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はじめに
本学家政教育講座 で「実践参加型授業」を開始 したのは、教員養成 カ リキ ュラム を改善す る ことを

目指すためであ る。具体的 には、2003年 度 の学部改革推進委員会の提案「教員養成 カ リキュラム改善、
実践参加型授業の先導的試行」を契機 としてい る。ただ し、家庭科教育専修 では、当時、長 く続 いた教
員採用数の低迷 の中で、採用試験 を受験 さえ しない学生 の増大傾向が続 いていた。何 か解決の方法 は
ない ものか、学生が早 い時期 に子 どもに接する機会 を得 ることによって、教職へ の意欲 を高め られる
のではないか と模索 していた状況 にあ ったのであ る。早速 にこの提案 を受 け入れ、既存 の授業科 目の
中でその内容 を「実践参加型授業」へ と改革することに した。対象 とした科 目は、2〜 4年 生 向けの選
択科 目『家庭科教育特講』であ る。この科 目は、従来か ら元附属校教諭 に担当 を依頼 し、大学の教室 で
実施す るとはい え、具体的 な教材研究や授業づ くりな ど実践的な性格 を有す るものであ った。それを、
①

10、

11月 中、他の授業 の空 き時 間に、大学周辺 の小 ・ 中学校 の実習 を中心 とす る家庭科 の授業の補

助者 と して参加す る、② 翌年 1月 には元附属校教諭 による実践参加 の まとめの講義 (8時 間)を 受講す
る、とい う内容 に変更 した。
以上の 2003年 度「実践参加型授業」を受講 した学生は、2年 生 12名 、3年 生 7名 、4年 生 1名 であ つ
た。この内、3、 4年 生 は、すでに教育実習 も終 えて教職への志向が明確化 した者であ ったのに対 して、

2年 生 の中には、教員志望が不確定だが 3年 次 の教育実習 に備 えて「学校 を体験 してお きたい」とい う
者 もいた。そ して、2年 生 の受講後 の教職志向 は、ア ンケー ト調査結果な どにおいて も強 まった事が明
らか となった 1)。 さらに、本年 4年 生 となった 12名 は全員、教員採用試験 を受験 した こ とも付記 して
お きたい。2年 生 を対象 とした「実践参加型授業」は、教職への志向を強めるために―
有効 であるこ とが
確 かめられたといえよう。
本稿 では、以上 のような経緯 で開始 した「実践参加型授業」に,つ いて、2年 目 2004年 度 に実施 した
成果 か ら、教員養成 で育 てたい教師 としての人格 や実践力 に関わつて、どの ような力が育 っているの
か検討す る。これによって、家庭科 の教員養成 カ リキュラムの改善に示唆 を得 たい と考 えてい る。
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本研究の 目的
地球環境 の悪化、自然災害の巨大化、情報消費社会の進行等 々の中で少子化 の進行す る今 日、学校教

教師 とし
今 日の教員養成 カ リキュ ラムには、
育 は混迷 を究めていると言 わざるを得 ない。その渦中で、
ての実践力の育成が求められてい る。
以下 のように仮説 を立ててみることに した。まず、
家庭科教師 に求め られる実践力 として、
筆者 らは、
家庭科 の子 どもの学 び方 か ら、教師 としての求め られる仕事 や能力 を考 えた。家庭科 で①子 どもが対
象世界 とかかわるとは「生活の事実認識、科学的認識、生活の技能技術 の習得 と必要性 の 自覚、生活ヘ

「 自己や 自己の生活の振 り返
の問題関心や解決意欲」を持つことである。それをとおして② 自分つ くり
りが出来、生活の担い手 としての自覚」が出来なければならない。そのために③ ともに学び、共 に生 き
る共生観 を育てる必要がある。このような子 どもの学びを支える教師の仕事 は、①生活研究の成果 を
関心 を持 つて学ぶ、②子 ども理解、子 どもの生活理解 をする、③子 どもと生活の科学などとの関係 を
作 つてい く役割 と自覚 をもつことと考えられる。以上のような文脈を意識 した上で、一般的に言われ
「子
る教員養成 における実践力の要素 を加えることによつて、家庭科教師に求められる実践力 として、
ども理解、生活理解、教育目標の設定、教材の価値 と教材研究、教材開発、題材の構成 と配列、学習指
導過程の展開力、資料や教具 などを準備す る力、子 どもとの関係つ くり」などと仮定 した。
「実践参加型授業」では、教育実習履修前後の学生を対象 としてお り、彼 らが家庭科 を中心 とす る授
業の実際に立ち会い、学習支援者 としての立場で経験す る機会 を用意 した。
「実践参加型授業」を受講 した学生の思考や課題意識 について、前述 したような家
本研究の目的は、
庭科教師 としての実践力 を養成 してい くという視点で捉 えなおす ことである。具体的には、まず、
参加
した授業の内容や題材、回数、そして受講生の教育実習履修の有無によつて、受講生のレポー トに見い
だされる思考や課題意識 にどのような特徴があるのかについて、量的、質的に把握する。そして、それ
ら全体を実践力養成の視点で見通す ことによつて、どのようなことに気付 き、考 え、行動 したか、すな
わち、教師 としての実践力のどの部分が育 っているかについて明 らかにする。

3.研 究の方法
1)2004年 度「実践参加型授業」の概要
2003年 度「実践参加型授業」の成果 と課題 を踏 まえ、2004年 度の本授業は、①実践参加の期間に 9
月後半の時期 (大 学は前期・集中講義期間中、小・中学校は学期中)を 加える、②授業展開を理解する
観点 とともに参加す る授業の題材 に直接関わる教科専門の内容 についての「事前指導」を実施す る、
という2点 の改善を行うことにした。① で 9月 中に実践参加を開始することによつて、2003年 度 は調理実
習や被服製作実習の補助 に限られていたものが、小学校では家庭科の授業 には限らない「一 日参加」、
中学校では「保育園実習の補助」という新 たな実践参加の内容・機会が加わることになった (表 1)。
これに伴 つて、
2003年 度のように一つの学校に、
受講生は、
毎週決 まった曜 日の決 まった授業時間に
参加するという「定期」の参加ばか りではなく、9月 中の「不定期」の参加や複数の学校への参加 を組
み合わせるとい う形 もあ り得 ることになった。結果的に、2年 生 12名 、3年 生 4名 の受講生各人は、
1又 は 2校 の小・中学校 に、計 2〜 8回 (内 2時 間の授業 に2回 参加 とい う受講生 1名 については、
来年度 さらに数回参加する必要がある)参 加 した。以上のように、
受講生の参加内容 は多様であるため、
参加パ タァンについて、参加 した授業の内容や回数 とともに受講生の教育実習履修の有無 (2年 生は
無、3年 生は有)に よって類型化 してお く必要があると考えた:そ の結果、参加パ ター ンを以下の 5通
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1 2004年 度・ 実践参加 の概要

学校名

時

参加学生数

5年 生 :カ バーの製作。
6年 生 (2ク ラス):エ プロンの製作。

2名 (2年 生)
6名 (2,3年 )

教科、学年 を特定せず、一 日の学校参加。

3名 (2年 生)

5年 生 (2ク ラス):ト ー トバ ッグの製作。

4名 (2年 生)

9月 後半
不定期

2年 生 (3ク ラス):保 育園訪間の際の補助。
他 のクラスは 4年 生 の学習 ボランテ イアで対応。

3名 (2年 生)

9月 後半

1年 生 :調 理実習。
2年 生 :シ ョー トパ ンツの製作。

4名 (2年 生)

10〜 12月

0小

学 年 、 クラス、題 材 等

期

定期

9月 後半
不定期

Y小

10〜 12月

定期

M中
T中

不定期

りに分けることにした。人数の後 のアルファベ ッ トは各受講生 の仮称 である。

I:被 服製作 07回 以上 o名 、h、 j)
p)
Ⅲ :小 学校 1日 参加 を含 む o名 、d、 f、 g)
または保育 o名 、a、 b、 k)
Ⅳ :被 服製作 と調理、
V:被 服製作・ 3年 生 名、 1、 m、 n、 o)
Ⅱ :被 服製作 ・ 4回 以下

の

名、c、

e、

i、

分析 の方法

受講生に対 して、毎回

(「

一 日参加」は,日 で一 回)の 実践参加後 、1週 間以 内 に「感想」と「学 んだ

こと」について、計 1,000字 程度 の レポー トを課す こと した (2003年度 と同様 )。 そ して、毎回の レポー
「教師の仕事」
「そ
「 自分の学 びの課題」
「子 どもへ の関わ り方」
「子 どもの見方」
トの記述内容 について、
の他」の 5項 目に整理す ることに した。これ らの項 目は、吉原が 2003年 度 の受講生 の レポー トを分析
す ることによつて抽出 したものであ りの、以下のような内容 であ る。
指導の
「子 どもの見方」:一 人ひ と りの子 どもの学習 の様子 を見 ようとしてい る。具体的 な関わ り方、
方法 まで考 えてい る。
「子 どもへ の関 わ り方J:ど のような方法 で教 えるのか、や つてみせるのか・や ってあげるのか、そ
の子 を見なが らその子 にとつて必要 な内容や指導法の必要性 に気付 く等。
「教師の仕事」:子 どもを見 て、関わ り方 を迷 う中で教師の仕事 に目を向け、理解す る。さらに自分 な
らどうす るかを考 える。
「 自分 の学 びの課題」:自 己有用感の喜 びと教育学部生 として教科専門や教職専門の学 び方 を考 える。
これらの項 目は、いず れ も家庭科教師の実践力 に繋がるものであ る。現実 の授業 の中での、
子 どもと
教材 ・学習指導過程・教師 との関係 や、子 ども同士 の関係、自分が子 どもに関わつてみた実感 な ど
であ る。
本稿 では、まず (4節 )、 受講生 の毎回の レポー トの記述 について、前述 した 5項 目に該当す るもの
を整理 し、その量や質 を実践参加 の内容や題材、参加回数、さらに受講生 の教育実習履修 の有無 によっ
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て比較することにす る。これによって、それぞれの実践参加 の内容や題材、参加回数、さらに受講生の
教育実習履修 の有無 による実践力 に関わる学 びの特徴 について把握す ることが可能 となる。
その後 (5節 )、 改めて受講生の毎回の レポー ト全体 を見通す ことによって、教員養成 において教師
としての実践力 を育 ててい くとい う視点か ら、実践参加 を行 うことによつて受講生が どのような力 を
得 ているかについて まとめる。

4.実 践参加 の内容や題材、回数、受講生の教育実習履の有無 による学びの特徴
ここでは、
3.1)で 述べ た Iか らVま での参加パ タニ ン別 にも
受講生 の レポー トの記述内容 か ら 3.a
の 5項 目に該当す る もの を選 び出 し、それ らを量的、質的 に比較す ることによって、実践参加の内容や
題材、回数、受講生 の教育実習履修 の有無 による実践力 に関 わる学 びの特徴 について明 らかにする。
図 1は 、参加パ ター ン別 に、各受講生の毎回の レポー トの記述内容 について、5項 目別の量的側面 を
示 したものであ る。

1)被 服製作補助 における、参加回数の多少 による学 びの特徴
ここで は、参加パ ター ン I(被 服製作 ・7回 以上の型)と Ⅱ (被 服製作 ・4回 以下の型)の レポー ト
の記述内容 を、前節 で述べ た 5項 目に整理 して比較 した (図 1の I、 Ⅱ)。
I、

Ⅱの レポー トを比較する前に、まず、Iの

h、

jと 、Ⅱの c、

e、

i(pは 中学校 に 2回 参加 した。

ここでは分析 の対象 か ら除外)で は、参加 した小 学校が異なることを踏 まえておかねばならないだろ
う。受講生が毎週決 まった曜 日の決 まった時間 を実践参加の時間 に当てていても、
今 日の小・中学校で
は二通 りの時間割 を用意 して「今週 は A週 日、来週 は B週 日」と変動す るのが一般的であ る。そのよ
うな状況下で、受講生が 7回 以上参加 で きた Y小 学校 では、10月 中旬 か ら 12月 中旬 までの 2か 月間
にわたる 5年 生 の「袋作 り」単元全体 に参加 で きるよう (お そ らく他 に優先 させて)学 校側 で調整 の
配慮があ ったと推察で きる。このような特別な配慮がない と、0小 学校のようにほぼ同 じ期間 (10月
中旬 か ら 11月 下旬 まで)を 割当てて も、製作題材 の一部 について計 4,5回 の参加 となって しまうのが
ご く自然 と思 われる。ここでは、このような回数のみ ならず内容的にも異 なる条件の下で実践参加 し
た後、各 々の受講生が書 いた レポー トを比較検討す る。
まず、レポー トの記述 を 5項 目に整理 したが、5項 目の中で Iと Ⅱの間で明 らかに記述量 に差が認
め られた項 目は、
「教師の仕事」であ った。わずか、2人 、3人 ずつの受講生 のデー タであ り、彼 らの個
性 による違 いの可能性 もあるが、あえて、この違 いの要因 を捜すならば、受講生が一つの題材 0単 元の
最初の時間か ら参加 したか どうかに因 るのではないか と考 える。題材 の途中か らの参加 では、担当教
師の指導 について理解 に至 らないこ とが多 く、い ろい ろ考 えるこ とはあ って も、記述す ることは避け
て しまった可能性があると思われる。
また、
「子 どもの見方」の記述 には、Iで は 2名 とも 5回 日以 降、子 どもの姿 の変化が具体的 に記述
されるようになってい る

(h:6回 日、す つか リミシンに慣 れセ ッテ ィングできる。j:5回 日、子 ど

も達 の間 に進度差が明 らかになる、6回 日、ミシ ン トラブル激減、子 ども自身で直せるようになる)。
以上の結果、明 らかになったことは、実践へ の参加回数 はただ多ければよい とい うものではな く、被
服製作実習授 業の場合 は、最初の導入授業か ら作品の完成す る最後 の授業 までを経験す ることに価値
があるとい うことであ る。今後 の実践参加型授業の進 め方 に示唆 される点 は、定期参加 (決 まった曜
日・時間の参加)の 期間 を、小学校の年間計画 に合 わせて、被服製作 の題材 の最初の授業か ら参加 でき
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I被 服製作 07回 以上
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Ⅱ 被服製作・ 4回 以下

一

轟

Ⅲ 小学校 一 日参加 を含 む

Ⅳ 被服製作 と調理 または保育

V被 服製作 ・ 3年 生

図1

ギ

鐵

参加パ ターン別、受講生各人、
各国レポートの記述内容
(5項 目別の量的把握 )
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るようにすることである。例えば 2004年 度 の O小 学校 の場合、9月 か ら参加 を開始 しておけば、被服
製作単元 の最初の授業 か らの参加や 5回 以上の継続参加 の可能性 は高かったに違 いない。
② 小学校 ・一 日参加 とい う体験 による特徴
一 日参加後 の レポー トを、
ここでは、参加パ ター ンⅢ (小 学校 1日 参加 を含 む)の 受講生の、小学校 。

5項 目に整理 して考察 した
含 めて、第 2時 限から第 5、

1の Ⅲ)。 小学校・一 日参加 では、家庭科 に限 らず多様 な教科 の授業 を
6時 限までの授業 に参加 して、レポー トをまとめてい る。従 って、レポニ

(図

「そ
「教師の仕事」
「 自分の学 びの課題」
「子 どもへ の関わ り方」
トの内容 は、毎回 とも「子 どもの見方」
の他」の 5項 目のほとんどすべ てに及ぶ ものであ った。これは、多 くの教科 の授業 に参加す る ことに
よって、多様 な子 どもの姿 に出会い、彼 らとの関わ りの機会や多 くの教師の指導、支援 の姿 に接す る機
´
会 を持つ ことが出来 た ことの表 われ と見 ることがで きる。
Э 保育園実習補助 とい う体験 による特徴
Ⅲ (小 学校一 日参加 を含 む型)に 該当 した 3名 の うち 2名

(f、

g)の 参加内容 は、共通 して小学校

の一 日参加 を 2回 行 った後、中学校の保育園実習補助 を 2回 行 うとい うものであ った。この他、
保育園
実習補助 に参加 したのは、Ⅳ (被 服製作 と調理 0保 育 の混合型)の 1名 (k)(同 様 に 2回 )で あ る

(図

1の Ⅲ、Ⅳ)。
保育園実習補助 に参加 した後 の 3名 の レポー トに共通 して見 られた特徴的な記述 として、中学生が
保育園児 と関わろ うとす る時の課題 についての把握 がある。例 えばⅢ gの 「一番印象的だったのは保
育園での (1回 日の)実 習後 に一人の中学生・女子 が言 つた『 (保 育園の子 どもたちが)も っとなつい
て くれない と思 つた』とい う言葉 だったJ、 また、Ⅳの kも 「 (1回 目の)帰 りに同 じグループだった中
『お遊戯が恥ずか しか つ
学生・女子 に今回の実習 についてどうだったか尋 ねたところ『かわいかった』
た』と言 っていた」と書 いてい る。
このような中学生 の実態把握が共通 していた背景 には、
1年 次前期 に免許必修
受講生達が共通 して、
「保育学実習」を履修済みだった ことが強 く影響 していると考 えられる。受講生 も自らの保
科 目 として
育園での実習 での思 いが まだ鮮明であ り、中学生 の立場 を予想 した り、思 いや ることが容易であ った
ことがわかる。
しか し、その後 の行動 が、f、 gと kで 異なつていた点が興味深 い。fは 、前述 したように中学生 の
「だか ら今 日は、中学生に対 して声 かけをしようとい うのを目標 とし、積極的 にな
気持 ちを予想 して、
ろ うと思 つた。」そ して、実際 に、中学生 が園児 の輪 の中 に入 りやす い ように、自ら率先 して園児 の中
「だか ら、教師や、補助 として参加 して
に入 つた り、誘 った りした ことが記述 されている。gの 場合 も、
い る私達 は、中学生が園児 と接す る機会やそ こか ら学ぶことが よ り多 くなるように、生徒 の背中 を押
してあげることが私達 の役割であ ることがわかった」と、自らの役割 を自覚 している。そ して、さらに
「 リズム体操 の時 は、
保育
私 が思 い きりやることで中学生が少 しで も恥ずか しい気持ちがな くなつて、
園の子供達 と楽 しんで遊べ るように努力 をした」とい うのであ る。
これ らに対 して、kの 場合 は、前述 したような中学生 の声 を聞いた後「そ ういった恥ず か しさを取
り除 き、生徒 が楽 しめる授業 にす るにはどういつた工夫が必要なのだろ うか」と考 えてはい るものの、
「今回 (2回 目〉の授業 は生徒 が積極的 に
2回 目の訪問時 には、f、 gの ように行動 に移 してはいない。
園児の遊 ぶ 中 に入 つていつたので、特 に声 をかける必要 もなさそ うだった。生徒 の 自主性 や 自発性 を
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伸 ば してい くためには、こ うい つた場面 では声 をかけず、見守 るとい う形が指導者 であ る教師 として
ふ さわ しいのではないか と思 った」と記述 してい る。
以上のように、同様 に子 どもの実態把握 をした f、 gと kの 間で、その後 の行動 が まった く異なった
もの となってい る。このような違 いが生 じた背景 として、
例数 も少 ないので断定 はで きない ものの、一
つ考 えられるものが、
「保育園実習補助」の前 にあった「小学校一 日参加」の経験 の有無 とい う違 いで
あ る。いずれに しても、このような指導 の方法 についての判断の違 い について、後 日、議論 し合 う場 を
もつことが必要であ つたと考 えられる。
→

教育実習履修前後

(2、

3年 生)の 間 に見 られる特徴

ここでは、同様 に被服製作実習 とい う内容で、V(被 服製作・ 3年 生)と

I、

Ⅱ

(同 ・ 2年 生)の

レ

V(3年 生)と I、 Ⅱ (2年 生)の レポー トの記述
について、5項 目で整理 した結果か らまず言 えることは、V(3年 生)で は「大学 における学 び、(今

ポー ト記述内容 を比較 した

(図

1の

I、

Ⅱ、V)。

後 の)課 題」に該当す る記述が無ぃ人がい るとい うこ とであ る。これは、I、 Ⅱ (2年 生)で は、全員が

1回 以上は記述 してい ることと比較す ると顕著な違 い といえよう。このこ とか ら、まだ教育実習 を履
修 してい ない 2年 生 の時期 における実践参加 は、その後 の (大 学 での)学 びへ の意欲付 けに強 く影響
す ることが期待 で きる ことがわか った。
「子 どもへ の関わ り方」や「子 どもの見方」の記述内容 について、V(3年 生)と
次 に、

I、

Ⅱ (2年

生 )を 比較する と、まず、課題 を持 つ主体が異なっている点がある。Vで は、子 ども達 の課題 として記
述 されているものがあ る (1:2回 日、先生 の話の中で理解出来 なか ったことは、わかる まで聞ける こ
とが今後 の課題 )。 それに対 して、I、 Ⅱでは、
支援者 としての受講生 自身の課題 として書 かれているの
であ る

(h:5回 日、手本通 りで ない時、どこか ら以下を指摘 した らいいのか難 しい。j:6回 日、ど

「子 どもの見方」についての記述 で、同様 に子 ど
うすれば興味 や楽 しさを感 じて くれるか課題)。 また、
もの学 び方の問題状況 を指摘 してい るが、3年 生ではそ こに留 まらず、原因 を考 えた り (支 援方法の
改善 に繋 がる)し てい るとい う特徴 が認 め られた (m:与 えられた事 しかや らず、自分 で考 えて進 め
る努力 をす る子 が少 ない。この原因は、その作業 を何 のためにす るのか理解 してい ないためではない
か)。 これらの背後 には、2、 3年 生 の違 いであ る、3年 生前期 の 6週 間に及ぶ教育実習履修 の有無 が関
係 してい ることは間違 い なさそ うであ る。

D

本節 の まとめ

実践参加 の内容、題材、回数、受講生 の教育実習履修 の有無 による学 びの特徴 として明 らかになった
ことは、以 下の通 りであ る。まず(被 服製作 とい う比較的長 い期間に亘る実習授業へ の参加 では、参加
回数の多少のみ ならず、導入授業か ら最後 の完成 まで継続 して関わる事が大切なのではないか とい う
点 であ る。また、中学生 の保育園実習 の補助 については、受講生 自身が大学 1年 次 に履修 していた「保
育学実習」の土台の上に体験出来 たことによって、
予想以上の効果が得 られた ことがわか った。さらに、
小学校の 一日参加 では、家庭科 の授業 に限 らず、多様 な学年、クラス、教科等 の授業に参加することに
よって、
二年次 とい う比
様 々な子 どもや教師の姿 に接す ることがで きた ことが明 らかであ る。最後 に、
較的早 い時期 に小・ 中学校の授業 に参加す る機会 を持 つ ことは、受講生 自身 に、これか らの学 びの課
題 についての 自覚 を促す ことにも繋がることが明 らかになった。
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5. まとめにかえて 一実践参加型授業で育つカー
ここでは、受講生の レポー ト全体 を、実践力養成の視点で見 てい くことによつて、具体的 にどのよう
な ことに気付 き、考 え、行動 したか、すなわ ち、教師 としての実践力の どの部分が育 っているかについ
て検討 した。

1)子 どもたちの理解の程度 を理解 し、日標設定や問 いかけ、関係作 りを考 えた。
中学生が「小匙 3分 の 2」 の意味がわか らない、小学校 で出来 ているはずの玉止めが 出来ない、ミシ
ン縫 いの レバーの使 い方、方向転換 の仕方 を理解 してい ない、針の始末、包丁や アイロンを使 っている
ときの安全管理 が出来ない、などの例 であ る。

(1)子 ども達 は教師の話 を聞いていても、実際 自分 で作業をは じめると理解 してい ない ことがわか
る。その とき自分はどう支援す るか とい う問題意識 をもった。

「なぜそうしたの」
「次は何 をやるの」
「ど
①教えてしまうのではなく「考えさせる」問いかけをした。
うしたらぃいだろう」。指導する側が教 えてしまった りやってあげた りしたのではいつ までもその子
は自分でやれないだろう。②指導者 として :何 のためにそれをやるのかを理解させることの重要性に
気がついた。実習やものつ くりのよさは、原理を理解 し、指先 を使い、達成感や自信を得て挑戦意欲 を
育てることである。そのために子 どもの実態 をよく知 り、個性を生かす授業の工夫 をしたい。③提案

:

考えさせる授業の工夫 には、日標 を一つにしてしまうかどうか、日標の達成や解決の道筋 を自分たち
で考えさせる。先生の言つたとお りにやるべ きか どうかの問題意識をもった。
② 教 えることのかたちを工夫 した。中学生の保育園実習の支援の事例である。園児だけではなく
中学生にも注目したい と、
明確な目標 を設定 した。ある女子 (中 学生)の グループに付 き添 っていたが、
なかなか園児 と関わろうとしないように見えた。だから先 に自分が園児の新聞紙を丸める(遊 び道具)
のを手伝 つてそこに中学生 に入 つて もらお うとした。中学生が 自然 と輪に入つて くれて園児たちも中
学生に助けを求めていたので良かつたと思 ったそうだ。ここには園児 と中学生の異世代交流の仲介役
を自覚 し、中学生 と園児 との関係作 りができた、そこに「遊 び方を教えてみせる」工夫がある。さらに
園児や中学生 にとっての異世代交流の意義を考察 し、教材研究を身をもって実施 していた。
の 子 ども同士の教 え合いの良さに気づ き、子 どもの考えを生かす方向を考えた。
(1)早 くで きた子が遅い子 に教える場面 には二通 りあったと言う。たずねられて教 える場合 :「 何 を
教 えるべ きかがわかって」うまく教 えていると思 う。時間が余 って自慢 したくて教える場合 :「 やって
しまってあげる」ので「早 くで きる」がそれでは教わつた子 は出来ない ままであ り問題がある。
② 子 どもの考えを授業 に生かす。ミシンが人数分そろっていないので数人で交代で使うときのこ
とだった。子 どもの提案は「糸の色の同じ人同士が同じミシンを使 う」とい うものだった。子どもの提
案のよさを考え、授業に生かす柔軟さを学んだ。
の 実習授業の際、必要な材料や道具 を誰が準備するかについて考えた。
被服製作の実習授業で、裁縫道具や布を忘れる子がいた。先生はちゃんと予備の ものを準備 してい
た。それでいいのだろうか、手持 ち無沙汰で過 ごさせるかどうかについて考えた。忘れ物 をす るのは
実習 に関心 を持 たないからだろう。持 たせるようにしなければならない と考える。しか し、先生 によ
く聞いてみると「家庭の事情 もある」とのことだった。やむをえないことか ?と 問題意識が残 つた。子
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どもたちは調理実習の材料 で何 をどの くらい使 うのかが レシピを見 て もわか っていない、買 い物 か ら
自分 たちで させ る意味があ ると考 えた。
以上のように見 てい くと、受講生は日標設定 の問い直 しや、子 どもの学習程度や背景 の生活理

の

解 、子 どもや学習対象 との関係作 りな どに迫 つてい ることがわかる。それは教師の使命感へ の強い意
欲や関心 に裏付 けられてい ると思 われる。
実践参加型授業によつて、
彼 らは子 どもの学 びの実際 に接 し、
支援者 としてひいては教師 として「 自
「こ うしてや りたい」
「 こんなことが 出来 るか もしれない」とい う実現可能性 を具体的 に
分 は子 どもに」
抱 いてい る。
これ らはいず れ も教師 としての実践力 の構 成 要素 で あ り、実践参加型授業 は教員養成 と して実践力
を育 てる意義 があ り有効 で あ る と考 え られた。
この プ ロジ ェ ク トが 、実践力養成 の可能性 0有 効性 を強化 で きる よ うに枠組 みか らの検討 を継続 し
た い。

6. おわ りに
本研究 は、本学家政教育講座 で検討 中 の家庭科教員養成 コア・ カ リキ ュ ラムの一環 と して、2003年
度 か ら継続 してい る もので あ る。本稿 で 明 らか になった ことを生か して、
「 実践参加型授 業」の進 め 方
を改 善 して い きた い。さ らに、2005年 度 には、カ リキ ュ ラム改革 とそ れに伴 う個 々の授 業改善 を講座

全体 で進 めてい くことを目指 して、講座 ス タッフ全員 で「家庭科 コア・ カ リキユラム研究会」を立ち
上げ、進 めてい るところであ る。

2004年 度 の「実践参加型授業」で事前、事後指導 を担当 して くださった町井敏子先生 (元 本
学部附属静岡中学校教諭)、 大村知子先生、村上陽子先生 をは じめ、実施 に当たって様 々なア ドバ イス
2003、

をいただいた本学家政教育講座 の先生方 に感謝申 し上げる。
また、この「実践参加型授業」は、2003、 2004年 度本学「学部活性化支援経費 (教 育)」 によって実
施 したものであ る。
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