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帝京大学教職大学院の理念と課題
─「理論と実践との融合」を中心にして─

市 川 　 博
帝京大学教職大学院

はじめに

本稿は、『年報』の創刊に当たり、本教職大学院
創設の基本的理念を明確にしておくことをめざすも
のである。
それは第一に、本教職大学院を研究・教育活動の
充実・発展を図るためには、教職員・学生が、まず
本教職大学院の基本的理念を理解し、認識を共通に
して協働していくことが不可欠と考えるからである。
第二に、本教職大学院と連携協力していく教育委
員会などの諸機関・学校関係者にも、本教職大学院
の基本的理念の理解を図るために、また、学外に本
教職大学院の基本的理念・特色を発信していく基盤
としても書き留めておくことが必要と考えるからで
ある。

もちろん、本教職大学院の設置に当たり文部科学
省に申請した『設置趣意書』は、その名の通り新設
に当たって作成した理念・計画であって、不備はあ
るし、今後、学内外の状況に応じて修正・改善する
必要性も出てこよう。しかし、そのためにも初期の
理念を明確にしておくことが必要と考える。
総合スーパーとしてトップを走るイオンは、250
年前の1758年、徳川家重の時代に、三重県四日市の
太物・小間物商として岡田惣左衛門が創業した。
1926年、６代目は呉服を扱う岡田屋に改変し、1969
年、岡田克也外相の父・卓也は、小売業と提携・合
併して共同仕入れ機構の大型スーパー・ジャスコと
して再発足させ、今日の隆盛を迎えている。
その岡田家の家訓（基本的理念）は、「大黒柱に
車をつけよ」ということだそうである。家屋（商い）
を支える主柱である大黒柱を、「時勢に合わせて変
え続けよ」といっても、「大黒柱に車をつけよ」と

いう家訓自体の意味内容の検討も必要だ。
「不易流行」という場合、何を「不易」とし、時
勢にどう合わせていけばよいというのであろうか。
時勢に合わせていく場合、ただ時勢に合わせていけ
ばよいものではあるまい。どう合わせていくかが問
題だが、基本とする大黒柱そのものの意義・在り方
も問い続け、ある時はあえて動かさず、ある時は大
黒柱そのものも改変（改造・代替）して、時勢に合っ
た形で発展させることが大切だ。
そもそも何を持って大黒柱というのだろうか。「太
物・小間物商として状況に合わせて……」というの
であれば、呉服を扱う岡田屋以降への改変を考える
と、「“商う内容”そのものも状況に合わせて変える」
ということになる。では、その元となる大黒柱は何
か。単に、「利潤追求のために状況に合わせて変え
ていく」ということなのだろうか。この根底に“大
黒柱”の深い理念が込められているかもしれない。
“大黒柱”の家訓は魅力的で、示唆的だが、その解
釈や運用は流動的で相対的なものでしかないともい
える。
これから述べることも、創業（設置）のささやか
な原点を記すに過ぎない。今後は、それを厳しく吟
味し、時勢に合った形で在り方を変えていく仮の踏
み台としての意味しかないが、まずは初心として、
書き止めておきたい。
なお、本稿では、教職大学院の最大の基本的理念
である「理論と実践の融合」の核となると考える臨
床的実践・研究─授業研究─を中心として述べてい
くこととする。



市川：帝京大学教職大学院の理念と課題

−　4　−

Ⅰ　�中央教育審議会答申（平成18年７月11日）�
における理論と実践の融合

１　理論と実践の融合の必要性

中央教育審議会答申（平成18年７月11日）は、理
論と実践の融合を核とした教員養成を図るものとし
て、新たに教職大学院の設置を提唱した。それは、
下記のようなこれまでの教員養成の反省に立つもの
であった。

昭和55年までは、教員養成系大学の大学院は、東
京学芸大学と大阪教育大学に設置されていただけ
だったが、それ以降、兵庫・上越・鳴門教育大学の
いわゆる新構想の教育大学に現職教員の再教育もめ
ざして大学院が設置されたことを契機にして、既存
の教員養成系大学・学部にも順次、修士課程が整備
されてきた。
しかし、我が国の大学院制度が研究者養成と高度
専門職業人養成との機能区分を曖昧にしてきたこと
もあり、また実態面でも、高度専門職業人養成の役
割を果たす教育の展開が不十分であったことから、
教員養成分野でも、ともすれば個別分野の学問的知
識・能力が過度に重視される一方、学校現場での実
践力・応用力など教職としての高度の専門性の育成
がおろそかになっており、本来期待された機能を十
分に果たしてこなかった。
教育以外の分野においても、近年の様々な専門的
職種や領域における高度専門的職業人材に対する社
会的要請を踏まえ、従来、研究者養成と高度専門職
業人養成の機能が渾然一体で不分明だった我が国の
大学院制度について、諸機能を明確に区分し、各機
能にふさわしい教員組織、教育内容・方法等を整え
ることにより、全体としての機能強化を図る方向で
制度の見直しが進められてきた。
その見直しの一環として、平成15年度に、従来の
大学院制度とは異なり、目的、教育内容、指導方法、
指導教員、修了要件、学位等を高度専門職業人の養
成に特化した「専門職大学院」制度が創設された。
これを契機に、各分野における既設の大学院の機能
や組織体制の見直しが始まっており、法曹、ビジネ

ス、会計、知的財産、公共政策、公衆衛生など様々
な分野で、既設の専攻からの改組転換や新設も含め
専門職大学院の整備が急速に進められてきた。
かくて、高度専門職業人の養成を目的とする大学
院段階の課程として、綿密なコースワーク（学修課
題と複数の科目等を通して体系的に履修することを
いう。）と成績評価を前提に、理論・学説の講義に
偏ることなく実践的指導力を育成する体系的で効果
的なカリキュラムを編成するとともに、実践的な新
しい教育方法を積極的に開発・導入することによ
り、「理論と実践の融合」を強く意識した教員養成
教育の実現を目指す教職大学院の設置が図られるこ
ととなったのである。

２　理論と実践の融合の提唱の内容

では、中教審答申は、「理論と実践の融合」を具
体的にどのようなものとして提唱したのであろう
か。中教審答申をその視点から考察すると次の6点
にまとめることができよう。
①　幅広い豊かな指導力と人間力の育成

学級運営・学校運営の基本とも言うべき確かな授
業力を徹底して育成するため、理論とともに、従来
の学部・大学院教育が軽視しがちであった教育技術
面を重視するとともに、その前提として、課外活動
などの指導も含めた豊かな指導力とともに、子ども
や保護者、地域住民等とのコミュニケーション能力
をはじめとする教職に求められる豊かな人間力の育
成を目指す。
②　�学校現場など教員を受け入れる側（デマンド・

サイト）との連携の重視

保護者や学校現場、地域、教育行政など、養成さ
れた教員を受け入れる側（デマンド・サイド）の要
請を踏まえ、特に学校現場との意思疎通を重視し、
カリキュラムや教育方法、履修形態、指導教員、修
了者の処遇、情報公開、第三者評価など大学院の運
営全般にわたって、大学院と学校現場との強い連携
関係を確立する。
③　�第三者評価等による不断の検証・改善システム

の確立

教育内容・方法や指導体制をはじめ大学院運営の
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全般にわたり、大学関係者や、学校関係者、地方教
育行政担当者等から構成される専門の認証評価機関
による５年ごとの第三者評価（認証評価）を実施す
ることなどを通じ、「理論と実践との融合」の在り
方についても、不断の検証・改善システムを構築し、
優れた教員養成の質の保証を図る。
④　�理論と実践の融合を強く意識した体系的な教育

課程の編成

具体的には、体系的に開設すべき授業科目の領域
として、（1）教育課程の編成・実施に関する領域、（2）
教科等の実践的な指導方法に関する領域、（3）生徒
指導、教育相談に関する領域、（4）学級経営、学校
経営に関する領域、（5）学校教育と教員の在り方に
関する領域のすべてにわたり授業科目を開設し、実
践との融合を図りつつ、各領域の関連を強化してい
く。
⑤　�理論と実践との融合を強く意識した新しい教育

方法を積極的に開発・導入

少人数で密度の濃い授業を基本としつつ、例え
ば、事例研究、模擬授業、授業観察・分析、ロール
プレーイングなど、実践的活動も授業に取り込み、
単なる講義にとどまらず、これらの新しい教育方法
を中心とした教育活動を展開していく（実習の単位
も10単位に増加）。
⑥　実務家教員を多数採用

以上のような「理論と実践の融合」を促進するた
めに、最低限必要な専任教員数は11人とするととも
に、うち実務家教員の比率はおおむね４割以上とす
る。実務家教員の範囲は学校教育関係者・経験者を
中心に想定されるが、そのほか医療機関や福祉施設
など教育隣接分野の関係者、また民間企業関係者な
ど、幅広く考え採用していく。

　�Ⅱ　�本教職大学院における�
「理論と実践の融合」の基本的理念

上記の中教審答申に盛り込まれている「理論と実
践の融合」による教員養成の改革構想は、積年の課
題の抜本的な打開を図らんとする画期的なものであ
るが、単なる大綱を示したに過ぎない（答申は、教

科内容と指導法の結合、学生の経済的負担と卒業後
の教員採用─出口保証─を欠くなどの点で、制度設
計上の問題もあるが、ここでは触れない）。
その大綱に肉付けし、血を通わせ、命を吹き込ん
で、各大学の特色を盛り込んで具現化しつつ、改革
を進めていくのが、教職大学院の新設に当たる者の
使命となろう。
そこで、そのことに関わって、専門的に高度な教
育実践力を育成することをめざす本教職大学院がそ
れをどう受け止め、具現化を目指して構築したか
を、「理論と実践との融合」の視点から、述べてい
きたい。

１　�実践的課題の追究を通して教育実践・研究能力

を育成

答申でも教職大学院と従来の大学院との違いにつ
いて触れていたが、同様の教育・研究機関との違
い・特色について、簡潔に述べておこう。
従来の大学院は、アカデミックな理論研究に力点
が置かれていたのに対して、教職大学院は、実践的
課題を教育・研究の対象とし、それを実践を基盤と
して研究的に追究し、それを通じて専門的に高度な
教育実践・研究能力の育成をめざすところにあると
いえよう。
実践的課題の解決を図る教育実践能力の育成をめ
ざすものとして、他に教師養成塾・研修センターな
どにおける教員養成がある。しかし、それらは教育
現場が直面する教育課題を解決する即戦的力量の形
成に力点が置かれている。教職大学院は、高等教育
機関として開放的で学生の自主的学びを尊重しつ
つ、実践的課題を研究的実践を通して、臨床的に究
明し、専門的に高度な教育実践・研究能力の基礎の
育成をめざしているところに特色がある。教育の課
題を広い視野で柔軟に実践を研究的に進めて、課題
の解決を的確に図れる実践・研究能力の基礎を培う
ことに力点が置かれているのである。

２　主体的個性的に学びをトータルに結合　

教職大学院の中核となるのが、「理論と実践の融
合」ということになるが、では、「理論と実践の融合」
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における“融合”とは、具体的にはどのようなこと
を意味しているのであろうか。同様な表現の“結合”
との違いを明確にしていく必要がある。
学習活動における“結合”とは、“ヒト”“コト”“モ
ノ”を関連づけて学びをつなげていくことを意味す
るが、それをさらに付言し、“渾然・一体化”が“融
合”ということになろう。　
それは、具体的には、まず第一に、関係付けを学
習者─学生─の主体的個性的営みに立脚するという
ことである。
中教審答申は５領域の授業科目や実習単位の増加
などを提示した。だが、それは、共通基礎科目群、
高度化専門科目群、実習科目群を、常に関連付けて
学びを高めていくことだけではない。図１に示すよ
うに、学生の実践的な課題意識に基づいて主体的個
性的に追究し、学生それぞれが個性的に学びをトー
タルにつなげ（学びの成果をコントロールして）、
問題解決に活かしていけるように、教育実践・研究
能力を高めていくととらえたい。
つまり、それは樹木の成長にたとえるなら、樹木
はそれぞれ己の成長を求めて、幹から枝を伸ばし、
小枝に葉をつけ、根から水分などをくみ上げなが
ら、炭酸同化作用によって養分を作り、そして、
幹・枝・葉などに水分・栄養を補給するために、ま
た樹木を支えるためにしっかりと根を大きく深く張
りめぐらせつつ、大地に大きくたくましく自立する
幹を太らせ、さらに枝・葉を広げ大きく成長してい
く。
この営みは人間の形成と酷似している。自分の切
実な関心から力強く枝を伸ばし、葉をつける。この
葉がいわば「知識」である。自分自身の問題意識か
ら出てきた葉だからこそ、それを通して炭酸同化作
用が行われ、自分自身に栄養をつけていくことがで
きる。安易に当座の間に合わせで糊付けしたような
葉では、風が吹けば飛ばされてしまうし、自分を支
え成長させる栄養源の元を作る炭酸同化作用もでき
ない。自分自身で主体的に枝を伸ばし、葉をつけて
いくという学習活動があってこそ、生きた知識が身
につき成長の糧にすることができるのであり、学生
それぞれが実践的な課題意識に基づいて主体的個性

的につなぎ直して（スパイラルに成長を図って）い
く営みを“融合”の根底に据えたい。
近年、学習者の学びをポートフォリオとして作成
し、指導に活かしていく営みが盛んであるが、目標
を画一化し、一律に指導したものを記録・保存して
も意義がない。学習者である学生の主体的で個性的
な学びを保証し、各人のトータルな発展を支援して
いく営みをポートフォリオとして作成し（本教職大
学院ではカルテとして作成）、指導に活かしていく
ことを重視していくべきである。

３　�理論と実践との連続的な“省察”による研究能

力の育成を重視

理論と実践とはどちらが優位、後先ということで
はなく、いわゆる“省察”、つまり、何度も反省的
に繰り返し、関係の在り方を結び直し続けて、理論
と実践を共に高めつつ、その関係性を強め高めてい
くという意義でとらえたい。
理論は基本的には「仮のもの」であり、正しいと
は限らない。実践によって検証されていくものであ
る。しかし、検証されたものでも、絶対的に正しい
とは限らない。常に、理論・実践の検証を反省的に
反復していく連続の「場」を「一体化」〔“融合”〕
ととらえ、その絶えざる活動を的確に創造的に柔軟
に進めていく動的な関連性として“融合”をとらえ
る必要があると考える。
その“省察”の活動は研究的に進め、研究能力の
育成を目指すものでもある。事実をしっかりとら
え、そこから理論を導き出し、実践に活かしていく
研究的作業であるが、それは単に理論と実践の的確
性を増し、質を高めていくものとして重要であるだ
けではなく、それを通じて、実践に基づく臨床的な
研究能力を高めていくことも含んでいることを再度、
強調しておきたい（その根底に臨床的考察としての
“授業研究”が据えられるべきことは後述する）。

４　理論の具現化しての実践の重視

“融合”とは、理論を実践として具現化し、具体
的な姿で表すことを意味することでもあるととらえ
たい。
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図１
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理論を並べ立てても意義がない。理論のない実践
も意義がない。公開授業研究会の開催のための報告
書、資料作りで労力を消耗し、肝心の公開授業その
ものがお粗末になっていることがよく見受けられ
る。授業─児童生徒・教師の姿─そのものが提案で
あり、理論の具現化であるようにしたい。深く明確
な理論構築を行った実践─授業─そのものが理論・
主張・提案という姿こそが“融合”が求めているも
のであると考え、理論を具現化し、提案性のある高
度な実践として示していくことのできる力を有する
教員を“融合”の求める姿と考えたい。

５　理論と実践は同等

従来、理論と実践、大学と教育現場、研究者教員
と実務家教員・現場の教員の関係は、前者が上位に
位置付けられていたが、“融合”においては、同格・
同等と位置づけたい。
もちろん、両者の質、役割も異なるが、教育とい
う同一の目的に向かって、両者は「一体化」し、課
題を解決していく「協働者」として、格差はないと
いう立場で本教職大学院は、教員養成にかかわって
いる。もちろん、学校内の職制、学校と教育委員会
など行政上の関係は尊重さるべきであるが、同一の
目的に向かって課題を解決していく協働者という理
念を踏まえて、教員養成に当たるべきと考える。

６　医療分野における“融合”

どのような分野において理論と実践とを融合する
かということも大きな問題である。
本学が医学部を有している特色を活かして、医療
と融合した教育・研究を推進し、医療と教育との架
け橋の役割を果たせる教員の養成に力点を置く教職
大学院を設置することとした。
教育は知育・徳育・体育が三位一体となって児童
生徒のトータルな成長を図ることをめざしている。
脳科学・精神科学などにおける近年の急速な研究の
成果は、知育・徳育の健全な発展に寄与するものを
多く含んでいる。
新学習指導要領は食育を重視している。食は健全
な体育に不可欠であるが、心の安定・強化にも関係

している。
LD・ADHD・高機能自閉症、喘息・食物アレル
ギーなどの児童生徒への適切な支援などにも医療と
の強い連携が不可欠である。養護教諭・校医などと
も連携をとりながら、教員が家庭・医療機関を結ぶ
コーディネーターとしての役割を果たして、児童生
徒の成長に寄与する教員の養成を図る視点から、「理
論と実践の融合」を図ることを本教職大学院の基本
的理念の一つとした。

　　Ⅱ　�本教職大学院における�
「理論と実践の融合」の具現化

　
１　�理論的な内容と実践・作業的な内容を「と」で

結ぶ名称で授業科目を構成

学生の研究・実践活動が的確で有効であるために
は、研究・実践していくねらい・概念・理論を究明・
明確にして、その実践化を図ると共に、実践から理
論を導き深め、その導き出された理論を実践に移し
ていく……。こうした絶えざる反復によって理論と
実践が融合し、理論・実践共に高まり、実践的に意
義のあるものとなることを先に述べた。
そのために理論的な究明と共に、理論と実践を常
に反復して「つなぎ直していく」研究・教育が必要
である。
それ故に、本教職大学院では、発展的領域を除い
て、全ての授業科目名を、「と」で結ぶことを基本
とした。
例えば、確かな学力とは何かを吟味・明確化して
いく作業と、学習指導計画の作成をつなぐことをめ
ざして、「確かな学力の育成と学習指導計画の作成」
とした。カリキュラムの概念を吟味しつつ、国内外
のカリキュラム開発とその評価を具体的な教育実践
と結びつけるものとして、「カリキュラムの開発・
評価と実践研究」と名付けて設定した。

２　�全授業科目の70％をチームティーチングで展開

先に、答申は、教職大学院の実務家教員の率など
の基準などを示したことに触れた。本教職大学院
は、その基準を上回り、専任教員として、教職の責
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務を高度で的確に果たしえる教員の養成を目指して
16名を配置した。内訳は、研究者教員９名、実務家
教員７名（みなし専任４人を含む）である。
研究者教員の中にも、本教職大学院の特色である
医療との強力な連携を図るために医学部から招聘し
た教員（医師：小児科）１名、小学校校長経験者１
名、中学校校長経験者２名、特別支援学校校長経験
者２名、小学校教諭経験者２名がいる。
このほか、本教職大学院の開設科目に関連した優
れた実績を有する兼担・兼任教員を15名配置した。
兼担教員の中には、小・中学校の校長経験者２名、
養護学校教頭経験者１名、小・中学校教諭経験者２
名がおり、また、法学部の教授も参画するなど教員
養成に全学的にかかわる体制が築かれている。な
お、兼任として本学の附属小学校校長１名も参画
し、キャンパス内にある附属小学校との強力な連携
を図る体制も築かれていることを付記しておきたい。
かくて、本教職大学院における専任・兼担・兼任
教員は合計32名で、この内、実務家教員は実務経験
者を含めると計20名（62.5％）になる。
このような多彩な陣容を基盤として、学生の様々
な関心と教育課題に応えことができるように、60も
の多様な授業科目を設定し、特別支援教育と発展的
領域を除いて、研究者教員と豊かな経験と指導力を
有する実務家教員がペアを組んで授業を展開してい
る（全授業科目の70%で実施）。もちろん実習科目
群も学生一人に正副の指導担当教員を配置して指導
に当たっている。
これは「理論と実践の融合」を目指す教育に意義
あるばかりではなく、教員自身が互いに学び合える
FDとしても大きな成果を上げている。

３　�“省察”の核として児童生徒の顔の見える「実

践・授業研究」を重視

「理論と実践との融合」として、本教職大学院で
は、具体的には実践、特に授業実践の記録・分析を、
精密に反省的に究明を進めていくことを最重視して
いる。
児童生徒を指導していく場合、児童生徒一人ひと
りを、奥深くとらえて、次の実践に的確に活かして

いくことが緊要である。
それには、まず、児童生徒一人ひとりの顔が見え
る授業研究の能力が求められる。授業の記録をテー
プ、ビデオ・カメラなどで克明に記録して児童生徒
理解、授業の方法についての研究も半世紀を超えて
いるが、児童生徒の個々の生活・学びの状況と課題
を詳細に記録し、より的確と判断される視点・方法
を選択・実践し、その結果を　さらに綿密に記録し、
反省的に分析し、次の実践への手がかりとしていく
〔理論化〕。この絶えざる実践・研究活動を推進して
いく営みが、「理論と実践の融合」の基本的姿であ
り、その営みなくして、児童生徒にとって意義ある
成長を図ることはできない。
なお、この授業研究は、児童生徒理解をはかり、
指導にすぐ役立つ理論や手立てを明らかにし、その
授業を習得することだけをめざすものではない。そ
れらも含めて授業実践の中で生起してくる事実や現
象の背後にある理念・本質・理論を追究していくこ
とも意味している。
こうした臨床的なきめの細かな教育・研究能力
は、教材研究・指導計画の作成・指導方法の開発・
評価方法の改善だけではなく、生徒指導、教育相談、
同僚・保護者・教育関係機関との連携の在り方を究
明していく基礎としても極めて重要である。
日本の授業研究は戦前から盛んで、1990年代から
世界的にも着目され、アメリカでは、jugyokenkyu
として表現されるほどの実績を示している。
教育・研究の基盤は実践、特に授業の克明な記録
と分析にあるとして、本教職大学院でも、授業研究
を大学院での学びの最も根底的な基盤としてすえ
て、教育活動を行うこととしている。
そこで本教職大学院では、あらゆる学びの活動の
原点・基礎として、入学当初に、「教育実践基礎研
究Ⅰ」（実習関係の６科目の１つ）において、集中的
に授業研究の基礎的能力を養う授業を行っている。
平成21年度は、児童が生き生きと主体的に取り組
んだ授業の記録を詳しく考察した後に、近隣の小学
校の国語と算数の授業の記録をとり、ゴールデンウ
イークに、帝京大学強羅宿泊施設において宿泊研究
を行った。
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表１　「教育実践基礎研究Ⅰ」のシラバス案（鎌田和宏教員作成。平成22年３月７日の会議資料）
【授業の目標】
１　授業構成・授業改善のために授業記録をとり、分析する意義を理解する。
２　授業記録（逐語記録・観察記録）のとり方を身につける。
３　授業記録の読み方を学ぶ。

回数 月日 曜日 時限 授業主題 担当者 内容

３年終了プロ
グラム、２年
生への参加お
すすめ度

備考（３年プログラム
生、２年生について）

第１回 ４月７日 水 ３ 授業研究における
授業記録の意義 市川・鎌田

教育実践の評価は、子どもの観察記録・授業記録の分析等
の授業分析によって行うことができる。教育実践を改善し
ていくための授業観察、記録作成の意義について、特別支
援学級の授業映像から学ぶ。

◎
観察記録のとり方、授
業記録（逐語記録）が
とれない学生は参加す
ること。また、実習日
誌の考察の水準に問題
ある学生も参加のこ
と。

第２回 ４月７日 水 ４ 授業記録の読み取
り方とその活用 市川・鎌田

授業や教師の指導の成否は、子どもの学びによって評価さ
れる。テキストにおこされた授業記録の読み取りや方やそ
の活用方法を実際の授業事例を通じて知る。

◎

第３回 ４月７日 水 ５ 授業観察の実際と
授業記録のとり方 市川・鎌田

実際の教室を訪問し、授業観察を行い、記録を作成するに
はどうしたらよいのか、また授業記録のとり方を知る。第
４・５回の授業観察・授業記録作成実習のための機材等の
使い方や分担も行う。

◎

第４回 ４月14日 水 １ 授業観察・記録作
成実習Ⅰ 市川・鎌田 帝京大学小学校、第４学年で、担任の先生と鎌田の授業の

２時間を参観、記録をとる。
この２時間のうち、検討対象授業をどちらか一方の授業に
限定し（市川教授の判断により）、記録を整理する。また、
収録した映像記録を配付する。合わせて、個人情報の扱い
方についても指導する。

必

第５回 ４月14日 水 ２ 授業観察・記録作
成実習Ⅱ 市川・鎌田 必

第６回 ４月21日 水 １ 授業記録の読み合
わせ

市川・鎌田・
矢野・小山・
小関他

各自の作成してきた授業記録を読み合わせ、過不足がない
か点検し、正確な記録となるように整理する。 △

各自で授業記録を整理
して、分析し、提案を
考える。講義に出席し
ない学生については、
H21年度の実習指導担
当の教員（または課題
研究Ⅰの指導者）が指
導を行い、合宿で提案
できるように指導す
る。２年生、３年修了
プログラム生は、一人
ずつ提案を行う。

第７回 ４月21日 水 ２ 授業記録の整理と
検討Ⅰ

市川・鎌田・
矢野・小山・
小関他

各自の作成してきた授業記録を読み合わせ、整理し、整理
した授業記録を読み直して分節わけを行い、学習指導案の
再現と授業分析に取り組む。学級の子どもに関する関連情
報も提示し授業記録を読み取る参考にする。

△

第８回 ４月21日 水 ３ 授業記録の検討Ⅱ
市川・鎌田・
矢野・小山・
小関他

整理した授業記録を元に、各自授業記録の読み取りと分析
に取り組み、読み取った結果をプレゼンテーションできる
ように準備する（スケッチブックが必要）。

△

第９回 ４月21日 水 ４ 授業記録の検討Ⅲ
市川・鎌田・
矢野・小山・
小関他

各自読み取った授業記録を元に、グループディスカッショ
ンを行い授業の解釈を深める。 ○

第10回 ４月21日 水 ５ 授業記録の検討Ⅳ
市川・鎌田・
矢野・小山・
小関他

グループディスカッションをもとに、グループ毎に合宿で
の授業分析提案をまとめる。 ○

第11回 ４月24日 土 合宿 授業記録の検討Ⅳ 市川・鎌田他 グループ毎に授業の分析を発表する。 必

第12回 ４月24日 土 合宿 授業記録の検討Ⅴ 市川・鎌田他 発表を元に、全体で検討する。参加教員にもそれぞれの視
点から授業の分析講評をしていただく。 必

第13回 ４月28日 水 １ 授業記録の検討Ⅵ 市川・鎌田
授業検討会をふり返り、そこで議論されたことを整理しな
がら授業の見方に広がり・深まりが見られたか各自で省察
する。

○

講義に出席しない学生
については、H21年度
の実習指導担当教員
（又は課題研究Ⅰの指
導者）が提出前のレ
ポートを一度読み添削
指導をしておく。

第14回 ４月28日 水 ２ 授業記録の検討Ⅶ 市川・鎌田 授業参観・記録作成・授業検討会を通じて学んだことを各
自発表して交流する。 ○

第15回 授業研究レポート
提出 市川・鎌田 授業記録、再現指導案をつけた授業研究レポートを作成し

提出する。
レポート作成
は必須

実習担当の教員も評価
に参加。

【授業の評価】
授業への参加度（ディスカッションでの発言やグループワークへの貢献）、作成した記録と再現した指導案、授業研究レポートの考察から評価する。
１　授業構成・授業改善のために授業記録がとれ、分析する意義を理解することができたか。
２　授業記録（逐語記録・観察記録）のとり方を身につけることができたか。
３　授業記録の読み方を理解し、授業を解釈することができるようになったか。
追伸
2009年度、実習科目担当の先生方、本年度の実習指導有り難うございました。本年度の実習中の学生の日誌の記録や省察は如何であったでしょうか。すべてのケース
を承知しているわけではないのですが、伺うところによりますと、学校現場で起こる事象の見方が浅く,考察も不十分で困ったというお話を伺い、教育実践基礎研究Ⅰ
の科目コーディネーターとしては責任の重さを強く感じております。2010年度入学生にはそのようなことがないように指導をしたいと思いますが、2009年度入学生の
ことも気に掛かります。先生方のご指導で、一人前になっていればよいのですが学生個々の力量差が大きいためそれも困難ではなかったかと懸念しております。必要
のある２年次生にはー再履修ではありませんがー復習のために参加してもらえればと思っています。力量が十分ついた学生につきましては、授業見学と、合宿での発
表のみでよいかとも思われます。各実習担当の先生と、教育実践課題研究ご担当の先生方からご意見を頂ければと思います。
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22年度については、前年度の末に作成した表１に
示したように、本教職大学院の教員が附属小学校で
社会科の授業を行い、それを精密に記録・分析する
活動などを展開する計画を立てて実施した（合宿に
おいては、22年度も実習科目に関わる他の活動も展
開した）。後日、小・中学校に分かれて授業参観し、
授業研究の基礎固めを行った。

４　「学生の顔が見える連絡会」を重視

学生が、３科目群の学びを主体的に結合させて、
「理論と実践を融合」していけるようにするために
は、学生一人ひとりの学び・生活などの様子を教員
全員が理解し連携して指導していく必要がある。
そこで、本教職大学院では、「学生の顔が見える
連絡会」を少なくとも隔週ごとに開催し（平成21年
度は正式の記録にあるものでも24回、開催）、学生
個々の学び・生活の様子を教員が把握・協議し、指
導に当たってきた。
また、その会には、必要に応じて学生も参加して
いることを付言しておきたい。

Ⅲ　「理論と実践の融合」への課題

教職大学院は、これからの教員養成へのモデルと
してかなり抜本的な改革をめざしたものであるが故
に、しかも、発足して２年余を経ただけであり、課
題も大きく、多い。本教職大学院は、まだ１年余を
経たに過ぎない。
最後に、本教職大学院が「理論と実践との融合」、
特にその核となる授業研究の充実・発展を図るため
に直面している大きな課題を幾つか記しておきたい。
その第一は、授業研究がかなり進んでいる今日で
も、特に中・高校における授業研究は低調で、授業
を互いに見合うことすら厭う傾向が根強く、授業の
綿密な記録をとって研究していく授業研究の意義を
理解することすら普及しているとは言い難い。
故に、学生が実習校（提携協力校）で、授業など
の臨床的実践・研究を指導を受けるとことは難しい
だけではなく、実習指導に当たる教職大学院の教員
自身、実践的に優れた指導力を有しているが、その

すべてが実践の記録を綿密に行い、分析・実践する
経験を十分に積んできているとは言い難い。
第二に、授業における個々の児童生徒の学びの様
子を奥深く克明にとらえるために、ビデオで記録し
て検討することが行われてきたが、プライバシーを
侵害するものとして教育委員会や校長から許可を得
られないこともある。学生の交流ルームにシュレッ
ターを配置するなど、学生にはプライバシー保護に
は厳しく指導しているが、授業中の児童生徒個々の
学びの様子などについて、きめ細かく記録し、研究
していくことが難しくなっている。
第三に、授業中の児童生徒個々の学びの様子を、
きめ細かく記録し、研究していくことは時間がかか
るし、骨の折れる作業である。学生はこうした細か
な作業を厭いがちだし、授業料・生活費を捻出する
ためにアルバイトに追われている学生も多く、その
ような時間をとりにくい状況にある。
第四に、実習校は、学生の実習の指導を積極的に
申し出ていただいき、深く感謝しているが、教職大
学院における実習の意義についての理解や指導の在
り方についてのコンセンサスがとれているとはいえ
ない。
実は、私どもも、実習校における実習指導の在り
方について手探りの状態であるともいえる。学部の
実習との違いも必ずしも明確化されていないし、教
科の内容の専門的究明と実践との結合も、教職大学
院や教育委員会の会議でも常に話題となっている。
第五に、実習校に誠意はあっても、教育現場は非
常に多忙で、実習生の指導を行う余裕もない。
本教職大学院では、学生がお世話になるだけでは
なく、実習校の課題解決に寄与できるように役立ち
たいと願っている。実習校と本教職大学院が連携を
深めて（学生も含めて）共同研究をすすめていくこ
とによって、実習指導の在り方や同校の問題の解決
を図っていく体制の確立と推進が今後の課題である。
第六に、実習で得た記録・資料や課題を大学に持
ち帰って究明し、授業の実践・研究力の育成に活か
していくことも不十分である。
23年度には、「教育実践リフレクション」という
授業科目の設定を検討している。それを実際にどう
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活かしていくかが、大きな課題となっている。実習
校における実践そのものを充実するとともに、それ
をきちっと記録・分析し、実践力の育成につなげて
いく改革も緊急に求められている。

本教職大学院は、先に繰り返し述べたように、「理
論と実践の融合」の中核に授業研究を据えることを
設立の理念の一つとした。
個人的には、それを大黒柱として、専門的に高度
な教育実践力を有する養成を目指して欲しいと願っ
ている。だが、それは次に続く方々が、その意義を
理解し、状況に合わせて理論的実践的に充実・発展
させていくかどうかに関わってくる。それについて
は次代の検討と判断に委ねたい。


