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l.参 加型授業による学びの追跡 にいたる経過 と本年度 の研究
1)研 究の経過
家政教育講座で実践参加型授業 を最初 に試みたのは,2003年 後期 の ことで ある。近年,ワ ー
クシ ョップやディベー ト,ブ レー ンス トー ミングなどが参加型学習方法 として追究 されてい る
が,こ こで参加型 と称 す るのは当時 の学部改革 に関連 した コアカ リキュ ラム研究で用 い られて
いた性格 の授業 の ことである (以 下,参 加型授業)。 当該講座 では,既 存 の教職科 目 (選 択)
である 「家庭科教育特講」 (以 下,「 特講」)の 従来 のシラバ ス を変更 し,参 加型授業 として取
り組 んだ。
まずっ参加型授業導入の経緯 について述べ る。
従来,家 庭科教育専修 にお ける教職 に関する科 目として は,「 家庭科教育法」 (必 修 )と 「特
講」 (選 択)が ある。「家庭科教育法」 にお ける教育 のね らい は,小 ・ 中学校 の授業 のしくみや
子 どもの学習 の様子 を理解 させ ることであ り,そ のために優れ た授業 のビデオ記録や報告書 を
視聴・ 分析 しあつたり,教 育実習 の研究授業 を共有 しあつた りした。 これにより,一 定 の成果が
得 られて い るものの,一 方で,大 学 での机上の学習 とい う懸念 がつ きまとつた。そ こで 「特講」
では,附 属 中学校教諭経験 のある家庭科教師 の実地研究指導 を授業 に組み込み,こ うした外部
講師を中心 として授業 を展開した。具体的な内容 は,教 師 自身 の指導経験 のストー リー・ テー リ
ング,学 生による教育実習の振 り返 りとそれに対する教 師からの指導などである。 これにより,リ
アルな子 どもと教師の関わ りが浮 き彫 りにな り,受 講生の学びを満足 させつつ あった。
しか し,授 業を展開 してい く中で,教 師の魅力や教師の実践力について,学 生 自身 に課題意
識 を持 たせ るためには どのよ うなカ リキ ュラムが必要 か, どのよ うに工夫をすればいいのか
といつた新 たな問題意識が生 じてきた。 また,家 庭科 の教員養成 に携 わる者 として,教 職志望
者 の増加や教員採用率 の向上 を視野 に入れ る必要 もあった。そ こで,そ れを実現す る方策 とし
て,大 学近隣の小・ 中学校 に学生を受 け入れていただきお世話 になろ う と踏み切 つたのである。
,

ちようど県の教 育行政 として も学習支援 が試 み始 められていた時期 にあたる。
導入 に際 して,受 講学年 を従来 の 304年 次 (後 期)か ら2年 次 (後 期)と し,学 生各 自が大
学 の授業 の空き時間を調整 して参加す るように設定 した。ただ し,知 識や経験 の少ない学部 2
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年生が対象であること,教 育実習 を全 く経験 していないこ とな ど,受 け入れ学校 への迷惑を考
慮 し,学 級担任 の補助 (テ ィーチ ングアシスタン ト)を 主眼 としてス ター トした。また,教 育
実習 Iが 2年 次 のH月 に設定 されて い ることを勘案 して, 9月 〜 12月 に展開できるよ うに,近
隣 の小・ 中学校 に協力を得 た。担当者 として小川裕子が コーデイネー トし,本 年度 まで毎年継
続 して行われてい る。
2003年 度,2004年 度 は大学活性化経費 の助成 を受けて実施 し,報 告書 として 「既存授業科 目
における参加 型授業 の試み一家庭科教員養成 の場合 一」 (2004年 3月 報告書)1),「『家庭科内
容指導論 Ⅱ』 の試行的授業実践」 (2005年 3月 報告書)2)を 作成 した。また,2005年 度 につ い
ては教育大学協会 の助成 を受 け,参 加型授業をカ リキュラム研究 に位置づ けてい る。
また,受 講学生 にはその経験 を毎回 レポー トとしてまとめる課題を課 して い る。先の報告書
1)2)で は,学 生たちが参加型授業 を経験す る中で,何 をどの ように感 じ,考 え,行 動 したか
を レポー トか ら読み取 り,分 析 した。その結果,学 生たちの学 びの中に,教 師 としての実践力
の育成 に接近 してい ると考 えられ るものが い くつか観察 された。2004年 度,吉 原 はその学 びの
内容 を以下の 4点 に整理 してい る

1)。

,「 作業の早い
①子 どもに対する見方が具体的になった。例えば,「 いろいろな子どもがいる」
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えば,「 教室の中を動 くことで,困 つている子を見つけ出して助けてあげられる」
,「 やつてあ
バ
こと
つて
のでは
ス
で
できた
せてアド
や
あげる
のではなく
を
イ
する
問題解決
」
本
見
,「
げる
,見
「
なく学ばせる」
ヴ 危険防止をどこまで子 どもに任せ るか」など,あ らかじめ設定した目標を意
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,子 どもにとって必要な指導法があることを考えていた。
③担任教師の仕事や指導法の優れた点に気がついた。
④自己有用感 と教職への意欲,今 後の学びへの意欲が意識された。
続 く2005年 度において,吉 原は「教えること,考 えさせること」に問題意識を持つて成長す
る2年 次生の姿に注目している2)。 その内容は以下の4点 である。
① 「教えてしまうのではなく,考 えさせる問いかけを工夫 した」
② 「子 どもどうしの教え合いのよさに気がついた」
③ 「実習授業のとき必要な材料や道具を準備するのは誰か,忘 れ物にも子 どもだけの責任では
ない事情があることを知った。教師としてのフォローの意味を知った」
④ 「子 どものすごさを知るとともに,自 分も成長できる教師の魅力を認識した」
以上の8項 目は,子 ども理解と生活理解,身 につけさせたい教育内容についての専門性の必

要感,子 どもと教育内容 を結ぶための子 どもとのかかわ り方な どを意味 してい る。
また,小 川 は,学 部での学 びの意欲付 けは教育実習経験者 (304年 次生)よ りも教育実習
前 の 2年 次生に とって有効 であることを考察 してい る2)。
以上 の ことか ら,参 加型授業 において追究すべ き事柄 が 2点 明 らかになった。1つ は参加 型
授業 を教育実習前 の 2年 次生で経験 させ ることの有効性 は何 か, 2つ には参加型授業での学び
は教師 としての実践力 にどの ように結びついてい るのか, とい うことで ある。
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2)研 究方法
(1)研 究の目的
経過 の中で今後 の追究課題が明確 になった こ とか ら,以 下 の研究テーマを設定 した。
①参加型授業 を 2年 次 の教育実習前 に経験 させ るこ とは,そ の後 の教育実習 (教 育実習 I, Π
Ⅲ)や ,大 学 での教科専門科 目をは じめ とす る多 くの教科 目の学び方 に とって有効 で あるこ と
,

を明 らかにする。
②教育実習前 の参加型授業 の経験 が大学 での学び方 に有効性 であることを追究するにあた り
教師 としての実践力形成 の視点か ら行 う。 そのために,教 師 としての実践力 の諸要素を整理す
,

る。 その上で,大 学 における学びの機会 と教師 としての実践力の 自己形成 の関連 を振 り返 る。

(2)調 査方法
調査対象 は,家 庭科教育専修 4年 生 15名 (2005年 度)で ある。本学年次生は,参 加型授業初
年度 (2003年 度)に おいて 2年 次 だった学年 である。調査時期 は2005年 12月 ,自 記式留置ア ン
ケー トにて調査 を行なった。

2.家 庭科教員養成で育てたい教師としての実践カ
まず,家 庭科教員養成 において育 てたい教師 としての実践力 について,明 確 に してお く必要
が ある。 この点 について,こ れまでに教大協家庭科部門をは じめ多方面で議論が進んでお り3),
ここではそれ ら先行研究の成果 に学び,仮 説的 に設定する ことに した。
育 てたい実践力 の第 1の 柱 は,大 まかに 「教科 に関する項 目」 とまとめられるもので ある。
ここでは,家 庭科 の背景学問 ともいえる家政学 に関する諸科学 の理解 が基本 である。 しか し
家庭科が 「そもそも『生 活 の必要性』 を根拠 として成立 した教科 である」4)こ とを踏 まえるな
,

らば,教 科内容 は現実 の社会や家庭生活のニーズ との関わ りの中で,常 に検討 し続 けられ る必
要 が あ り,そ のための力 も必要である。第 2の 柱 は,学 習者 である子 どもを知 ると共 に,子 ど
もを中心 として保護者や地域 の人々 と関 わる力 とい うことで 「人間関係 に関す る項 目」 として
まとめた。 ここでは,学 習者である子 どもの発達や集団・ 個人 の認知構造 と共 に,家 庭 科 の学
習内容 に関 わる彼 らの生活 の現実や生活要求・ 学習要求 についての理解 を基礎 とする。 さらに
子 どもとコ ミュニ ケーシ ョンを とり,子 どもの学び合 う関係づ くりを支援す る力,保 護者や地

,

域 の人々 との関係づ くりの力 も含 まれ る。
第 3の 柱 は,教 育内容 を編成 し系統付 け,ま た楽 しくわか る授業 を計画 し実践するための具
体的な方法を中心 とす る 「教育法的な項 目」 とした。 ここには,教 室や家庭科室 とそこにある
設備・ 備品の管理能力や,授 業等 の教育活動 を振 り返 リフィー ドバ ックして改善 に繋 げる力 も
含 めた。
本研究で は,以 上のよ うに,家 庭科教員養成で育てたい力 (教 育実践力)を 大 きく3つ に分
けて捉え,調 査 において も用 い る こ とにした (表

1)。
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表

1

教師 としての実践力

教 師 としての実践力
にる目

科す

教関項

教科 (家 庭科)の 専門的知識
学習者 の発達段階 に応 じた教育内容
教科 (家 庭 科 )に つ いての地 域社会や家庭 の ニー ズ
4

人間関係
に関す る
項
目

教科 (家 庭科)で 育てる力 についての理解
保護者 ,地 域 の人々 との関係 を作 る
子 ども (児 童・ 生徒 )の 生活実態 についての理解
子 ども集団の捉 え方

一人ひとりの子 どもの捉 え方
子 どもとの関係作 り
10

教育 目標 の設定 と評価方法
教材 の価値 と評価方法

教材開発
教育法的
な 項 目

14

題材 (学 習単位)の 構成 と配列
学習指導過程 の構成 と展開
教材・ 教具 の準備
教室や家庭科室,設 備,備 品の管理能力
授業や教育活動 を振 り返 リフィー ドバ ックする

18

その他

(

3.調 査対象学生の概況
まず,調 査対象 とした家庭科教育専修 4年 生

(15名 )に ついて,彼 らが受講 した参加型授業

の概要 を述べ る。 この授業 について, 11名 が2003年 度

(小 学校 9名 ,中 学校 2名

),4名 が

2004年 度 (小 学校 4名 )に 受講 している。 これは本人の都合 によるものである。以下の分析 に

は,2003年 度 に参加 したH名 を実習前群,2004年 度 に参加 した 4名 を実習後群 として用 いた。
参加型授業 は,大 学近辺の小・ 中学校 の家庭科を中心 とする授業 (実験 0実 習を中心 とす
る)に ,受 講生が大学の講義の空き時間を利用 して,教 諭のアシスタン トとして参加 し,毎 回
「学んだこと」等についてレポー トをまとめることが中心である。2003年 度 には,事 後 に実践
参加のまとめとして,元 附属中学校教諭 による集中講義 (4コ マ)を 実施 した。2004年 度には
事前指導 として,① 参加する授業の題材 に関す る大学の教科専門教員による講義 (各 1コ マ),
②授業 を観 る視点についての講義 (2コ マ)を ,ま た,事後指導 として2003年 度 と同様 に集中

,

講義 (2コ マ)を 実施 した

(表 2)。
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表2
回数

授業形態

1

ガイグンス

4

事 前指導

参加型授業の概要
内容

授業を観る視点について①
授業を観る視点について②
参加 す る授業 の題材 に関 して (被 服分野 )

参加する授業 の題材 に関 して (食 物分野)

8
9

実

習*

10

小・ 中学校 の授業 へ の参加
(家 庭科 の実験・ 実習を中心 とする)

12

14

事後指導
ま

現職教諭などによる講義①
現職教諭などによる講義②

と め

※実習の回数は5〜 7回 /人 になるよう計画した。

中心 となる実践参加の内容 は,2003,2004年 度共 に,被 服製作の実習授業 (2003年 度 は手縫
い とミシンによるものが半々,2004年 度 は ミシン)が 中心であった。その他 ,2003年 度 は一部
に調理実習を含んでい る。1時 間または 2時 間 の授業 を 1回 として,各 受講生が計 5〜 7回 参
加 してい る。
本調査対象学生 (15名 )の 進路であるが,大 学院進学者 (1名 )を 除 く14名 全員が,2005年
の教員採用試験 を受験 したが,対 象学生 の中には入学時 に教職志望ではない者 もいた。そ こで
進路 に関わる志 向 について 1年 次か らの変化 を追 って概観す る。

,

図 1は 進路選択の傾向である。職種 では公務員,企 業希望者 が減少 し,学 校教員 の志望者が
増加 した。勤務地 は出身地 を希望す るものがほ とん どで あったが,中 には不間である場合や
4年 次 になると,予 定 され る新 しい家族 の居住地が考慮に入れ られ る場合 もあった。学校教員
,

としての校種 は小,中 学校 ,大 学教員希望が増 え,高 校教員希望がな くなった。
図 2は ,進 路 の意思決定において関連する事項で,実 現 したい人生の 目標,そ の際の価値観
や必要な資源 についての考えである。
1年 次 か ら4年 次 において変化 が見 られ るのは,日 標や価値観である。 目標では,「 幸せ」
「
や 充実」などか ら 「自分 らしさの追求」や 「自分 が成長を続 けること」へ と移行 した。それ
は,「 社会貢献」や 「人間関係・家族関係」,「 経済的自立」 を重視するようになったことが要因

と考えられる。資源 としての項目で増加 した ものは 「家族」 になっているが,「 金銭J,「 友人」
「時間」
,「 知識情報」の項目は 1年 次か ら高 く求められる資源であった。
,

以上のように,大 学生活を通 して,学 校教員の志望を固め,自 己の成長を社会的な関係の中
で実現 しようとする傾向になったとい うことが出来る。
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図 1 進路選択 の傾向

個

(個 )

０
１

5

８

4

６
４

2

２

1

０

0

幸せ

や りがい 経済的 自
社会貢献 立・ 安定

充実

自分ら
しさ

社会貢献 経済的
や りが い 自立

人間関係
家族 関係

知的技術

時間

適正 。
自分

(個 )

12
10

黒Ｋ 困
6

4

図2

2

Om

友人
関係

時間

知識
情報

家族

免許
資格

能力

人生 の 目標,価 値項 目,資 源

懇 Ｋ幽

懇К幽

3

教師 としての実践力 に関す る学びの様相

4.参 加型授業の受講時期 による教師 としての実践力学びの様相
1)最 重視する教師 としての実践カ
「教師としての実践力」を,前 述の表 1の ように3つ に分類した。その内訳は,① 教科の専
門的知識や教育内容などの 「教科に関する項目」
,② 子ども集団や一人ひとりの子 どものとら
え方・関係づ くりなどの 「人間関係に関する項目」
,③ 教育目標の設定や教材研究などの 「教
育法的な項目」である。
図 3(a)は ,「 教師 としての実践力」の中で特 に重視するものについて,実 習前群 と実習
後群 とを比較 した結果である。実習前群では 「人間関係に関す る項目」を特 に大切 と答 えてい
たのに対 し (前 群3.0項 目/人 ,後 群2.0項 目/人 ),後 群で は 「教科 に関する項 目」を挙げて
いた (前 群1.6項 目/人 ,後 群2.8項 目/人 )。 「教育法的な項目」は両者で差が見 られなかった。

(項 目/人 )
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図 3「 教 師 としての実践 力」 に対 す る とらえ方

2)大 学時代 にこそ学ぶべ き教師としての実践力

(教 科 と教科法的項 目)
大学時代 に学びたい 「教師 としての実践力」 について検討 した (図 3(b))。
実習前群で は,教 師の実践力 として 「人間関係 に関する項 目」を重視する一方で,大 学時代

に学 びたい実践力 としては 「教科 に関す る項 目」 と 「教育法的な項 目」を挙 げてお り,大 学時
代 の学び に対 して積極的な姿勢が見 られる。後群では,前 群 に比べ て学びたい項 目数が全体的
に低 く,特 に 「人間関係 に関す る項 目」 について顕著 であった (前 群2.4項 目/人 ,後 群 1.3項
目/人 )。

3)参 加型授業で学んだ教師 としての実践カ
参加型授業で学んだ 「教師 の実践力」を見 ると (図 3(c)),前 群で は 「人間関係 に関す る
項 目」を一番多 く挙 げてお り (2.1項 目/人 ),ま た 3つ の分類項 目に渡 つて回答 して い る。前
群 で は,教 育実習前 に参加型授業 を経験す ることに よ り,教 師の実践力 として最 も重要視 して
い る 「人間関係 に関する項 目」を学 んだ といえる。
これ に対 し,後 群 では 「教育法的な項 目」が全 く挙 げられてお らず,他 項 目について も回答
項 目数が著 しく低 い。後群で は,教 師の実践力 として 「教科 に関す る項 目」 を最重要項 目に挙
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げて い るが (図 3(a)),参 加型授業 においてはそれに対す る学 び も少な く
後群 にお ける参加型授業 のあ り方および教育的意義 を検討する必要がある。

(1。

0項 目/人 ),

4)各 教育実習で学んだ教師としての実践カ
参加型授業 (2年 次 9月 実施 )は 観察実習およびテイーチ ングアシス タン トの要素 を含 む授
業 である。そ こで,実 習 I(観 察実習, 2年 次 H月 ),実 習Ⅱ (3年 次 5月 ),実 習IH(3年 次

5〜 6月 )と 比較 して,そ れぞれで どのような実践力を学んだかを検討 した

(図 4)。

後群 は,す べての実習終了後 に参加型授業 を行なったため,本 授業 にお ける学びの少な さは
ある程度了解 しうる。 しか し,実 習I,H,IIIに おいて も,後 群 は前群 に比べ て学 びの項 目が
非常 に少ない。 この ことか ら,後 群 は参加型授業 のみな らず,他 の教育実習 に対 して も学びの
姿勢が消極的であるといえる。特に 「教育法的な項 目」 は,教 科 と子 どもを結びつ けるために
必要なもので あるが,実 習後群 の学びの少な さは教 師 としての課題意識や見通 しのなさを示 し
てい ると考 えられ る。
参加型授業 を実習前 に行 うことで,そ の後 の教育実習 においてよ り広 い視点で より多 くの実
践力を学 ぶ ことができてお り,実 習へ の効果的な学び に繋が ることが期待 され る。
(項 目/人 )
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5)各 科 日で学んだ教師 としての実践カ
大学 の授業科 目につ いて,家 庭科教育法,家 庭科 の専門科 目,他 教科 の教育法,他 の教職科
目の 4つ に大別 し, どの科 日で 「教師 としての実践力」 を学 んだかについて検討 した (図 5)。
実習前群 は,家 庭科 カ リキュラム以外 の教育法や教職科 目か らも実践力を学んでい るの に対
し,後 群 の学 びは非常 に少ない。実習前群 は参加 型授業 に参加す ることで,「 教師 としての実
践力」 は家庭科 カ リキュラム以外 の様 々 な科 目 (各 教科教育法,教 職科 目)か ら学ぶ必要があ
るとい う学習の必要性 とその意義,お よび学ぶ ことができるとい う学習の可能性 を早 い段階で
認識 してい ると考 えられ る。それ に より,そ の後 の学び (前 項 で述べ た教育実習,講 義科 目)
の姿勢 に よりよい変化を もた らした と考えられ る。本調査 の対象者 の殆 どが小学校教諭 を希望
してい ることを考 えると,後 群 の学び に対する消極性,特 に 「教育法的な項 目」 における学び

教師 としての実践力 に関す る学びの様相

の少な さは問題 であ り,今後検討す る必要がある。
以上 の こ とか ら,教 育実習前 とい う早 い段階で参加型授業 を行ない,教 育現場 に参加す るこ
とは,教 師 としての意識 の芽生え,意 欲 の向上,お よび実践力 の会得 に有効 であるといえる。
(項 目/人 )
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各教科で学んだ 「教師 としての実践力」

ま とめ と課題

本研究 で は,実 践参加型授業 の効果 につ いて ,そ の後 の学 び方や 自己形成 の面 か ら追跡調査
し,検 討 した。 その結 果 ,以 下 の こ とが 明 らか となった。

①教師 としての実践力 について,「 人間関係 に関 す る項 目」,「 教科 に関す る項 目」,「 教育法的
な項 目」 の順 に重視 して いた。大学時代 に学 ぶべ き ことでは,「 教育法的な項 目」 と 「教科 に
関す る項 目」がほぼ並んで重視 された。
②参加型授業 の参加時期 は, 2年 生の教育実習前 に経験 した者 (実 習前群)と , 3年 の教育実
習後 に経験 した者 (実 習後群)に 分 かれた。実習前群,実 習後群 の グルー プに分 けて学び方を
追跡 した ところ,実 習前群 に積極 的な学 びの様相 が あった。前群 は,参 加型授業で得 られた
「教師 としての実践力」 として 「人間関係 に関する項 目」を一番多 くあげてお り,子 どもと接
する初 めての機会 として とらえ,よ り積極的 に学 んでいた。
各教育実習で は, どの実践力項 目も,実 習前群が後群 に比べ て多 く学 んでお り,‐ 教育法 の学
びも高 くなっていた。 これは各科 目の学び方 において も同様であった。
実習前群 は,参 加型授業 を早 い段階で経験する ことに よ り,家 庭科を含む各教育法,教 科専
門科 目,他 の教職科 目を学ぶ必要性や意義を感 じて い ると考 えられ,学 びの姿勢により良 い変
化 をもた らしていた。教育実習前 とい う早 い段階で参加型授業 を行 ない,教 師 としての意義や
意欲の向上のきっかけになっていることが明 らかであった。

③進路の意思決定について, 1年 次 に公務員や企業就職を考えていた者 も学校教員志望に変
わつた。 自分 らしさや人間関係を重視する傾向があり,社 会貢献やや りがいの価値観 も見 られ
た。教師 としては,子 どもの人間性を育てる,学 力や学びを支えるとい う使命を考えている者
が多かった。一方,子 どもの成長を支えることが未来を創 ってい くとい う教師の社会的・歴史
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表3

要望 の対象
時

期

期

間

校

種

事前指導

参加型授業 に対する要望

具体的内容
・大学 の講義期間だ と時間 に制約がある (次 の時間 に間 に合わない)。
もっ と長期 的 に活動 したか つた。

自分 の希望 した校種 に行 きたかつた。
・授業 のね らいが理解 できなかったので、参加型授業 に参加 する前 に
一度授業 を してみたかつた。
・ しっか りした知識がなかったので、事前 に何 をや るかを知 ってか ら
行 きたかつた。

的な側面 を考えてい る者 は少なかつた。 この ことは,未 来 に生 きる子 ども達にどのような能力
´
を身につ けさせ るか とい う学習観 に関連す ると思われ る。
④参加型授業 の実施 上の諸課題 として,小 ・ 中学校 な どの配属先の希望,大 学 の授業時間 との
調整 ,期 間の延長 の希望,参 加型授業 の準備段階 を踏 まえたカ リキュ ラムの検討,実 習後群 に
対する参加型授業 の内容 の検討な どの課題が残 された (表 3)。
校種 については,2006年 度 より実習校 を自己開拓させ る方針 とした。 これ に より,配 属校 に
対す る不満 を解消す る と共 に,期 間 の延長 の問題 も解決で きる。 また,本 人 の希望 に よって
小・ 中学校両方 を経験す るな ど,学 び方 にバ リエー シ ョンを持 たせ ることも可能 で ある。 また

,

自ら実習校 を見つ けることによ り,自 主性や積極性 を養 うことが可能 となる。 さらに,実 習校
を自己開拓す る手法 を学 ぶ ことで,将 来,教 師 になった場合 ,教 育分野やそれ以外の分野 にお
ける社会資源を開拓・ 創造・ 開発 す るために も役立つ ものであ り,教 師 としての実践力 に繋が
る。
今後 は この 自己開拓方 式 を継続 し,さ らに小・ 中学校両校 (さ らには高校 )に お い て参加型
授業 を経験 す る こ とに よ り,学 校 間 の連携 の在 り方 を一 考 す る機会 ともな る と考 え られ る。

⑤参加型授業における研究上の課題として,実 践力の定義について学問的視点に立った捉え直
,「 教科に関する項目」
しの必要性が挙げられる。また,今 回は「人間関係能力に関する項目」
「教育法的な項 目」 の 3つ に分類 し,定 義づ けたが,学 生達 (特 に実習前群)は これ ら3つ の
,

項 目間 に関連性 を見 いだ してい る。すなわち,各 項 目はそれぞれ独立 して成 り立って い るので
はな く相互 に関連 があ り,こ れ らを統合 してい くことが教師の実践力 として捉えてい る。 また
項 目間 のみな らず,各 教科科 目にお ける相関性 や相互作用 について も,そ の必要性 を感 じ,学
ぶ とい うことの意義 を感 じてい るようであ り, こうした ものをよ り強 く認識 し確 かなもの とす

,

るために も,実 習前 の参加型授業 は有効である。
今後 は,こ うした捉 えをどのように把握す るか,ま たそれ らをどのような形 で学生 にフィー
ドバ ックするかを検討す る必要がある。 さらに,調 査 の中か ら見 いだされた カ リキュラム上で
の問題点 (参 加型授業や教育実習のみな らず,講 義科目について)を どのように改善・反映 し
てい くかを考慮 してい く必要がある。
これ らの調査結果を生か して,教 科や実践力の相互作用 を実感・ 認識 させてい くことが,今
日の教員養成 に求 められ るものである。

教師 としての実践力 に関す る学びの様相

※この研究 は,平 成 17年 度大学活性化支援経費 に よって遂行 した ものである。調査結果 と資料
は静岡大学教育学部家庭科教育教室 「家庭科教員養成 にお ける実践参加の追跡 による成果 と
′
課題」 の報告書 にある。
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