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「教職課程及び大学と学校現場の人事交流に関する一考察」
－高等学校の現職教員として大学の教職課程科目を担当して－

教師教育研究所
客員研究員　関　根　荒　正

要　　旨

　本稿は、高等学校の現職教員である筆者が、2000年度から本学で担当している教職課程科目の教育
実践報告である。その目的は、７年間の実践と教職課程受講生に実施している「教職に関するアン
ケート」を通して、教職課程及び大学と学校現場の人事交流の在り方について考えることである。
　担当した科目は｢教職概論｣｢生徒指導・進路指導論｣であるが、その内容については、現職教員の
利点を生かして具体的・実践的な構成にし、方法については、学生参画型を目指して主体性を重んず
る工夫をした。
　授業全体は、学生に課した自己評価と授業担当者に対する評価を通して判断できるが、受講者が記
した授業から得たものなどの分析から、現職教員が大学の教職課程を担当したことで学生に良い影響
を与えているものと考えられる。そして、他の教職の理論的な科目も息を吹き返してくるものと思わ
れる。もし、多様な経験・視角をもった現職教員が教職科目のカリキュラム策定･改定に関与するこ
とができれば、それを有機的で生き生きとした構成にすることができるのではないだろうか。 

　大学と学校現場との人事交流については、様々の交流をしつつ、教員養成から現職教育につながる
一貫とした教師教育に貢献できる良いパターンを模索すべきである。制度的な裏付けを背景にして、
一週間のうち、２～３日学校現場、３～４日大学という形で、３～５年間の交流というのも一考に値
するのではないか。
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英文要旨

The paper is the practice report of writer who is in charge of teacher training course as 
incumbent upper secondary school teacher from 2000 school year. That purpose is to consider about 
what teacher training course as well as faculty interchange of universities and schools should be 
through the practice and a questionnaire on teaching profession to students.

The teaching content of my class was composed of concrete and practical by making full use of 
incumbent teacher. That teaching style was to make much of student independence in order to aim 
for student participation.

After careful consideration, I could arrive at the conclusion as follows.
１ ; From the analysis about the evaluation of my teaching that student wrote，to charge in 

teacher training course of university as incumbent teacher is considered to have good influence on 
students．According to that, the other theoretical subject of teach training course will come to life． 
If school teacher can participate in decision and revision of teacher training course, we can change it 
into organic and vivid. 

研究ノート



Ⅰ　はじめに

　2000年度から、98教育職員免許法改正に基づい

て拡充された本学の教職課程の科目を担当させて

いただいている。これまで、大学の研究員として

教師の力量形成に関する研究などに携わったり、

高校での教育実習担当などの体験をもとに学会・

研究会などで主張や意見を述べたりして、学校現

場からの視角で教師教育を語ってきた。これまで

に得た問題意識や志向すべきことを発揮する場を

与えられたと考えて、様々な制約がある中で、「講

義」ではない授業を模索してきた。

　2001年度から現職教員の大学院修学休業制度が

始まり１）、また教育職員養成審議会が「養成と採

用・研修との連携の円滑化について」（第３次答

申）で現職教員の大学教員としての活用を打ち出

す中２）、大学と学校現場の人事交流についての具

体的な在り方を考えてみる必要性も感じていた。

　本稿は、以上のような問題意識をもとにした、

2000年度から2006年度にかけての教職課程科目

（「教職概論」「生徒指導・進路指導論」）３）の実践

報告である。

Ⅱ　 「教職概論」「生徒指導・進路指導論」
の授業内容とその構成視角

　一般に教職課程の科目が学生の興味・関心を喚

起しない理論的抽象的な内容になっている傾向を

考慮し、また現職の高校教員、特に日々生徒と格

闘する「教諭」としての利点を生かして、具体的

実践的な内容構成を目指した。毎日の仕事に追わ

れて手探りの、自転車操業ではあったが、教育職

員免許法・同施行規則をふまえて他に次のような

視点で科目の内容を構成した。

①現在、学校・教師や子どもに起きているホット

な現実をとりあげる。

②「子どもから発想し、『子どもがみえる』授業・

学習を創造し、子どもを見る眼を培」４）うよう

心掛ける。

③問題提起・問題解決型の授業にする。例えば、

体罰問題でも、一部の学生の中にある一部或い

は全面的肯定論も取り上げ、現実にどうすべき

か考えさせるようにした。５）

④担当科目が低学年での受講者が多いことから、

被教育体験から教職への眼を持てるようにす

る。自らの被教育体験を意識的に捉え返す作業

を基礎に、その共有化を通して教職を見据える

ようにする。さらに、次学年以降の教職科目に

発展的につなげられるような方向を模索する。

⑤「教職概論」が前期、「生徒指導・進路指導論」

が後期に配置され、共に受講登録している者も

多いので、同じ問題を取り上げる場合でも、例

えば不登校のような事例では、前期を受けて後

期では発展型の内容にする。

　以上の視点をもとに設定した授業の学習テーマ

は次の表１・表２（2006年度）である。
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２ ; It is necessary to institutionalize the faculty interchange of university and school, and we 
should grope good pattern on the faculty interchange by various exchange well as.

Key Words : teaching profession,  teacher training,  teacher education,  teacher training course
a survey of teacher training,  the theory of student guidance and career guidance
faculty interchange

表１　2006年度前期「教職概論Ｄ」学習テーマ一覧

第１回 教職概論・私的オリエンテーション

第２回 国旗・国歌（日の丸・君が代）問題

第３回 「いじめ」に基づいた事件に関連して　

第４回 自殺予告の手紙による「脅迫」事件の意味
するもの

第５回 教職に対する評価は可能か。

第６回 不登校の事例から教師の対応を考える。
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表２　2006年度後期「生徒指導・進路指導論Ｄ」
　　　　学習テーマ一覧

　「教職概論」の、不登校問題では、ＮＨＫ総合

テレビ・中学生日記・不登校シリーズ「冬芽」「私

はわたし」、初任者の授業については、ある都立

高校教員の普段の実践、のビデオを活用した。「生

徒指導・進路指導論」の、進路問題では、ＮＨＫ・

ドキュメント日本「とりあえずフリーター」「フ

リーター 417万人の衝撃」「あなたの夢は何です

か」、カウンセリングのところでは、文部省企画

「学校におけるカウンセリングの考え方と技法」

のビデオを使用した。また、「教職概論」では毎

年外部講師を招いており、今年は、都立初の中高

一貫校で採用されて勤務している白鷗高校附属中

の田中志乃さん（理科担当）にお話しをしていた

だいた。

　教材として、教科書は用いず、新聞や文献など

から取った資料を各回ごとに作成し、前・後期で

それぞれ約100枚のプリントを配布した。

Ⅲ　 ｢教職概論｣｢生徒指導・進路指導論｣
の授業方法

　多数の受講者であっても一方的な講義ではな

く、大袈裟に言えば学生参画型の授業を、という

より個人の顔の見える授業を模索しようとした。

その動機は、五年間程関わった｢教師の力量形成

に関する研究｣などを通して、｢教職科目が月並

みな講義や教え込み・詰め込みに陥るのであれ

ば、学生の主体性を損うことになりがちなので、

教職を目指す者が主体性・自律性を確立できるよ

う方法面での改革を模索すべきである｣６）と考え

たからである。とりあえず、初年度から問答・対

話型の形を作ることを心掛けた。シラバスの留意

事項で「討論、ディベートなど学生諸君が主体的

に参加できる授業方法を模索する予定なので、受

け身の受講は避けて欲しい」と提示した。

 受講登録者は、７限（19：40 ～ 21：10）という

時間帯（初年度だけ６限）でありながら、初年度

を除けば300名前後で、正直なところ最初はこの

ような人数の中でどのようにやろうかと戸惑いを

感じた。最初の授業で書いてもらった「この科目

に望むこと」をもとに、問答を交えることから始

めた。大教室の「大きな教壇」から様々問題提起

をし、机間をまわりながら質問に対する答えや意

見を求めた。しかし、それでは数名としか問答・

対話ができないので、各回ごとに提出してもらっ

た課題レポートの中から、代表的な意見やユニー

クな意見・主張を10 ～ 20名選び出して、フィ－

ド・バックし、次の授業の最初にコメントを述べ

る形をとった。各回ごとに出した課題のテーマは

次頁の表３・表４（2006年度）のようなもので、
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第７回 「子どもの暴力行為・体罰」の事例から教員の体質を考える。

第８回 「セク・ハラ」の事例から教員の体質を考える。
第９回 ２，３の事例から教師集団の質を考える。

第10回 初任者の授業を通して授業、生徒、学習な
どを考える。

第11回  「教師の喜び、仕事と授業」〔白鷗高校附属
中　田中志乃さん〕

第12回 現代子ども・若者論～私の授業実践

第13回 今、教職に求められているもの

第１回 導入としての私的オリエンテーション

第２回 学校教育と生徒指導の現状
第３、
４回

現代の子どもが置かれている現状～その一
端～盗難、援助交際、薬物乱用問題など

第５回
具体的な事例から生徒（活）指導の在り方
を考える。～①校則

（以下同じ）

第６回 ②「懲戒」と「体罰」禁止、特に体罰問題
を考える。

第７回 ③いわゆる「特別指導」について考える。

第８回
④問題行動など生活指導上の問題を考える。
～服装・髪型規制、アルバイト規制、飲酒
･喫煙行為、オートバイ規制など

第９、
10回

若者の暴力論考～少年犯罪・少年非行を考
える。

第11回 教育相談とカウンセリングの在り方

第12、
13回

進路指導とその現状～フリーター増加の問
題などを考える～ある教育課題校とある進
学校の進路指導

第14回
「生徒指導部」「進路指導部」の仕事、と「子
どもの権利条約」 ～どのような生徒指導・
進路指導を目指すのか。
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表３　2006年度前期　｢教職概論Ｄ｣課題一覧
【課題１】あなたは何故教職を目指すのか。または、何故教職概論の科目を選択をしたのか。

また、教職概論のやり方で望むことがあったら書いて下さい。
【課題２】あなたの幼・小・中・高時代（塾・予備校を含む）において、尊敬すべき素晴らしい教師との出会いがあったでしょ

うか。どのような人物か具体的に述べて下さい。
【課題３】あなたは｢国旗・国歌｣（日の丸・君が代）問題（特に東京都における）をどのように考えますか。

また学校現場で｢国旗・国歌｣（日の丸・君が代）をどのように扱うのが一番良いと思いますか。

【課題４】殺人事件の原因であるいじめの舞台になったクラスの担任・横井先生の姿勢をどのように考えますか。

【課題５】あなたは今の立場でこの「自殺予告の手紙」をどのように受けとめますか。
（1）教師のやり方に反するものとして無視する。
（2）いたずらと考えて取り上げない。
（3）無視はしないがこのようなやり方をすべきではないと生徒全員に注意する。
（4）本音の追いつめられた主張として真摯に対応する。
（5）その他

【課題６】手紙を受け取ったＡ教諭の受け止め方と行動をどのように考えますか。

【課題７】東京都が導入した人事考課制度のような教員評価は、全国的な制度として確立されることになるが、教職という仕事
は評価することができるのだろうか。教職にどのような評価がふさわしいのだろうか。

【課題８】また職場の中で仕事をしようとしない教員や、安閑として自己中心的な生活を 送っている教員、「問題教師」などが
存在する現実をどのように考えますか。

【課題９】不登校の現状をどのように考えますか。ビデオなどを参考にしながら、どのような対応ができるのだろうか。

【課題10】「子どもの暴力行為」の現実をどのように考えますか。校内暴力にはしる生徒の意識をどのように考えますか。今の立
場で率直な意見を述べてください。

【課題11】なぜ体罰はいけないのでしょうか。体罰にはしる教師をどう思いますか。
自らの体験をもとに述べてください。

【課題12】教師にセク・ハラ的な体質があるのだろうか。単に個人的な問題なんだろうか。
職場の在り方などに問題があるのだろうか。

【課題13】よりよい教育を実現するために教職員集団はどうあるべきなのだろうか。
これまでの被教育体験や資料などを参考にして、良い例や反面教師的な面をあげて、教職員の集団としての在り方を
述べて下さい。

【課題14】講師の教職に対する考え方や生き方及びその実践について 率直な感想を述べて下さい。

【課題15】ビデオや自らの被教育体験などをもとに、よい授業（小・中・高・大学を問わず）を行うのに大切なことは何か。具
体的に述べて下さい。

【課題16】具体的な例を１，２あげて、現代日本の若者像（特徴など）を述べて下さい。
【課題17】この半期であなたの「教職」観に変化・変容はありましたか。

その有無に拘わらず、今の教職に対する率直な気持ちを簡潔に述べてください。

表４　2006年度後期　｢生徒指導論・進路指導論Ｄ｣課題一覧

【課題１】あなたの小・中・高時代に（予備校なども含む）、教師の「指導」で一番印象に残っていることを書いて下さい。
また「生徒指導。進路指導論」のやり方で望むことがあったら書いてください。
＊ １回、体罰問題で短時間のディベートのような議論を予定しています。討論者になってもよい方は下の（　）に○
をして下さい。　　（　　）

【課題２】生徒の現状を考えて、どのような生徒（活）指導の方向がよいと思いますか。

【課題３】あなたは、援助交際をどのように考えますか。また、生徒が援助交際をしていることに気づいたら。あなたはどのよ
うな対応ができるだろうか。

【課題４】薬物を乱用する若者の増加と水谷修先生の生き方・考え方をどのように思いますか。

【課題５】あなたは、どのような「校則」が一番良いと思いますか。校則のあるべき姿を構想してみて下さい。

【課題６】体罰は教育的に認められるのであろうか、自らの立場を述べて下さい。
また、体罰禁止を徹底するのに何が必要か、具体的に述べて下さい。

【課題７】「特別指導」は生徒にどのような影響を与えているのだろうか、自らの体験を振り返って述べて下さい。また、「特別指導」
を本当に意味あるようにするために何が必要なのだろうか。

【課題８】講義で取り上げた生活指導上の諸問題のうち、一つ取り上げて自分の意見を述べて下さい。

【課題９】最近また増加してきた少年犯罪の背景になっている社会状況と子どもの意識に触れながら、現状を克服していくため
に何が必要だと思いますか。

【課題 10】進路を決められない、あるいは決めかねている高校生の現状と、それに対する各学校の対応をどのように思いますか、
率直な意見を述べてください。

【課題 11】教育相談やカウンセリングは教師の姿勢に何が必要だと教えているのだろうか。

【課題 12】いじめ、暴力行為、不登校への対処を取り上げたカウンセリング・ビデオに対して、批判的な立場で率直な意見・感
想を述べて下さい。

【課題 13】子どもの権利条約を日本の学校の生徒指導・進路指導に生かすのには、何が必要だと思いますか。
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課題用紙はＢ５版１枚のスペースをとってある。

　尚、課題作成の時間には授業の最後10分程をあ

て、原則としてその日のうちに提出してもらっ

た。毎週200 ～ 250枚の課題プリントを読む作業

はとにかく大変であったが、フィードバックした

プリントを強い関心をもって読んでもらったこと

で苦労した甲斐があったといえる。残念ながら１

枚１枚にコメントをつけることは不可能であっ

た。

　ディベートについては、「教員にはセクハラ的

な体質があるか」（「教職概論」）、「体罰は教育的

に容認されるのか」（「生徒指導・進路指導論」）

のテーマで行い、時に白熱した議論が闘わされ

た。国際教養学部を除く全学部からの「寄り合い

所帯」なので、実施日の１ヶ月ほど前に予めディ

ベーターを募って準備をしてもらい、毎週準備状

況を確認しながら本番に臨んだ。付け合わせが不

十分にも拘わらずいつもそれなりの議論が展開さ

れた。議論をし合う意義を認めながら、演習とは

全く異なる条件下、相互に〈薄い〉人間関係の中

で、エンカウンターだけでは雰囲気づくりは難し

いが、テーマなどに応じた有効な方法を模索して

いきたい。

Ⅳ　学生の評価と自らに対する評価の問題

　多数の受講者を抱えて評価をどうするかも頭を

悩ませたことの一つである。課題提出を出席代わ

りにしつつも、課題内容が一人一人の意見を求め

るものであったので主観的な判断に陥る可能性が

高い。模索の結果、それと自己評価を主な材料に

して評定を付けることにし、同時に、「科目受講

で考えたこと・得たもの、感想、担当者に対する

評価」も記述してもらった。それは、一人一人個

性的でまとめることなどできないが、2006年度前

期科目「教職概論」受講生（登録者296名　自己

評価表提出者238名）の記述をもとに、多くのも

のから共通して指摘されたことを簡潔に上げてみ

る。

１　 授業自体に対する一般的感想と授業から得た

もの

　私の聞き取りにくい話し方や大教室故の私語、

途中退室など、問題指摘も多少あったが、回答者

のほとんどから肯定的な評価を受けた。一番多

かったのは、「リアルに教職の現状を知ることが

出来てとても有意義な時間でした。」「様々な現場

や今学校が抱える問題について学ぶことが出来て

大変有意義だった。」というように、子ども・教

師・学校・教育の現状の理解に役立ったという指

摘である。これを見ると、学校現場の現職の「強

み」を発揮できているようで嬉しく思うが、現職

であっても大学という空間で話す場合それはあく

まで「擬似」にしか過ぎず、広い視野に立って普

遍性に繋がるような個別具体的な提議が大切に思

う。それと同時に、「考える」授業であったこと

に、意義を見いだした学生も多い。「まさに考え

させる授業であり、本当に楽しかった。」「あらた

めて教職について考える機会を得たという意味で

かなり有意義であった。」「現代の教職員や子ど

も、学校等の問題について、真剣に考え直す良い

機会となった。」「家に帰っても色々と考えさせら

れた。」「90分間考え続けた自信がある。」「授業の

後はものすごく疲れました。ものすごく考えたか

ら。」もともと、学生諸君の意見を多く取り入れ

る中で、いじめ、不登校などの具体的なテーマを

もとに、問題解決学習の形を取ったので、こちら

の目指す意図が伝わっていると感じられる。

　「話を聞きながら、資料に目を通すという作業

の上に、自分の意見を書き出すというのは苛酷の

作業できつかった。」と学生に評されるような欲

張りな授業をしていると思うが、考える方向に特

化してきていることに気をつける必要がある。

　それから、今の公立学校、特に都立学校の教員

の現状を語ることで、教職の「大変さ」を味わわ

せてしまったようで、「ショックを受けた。」「夢

や自信を崩壊させられた。」「打ちのめされた。」

という感想までいただいた。それでも、「教職を

甘く見ていたことに気付き、続ける自信がなく
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なった。」「教育に携わる重さを感じ、中途半端な

考えでは務まらないことを自覚し、自分の人生に

おいて教師はないと決めた。」というものより、

「教職への意欲が強まった。」「教職への覚悟が出

来た。」「もっともっと教師になりたくなった。」

「今は教職を自分の天職ではないかと思っていま

す。」と答えた方が圧倒的の多かったのは救いで

あった。教職の喜び、充実感を伝えることに心掛

けているつもりであったが、これについては今後

も「重たい」課題である。

２　 授業のやり方など～特に課題レポートのフィ－

ド・バック

　300名ほどの受講者を抱えたら、一斉講義の形

しか取りにくいが、それでも双方向のやり方を模

索した。問答、エンカウンターと取り入れたバズ

セッション、ディベートなどである。それから、

各回毎に出される課題作成で自らの意見を述べる

やり方や、そのレポートを10数名ほどピックアッ

プして翌週フィードバックするやり方は本当に好

評であった。

　「他人の様々な意見に触れるというのは良い刺

激になりました。」「学生の意見の中にもハッとさ

せられるものが多々あり、自分の小ささを痛感し

ました。」「自分と同じ世代の人たちの考えを知る

ことが出来たのは自分にとって大きな収穫であっ

た。」「何が楽しみであったかというと前回の講義

の感想を読むのが楽しみであった。これだけはや

めないで欲しい。」「毎回本音を出せるレポートを

書けて、しかも模範的でなくともどんな意見でも

取り上げてくれる授業はなかなかない。」という

感想・意見をもらった。出欠確認と学生諸君の意

識を知りたいという単純な動機から始めたやり方

であったが、これが一種の誌上討論の役割を果た

し、希薄な人間関係の中で自分に自信の持てない

世代に多様な他者認識を与える結果となった。本

当はこれが私の話よりずっと学生諸君に役だった

のではないかと思われる。

　全体を通して、「教職の中で一番おもしろく、

ためになった。」「一週間の講義の中で一番ために

なり、身につく授業であった。」「教科書を広げて

ただ理論だけを述べるような授業よりはるかに充

実した90分であった。」「早稲田にきて良かった。」

という感想を述べてくれる方もあり、大学全体の

授業の一般的状況を考える時、少し当惑してしま

うのはどうしてであろうか。

　尚、2000年度後期科目以降、私に対する10段階

評定をしてもらっている。これまでいつも平均

８，５前後の高い評価をいただいており、大学が

行う、学生による授業評価でも、善き評価を受け

ていることを付記しておく。

Ⅴ　本学・教職課程受講者像

　本学は総合大学であって、教育学部といえども

教員養成だけを担っているわけではない。総合大

学の教職課程は、当然、単科の義務教育学校の教

員養成を主に担う大学とは異なった、多様な学生

諸君を受け入れることになる。本学の教職課程を

受講する学生「像」のほんの一端を紹介したいと

思う。

　2001年度から毎年後期科目で、筆者は、学生の

立場に立って教育内容・方法を構想・改善する目

的で、「教職に関するアンケート」調査を行って

きた。それぞれの年度、約150名から回答を得て

いるが、2002年度は、それを広げて早大生の教職

に対する意識の傾向を把握しようとして、小川輝

之先生・高橋康宏先生の協力を得て、後期科目の

「生徒指導・進路指導論」の３講座で実施した。

サンプル数331名で多く、これまでの調査と同じ

傾向を示しているので、これを基に受講生像を述

べてみることにする。他の科目等でも実施した

り、学年のバランスをとるなどすればもっと正確

な状況把握につながったと思われるが、あくまで

この調査の結果は教職課程履修者の一つの傾向を

あらわすにすぎない。７）
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１　教職志望動機について

　「あなたが教職課程を受講している動機につい

て伺います」は、教職科目履修の動機について設

問である。「是非教師になりたいから」　「できれ

ば教師になりたいから」を教職志向の強いものと

して一括りにすると29.3％で、「生き方の一つの

選択肢として教職があるから」「教員免許状とい

う資格がほしいから」「教育実習だけは行きたい

から」を教職志向の比較的弱いものとすればそれ

は62.2％で、「親に奨められたから」「友達も受講

するので何となく」のような主体性をもたないで

受講しているものが4.5％存在する。是非教師に

なりたいと考えているのは、男子に多い。（男子

22.8％、女子9.8％）その他「教育に興味がある」

「子どもが好き」などを動機としているものが13

名（3.9％）いる。８）

　「あなたは教職にどの程度魅力を感じています

か」は、教職に対する魅力度に対する設問である。

教職に対して「大変」「少しは」魅力を感じてい

るものが合わせて74.6％、魅力を感じていないも

のが10.9％である。男子の方に、「大変魅力感じ

る」割合が高い。（男子38.8％、女子18.8％）

２　早稲田の教職課程について

　⑴　満足度

　「これまで受講した教職科目はあなたにとって

満足のいくものでしたか」は、教職科目に対する

満足感について聞いたものである。満足感を持っ

ているものが42.3％、不満を持っているものが

19.9％である。男子の方に「やや不満である」「大

いに不満である」と不満の方に回答したものが多

い。（男子24.2％、女子11.6％）また、１年生にく

らべて２年生以上で満足度が高まっている。（１

年生29.1％　２年生49.1％　３・４年生48.0％）

　⑵　影響を与えた科目　

　「これまで受講した教職科目はあなたの志望動

機を強めるのに役立ちましたか」は、教職科目受

講が教職志望動機を強めたかを問うたものであ

る。志望動機を強めたり高めるのに役立ったと回

答しているものは46.4％、役立っていないとした

ものは27.6％である。それを受けて、具体的に教

職観を深めたり、インパクトのあった授業との出

会いを質問した。66.2％のものがそうした授業と

の出会いを指摘し、33.8％が否定している。学年

進行とともに有意義な教職科目との出会いを指摘

する割合が高まっている。（１年生55.0％　２年

生70.8％、３・４年生77.1％）科目の具体名にあ

げないが、延べ238科目があげられており、その

講座名をみると、担当者による要素が強いと考え

られ、専任よりも非常勤講師の担当講座が非常に

多く指摘されている。これは、非常勤講師が教職

課程科目の担当者の多くを占める現状からして当

然の数値といえようか。

　⑶　大学の授業に対する満足度

　どのような生き方をするにしても、大学の学

習・教育活動に打ち込むことは重要であるという

観点から、「大学の授業全体についてどの程度満

足していますか」という質問をした。46.6％のも

のが満足しており、22.6％が不満を表明している。

男子で不満の方に回答したのは25.1％、女子では

17.9％、そのうち、男子に「大いに不満である」

と回答したものが目立つ。

　⑷　教職科目の講座選択の基準

　何を基準に教職科目の各講座を選択したかを、

選択肢から２つ以内で回答してもらった。「科

目のおかれている曜日と時間で」が49.1％、「講

義要項の内容で」が23.1％、「学生情報誌で」が

14.5％、という３項目が上位をしめた。人間科学

部の６名が「人科に開講されている科目であるた

め」と回答したように、人間科学部の学生が所沢

キャンパスを拠点にするため、西早稲田キャンパ

スの講座受講に時間的空間的制約を受けているこ

とがうかがわれる。
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３　受講生が学びたいと思っている教職課程の内容

　「あなたが学びたいと考えている教職科目はど

のような内容をもっているものですか」という設

問で、教職科目でどのようなものを学びたいか自

由に記述してもらった。208名の方が回答し（回

答者総数331名中　62.8％）、その指摘は多岐にわ

たっていてすべてをまとめ上げることはできない

が、主なところを紹介してみることにする。

　⑴　教育内容

　先ず教育内容に望むことについて。「教育とは

何か」「教育の在り方」「教育とはどうあるべきか」

というような理論的本質的なものを求めているも

のは６名と少なく、教育の現状に即して具体的・

実際的なものを学びたいとしているものが大変多

かった。66名が指摘しているが、代表的なものを

いくつか上げる。

　「教育現場の実態を知りたい。」「教育の現場の

実際。生徒たちの様子がわかるもの」「学校とい

う現場のことが詳しくわかり、教職に対して興味

がわくような授業」「実践的であり、実際の教育

現場に精通しているもの」「現場の状況に即した

実践的な内容をもっているもの」「理論や方法を

学ぶ事は大切だと思いますが、もっと現場の声を

聞くことできる授業であってほしいと思う。」「実

際の現場に即した内容。具体的な事例から抽象的

なことへまとめるほうが考えやすい。」「最初から

理想論のようなことを聞いても興味がわかない。」

など

　学習するテーマについても、「多様で身近な

テーマを取り上げるもの」や現代の実際的な問題

である「いじめ、体罰について」「不登校やいじ

めなどの問題を深く掘り下げるもの」が求められ

る一方で、「教育学の全般」「教育制度や仕組み」

「宗教教育、道徳について」のような学問的なも

のを学びたいと思っているものもいる。

　教師・教職の問題についても、「教師はどうあ

るべきか」「最高の教師像を学べるもの」という

一般論・理想論を学びたいと考えているものは２

名にすぎず、「実際の教師について、理想はいら

ない。」をはじめ、現在の教師に関したものを比

較的多くのもの（15名）が求めている。たとえば

「現在の学校教員の問題点」「実際に教師が抱えて

いる問題」「現在教師をしている方の悩みがわか

る授業」「教師の実際がわかるもの」「教職の現実

を伝えてくれるもの」「具体的に教師としてやる

べき事が分かるもの」更には「教師の一日」「具

体的な私生活」というものまである。こうした傾

向は、授業の中に「現役教師の話、体験談中心の

講義」「現場の先生の話」を求めることにつなが

る。（３名指摘）その他の指摘もあげておく。「教

師であることの良さが感じとれるもの」「教員と

しての資質」「教師に求められるものが何なのか

を追求していくもの」

　それから多いのが、子どもの現状・心理（カウ

ンセリング的な内容を含め）や子どもに対する関

わり方・接し方についてである。両者は授業など

で取り扱う際、切り離せないものであるが、便宜

的に分類すると前者については22名、後者につい

ては26名が学びたい内容であるとしている。

　子どもの心理・現状では、（教育）心理学やカ

ウンセリング的なもの、のような指摘も含めたが

次のような表現が代表的なものである。「子ども

の心理」「生徒の心理に関するもの」「生徒の理解

が深められるようなもの」「今の中高生の内面」

「心理学的なもの。心の病とか」「子どもの心理的

発達に合わせた教育指導論」｢子どもと接すると

いう一番重要な問題について本音と実際を教えて

もらえるような内容｣

　子どもに対する接し方については次のように表

されている。｢具体的な子どもの扱い方｣｢生徒へ

の接し方｣「生徒へのいい接し方」｢生徒と関わ

る上で必要なことを学べること｣「今の生徒の内

面を把握する能力を養えるもの」｢生徒をひきつ

ける力を身につけられるような内容｣｢子どもた

ちの意見・気持ちを知ることができるような科目

を学びたい。｣

　また「少人数制（クラス）の場合」｢生徒同士
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が仲良く暮らせるクラスづくりのため｣や「教師

不信になっている生徒」「アパシーの子」「障害を

持った子ども」｢不登校児、学習障害、キレるな

どといった子ども｣といった具体的な学習対象を

明示しているものも５人いる。

　当然のことながら授業や教科教育・教科外教育

に関したことを多くのもの（41名）が望んでいる。

「教えるとはどういうことか」「授業の意味を考え

るようなもの」と本質的なものも含めて教授（授

業）方法に関する指摘が13名。「教授方法につい

て具体的に学びたい。特に日本にとらわれること

なく世界各国の教授方法を知りたい。」「興味がも

てる授業の方法」「教材の作り方、良い指導法。」

「授業の方法や展開方法」「どのようにすれば楽し

い授業ができるか」　社会科、理科、英語科など

の教科教育（法）や教科に関する専門的な知識を

指摘したものが19名。生徒指導、進路指導、同和

教育などの主に教科外教育を指摘しているものが

７名。

　「教師になるにあたり必要な知識をきちんと知

ることのできるもの」のように教職の基礎的な

知識を求めるものが１名、「実際に教職に就いた

時にためになるもの」「実際に教育現場に立った

時生かせる内容」「もっと現場に出て役立つテク

ニック」など一般的表現ながら「役立つ」内容を

強く求めているものが４名いた。

　その一方で、「実際教師になったとき、又はな

らなくとも社会に出て役立つ実際的なもの」「学

校現場以外でも役立つ知識」「将来に役立つよう

なもの」、更には「自分に新しい視点を与えてく

れるもの」「自分を高められるもの」「私自身の人

間的な器を大きくする機会を与えてくれるもの」

というように教職以外でも、或いは自らの人間的

な成長につながる内容を求めているものが８名も

存在した。

　⑵　教育方法

　次に教育方法についてである。

　問題解決型の学習を求めるものが５名いる。

「現在の問題点を指摘し、その解決法を考えると

いう内容。」「教育の現場で起こっているリアルな

ことを学んだ上で、その対処法を見いだせる内

容」「現在の教育現場でどのような問題があるか

示し、それに対していろいろな角度から解決策な

どを示してくれる内容」など。また「自分の考え

しか持っていないのが現状なので、他人の考えを

知りたい。」と思う方がいると共に、「講義中にい

ろいろと考えさせられるもの」「自らが考えると

いう行為を進められるもの」のような「考える」

ことを求めるものもいた。

　「より具体的で実践力がつくもの。ロールプレ

イなどを取り入れてはどうだろうか。」に代表さ

れるように、一方的な講義ではなく、議論、ディ

ベート、模擬授業など「学生参画型」のスタイル

を求めるものが６名いた。

　⑶　担当者の姿勢

　「先生が教職に対して大きな熱意を持っている

もの」を期待するものが２名。同様な趣旨だと思

われるが｢人間としての魅力を感じられる内容｣

と表すものもいた。「文科省のマニュアルに縛ら

れない様な考え方を持つもの」「従来の教育制度

に迎合することなく、やや批判的に見ていく授

業」「うわべだけの教科書的模範的な内容にとど

まらない授業」の意見のように「教科書」的では

ない批判的な姿勢を期待するものもいた。また、

先にも触れたようにもっと学校現場の状況がみえ

るような展開を、ということで現場の教師の話を

求めるものもいたが、「高校教師が高校で行う授

業をそのまま大学でやってみて欲しい」という意

見をあった。その他、「教員により偏りがあって

科目の取り方で深く学べないものがある。」と指

摘するものもいた。

４　受講生が考える教師に必要な力量

　「教師にはどのような力量が必要だと思います

か」は、受講生が教師にはどのような力量が必要

であると考えているのかを探るもので、16の選択
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肢から３つ選んでもらうことにした。その選択肢

は、1987年に本学・教育総合研究室（当時）のあ

るプロジェクトが行った現職教員に対する意識調

査で用いた選択肢35項目のうち主だったものを

ピックアップしている。

　回答で、10％を超えるものは、「豊かな教養を

もち、人間性にあふれていること」14.2％、「子

どもに積極的に関わっていく姿勢・熱意をもって

いること」13.2％、「子どもを人格をもつ者とし

て尊重し、公平に接していくこと」11.1％の３項

目である。それらに次いで高い数値を示したもの

は、「時に応じて厳しく怒るなど、よい意味で厳

しさをもつこと」9.4％、「子どもの内面を把握す

る力をもっていること」9.3％、「わかりやすく授

業を展開していく力をもつこと」9.3％、「一人の

人間として常に誠実さを忘れないこと」9.2％な

どである。

　この結果を先の現職教員に対する調査と単純に

は比較できないが、「わかりやすく授業を展開し

ていく力をもつこと」のような主に実践的指導力

に関する事項について現職教員の指摘が高く、主

に教師・人間としての生き方に関する事柄につい

ては学生の指摘が高いように思われる。９）

５　まとめにかえて

　一通り説明を加えてきたが、比較する先行研究

をあまり持ち合わせていない中で、断定的に述べ

ることは避けたいと思う。若干分析を通して感じ

たことを記させていただく。

①教職志望動機の強いものが29.3％に対して、弱

いものが62.2％を占めるという数値は、総合大

学ならではの数値で、その意味では教職科目が

一般教養的な性格を持たざるを得ない面もある

と言える。教職志向の弱いものが多数を占める

現実を考慮すると、低学年の科目では彼らの存

在を視野に入れた授業実践が求められるように

思う。

②これまで受講した教職科目に対して不満であ

ると回答したのは19.9％。（男子24.2％、女子

11.6％）　受講した大学の授業全体に不満であ

ると回答したのは22.7％。（男子25.1％、女子

17.9％）このような不満を表す数値をどのよう

に読むのか。少なくとも大学の「教育」の質と

いう視点で捉え返す必要があるのでなかろう

か。

③受講生が学びたいと思っている教育内容で教育

の現状について具体的実践的に学びたいという

指摘が多く見られた。乱暴な言い方をお許しい

ただければ、一般に大学の教職課程科目がかつ

てのような現実離れをしたものでなくなってい

るとはいえ、更に学生のニーズに応えられる方

向をとるべきであろう。これはただ学校現場な

どの教育関係者が講座を担当すればいいといっ

た問題ではなく、専任の大学の先生が担当する

にしても、一般論ではなく教育の現実をつかむ

努力をしたり、講座の中に現場教師などをゲス

トとして呼ぶなどの工夫をするべきであろう。

これを受けながら、学生・卒業生など教職課程

履修者に対する調査などを踏まえて、教育の理

論的な内容も併せて、教職科目の体系化を志向

すべきである。また担当者がその専門性だけを

発揮して科目名にそぐわない展開をされること

がある場合、それはそれでそのよさもあるが、

同一科目の各講座での内容の統一についても検

討が必要のように思われる。

　今後、こうした調査を継続しながら学生の意識

を掴んでいく必要性があると思われる。特に４年

生の教職課程を修了した学生に対して振り返って

教職科目の内容や科目の関連などについて問い、

教職課程全体の有効性を検討することは大切なこ

とであろう。さらに、卒業後、学校教師になった

ものやその他の進路をとったものに対して教職課

程の意味を問う追跡調査を行う必要もあろう。

Ⅵ　おわりに～実践を通して垣間見たもの

　わずか７年程の、しかも前・後期各一コマだけ

の授業であるが、垣間見たこと・感じたことを何
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教職課程及び大学と学校現場の人事交流に関する一考察

点か述べさせていただく。

①担当した科目が主に大学１、２年生を対象にし

ており、高等学校の教職にある者として、彼ら

の現実を日常的に接している生徒の延長線上で

見ることができ、授業内容・方法の構想をはじ

め授業実践をスムーズに進めることができたと

思う。大学が｢高校化｣しているといわれる中

で、当然の事ながら、大学専任の担当者より普

段培った｢眼｣で彼らの生活や意識が良く見え

ることが強みであった。

②現代の学校教師が抱えている状況が「重い」も

ので、生の現実を学生に伝える場合、必然的に

「暗い」話題が多くなり、教職遂行の喜び・や

りがいを語る割合が少なくなる傾向にあるが、

今の子ども・学校・教師の現状を提示すること

で、具体的・実践的な性格を持たせることがで

きたように思う。ただ、現職であるからといっ

てうまくいくわけではなく、理論的な裏付けは

欠かせない。こうした科目があって、教職の他

の理論的な科目が息を吹き返してくるものと考

える。教職を目指す学生の多くが「恵まれた」

学校体験者であることを考慮して、そうではな

い現実を提示しつついかに教師の喜びを示せる

かは大きな課題である。様々な学校訪問の機会

を設定するのもその一助となろう。

③教職のカリキュラム策定・改定は、上からの

「改革」として進められてきたが、それの一つ

の在るべき方向は総合化・統合化である。そし

て、それを具体化する際、多様な経験・視角を

もった現職の教員がそれに参画できる体制があ

れば、それに関した研究を背景に有機的な科目

構成で、生きた内容構成にできると考える。そ

のため、学生の立場に立って教職課程に関する

科目の有効性を追求する調査研究が必要であ

る。

④最後に小・中・高などと、大学の教員との交流

についてである。教育職員養成審議会の「養成

と採用・研修との連携の円滑化について」（第

３次答申）以降、大学が現職の教員を有期も含

めて採用するケースが増えるなど交流が盛んに

なってきている。例えば、香川大学、北海道教

育大学、上越教育大学、和歌山大学と道・県教

委のように協定を結んで、道・県教委の者が大

学で講義を担当し、大学の教員が学校現場に出

校してその連携を探る動きも始まっている。そ

れから、早ければ、2008年度に開校する専門職

大学院としての教職大学院は、その教員の４割

以上を「実務家」で占めなければならないとさ

れた。ただ単に小・中・高の教員や教育委員会

で教育行政を担当している者を大学の専任或い

は非常勤として採用するだけにとどまらず、そ

の連携を推進し子どもの立場に立つ教師を育成

し現職教育にも寄与できるような、多様なパ

ターンを模索すべきである。現職教員が大学に

出校する場合、様々な学校、様々な実践・体験

をしてきた教員で広い視野から学生に生の現実

を提示できる者が適任と思われる。その際、授

業時間の軽減、出講に時間的な配慮をするため

勤務時間の弾力的な運用などを図る必要があろ

う。現場を例えば５年間離れて大学に所属し、

また現場に戻るシステムも一長一短があり、週

のうち２～３日現場・３～４日大学という形で

例えば３～５年間行うというのも一考に値する

のでないかと思う。大学の教員の現場への出校

については、現職教員が大学に出校するのと同

じパターンではいかないが、管理職的な立場や

単に教科の実践だけにとどまらずその専門性を

学校現場に生かすような関わりが実現できれ

ば、大学・学校現場双方に良い効果を期待でき

る。基本的にはそれぞれの任命権者が交流の意

義について理解し適切な措置をとることではあ

るが、連携していく制度を育み充実させていく

努力も肝要である。
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