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教職必修科目「教職実践演習」の取り組みをふりかえって 

梅津徹郎・近藤健一郎 

 

はじめに 

 本稿は、北海道大学（以下、本学と表記する）において 2013年度にはじめて開講した「教

職実践演習」の取り組みを振り返り、その報告を学内外に行なうとともに、来年度への課

題を明らかにすることをねらいとしている。 

 この教職実践演習は、周知のとおり 2008年文部科学省令「教育職員免許法施行規則の一

部を改正する省令」によって、2010年度以降の大学入学者が教育職員免許状の授与を受け

る場合の「教職に関する科目」の必修 2単位として位置づけられた科目である。教育職員

免許法施行規則第 6条の表備考欄 11は、「教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科

に関する科目及び教職に関する科目（教職実践演習を除く。）の履修状況を踏まえ、教員と

して必要な知識技能を修得したことを確認するものとする」と定めている1。また文部科学

省令改正に伴う課程認定によって、この演習は 4年次後期に開講すること、履修開始前ま

でに教育実習を終えている学生のみが受講できること、また教職課程の履修歴を把握する

ための「履修カルテ」の記述、提出も必要とすることとされている。 

 このような施行規則改正によって、四年制大学では 2013 年度に一斉に開講された2。本

学での開講もこの一環に位置づいているものである。 

 

１ 2012年度までの取り組み 

 本学では、2008年度に教育学研究院からの応募を採択し、教員免許状更新講習の実施や

教職実践演習の開講を主要な任務としつつ全般的な教職課程の充実にむけた全学運用措置

として教授 1名を配置することとした。2009年 4月に梅津徹郎がその職に着任して以降、

梅津を中心に教育学研究院の教職課程委員会において教職実践演習開講の諸準備に取り組

み始めた。 

                                                  
1 文部科学省『教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引

き』平成 24年度改訂版によれば、「教職実践演習は、教職課程の他の授業科目の履修や教

職課程外での様々な活動を通じて、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ものであり、いわば全学年を通じた「学

びの軌跡の集大成」として位置付けられるもの」である。 
2 2012年度までに何らかの形で試行している大学も少なくない。それらの報告に接するこ

とができるものとして、たとえば以下がある。斎藤周ほか「『教職実践演習』試行の報告と

本実施に向けて」、『群馬大学教育実践研究』第 27号、2010年。姫野完治ほか「教職実践

演習のカリキュラム開発と試行」、『秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要』第 33号、2011

年。樫田健志ほか「全学教職課程における『教職実践演習に向けての取組』」、『岡山大学教

師教育開発センター紀要』第 3号、2013年。 
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 2009 年度から本学出身の初任期にある教員の追跡調査を実施し3、その調査によって、

北海道内の高等学校教員として採用された本学出身者の多くが初任校として、へき地・離

島の小規模高等学校に勤務しているという点が明らかとなった。この点に留意するととも

に、本学入学学生のほとんどが進学校出身者であり教育実習も出身校で実施していること

が大部分であることから、本学の教職実践演習では進学校ではない定時制・夜間部の高等

学校の見学実習を柱として授業を構成していくこととした。この見学実習については、札

幌市内の高等学校に依頼して、2010 年度に札幌大通高等学校夜間部において4、2012年度

に札幌大通高等学校夜間部、札幌北高等学校定時制、札幌工業高等学校定時制の 3校にお

いて、梅津担当の教職に関する科目「教育技術論Ⅱ」の一部として試行することができた。 

 また履修カルテについては、各自が年度ごとに教職課程の履修を振り返り文章によって

記述するものとした。教職課程の最初の科目となることが一般的な 1年次後期開講の教職

科目「教職入門」において、2010年度から履修開始年度ごとの履修カルテを配布している

5。試行錯誤したものの履修開始 1年目は教職入門において、教職実践演習履修の年度は同

科目の課題の一部として、その他の年度においては各年度末に提出させることとした6。教

育学研究院の教職課程委員を中心に点検したのち、それぞれ翌年度当初に返却し、各自が

保管することとした。なお中間の年度については、今のところ掲示によって諸連絡を行な

い、提出に関する指導をおこなっている。 

 2013年度の教職実践演習では、このようにして 2009年度から 2012年度までに取り組ん

できた定時制・夜間部の高等学校の見学実習、履修カルテを用いた各自の学習等の振り返

りに加えて、教職課程で学んできたことを補完するゲストティーチャーによる講話とそれ

に基づくグループ別討論、課題レポートに構成していくこととした。 

 

２ 2013年度授業計画 

 教職実践演習の柱となる定時制・夜間部の高等学校の見学を、高校、受講者、大学のい

ずれにとっても実現可能な日程という観点から 8月下旬から 9月上旬に設定し、その諸連

絡のオリエンテーションを 7月中旬に行なうこととした。その他の授業については通常の

後期、すなわち 10月以降に実施することとした。このように本学の学事暦で前期にあたる

                                                  
3 その調査結果は、以下によって報告している。梅津徹郎ほか「北海道大学出身初任期教

員の直面している困難から模索する教職課程改善の方途（１）」、『北海道大学教職課程年報』

創刊号、2011年。梅津徹郎ほか「同（２）」、同上誌第 2号、2012年。近藤健一郎「同（３）」、

同上誌第 3号、2013年。 
4 梅津徹郎「プレ『教職実践演習』の試行」、『北海道大学教職課程年報』創刊号、2011年

によって、このときの報告を行なっている。 
5 したがって、2年次以降に教職課程の履修を開始する場合、1年次には履修カルテを所持、

記入しないこととなっている。 
6 編入学生、他大学出身大学院生など、この原則におさまらない教職課程履修者も多数あ

る。 
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7～9月にも授業が設定されている関係から、登録上は通年開講として扱うこととなった。 

 10月以降の授業については、金曜日 5時限（16時 30分～18時）および 6時限（18時

15分～19時 45分）に連続して行なうこととした。5時限には講師をお招きしての講話を

全体で聴講し、6 時限にはその講話を受けてグループに分かれての討論と各自のレポート

作成を基本とした。 

なお、授業全体に責任をもつ教員（責任教員）は梅津が、また授業を担当する教員（担

当教員）は教職課程委員を基本としたうえで、それ以外の教員も加わった。こうして構成

された教職実践演習のシラバスは、表 1のとおりである。 

以下、授業計画を立てる際にとくに留意した事項について述べる。 

（１） 定時制・夜間部高等学校の見学について 

2012年度に試行を行なった3校が以下の日程で学生の見学を受け入れてくださることと

なった。 

   札幌北高等学校定時制課程 ８月２６日、２７日、２８日 （３日間、３グループ） 

   札幌工業高等学校定時制課程 ９月５日 （１日、１グループ） 

   札幌大通高等学校夜間部   ９月１１日、１２日 （２日間、２グループ） 

履修登録後、工学部生（院生を含む）は札幌工業高等学校定時制とし、それ以外の学生

については機械的に学籍番号により奇数番号と水産学部生7は札幌北高等学校定時制、偶数

番号は札幌大通高等学校夜間部とした。個人的な事情による見学日等の変更は認めず、や

むを得ないと判断される理由を申し立てた学生についてのみ変更を加えることとした。 

（２） 授業担当教員とＴＡの配置について 

教職実践演習の授業担当教員はシラバスに記した教育学研究院専任教員 7名（札幌キャ

ンパス）であった。定時制・夜間部高等学校への引率もこの 7名で分担することとした。

また、10 月からの授業においては、５名のＴＡ（うち１名は函館キャンパス）を採用し、

直後に述べる遠隔授業実施のための機器操作、グループ討論の司会進行、レポート回収等

を分担することとした。 

（３） 函館キャンパスでの開講について 

 函館キャンパス（水産学部）では、定時制・夜間部高等学校見学は札幌で行なうことと

したが、それ以外については基本的にテレビ会議システムを利用した遠隔授業による受講

として、講話はリアルタイムで視聴し、講師への質問も札幌の学生と同様に行えるように

した。そのためにＴＡを１名配置し、機器操作を行なうほか、札幌にいる当日の責任教員

の指示に基づきグループ討論の進行を司ることとした。なお札幌キャンパスから担当教員

が２回函館での授業に赴くこととした。 

 

                                                  
7 函館キャンパスで学ぶ水産学部生の見学にあたっては、ジャンボタクシーを貸し切り函

館と札幌とを往復することなどのため、1グループにまとめた。 
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表１ 2013年度教職実践演習シラバス 

責任教員 梅津 徹郎 

担当教員 梅津徹郎、浅川和幸、石岡丈昇、近藤健一郎、守屋淳、辻智子、大野栄三 

授業の目標 これまでの履修状況をふまえ、教員として必要な知識、技能を補完する。 

到達目標 1.特色ある教育活動を実施している定時制・夜間部高校の見学を行い、学

校・教員・生徒がかかえている課題について学び、理解を深める。 

2.教育実習をふりかえり、総括するとともに教員として必要な知識、技能、

資質等について討論し、理解を深める。 

3．学校や教育委員会に寄せられる保護者からの教育要求について学び、

教育課題について討論し、理解を深める。 

4．高校養護教諭の立場から生徒理解に関わる構内での協働・連携のあり

方について学び、課題等について討論し、理解を深める。 

授業計画 オリエンテーションの日程は 4月中旬に掲示する。 

第 1回 高校（定時制・夜間部）見学オリエンテーション 

    重要な諸連絡があるので、必ず出席すること。 

第 2、3回 高校（定時制・夜間部）の見学実施と見学レポートの作成 

  見学高校と見学日時は大学が指定する。変更は原則として認めない。 

第 4回 グループ別テーマ討論、発表・交流。課題レポート（１） 

第 5、6回 定時制現職教員による講話（１） 

グループ別テーマ討論、発表・交流。課題レポート（２） 

第 7、8回 『履修カルテ』によるふりかえり、総括 

第 9、10回 札幌市教育委員会指導主事による講話（２） 

    グループ別テーマ討論、発表・交流。課題レポート（３） 

第 11、12回 高校現職養護教諭による講話（３） 

    グループ別テーマ討論、発表・交流。課題レポート（４） 

第 13、14回 現職教員による講話（４） 

    グループ別テーマ討論、発表・交流。課題レポート（５） 

第 15回 総括とまとめ。『履修カルテ』提出。 

準備学習等の

内容と分量 

『教育実習の手引き』『学習指導要領』『履修カルテ』等を読み返しておく

こと。 

成績評価の

基準と方法 

・大学から指定された高校（定時制・夜間部）の見学は必修である。 

・第 1回～第 4回までは必修である。 

・3回分以上欠席した場合は単位認定を行わない。 

・課題レポートは 4回以上提出しなければ単位認定を行わない。 
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・授業内課題レポート（5回分 50％）と最終課題レポート（50％）で総合

的に評価する。 

講義指定図

書 

北海道大学教職課程専門委員会『教育実習の手引き』 

文部科学省『学習指導要領』（中学校編、高等学校編） 

北海道大学教職課程専門委員会『履修カルテ』 

 

 

３ 2013年度授業概要 

 上述のような計画に基づき、授業は表２のように実施された。 

 なお 10月以降のグループ討論では、定時制・夜間部高等学校の見学グループとは編成を

変え、それぞれのグループ討論に 3校の見学をした学生が交るように配慮した。討論のた

めのグループは第 4回～第 15回まで原則として変更しなかった。 

 以下、授業の概要を若干補足しておく。 

定時制・夜間部高等学校の見学にあたっては、受け入れ高校が様々な工夫をしてくださ

った。具体的には、授業見学、授業担当教員との懇談、給食体験、教頭講話、若手教員か

らの講話などである。 

 大学での授業にあっては、履修登録者は当初 115名であった。具体的には、学部生 105

名（文学部 27名、教育学部 15名、法学部 3名、経済学部 3名、理学部 34名、工学部 11

名、農学部 1名、水産学部 11名）、大学院生 8名（文学研究科 3名、経済学研究科 1名、

工学研究科 1名、環境科学院 1名、情報科学研究科 2名）、科目等履修生 2名であった。講

話は全体で聴講したのち、グループ討論は札幌キャンパス 6グループ、函館キャンパス 1

グループに分けて行なった。その際、使用教室は大教室 1、演習室 4のあわせて 5教室を

確保し、全体で講話を聴講する大教室に 2グループを充てた。 

 グループ討論は、梅津が準備した進行表を基本として実施した。一般的に講話の感想か

ら始めて、課題レポートにつながるように議論を進めたが、準備していたレポートの課題

と講話とがうまく結びつかない場合もあった。なお、グループを担当する教員は特定せず、

回ごとに交代した。それは、教職課程の総まとめとして、受講者がさまざまな専門の教員

と議論できるようにという意図とともに、担当教員としても多くの学生を見ることができ

るようにという配慮によるものである。 

 

表２ 2013年度教職実践演習の授業概要 

回 月 日 時限 内 容 

 １ ７月１２日 ５限 高等学校見学にあたってのオリエンテーション。 

 ２ ８月下旬～ 指定された定時制・夜間部高等学校の見学を行なう。終了

後、「見学シート」（課題レポート①）を記述する。  ３ ９月上旬 
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 ４ １０月４日 ５限 「見学シート」に基づき、見学内容につきグループ討論。

課題レポート①記入。 

 ５ １０月１１日 ５限 講話Ⅰ 播良夫氏（札幌北高等学校定時制課程教諭） 

 定時制高校教育の現状と課題等について。 

 ６ １０月１１日 ６限 講話内容に基づきグループ討論。課題レポート②記入。 

 ７ １０月２５日 ５限 

６限 

履修カルテを基にして、各自の学びをふりかえり、グルー

プごとに交流し、それをもとに履修カルテの今年度分およ

び全体総括を記述する準備を行なう。 

 ８ 

 ９ １１月１日 ５限 講話Ⅱ 宮田佳幸氏（札幌市教育委員会指導室主事） 

教育行政の立場から高校教育の現代的課題等について。 

１０ １１月１日 ６限 講話内容に基づきグループ討論。課題レポート③記入。 

１１ １１月８日 ５限 講話Ⅲ 本間康子氏（北海道余市紅志高等学校養護教諭） 

養護教諭の立場からみる生徒の心の実態と教員の協働

について。 

１２ １１月８日 ６限 講話内容に基づきグループ討論。課題レポート④記入。 

１３ １１月２２日 ５限 講話Ⅳ 村端悟氏（札幌北高等学校定時制課程教頭） 

北海道内へき地・郡部・離島の高等学校の勤務経験など、

ご自身の教師としてのライフヒストリーについて。 

１４ １１月２２日 ６限 講話内容に基づきグループ討論。課題レポート⑤記入。 

１５ １１月２９日 ５限 グループごとにまとめの討論。履修カルテの提出。 

 

 

４ 課題レポートにみる学生の学び 

 表２において課題レポート記入とした①～⑤および最終回に課したまとめのレポートの

合計 6回、受講者はレポートを提出している。ここでは、それぞれの課題を示し、それぞ

れ内容として多くの学生と重なりながら、かつよく書けているものを紹介することとする。 

（１）定時制・夜間部高等学校の「見学シート」および課題レポート①（資料２参照） 

・学びたいと思っている生徒に対して、開かれた学校の存在の重要性を学んだ。経済的な

理由や様々な事情で、普通科の高校に通えない子どもたちにたいして、学校側が柔軟に対

応していると感じた。（文学部、札北） 

・自分に自信がなく、卑屈になってしまいがちな生徒にとって「普通」に扱うことが最も

大切なケアの一つになるのだと思いました。定時制では自己肯定感が重要だと感じたが、

なかなか難しい。失敗体験で物事を終わらせず、成功体験をさせることは、定時制だけで

なく、すべての教員が大切にすべきことだと思いました。（教育学部、大通） 

・最初思い描いていた定時制の様子といえば、授業が荒れており、大変だということであ
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ったが、実際に行ってみるとそんなことはなく、自分の出身高校とあまり変わらなかった。

定時制では日常の生徒のサポートや授業の工夫を行うなど、見えないところで先生方の努

力があるのだと思う。「一人ひとりの生徒としっかり向き合うこと」が大切だと言われた先

生のことばから教師のすごさを感じた。（教育学部、札北） 

・生徒の個性が多様であるならば、教師の性格も多様であってよいという話が印象に残っ

ている。私が経験してきた学校生活は、どちらかといえば画一的な教育であったのではな

いかと感じている。（理学部、大通） 

・全日制であっても定時制であっても、教員は生徒とともにいかに学校生活を楽しめるか

が重要だと感じた。たとえ生徒が特別な事情を抱えていても、活気のある教員は生徒を引

き付けることができるし、生徒の心を豊かにするためにも教員は自分の仕事に喜びと誇り

を持って自身の心を磨くことが大切だと思った。（文学部、大通） 

 

（２）課題レポート② 

課題② 

定時制生徒の発達を支え、援助するうえで教師や学校が視野に入れて考えなければなら

ないこととはどのようなことだと考えるか。今日の講話、グループ討論をふまえあなたの

考えを述べなさい。 

定時制高校で教師をされている先生方の話を聞き、定時制高校に通う生徒の多様さにあ

らためて驚きを感じました。経済的な背景や身体・精神的な背景が様々であると同時に、

生徒が歩んできた人生が様々であることを教師が知り、そのうえでどのような支援、指導

ができるのか、自分自身に問うきっかけとなりました。（中略）定時制高校の教師として大

切なことの一つは「生徒のこえを聞くこと」だと思います。そして「生徒を受けとめるこ

と」「生徒と一緒に考えること」「何を求めているのかを聞くこと」が大切だと思います。

（中略）社会の変化とともに、生徒もますます多様になっていきます。教師が知っている

生き方以外にも、生徒一人一人の生き方があることを受け入れられるようにしたいと思い

ました。（理学部） 

 

（３）課題レポート③ 

課題③ 

「いじめ」は学校教育のみならず社会の構造的問題としてとらえる必要がある。たとえ

ば、保護者から自分の子どもが「いじめ」を受けているらしいという訴えがあったとき、

教員としてあなたならどのような行動をとるか、またそれはなぜかを述べなさい。 

最新の「いじめ」の定義では、子ども（いじめられる側）が「いじめ」と思った時点で

「いじめ」となる。（中略）「いじめ」の調査は事実確認を早急に行うことが重要であるが、

その面談調査は教育相談のような形をとり、進路のこと、学校のことなどいろいろな話を

するなかで確かめていくのがよいのではないだろうか。（中略）「いじめ」が明らかになっ
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たら、学級や学年、学校として生徒に「いじめ」の事実を明らかにしなければならない。

そしてこれは加害者－被害者の問題ではなく、生徒一人一人の問題としていくことが重要

なのではないだろうか。「いじめの四層構造」論からも言われるように加害者－被害者だけ

ではなく、「いじめ」をはやしたてる観衆や見て見ぬふりをする傍観者の存在も見過ごして

はならないであろう。（教育学部） 

 

（４）課題レポート④ 

 課題④ 

悩みを抱えた子ども（生徒）への理解を深めるうえで、教員同士はもちろん保護者や地

域の人々との協働・連携は欠かせない。たとえば①授業がわからない、つまらないから学

校へ行く意味がない、②就職したいけど何をしたいのか自分でもわからない、③生活保護

を受けているので進学を諦めなければならない － など生徒の悩みや心配は学校教育と

社会との関わりを切り離しては考えられない。 

悩みや心配を抱えた子ども（生徒）にたいして、教員としてあなたは生徒とどのような

関わり方をしようと考えるか、また同僚教員とどのように協働・連携しようと思うか、考

えを述べなさい。 

講話を聴いて感じたのは、学校の中での「休める場」としての保健室の役割の重要性で

あり、「休める場」としての保健室にたいして教室は「支配」のような側面をもって生徒に

襲いかかる危険をもっているということである。（中略）学ぶ意欲がわかない、学ぶ意義が

見いだせない生徒の多くは生活と学びが交差しないからであるという指摘があった。生活

と学びを交差させるには、教員と生徒の生活をどこかで交差させ、「支配」ではなく「支援」

するという意識が必要であると思う。（中略）私たち教員志望者の多くは「教育困難校」を

経験したことはないが、そのような学校では同僚教員と連携し何らかの形で生徒の生活と

自らを交差させ、生徒理解をすすめることが求められるのだと思う。（文学部） 

 

（５）課題レポート⑤ 

課題⑤ 

教師としての成長を考えたとき、今日の講話からどのようなことを感じ、また何を学ぶ

ことができたか、述べなさい。  

 最も強く感じたのは、教師という職業の難しさと大変さでした。村端先生は離島、郡部

を中心に九つの学校での経験を話してくれましたが、そのいずれの場所でも困難に出会っ

ていました。言葉にしてみれば同じ“荒れている学校”でも、学校をとりまく状況や荒れ

方の実態はそれぞれ異なっていて、解決のためのマニュアルは無いのだという事実を、お

話を聴きながら改めて痛感しました。 

 また郡部での学校勤務では「私生活が生徒や保護者に丸見えになる」というお話も印象

的でした。保護者との関わりでは、生徒を取り巻く環境や地域性の違いによって全く異な
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ってくるというお話を聴き、教師には柔軟な対応力も必要になると思いました。 

 （中略）教師という職業は、楽しさと辛さが本当に表裏一体なのだという事を強く感じ

ました。（文学部） 

 

（６）最終課題レポート 

最終課題 

みなさんの中には来春から教師として働く人もいれば、他の職業（会社員、公務員等）

に就く人、大学院に進学する人など様々だと思います。これまでの大学での教職科目履修

をふりかえり、あなたが学び得たことをこれから人生にどのように生かしていこうと思っ

ているか述べてください。 

私は来年から高等学校の教員として就職する。これまでの教職科目履修を通じて私の教

育観は大きく変わった。その一つは、教師は子どもに“力をつけさせる”のではなく、“も

っている能力を引き出す”存在だという教育観である。生徒が伸びないのを生徒の能力の

せいにするのではなく、自分の教え方に問題はないか常に振り返るようにしようと思って

いる。（中略）普段の学級運営にしろ特別行事にしろ、主役はあくまでも生徒たちなのだ。

（教育学部） 

 

５ 成績評価 

 シラバスに記したとおりに成績評価を行なった。要点は以下の諸点である。 

 第一に、第 1回～第 4回を欠席した学生は、その後の履修を認めず、「不可」とした。 

 第二に、欠席については毎回確認した。欠席が重なった学生は事情を申し出てきた場合

もあったが、公欠と認められない場合は「不可」とした。 

 第三に、レポート①～⑤は各 10点、レポート⑥は 50点とし、①～⑤はそれぞれ 1人で、

⑥は 2人で、全員分のレポートを採点した。その際、欠席した場合でも、後期に教育実習

を行なわざるを得なかった数名を除き代替措置を行なうことはしなかった。欠席した回に

ついては、成績では 0となるということである。このようにして積み上げられた総点によ

って成績評価を行なった。結果として、全体を通じて出席した学生のうち数名が「不可」

となった。 

 

６ 教職実践演習の改善へむけて 

 教職実践演習をはじめて開講したことにより、検討、改善を要すると思われる事項を述

べ、来年度以降の課題として本稿を結びたい。 

（１） 授業準備過程 

 本学の教職実践演習の第一の特徴は、定時制・夜間部高等学校の見学実習にある。これ

を継続していくためには、まず高等学校とのきめ細かな連絡体制が必要となる。毎年 1月

末の段階で高等学校の新年度の行事予定が組まれることから、その段階で見学実習の受け
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入れ日を確定していただけるよう高等学校を訪問して、依頼および打ち合わせをすること

が求められる。そして何よりも、本学にとってだけでなく、受け入れてくださるそれぞれ

の高等学校にとっても何らかの「益」があるようなやや継続的な連携を模索することが必

要であろう。 

 第二の特徴は、教職課程で学んできたことを補完するような内容を講話として取り入れ

たことにある。来年度以降も「補完」としての意味を持たせ続けるならば、本学の教職課

程の長短を点検することが欠かせない。たとえば教育実習事前・事後指導、教職入門をは

じめ他の科目との調整も含めて、授業内容構成を検討していくことも近い将来には課題と

なろう。同時にこのような講話を継続していくためには、そのような実践等をされている

方々との平素からのつながりが求められる。そして責任教員の梅津から依頼の趣旨などと

ともに、講話内容について一定のお願いをお伝えしており、このことは今後も不可欠な準

備過程であろう。 

 

（２） 開講方法 

 必修科目として開講するにあたり、いくつかの問題点も明らかとなった。 

 一つは、函館キャンパスの開講方法、とくに定時制・夜間部高等学校の見学実習の実施

方法である。今年度は、札幌キャンパスと合同で実施することとした。しかし、函館と札

幌の移動にかかる身体的負担や交通費の問題など、函館キャンパスの学生に負担を強いる

ことは明らかであり、事実、受講する学生からの改善要望も寄せられた。今年度は最終的

にジャンボタクシーによる往復という手法を用いたが、継続的に行なえる方法ではない。

函館での定時制・夜間部高等学校への依頼を試みることが必要である8。テレビ会議システ

ムを活用した遠隔授業については特段の支障はなかったと思われるが、札幌と函館での教

員および事務間の連絡体制は不可欠である。 

 もう一つは、7月に実施した第 1回（オリエンテーション）についてである。ここでは、

見学実習に関する諸連絡を行なうこととしたため、必ず出席しなければならないこととし

た。その点はシラバスに明記したほか、掲示でも再度記しておいたが、他府県での教員採

用選考の受検などの諸事情で欠席する学生も数名いた。見学実習の諸連絡に加え、教職実

践演習は教育実習に準じる科目であり基本的に欠席は認めないという授業全体の位置づけ

を伝えるためにも、第 1回の出席を強いなくてはならない。その方法については引き続き

検討が必要である9。 

                                                  
8 2014年度は北海道函館商業高等学校定時制課程において見学実習を実施させていただく

予定である。 
9 2014年度は曜日を変えて 2回実施する予定である。最初に行なうものへの出席を原則と

しつつ、何らかの都合により出席できなかった場合についてはもう 1回のものへ必ず出席

することとすることを計画している。上級生からの継承によって、教職実践演習が学生に

も定着していくまで試行錯誤が必要となるであろう。 
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（３） 授業内容・方法 

 担当教員とＴＡは早い段階で決まっており、教職課程委員会の議題として10、また教職

実践演習担当教員の打ち合わせとして、会合をもつことも多かったが、それでも事前の連

絡等が学内メールで終わることが少なくなかった。そのため、授業の展開や学生の討論に

関する細かな確認が当日になることもあった。とくにＴＡとの連絡、授業展開の確認や指

導援助が不十分なものとなっていたと思われる。決して教員やＴＡが個性的な演習を行な

うことを否定するものではないが、グループ討論から課題レポートへのつなげ方など、グ

ループ間の差異は大きかった。毎回グループ討論を担当する教員が変わることとしたため、

教員と学生の双方が毎回の授業を試行錯誤で行なっていたように思われる。事前打ち合わ

せを丁寧に行なうこと、また各教員の演習の進め方を相互に学ぶことが求められる。 

 そして講話内容を事前に依頼していたとはいっても、また講話をふまえてグループ討論

をしたうえで各自が課題レポートを記入するとしても、それらの過程が直接結びつくよう

な場合ばかりではなかった。課題を講話内容に関連づけて具体的なものとしつつ、同時に

教職課程で学んできた知見を活かして考察できるようなものとして行くことが必要である。 

 

（４） その他 

 教職実践演習履修者中 11名が、2014年 4月から北海道内外の学校教員となる予定であ

る（常勤・非常勤講師を含まず）。そのような卒業生たちが、卒業後どのように教師として

成長していくのかを追跡しながら、教職実践演習、また教職課程全体の見直しを検討して

いくことも、中期的な課題となる。 

 

 

（付記）本稿は、梅津が原案を執筆し、それをもとに授業担当教員 7名（浅川、石岡、大

野、辻、守屋、梅津、近藤）で簡単な検討を行ない、それらをふまえつつ近藤が大幅に加

筆し最終的にとりまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
10 本誌資料編 36頁をご参照いただきたい。 
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資料１ オリエンテーション時に学生に配布したプリント 

第１回 教職実践演習（７月１２日） 

定時制・夜間部の高校見学オリエンテーション 

１．定時制（夜間部）高校見学の趣旨 

  北大生の多くが経験したことがない定時制・夜間部・単位制高校を見学し、教職員や

生徒たちの学校生活について知ってもらい、定時制教育の現代的課題等について考える

契機にしたい。 

  定時制勤務の現職教員からの講話と学生同士の討論、レポート作成も予定している。 

 

２．定時制高校見学の日時（大学の夏休み中に実施 終了はいずれも２１時ころ） 

  ８月２６日（月） １７時２０分 受付・集合 札幌北高校定時制  

  ８月２７日（火） １７時２０分 受付・集合 札幌北高校定時制  

  ８月２８日（水） １７時２０分 受付・集合 札幌北高校定時制（水産学部生のみ） 

  ９月 ５日（木） １６時５０分 受付・集合 札幌工業高校定時制（工学部生のみ） 

                        「給食体験」がある。実費２００円。 

  ９月１１日（水） １７時２０分 受付・集合 札幌大通高校夜間部 

  ９月１２日（木） １７時２０分 受付・集合 札幌大通高校夜間部 

  「学生証」を必ず持参すること。当日ネームホルダーを配布する。 

  札幌北高校および札幌工業高校は上靴が必要。スリッパ不可。 

  自転車、自家用車での来校は禁止となっている。公共交通機関等を利用するように。 

 

３．見学高校は指定する。（教室入口に掲示） 

  学籍番号が奇数の者は札幌北高校、偶数の者は札幌大通高校を基本とした。 

  個人的な日程調整、変更は原則として行わない。 

  高校見学は教職実践演習の授業として第２回、第３回としてカウントする。 

  シラバスに示してあるように、第１回（７月１２日）から第４回（１０月４日）まで

の授業出席は必修である。 

 

４．第４回（１０月４日）の授業と討論グループの編成 

  高校見学時に配布した「見学シート」に基づき、グループ別に「テーマ討論」（６０分

程度）と交流を行う。その後課題レポート①を作成し（２０分程度）、その日に提出して

もらう。 

  グループ編成は１０月４日に発表する。１７名程度×７グループとする。（水産学部

も含む）グループで使用する教室も当日発表する。 
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 資料２ 定時制高校見学シート 

 

２０１３年度 

  札幌       高校（定時制）見学シート    見学日   月  日  

 

学生番号          所属        学部・院  氏名            

 

 

１．あなたの出身高校       都道府県             高等学校 

 

 以下の記述は必ずペン書きすること。提出は１０月４日（金）の授業時。 

  

２．定時制の生徒の様子をみていて、どのようなことを感じましたか？ 

  １）給食時間 

 

 

２）教室内（授業、ＨＲ、諸活動）での様子から。 

 

 

 

  ３）休み時間の様子から。 

 

 

 

３．定時制の先生方の様子をみていて、どのようなことを感じましたか？ 

  １）給食時間 

 

 

 

２）教室内（授業、ＨＲ、諸活動）での様子から。 

 

 

 

  ３）休み時間の様子から。 
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４．校内の「掲示物」や「作品」等についてどのようなことを感じましたか？ 

 

 

 

５．あなたの出身高校と比べ、定時制の生徒や先生方の様子はどのように違いましたか？ 

 

 

 

 

６．当日の高校側からの「講話」「学校紹介」等のなかで印象に残ったのはどのようなこと

ですか？ 

 

 

 

７．今回の学校見学であなたが一番学んだことはどのようなことですか？ 

 

 

 

８．教員にとって必要な資質や能力とは何だと思いましたか？ それはなぜですか？ 

 

 

 

 

９．グル―プ別課題討論で交わされた意見および自分の意見（この部分は１０月４日に記

述する。） 
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