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1）日本大学文理学部 1）College of Humanities and Sciences, Nihon University

1．はじめに

日本大学文理学部では，学生支援室の窓口に

コーディネーターを常駐させることで，多様な学

生相談に柔軟に対応するワンストップ窓口として

の機能を果たしている。特に，相談業務として関

連部署による組織間の連携が必要となる場合，

コーディネーターの調整によって多面的な連携や

密な連絡が円滑に進められている。

また，このように学生支援室を整備し充実する

だけでなく，当該学生と関わりのある様々な人た

ちが協働・連携して学生生活を支援することが重

要である（楠本ほか，2010）。そのため，学生対

応に関する教職員の支援を目的として，平成28

年度より「学生対応教職員支援委員会」を設置

し，現在では学生課が主幹となって組織的な教職

員支援の体制を準備している。

この取り組みは，教職員一人では解決困難な学

生対応に関する諸問題に対して，事前に専門的知

識を有した相談員と対応を協議できる点や関連部

署と連携して対処することができる点，また専門

家である相談員との相談により教職員が抱える

様々な不安を軽減できる点，何よりも学生主体と

した最善策を講じることが可能となり結果として

教職員支援が学生支援に繋がる点など，多くのメ

リットがあると考えられ，その効果が期待される。

令和2年度は，新型コロナウイルス感染症拡大

の影響で主に遠隔授業となったことから，対面で

学生と接する機会がほぼない状況となってしまっ

た。そのため，教職員は学生とのコミュニケー

ション方法が一変し，不慣れな通信機器を用いて

の教育環境となった。今でこそオンラインの利点

を生かした効果的な授業やコミュニケーションが

工夫して行われるようになったが，当初はその方

法も分からず不十分であったように思われる。残

念ながら令和 3年度においても遠隔授業が主と

なったことから，その弊害として学生対応に関す

る新たな問題となって現れることが危惧される。

例えば，遠隔授業に慣れず，なかなか思うように

進まない学習状況等に悩む学生の増加が予想され

ることから，できれば年度始めに喫緊に対処でき

るよう準備し，かつ継続的に対応していくことが

重要と考えられる。

また，新型コロナウイルス感染症の影響がなく

なったとしても，学修面や学生生活面における悩

みを抱える学生をはじめ，発達障害等の課題を抱

える学生など多様な学生が存在していることか

ら，日頃より学生対応に関する多くの課題が生じ

ている。特に，2016年 4月に「障害者差別解消

法」の施行により障害者支援は重要な課題（土屋

ほか，2017）となっており，近年では発達障害傾

向のある学生が増加傾向にあることが指摘されて

いる（佐藤，2018）。つまり，障害に由来すると

考えられる行動特徴を持ちながらも障害の診断を

有さず，支援の対象と考えるケースが非常に多く

なっている（石井，2011）。これらのことから

も，このような学生対応のための教職員支援の体

制をさらに充実しておく必要があろう。

そこで本稿は，本学文理学部における教職員支
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援の具体的な取り組みについて報告し，今後の課

題を含めてまとめておきたい。

2．「学生対応教職員支援委員会」の業務

この委員会の任務は，「教育上の配慮を必要とす

る学生への対応策を検討し，教育・指導に当たる教

職員をサポートする」ことである。主な業務は，1）

個別相談，2）学生対応教職員連携協議会の運営，

3）研修会の実施で，以下に詳細を述べる。

1）個別相談

教職員を対象とした個別相談は，学生対応に関

する一つひとつの問題を丁寧に解決することがで

きる重要な方法の一つと考えられる。個々の教職

員は，① 相談員に相談したい場合（組織間の連

携要望を含む），または ② 情報を共有したい場合

にいつでも相談を依頼することができる。当委員

会は，教職員（相談者）からの相談があった場

合，図 1に示した「対応の流れ」に従って対応す

ることとなっている。

まず，相談者は本学の情報共有システムである

「事務の友：各種申請書・様式集」から「相談受

付票」（図 2）をダウンロードし，簡単な相談内

容を含めた必要事項を記入する。そして，相談窓

口となる受付事務（学生課）の指定メールアドレ

ス宛に「相談受付票」を添付して相談を依頼す

る。相談依頼が受信されると，当該委員会委員長

は相談者の相談内容や意向，相談希望日時等を確

認した上で，速やかに対応する相談員（令和2年

度より 2名から 3名に増員）を決定する。相談員

が決定した後は，詳しい相談日時や場所，および

相談方法について相談員から相談者へ直接連絡

し，協議した上で相談に応じる。その際，相談者

が事前に関係部署との連携を希望している場合に

は，受付事務（学生課）が関係部署のメンバーの

選定と日程調整を同時に行い，相談時には同席で

きるよう調整している。なお，1回の相談で終了

できない場合には，相談員が 2回目以降の相談を

相談者と協議し，継続して対応することとなって

いる。相談終了後，相談員は相談受付票にその記

録を記入し，受付事務（学生課）に提出するとと

もに，当該委員会委員長に報告する。また関連す

る連携部署がある場合にはその責任者に回覧して

情報を共有している。その場合，個人情報保護の

観点から閲覧者は限定しており，閲覧後，相談記

録票は施錠できる書架で常時保管している。
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報共有する情報が限られること，参加予定者全員

の日程調整が不可能であること，相談員が参加で

きない場合，問題解決のための取り組みが提案で

きないことなど，様々な示唆が得られたことか

ら，現実的には相談者と相談員，ならびに連携が

必要な関連部署の代表者に限って，適宜，「学科

対応検討会」として連携協議する方が，問題解決

のための実行力が高まると考えられた。そのた

め，令和元年度以降，「全体会」と称する会議体

は開催しておらず，今後，必要に応じて開催する

こととなっている。現在では，個別相談から「学

科対応検討会」に発展して関連部署や当該学科の

責任者を含めて連携協議し，学生対応に当たる

ケースが多くなっている。

3）研修会の実施

これまでに教職員研修会として，新任研修会や

事例研修会，および全体研修会を開催してきた

が，学生対応に関連する研修会は，他にもFD

（Faculty Development）研修会やSD（Staff Devel-

opment）研修会としても開催されており，引き

続き，研修機会を確保しつつ研修内容の充実を図

ることが大切である。近年，発達障害傾向のある

学生が増加していること（佐藤，2018）を踏まえ

ると，発達障害に関する理解を深め，その対応に

ついて事前に研修しておくことは，教職員にとっ

て責務となると考えられる。またこれらの知識や

学生対応の経験は，一般学生に対する支援にもな

り得ることから，新任研修会ではもちろんのこ

と，常に研修会テーマとして取り上げ，積極的な

参加を促していくことが重要である。

3．相談件数の動向

令和2年度の相談件数は累計17件で，内訳は，

単に相談員との相談が 5件，組織間の連携を要望

する相談員との相談が 9件，情報共有のみが3件

であった。因みに，令和元年度は，情報共有のみ

の40件を除けば，相談員との相談（組織間の連

携を要望する相談を含む）は 6件であったことか

ら，実際に相談員との相談に至った案件は 6件か

ら14件に増加したことになる。

この増加は，新型コロナウイルス感染症拡大の

また年に一度，合同教授会にてこの委員会の役

割等を説明するとともに，各学科の教職員が把握

している，学生対応に苦慮している案件の有無に

ついて全学科を対象に調査を実施している。もし

学生対応に苦慮する案件がある場合には，学科主

任名で相談受付票を提出してもらい，相談員との

相談（組織間の連携要望を含む）を実施するか，

あるいは情報共有にて随時対応している。

2）学生対応教職員連携協議会の運営

本学文理学部では，事務局各課・センター等に

加え，各学科に研究事務室を配置して研究室体制

が整えられている。学生対応教職員連携協議会

は，半期に 1度，相談員と各学科および各課の代

表者が，学生や教職員が抱える諸問題について組

織間の垣根を超えて情報共有し，学内における組

織間の連携強化を図ることによって問題解決に資

することを目的として設置された。

しかしながら，情報共有のみでは直接的な問題

解決に至らないこと，個人情報保護の観点から情
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等教育機関における保護者との連携のあり方（佐

藤，2018）や保護者支援に関する具体的な議論も

事前に求められよう。また，学生との面接時に

キャリア支援センターなどの関連部署との連携を

行っている点も大変興味深い。さらに，④ の情報

交換会議では，問題となる学生が所属する学科内

全体で情報共有し，なおかつ具体的な学生支援の

振り分けを行なっていることから，実際に問題解

決に向けた実行力ある取り組みとなっているもの

と推測される。

このように，教職員支援の一つひとつは，結果

として学生支援に直結することから，本学文理学

部においても大いに参考になると思われる。そこ

で，当委員会における今後の課題を以下に示し

た。

1） 相談案件が増加した場合，現在の3名の相談

員体制では対応しきれないことから，相談員

の増員計画を事前に立て，具体的な対応策を

検討しておく。 

2） 相談受付は，電子メールでいつでも可能であ

るため，その時間的メリットを生かして，で

きるだけ速やかに相談員と調整し，相談に応

じられるよう対処する。

3） 他の研修会と協力し，継続的に充実した研修

会を開催する。

4） 関連部署による組織間連携が必要な場合，定

期的に支援等の進捗状況を確認することで，

学生対応の取り組みを停滞させない配慮が必

要である。その際には，個人情報保護に配慮

しながら情報共有を徹底する。

5） 教職員支援に関する取り組みをより充実させ

るために，教職員支援に関するアンケートや

個別相談後のフィードバック等を得る。

5．おわりに

本稿では，本学文理学部における教職員支援と

して「学生対応教職員支援委員会」の具体的な取

り組みを報告した。今後，この取り組みがより充

実すれば，問題解決が速やかとなり，結果として

学生の学習支援や学生生活支援にも好影響を与え

るものと考えられる。また，相談員との相談や組

織間連携による問題への対処は，教職員の精神的

影響が原因であることも考えられる。しかし一方

で，本学文理学部における教職員を対象とした個

別相談の取り組みが少しずつ認知されるように

なった結果，学生対応に苦慮する案件が生じた場

合，直ちに信頼できる相談員に相談することがで

きるようになったためとも解釈できる。つまり，

これは，これまでの相談員の丁寧な取り組みが個

別相談への信頼となって現れた結果と思われる

（この場を借りて，3名の相談員の先生方には敬

意を表したい）。

このように，教職員が相談員と相談することは，

専門家としての的確なアドバイスやアイデアを得る

ことで学生指導の方向性を見出すことができる。ま

た，必要があれば関連部署との連携を要望すること

で組織的な対応策を講じることでき，問題の拡大を

予防することに繋げられる。そして，何よりも，不

安等を軽減し心理的な安心を得ることができること

は大きな効果ではないだろうか。

4．今後の課題

本学文理学部では，前述したように，「相談受

付票」を用いた情報共有や個別相談，また組織間

の連携相談を主軸とした教職員支援を行なってい

るが，例えば，東京都市大学では「様々な理由で

学習や研究に困難を感じている学生と，彼らに関

わる教職員・保護者を支援する」ことを目的とし

たDOL（difficulties of learning）支援プロジェク

トを展開している（土屋ほか，2017）。特に教職

員支援に関しては，① 指導で気になっている学生

についてのアンケート，② 教職員との個別相談

（研究室訪問，カウンセリング，指導方法に関す

るコンサルテーション等を含む），③ 学生本人と

の面接や保護者同席の四者面接（キャリア支援セ

ンターとの連携），④ 学科全体との情報交換会議

（情報共有と支援の割り振り），⑤ 学生理解と支援

方法に関する研修会，といった 5つの取り組みが

報告されている。

近年，支援の対象が学生のみならず保護者にも

及んでいる（高石，2009）ケースがあることか

ら，③ の学生本人と面接するだけでなく，保護者

も同席して面接するケースは，今後，保護者支援

としても重要となることが考えられ，大学等の高
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な負担軽減に繋がり，自己防衛のための手段とな

り得るであろう。

したがって，引き続き，当委員会による教職員

支援の取り組みに全教職員の理解と協力を求めつ

つ，個別相談に丁寧に臨み，組織間連携を強化し

た教職員支援を目指したい。
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 学生支援室窓口の立ち上げとコーディネー

ターの育成

1． 大学における学生支援室コーディネーターの

役割

大学における学生相談は，「面接を中心とした

心理学的な方法論をもとに，学生を育てるという

教育活動」（杉江，2010）である。その特徴は，

学生の成長を目的に，関係部署と協働しながら学

生への支援を行っていくことにある。そのため，

カウンセラーは個別面接だけではなく，関係部署

との調整や情報共有を行い，大学全体としての協

力体制を作るコーディネーター機能も担ってき

た。下山ら（1991）は，学生相談の活動として，

援助，教育，コミュニティ，および研究を主要4

活動として挙げ，これらの学生相談活動を組み合

わせて，学生援助のためのソーシャル・サポー

ト・ネットワークを形成するモデルを提示してい

る。このモデルによれば，学生支援のためには，

学生が関係する人々との人間関係を広げていくた

めの「つなぎ役」が必要であることがわかる。し

かし，つなぎ役と言っても，単に関係者を引き合

わせれば良いという役割ではない。専門的な知識

やスキルを必要とする。例えば，小学校・中学校

における教育相談コーディネーターとは，「学校

において，組織的な連携・支援体制を維持するた

めには，学校内に，児童生徒の状況や学校外の関

係機関との役割分担，SCやSSWの役割を十分に

理解し，初動段階でのアセスメントや関係者への

情報伝達等を行う教育相談コーディネーター役の

教職員」（文部科学省，2017）とされている。つ

まり教育相談コーディネーターは，関係者間をつ

なぐだけでなく，アセスメント能力や事例の適切

な報告，調整能力が求められていると言える。根

津・廣岡（2020）は，教育相談コーディネーター

を，「教員であること，生徒のアセスメントを行

い問題の早期発見と早期対応， SC や専門機関と

の連携，予防的・開発的カウンセリングの実践」

を行う者としている。そして瀬戸・石隈（2002）

によれば，高校におけるコーディネートは，

① アセスメント・判断，② 説明・調整，③ 保護

者・担任連携，④ 専門家連携からなり，組織へ

の関わりかけとしては，① 情報収集，② 広報活

動，③ マネジメント，④ネットワークという役

割が求められている。これらをまとめると，中学

高校のコーディネーターに共通しているのは，生

徒や状況をアセスメントし，生徒のために必要な

連携を判断し，必要な説明を関係者に行う能力が

あるということであろう。同様に大学も，学生に

対して，①クライエント個人の見立て，②修学・

学生生活力の見立て，③援助資源の見立て，④社

会的自立力の見立てを行ったうえで，「見立てた

内容を，誰に，どのように伝え，どの次元ではた

らきかけうるのかの判断をしなくてはならない」

（高石，2020）。以上のことから大学におけるコー

ディネーターとは，該当学生のための協働が関係

者間で円滑に進むように，アセスメント能力をも

つ者が，関係者が学生について理解できるように
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支援しながら，関係部署間での支援方法の調整を

行うと考えられる。

2．大学におけるコーディネーターの現状と課題

大学において，コーディネーターはどのくらい

いるのであろうか。日本学生支援機構による調査

（2020）によれば，大学・短期大学・高等専門学

校における障がい学生支援担当者配置校は専任，

兼任合わせて1118校と，95.2％を占めている。担

当者の職種は，コーディネーターが最も多く114

校，次が職員で112校を占めており，コーディ

ネーターの配置は進んでいると言えよう。しか

し，コーディネーターの専門性に関しては，十分

とは言えないのではないだろうか。障がい学生支

援の担当者に関する実態調査（日本聴覚障害者学

生高等教育支援ネットワーク，2012）では，障害

支援担当者として就業する前職は，170名中，大

学職員（49.4％）が半分を占めている。また，仕

事以外の場で障がい学生支援に関わった経験は

213名中，ありが52人（24.4％），なしが161名

（75.6％）と，約1／4は未経験であった。調査か

ら年月は経っているが，大学においてコーディ

ネーターとして働くための必須資格が定められて

いない現状を考えると，全てのコーディネーター

が，アセスメント能力を持つ専門職であるとは限

らないと言える。そのため，コーディネーターと

して必要な専門的技能習得をどのように行うか

は，現在も課題であると言えよう。

筆者は，臨床心理士であり，学部の学生担当と

して，コーディネーターの育成に関わることに

なった。そこで，本学部の実践例を報告し，コー

ディネーター訓練の現状と今後の課題について検

討したい。

3． 日本大学文理学部における学生支援コーディ

ネーター

日本大学文理学部は，日本大学18学部のひと

つで，18学部は関東を中心に点在し，日本大学

本部が全学部を統括している。文理学部は，文

系，社会系，理系の18学科で構成され，学生数

約8,000人である。教員と学生の関りは学科によ

る特色が大きいが，多くは3，4年時にゼミに所

属して小集団指導を受ける。学年の始めには，取

得単位数が少ない学生を対象に，教員による修学

支援のための面接が行われる。職員と学生の関り

は，学生からの問い合わせや質問を，窓口や電

話，メール等で受け，質問に回答し助言を与え，

必要に応じて対面の面談を設定して学生支援を

行っている。

学生支援室は，学生課が管轄し，日本大学本部

より臨床心理士である3名のカウンセラーが月曜

日から木曜日の4日間交代で派遣され，各曜日1

人体制で対応している。本部派遣で対応できない

金曜日と土曜日は，文理学部雇用のカウンセラー

で補充している。身分は全員，非常勤職員であ

る。開所時間は，10時から17時まで。仕事内容

は，学生および学生の保護者へのカウンセリン

グ，教職員への学生対応についての助言，教職員

との学生支援のためのミーティング，全学年に行

う健康調査高得点学生への面談等であり，1日，

フルに活動をする状態になっている。学生相談室

の隣には保健室があり，常勤看護師2名がいる。

そして，内科医師と精神科医師が，それぞれ週に

半日ずつ学校医として勤務している。日本大学

は，2019年に，本部事務分掌規程において，障

がい学生支援が学生課の事務事項として記載され

た。それに伴い，本部の学生支援センターに臨床

心理士資格を持つコーディネーターが配属され

た。文理学部においては，コーディネーターとし

て，本大学の大学職員経験者の女性を任期制職員

として雇用した。但し，障がい学生支援は未経験

であった。

4．コーディネーターの訓練

1）訓練の必要性

文理学部では2019年より，カウンセリングを

主業務とする「学生支援室（カウンセリング）」

と，コーディネーター1名が専従する「学生支援

室（窓口）」の2つに組織を変更した。

本学部の強みは，学生のアセスメントはカウン

セラーに担ってもらえるということである。また

これまでも，聴覚障害，視覚障害，および発達障

害等の学生が学んでおり，支援も行われていた。

しかし弱点としては，その障がい学生支援は各学
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として，1）学生対応に関する能力，2）守秘義務の

厳守，3）コミュニケーション能力，4）多様なニー

ズへの対応能力，5）フォローアップ，6）チーム

ワークの重視，7）大学組織への理解，8）リスク対

応能力，が挙げられている（岡田，山本，佐野，

吉原，2012）。そこで，本学部コーディネーター

訓練は，カウンセラーが連携・協働をする際に必

要な知識等を土台にして，次に示す知識・スキル

習得が必要と考えた。

Ⅰ：基礎知識：1）主要な部署や学科において誰

が何を行っているのかの，人の理解，仕事内容の理

解，2）各施設の場所，機能，利用時間等の理解，3）

本学部コーディネーター業務の理解，4）必要な人へ

の連絡の仕方と学生を紹介する仕方の理解。

Ⅱ：インテーカー：1）面接に関する基本的知識

の習得，2）カウンセラーの仕事内容の理解，3）カ

ウンセリングに関する専門知識の習得，4）イン

テークの実践力の習得。

Ⅲ：障がい学生支援：1）障がい学生についての

理解，2）障がい学生支援についての知識習得，3）

障がい学生支援に必要な情報，機材の情報収集，

4）障がい学生支援の実践，5）障がい学生支援検討

委員会の運営に関する事務作業。

Ⅳ：その他：コーディネーター業務の紹介と業

務内容の広報。

以下，上記の知識・スキル習得の過程を，3期

に分けて報告する。

5． 「学生支援室（窓口）」コーディネーターの訓

練過程

1）2019年4月～6月：支援窓口準備までの期間

科や部署の，その時点での教職員や学生ボラン

ティアにより行われ，個別に対応されてきたこと

であった。このため，機材の有無や情報はどこに

も集約されておらず，担当者が転勤（本部及び

18学部間での異動）によりいなくなると，スキ

ルが引き継がれなかった。また，カウンセラーは

基本1日勤務のため，教員と連携のための時間を

もつことが難しかった。

そこで，本学部コーディネーターの主機能は，

学生を，学生の困り事に関連しており支援が可能

なひとや部署に「つなげる」こととした。この学

生と関係部署を「つなげる」機能は，担当部署案

内のような単純なものから，カウンセラーが行う

アセスメントの基づく「つなぎ」まで幅が広い。

この「つなぎ」の中での本学部コーディネーター

の機能は，カウンセリングは行なわず，関係者間

の調整のみとした。このことを教職員に強調して

伝え，コーディネーターが障がい学生支援を担う

のではなく，教職員全体で対応するための連絡役

であることを，教職員に理解してもらえるように

努めた。しかし，限定したつなぎ業務であったと

しても，学生や関係者と直接話をする，現場の最

前線の仕事であることに変わりはない。つまり，

一般的な事務仕事とは異なると言える。したがっ

てコーディネーターとして必要な知識とスキルは

求められることになる。但し，個人の努力で身に

つけるのは限界がある。「学生支援室（窓口）」が

学生へ効果的支援を行うためにもコーディネー

ターへの訓練は重要な課題であった。

2）訓練の構築

大学でのコーディネーターに求められる8素質

表 1　基礎訓練

目的：コーディネーターが主要な関係者や部署とつながる。

知識習得 スキル取得

学生支援業務の概要理解 学生課業務の基礎的スキルの獲得

学生支援の概要理解（看護師関連） 看護師との対話実習・学生支援の現場見学

学生支援の概要理解（教職員関連） 教職員との対話実習・学生支援の現場見学

学生支援の概要理解（ボランティア学生関連） 学生ボランティアとの対話実習・現場見学

カウンセリング実務の概要理解 カウンセラーとの対話実習・業務補助（予約対応）

留学生支援の概要理解 留学生対応支援者との対話実習

障がい学生支援に関する各種研修 学生支援関連の施設見学

日本大学インテーカー研修（含む，資格取得）
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事例を伺わせてもらった。このように文理学部で

の事例を見聞して，支援の実際を体得していっ

た。加えて，各種，障がい学生支援に関する研修

会への参加も，上記訓練に並行して行った。そし

て，日本大学のインテーカー研修を受講し，日本

大学インテーカー資格を取得した。

2） 2019年7月～9月：障がい学生支援を除くなん

でも相談としての期間

2019年7月11日から，学生支援窓口の利用説

明書を合同教授会にて報告し，学生支援室窓口の

業務を開始した（表2）。

ドアは一部ガラス製なので部屋の閉塞感は少な

いが，当初は，部屋のドアは閉じず，常にある程

度は開いた状態を保つことを原則とした。これ

は，コーディネーターが相談業務に慣れるまで，

相談学生の現実感を保ち，心理的関係が深まり過

ぎずに維持されることを目的としたものである。

実際に窓口に訪れる学生への対応が始まり，実際

の対応を通しての実践訓練が始まった。対応につ

いて困ったことや疑問が起きた場合は，カウンセ

ラー，看護師，学生課・教務課職員，学生担当教

員が，その都度，相談や助言を行った。

3） 2019年10月以降：障がい学生支援も含めた

コーディネーター期間

9月と12月に合同教授会にて，合理的配慮が必要

な学生に対する支援の流れ図と書類一式を示し，学

生支援窓口の役割はインテークと連絡調整役である

ことを教員に周知した。コーディネーターは，学

この時期は基礎訓練として実施して，その主目

的は，コーディネーターが主要な人や部署とつな

がることである（表1）。

まず，4月1日の入職時研修の中で，学生支援

の取り組みについて学ぶ講義を受けた。そして翌

日より，学生課で実務を行いながら学生課の仕事

内容を学んだ。3週目からは各曜日カウンセラー

から1時間ずつ，カウンセリング実務についての

基本的知識の講義を受け，面接記録の取り扱い

方，守秘義務等について学んだ。4週目は，保健

室で，看護師による学生対応を陪席し，看護師よ

り学生支援についての講義を受けた。並行して，

学生に必要な学部の各施設についての情報を集め

た。5月には，カウンセラーと学生間の連絡調整

役を担うために必要な，連絡調整方法やケース対

応，予約方法等について，各曜日のカウンセラー

たちから話を聞く時間を再びもった。そして，カ

ウンセラーの予約補助の仕事を開始した。さらに

学生対応の実際を学ぶために，実際に支援を行っ

ている教職員（教務課，教職センター，学科）か

ら，授業における配慮対応，視覚障碍者への支

援，発達障害傾向のある学生への支援について，

話を伺い，指導の際に陪席をさせてもらった。ま

た，現在，学科として障がい学生支援をしている

ボランティア学生達から，実際の仕事内容や工夫

について聞く機会と，実際の作業の様子を見学す

る機会を与えてもらった。そして，外国語教育セ

ンターでは，留学生への語学支援についての相談

表 2　実践訓練（その1）

目的：コーディネーターは，相談学生の現実感を維持させた心理的関係を作る。

知識習得 スキル取得

関係者による助言 支援室窓口での学生対応

表 3　実践訓練（その2）

目的：実務を通じて，コーディネーターに必要な知識及びスキルの向上を図る。

知識習得 スキル取得

関係者による助言 障がい学生への支援説明

実務を通じた実践的な知識 カウンセラーとの連絡調整

各種研修への参加 関係者との連絡調整

アセスメントに基づくコーディネーターの体験学習

実務を通じた事例対応

業務内容の広報
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レベルのアセスメントに関する専門知識を求める

のは過剰な要求だと言える。当初本学部では，ア

セスメントはカウンセラーに任せ，分業を行う方

針で十分であろうと考えていた。しかし，アセス

メントを説明されれば理解して関与できるわけで

はなく，理解を関与に生かすためには専門知識が

必要であった，そのため今後の訓練として，アセ

スメントの際には，学生の何を見て，どのように

理解したので，この関わりを選ぶのか，アセスメ

ントに関する専門的知識の解説を行い，コーディ

ネーターの理解力を育てる方針を考えている。

7．コーディネーターのこれからの課題

本学部は，チームプレーの重要さを理解してお

り，新しいことへの適応力の高さをもつ，元大学

職員をコーディネーターとして雇用することがで

きた。そのおかげで。コーディネーターの専門的

な仕事内容に特化した訓練を行うことに専念でき

た。アセスメントに基づいたコーディネートを最

終到達スキルとした場合，カウンセラー訓練と同

様に，コーディネーター訓練に最低5年，スキル

到達まで10年の経験が必要となる。学生支援の

ためには，コーディネーターを育てていくという

視点も含めた支援体制の構築が今後の課題となる

であろう。
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学，短期大学及び高等専門学校における障害のある

学生の修学支援に関する実態調査結果報告書，独立

行政法人日本学生支援機構学生生活部障害学生支援

課

日本聴覚障害者学生高等教育支援ネットワーク（2012）

大学生および短期大学における障害学生支援担当者

の業務内容・専門性に関する実態調査報告書，筑波

生，カウンセラー，保護者，学科間の連絡，調整を

行い，実践訓練（その2）が始まった（表3）

コーディネーターは実践について困り事や疑問

が生じた時には，その内容に応じて，カウンセ

ラー，看護師，学生課・教務課職員，学生担当教

員に相談し，相談された側は，それぞれの専門か

らの助言を行った。そして，障がい学生支援に関

して，コーディネーターは，配慮を希望する障が

い学生に対して支援の説明を行い，カウンセラー

と打ち合わせ，関係者の連携会議のための連絡調

整を行い，連携会議の開催までを担った。連携会

議では，会議に参加し，学生担当教員による会議

での司会と説明を見て，アセスメントに基づく

コーディネートを体験学習した。

以降，コーディネーターは各種研修に参加し，

学生支援に必要な知識を習得するとともに，事例

対応を関係者たちと共有しながら行い，必要な場

合は助言を求めて，事例対応力をつけている。加

えて，実践訓練の過程で不足している知識やスキ

ルを，コーディネーター自身が発見し，能動的な

習得を行っている。

6．学生支援室窓口コーディネーターの現在の業務

2021年3月現在，学生支援室窓口コーディネー

ターは，学生・関係者からの問い合わせへの対

応，カウンセラー予約の調整と連絡をしている。

加えて，配慮を希望する障がい学生に対しては，

配慮の流れを説明し，書類について説明し受け付

け，カウンセラーとのアセスメント面接を設定

し，関係部署との連絡調整役を担っている。コー

ディネーターの頑張りを見ていると，職務遂行は

十分に行われていると評価できる。しかし，コー

ディネーター自身の不安や戸惑いは，経験を積み

知識が増えた今だから，多くなっているように見

える。学生を支援する際にカウンセラーは，病理

面と健康面の両方を含んだパーソナリティの仮説

を作り，仮説に基づいた支援方針を立て，その支

援方針に基づいた関与を行い，その後，関与につ

いての評価と考察をおこなう。しかし，このよう

なアセスメント能力は，カウンセラーであっても

何年も訓練を重ねて身につけるものである。した

がってコーディネーターに，カウンセラーと同じ
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技術大学障害者高等教育研究支援センター

文部科学省（2017）児童生徒の教育相談の充実について

（通知）平成29年2月3日通知

  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sho-

tou/066/gaiyou/attach/1388337.htm

  2021年3月3日取得

岡田菜穂子，山本幹雄，佐野（藤田）眞理子・吉原正治

（2012）広島大学における障害学生修学支援とコー

ディネーターの役割，総合保健科学，広島大学保健

管理センター研究論文集　28，71-79.

瀬戸美奈子・石隈利紀（2002）高校におけるチーム援助

に関するコーディネーション行動 とその基盤となる

能力および権限の研究3 -スクールカウンセラー配置

校を対象として，教育心理学研究 50，204-214.

下山晴彦・峰松修・保坂亨・松原達也・林昭仁・齋藤憲

司（1991）学生相談における心理臨床モデルの研

究，心理臨床学研究 9（1），55-69.

杉江柾（2010）連携と関係者支援，日本学生相談学会50

周年記念編集委員会（編），学生相談ハンドブック，

学苑社，pp.127-144.

高石恭子（2020）学生相談における見立て，日本学生相

談学会（編），学生相談ハンドブック新訂版，学苑

社，pp.60-74.
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Ⅰ．はじめに

国連総会は，2006年12月に障害者権利条約を

採択し，この条約は2008年 5月 3日に発効し

た。この条約は，障害者の人権及び基本的自由の

享有を確保し，障害者の固有の尊厳の尊重を促進

することを目的にしている。我が国では，2007

年 9月に高村正彦外務大臣が条約に署名し，2014

年 2月19日に効力を発生した。このことによ

り，我が国では障害者の身体の自由や表現の自由

等の権利はもとより，教育の権利も一層促進され

ることとなった。

特に障害者の権利に関する条約「第二十四条　

教育」においては，教育に関しての障害者の権利

を認め，障害者を包含する教育制度（Inclusive 

education system：以下，インクルーシブ教育シ

ステムとする）等を確保し，個人に必要な合理的

配慮が提供されることを規定している。

このことを受けて，文部科学省（2010）では，

「合理的配慮」の提供として考えられる事項を，

（ア）教員，支援員の確保，（イ）施設・設備の整

備，（ウ）個別の教育支援計画や指導計画に対応

した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮，とし

ている。（ア），（イ）については，日々の授業実

践を行う教師にとっては及ばない部分でもある

が，（ウ）については，今後も整備が必要な事項

と考えられる。特に通常の学級に在籍している配

慮が必要な児童生徒の数は年々増加していると考

えられ（文部科学省，2012），真にインクルーシ

ブ教育システムを考えていくとなると，多様な児

童生徒の実態にあわせた配慮が必要となる。そこ

で本研究は，インクルーシブ教育システムの環境

整備に課題が多いと考えられる，役割分担を内在

する機能共同体的文化を教材とする授業に焦点を

当て，主に状況論に依拠しながら，新しい学習の

考え方を検討することを目的とした。

Ⅱ．合理的配慮の事例と課題

1．学校における合理的配慮

表 1は，中央教育審議会初等中等教育分科会特

別支援教育の在り方に関する特別委員会特別支援

教育の在り方に関する特別委員会（第 3回）で示

された資料 3（文部科学省，2010），「合理的配

慮」の例である。この事例は，様々な障害に共通

する事項として 8項目，視覚障害として3項目，

知的障害として 2項目，肢体不自由として4項

目，病弱・身体虚弱として 5項目，言語障害とし

て1項目，情緒障害として 2項目，LD,　ADHD, 

自閉症等の発達障害として 3項目の合計28項目

が挙げられている。

論　　文

役割分担を内在する機能共同体的な文化の学習に関する考察

―状況論とゲーム構造論に基づく教科的合理的配慮―

土田　了輔 1）・伊佐野　龍司 2）

A study on learning of functional community culture with role division:
Reasonable accommodation based on situation theory and Game structure theory

Ryosuke Tsuchida 1） and Ryoji Isano 2）
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表 1　「合理的配慮」の例　

1．共通

バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備

障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保

障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置

移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置

障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士，作業療法士，言語聴覚士及び心理学の専門

家等の確保

点字，手話，デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保

一人一人の状態に応じた教材等の確保（デジタル教材，ICT機器等の利用）

障害の状態に応じた教科における配慮（例えば，視覚障害の図工・美術，聴覚障害の音楽，肢体不自由の体育等）

2．視覚障害

教室での拡大読書器や書見台の利用，十分な光源の確保と調整（弱視）

音声信号，点字ブロック等の安全設備の敷設（学校内・通学路とも）

障害物を取り除いた安全な環境の整備（例えば，廊下に物を置かないなど）

3．聴覚障害

教科書，教材，図書等の拡大版及び点字版の確保

FM式補聴器などの補聴環境の整備

教材用ビデオ等への字幕挿入

4．知的障害

生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具，作業室等の確保

漢字の読みなどに対する補完的な対応

5．肢体不自由

医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保

医療的支援体制（医療機関との連携，指導医，看護師の配置等）の整備

車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保

障害の状態に応じた給食の提供

6．病弱・身体虚弱

個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保

車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保

入院，定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完

学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置

障害の状態に応じた給食の提供

7．言語障害

スピーチについての配慮（構音障害等により発音が不明瞭な場合）

8．情緒障害

個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保

対人関係の状態に対する配慮（選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合など）

9．LD，ADHD，自閉症等の発達障害

個別指導のためのコンピュータ，デジタル教材，小部屋等の確保

クールダウンするための小部屋等の確保

口頭による指導だけでなく，板書，メモ等による情報掲示

（文部科学省，2012，配布資料3，別紙2を土田が編集）

これらを見渡してみると，配慮が必要な児童生

徒に対して，授業の場に参加していく手助けをす

る道具，手段が列挙されていることがわかる。そ

して忘れてはならないのは，合理的配慮の言語で

あるReasonable AccommodationのAccommodation

は，調整や便宜という意味があるということであ

る。したがって，児童生徒（そしてその保護者）

からの要請に基づいて調整・便宜を図るのが，合

理的配慮ということになる。これらの配慮の内容

を眺めてみると，学習者を学習の場に導き，個々

の特性に合わせて教材へアプローチするための調

整や便宜がなされることが期待できる。

しかしながら，次章で述べられるように，扱う

教材の種類によっては，教科の側で学習者個々が

その教材にアプローチできるような内容や評価面

も含めた環境整備が必要となる。
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ながら，家庭科では，「調理を通して食品を扱っ

た後に，料理や食品をどのように組み合わせて食

べるのかを学習することにより，栄養・献立の基

礎を確実に習得できるようにすることを意図して

いる」（小学校学習指導要領解説家庭編，2017c，

p.34）ので，割烹の厨房内の調理集団といった，

共同体内の調理の役割関係を学ぶことに主眼が置

かれているわけではない。この場合は，個々の学

習者の調理技能や，調理に関する知識が同一内容

として評価されることになる。

また，体育科におけるゲーム・ボール運動教材

（以下，球技と総称する）もそのような役割分担

を内在する機能共同体的な文化と考えられる。多

くの球技は，1つのボールを目的地であるゴール

へ移動していくことを競争目的（鈴木ら，2003）

とする。そして，複数プレイヤーで実施されるこ

とが多い球技は，一人のプレイヤーが先の競争目

的を達成するため（あるいは妨害するため）に担

う役割が分担されていくゲームの発展過程を学習

として扱うことから，学習者が全く同一の学習活

動をするわけではない。むしろ，他と異なる役割

を担いながら，チームという共同体をいかに合理

的に機能させていくかを学習することになる。こ

の場合，学習内容が個々に全く異なるというわけ

ではなく，たとえばゲームの発展の原理などのよ

うな認知的・抽象的な学習内容を，個々の役割か

らゲームに参加することで学ぶという視点に立て

ば，共通の学習内容があるとすることも可能であ

る（土田・榊原，2018）。

しかしながら，現状の体育の球技単元において

は，技能評価と称して，シュートやパスなどの同

一パフォーマンスの向上を学習内容として評価す

る傾向がある。ここには，学習活動と学習評価，

あるいは扱う教材の 特性と学習内容との間に齟

齬が生じていることが懸念されることから，さら

なる議論が必要と考えられる。

ところで，体育授業においては，先の表1で列

記されている各項目を，学習者の状況に合わせて

調整していくことで，様々な児童生徒が安全に授

業に参加できていくと考えられるし，これまでも

多くの教師はこのことに配慮してきている。しか

しながら，これらの配慮は当該児童生徒を授業の

2．教材等の配慮

また，同資料では，障害のある児童生徒に小・

中学校等で「2．「合理的配慮」の提供として考え

られる事項」を挙げているが，その中で「（ウ）

個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した

柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮」を示して

いる。この点について注目してみる。

学校教育における多くの教科の学習は，指導方

法において何らかの学習集団が形成される場合が

あるが，内容面においては，学習者個々に同一内

容が示されていると考えることができる。たとえ

ば，小学校第 4学年の算数においては，「数と計

算」「図形」などが示されているが（文部科学

省，2017a，p.181, 201），学習者aには「数」が与

えられ，学習者bには「計算」が与えられるとい

うことはない。学習者が複数いれば，その誰もが

「数と計算」「図形」について学習できるような活

動が用意される。

しかし，学校教育においては，役割分担を内在

する機能共同体的な文化 1）を教材として扱う場合

がある。その代表事例は，たとえば，音楽科の第

5，6学年の歌唱分野において，「（ウ） 各声部の歌

声や全体の響き，伴奏を聴いて，声を合わせて歌

う技能」（文部科学省，2017b，p.91）がある。こ

の分野では，「斉唱や合唱などにおいては，自分

の歌声を全体の中で調和させて歌うことが求めら

れる。各声部とは，主旋律や副次的な旋律などを

表している。各声部の役割は，一つの曲の中でも

変化することがある。それらの役割を理解し，強

弱などを工夫することで，全体として調和のとれ

た表現になる。したがって，各声部の歌声や全体

の響き，伴奏を聴きながら歌うことが重要とな

る」（文部科学省，2017b，p.92）として，個々の

学習者が担う役割の理解が協調されている。した

がって，活動としての歌唱は，個々の学習者で異

なる役割を担うことになる。

一方，家庭科においても，食生活の内容である

「調理の基礎」において「グループで協力して作

業することの大切さ」（文部科学省，2017c，

p.38）に配慮して指導することとされている。グ

ループの協力については，一見，役割分担を内在

する機能共同体的な文化とも考えられる。しかし
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し，学習内容とする考え方が，我が国の体育では

一般的であろう。したがって，体育授業の中では

往々にして，そのようなパフォーマンスのパター

ンを“練習”して定着を図ろうとする。体育授業

場面の前半に位置づく学習活動によくみられる

“基礎技能の習得”局面である。 

しかし，そのようなパターンがその“役割”に

必ず生じるとは限らず，実はプレイヤーとしてグ

ラウンドに立つ学習者は，その時その場に居合わ

せた学習集団のもつ技能，知識レベルにふさわし

い状況の中で学習することを余儀なくされる。具

体的に言えば“ファースト”，“セカンド”，“サー

ド”などの地理的・機能的分業が生じるとは限ら

ず，場合によっては 1チーム全員が同様にボール

移動の阻止というタスクを企てることが奏功する

かもしれないし，遠投能力に限界があるならば，

場合によってはテレビで視聴するような野球よ

り，さらに細分化，あるいは単純化された役割が

必要になるかもしれない。この細分化あるいは単

純化された役割も，当該のベースボール型といわ

れる分業文化への正統的周辺参加（Lave and 

Wenger, 1991）の一つという視座を設定するなら

ば，かなり限定的な行為であっても，当該の“分

業文化”に参加，すなわち状況論的 4）な学習が可

能となるという解釈の余地が出てくる。しかしな

がら，そのような限定的な参加が，学習すべき当

該の素材の内容面から学習を担保していると呼べ

るかどうかには，さらなる検討が必要となろう。

2．ボールの移動と学習

未習熟者による球技のゲームの中に，我々がテ

レビで見るようなプロのプレイと異なる状況が生

じ，そのゲームへの参加が，学習と呼べるものに

なる可能性があることについて述べてきた。しか

しながら，そこで学習者がどのようなことを学べ

るのかを，ゲームの構造という視点から明らかに

する必要があるだろう。

球技におけるゲームの構造については，球技の

競争目的が，ボールを目的地へ移動することとそ

の阻止にあるとして，その基本構造が示されてい

る（鈴木ら，2003；2008）。ベースボール型につ

いては，先に述べたように，＜ボールの進行＞，

場に連れていくことはできても，その後に，どの

ような学習内容を保証し，どのように評価してい

くかという点においては，教師の手に委ねられて

いるのが現状と考えられる。家庭科にみられたよ

うに，グループでの活動が取り入れられる場合で

あっても，学習内容は全ての学習者に共通するも

のが想定されている場合もあるが，体育科にあっ

ては，たとえば，第5，6学年のベースボール型

の (2) 思考力，判断力，表現力等に「チームの特

徴に応じた作戦を選び，自己の役割を確認するこ

と」（文部科学省，2017c，p.143）とあるよう

に，役割を分担することによる仲間との関係の理

解が含まれていることから，役割分担を内在する

機能共同体的な文化を学べるようにすることが求

められているが，そのような学習を可能とするフ

レームワークの設定が大きな課題となっている。

Ⅲ．教材解釈の枠組みとしての状況論

1．球技のチームで学習するもの

先に，小学校学習指導要領（平成29年告示）

解説体育編の記載内容で確認したように，小学校

第5，6学年のベースボール型における思考力，

判断力，表現力等の内容に，「チームの特徴に応

じた作戦を選び，自己の役割を確認すること」文

部科学省，2017d，p.143）がある。ベースボール

型は，攻守が交代するといわれることが一般的で

あるが，その内実は，＜ボールの進行＞，＜ボー

ルの確保＞の循環と，＜到達と阻止＞が複雑に交

錯するゲームである 2）。この構造内で，特に＜到

達と阻止＞の「阻止」に関する部分は，複数のプ

レイヤーが協力して異なる役割を担うことが顕著

に生じやすい。本論ではこのような文化を，役割

分担を内在する機能共同体的な文化と呼んできた

が，以下，このような文化を議論の便宜のために

“分業文化”と呼ぶことにする。

ところで，上記のような分業文化の中での実践

を学習する場合，特定の固定的役割，たとえば野

球でいうところの“ファースト” 3），“セカンド”，

“サード”などといった個別の名称が冠された“守

備”名称にみられる一定の行動パターン，つまり

は打球された球を確保して“ファースト”に送球

する，などという一連の行為を固定化・特定化
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うる。それ以前に，ボールがどのように移動して

くるかの“傾向”を把握するなど，状況に身を置

くことで理解すべき学習課題があるということに

なる。当然のことながら，球技に未習熟な学習者

は，ボール扱いが利き手側に偏ったり，遠投能力

に限界があったりするなど，このような状況下な

らではの学習課題が出てくるのは必然であろう。

以上，状況論的視点に立ってゲームをみてみる

ことで，活動面に制限がある何らかの合理的配慮

が必要とされる学習者が，限定的ではあるが，意

味ある参加 5）を可能とする道筋が見えてくる。従

来，たとえば“正規の野球” “正規のバスケット

ボール”とはこのようなものであるという，いわ

ば本質主義的な視点に立ち，その“正規”のパ

フォーマンスモデルに学習者を近づけていくこと

が，学習の中心的課題となりがちであった。しか

しながら，状況論という視点に立ち，学習者が巻

き込まれているその時その場に学習があると考え

ることで，たとえプリミティブなゲーム様相で

あっても，様々なコンディションにある学習者が

個別最適化された参加方法で学べるという解釈に

正統性が生じよう。

加えて，「ゲーム構造論」でいうところの

「ボールの移動とその阻止」等の課題へのアプ

ローチがなされた時，当該の学習は，球技という

“分業文化”を理解するという体育科の学習面か

らの正統性をも獲得すると考えることができる。

Ⅳ．結　論

本研究の目的は，インクルーシブ教育システム

の環境整備に課題が多いと考えられる役割分担を

内在する機能共同体的文化を教材とする授業に焦

点を当て，主に状況論に依拠しながら，新しい学

習の考え方を検討することを目的とした。

学校教育において，役割分担を内在する機能共

同体的文化を教材とする場合，状況論という枠組

みを設定することで，限定的であっても，当該の

“分業文化”の中で正統的周辺参加ともとれる限

定的な参加が当該文化の学習と解釈できることが

わかった。そして，状況論にあっては，このよう

な参加が学習とみなされる点が重要であると考え

られた。したがって，何らかの理由で合理的配慮

＜ボールの確保＞の循環に加え，＜到達と阻止＞

というせめぎ合いが生じる。鈴木ら（2008）は，

これら球技の構造把握に基づき，競争目的や競争

課題について検討を加える一連の論を「ゲーム構

造論」と呼んでいるが，この「ゲーム構造論」

は，球技を「ボールの移動」という視点で一旦抽

象化することで，逆に球技では何が行われている

かをわかりやすくしている一面がある。

ここでは，このようなボール移動という考え方

に基づき，学習者が体育授業の中でどのようなこ

とを学習できるかについて考察する。

Tsuchida and Isano（2016）は，球技中のボール

の移動について注目し，球技のゲーム中にゴール

（ネット型にあっては対戦相手直下のエリアが制

限された区画，ベースボール型にあってはフェア

ゾーンなどと称される区画）というボールの目的

地に移動するボールの速度が上がれば上がるほ

ど，それを阻止しようとする側にとって脅威とな

る点に着目し，“ボールの攻撃性（Aggressive-

ness of ball movements）”という概念を提唱し

た。この考え方に従うと，仮にボールを目的地方

向に移動しようとするチームが構成されると，そ

のチームにとっては，ボールを目的地方向に直線

的かつ速く移動する試みが競争課題として重要に

なる。そしてチームの構成員にとっては，その試

みに，どのように有意味に参加するか，言い方を

変えると，その試みのどの部分を担うか（役割の

取得）が学習課題となり得る。ボールの移動に加

担するのであれば，どのような時に，どの場所に

いることで，ボール移動に貢献できるのかという

理解などが，ゲームの状況の中で理解されること

が望ましい。この場合，仲間の遠投能力やコント

ロール能力などが未習熟であれば，「ここにいて

もボールが来ない」「自分はここから投げても届

かない」など，初歩的でも重要な理解がなされれ

ば，状況論的にみて十分学習をしていると解釈可

能になろう。

一方，ボール移動を試みているチームに対し，

相対するチームは，その試みにおけるボール移動

を阻止すること，具体的に言うと，ボール移動を

頻繁に，あるいは大きく迂回させるなどして，

ボールの移動速度を減じることが学習課題となり
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Gesellschaft（ゲゼルシャフト）の二つがあるとされ

ている。本論文で対象とするのは，集団内である種

の役割が構成され，その役割どうしの機能的結びつ

きの理解が学習内容となり得る集団を指すので，主

に後者を念頭に置いている。

  2）  一般に，球技においては，ボールを目標地点に移動

する営みを総称して攻撃とし，その攻撃を妨害する

営みを防御と呼ぶが，戦い一般においては防御は攻撃

の一種として考えられ，「投手の投球～打者の打撃～

野手の捕球，すなわち〈ボールの確保〉と〈ボールの

進行〉が循環的に遂行され，打者による〈ボールの進

行〉が成功（ボールがフェアゾーンに接地＝野手によ

るノーバウンドでの〈ボールの確保〉が失敗）する

と，鬼ごっこに移行する。ここでは，安全地帯の島

（塁）を渡って最終目的地（本塁）への到達を企てる

走者に対して，ボールを保持した者が鬼となって走者

を捕まえたり待ち伏せしたりする，という仕方で〈到

達と阻止〉の課題が遂行される」（鈴木，2018）と考

えることができる。

  3）  以下，“ファースト”などと“　”をつけておくのは，本

論は，このような“守備”名称が本質的に存在するの

ではなく，ある一定程度の技能集団ではファースト

なる役割が（たまたま）機能するという，社会構築

的な態度を持っていることを示すためである。むろ

ん，体育学習場面では，当該の文化に対して未習熟

な学習者が想定されるわけで，守備にはファース

ト，セカンド，サード・・・があって，などと考え

ることは不適当，あるいは意味がない場合が多い。

本論では“ファースト”と表記した場合，「いわゆる」

とか「よくそのように呼称される」といった意味に

使用していると理解されたい。

  4）  状況論とは何か，ということを一言で言い表すのは

難しい。このことについて香川（2011，p.604）は，

「認知とは個人の頭の内部に閉じたものではなく，常

に社会的状況にひらかれ，個々の状況により多様で

あるとする」考え方である旨述べている。本論にお

いても，学習者に立ち現れるゲームという現象は多

様であり，未習熟者が多い体育授業にあっても，そ

の学習者達がその時その場で織りなすゲーム情況

（状況）への参加を学習とすることを検討している。

  5）  役割取得によるゲームへの限定的な参加は，役割の

固定化と同義ではない。機能共同体的な文化を教材

とする場合の学習は，その文化における共同体の活

動と役割を担う学習者の行為・認識の相互構成過程

にある。そして，その過程において学習者は，文化

の理解や知性的技能が発達していくため，それに応

じた新たな役割の獲得までが当該表記には含意され

ている。

が必要とされ，学習活動に調整が必要とされる学

習者であっても，当該文化の中で学習評価が可能

となる素地が確立された。しかしながら，内容面

でみたとき，このような限定的な参加が，当該の

球技を学習したとする根拠が希薄であった。たと

えば，従来の合理的配慮とは，配慮を必要とする

学習者を，学習の場に連れていき，当該の教材へ

アプローチするところまでを支援する考え方で

あった。この場合，多くの教科では，内容面にお

いては，学習者個々に同一内容や活動が示されて

いると考えることができるので，教材へのアプ

ローチを援助・調整することで，当該の学習者に

学びの場を提供できる可能性が大いに高まること

が推察された。

しかしながら，役割分担を内在する機能共同体

的文化を教材とする場合，たとえ合理的配慮を

行って学習者を学習の場にアプローチさせても，

その後に学習者に待っている活動が，当該文化へ

の学習とみなせるかどうかの根拠が内容面で希薄

であり，よって学習評価もままならないという現

状があった。このままでは，配慮が必要な学習者

が，学習の場で主体的・対話的で深い学びとは到

底言えない“お客様”になってしまう危険性が

あった。このようなケースでは，合理的配慮で学

習の場にアプローチさせると同時に，教科の側か

らの，内容面，評価面での配慮，すなわち，“教

科的合理的配慮”が必要なのである。

本論では，体育科における球技教材を主題に検

討を行った結果，状況論，ゲーム構造論という解

釈枠組みを導入して考えた時，ボール移動やその

阻止への部分的貢献が，球技の理解の一部と考え

ることができることが明らかとなった。このよう

ないわば“体育的合理的配慮”が，近年提唱され

てきた合理的配慮と組み合わさったときに，はじ

めて，様々なコンディションにある学習者に，公

正に個別最適化された学びが保証されると結論づ

けることができよう。
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  1）  共同体の概念は，地縁や血縁，友情等の情的な結び

つきで集団が形成されるGemeinschaft（ゲマイン

シャフト）と，主に機能面での結びつきを示す
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1）国立教育政策研究所 1）National Institute for Education Policy Research

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

論　　文

これからの教職課程を牽引する「教育実習事前指導」の

授業デザインの一考察

―これからの教員に求められる資質・能力の育成を目指して―

野内　頼一 1）

A consideration of the lesson design of “pre-teaching training” that will lead the future 
teaching profession course:

Aiming to develop the qualities and abilities required of future teachers

Yorikazu Nouchi 1） 
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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））



28 教師教育と実践知　第 6巻，21～37.

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）



33教育実習事前指導の授業デザイン

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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Ⅰ．はじめに

現在，学校教育の場では，児童・生徒の学習環

境をサポートし，教育の質の向上につなげるべく

ICT（Information and Communication Technology）

の活用が進められている。これまでの地学教育に

おいて，博物館や大学等に展示されているような

貴重な標本を観察に用いることは難しかった。し

かし ICT技術を活用することで，標本からデジタ

ル教材を比較的容易に作成できる。これらデジタ

ル教材を用いることで，児童・生徒は教室に居な

がらにして，それら標本の観察を行うことも可能

になる。

3Dモデルは，デジタル教材の 1つであり，新し

い時代の観察ツールとして注目されている（芝

原，2014）。写真測量は非接触で計測できるため，

破損の恐れがある標本も計測が可能である。さら

に近年の画像処理技術の進歩により精密な三次元

の写真測量が可能になり，複雑な形状を持つ標本

の3Dモデルが簡単に作成できるようになった。ま

た，スマートフォンやタブレット端末の普及によ

り，児童・生徒がタッチパネルの簡単な操作で3D

モデルを閲覧することができるようになった。

この技術を用いることにより，博物館や大学等

に収蔵されている標本を3Dモデルとして学校教

育の場で活用することが可能になり，博学連携を

推進する強力なツールになると期待されている。

博学連携とは，学校と博物館が連携・協力を行い

ながら，子どもたちの教育を推し進めていく取り

組みである（小川，2003）。地学は，地球や地球

を取り巻く環境についての科目であるため，生徒

が身の回りの事物・現象に関心を持ち，主体的に

関わっていく態度を持てるように配慮されるべき

である。生徒の実感を伴った理解を図るために

は，博物館に収蔵されている様々な標本を学校教

育の場においても利用することが望まれる。

これまでも化石の実物標本を用いた教育実践は

されており，代表的な示準化石であるアンモナイ

トを扱うものだけでも数多くの実践がある（東

条・他，2007；青井・他，2009；川上研究室，

2008）。しかしながら，博物館等の標本を誰もが

手軽に使用できる地学教材として活用するために

は解決しなければならない課題がある。その課題

の例として，破損の恐れがある標本や，大きい・

重い標本は，運び出すことが困難なため，博物館

は貸し出すことができないこと，貸し出し可能な

標本であっても，収蔵する標本数には数に限りが

あり，児童・生徒全員に標本を配ることは難しい

こと，標本の扱いに不慣れな教員や児童・生徒が

標本を破損してしまうことを心配し使用が躊躇さ

実践研究

写真測量を利用したアンモナイト類の地学基礎用3Dモデル

教材作成の試み

河野里奈 1，2）・芝原暁彦 3）・村瀬雅之1）

An attempt to use a 3D model of ammonites using photogrammetry as a teaching 
material for basic earth science

Rina Kawano 1, 2）, Akihiko Shibahara 3） and Masayuki Murase 1）
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ト）に分けられている（重田，2001）。アンモナ

イト類の分類に利用される重要な殻の特徴の一つ

として，縫合線が挙げられる。縫合線とはアンモ

ナイトの殻の内側にある隔壁と外側の殻の接続部

分であり，アンモナイト類は進化の過程で縫合線

が複雑化し，殻の強度が増加したと考えられてい

る。デボン紀には単純な山と谷からなる縫合線

（ゴニアタイト型縫合線）を基本的に持つグルー

プであるゴニアタイトが出現した。ゴニアタイト

は石炭紀・ペルム紀を通じて繁栄したがペルム紀

末で絶滅してしまう。ペルム紀には単純な山と細

かな刻みの入った谷の繰り返しからなる縫合線

（セラタイト型縫合線）を基本的に持つグループ

であるセラタイトが登場した。セラタイトはペル

ム紀末に起こった大量絶滅を逃れ，三畳紀前期に

繁栄したが三畳紀末には絶滅する。三畳紀には谷

と山に細かい刻みが入り，まるで菊の葉のような

複雑な形の縫合線（アンモナイト型縫合線）を基

本的に持つグループが登場する。このグループを

アンモナイトという。アンモナイトの和名である

菊石は，この菊の葉のような縫合線に由来する。

アンモナイトはジュラ紀・白亜紀に大繁栄したが

白亜紀末に絶滅してしまう。このように縫合線の

形状が異なるアンモナイト類のグループが，生息

する時代を一部オーバーラップさせながら繁栄と

絶滅を繰り返した。

実教出版地学基礎新訂版と数研出版新編地学基

礎では，アンモナイト類の複数のグループの縫合

線について写真やイラストから観察し，その縫合

線が時代の経過と共に変化していく様子を系統樹

と合わせて理解することを目指すが，写真やイラ

ストだけでなく実際の標本の観察を加えることで

理解が深まると考えられる。そこで本論では，実

教出版地学基礎新訂版の第2章第2節「古生物の

変遷と地球環境」の単元を想定し，生徒の体感を

ともなった理解を可能にする3Dモデル教材の開

発を試みる。作製する3Dモデルは，ゴニアタイ

ト型，セラタイト型，アンモナイト型とされる縫

合線の特徴を持つ 3つの標本である。これら3D

モデル標本の縫合線の観察から，生物が環境に適

応していく進化の過程を読み取ることを目指す。

また3Dモデルを用いた観察の結果とアンモナイ

れることなどが挙げられる。

3Dモデル化によって，博物館等の標本が学校

教育の教材として利用しやすくなり，これまでの

教科書の図や写真から理解するよりも高い学習効

果が期待される。特に，上述の実物化石を用いた

観察における課題を解決し，生徒一人一人の自由

な観察が可能になることは3Dモデル教材の大き

な利点と言える。博物館にとっては，授業で扱わ

れた教材に興味を持った児童・生徒が博物館に実

物を見に来るという効果も期待されると考える。

本研究では，日本大学文理学部地球科学科等所蔵

のアンモナイト類化石を用い，地学基礎用の3D

モデル教材の開発を試みた。

Ⅱ．対象とする学習内容と開発する3Ⅾ教材

本研究では，高等学校の地学基礎における化石

の観察に3Dモデルを活用することを試みる。学習

指導要領（平成30年度告示）解説　理科編　理数

編（文部科学省，2019）の地学基礎の項目には，

化石の観察について「その生物が獲得した機能に

注目しながら，標本などをスケッチし，古生物の

特徴を理解せること」が挙げられている。また代

表的な化石の名前が挙げられており，その中には

中生代の示準化石とされるアンモナイトが含まれ

る。そのため，アンモナイトは現在出版されてい

る地学基礎の全ての教科書において取り扱われて

いる。さらに実教出版地学基礎新訂版（森本ほ

か，2018）と数研出版新編地学基礎（小川ほか，

2018）では，アンモナイト類（正確にはアンモノ

イド類であるが，本論では小川ほか（2018）の表

記にしたがいアンモナイト類と記す）の複数のグ

ループについて形態の変化を観察する項目がある。

アンモナイト類は軟体動物に属し，タコやイカ

に近い頭足類である。アンモナイト類は一般的に

は平面らせん状に巻かれた殻を持っており，その

殻が地層中から化石として産出する。古生代シル

ル紀に初期のグループが現れ中生代白亜紀末に絶

滅したが，世界中から約 1万種が報告されてい

る。それらの殻の特徴から，アンモナイト類は大

きく7つのグループ（バクトリテス・アゴニアタ

イト（アナルセステス）・ゴニアタイト・クリメ

ニア・プロレカニテス・セラタイト・アンモナイ
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PhotoScanでの3Dモデル作成時に正しく標本の

形状が認識できず，作成した3Dモデルに歪みを

生じさせる原因となる。今回の撮影では部屋を暗

くし，カメラ側から撮影光を当てることにより，

反射や影を防ぎ撮影した。実物標本と作製した

3Dモデルの間の色味の変化を防ぐため，すべて

の撮影において同じ電球色の光を光源として用い

た。影が落ちやすい部分は，通常よりもカメラの

移動量を少なくし多くの撮影を行った。

次に撮影した写真をPhotoScanに取り込み標本

の3Dモデルを作成する。3Dモデル作成の流れは

図 2に示す。手順1として，3Dモデル作成に使

用する写真を選択する。撮影した写真から，標本

全体にピントの合っていない写真，必要のない前

景の映り込んだ写真，標本に影や反射のある写真

を削除する。手順 2は，アライメント推定であ

る。アライメント推定とは，それぞれの写真の

オーバーラップした部分を元に，撮影したカメラ

位置を推定することである。PhotoScanでは自動

的にマッチングポイントを検出して写真のカメラ

位置を推定する。図 3は，対象物を中心として推

定されたカメラ位置に写真を整列した様子を示

す。図 3の青四角で表されたカメラの推定位置

が，目視で判断できるほど実際の位置と異なって

いる場合は，手順 1に戻り，その写真を取り除

く。手順 3は，高密度クラウド構築である。おお

ト類の系統樹を組み合わせて使用することで，地

質時代の境界で縫合線の単純なグループが絶滅

し，そして次の時代には縫合線のより複雑なグ

ループのアンモナイト類が繁栄したことを読み取

り，生物が絶滅と繁栄を繰り返してきたこと，古

生物の絶滅と繁栄に基づいて地質時代が決められ

ていることの理解を目指す。このような3Dモデ

ル教材を使用する授業展開を学習指導案にまと

め，教員が用いるスライド，生徒に配布するワー

クシートを補助教材として作成する。

Ⅲ．3Dモデル作成の手法

1．使用機材

3Dモデルの作成には，デジタルカメラとパー

ソナルコンピューター，3Dモデルを作成する専

用のアプリケーションソフトウエアが必要であ

る。撮影にはNikonデジタル一眼レフカメラ

D5000，単焦点レンズ AF-S DX NIKKOR 35 mm 

f/1.8Gを用い，3Dモデルの合成にはPhotoScan

（Agisoft社製）を用いた。標本の表面反射による

白飛びを抑えるため，レンズには偏光フィルター

（ケンコー・トキナー社製C-PL（W））を取り付

けた。光源としては明るさが7段階調整でき5つ

の色温度の切り替えが可能なデスクライト（Tao-

Tronics社製LEDデスクライトTT-DL11）を使用

した。また，粘土を用いて縫合線が見えやすい位

置で標本を固定した。

2．作成方法

カメラは絞り優先モードのF11，ISO1000に設

定し，標本全体にピントが合う状態（パンフォー

カス）での撮影を行った。椅子に固定した標本を

中心に置き，その周囲でカメラを移動させ，360

度撮影した（図 1）。その際，撮影範囲が 8割重

複するようにした。手振れによる撮影への影響を

防ぐため，三脚にカメラを取り付け，リモートス

イッチを用いて撮影を行った。縫合線の観察が主

な目的のため，縫合線が見えない下面の撮影は

行っていない。

本研究で使用した標本は表面に光沢があり，強

い光を当てると反射してしまう。また照明の影響

で標本に影ができてしまう。このような写真は， 図 1　写真撮影の様子
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る。作成された3Dモデルは複数のフォーマット

で出力可能である。3Dモデルの代表的なフォー

マットであるOBJ形式は，形状などの座標を表

す .objファイル，色やテクスチャーに関する情報

の書かれた .mltファイル，テクスチャー用の画像

情報である .jpgファイルの 3つのファイルで構成

されている。OBJ形式の3Dモデルは，3Dモデル

の共有サイトであるSketchfab（https://sketchfab.

com/）に公開することで，インターネットに接

続したタブレットであればWebブラウザーで表

示させることが可能である。また3Dモデルの閲

覧に対応したpdfファイルとしても保存すること

もできる。このpdfファイルは無料のAdobe Acro-

bat Readerで表示ことができるため，ファイルと

して配布する場合も特別なアプリケーションをイ

ンストールする必要がなく，教育機関などでも低

コストでの導入が可能である。

完成した3Dモデルを画面上で拡大や回転させ

て確認し，歪みや色味の違いがあれば，再度撮影

を行い，写真を増やし手順 1から再度作成を行

う。なお，PhotoScanの具体的な操作方法につい

てはAgisoft PhotoScan User Manual（https://www.

agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_4_en.pdf）を参考

にされたい。

3．対象としたアンモナイト標本

3Dモデルの作成に用いた標本は，ゴニアタイ

ト型アンモナイト類（モロッコ産，デボン紀，殻

よそのカメラ位置を元に対象物を自動的に直交座

標（x, y, z）と色情報（RGB）で表現された点情

報の三次元データ（高密度点群データ）に統合す

る。手順 4は，メッシュ構築である。高密度点群

データをもとにポリゴンメッシュモデルと呼ばれ

る面の集合体を作成する。手順 5は，テクス

チャー構築である。テクスチャーとは，ポリゴン

メッシュデータの表面に張り付けられる画像情報

である。テクスチャーにより，標本表面の色や質

感を再現する。手順 6はファイルを書きだしであ

図 2　3Dモデル作成の流れ

図 3　推定されたカメラ位置
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チャー画像を図 5示す。3Dモデルは標本下面を

除く様々な方向から観察可能であり，3次元的な

標本の形や表面の模様，巻きの様子が確認できる

（図 5）。モデルは自由に拡大をすることができ，

ゴニアタイトは単純な山と谷，セラタイトは細か

い波模様の繰り返し，アンモナイトは菊の葉のよ

うな複雑な形の縫合線をしていることが確認でき

る（図 6）。

3Dモデルは学校のタブレット端末で閲覧する

ことを想定している。事前準備として3Dモデル

の閲覧に対応したpdfファイルを生徒のタブレッ

ト端末に保存しておき，授業では生徒一人一人に

径約 5cm），セラタイト型アンモナイト類（東

ティモール産，ペルム紀，殻径約 5cm），アンモ

ナイト型アンモナイト類（マダガスカル産，白亜

紀，殻径約 9cm）である（図 4）。ここでは縫合

線の観察を容易にするため研磨されている標本を

用いる。それぞれの3Dモデル構築に使用した写

真の枚数は，ゴニアタイト型が51枚，セラタイ

ト型が86枚，アンモナイト型が116枚である。

Ⅳ．結　果

PhotoScanを用いて作成したゴニアタイト，セ

ラタイト，アンモナイトの3Dモデルのキャプ

図 4　（a）ゴニアタイト型・（b）セラタイト型・（c）アンモナイト型のアンモナイト類化石標本の写真

（a） （b） （c）

図 5　 （a）ゴニアタイト型・（b）セラタイト型・（c）アンモナイト型のアンモナイト類化石3Dモデルのキャプ
チャー画像

（a） （b） （c）

図 6　 （a）ゴニアタイト型・（b）セラタイト型・（c）アンモナイト型のアンモナイト類化石3Dモデルの縫合線
部分拡大

（a） （b） （c）
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3Dモデルを用いなければ授業の中で取り組むこ

とは難しい。3Dモデルの教育への活用推進のた

めには，3Dモデルの作成に加え，授業の中で使

用する具体的な方法を含めた提案が必要であると

考え，上記の授業展開を学習指導案の例（付録

1）としてまとめ，授業で用いる解説用スライド

（付録2），ワークシート（付録 3）を作成した。

学習指導案は，文部科学省（2019）および東京都

教職員研修センターの学習指導案のページを，ス

ライドやワークシートは重田（2001），森本・他

（2018），小川・他（2018）を参考に作成した。こ

れらの開発した教材について，地学基礎の科目を

ご担当されている高等学校教諭教の皆様のご意見

を伺い，活用しやすいように改良していくことが

課題として残されている。

現在博物館や大学などで収蔵する標本の3Dモデ

ルの作成・公開が進んでいる（例えばSmithsonian 

3D program （https://3d.si.edu/））。これらの取り組

みは誰もが博物館の貴重な標本をWebブラウ

ザーで見ることができる素晴らしい取り組みであ

る。しかし授業で用いる教材として公開されたも

のではないため，地学基礎の中で古生物の変遷を

理解するために有用な特徴を読み取りやすい標本

とは限らない。博学連携の推進のためには，授業

内容に合った標本の選定，3Dモデル教材の整

備，授業での活用例の提案も重要であると考え

タブレット端末を配布する。タブレット端末の

タッチパネル操作により3Dモデル標本の拡大・

縮小・観察方向の変更が可能であるため，生徒一

人一人の自由な視点での観察が可能である。また

作成した 3つのアンモナイト類の3Dモデルは，

3Dモデル共有サイトSketchfabに公開している。

インターネットに接続したタブレット端末であれ

ば，表 1のURLをブラウザーに入力するか，カ

メラでQRコードを読み取ることでも表示が可能

である。

Ⅴ．考　察

作成した 3つのアンモナイト類3Dモデルは細

部まで鮮明で，実物の数倍の拡大をすることがで

きる。縫合線や巻きの数の観察に十分な解像度で

あり，アンモナイトの単元の教材として使用する

ことに問題ないことが確かめられた。そこで，作

成した3Dモデルの使用し，「古生物の変遷と地球

環境」の単元において，アンモナイト類の変遷に

ついて学習するする授業を提案する。タブレット

端末でアンモナイトの3Dモデルを観察し，ス

ケッチを通してアンモナイト類の縫合線の変化に

気付き，生物が環境に適応していく進化の過程を

理解するものである。3Dモデルであれば，数に

限りなく配布でき，生徒一人一人が，細部まで自

由に観察することができる。このような観察は

表 1　3Dモデル標本へのアクセスURLとQRコード

標　本 URL QRコード

ゴニアタイト型 https://skfb.ly/6Rtqw

   
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
標本 URL QR コード 

ゴニアタイト型 https://skfb.ly/6Rtqw 

 

セラタイト型 https://skfb.ly/6Rtqv 

 

アンモナイト型 https://skfb.ly/6SoJM 

 
 

セラタイト型 https://skfb.ly/6Rtqv

   
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
標本 URL QR コード 

ゴニアタイト型 https://skfb.ly/6Rtqw 

 

セラタイト型 https://skfb.ly/6Rtqv 

 

アンモナイト型 https://skfb.ly/6SoJM 

 
 

アンモナイト型 https://skfb.ly/6SoJM

   
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
標本 URL QR コード 

ゴニアタイト型 https://skfb.ly/6Rtqw 

 

セラタイト型 https://skfb.ly/6Rtqv 

 

アンモナイト型 https://skfb.ly/6SoJM 
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ると考える。
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田中　博・渡部潤一・足立久雄・木幡喜一・斉藤尚

人・直井雅文・森山義礼（2018）地学基礎新訂版，

実教出版，207．

る。今後も三葉虫やビカリアなど地学基礎で扱わ

れる化石の3Dモデルを作成し，教材を充実させ

る予定である。

また，単純な3Dモデルであれば，スマートフォ

ンのアプリケーションソフト（例えば，EyeCue 

Vision Technologies社製Qlone）を使用すること

で，スマートフォンのカメラで撮影した画像から

作成が可能である。より手軽で安価に3Dモデル

を作成することができるようになることで，教材

への応用も広がるものと期待される。これら新し

い技術を取り入れ，より教育効果の高い3Dモデ

ル教材の開発に取り組む必要があると考える。

Ⅵ．結　論

ICT技術を活用したデジタル教材として，地学

基礎で用いる3Dモデル教材の作成を試みた。古

生物の変遷を理解するための教材として，縫合線

の形状の異なるアンモナイト類の 3つのグループ

の標本を用いて3Dモデルを作成した。今回作成

した3Dモデルは単焦点レンズを使用したデジタ

ル一眼レフカメラを三脚で固定し撮影しため，鮮

明なモデルをつくることができた。光の影響をさ

け，標本の色彩の再現性をよくするためには，部

屋を暗くし電球色の光を正面から当てることが効

果的であると明らかになった。

作成した3Dモデルは縫合線や巻きの数の観察

に十分な解像度を持つ。この3Dモデルを使用

し，生徒個人がタブレットで標本を自由に拡大縮

小し，向きを変えることで詳細かつ 3次元的に標

本を観察する授業を提案する。これは3Dモデル

を用いなければ実現の難しい授業内容である。

3Dモデルの教育への活用推進のためには，3Dモ

デルの作成に加え，授業の中で使用する方法を含

めた提案が必要であると考え，学習指導案の例・

解説用スライド・ワークシートの作成を行った。

ICT技術の進歩は日進月歩であり，学校教育の

現場において3Dモデル教材が身近かつ重要な存

在になる日は近いと思われる。現在簡単な3Dモ

デルであれば，スマートフォンのカメラで撮影

し，スマートフォンのアプリケーションを使用し

て作成することできる。日々進歩する技術を取り

入れ3Dモデル教材の開発を続けていく必要があ
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Ⅶ．付　録

1，　アンモナイト類3Dモデル教材を利用した授業の学習指導案の例

高等学校理科（地学基礎）学習指導案

〇〇立〇〇高等学校

〇月〇日（〇）〇時限

〇学年〇組　〇名

教室　地学室

授業者　〇〇　〇〇

1．単元名

  第 2章　地球の変遷

  第 2節　古生物の変遷と地球環境

  （使用教科書：地学基礎　新訂版　実教出版P84～95）

2．単元目標

（1） 地層や化石に関する観察などを行い，地質時代が古生物の変遷に基づいて区分されることを理解す

る。

（2）大気の変化と生命活動が相互に関わりをもちながら地球環境が変化してきたことを理解する

3．単元の評価規準
ア　知識・技能 イ　思考・判断・表現 ウ　主体的に取り組む態度

① 化石の観察を通じて，時代によって
古生物が変化していることを調べる

ことができる。

② 地球環境の移り変わりと古生物の変
遷を関連付け理解している。

① 地層や化石の特徴を的確にとらえ，
スケッチとして表現することができ

る。

② 古生物の変遷から地球の歴史を推測
することができる。

① 地層や化石に興味を持ち，それらの
特徴について進んで調べようとして

いる

② 観察に積極的に取り組み，発見した
ことを他者と共有し，問題解決しよ

うとしている。

4．指導観

（1）単元観

ここでは，地層や化石に関する観察などを行い，古生物の変遷などに基づいて古生代，中生代，新生代

の地質時代が更に詳しく区分されることを理解すること，及び地球環境の変化についての資料に基づい

て，大気の変化と生命活動が相互に関わりをもちながら地球環境が変化してきたことを見いだして理解す

ることがねらいである。

（2）生徒観

地層や化石に関する観察は，古生物の変遷を理解するうえで重要であるが，露頭や化石標本を実際に手

に取って観察した経験を持つ生徒は少ない。地層や化石標本を見たことのない生徒が，教科書の写真やイ

ラストから，その 3次元的な形状を想像することは困難であり，古生物の変遷について体感をともなった

理解ができるよう工夫が必要である。
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（3）教材観

化石標本を見たことのない生徒であっても，体感をともなった理解ができるように， 3つのグループに属

するアンモナイト類化石の3Dモデル標本を用いる。生徒一人一人がタブレットを用いて3Dモデル標本を

様々な方向から，そして拡大縮小を行いながら観察することで，化石の 3次元的な形態の理解が深まるこ

とが期待される。標本の特徴に注目しスケッチを行い，気が付いた点を生徒同士で共有することで，3つの

標本はそれぞれ形態に違いがあることに気付く。また，3Dモデル標本とアンモナイト類の系統樹を組み合

わせて利用することで，それらの生息した時代の観点から，アンモナイト類の形態が異なる理由を生徒同

士で思考する。そして、地質時代の境界で，単純な形態を持つグループが絶滅し，次の時代でより複雑な

形態を持つグループが繁栄していることを理解するという生徒の観察・思考を主とした授業展開を行う。

5．指導計画  （4時間扱い）

時 学習内容・学習活動 評価規準・評価方法

1

・初期生命と大気の変化について学習する。

・ 大気中の酸素濃度と生物の変遷の図から，その原因
を考察する。

・大気の変化と生命活動の相互の関わりを理解する

ウ－①  初期生命の誕生に関心を持ち，意欲的に探求し
ようとする。（授業態度）

ア－①  地球大気の変化と生命活動を関連付けて理解す
る。（プリント）

2
（本時）

・ アンモナイト類の観察から，古生物の絶滅と繁栄に
基づいて地質時代が決められていることを学習す

る。

・ アンモナイト類の化石の観察から，その共通点や違
いに気づき，それらの生息した時代の観点から考察

する。

・ 地質時代の境界で，単純な形態を持つグループが絶
滅し，次の時代でより複雑な形態を持つグループが

繁栄していることを理解する。

イ－①  アンモナイトの観察とスケッチを意欲的に行
う。（授業態度，プリント）

ア－①  化石の観察を通じて，時代によって古生物が変
化していることを調べることができる。（プリ

ント）

イ－②  古生物の絶滅と繁栄に基づいて地質時代が決め
られていることを理解する。（プリント）

ウ－②  発見したことを他者と共有し，問題解決しよう
とする。（プリント）

3

・ 様々な地質時代に繁栄した化石から，多くの古生物
が繁栄と絶滅を繰り返して来たことを学習する。

・ 古生物の消長により地質時代が古生代，中生代，新
生代の地質時代がさらに細分化された「紀」に区分

されていることを理解する。

ウ－①  多様な生命の発展に関心を持ち，意欲的に探求
しようとする。（授業態度）

イ－②  地質時代が「代」やさらに細分化された「区」
に区分されていることを理解する。（小テス

ト，定期考査）

4

・ 哺乳類が繁栄し，その中から人類が誕生した新生代
について学習する。

・ 最終氷期の日本列島の図から，氷河期には海面の低
下が起きることに気付く。

・ 頭骨の変化に注目し，人類の進化について考察す
る。

・人類の特徴である直立二足歩行について理解する。

ウ－①  哺乳類の繁栄と人類の発展に関心持つ。（授業
態度）

ア－②  氷河期の海面低下と日本列島への陸上動物の侵
入の関係を理解する。（プリント）

ア－①  人類の進化について理解する。（小テスト，定
期考査）

6．本時の展開（全4時間中の 2回目）

（1）本時の目標

・3つの標本の3Dモデルを見比べ，共通点や違いに気づくことができる。　

・3つの標本に違いがある理由を，それらの生息した時代の観点から考察できる。

・生息した時代によって古生物の形態が変化していることを理解する。

・古生物の絶滅と繁栄に基づいて地質時代が決められていることを理解する。

（2）使用教材

パワーポイント：付録 2の授業用スライド例を参照

プリント：付録 3の生徒配布用ワークシート例を参照

タブレット端末：ゴニアタイト，セラタイト，アンモナイトの3Dモデル教材のPDFファイルを保存 
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（3）本時の学習展開
時間 具体的な学習内容・学習活動 指導上の留意事項・配慮事項 評価内容

導入

5分

・  始業の挨拶をする。
・ 地層や化石から過去の古生物や地球環境につ
いて知ることができることを確認する。

・ 本時の目標を確認する。

・ 挨拶・ 出欠確認をする。
・ 本時の内容は，古生代・中生代に生息し
たアンモナイト類について観察・考察す

ることであると伝える。

展開1
15分

アンモナイト類の観察

・ アンモナイトとはどのような古生物かを確認
する。

・ アンモナイトの特徴を理解し，つかむことが
できる。

・ タブレットの電源を入れ，PDFを開く。
・ 3つの化石標本の3Dモデルの観察を行う。
・ 3つの化石標本の共通点や違いに注目して観
察し，ワークシートに気が付いた点を記載す

る。

・ グループで相談し，3つの標本から重ならな
いように自分の担当する標本を1つ選びス
ケッチを行う。

・ 1テーブルに3人の班になるように促す。
・ アンモナイトの説明をし，系統樹をみせ
る。（パワーポイント）

・ タブレットを配布し，電源を入れるよう
に伝え，3Dモデルの操作方法を伝える。
・ ワークシートを配布する。
・ 共通点や違いなどに注目し観察すること
を伝える。

・ ワークシートのスケッチは標本の一部を
描くだけでもよいこと，色鉛筆の使用は

不可，点と線だけで書くこと，影はつけ

ないことを伝える。

イ－①

（授業態度，プリ

ント）

展開2
10分

観察結果の共有

・ 考察1：自分の気が付いた3つの標本の共通
点や違いをグループで共有し，その理由を考

える。

・ 自分の気が付かなかった点があれば，ワーク
シートに書き加える。

・ 観察の結果を確認する。班によっては観察の
結果を発表・ 説明する。

・ 再度化石標本を観察し，自分の気が付かな
かった点について確認する。

・ 良くまとまっているグループを確認して
おき，観察結果を発表させる。

・ スライドに生徒のスケッチを投影する

ウ－②

（プリント）

展開3
10分

考察

・ アンモナイトの隔壁・縫合線について理解す
る。

・ アンモナイト類化石の違いを，その化石が生
息していた時代との関係からグループで考察

する。

・ 系統樹から，地質時代の境界で縫合線の単純
なグループが絶滅し，次の時代に縫合線がよ

り複雑なグループが繁栄していることに気づ

く。

・ 隔壁・縫合線について説明する。（パ
ワーポイント）

・ 考察の進行状況を確認し，必要に応じて
系統樹に注目してみるように伝える。

ウ－②

（プリント）

イ－②

（プリント）

まとめ

10分

・ 考察の結果を確認する。班によっては，観察
の結果，考察の結果を発表・ 説明する。
・ アンモナイト類が時代を経るにしたがって複
雑に変化していることを理解する。

・ 古生物の絶滅と繁栄に基づいて地質時代が決
められていることを理解する。

・ 挨拶をする。

・ 良くまとまっているグループを確認して
おき，観察結果を発表させる。

・ 縫合線については，アンモナイトの同定
に利用されることに触れる。アンモナイ

トの時代がわかると，地層の堆積した時

代がわかることを伝える。（パワーポイ

ント）

・ ワークシートを回収する。

ア－①

（プリント）

導入5分，展開35分，まとめ10分
合計50分
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2．授業用スライドの例

2020/12/29

1

アンモナイト類とは

•アンモナイト類は軟体動物に属し、

タコやイカに近い頭足類

•古生代シルル紀に初期のグループが
現れ、中生代白亜紀末に絶滅

•古生代から中生代の重要な示準化石

アンモナイト類復元模型写真

今回観察するアンモナイト類化石

アンモナイト類は殻の特徴から7つの大きなグループに
分かれる。その中の3つのグループの標本を観察する。

ゴニアタイト

古生代石炭紀・ペルム紀に繁栄したグループ

セラタイト

中生代三畳紀前期に繁栄したグループ。

アンモナイト

中生代ジュラ紀・白亜紀に繁栄したグループ。

ゴニアタイト

セラタイト

アンモナイト



50 教師教育と実践知　第 6巻，39～53.

2020/12/29

2

生きていた時代を確認しよう

重⽥康成（2001）を
参考に作成

アンモナイト類などの系統樹

観察してみよう

ゴニアタイト・セラタイト・アンモナイトの３Dモデルを

タブレットで観察して、スケッチしよう

・表面の模様の形状は？

・３つのアンモナイト類の中で

どのように変化しているだろうか？
ゴニアタイトの３Dモデル
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2020/12/29

3

観察から分かったこと

•ゴニアタイト
殻に単純な山と谷からなる模様

•セラタイト
細かい波の繰り返しの模様

•アンモナイト
菊の葉のような模様をした複雑な模様

（アンモナイトの和名である菊石はこの模様に由来）

ゴニアタイト、セラタイト、アンモナイトの順で

単純な模様から複雑な模様に変化している

アンモナイトの殻表面に見えていた模様を縫合線という

縫合線とは

縫合線はアンモナイトの殻と内部の隔壁とが接する部分ででき

る模様で、これを複雑化させることで殻の強度をあげていたとさ

れている。縫合線はアンモナイト類の変遷を知る重要な手がか

りである。

アンモナイトの殻表面の模様の正体

マダガスカル産
アンモナイト断面

アンモナイトの殻の内部は、
隔壁と呼ばれる仕切りで⼩さな
空間に分けられている。

ほうごうせん
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2020/12/29

4

考察１

進化の過程で縫合線が複雑化（殻の強度の増加）している。

単純な山と谷

細かい波の繰り返し

菊の葉のような
複雑な模様

考察２

石炭紀・ペルム紀に繁栄
ペルム紀末に絶滅

三畳紀前期に繁栄
三畳紀末までに絶滅

ジュラ紀・白亜紀に繁栄
白亜紀末に絶滅

地質時代の境界で
縫合線が単純な
グループが絶滅。

次の時代では
縫合線のより複雑な
グループが繁栄。

古生物の絶滅と繁栄に
基づいて地質時代が
区分されている。
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3．生徒配布用ワークシート（授業用プリント）の例

                                  

 
 

１．アンモナイト類化石の観察 
ゴニアタイト、セラタイト、アンモナイトの３つの化石標本のスケッチ・模様・線の数・気づいたところ・疑問

を書いてみよう。色々な角度から観察しよう。横から？上から？拡大？ 
ゴニアタイト 
 
             
 
                         
 
             
 
             
セラタイト 
 
             
 
             
 
             
 
             

アンモナイト 

 
             
 
             
 
             
 
             
２．アンモナイト類化石３つを比べて、わかることを書いてみよう。それらの生息していた時代にも注目しよう。 

 

３つのアンモナイト類化石の観察 
氏名              
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1）日本大学文理学部
2）大阪教育大学
3）岩手大学
4）郡山女子大学

1）College of Humanities and Sciences, Nihon University
2） The United Graduate School of Professional Teacher 

Education, Osaka Kyoiku University
3）Faculty of Education, Iwate University
4） Faculty of Home Economics, Koriyama Women’s 

University

Ⅰ．本研究の目的

2005（平成17）年に創設された栄養教諭制度

は，各学校における食育の推進において重要な役

割を担っている。昨今，「チーム学校」の構築が

求められている中で，専門的に食育をつかさどる

栄養教諭の果たす役割が大きくなると予測でき

る。例えば，子供の貧困対策の際も，子供への栄

養・健康の側面からのアプローチを行う等子供の

生活に関連する重要な役割を担う学校の教職員の

一人といえよう。

2005（平成17）年度当時，全国に34人しかい

なかった栄養教諭は，2019（令和元）年度には，

6,488人と約15年で約190倍の増加となった 1）。

栄養教諭の配置に際して，山本（2010）において

栄養教諭の配置率の都道府県格差を指摘するよう

に，都道府県の児童生徒数や財政の状況によって

その配置数に変化が生じることが指摘されてい

る。加えて，山本（2014）は，栄養教諭配置率の

全国最下位である東京都と最上位の鹿児島県を比

較し，当該地方自治体における食育推進行政の位

置づけによる政策認識の差異を明らかにした。栄

養教諭という教員免許状が創設されてから十数年

が経ち，栄養教諭の採用に関わる人事政策は自治

体によってさらに様々な様相を呈しており，佐久

間ら（2019）は，都道府県の栄養教諭採用選考の

状況について論じている。加えて，栄養教諭制度

創設過程を取り扱った川越（2015）も栄養教諭制

度自体への関心が低い状況を論じている。その一

因として，全ての学校に栄養教諭が必置されてい

ないこと，各学校に一人配置の一人職であること

などから，他の教員とは異なる存在として見られ

がちといった実態もある。特に，学校栄養職員か

ら栄養教諭として，職務内容が増加したにも関わ

らず，そのことの認識が学校内で共有がなされて

いない場合もある。また，栄養教諭自身も教員組

織の中に入り辛いといった課題もある。  

本稿で取り上げる「栄養教育実習」や「教職実

践演習」に関連する近年の論考としては，山王丸

ら（2020）や藤原（2019），山中（2019）などが

研究ノート

栄養教諭養成における教育実習と教職実践演習の実態と課題

―栄養教諭養成校対象のアンケート調査をもとに―

佐久間　邦友 1）・田中　真秀 2）・本山　敬祐 3）・

亀田　明美 4）・柳沼　和子 4）・本間　杏菜 4）

Actual conditions and issues of educational training and practical training of teaching 
profession in nutrition teachers training :

Based on a questionnaire survey for nutrition teacher training schools

Kunitomo Sakuma 1）, Maho Tanaka 2）, Keisuke Motoyama 3）, 

Akemi Kameta 4）, Kazuko Yaginuma 4） and Anna Honma 4）
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る。

2015（平成27）年に出された中央教育審議会

答申「チーム学校としての在り方と今後の改善方

策について」を踏まえて，2016（平成28）年に

「これからの養護教諭・栄養教諭の在り方に関す

る検討会議」が設置された。同検討会議のなかで

もとりわけ「栄養教諭ワーキンググループ」にお

いて栄養教諭の役割等について検討された結果，

栄養教諭には「教育に関する資質と栄養に関する

専門性を生かして，教職員はもとより，関係機

関・専門家，家庭・地域との密接な連携を図りつ

つ，子供たちの健康の保持増進に向け健全な食生

活の実現に取り組んでいくこと」が求められると

明示された（文部科学省2017）。また，文部科学

省（2017）では校長のリーダーシップのもと学級

担任や教科担任との連携により，栄養教諭は学校

における食育に関するPDCAサイクルの全ての過

程に参画することが期待されている。

2．栄養教諭の教員免許

食育の推進における中核的な役割を担う栄養教

諭に求められる免許について，その概要と特徴を

確認する。栄養教諭はあくまで教員であることか

ら，栄養教諭普通免許状（専修，一種，二種）を

有していなければならない。なお，栄養教諭は現

行の教員免許制度からすれば，教員免許で唯一普

通免許状のみであり，特別免許状および臨時免許

状はない。その取得において教育職員免許法別表

第2の2（第5条関係）では，基礎資格及び大学

において修得することを必要とする栄養に係る教

育及び教職に関する科目の最低単位数を以下の通

り定めている（表2参照）。

2019（平成31）年度のデータでは，栄養教諭

一種免許状を取得できる大学は39都道府県に

135校所在している。同様に，二種免許状が取得

可能な大学等は31都道府県に58校，専修免許状

が取得可能な大学院は25都道府県に47校所在し

ている。食や健康に関する指導に関して隣接す

る養護教諭や家庭科の教員免許と比較した栄養

教諭免許状に関する特徴として，通信課程によ

る免許状の取得が可能な大学が存在しないこと

が挙げられる 4）。

挙げられるが，その多くが自校の実践事例の域に

とどまっているため，実践の特色や課題に留まっ

ている。

本稿は，4年制大学の栄養教諭養成校を対象に

実施したアンケート調査 2）をもとに栄養教諭養成

における実態と課題を報告し，今後の栄養教育実

習と教職実践演習の改善のきっかけを示すことに

ある。後述の通りチーム学校の中で栄養教諭が求

められる役割を果たすためには，教職実践演習の

共同開催のように他の教員免許状取得希望者との

学び合いといった養成課程の改善が考えられる。

ところが，栄養教諭の養成に関する課題に言及し

ている先行研究はあるものの，教職実践演習の実

態に関する全国規模の調査はない。そのため，本

稿ではチーム学校の一員としての資質・能力を備

えた栄養教諭の養成に向けた養成課程の改善に資

する知見を得るために栄養教諭養成課程における

教職実践演習に着目し，全国の栄養教諭養成課程

を有する大学を対象とした質問紙調査を通じて教

職実践演習の実態を明らかにする。

Ⅱ．栄養教諭制度と栄養教諭養成の概要

1．栄養教諭の職務

栄養教諭の職務は，学校教育法第37条第13項

にて「栄養教諭は，児童の栄養の指導及び管理を

つかさどる」とされ，具体的には「食に関する指

導」と「学校給食の管理」である。まず食に関す

る指導とは，①肥満，偏食，食物アレルギーなど

の児童生徒に対する個別指導，②学級活動，教

科，学校行事等の時間に，学級担任等と連携し

て，集団的な食に関する指導，③他の教職員や家

庭・地域と連携した食に関する指導を推進するた

めの連絡・調整である。次に学校給食の管理と

は，栄養管理，衛生管理，検食，物資管理等であ

る。栄養教諭設置以前に学校における栄養を取り

扱っていたのは，学校栄養職員であるが，その職

務内容は異なる。

例えば，千葉県では，栄養教諭と学校栄養職員

の職務内容の違いをまとめている。表1は栄養教

諭と学校栄養職員の間で職務の異なる点をまとめ

たものである。表の通り学校栄養職員よりも栄養

教諭のほうが行う職務内容がく・幅が広いといえ
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位を要する。また学校において一人職として比較

されやすい養護教諭免許状取得でも養護実習は5

単位取得を要件としていることから，栄養教育実

習の単位数は普通免許状取得に際して特に少ない

修得単位数であることがわかる。栄養教育実習の

内容については，2004（平成16）年6月30日の

文部科学省局長通知「栄養教諭制度の創設に係る

学校教育法等の一部を改正する法律等の施行につ

いて（通知）」の留意事項において，以下のよう

に想定される栄養教育実習の具体的な内容が示さ

れている 5）。

3． 栄養教諭養成における栄養教育実習と教職実

践演習

1）栄養教育実習の概要

教育職員免許法別表第2の2において，栄養に

係る教育及び教職に関する科目のうち教育実践に

関する科目として「栄養教育実習」と「教職実践

演習」が示され，その最低修得単位数は2単位と

定められている。「教職実践演習」の最低修得単

位数は，中高免許と同数であるが，「栄養教育実

習」ついては，2単位である。ほかの免許種と比

較してみると，小・中学校教諭免許状取得に際し

て5単位，高等学校教諭免許状取得に際して3単

表 1　栄養教諭と学校栄養職員の職務内容（抜粋）

区分 具体的内容 栄養教諭 学校栄養職員

食 

に 

関 

す 

る 

指 

導

1． 食に関する指
導の連携・調

整

【校内における連携・調整】

2． 食に関する指導（給食指導を含む），年間指導計画策定の中心的役割 ○ △

3． 学級担任，養護教諭等との連携・調整
・研究授業の企画立案，校内研修への参加

○ △

2． 児童生徒への
教科・特別活

動等における

教育指導

・教科及び領域の時間における学級担任や教科担任と連携した指導 ○ △

・児童生徒集会，委員会活動，クラブ活動における指導 ○ △

・指導案作成，教材・資料作成 ○ △

3． 児童生徒への
個別的な相談

指導

・ 偏食傾向，強い痩身願望，肥満傾向，食物アレルギー及びスポーツを
行う児童・生徒に対する個別の指導

○ ○（※）

・保護者に対する個別相談 ○ ○（※）

・主治医・学校医・病院の管理栄養士等との連携調整 ○ ○（※）

・ アレルギーやその他の疾病を持つ児童生徒用の献立作成及び料理教室
の実施

○ ○（※）

※○→職務（行うこととする）   △→努力義務（努めることとする）
※上記のほか，教職員として研修への参加及び学校運営に携わることが考えられる。

※○（※）については，担任教諭等を補佐して行うこととする。

出典：千葉県教育委員会ホームページより転載，筆者作成3）

表 2　教育職員免許法別表第2の2（第5条関係）（抜粋）

基礎資格

大学において修得することを必要と

する栄養に係る教育及び教職に関す

る科目の最低単位数

専修免許状
修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管

理栄養士の免許を受けていること。
46

一種免許状

学士の学位を有すること，かつ，栄養士法第二条第三項の規定によ

り管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の

規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し，同法第

二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。

22

二種免許状
短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定に

より栄養士の免許を受けていること。
14

出典：文部科学省ホームページより筆者作成
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できるようになることが期待された 7）。

このような科目の趣旨を踏まえ，教職実践演習

には，教員として求められる「使命感や責任感，

教育的愛情等に関する事項」「社会性や対人関係

能力に関する事項」「幼児児童生徒理解や学級経

営等に関する事項」「教科・保育内容等の指導力

に関する事項」の4つの事項を含めることが適当

であると示されている。

このほか先の答申では，授業方法や指導教員，

履修時期等について提言しており，授業方法につ

いては，役割演技（ロールプレーイング）やグ

ループ討議，事例研究，現地調査（フィールド

ワーク），模擬授業等を取り入れること，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るとし，科

目担当者は複数の教員であること，履修時期につ

いては，すべての科目を履修済み，あるいは履修

見込みの時期（通常は4年次の後期）に設定する

ことが適当であるとしている。

2）教職実践演習の概要

教職実践演習は，2006（平成18）年7月11日

に出された中央教育審議会答申「今後の教員養

成・免許制度の在り方について」（以下，「2006

年答申」とする）において「教職実践演習（仮

称）」の新設・必修化の提言をきっかけに授業内

容等の検討がなされ，1997(平成10)年の「教育

職員免許法の一部を改正する法律」の施行に伴い

導入された科目である 6）。

教職実践演習は，教職課程などの授業科目の履

修や教職課程外での様々な活動を通じ学生が身に

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全学年での学

びを通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付

けられている。そのため，学生が教職実践演習の

履修を通じて，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

表 3　栄養教育実習の具体的な内容（抜粋）

（1）事前及び事後の指導（1単位）

○ 事前指導：栄養教育実習の意義や目的，心構えなどのほか，実習の評価の方法，実習後の提出物（実習

ノートや指導案など），実習中の大学との連絡方法などについて指導等

○事後指導：実習の反省，問題点の整理，今後の課題の明確化等

（2）学校での実習（1単位）

○指導教諭等からの説明

　・学校経営

　・校務分掌の理解

　・服務等

○児童及び生徒への個別的な相談，指導の実習

　・指導，相談の場の参観，補助等

○児童及び生徒への教科・特別活動等における指導の実習

　・学級活動及び給食の時間における指導の参観，補助

　・教科等における教科担任等と連携した指導の参観，補助

　・給食放送指導，配膳指導，後片付け指導の参観，補助

　・児童生徒集会，委員会活動，クラブ活動における指導の参観，補助

　・指導計画案，指導案の立案作成，教材研究等

○食に関する指導の連携・調整の実習

　・校内における連携・調整（学級担任，研究授業の企画立案，校内研修等）の参観，補助

　・家庭・地域との連携・調整の参観，補助等

出典：文部科学省ホームページより筆者作成
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2．栄養教諭養成課程の設置学科の現状

1）設置学科の傾向

回答を得た大学において栄養教諭養成課程が設

置されている学部の系統 10）を見ていくと，「健康

系（健康・健康栄養・健康科学）」が31.9％であ

り，次いで「生活系（生活科学・現代生活）」の

16.7％であった。この他に「医療系（医療・看護・

福祉）」が12.5％，「栄養系（栄養・管理栄養）」が

5.6％，「家政系」が9.7％，「人間系（人間科学・人

間生活）」が15.3％，「その他」が8.3％であった。

2）栄養教諭養成課程の設置年度

栄養教諭養成課程の設置年度について問うたと

ころ，回答した養成校の61.9％の大学は，栄養教

諭制度が創設された2005（平成17）年に栄養教

諭の養成を開始したことがわかる（図 1参照）。

2005（平成17）年以降は，1年ごとに数校が栄養

教諭養成を始めている。

3）栄養教諭養成課程設置学科での栄養教諭免許

状の他に取得可能な教員免許状

栄養教諭養成課程の設置学科で，栄養教諭免

許状の他に取得可能な教員免許状の校種・教科

を問うたところ，養成校の20.8％が「家庭科」

と回答しており，栄養教諭が食育等の点からも

家庭科と関連があると言えよう。また，保健体育

や理科，農業といった免許種と同時に取得できる

Ⅲ．調査結果

1．調査の概要

本調査は，栄養教諭のキャリアパスを意識し

た適切な教員養成課程の在り方を検討の一環と

して，栄養教諭養成課程を設置する大学のカリ

キュラム（栄養教諭養成課程が設置されている

学問系統による養成カリキュラムや管理栄養士

及び栄養士課程のカリキュラム）を分析し，栄

養教諭のキャリアパスを意識した適切な教員養成

課程の在り方を検討した。そこで，栄養教諭養成

課程が設置されている大学における教育課程の実

態と養成校の意識や栄養教諭養成課程が設置され

ている学問系統による教育課程の差異と養成に係

る意識の違いを明らかにすることを目的として調

査を行った。

調査対象は，2019（平成31）年4月1日現在の4

年制大学の栄養教諭養成校135校すべてである 8）。

調査実施時期は，2019（令和元）年9月1日～10

月15日までとし，郵送による調査依頼及び回収

を行った 9）。回答を得たのは72校（回収率

53.3％）であった。その内訳は，北海道地方2

校，東北地方6校，関東地方13校，中部地方16

校，関西地方14校，四国・中国地方12校，九州

地方9校である。
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の他」1.4％であり，約7割の大学において栄養教

育実習の事前事後指導を実習の単位に含まず，別

の科目としていることがわかる。

栄養教育実習の事前事後指導を実習の単位に含

まず，別の科目としている場合，1単位としてい

る大学が58.3％，2単位としている大学が4.2％で

あった。

3）栄養教育実習に際して実習の条件

栄養教育実習に関して実習の条件など規程の有

無について「ある」「過去に存在した」「作ろうと

している」「ない」「その他」で問うた。条件など

を規定している大学は，81.9％，また作ろうとし

ている大学は16.7％であり，栄養教育実習の履修

について無条件という大学はないことがわかる。

「ある」「過去に存在した」「作ろうとしている」

と回答した大学に対して，栄養教育実習について

どのような条件を設けているか「必要単位数（科

目数）」「GPA」「修得科目の平均点」「その他」よ

り問うたところ，「修得単位数」70.8％，「GPA」

12.5％，「修得科目平均点」9.7％，「その他」

13.9％であり，約7割の大学で「修得単位数」を

履修条件としていることがわかる（図 3参照）。

「その他」を選択した大学では，「食育指導論と栄

養教育論関連科目の履修」など指定科目の修得，

「適性，意思，素行，ガイダンスの聴講，教採の

受験意思など」，「1, 2年次の必修科目のうち「C」

評価が3割以下」，「先修条件，麻疹・風疹の抗体

状況にある（図 2参照）。

なお，家庭科を取得できる学科は，人間系・生

活系が多く，次いで家政系であった。他には，医

療系，栄養系，健康系，環境系の大学でも取得で

きる。一方，理科は環境系，保健体育は人間系，

生活系，農業は環境系で取得できる。

3．栄養教育実習

1）実習時期（年次）

栄養教育実習の時期（年次）について，年次を

数値で記入する形で問うたところ，その多くが4

年次（94.4％）であり，次いで3年次（4.2％）で

あった。これは，他の教員養成課程と同様に，教

育実習では大学での学びがある程度，修了した段

階で実習を行うことと考えられる。

2）栄養教育実習の形態

栄養教育実習の形態について，実習期間は，5

日間と回答した大学が83.3％であり，次いで10

日間（11.1％）であった。その他，6日，7.5日，

14日と回答した大学が1校ずつあった。

栄養教育実習の単位数は，「1単位」と回答した

大学が66.7％と最多であり，次いで「2単位」

（29.2％）であった。「3単位」は，1校のみであっ

た。

栄養教育実習の事前事後指導の単位の扱いにつ

いては，「実習の単位に含む」29.2％，「実習の単

位に含まず，別の科目としている」68.1％，「そ

図 2　他の取得可能な免許（n＝72）
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「一部地域教育委員会と協議」，「学生が選択」で

あった。

栄養教育実習を行うに際して，栄養教諭がいる

学校での実習を推奨しているかどうか問うたとこ

ろ，「はい」と回答した大学は66.6％，「いいえ」

と回答した大学は29.2％であった。実習校への内

諾をだれが得ているか問うたところ，「学生本人」

58.3％，「大学教員」34.7％，「連携教育委員会」

50.0％，「その他」12.5％であった。「その他」と

回答した大学の場合，「（教委等で大学からの手続

きを義務付けている場合）担当部署」，「県外は学

生本人，県内は大学職員」，「学校教育センター職

員」，「大学事務局」，「協議会」，「校長会」，「養成

校で構成している協議会」，「県内養成校の連絡協

議会」であった。

2006年答申では，「一般大学・学部について

は，できるだけ同一都道府県内をはじめとする近

隣の学校において実習を行うこととし，いわゆる

母校実習については，大学側の対応や評価の客観

性の確保等の点で課題も指摘されることから，で

きるだけ避ける方向で，見直しを行うことが適

当」と提言している。

その一方で「学生が自らが教職に就くことを希

望する出身地の学校で教育実習を行うことは，早

い段階から地域の教育等を知る上で意義があるこ

とから，このような積極的な理由から，母校をは

じめとする出身地の学校で実習を行う場合につい

の予防接種」，「管理栄養士，栄養士の資格取得の

ための必要な科目の単位取得者（臨時実習，校外

実習）」を実習条件に課している。

2006年答申では，「これまでも，教育実習の履

修に当たって，あらかじめ履修しておくべき科目

を示すなどの取組が行われてきたが，今後は，履

修に際して満たすべき到達目標をより明確に示す

とともに，それに基づき，事前に学生の能力や適

性，意欲等を適切に確認するなど，取組の一層の

充実を図ることが必要」とされており，これまで

以上の履修条件の設定を課程認定大学に対して求

めていた。　

また，栄養教諭免許状の取得には，管理栄養士

養成課程を履修する必要がある。そのため養成を

行っている大学の中には，管理栄養士等資格の同

時取得を推奨することや，逆に管理栄養士の取得

（国家試験合格）を優先する指導を行うこともある

ことから栄養教諭免許状の取得に際して，「見えな

い履修制限」も存在するのではないだろうか。

4）実習校の選定

栄養教育実習に際して母校実習推奨の有無につ

いて，「はい」と母校実習奨励と回答した大学は

52.7％，「いいえ」と回答した大学は38.9％，「そ

の他」4.2％であった。

「その他」を選択した大学では「県外のみ推

奨」，「なるべく配慮するが，センター方式の学校

の場合はできない」，「強く希望する者は母校」，
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を所有している者が担当している。「その他」に

ついては，健康運動指導士，社会教育主事，臨床

検査技師，保育士などが挙げられている。

栄養教育実習の主担当者（実習担当教員）の実

務経験の有無について問うたところ，「学校栄養

職員」27.8％，「栄養教諭」25.0％，「その他」

26.4％であり，その半数は学校現場を経験してい

ることがわかる。

「その他」を選択した場合，病院及び福祉施

設，幼，小での食育実践経験を含む学校教育経験

者，教育委員会勤務経験者，加えて，公立高校校

長，県行政職などの回答があった。

4．教職実践演習

1）教職実践演習（栄養教諭）の授業方法

教職実践演習において取り入れている授業方法

について問うたところ，「ゲストスピーカー」を

取り入れている大学は62.5％，「教室での役割演

技（ロールプレーイング）」を取り入れている大

学は73.6％，「グループ討論」を取り入れている

大学は94.4％，「実技指導」を取り入れている大

学は66.7％，「実務実習」を取り入れている大学

は48.6％，「事例研究」を取り入れている大学は

77.8％，「現地調査（フィールドワーク）」を取り

入れている大学は34.7％，「模擬授業」を取り入

れている大学は77.8％であった（図 5参照）。特

に授業形態としては，グループ討議を取り入れて

ては，柔軟に対応することが適当」と提言してい

る。もちろん，実習にあたって「大学と実習校と

が連携した指導」など，大学が教育実習に関わる

体制を構築が求められたことは言うまでもない。

5）栄養教育実習の担当者

栄養教育実習の担当者の採用形態について，

「専任：栄養教諭養成学科の専任教員」「兼務兼

担・任：栄養教諭養成学科以外の学科（センター

専任含む）に所属する専任教員」「非常勤：上記

に当てはまらない授業担当教員」「その他」より

問うたところ，「専任：栄養教諭養成学科の専任

教員」は88.9％，「兼務兼担・任：栄養教諭養成

学科以外の学科（センター専任含む）に所属する

専任教員」は20.8％，「非常勤：上記に当てはま

らない授業担当教員」は18.1％であり，約9割の

大学において栄養教諭養成学科の専任教員が栄養

教育実習を担当していることがわかる。

栄養教育実習の主担当者（実習担当教員）が所

持している資格について問うたところ，「栄養教

諭免許状」34.7％，「教員免許状」40.3％，「管理

栄養士」79.2％，「栄養士」52.8％，「その他」

8.3％であった（図 4参照）。

また「教員免許状」と回答した場合，どのよう

な校種や教科の教員免許状を所持しているのかを

見ていくと，小学校や中学校，高等学校の教員免

許状を所有している。中学校・高等学校の教員免

許状の場合，教科は，家庭科，保健体育の免許状
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授業研究会の参観，小学校でのボランティア活

動」「ルーブリックを用いた自己評価，他己評価

（模擬授業，実技指導）とその改善」「小学校で実

際に授業を行う」「教材作成」「インターンシッ

プ：3日間小，中学校へ行き学校運営全体を学

ぶ」「プレゼンテーション」「養護教諭履修学生と

の協働演習」「履修カルテふり返り」「模擬授業の

ための食生活実態調査」「救急救命法の実習」「教

職実践演習15回が終了した後に，成果発表を全

教職課程が一堂に会して実施（ポスター発表）」

「実習中の健康管理（講義）」「教職ポートフォリ

オの作成と発表」「学校所在地の教育委員会が実

施する公開授業週間への参加」「個別面接」で

あった。

2）教職実践演習における他の免許種との共通開催

栄養教育実習の実施にあたって，他の免許種と

の共通開催の回数を問うたところ，平均値は，

2.83回であった。また最大値は「15回」，最小値

は「0回」であった。

おり，新学習指導要領でも求められている「主体

的・対話的・深い学びの実現」を心掛けていると

推測する。

つまり，多くの大学において「グループ討論」

「事例研究」「模擬授業」を教職実践演習に取り入

れていることがわかるが，2006年答申において

も「授業方法については，講義だけでなく，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

ることが適当」と提言しており，それに応じて各

大学では授業が構成されているといえよう。しか

しながら，「実務実習」「現地調査」などを取り入

れている大学はやや少ないことは注視しておくべ

きであろう。

また上記以外に，教職実践演習（栄養教諭）に

おいて取り入れている授業方法については，「研

究授業の報告と討論，教材開発」「教材作成，研

究発表（口頭，報告書作成）ほか」「研究授業・
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り，実習先の確保は養成校によっては苦労の 1つ

のようである。

次に「管理栄養士課程との両立」である。管理

栄養士の国家試験受験資格を得るためには，所定

の単位数の修得に加え，給食運営実習，公衆栄養

実習，給食管理臨地実習（それぞれ1週間），臨

床栄養臨地実習（2週間）など実習があり，学生

の負担は大きいことが挙げられる。

最後に，担当教員の負担については，学生の

個別の指導をはじめ実習の事前事後指導などの

指導負担があるようだが，一番は「栄養教諭養

5．自由記述からみる栄養教育実習と教職実践演習

養成校に対して，栄養教諭養成・採用の課題

を自由記述式で回答を求め，本稿に関連する栄

養教育実習及び教職実践演習に関する回答を抜

粋した（表4参照，下線部は筆者によるもの）。

その回答は，「実習先の確保」「管理栄養士課程と

の両立」「担当教員の負担」の 3つに分類するこ

とができる。

まず「実習先の確保」であるが，栄養教諭養成

課程の設置において実習校確保を必須であるもの

の，人事異動等によって配置されないこともあ

記述統計量

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

教職実践演習共同開催回数 69 0 15 2.83 4.658

表 4　自由記述回答による栄養教育実習などの課題（抜粋）

教育実習の受け入れ先が少ない。「栄養教諭がいない」「栄養教諭の教育実習を受け入れたことがないし，教育実

習の内容がわからない」等の理由で，断られることが多い。●●●の場合，●公立一括申請にて教育実習校を申

し込んでいるがほとんど，受け入れてもらえない。

教育実習の期間が1週間と短いため，教材研究や学級運営その他，時間が足りないと感じる。事前事後教育で補

うにあたっても，理解に個人差があると思われる。栄養教諭の養成，採用のための指導の負荷が一定の教員に集

中している。教員の指導のレベルを上げるためのシステム，時間がもっとほしい。

多忙な管理栄養士養成カリキュラムに加えて教職課程を履修するため学生の負担が大きい。栄養教諭養成の専任

教員の適任者が少なく確保が難しい。教員採用試験における栄養教諭の採用数が少なく，特に現役生には難関で

ある。教員採用試験の内容が受験地によって大きく異なるため，集団面接等の指導がしにくい。採用試験不合格

者の講師（臨時採用）枠が少なく，採用時期も遅いため学生の不安が大きい。

管理栄養士課程と平行して行なううち，どんどん学生がリタイヤしていき，最終的な履修者が少なくなってい

く。国家試験を非常に重視することで，教職課程が非常に肩身がせまい状態になってしまっている。更に採用枠

も少ないため，余計に資格をとっても，なれないならという風潮になってきているのか否めない。各校1人配置

になれば枠も広がるだろうが学校自体の食育推進が下火になっているのが，それ以上広まっていかないのだろう

と感じる。その中で教職を強くおしだすことが難しい。

採用数が少ないわりに養成課程の維持は職員の確保，実習先等の手続，準備～事後など少ない教員数の中で行う

ため非常に大変である。

管理栄養士養成の為の科目に加え，教職の科目を履修，単位取得するのは学生には負担であり，採用試験に向け

ての準備も難しいと感じる。（制度を批判するものではありません）特に学生は採用試験に向けての教職教養の

対策が不十分であるように感じる。

●●●では，比較的コンスタントに栄養教諭の募集があるにもかかわらず，登録者が少ないことが課題です。管

理栄養士のカリキュラムがタイトであることと，国試を気にし過ぎる傾向が原因のひとつと考えています。1年

生のオリエンテーションから，栄養教諭の魅力を話していますが，あまり変化がみられません。一方で，社会に

出た学生が科目履修生として登録し，免許を取得しています。毎年1～2名（平均）程度おります。

出典：筆者作成



65栄養教諭養成の実態と課題

り，具体的には，教育委員会が指定した栄養教諭

の置かれている学校での栄養教育実習によって，

実践的な指導を受けることが可能となり，食育に

関わる機会が増大することが予想される。

また，栄養教育実習に際して，「大学と実習校

とが連携した指導」など教育実習に関わる体制を

構築が大学に求められているが，2006年答申で

は，「いわゆる母校実習については～中略～でき

るだけ避ける方向で，見直しを行うことが適

当」，「母校をはじめとする出身地の学校で実習を

行う場合については，柔軟に対応することが適

当」と提言している。

調査において，母校実習推奨していると回答し

た大学が52.7％であり，中教審答申の提言と実態

は乖離していた。加えて実習校への内諾も「学生

本人」58.3％，「連携教育委員会」50.0％であるこ

とから，学生本人に実習先の開拓をゆだねること

は母校実習を促しやすい。一方で自由記述回答に

よる栄養教育実習などの課題においても実習先の

確保が難しいといった点が挙げられている。その

ことからも教育委員会とのより一層の連携が必要

である。

つまり，栄養教育実習，教職実践演習の担当者

間での栄養教諭養成のビジョンの共有はもちろん

のこと，教育委員会などの教育行政機関・学校現

場との連携・協働の促進が今後の栄養教育実習と

教職実践演習の改善の一助となるであろう。

付記

本稿は，本研究はJSPS科研費 JP18K02679の助成を受け
たものです。

注

  1）  「栄養教諭の配置状況（令和元年5月1日現在）」（2020

年9月29日参照）

  https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040314.

htm

  2）  本調査は，栄養教諭養成課程を設置する大学の教職

課程の内容を分析し，栄養教諭のキャリアパスを意

識した適切な教員養成課程の在り方を検討するた

め，栄養教諭養成課程が設置されている大学におけ

る教育課程の実態と養成校の意識を伺うことを目的

とした。

  3）  「栄養教諭と学校栄養職員の職務内容」（2020年9月17

日参照）

成の専任教員の適任者が少なく確保が難しい」

ことであろう。特に少ない教員数で栄養教員養成

課程を運営することによって一人の教員にかかる

負担が増大する悪循環になっているのではないだ

ろうか。

Ⅳ．結　論

本稿は，栄養教諭養成校を対象に実施した全国

調査をもとに栄養教諭養成における実態と課題を

整理し，今後の栄養教育実習と教職実践演習の改

善のきっかけを示すことに主眼を置いている。

調査によって，多くの栄養教諭養成校において

「グループ討論」「事例研究」「模擬授業」を教職

実践演習に取り入れていたが，「実務実習」「現地

調査」などが取り入れていないことが明らかに

なった。昨今，「チーム学校」の構築が求められ

ている中で，専門的に食育をつかさどる栄養教諭

の果たす役割は大きくなると予測できる。そのた

め，教職実践演習においても一部の時間において

は，小学校や中学校・高等学校などの教員免許の

取得を目指す学生との共同開催の授業を有効に活

用してもよいだろう。

特に，教員として全員が持つべき「視点」や

「知識」（例：子供への心理的・支援的な見方），

「方法」は様々な専門を背景として複数の視点で

のグループワークによって見出すことができるだ

ろう。またその一方で，学校現場からは，即戦力

や教員としての資質を持った教員の養成が求めら

れている。つまり，教職実践演習という大学4年

間の学びの集大成ともいえる授業において，学生

に対して「実務実習」「現地調査」など様々な経

験を保障（機会の提供）することも必要である。

最後に教育委員会との連携に触れておきたい。

栄養教育実習の主担当者（実習担当教員）の実務

経験が「学校栄養職員」27.8％，「栄養教諭」

25.0％と担当者の多くは学校現場を経験してお

り，一定の実践的な指導は可能である。しかしな

がら，学校現場で日々働く方々の実践知とは劣る

可能があることは否めない。

そこで，これまで以上に栄養教諭養成において

教育委員会との協力・連携を深めることで，短い

栄養教育実習期間内で効果的な実習が可能とな
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職員から栄養教諭への任用替えに着目して」郡山女

子大学『紀要』第55集，307-323ページ．

佐久間邦友・亀田明美・本山敬祐・田中真秀（2019），

「地方自治体における栄養教諭の人事政策に関する一

考察―配置率と教員採用選考方法に着目して」郡山

女子大学『紀要』第55集，31-43ページ．

山王丸靖子・島村幸代・並木英己子・秋山　隆（2020），

「栄養教育実習に関する実態調査-栄養教諭を目指し

て-」城西大学教職課程センター『城西大学教職課程

センター紀要』第4号，57-63ページ．

豊田英敏（2017），「大学における教員養成の一考察：栄

養教諭の配置状況から見える養成と課題」『東京医療

保健大学紀要』第12巻第1号，69-75ページ．

藤原叶子（2019），「栄養教諭 教育実習で学んだこと」

『帝塚山学院大学教職実践研究センター年報』第4

号，123-125ページ．

文部科学省（2017），『栄養教諭を中核としたこれからの

学校の給食～チーム学校で取り組む食育推進のPDCA

～』

文部科学省ホームページ「栄養教諭の免許資格を取得す

ることのできる大学」

  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/de-

tail/1287087.htm（2020年9月30日確認）

森﨑佳奈・杉本智紘・塩入輝恵（2018），「栄養教諭教職

課程履修学生の教育実習に対する不安要素に関する

研究」『東京家政大学教員養成教育推進室年報』第5

号（1），207-214ページ．

山中伊久枝（2019），「栄養教諭養成における「栄養教諭

教育実習」指導について：児童・生徒が「生き生き」

と取り組むための授業をめざして」『女子栄養大学教

職課程センター年報』第4巻，81-87ページ．

山本裕詞（2014），「食育行政における栄養教諭配置計画

の比較研究 : 総合行政の中で教育行政計画の適切性

を判定する際の観点」『郡山女子大学紀要』第50集，

111-124ページ．

山本裕詞（2010），「地方自治体における栄養教諭の配置

に関する研究―宮城県を事例として」『郡山女子大学

紀要』第46集，107-119ページ．

   https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/anzen/kyuushoku/

syokunikansurusidou/documents/eiyokyouyushokumu.

pdf

  4）  なお，和歌山県，香川県，愛媛県においてはいずれ

の免許状も可能な大学が存在しない。

  5）  栄養教諭制度の創設に係る学校教育法等の一部を改

正する法律等の施行について（通知）（2020年9月17

日参照）

   h t t p s : / / w w w. m e x t . g o . j p / a _ m e n u / s h o t o u /

eiyou/04111101/008.htm

  6）  必修化されていた「総合演習」は，教職実践演習の

登場により教職科目より無くなることになった。

  7）  「教職実践演習（仮称）について」（2020年9月18日参

照）

   https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/

toushin/attach/1337016.htm

  8）  2019（平成31）年4月1日現在の4年制大学の栄養教諭

養成校135校の内訳は，北海道地方5校，東北地方9

校，関東地方32校，中部地方24校，関西地方30校，

四国・中国地方20校，九州地方15校である。

  9）  調査の実施にあたっては，回答いただけない養成校

に対して，再度協力依頼などを郵送等で実施したと

ころであるが，一部の学校よりFAXによる回答が

あった。

10）  本項目は，栄養教諭を設置している学部・学科の種

類を示したものである。なお，医療系，栄養系，家

政系等の分け方については，学科の趣旨等を踏まえ

て，本科研メンバーで分類を行っている。

参考文献
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習の経験による学生の意識調査」『鈴鹿大学・鈴鹿大

学短期大学部紀要 健康科学編』第1号，25-36ページ．
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キャリアパスに関する一考察―福島県内の学校栄養
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各種講座実施一覧表

１　教員採用試験二次試験対策講座（全自治体一斉指導日）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

 

２　教員採用試験二次試験対策講座

実施日 時間 自治体名 参加人数

令和2年 7 月30日（木）

10時00分～16時00分

相 模 原 市  1名

令和2年 7 月31日（金） 相 模 原 市  1名

令和2年 8 月 3 日（月） 神 奈 川 県  9名

令和2年 8 月 4 日（火）
神 奈 川 県  9名

横 浜 市  6名

令和2年 8 月 5 日（水）

神 奈 川 県 10名

横 浜 市  5名

千葉県千葉市  9名

埼玉県（高）  1名

令和2年 8 月 6 日（木）
千葉県千葉市  9名

埼玉県（高）  1名

令和2年 8 月 7 日（金）
千葉県千葉市  8名

埼玉県（高）  1名

令和2年 8 月11日（火） さいたま市  7名

令和2年 8 月12日（水） さいたま市  7名

令和2年 8 月13日（木） 東 京 都 53名

令和2年 8 月14日（金）
東 京 都 28名

埼玉県（小・中）  8名

令和2年 8 月17日（月） 東 京 都 -

令和2年 8 月18日（火）
東 京 都 43名

埼玉県（小・中）  8名

令和2年 8 月19日（水）
埼玉県（小・中）  8名

茨 城 県  4名

令和2年 8 月20日（木） 茨 城 県 -

※延べ参加人数　236名
※ 令和2年8月17日（月）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となり
ました。

※ 令和2年8月18日（火）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，オンライン
（同時双方向型）での 実施となりました。
※ 令和2年8月20日（木）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となり
ました。
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３　モデル授業

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

４　校務分掌に関する実践指導

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

５　令和２年度教員採用試験対策講座１（令和３年度受験予定者対象）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

６　教員採用試験合格者から「体験談を聞く会」

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

７　教員採用試験対策講座２

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

各種説明会開催一覧表

１　私学適性検査説明会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

２　公立学校教員採用試験自治体別説明会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

各種講演会開催一覧表

１　教職に関する講演会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

２　教育行政講演会～教育行政と特別支援教育について～

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

３　教職インターンシップ講演会

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。

４　学校不適応経験者のライブトーク

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，中止となりました。
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教職センター利用状況一覧表

令和 2年度 令和元年度
（平成31年度） 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

論文指導 305名 1,770名 955名 714名 743名 376名

願書指導 6名 78名 214名 201名 303名 231名

個人面接 10名 184名 240名 195名 270名 101名

進路相談 63名 243名 226名 118名 117名 141名

採用試験 155名 444名 297名 103名 106名 102名

小学校 7名 37名 104名 55名 67名 69名

ボランティア 5名 21名 38名 49名 58名 50名

集団面接 4名 40名 54名 25名 56名 24名

模擬授業 7名 46名 90名 63名 36名 26名

教職全般 134名 268名 123名 26名 30名 24名

教職大学院 0名 15名 30名 11名 26名 23名

集団討論 8名 68名 57名 9名 24名 9名

その他 13名 78名 92名 26名 24名 14名

学習指導案 3名 12名 42名 27名 18名 20名

教育実習 4名 28名 19名 10名 13名 16名

単元指導計画 1名 32名 38名 29名 11名 18名

履修相談 1名 5名 3名 4名 9名 15名

合　　計 726名 3,369名 2,622名 1,665名 1,911名 1,259名

教育実践力研究会

令和 2年度「教育実践力研究会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，全て中止となりました。
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