆さんの授業のコンセプトや構成をみると，これが正解と
いうものはなく，どれも多種多様で参考になるものばかりだった。その中でも，多くの人が，授業の導入を重視し
ていて，そこで生徒の興味関心を引くことや，学びの道筋を示すこと，目標の明確化などを行い，その後，生徒の
立場に立って，主体的・対話的で深い学びへとつなげてい工夫を見ることができた。授業構成を考えることは難し
かったが，それを皆で発表しあうことで，他の人に足りないものを自分が提供し，自分に足りないものを他の人が
提供してくれるという，どちらにとってもプラスで実りある活動ができたと思う。

28 今までの授業では，化学に関する授業しか考えてこなかったため，考え方に偏りがあったと思う。しかし，この授
業を通して，物理や生物など他科目の授業案や注意点を知ることで，新たな気付きが見つかった。例えば，実験し
やすい化学の分野では，映像を使うといった発想が思いつかなかった。他にも物理の公式の証明なども化学に取り
入れることで，より理解しやすい内容になるのではないかと感じた。また，授業方法以外にも，理科に興味のない
生徒や苦手な生徒の興味の引き方などに向き合う機会を得たことで，改めて理科の授業を行う上での注意点が分
かった。どの内容も実験を取り入れることが最重要であることが言える。
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29 この3日間学んだことのすべてがプラスになりました。教育実習に関して，模擬授業の時にはできなかった授業の構
想の方法を学ぶことができ，よりよい授業とは何かを考えることが出来ました。班での発表の作成では，班員との
話し合いの中で他の人の経験談を聴き勉強になることが多くありました。塾の講師をしている人の話を聞いて，子
供が勉強を嫌いになってしまう経緯を知ることができました。お互い中学校，高校でどのような授業や実験をして
きたかを話し合うことで，よりよい授業がどのようなものか考えることができたと思います。3日目の個人での発表
では，一人一人考え方が違い，自分でも取り入れていこうと思う意見がたくさんありました。

30 3日間実践的な授業を行えたことで，自分の力にもなったし，他の人の発表を聞いて，さまざまな授業を工夫するや
り方があるのだなととても勉強になりました。先生が最後におっしゃっていた，実習生が生徒に大きな影響を与え
るということで，とても大きな責任があると思いますが，教育実習では楽しんで生徒と接したいなと思います。授
業を通して生徒が自己肯定感を上げるためにはまずはどんな小さなことでも褒めることが重要だなと感じたので，
褒めることを第一に優先したいと思いました。また授業をやっていく際一方的な展開にするのではなく，どうした
ら生徒が楽しめるのか，どういったら面白い授業を行えるかを考えて，人気のある教師を目指したいと思います。

31 3日間の授業の内容すべてがプラスになったと思いました。まず授業を，生徒が興味関心を持って受けられるように
つくる工夫を考えるいい機会となりました。特にこの二週間は，「飽きない授業」，「楽しい授業」，「知りたくなる授
業」など多くの方向からの考えや意見を得ることができました。たくさんのアイディアを知ることができて，教育
実習に向けて，多くの考えから，より自分の思う一番の授業を作れるよう努力していきたいです。一番考えたこと
として，興味関心をひきながら，求められる能力を育てることができる授業にすることでした。授業の面白さを優
先して知識・技能や論理性，社会性を伸ばせるか，と苦労しました。しかし，自分なりの考えと，他の人の発表か
ら，面白さと理解のしやすさの両方を兼ね備えたより良い授業に出来そうです。

32 主体的・対話的で深い学びを実現するために実験の存在は大きいことだと思った。生徒に実験の計画を行わせるこ
とで，主体的に学ぶことができるし，自主的にやることで知識も身につく。とてもいい手法を知ることができたと
思う。物理の発表の人で，等加速度運動の公式を暗記するのではなく，グラフの面積などから求めることを通して
公式を導くようにしてほしいと言っていた。教えるということはこうゆうことなのかなと思った。また，教科書を
教えるだけの先生がいたという人がいたが，自分の学校にも教科書を読んでノートにまとめる先生がいた。確かに
その先生の授業はとても退屈だった。今は教育課程も変わり，学習指導要領が変わったことで主体的・対話的で深
い学びが明記されているからこそ，これから先生になる自分は生徒に興味関心を持ってもらえるような授業展開を
行えるように，他の人の意見を取り入れるようにしたい。

33 自分では，使えないなと思っていた教材でも，視点を変えることですごく有効にできることに気づきました。生徒
に発表などをすることが重要であると同時に，先生にも話し合いや共有することの有用性がわかりました。高校は
色んな場であるなと気づきました。自分は，学校と思っていたけど，他の人には，大学に行く為の場所など生徒が
様々に思っていて，そこで先生は，先生の目的をもって授業をしているのだなと思いました。同じ授業内容でも展
開の仕方，設問で伸ばしたい力を変えられることが分かりました。だからこそ，生徒の今の状況を把握し，そこに
合わせて，授業を変えていくことの必要性も知りました。

34 本講義を受けている37人の大学生が生徒の興味関心を惹く授業について考えたとしても，37人それぞれの考えがあ
り，どれも同じものはなく非常に参考になった。また，どの授業構想も間違いはなく，グループワークを多く取り
入れたり，意見を発表する機会を増やしたり，実験を多く行ったりと様々な授業方法があることを改めて学んだ。
生徒の興味関心を惹く方法として，理科に関する雑談をするという意見も多く出たが，雑談をする為には教師が常
に理科に関心を持っていなくてはならず，積極的に情報を集めに行く必要があると考えた。
学習指導要領が変化したり，時代と共に生徒の特徴も変化したりするため，教師になってからも指導方法は改善し
ていくべきであると考えた。また，同じ学校内でもクラスの雰囲気は異なると考えられるため，各クラスにあった
授業を行いたいと考えた。

35 余談から授業につなぐことを今から意識している人がいることは驚きだった。主体性という言葉をたくさん聞いた
が，それぞれアイデアが違いそういうやり方があるのかと勉強になった。

36 この三日間の授業では特に他の人の発表を聞いて考えさせられたこと，気付かされたことが多かった。例えば自分
は授業をデザインした際に実際に特定の単元についての実験を計画したのだが，他の発表者の中には物理や生物，
化学という授業を通してどのようにすれば生徒が興味関心を持ち授業に臨んでくれるのかといった点に注目してい
る方も多数いるように感じた。その中で授業の内容に最終的には帰結するような雑談を取り入れる，といった意見
があった。これは教育実習で行うには少々勇気がいると思うのだがそのような挑戦を取り入れることでよりこれか
ら控えた救育実習を実りあるものにすることができると思うので実習中にもこれをやってみたい。と思ったことを
先生に確認して臆すことなくどんどん取り入れていけたら良いと思った。また今回の授業で楽しい授業を作りたい
と思ったとき理科なのでつい実験のことについて考えてしまったが教育実習に行く時に担当するのはほぼ座学につ
いてだと思ったので座学について発表されていた意見の中で心に残った正解を出せなくてもそこまでの道筋を認め
てあげる。といった点や学んでいることを積極的に日常生活と結びつけて生徒の興味関心を引くということを実習
先で心がけていきたいと思った。このほかの人の意見によって気づかされるというのは生徒にも言えることでグ
ループワークを授業の中にとり入れることの重要性を改めて再確認することができた。

37 3日間学んだことというよりプラスになったことはたくさんあります。まず，他学科の人の授業に対する考え方を理
科教育法よりもダイレクトに受け取れたことです。それは過ごしてきた学校での出来事から自分はこうしたい，ア
ルバイトでこういう生徒が多かったからこうしたいなどと様々な意見を聞くことができて自分の引き出しが増えた
ことが一番プラスになりました。他にも県によっては授業時間1時間が65分だったり70分だったり，さらには90分と
50分ではないところの高校出身の方がいてだから授業構成の時にこういう風な組み方をしていたのかとわかった時
はスッキリしましたし，同じ県立でも場所のよってそのような差があるのも大変だなと思いました。他にも雑談と
いう名の導入に時間を結構割り当てている方がいて確かにそれ目当てでもいいからしっかりと出席して欲しいなと
思いました。私の通っていた高校ではある程度の時期になると，めんどくさいからと保健室に行くような人が多く
みられたり，いわゆるサボりをする人が一定数いたので確かに引き付けるためには必要だし，自分が話すネタ造り
として新たな知識をたくさん蓄えられるので生徒にも雑学というか自分にもいいことがあるなと思った。
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3． 「組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む

力」について

「組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力」

については，1名のみが②3日間の授業の感想な

どの欄に関連することを記述していた。

「教育実習にあたり，オンライン化で人の前に

立って発表する機会が0になり非常に不安であっ

た。様々な人の様々な考え，理想，目標に基づいた

授業案を聞き参考にしたい部分をたくさん得た。こ

れまで一人だけで教育実習に向かわないといけない

のかと思っていたがチームで臨むものだと考えを改

め，胸を張って実習に挑みたいと思った。」

その他は，「組織的・協働的に諸課題の解決に

取り組む力」に関連することについてまでは触れ

ていない。

例えば，

・ 「1日目に，グループごとに学生時代の面白

かった授業を言い合っていく中で，いろんな学

校で，いろんな先生が，工夫を凝らして授業を

行っているということがわかった。その中で，

それらの工夫を凝らした授業でも，さらに改善

できる点があると思った。また，ほかの人の授

業を聞いて，人それぞれ，大切にしたいこと

や，同じ単元でも授業形態が違ったりして，発

表を聞いていて楽しかった。」

・ 「多くの意外な意見や発表，工夫等が見られ，

面白かった。他者と意見を交わす機会はなかな

か無く，また自分には無い視点を多く目の当た

りにしたことで，自分の考えの良かった点や改

善点を明らかにすることが出来，教育実習のた

めの授業展開を考える大きな自信となった。ま

た，今後こういった機会があれば是非積極的に

参加したい。」

・ 「班での発表の作成では，班員との話し合いの

中で他の人の経験談を聴き勉強になることが多

くありました。」

以上の学生の記述に代表されるように，「他の

人の意見は役に立つ，参考になる」などについて

は触れていたが，組織的・協働的に諸課題の解決

に取り組む力に関することまでは記述していな

い。教員養成答申では，「チーム学校」の考え方

の下，教員は多様な専門性を持つ人材と効果的に

連携・分担し，教員とこれらの者がチームとして

組織的に諸課題に対応するとともに，保護者や地

域の力を学校運営に生かしていくことの必要性ま

で記載されているが，組織的・協働的に取り組む

必要性は実際の教育実習の場において実感するこ

とが考えられる。今回，グループワークによる授

業構想とグループ発表をカリキュラムに取り入れ

ているが，チームとして課題を解決していくこと

について十分な時間を確保して，その重要性を認

識できるような場面を設定することも考えられ

る。また，教育実習事後指導で組織的に取り組む

意義を実感できるような振り返りの場面を設定す

ることも重要であると考える。

1 教育実習にあたり，オンライン化で人の前に立って発表する機会が0になり非常に不安であった。様々な人の様々な
考え，理想，目標に基づいた授業案を聞き参考にしたい部分をたくさん得た。これまで一人だけで教育実習に向かわ
ないといけないのかと思っていたがチームで臨むものだと考えを改め胸を張って実習に挑みたいと思った。

2 班で話し合い，お互いの考えていることや意見を共有しながら話をまとめていくのは，みんなの意見を知ることがで
きとても楽しかったです。発表の前は，とても緊張していて自分の考えていることをうまく話せるか，足りないこと
はないかとドキドキしていたのですが，野内先生が良いところを見つけ出し，褒めてくださり，たくさんお話しして
くださったおかげで楽しく発表する事ができました。私も野内先生のような生徒をリラックスさせることができ，良
いところを見つけてたくさん褒めて自信を持たせてあげることのできる先生になりたいと思いました。教育実習にい
く事がとても不安でしたが，楽しみになりました。三日間ありがとうございました。

3 3日間を通して，自分の授業づくりについての考えを深め，整理することができてとてもよかったです。そして，3日
間とても楽しく授業構想等を練ることができて，教職への興味も深まったと思います。今回の授業で学んだことを活
かして，一生懸命教育実習に取り組んでいきたいです。そして，理科好きの子どもたちを少しでも増やすことのでき
る教員を目指して，頑張っていきたいです。3日間ありがとうございました。

表 3　実際の学生の記述状況
（②3日間の授業の感想など）
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4 グループごとに分かれて発表ではなく，全員で発表だったので，多くの人の考えや思いに触れることができ，いい経
験になった。また，ほとんどの人が，生活とつなげ合わせることを意識していて，理科の学びを生活と結び付けるこ
とが興味関心を引く一つの方法であると再確認した。教育実習では，生活とつなげ合わせた授業をできればいいと思
う。オンラインという状況ではあったが，発表は画面共有で何とかできたし，班の人との連絡もLINEでできたの
で，割と円滑に進められてよかった。

5 2日目と3日目の授業構想をグループ，個人で考える時間があってよかったと思う。自分が実際に教育実習をする分
野での授業であったためすごくためになったと思う。同学年，他学科の生徒の方々にも聞いてもらえたので実際に
知らない人に伝える難しさや楽しさをしれた。実習先で楽しい授業ができるように頑張ります。ありがとうござい
ます。

6 教育実習前の指導の重要性について，受ける前は必要ないと思っていましたが，受けてみると，いい考えの人が多く
て，たくさんの考えを知ることが出来，柔軟な考えになったのかなと思い，受けてよかったです。また，自分の発表
とほかの人の発表を比べ，言葉の拙さや，劣っている部分が多くて勉強になることしかなく，受けてよかったなと思
いました。

7 この三日間の授業を通して教育実習に対する不安が少し和らいだ気がします。今回の教育実習事前事後指導の内容も
大いに活用しつつ教育実習をより良いものにできるように頑張っていこうと思います。短い時間でしたがありがとう
ございました。

8 3日間，長い間でしたが授業をしてくださりありがどうございました。教育実習に対する新たな視点を持つことがで
き，とても有意義な時間を過ごすことができました。おそらく大学の関係上仕方のないことだと思われますが，でき
れば1日の授業時間をもう少し短くし，日数をかけて授業を行いたかったです。

9 1日当たりの授業時間が非常に長く，正直なことを言うとかなり疲れた。ただ多くの意外な意見や発表，工夫等が見
られ，面白かった。他者と意見を交わす機会はなかなか無く，また自分には無い視点を多く目の当たりにしたこと
で，自分の考えの良かった点や改善点を明らかにすることが出来，教育実習のための授業展開を考える大きな自信と
なった。また今後こういった機会があれば是非積極的に参加したい。

10 私たち学生の一人一人を尊重してくださり，発表などで発言する際も否定したりせず，また時間もたっぷり取って頂
いたのでやりやすかったです。短い間でしたが，3日間の授業をありがとうございました。

11 他の人の意見が聞けたことや自分の意見をまとめて発表する機会が与えられたことで，自分の考えがよりクリアに
なっていった気がします。ズームの授業で慣れないところもありましたが，これからの時代何があるかわからないの
で，いい経験でした。この3日間いい学びがたくさんありました。しかし，正直不安は結構残っています。3日間
じゃなくてもいいので模擬授業もしてみたかったです。それでも，このプログラムを組んでいただいたことは自分に
とって本当にプラスになったので感謝しかありません。3日間ありがとうございました。

12 正直教育実習を行うにあたって心配はまだありますが，この事前学習を通して不安を減らすことができました。自分
だけではなく，生徒の将来にもつながる実習になるので，しっかりと準備して取り組んでいきたいなと思いました。
同時に，生徒が楽しめる授業，そして自分も楽しめる授業をになるように頑張りたいと思います。貴重な3日間とな
りました。本当にありがとうございました。

13 野内先生が初めから最後まで優しく指導してくださったおかげで緊張せずに講義に取り組めました。初めてのオンラ
イン講義で37名の学生を指導するのはとても大変なはずなのに「ゆっくりでいいよ」や「焦らないでね」など何度も
優しい言葉を学生にかけてくださいました。本当にありがとうございました。また，本講義を受けたことで教育実習
への不安も少しなくなったように思えます。3日間最後の講義では多くの学生の意見も聞くことができたので，それ
らの考えを参考にして教育実習では生徒がわかりやすいと感じてくれるような授業を展開できればと思います。

14 実習にあたって，どのように授業を組み立てればいいのか，注意点を知ることができました。それとともに，少し不
安をぬぐうことができました。

15 私は教育実習事前指導と聞き，はじめは教育実習を迎えるにあたって，実際の現場ではどのような動きをするかや，
校務分掌などについて学習をするのではないかと考えていた。しかし実際には，自分を除き，他36名分の幅広い考え
方や価値観に触れるという授業であり，非常に有意義な時間を過ごすことができた。上記設問とも重複してしまう
が，自分一人で勉強を続けていると，それが果たして正しいのかと少し不安になることがある。しかし，ほかの学生
の考えや価値観を吸収することで，そもそも正しいかどうかはやってみなければわからず，何事も積極的に挑戦して
いかなければならないと感じた。実験を行うにしても，座学の前にするのか後にするのか。雑談を交える際にはどの
ようなことを考えながらするのか。ワークシートを使うのかパワーポイントで示すのか。授業の方法一つを取って
も，多種多様で，生徒に対する効果どのようになるのかといったことが非常に興味深い。教育実習先の高校から担当
分野の連絡が来たら，まずはきちんと学習指導案を作り上げ，そのうえで授業方針等を生徒の様子を伺いながら，臨
機応変に対応していけるように万全に準備をして臨みたいと思う。

16 教育実習事前指導で一番感じたことは，先生の受講者に対する一緒に新しい授業を考えようという言葉や優しい雰囲
気が，心地よい授業だなと感じました。 
また，ほかの受講者の中にも，この人のプレゼンの雰囲気はとてもいいなと感じる点が多くあり， 自分の授業作りに
も活かしていこうと感じました。 
より自分のなりたい教師像がはっきりと確立され，教育実習でも生徒だけでなく自分にも向き合えると感じました。
教師という職業は人に教える，人と関わる，生徒とともに常に学習し成長できる魅力的な職業だと感じました。 

17 ほとんどが発表を聞く時間でしたが，なかなか顔を合わせて教職について話せない現状で周りの人がどのような考え
を持っているのかが知れたのは良かったです。

18 先生自身も初めてということで難しい部分もあったかもしれません。自分自身も発表などに不安がありましたが，プ
ラスになるような問いかけや雰囲気作りをされていてとても自信につながりました。今回の講義のような授業を展開
できればいいなと思いました。ありがとうございました。今回の経験を教育実習や教員になったときの授業に生かし
ていきたいと思います。
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19 この3日間で，対面ではないから不安だったし，発表も自信がなかったのですが，スムーズに焦らずと先生が何度
も声掛けをして下さったおかげで，やり遂げることができました。また先生が言ってくださったように，焦らず落
ち着いて自信を持ってやっていきたいと思います。緊張はしますが，語彙力や勉強をもっとしようと今回の3日間
でモチベーションが上がりました。事後学習では先生と対面でできると良いなと思います。本当にありがとうござ
いました。

20 3日間ほんとうにありがとうございました。オンラインという不慣れな環境でしたが資料や野内さんならではの視点での
解説などためになる内容ばかりでした。
特に，はじめのリアクションとしてポジティブな反応をとっていたのはすごく印象的でした。これは意識しているのか，
はたまた素のおおらかな性格がにじみ出ているのかわかりませんでしたが，このような反応は生徒がどんな発言をしたと
してもびくびくしながら言うのではなく自然と自分から発する環境になることが期待されると思いました。この3日で肯
定的な発言をしてくれる野内さんに心を掴まれてしまったので自分は参考にして生徒の心を掴めればと思います！

21 3日間，授業で様々な内容の授業が行えたと思いました。また，久しぶりにみんなの顔が見られたので良かったで
す。また，みんな授業に関する考えが異なっていたので，面白かったです。3日間の授業楽しかったです。ありがと
うございました。

22 3日間の授業を受けて，自分のプレゼンなどを思い出してみるとまだまだ至らぬ点が多いなと感じました。説明が固
くなりすぎてしまったり，その内容に興味関心を持たせられるようなプレゼンが出来ていたか考えてしまいますが，
自分の意見はしっかりと述べることが出来てよかったと感じました。たくさんの人と話し合ったことによって自分が
思い描いていた授業構想だけではなく，新たな知識が芽生えたのでそちらも組み込みながら実際の教育実習で活用で
きたらいいなと感じました。

23 3日間ではありましたが，計11コマで短いようで長い事前指導だったと思いました。だいぶ授業に対する意識やパワーポ
イントへのスキルは少し上がったのではないかなと思います。授業への準備は結構悩んだり，進まなく少し大変でした。

24 自分と同じ考えを持っていた方，違う考えを持っていた方の意見を聞くことで本当のいい授業というものを改めて考
えることができた。何が今の自分に足りなくて何が自分の良いところであったのかを今回の授業でしっかりと理解
し，教育実習につなげていきたいと感じた。また，ワークシートの作成は大きな力になった。どのように作ればよい
のか，何を工夫するべきかという引き出しが増えた。皆さんに評価して頂いたコメントを早く読みたい。

25 2日目と3日目の発表を聞いて，ほとんどの人が生徒に理科に興味・関心をもってもらいたいと考えていたり，興味・
関心をもたせるには実験をすることや雑談が大切と考えていたなど，共通していた考えがあって，それがすごくおも
しろいと思いました。
また学生の中には塾講師のアルバイトの経験やボランティアの経験から，子どもたちの課題を分析して，その上でど
ういう授業をするべきかということを考えている人もいて，私は普段何も考えずにアルバイトやボランティアをして
いるのだと反省しました。今後は子どもたちの課題なども意識しながら塾講師のアルバイトやボランティアをして，
教師はどういうことをする必要があるのかをよく考えていきたいと思いました。
この3日間は本当にあっという間でした。私は課題を考えるのに時間がかかってしまって，大変な部分もあったので
すが，みんながどういう考えをもっているのかを知ることができ，学べることがたくさんあったので，すごく勉強に
なった3日間となりました。教育実習は大変だと思いますが，先生方と授業方法を模索して，多くのことを学びたい
と思います。頑張ります。3日間ありがとうございました。

26 今まで学習指導案を書いたり，指導要領の内容理解を深めたりと個人の活動が割と多く，同じ教職のメンバーの授業
の考え方を知る機会は模擬授業くらいでした。今回この3日間でいろいろな人の思いや考えをいっぺんに聞けたの
で，とても参考になる機会だったと思います。通信環境やオンラインでの慣れない作業などもありましたが，対面だ
とやはり緊張が強く出てしまうと思うのですが，オンラインで顔が見えない分あまり緊張しなかったのは良かったか
なと思います。その分生徒の前で緊張せずに授業できるか若干不安な部分もありますが…。3日間貴重なお時間をあ
りがとうございました。

27 教育実習でも今回学んだことは活用できるので，迷ったり，困ったことがあったら，ふと今回のことを思い出して教
材研究，授業づくり，授業改善などに生かして頑張ろうと思います。

28 この3日間で学んだことを，教育実習だけでなく，将来の現場でも利用できるようにしたい。

29 この3日間で同じ理科の教育実習に行く人たちの意見や考えを聞くことが出来てよい経験になりました。教育実習に
対しての不安はまだ多くありますが，この3日間の体験を生かし，自信が持てるように知識をつけて教育実習に挑ん
でいきたいです。

30 3日間の授業を通して，一回も先生が自分たちに対してマイナスな発言を言わなかったことで今回良いムードで授業
を行えたと思うので，自分もよい雰囲気作りを日常生活でも心がけていきたいなと思いました。普段から他人の美点
凝視をして素直に口に出せるような人になりたいと思います。3日間ありがとうございました。

31 とても得るものが多い3日間でした。おかげさまで，教育実習に向けて不安要素が少なくなった気がします。現在の
コロナ禍のお忙しい時期に講義をしていただきありがとうございました。

32 3日間という短い時間であったが，いろいろな人の意見が聞けてとても勉強になりました。ZOOMを用いた授業で先
生も大変だったと思います。ありがとうございました。確かに自信はついたのですが，要望をいうと模擬授業などを
やりたかったです。理科教育法で今までは3回ほど模擬授業を行っていたらしいのですが，コロナの情勢もあり，自
分たちは1回しかできませんでした。それもあって，模擬授業をやりたかったです。化学科の友達と電話で授業構成
の話などをすることがあるのですが，やはりほかの学科の生徒の話を聞けるのは自分にとって大きいと思う。今回の
事前指導は自分にとっていろいろな人の話を聞けて，とても成長できたと思う。この経験を教育実習に生かしていき
たいと思う。いろいろな対応ありがとうございました。

33 一週間に一回と回数的には少ない時間でしたがとても楽しく学ぶことが出来ました。今回はコロナでズームをつかい
発表ということで，逆に，みんなの視線を気にすることなく出来たし，実際に見せれないからこそどうしようかな
ど，考える時間がたくさん作れました。パワーポイントも人によって使い方が違うので，こういう表現，使い方もあ
るんだなと，発表の仕方の勉強にもなって良かったです。
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34 殆どの人が，生徒の興味関心を惹くために，実験や観察を行いたいと話していたが，実際に教師になった時にどれ程
実験が出来るのか疑問に思った。授業時間が足りないということをよく耳にするため，実験をする機会を増やす事が
教師になった際の課題になるのではないかと感じた。また，大学ほど実験器具は揃っていないと考えられるため，そ
の事を考慮した上で実験方法を考えなければいけなくなるのだろうと感じた。本講義では理科の授業を構想したた
め，生徒の興味関心を惹くために実験などを用いると考えたが，他の科目の授業の際，どのようにして生徒の興味関
心を惹くのか疑問に思った。私が受けた講義の中で，Zoomを用いた講義であっても双方向型の講義はほとんど無
かったため，発表をする際など非常に緊張した。本講義は受け身の授業ではなかったため，興味関心を持って取り組
めたが，やはり対面で受けたい講義であったと思った。

35 こういう授業があれば物理が楽しかったなと思う案がたくさんあった。この先生に学びたいなと思う方もいて，いか
にまじめに教育について考えていて，いかにレベルが高いかと感じることがたくさんあった。もっと勉強しなければ
いけないと思った。多様な高校生の考え方にいかに合うアイデアを出せるか，今から色々と考えておこうと思う。

36 個人的な考えだが私には勿論人間なので他人に好かれたいという考えが根本にありはするが，先生は生徒のために動
くことで生徒に嫌われても良いというのが頭の片隅にあった。
しかし発表の中で生徒の考え方の一つにこの先生が好きだから授業をきちんと受けようという考えになることがある
という発言があり，私の根本の考えは変わりはしないものの生徒に好かれる努力を放棄してしまうことをやめ，授業
時間外の関わりも大切にしていこうと思った。

37 上にも書いた通り他学科の意見をたくさん聞けたことがとても良かったことと，同じ学科でもあまり意見交換をした
ことがなかったので同じ化学でもこういう授業の展開があるのだなと考えさせられました。自分がやりたい授業って
なんなのだろうかとまた再確認できる時間で不安が少し減りました。3日目の発表では最後だったのでそれでも17時
前には終わるかなと思っていたので家の鍵を閉めたままにしていたら，発表中に家人が帰ってきてしまって何を言お
うと思っていたのか飛んでしまって変な発表になってしまったことが悔しかったです。慣れない環境の中始まる前は
不安ばかりでしたが，最終的に発表までたどり着けて良かったです。実習まであと3ヶ月ほど，悔いのないように頑
張ります。

Ⅵ．展　望

　新学習指導要領では，主体的・対話的で深い

学びからの授業改善が求められているが，学生の

多くはそのような授業を体験せずに新学習指導要

領に沿った授業を求められる。今回，教員に求め

られる資質・能力に着目し，主体的・対話的で深

い学びの視点から教育実習事前指導の授業をデザ

インして実施したが，学生の記述内容から一定の

資質・能力が身に付いたと考えられる。印象的な

一人の学生の振り返りを以下に示す。

「3日目の授業でいろんな人の発表を聞きまし

たが，いろんな授業の構想を知ることができて，

すごく勉強になりました。私はいつも答えを導き

出すということを意識してしまって，自分の考え

が正しい答えからはずれてしまうことを怖いと

思ってしまいます。ですが今回さまざまな人の発

表を聞くことによって，授業に決まった方法はな

いということを学びました。先生も授業に1つの

方法があるわけではないということをおっしゃっ

ていましたが，そのことから型にはまらずに自由

に授業を展開することも大切なことなのだと思い

ました。私にとってそのような考え方ができたの

はすごく大きなことでした。私は2日目のグルー

プ発表と3日目の個人発表の課題を作るときに，

何が正解なのだろうかと常に考えてしまってい

て，『まちがっていたらどうしよう』という不安

な気持ちがありました。しかし授業に決まった方

法はないということを学んで，『自由に豊かに発

想する』ことの大切さを学ぶことができました。

それは自分にとってプラスになったことだと思い

ました。また，3日間を通して学んだことは他に

もたくさんありました。実験や観察が生徒たちの

興味・関心を高めるのにとても重要であること，

授業では目的やねらいを明確にして何のために授

業をしているのかを生徒に理解させること，自己

肯定感を高めることが生徒たちの興味・関心につ

ながること，教師の問いかけによって生徒たちの

興味・関心や学びの方向性が変わることなどで

す。今までは教職の授業で先生や学習指導要領な

どから授業に大切なことを学んでいましたが，こ

の3日間では学生の考えから学ぶことがほとんど

でした。それぞれが授業を行うのに重要なことを

よく考えていて，私が思いつかなかったことが多

くありました。それとは逆に共通していた考えも

あったので，その部分は重要なことだと再認識す

ることができました。それによってさまざまな視

点から授業の展開を考えることができたので，自

分のためになったと思いました。みんなの考えを

知ることができてよかったです。」
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教育課程企画特別部会「論点整理」（2015）で

は学習指導要領改訂の基本的な方向性について以

下のように示している。次期学習指導要領等の改

訂が学習・指導方法について目指すのは，特定の

型を普及させることではなく，以下のような視点

に立って学び全体を改善し，子供の学びへの積極

的関与と深い理解を促すような指導や学習環境を

設定することにより，子供たちがこうした学びを

経験しながら，自信を育み必要な資質能力を身に

付けていくことができるようにすることである。

そうした具体的な学習プロセスは限りなく存在し

得るものであり，教員一人一人が，子供たちの発

達の段階や発達の特性，子供の学習スタイルの多

様性や教育的ニーズと教科等の学習内容，単元の

構成や学習の場面等に応じた方法について研究を

重ね，ふさわしい方法を選択しながら，工夫して

実践できるようにすることが重要である。

学生も授業に正解を求める傾向にあるが，授業

において決まった方法はなく創意工夫して様々な

方法を模索する重要さに気付いた意義は大きいと

感じる。特に，今回様々な人の発表を聞くことに

よって，授業に決まった方法はないということを

学んだことが大切なことだと考える。まさに，

「他者との協働や外界との相互作用を通じて，自

らの考えを広げ深める，対話的な学びの過程が実

現できているかどうか」という視点につながるこ

とが表現されていると考える。

また ,これからは組織的・協働的に課題を解決

することが今以上に求められる時代になってくる

と予想される。教員養成答申では，「チーム学校」

の考え方の下，教員は多様な専門性を持つ人材と

効果的に連携・分担し，教員とこれらの者がチー

ムとして組織的に諸課題に対応するとともに，保

護者や地域の力を学校運営に生かしていくことも

必要としている。「チーム学校」として 諸課題に

取り組む力を育むためには，実際に教育現場に行

く教育実習などにおいて学生がチームとして諸課

題に取り組む場面を体験するなど様々な機会が必

要だろう。その他，学校インターンシップや学校

ボランティアなどの取組を充実させることも考え

られる。土屋（2015）は，学校インターンシップ

の実施を通して，学生が教職についての理解を深

化させ，自分自身が教育現場に立つことを想定し

ながら実際の指導と関わることができることには

大きな意味があり，大学の理論的な学びと現場の

実践知の融合の機会としてもその教育的な効果は

大きいと指摘している。学生が長期間，継続的に

実際の教育現場等で様々な場面を体験すること

で，学校現場を多面的に知ることができ，学んだ

ことをどう生かすかといった視点で物事を考える

ことができるだろう。理論と実践を往還すること

により，実践的な指導力を育成する機会となるこ

とが期待される。

今回は，双方向によるオンラインで教育実習事

前指導を実施したが，組織的・協働的に課題を解

決する場面を対面式よりも十分に時間を確保して

実施することも必要であろう。後藤（2020）は，

これまでの教室での事前指導の授業と双方向によ

るオンラインでの事前指導のメリットとデメリッ

トを比較している。その中で，双方向によるオン

ライン授業のデメリットとして学生の意識次第に

よることが大きいと指摘している。今回の実践に

おける最初の時間に，自己紹介を兼ねて「なぜ教

育に興味をもったのか」「どんな生徒を育てたい

か」などの問題意識を共有したことは学生の意欲

の喚起にもつながったと考える。ある学生が「1

日目で，他の人の教育に興味を持った理由や教員

になりたい理由を聞き，それぞれに様々な視点が

あり，私も頑張っていきたいと強く思いました。」

と振り返りに記載してくれたように，学生の意欲

を喚起する場面を組み込んで授業デザインするこ

とは，主体的・対話的で深い学びの視点からの授

業改善にもつながると考える。

学習指導要領には，これからの学校には，急速

な社会の変化の中で ,一人一人の生徒が自分のよ

さや可能性を認識できる自己肯定感を育むなど ,

持続可能な社会の創り手となることができるよう

にすることが求められることを明記している。教

員を目指す学生自身が自分の良さや可能性を認識

し自己肯定感を育めるような授業デザインを構築

することで，学生がこれからの教員に求められる

資質・能力を育成できるようにしていくことが大

切だと考える。
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