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「教員養成段階における往還型へき地教育プログラムの研究」 

 

はじめに 

 日本の教師教育研究においては、近年日本教師教育学会や日本教育大学協会でも指摘さ

れているように、教員養成大学のあり方が、必ずしも学校教育の実践的な内容と結びつい

ていないことが課題となっている。その課題を克服するために、理論と実践の往還型カリ

キュラムモデルが提起され、多くの大学で、往還型カリキュラムが導入されてきている。

その往還型カリキュラム改革の実践は、緒に就いたばかりで、実証研究を行うこともこれ

からの課題である。 

 一方、この往還型カリキュラムが展開したとしても、必ずしもへき地教育の抱えている

事態が改善されたわけではない。へき地小規模校での定着性の低さや若手教員が持つ赴任

後の戸惑い等の現状を鑑みるならば、一般的な往還型教師教育カリキュラムだけでは不十

分であると言わざるを得ない。したがって、往還型教師教育カリキュラムの導入と同時に、

へき地に対応した往還型へき地教育プログラムのあり方を検討し、導入後の教育効果をと

らえることが課題となる。 

 このような中で本論文では、日本の教師教育研究は、近年の大学の教師教育改革の成果

を生み出しながらも、それだけではへき地地域や小規模校の特性を包含することができな

い独自的課題を残している点を明らかにした。へき地教師教育研究もまた、目的養成大学

における実践的な教師養成を目標とするのであれば、具体的なへき地教育プログラムを導

入しながら、そのあり方を検証していく必要がある。とりわけ理論と実践の往還による教

師教育改革の到達点を踏まえるならば、へき地の教師教育においても、へき地教育の理論

と実践の往還型へき地教育プログラムを実施することが、学生の成長を図る上で重要な条

件となる。 

 本論文では、日本の教師教育プログラムに加えて、往還型へき地教育プログラムが独自

の内容を持つものとして、併行的に導入しなければならないことを明らかにする。またへ

き地教育プログラムがへき地理解とへき地の指導力の向上に資する教育効果を明らかにす

る。すなわち、往還型へき地教育プログラムの独自性と教育効果を明らかにするが、その

問題提起としては、日本の教師教育研究が、それだけでは必ずしもへき地教師教育研究に

対しては有効ではないという限界性についても指摘するものである。 

 しかし日本の教員養成段階でへき地教育プログラムを導入することも容易ではない。な

ぜなら日本の教育職員免許法では、ほとんどの科目が指定されている一方で、地域性やへ

き地性に対応した内容を取り入れることができず、画一化された内容となっているからで

ある。そのため、へき地小規模校では、複式授業・少人数学級経営・地域教育経営などの

独自な内容と指導方法があるにもかかわらず、それに対応した教員養成教育をどの大学に
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おいても行っていないのが現状である。このような中でへき地小規模校には新卒・若手が

赴任する傾向が強いが、教員養成大学等においても学んだことも経験したこともないへき

地教育に対しては、赴任後に大きな戸惑いを感じることになる。 

 このような教師教育の現状からすれば、へき地教育のプログラムは、独自的な内容が追

求されなければならない。ただし、このへき地教育プログラムは、へき地においてのみ限

定されるものではなく、本来的には少人数指導方法・異学年集団の教育・異能力に対応し

た学習指導・地域と連携した教育活動など、市街地・大規模校においても、本来的に導入

されるべきものである。日本全国の学校が少子化・小規模校化している現段階では、むし

ろへき地小規模校のへき地教育理論や実践方法が、汎用的に利用される内容を含んでいる。

そのため実際に、へき地小規模校の実習等を経験した教師は、その発想と方法を市街地で

も活かそうとしている。 

 とりわけ北海道の学校は、約半数がへき地校に指定されており、札幌市を除くとさらに

へき地校の割合は極めて高い。このへき地に定着し、へき地小規模校の担い手となる教師

を養成することは、大きな課題となっている。そのため北海道教育大学釧路校では、へき

地教育に関する講義と実習を体系的に実施しようと試みている。 

 近年全国的に学校の小規模校化・地方の過疎化が進み、そのためへき地教育実習を開始

する大学も増えてきている。例えば琉球大学・鹿児島大学・長崎大学・和歌山大学などが

へき地教育実習を開始している。ただ、その大部分は、単発的な実習であったり、教員個々

の科目の中で実施している場合が多い。琉球大学・長崎大学の二大学で行われている離島

教育実習も、教員個人の科目内での実習か単年度の単発的な実習となっている。和歌山大

学のへき地教育実習は、教育実習委員会を通じて組織的に行っているが、へき地教育プロ

グラムとして、1年次から4年次までを体系的に構成しているわけではない。このような

中では、筆者自らの大学ではあるが、へき地教育のプログラム化が最も進んでいるのは、

北海道教育大学釧路校である。北海道教育大学釧路校のへき地教育プログラムは、体系的

に理論と実践を積み上げており、この北海道教育大学釧路校のへき地教育プログラムの特

性を、理論的・実証的に明らかにすることは、へき地教育プログラム研究の重要な階梯と

なる。 

 またこれまでのへき地教師教育の研究では、へき地教育実習や講義等の単発的な意識調

査等の分析はあるが、へき地教育プログラムを1年次から4年次までトータルに分析した

ものはない。初年次教育から主免教育実習を経た実践力発展期までを体系的にとらえ、へ

き地教育への理解と実践力の発展の教育効果を分析していく必要がある。この点で、本論

文は、はじめてへき地教育プログラム全体の教育効果をトータルにとらえたものである。 

 本論文の分析方法では、新しい方法として、アンケートなどによる量的分析に加えて、

プロセスレコード分析・プログラム全体の振り返りによる総括評価・新卒へき地赴任者の
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ナラティブ評価など、質的分析を含めてとらえた。教育実践の評価は、極めて客観的には

かりにくい難しい内容を含んでいる。すなわち、アンケートなどの評価だけではとらえら

れない内容があり、実践者本人の微細な気づき・改善の連続と、長期的な振り返りの分析

が不可欠である。本論文では、長期的な振り返りやへき地教育実習期間のミクロな気づき

をとらえたプロセスレコード等を分析した。 

 本論文の教育効果の実証分析では、大きく分けて、初年次教育における取組の教育効果

の分析と、実践力発展期として、主免教育実習後のへき地教育実習を経験した段階の教育

効果の分析を中心にとらえている。この初年次教育と実践力発展期の両段階の分析が、へ

き地教育プログラムの教育効果を体系的にとらえる上で極めて有効であるからである。 

 初年次教育では、へき地教育論講義において全般的なへき地教育理論を学びつつ、とり

わけ、マイナス面をプラス面にとらえ直すように価値転換を図るパラダイム転換の取組を

行っている。このパラダイム転換の手法は、初年次教育のアクティブ・ラーニングの取組

としても極めて珍しいものであるが、これは、とりわけマイナスイメージの強いへき地教

育においては、有効な方法である。また初年次教育のアクティブ・ラーニングの実践とし

て、1日研修ではあるが、へき地小規模校に訪問する研修機会を設けている。学生にとっ

て、この未知の小規模校体験は、へき地教育の理論を学ぶ上で効果的であることを明らか

にした。 

 3年次後期の主免教育実習後のへき地教育実習では、複式授業論等の理論的内容を深め

た上で、さらにへき地教育実習のミクロ的なプロセスレコード分析、マクロ的な総括的評

価分析、ナラティブ分析、を行った。これらの分析を通じて、初年次教育からへき地教育

実習までが連続しており、それぞれの学修の積み重ねが、へき地教育の理解と実践力の向

上に繫がっていることを明らかにした。すなわちへき地教育においても、初年次教育から

理論と実践が往還しながら、徐々にへき地教育の指導法を含めた実践力として、学生の中

で意識化され、実践的な指導法が身についていくことが明らかとなった。この往還型の体

系的な教育効果分析は、これまでの研究にはないために、本論文ではじめてとらえたもの

である。 

 このようなへき地教育プログラムにおいては、理論と実践の往還型プログラムを段階

的・体系的にとらえた研究がなく、教育効果を段階的・体系的に構築していく意義は大き

い。一般的な教師教育の理論と実践の往還プログラムだけでは、必ずしもへき地に赴任す

ることを希望したり、へき地小規模校に定着する教師を養成することができなかったとい

う現実からすると、教師教育研究において、地域性・へき地性を付加することが不可欠で

ある。とりわけ新卒赴任者が多いへき地校では、学部教員養成段階で往還型のへき地教育

プログラムを構築していくことが求められる。 

 その意味では、これまでの一般的な往還型教師教育プログラムに対しても、それだけで
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はできなかった教師教育プログラムのあり方を問題提起するものである。本研究が、へき

地教育プログラムの新しい成果をとらえるだけでなく、教師教育研究においても、新しい

課題を提起するものとして位置づけておきたい。 
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序章 「教員養成段階における往還型へき地教育プログラムと教育実践力育成 

に向けた課題」 

 

第 1 節 教員養成大学の役割と大学教育の課題 

 

1. 教師教育研究における本研究の基本的課題と方法 

 日本の大学教育は、大きな転換点にあり、また近年教育改革もめざましく進

展してきた。初年次教育やアクティブ・ラーニングなどの新しい理念と方法が

導入された。日本の大学教育は、座学中心で講義を一方的に聞くだけの受け身

的な学習が中心であり、初年次からの課題意識や実践的な問題解決意識の醸成

は、日本の大学改革の新しい地平を拓くものと言える。これらによる成長分析

は、特定の学部だけを念頭に置いている訳ではなく、すべての学部を含めた一

般的な学生の成長をとらえるために、必然的に量的な分析を中心にとらえてい

る。 

 さらに教育実習等の実践的なカリキュラムを多く含む教員養成学部では、実

践的な内容から課題意識を形成するなど、元々大学教育と実践の並行的なカリ

キュラムが展開している。しかも、教育実践力の向上は、座学や知識だけで身

につくものではなく、実習・実践の機会が重要なコア・カリキュラムとなり、

その評価は、量的な評価ではなく、質的な評価でなければ把握できないものが

多い。なぜなら、実践力は、意識の改革に加え実技経験の蓄積が不可欠で、実

践のプロセス等での細部の気づき・技能の会得の連続的な蓄積が重要だからで

ある。 

 しかしこれまでの日本の大学では、実践が重視される教員養成学部において

も、座学が圧倒的に高い比重を占めており、欧米のように半年から 1 年という

長期の教育実習を行っている訳ではない。そのため、近年日本の教員養成学部

では、日本教育大学協会のモデル・コア・カリキュラムの提起により、教育実

習を 1 年次から全体的に増やしながら、理論と実践の往還による体系的な実践

力の育成が目指されてきた。これにより、日本の教員養成大学は、少しずつ実

践的な目的養成大学（＝計画養成）の役割を高めてきている。 

 しかしさらにこのような教師教育改革の中にあっても、へき地に定着しよう

とするものが増えたり、へき地教育の担い手としての力量が高まったりしたわ

けではない。それはへき地小規模校独自の指導方法や教育観が、必ずしも都市

部と同じではなく、へき地小規模校に対応した指導方法や教育観が必要になる

からである。例えば、へき地小規模校の複式指導・少人数学級経営や、地域連
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携の学校運営方式などである。したがって、理論と実践の往還という教師教育

改革が進められていても、一般的な教師教育には限界があり、へき地教育プロ

グラムが必要になる。 

 このように日本の教師教育改革も、へき地の教師教育には限界がある。した

がって、教師教育改革としての理論と実践の往還型プログラムの蓄積を踏まえ

ながらも、へき地教育の教師教育改革を進めていかなければならない。すなわ

ち、へき地教育の理論と実践の往還型カリキュラムを取り入れたへき地教育プ

ログラムを創設し、それを検証していく必要がある。 

 これらの教員養成系大学改革を検証していく上では、政策による改革動向等

のマクロな研究だけでなく、個別大学の改革の分析も重要になる。小方直幸は、

教育学部改革を俯瞰しながら、「政策的文脈は一様でも個別の教育系大学・学部

で教員受給の文脈が異なり、その結果、教育課程や組織は多様な様相」を呈し、

「マクロな研究の空隙を埋めるために重要となるのが、個別の教育系大学・学

部の改革動向に関する研究である」としている（注 1）。 

 以上のような問題意識から、本研究の最終的な課題は、へき地教師教育のあ

り方を通じて日本の教師教育研究の課題と今後の発展の方向性をとらえること

を目的にしている。本研究では、理論と実践の往還型の教師教育プログラムが

日本の教師教育の新しい方向性とその方法を提示したことを評価しつつも、そ

れだけではへき地教師教育にとっては不十分であることを指摘している。へき

地小規模校では、へき地小規模校に適応する教育方法や地域性を取り入れた教

育活動が求められる。さらにそのことは、若手・新卒教師が多いというへき地

小規模校の現実からすれば、教員養成段階におけるへき地教師教育が求められ、

それを体系的に展開するへき地教育プログラム（注 2）が求められる。本論文で

は、へき地教育プログラムを体系的に展開している北海道教育大学釧路校を対

象にして、へき地教育プログラムが、へき地教育への理解と実践的指導力を高

める条件となっていることを明らかにすることを課題としている。そしてこの

へき地教育実践力の向上の課題を通じて、へき地教師教育研究が問題提起する

日本の教師教育研究の到達点と課題を明らかにする。 

 日本の教師教育研究は、近年各大学においても教育改革の取り組みが進めら

れつつあり、大きく発展しつつあると言える。日本教師教育学会が出した『日

本の教師教育改革』（学事出版、2008 年）は、これまでの先行研究を総括したも

のであり、この中では「理論と実践の往還」をベースにした教師教育の到達点

が紹介されている。ただ教師教育研究の成果を基盤にしつつも、さらにへき地

教育の教師教育研究が少ないという現状およびへき地の教師教育は必ずしも改
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善されていないという現状もとらえる必要がある。すなわち日本の教師教育研

究は一般的な教師教育の改善のあり方に留まっていると言える。教員養成段階

における教師教育研究の到達点を踏まえながらも、へき地小規模校に対応した

へき地教育プログラムの独自の必要性とその教育効果を明らかにすることが求

められる。なぜなら、日本の教師教育の一般的な改善が、必ずしもへき地校で

の教師の一定の定着やへき地教育の担い手育成には直接につながっておらず、

へき地の教師教育の導入および改革は、教師教育一般の取組と併行して進めな

ければならないという現実があるからである。 

 後述のように、教員養成大学においては、理論と実践の両方を往還しつつ発

達していく反省的実践家モデルを基盤にして、大学においても往還型プログラ

ムを導入する大学が増えている（注 3）。しかし、その中にあっても、へき地校

に関しては、へき地からの転出希望者が減少したり、複式・少人数指導や地域

カリキュラムなどを会得したへき地教育の担い手としての教師が成長したわけ

でもない。必ずしも、日本の教師教育の成果がへき地校にまで及んでいるわけ

ではない。それは、へき地校の立地する地域特性や少人数指導法など、へき地

教育の独自的な教育活動の理念・方法や積極面が見落とされ、それに対応する

へき地教育プログラムの開発が意識的に追求されてこなかったからである。 

 近年教員養成大学では教育実践力の育成が求められている。教育実践力は、

一般的には、学校教育の大きな分野を基盤にしているので、学習指導力・学級

経営力・生徒指導力・教育相談力・生活指導力・地域連携力等があり、その基

盤として臨床的対応力や協働遂行力がある。これらはあらゆる学校において基

盤となる実践力であるが、さらにへき地小規模校では、複式授業指導力・社会

性を育む少人数学級経営力・自立性を高める生徒指導力・地域一体型の学級経

営力など、独自的な方法が含まれている。基盤となる教育実践力に加えたへき

地教育実践力が求められる。 

このようなへき地教育の特性とへき地教師教育の現状を踏まえた上での日本

の教師教育研究の改革をとらえるために、本研究では、へき地小規模校の担い

手育成の一環としての学部学生時代における往還型へき地教育プログラムの役

割をとらえたい。特にへき地小規模校が極めて多い北海道（札幌市を除くと 50％

以上がへき地校）においては、へき地教育の担い手となる新卒・若手教師の育

成を図ることは焦眉の課題となっている。 

 へき地教育の担い手育成に関する研究は、これまでへき地教育自体が希有な

存在として、教師教育においてもあまり重視されず、実践的・実験的なへき地

教育プログラムはほとんど実施されてこなかった。したがって往還型へき地教
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育プログラムも実施されてこなかった。往還型へき地教育プログラムとは、へ

き地の教育理論と実践が結び付いて教育実践力が高まるように、理論=講義と実

践=実習を往還的に学んでいくプログラムである。本論文では、往還型へき地教

育プログラムがへき地に根ざす教師教育プログラムとして教育効果が高いこと

を明らかにすることを課題としている。 

 本論文の分析対象としては、へき地校（注 4）がほとんどを占める北海道東部

を背景として、全国の大学の中で、最も往還型へき地教育プログラムを 1 年次

～4 年次まで体系的先進的に進めている北海道教育大学釧路校の往還型へき地

教育プログラムを対象としている。 

北海道教育大学の中でのへき地教育の位置づけは、中期計画や将来構想の中

で、へき地教育を重要な教育研究と学校貢献・社会貢献の一つとして位置づけ

ている。その重要な教育活動の拠点として、全学的なセンターである「北海道

教育大学 学校・地域教育研究支援センター へき地教育研究支援部門」を設置

している（図０-1）。その事務局は釧路校に置かれており 2014 年度は部門セン

ター員 16 名（岩見沢校は欠員）、へき地教育アドバイザー3 名（札幌・旭川・釧

路の各キャンパスに 1 名ずつ配置）で組織している。 

また釧路校では、大学の特色づくりの一環としてへき地教育を位置付けると

ともに、教育実習委員会とは別に「へき地校体験実習委員会」を設置し、学内

構成員 17 名でへき地教育実習を推進している（表 0-1）。 
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図 0-1 北海道教育大学へき地教育支援部門及び釧路校へき地校体験実習委員会の組織 

 

北海道教育大学 学校・地域教育研究支援センター 

学校教育研究支援部門／へき地教育研究支援部門／生涯学習・地域連携部門 

 

主な業務：・へき地・小規模校教育に関する調査及び研究 

・へき地・小規模校における教育内容及び教育方法の研究及び開発 

・へき地・小規模校の教育実践に関する連携及び支援 

・学生のへき地教育実習の実施 

札幌校 

・センター員 1 名 

・アドバイザー 

 

 

 

旭川校 

・センター員 6 名 

・アドバイザー 

 

 

 

釧路校 

・部門長 

・主任センター員【川前】 

・センター員 5 名 

・アドバイザー 

 

函館校 

・センター員 2 名 

 

 

 

 

釧路校教育実習委員会 

・へき地教育実習部会を設置 

 

 

※へき地校体験実習の実施については、各キャンパス

の教育実習委員会と必要に応じて連携を図る  

釧路校へき地校体験実習委員会  

・委員会委員 15 名  

・事務局 9 名【事務局長：川前】  

（アドバイザー・事務補佐員 1 名） 

連携 
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表 0-1 2014 年度年度釧路校へき地校体験実習委員会業務内容 

 

■ 研究授業参観協力者 

○ 研究授業参観協力者には、アカデミックアドバイザー又は卒論指導教員にも依頼する。 

○ 事務局は研究授業参観協力者に研究授業の日程を通知し、必要に応じて参加を要請する。 

 

 北海道教育大学釧路校の往還型へき地教育プログラムは、理論としての講義

と実践としての実習の両方を各学年において体系的に配置している。また講

義・実践の内容も、1 年次から 4 年次にかけて、基礎的なものから応用的なもの

に展開し、またへき地教育実習は、短期研修からより長期実習に展開するよう

に、段階的に配置している（表 0-2）。 

 へき地校体験実習は、全学体制の中で推進している事業であり札幌校・旭川

校・釧路校で実施している（表 0-3）。例年 3 キャンパス合わせて全道各地域で

展開しており合計 130 名程度が受講している。釧路校では、キャンパスから近

い十勝管内（へき地校体験実習Ⅰ）と釧路・根室管内（へき地校体験実習Ⅱ）

をベースに現在実施している。各キャンパスの入学定員（札幌校 250 人、旭川

校 270 人、釧路校 180 人）からすると、釧路校学生のへき地校体験実習参加希

望者の割合が高い。 
  

構成員＼業務 通年業務 実習前の業務 実習期間中の業務 実習後の業務

①全体総括
②評価票の回収
③実習記録の回収（状況を確認し、
記録が出されていない場合には担当
委員・実習生に催促を行う）

④実習報告会の開催
⑤実習生の評価
⑥事後指導実施状況の把握と委員の
行う学生指導・業務の援助
⑦生活備品の返却確認
⑧記録機器の回収

①全体総括
②評価票の回収
③実習記録の回収（状況を確認し、

記録が出されていない場合には担当
委員・実習生に催促を行う）
④実習報告会の開催
⑤実習生の評価
⑥事後指導実施状況の把握と委員の
行う学生指導・業務の援助
⑦生活備品の返却確認

⑧記録機器の回収
⑨宿舎・生活面を中心とした実習生
からの聞き取り

①実習生の実習振り返り等の事後指
導（感想・経験交流）
②実習生の実習報告会の資料づくり
の指導
③実習報告会への参加

④実習記録（実習日誌・ビデオ記録
など）の回収指導（実習生に事務局
へ提出させる）
⑤実習運営上の課題等の事務局への
報告

事務局（事務局
員は委員として
の業務も兼務す
る）

委員

へき地教育アド
バイザー
(事務局の構成

員でもある)

①へき地校体験実習に係わる長期
計画の策定
②へき地校体験実習に係わる諸企
画の計画
③実習校拡大

④へき地校体験実習にかかわる記
録の管理
⑤へき地校体験実習にかかわる物
品の管理
⑥へき地校体験実習にかかわる経
費（出張旅費等）の予算・決算・
経理実務

⑦その他、必要とされる業務

①へき地校体験実習の年度計画の
策定（当該年度の実習日誌・評価
票の作成を含む）
②実習校・管轄教育委員会への挨
拶回り

③対象学年へのガイダンス
④実習生の募集・選考・発表
⑤委員に対して担当実習校と配属
学生の通知
⑥事前指導・事後指導の準備（資
料作成）
⑦委員の行う業務（実習校との連

絡調整・事前指導・事前面接等）
の実施状況の把握と援助

①実習準備状況の把握
②実習生・担当委員への実習日誌・記録機器
（ビデオカメラ、三脚等）・生活備品などの
準備・貸し出し
③委員の行う業務の支援

④必要に応じた実習期間中の巡回・指導、研
究授業参観
⑤委員からの報告に基づいて、研究授業協力
者であるアカデミックアドバイザー（又は卒
論指導教員）に研究授業日程を通知

①へき地校体験実習に係わる長期
計画の策定への参与
②へき地校体験実習に係わる諸企

画の計画への参与
③実習校拡大
④へき地校体験実習にかかわる記
録の管理
⑤へき地校体験実習にかかわる物
品の管理
⑥へき地校体験実習にかかわる経

費（出張旅費等）の予算・決算・
経理実務
⑦その他、必要とされる業務

①へき地校体験実習の年度計画の
策定への参与（当該年度の実習日
誌・評価票の作成を含む）

②実習校・管轄教育委員会への挨
拶回り
③対象学年へのガイダンス
④実習生の募集・選考・発表
⑤委員に対して担当実習校と配属
学生の通知
⑥事前指導・事後指導の準備（資

料作成）
⑦委員の行う業務（実習校との連
絡調整・事前指導・事前面接等）
の実施状況の把握と援助

①実習準備状況の把握
②実習生・担当委員への実習日誌・記録機器
（ビデオカメラ、三脚等）・生活備品などの

準備・貸し出し
③委員の行う業務の支援
④必要に応じた実習期間中の巡回・指導、研
究授業参観

①必要に応じて実習生選考への協
力
②実習生との連絡調整
③担当実習校との連絡調整
④実習生に対する事前指導

⑤実習校での事前面接の引率【2
週間実習】（実習校への評価書類
等の引き渡しを含む）

①宿舎の設営【2週間実習】（生活備品の確
認・準備等の事前準備も含む）
②実習生の実習・生活状況の把握
③研究授業参観（日程の把握も含む）
④その他、必要に応じたへき地校体験実習に

絡んでの実習校・地域との関わり
⑤宿舎の撤去【2週間実習】（生活備品等の
返却前点検と倉庫への搬入を含む）
⑥研究授業参観、巡回訪問後に、メールか紙
媒体にて事務局宛に簡単な報告
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表 0-2 へき地校体験実習ⅠとⅡの位置づけと違い 

 へき地校体験実習Ⅰ へき地校体験実習Ⅱ 

対象学年 2 年生 3 年生後期もしくは 4 年生後期 

実習期間 1 週間・夏休み 2 週間・後期授業期間 

運営体制 札幌校・旭川校・釧路校の共同運営 釧路校の単独運営 

受け入れ地域 十勝（釧路校学生の受け入れ地域は

十勝であるが、札幌校・旭川校は、

別の地域での受け入れ） 

釧路・根室 

応募条件 ・へき地教育論を受講済の学生 ・へき地教育論を受講済の学生 

・事前指導として位置づけている

「道東の教育」講義を受講している

学生 

・主免教育実習を修了している学生 

選抜方法 希望者面接 希望者面接（ただし実習Ⅰで参加で

きなかった人を優先し、男女の組み

合わせ、自家用車の所有等を考慮し

て選抜する） 

実習内容 ・複式・少人数授業観察 

・地域行事への参加 

・持ち込み教材による教壇授業 

・主免教育実習前なので、体系的な

授業実践は基本的には行わない。 

・複式・少人数授業実践 

・地域行事への参加 

・1 日学級運営 

・主免教育実習後なので、基本的な

指導ができることを前提にした実

習を行う。 

※ 本来的には、理論と実践の往還の観点からは、へき地校体験実習Ⅰを受講してからへき地

校体験実習Ⅱを受講するように、両方受講することが望ましい。ただし、Ⅱは、Ⅰに応募

したが参加できなかった学生を優先したり、学校が求める男女構成や車の所有などを前提

にするため、必ずしも連続的に参加できないという課題が残っている。  
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表 0-3 釧路校のへき地校体験実習の実習校数・実習生数と応募者数の推移 

年度 
へき地校体験実習Ⅰ 

1 週間実習（2 年生） 
へき地校体験実習Ⅱ 

2 週間実習（3～4 年生） 

平成 22 年度 実習校 8 校 

※他キャンパス相互乗入れ実施 

実習校 19 校 

実習生 39 名／応募者数 46 名 

平成 23 年度 実習校 10 校 

※他キャンパス相互乗入れ実施 

実習校 18 校 

実習生 37 名／応募者数 37 名 

平成 24 年度 実習校 8 校 

実習生 24 名／応募者数 37 名 

実習校 16 校 

実習生 31 名／応募者数 31 名 

平成 25 年度 実習校 8 校 

実習生 20 名／応募者数 30 名 

実習校 15 校 

実習生 27 名／応募者数 34 名 

平成 26 年度 実習校 6 校 

実習生 15 名／応募者数 42 名 

実習校 14 校 

実習生 25 名／応募者数 28 名 

※1. 学校統廃合により、年度によって実習校数や実習受入人数にも変動がある。また、当該

年度の学校体制の中で教頭が担任業務を兼務していたり、期限付教諭の配置がある場合

などは受入実習生数が減少する。  

※2. 「へき地校体験実習Ⅰ」と「へき地校体験実習Ⅱ」の連続性については、その両方を希

望する学生も少なくないが、2 年生までの学びの中で関心が低かった学生が 3 年生にな

って、へき地小規模校教育に関心を持って応募する場合もある。また、2 年生の時に、

応募しても実習に参加できなかった学生が 3年以上の時に優先的に配置するなどの配慮

をしており、へき地校体験実習の運営上対外的な条件整備も含めて課題がある。  

 

 このような北海道教育大学釧路校の独自的なへき地教育プログラムを取り上

げながら、へき地教育プログラムの必要性と有効性を明らかにしていく。本研

究は、自校を対象としたアクションリサーチであるため、その客観性が疑われ

る可能性がある。 

 しかし、教育実践力の変化は外部から調査しても、その変化を客観的にとら

えることができない微細なものであり、実践的に関わった人が、連続的な変化

の中でとらえられるという側面も強い。また教育実践力は、意識調査で実践力

の有無を測ったとしても、実際の行動としての教育実践力は必ずしも意識と一

致するわけではなく、むしろ実践的に関わっている研究者の方が、その変化を

捉えやすいという側面もある。したがって、実践的に関わることで、プロセス

レコードなどを分析できるという利点もある。量的な研究は、対象事例に対し

て、特定の分析枠組みを抽出してその枠組みの中で評価するが、質的研究は、
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むしろ対象事例に入り込んで、その文脈の中で解釈する場合が一般的である。 

 北海道教育大学釧路校を対象とする意味は、以下の点である。第一に、これ

まで教師教育研究において、へき地教育の独自性をとらえることが弱く、質的

分析を含めて実践の中に入り込む必要があることである。第二に、往還型へき

地教育プログラムを体系的に導入している大学が他になく、その意味では先行

事例として取り上げる必要性があることである。第三に、教育実習による実践

力の形成などは、意識調査などを外部からとらえて評価することはできず、細

部の学びをとらえることは内部から実習指導等に関わる中ではじめてとらえる

必要があることである。 

 これらの点からすると、北海道教育大学釧路校を対象にしたアクションリサ

ーチは不可欠である（注 5）。しかしこの往還型へき地教育プログラムの実践も、

現在卒業生を出し始めている段階であり未だ完成されたものではない。またそ

の長期的な成果については今後の検証が求められるところであるが、学部教員

養成段階での成果と可能性についても、一つの段階的な区切りとして現時点で

検証しておく必要がある。 

 

2.へき地を有する地方教員養成大学に求められる役割と課題 

 北海道は、札幌市の都市部と地方の過疎地が二極化しており、札幌市を除く

とへき地学校に指定されている学校の割合が、全国で最も高い。北海道の中で

も北海道教育大学釧路校が位置する道東は、へき地学校の割合が、最も高い地

域の一つである。へき地の地域性に立地する教員養成大学は、その地域性を反

映した教育課程や実践力を養成し、地域の人材養成の期待に応えることが、大

学の存在意義としても重要である。 

 このへき地学校の定義は、1954 年制定のへき地教育振興法に規定された「交

通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の

地域に所在する公立の小学校及び中学校」を指している。へき地学校の指定は、

へき地教育振興法施行規則によって定められているが、その近年の生活環境の

変化の中で、高校・郵便局・病院・役場との距離の遠さや交通機関の条件等を

中心とした基準点数で定められている（注 6）。 

 このようなへき地の一般的な定義を前提にしつつも、さらに生活条件に起因

するへき地学校のもう一つの特性は、教師の赴任希望者が少なく、特に中堅以

上の教師の赴任希望者が少ないことである。へき地校に赴任した教師も、ある

程度の年齢になると市街地に転勤希望を出す人も少なくないために、新卒教

師・若手教師で補い、全体的に新卒教師・若手教師が多いというのが特徴であ
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る。新卒・若手教師が多いということは、若さの力を発揮できる良さがある反

面で、教育実践力や教育技術が学校内に蓄積していかず、また指導できる中堅

教師が少ないために、新卒・若手教師も戸惑うことが少なくないと言える。 

 一方で、へき地学校の特性は、教師の赴任希望者が少ないという傾向がある

ものの、小規模性を活かした新しい教育活動を創造できるという特性も持って

いる。小規模であるがゆえに、個々の子どもに合った密接な指導・体験的な学

習活動・地域を活かした教材・異年齢集団を活かした教育活動などを進めるこ

とができる。少人数のマイナス面を克服する指導としては、自立的な学び方を

活かした複式指導・フォーマルな学級集団の運営による社会性の育成・発言発

表を多くした表現機会の多様化・地域と連携した社会的活動、などを推進する

ことで、少人数であっても社会性や表現力を発展させることができる。このよ

うにへき地校は、少人数の特性を活かし、その課題を克服する指導方法を取る

ことによって、新しい教育活動の可能性を広げることができる。 

 このようにへき地校の特性は、へき地校に新卒・若手教師が多いこと、一方

で小規模性を活かして創造的な教育活動を広げられる可能性を持っていること

である。このへき地小規模校に新卒・若手が多いという状況を解消するために、

北海道教育委員会では、採用のへき地特別枠として、根室・宗谷・日高管内に

関しては、定年までその管内から転出できないという地域採用枠を各管内 5 人

ずつ設けた。また釧路・根室交換人事などで、一定期間中堅教師をへき地が多

い管内に派遣するという制度を設けた。このような人事制度の特別策を講じな

がら、へき地校に定着する教師を増やそうとしている。それでもへき地校の数

が圧倒的に多いために、へき地の定着者を抜本的に増やすことはできない。ま

た周りの研修機会が少ないといわれるへき地小規模校に、学校外での研修機会

を増やすことが今後の課題となっている。 

 様々なへき地校への定着策を講じながらも、このへき地校には新卒・若手教

師が多くなるという現実的な課題を鑑みるならば、へき地の人事異動制度・現

職教員研修を充実させることに加えて、新卒で赴任する前の学部教員養成段階

でのへき地教師教育が不可欠となる。ある程度へき地教育に理解ある教師の卵

を育て、長期的にへき地に根ざし、へき地教育を担える教師を相対的に増やし

ていくことが課題となる。むろん個々の教師の生活上の都合やライフサイクル

上の都合もあるため、全教師がへき地の担い手になれるわけではないが、少な

くともへき地校に赴任することを前向きにとらえることができる新卒・若手教

師を増やしていくことが重要である。 

 このような前向きな意識でへき地に赴任できる教師の養成は、教師になる前
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にある程度のへき地の特性や指導方法を学び、それを活かす心構えを持って赴

任することが重要である。何故なら教職就任後にへき地校に赴任する場合は、

しばしばこれまでの指導方法が通じないことに大きな不安と抵抗感を感じ、へ

き地で教職を継続的に続けることを前向きにとらえることができなくなるから

である。とりわけ新卒者が一様に持つ教育実践に対する不安とへき地校での教

育実践の不安が混在し、へき地校の教育の問題でなくても、へき地校の教育に

マイナスイメージを抱いてしまう場合が少なくないからである。また学生時代

にへき地地域に滞在して、地域の雰囲気や生活条件に慣れたり、地域と連携し

た教育活動を行うことも重要である。 

 このため新卒赴任前の段階で、ある程度へき地教育の特性を理解し、その特

性をプラス面として活かしていく前向きな発想と指導技能を学部教育段階で会

得しておく必要がある。北海道教育大学釧路校では、実際に新卒採用者の半分

がへき地校に赴任するという現実を鑑みても、新卒赴任前にへき地教育に理解

のある教師を育成・輩出しておく必要があると考えてへき地教師教育が進めら

れている。 

 

3.日本の大学教育におけるアクティブ・ラーニングと初年次教育導入の課題 

 大学教育の改善を考える上では、まず日本の高等教育研究の到達点を踏まえ

ながら、大学教育の研究の動向を最初にとらえておきたい。近年の高等教育研

究を俯瞰している塚原修一編『高等教育』（注 7）では、「高等教育システム」や

「大学評価」「大学の管理運営」などの項が主要な内容となっている。すなわち、

政策的に求められる大学全体の課題や経営評価等が研究の主要課題となってい

る。 

 これらの経営改善のために、大学評価のデータが課題となっている。沖清豪

「日本におけるインスティテューショナル・リサーチの可能性と課題」（注 8）

では、学生調査を実施して、大学経営および教育機能の改善を図っていく可能

性が指摘されている。しかし、これらの IR は、アンケート調査等を用いた量的

把握を方法としており、またあくまでもこれからの可能性であって、具体的な

改善方法を指南している訳ではない。大学教育の具体的な指導方法を示してい

く必要がある。 

 近年の大学教育の指導方法の改善を考えるならば、アクティブ・ラーニング

等の新たな大学教育方法を採用していくことが、学生のモチベーションをあげ

ていくことになる。アクティブ・ラーニングは、アメリカ等での学生参加型の

授業の実践の流れをくむものである（注 9）。 
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 日本の大学は、このアメリカのアクティブ・ラーニングの流れを受けて教育

改善が進められつつあるが、日本の大学教育がどのような課題を有しているか

を最初にとらえておきたい。何故なら、日本のへき地教師教育においても、基

本的な日本の大学教育の従前の課題を克服し、新たな方法を採用していくこと

が求められているからである。 

 日本の大学は元々座学講義形式の授業がほとんどであり、参加型の学習や活

動を通じた学習は弱かったと言われている。昭和 60 年代以降は、テレビゲーム

等が普及する中で、子どもの生活体験が減少し、大学生も経験が不足している

ために、実感認識を伴っていないとも言われている。とりわけ実践現場と結び

ついている教員養成大学のような目的養成大学は、多様な現実の要素と課題を

踏まえた問題意識の醸成と実践的な解決方法の会得が不可欠となる。 

 アクティブ・ラーニングの内容は、参加型学習・体験学習・問題解決学習な

どの総称であり、サービスラーニング・インターンシップ・体験活動・ディス

カッションなど、用いられる分野や活動領域によって重点内容は異なってくる。

文部科学省の「答申用語解説」では、「学修者が能動的に学修することによって、

認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を

図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内

でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効な

アクティブ・ラーニングの方法である」（注 10）としている。アクティブ・ラー

ニングが能動的な学修を目指している点からすると、大学の講義においても、

グループワークを取り入れるだけでなく、現地に行って実践的に学ぶ体験学習

なども、能動的な学修として重要である。この能動的な学修を進めることによ

って、理論的な認識と実践的な問題解決学習を連動させながらとらえることが

できる。 

 溝上慎一は、アクティブ・ラーニングの形態を分類し、演習型だけでなく、

講義型の中にもアクティブ・ラーニングが普及しつつあり、学問分野では「医

歯薬」の特に看護系と「教育学」系にアクティブ・ラーニングが多く導入され

ていることを明らかにした。すなわちこれは対人援助職の特質を反映している。

また早い学年段階での実習などもこのアクティブ・ラーニングに含まれるとし

た（注 11）。 

 溝上慎一は、大学の学業の意味世界において、知識の抽象世界が必ずしも学

生をやる気にさせておらず、学生が自分のポジションワールドとの関係すなわ

ち学生自身から見える意味世界が学生の内面に響いていないことを指摘してい

る。この学生の意味世界を広げる上でも、「学業への動機づけをはかる世の中の
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実践」が必要であり、「入学初期の早い段階で学生の自己の能力や性格を客観視」

させたり、「主体的な進路選択の重要性を喚起」させることが重要であるとして

いる（注 12）。この指摘は、座学中心でもあった日本の大学教育の課題を鋭く指

摘していると言える。 

 また溝上慎一は、大学生を「自主学習」「ひとりの娯楽活動」「対人関係・課

外活動」のタイプ別に分け、一週間の過ごし方として、67.8%の学生が、「対人

関係・課外活動が弱い」とした（注 13）。ただ、このタイプ別にとらえる場合に

は、対人関係・実践機会が多い教員養成大学の学生も同じ傾向にあるかどうか

は、さらに学部別の特性を分析する必要がある。教員養成大学において、この

対人関係が弱く、様々なボランティア活動等を含めた課外活動が弱いとしたら、

教師の資質としては、極めて由々しき問題となる。教員養成大学においては、

教育実習等の対人関係を実践する機会も多く、その中で学生がどのように成長

するかの教師教育のあり方もとらえていかなければならない。すなわち、溝上

慎一氏らの研究に加えて、教師教育における実習・体験等のプロセスなどから、

学生の成長をとらえることが重要になる。 

 山田礼子も、「学生を主体的に学ばせる教育方法であるアクティブ・ラーニン

グを高等教育機関に導入することの必要性が指摘されるようになって久しいが、

その方法のひとつである体験型学習を核に教育プログラムを構築している大学

が増加し、実績を残してきている」（注 14）とし、日本の大学においても急速に

普及しつつあることを明らかにした。また山田礼子は、このアクティブ・ラー

ニングは、学年別の発達段階を考慮して初年次教育として取り入れられること

が重要であるとしている。なぜなら「初年次教育は、知識を蓄積するというよ

りも、大学での学習への転換を図るという視点」（注 15）が求められているから

である。河合塾の数量的な全国調査結果から見ても実際に初年次教育は、アク

ティブ・ラーニングを初年次に取り入れた大学が多く、また成果も上がってい

ることが報告されている（注 16）。 

 これらの日本のアクティブ・ラーニング研究は、教育改善が進まなかったと

言われる日本の高等教育の具体的な教育活動の改善において大きな役割を果た

した。一方、アクティブ・ラーニングの理念を教員養成教育に当てはめると、

元々教員養成大学においては、教育実習・学校支援活動など学校現場に入って

教育現場の課題を実践的に学ぶカリキュラムが多い。したがって、教育実習・

教育実践の機会を含むカリキュラムが圧倒的に多い教員養成系学部では、この

教育実習・教育実践を従来の大学教育と連動させることが、アクティブ・ラー

ニングのコア・カリキュラムになると言える。 
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 この意味では、一般的な大学生の学習という範囲を超えた目的養成大学の特

殊性があるため、教員養成学部においては、独自の分析が必要であると言える。

すなわちアクティブ・ラーニングの分析は、大学生一般を対象としているため

に、特定の技能や方法を踏まえた大学生の成長をとらえているわけではない。

そのため、その分析は必然的に数量的にとらえざるを得ないという限界がある。

例えば、山田礼子の『学士教育課程の質保障に向けて』の中の第 2 章「学習成

果測定方法の考察」（注 17）では、「学士力を高等教育のラーニングアウトカム

や大学教育を通じての成長の結果としてとらえると、それをどう測定するのか

については、依然として模索段階である」としつつも、その測定方法について

は、量的調査を主流としている。第 3 章「学生調査による大学教育の測定評価」

では、日米学生の異文化に関する学習成果（ラーニングアウトカム）の比較を

行っているが、国際的な比較であるため、成長の要因分析やプロセスというよ

りは、学生の学びの志向性を比較したものである。第 4 章「学生の情緒的側面

の充実と教育効果」でも、日米大学生の比較であるが、「大学での経験」という

大きな枠組みで教育効果を比較しているために、一つ一つの学修のプロセスを

とらえているわけではない。第 5 章「大規模継続型学生調査の可能性」も、大

学教育の満足度をマルチレベル・モデル分析でとらえているが、数式化してと

らえているために、これも学びのプロセスがとらえられているわけではない（注

18）。いずれも、実践力や特定の技能を前提にしているわけではないために、量

的調査を超えるものではない。大竹奈津子・平尾智隆も「初年次教育と教育目

標の達成」（注 19）において、初年次教育の分析が「学生個々人の教育達成につ

いて初年次教育がもたらす効果を実証できていない点に限界がある」としてい

る。ただ、この大竹奈津子・平尾智隆の研究も、質的分析を行っている訳では

ない。 

 教員養成大学のように、教師養成という職業と直結した目的大学であり、し

かも教育実践力の向上等のように、実態として測りにくい力量形成に関しては、

個々人の意識や技能の把握のプロセスをとらえるなど、質的に分析をしていか

なければならない。 

 このような点からすると、へき地の教育プログラムにおいても、アクティブ・

ラーニングや初年次教育が求められると言える。入学後の早い段階でへき地校

等の学校現場に赴き、体験学習的にへき地教育のあり方をとらえることや、さ

らに初年次の講義等においても、グループ・ディスカッションを含めて、へき

地に関する問題解決的な学習を行うことが重要である。そしてさらに重要なこ

とは、その成長を量的な把握だけでなく、実践力の向上や意識の転換を目的養
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成に合わせて質的にとらえることである。 

第 2 節 教師教育の先行研究と往還型教育実践の課題 

 

1.教育実践理論における省察的実践とリフレクション論 

 前節の一般的な大学教育改革の成果と課題を前提にした上で、さらに教師教

育改革の大きな課題をとらえておく必要がある。この教師教育改革があっては

じめて、さらにへき地の教師教育改革の方向性も出て来るからである。逆に言

えば、へき地教師教育改革も、教師教育改革の基本的な方向性と同じ方向性を

取り入れながら改革を進めていく必要がある。 

 近年専門性の内容によっては、知識だけで対応できるものではないことが指

摘されているが、教育実践力の成長も、単に知識だけでは複雑な現実に対応で

きない。このような実践力の向上に関する問題提起として、ドナルド・ショー

ンは、「技術的合理性」の原理に基づく「技術的熟達者」の専門家の概念から、

「行為の中の省察」に基づく「反省的実践家」として専門家の概念を新しく提

示した（注 20）。ドナルド・ショーンは、これまでの専門家の概念が、医学・法

律・ビジネス・工学などの「科学的知識の典型となる体系的で基本的な知識に

根拠をおいている」専門家であり、「反省的実践家」ではなく「技術的合理性」

のモデルとなる専門家であったとしている。この場合、専門家が具体的な問題

に適応しているのは、「標準化された知識」であり、独自の問題が出て来ても、

それは偶発的な問題であるとしている。そして「この『適応』という概念が、『一

般的な原理』が最も高次のレベルを占め、『具体的な問題解決』が最も低次のレ

ベルを占める階層として専門家の知識をとらえる見方を導いている」としてい

る（注 21）。すなわち体系的な領域だけを高度な専門家としてとらえる傾向に対

して批判的な問題提起をしている。 

 一方専門家の中でも、教育や社会福祉などの分野では、「実践では不安定な制

度的文脈にわずらわされている」ため、「体系的で科学的な専門家の知識の基礎

を発展させることができない」（注 22）ことが特徴である。そのため、自分が持

っている知識は必ずしも現実の個々の現象に対しては、そのまま規則的に適応

できない。このような領域に対しては、「技術的合理性」が適応されないために、

専門家としての地位が格上げにならないと見なされる。 

 しかし一方で、技術的合理性が適応できないというとらえ方に関しては、ド

ナルド・ショーンは、あまりにも狭く専門分化した結果であるととらえている。

そしてその専門分化は、「一人の個人の中では、高度に特殊化することが視野の

偏狭をもたらす可能性がある」とする。すなわち本来的な専門職が持つ専門性
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は、幅広い現象と因果関係を状況に応じてトータルに関連づけることが求めら

れる。 

 技術的合理性が適応できない場合には、省察を通して、専門分化した暗黙の

理解を批判し、不確実性や独自性という状況を理解できる。このようにして実

践者は、「実践の中の知」を省察する。さらに「実践の中の知」は、「現象が『実

践の中の知』という通常のカテゴリーではとらえにくい時、つまり現象が特異

で不安定な時は、実践者は現象について行った最初の理解をとらえ直し」てい

く。すなわち「行為の中の省察」を行いながら、「対処可能な問題へと容易には

置き換えることができない問題状況に自分が陥っていることに気づいた時、実

践者は問題を設定するあらたなやり方、つまり新たな枠組みを構成する」（注 23）

ことになる。この省察は、極めて時間を要するものであるとしている。そのた

め、実践力もすぐに結果が見えるわけではない。 

 このようにドナルド・ショーンは、不確実な事象をとらえる際に、総合的な

知見を変化させながら、制度的な文脈の中で判断し、様々な「実践の中の知」

を組み替えながらとらえ直していく。「行為の中の省察は、厄介で、“多様な”

実践状況に対応する実践者の技法の中心となる」（注 24）ととらえている。この

ような不確実性を有する教師の成長を図るならば、省察によって実践を発展さ

せていくことが重要であり、この点が日本の教師の実践力の養成にとっても重

要な観点であると言える。 

 ただ、ドナルド・ショーンの反省的実践家像は、理念的な内容であるために、

教師の実践など具体的な実践家の育成と成長を検証しなければならない。また

教師教育に合わせて、省察の具体的な機会と条件をとらえることが重要になる。

特に教員養成段階での省察は、教育実習でのふり返りが大きな省察となり、ま

た単独でふり返りを行っても深まらないので、複数での集団的なふり返りが、

実践の認識の幅を広げていく。 

 ドナルド・ショーンの反省的実践家像をさらに教師教育に合わせて検討して

いこうとしたのが、F.コルトハーヘン編著『教師教育学』である（注 25）。コル

トハーヘンの国のオランダも教育実習の長期化など、改革の中にあるとしてい

るが、教師教育の中でも大きな要素を占めている教育実習を充実化させている。

オランダでは、全履修の 4 分の 1 が教育実習となっている。 

 F.コルトハーヘンは、反省的実践家像を一般的な実践家の姿のみならず、教

師教育のプロセスの中に求めている。F.コルトハーヘン編著『教師教育学』が

提示する、教師教育における「理論と実践をつなぐリアリスティック・アプロ

ーチ」は、「専門性の発達と変革そのもののプロセスに焦点」（注 26）を当てる
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もので、リアリスティック・アプローチの「特徴は、教師教育者たちが実習生

の実践的経験に基づいて指導するという点」にある。 

 教師教育は、大学等での実践が語られない技術的合理性の理論だけでも教師

教育は成り立たないが、学校現場だけでも教師教育ができないことを指摘して

いる。これをつなぐ重要な要素として、「経験の省察を促す」ことと、「経験に

基づく学びと省察を基盤とする教師教育」を行うことの重要性を指摘している。

その際に、「教師教育者は彼が持つ“美しい理論”をすべて活用できるとは限ら

ないという事実を受けとめなければならない」（注 27）ことである。すなわち教

師教育者は、理論を教えることができるが、その理論は、学生の経験の段階を

前提にして伝えていくことが重要であるとした。 

 F.コルトハーヘンは、教育実習生の成長では、省察的な教師を輩出するため

の指導プロセスとして、個別指導が重要であるとして（同書 5 章）（注 28）、行

為における援助や振り返りにおける援助が重要であるとした。またグループ指

導として、「実習生同士の省察的な相互作用は、学びのプロセスを深める働きが

ある」（同書 6 章）としている。さらに省察を促す具体的な道具として、日誌の

書き方の指導や、文脈の中で行為をとらえることなどの対人行動をとらえる観

点の指導の重要性を指摘している（同書 8 章）。このリアリスティック・アプロ

ーチも、長い期間をかけて、螺旋モデルが形成されてくる。 

 このようなリアリスティック・アプローチを進める教師教育者の育成に際し

ては、一般的には、その研修を受けていない。そのため、リアリスティック・

アプローチの指導方法の研修が必要である。例えば、省察を促す方法やカンフ

ァレンスなどのリアリスティック・アプローチを担える教師の育成が課題であ

るとした。 

 

2.教師教育の先行研究における教育実践力の育成と往還型教育実践 

 これらドナルド・ショーンの反省的実践家や F.コルトハーヘンの教師教育学

の概念は、日本の教師教育研究にも大きな影響を与えた。欧米では、教育実習

が半年から 1年近く実施しているのに対して、日本での教育実習の法的規制は、

最低が 2 週間と極めて短い。しかしその中でも、各大学において教育実習期間

の長期化とそこでのふり返りの充実化が進められている。 

 日本教師教育学会の紀要『日本教師教育学会年報』には、「反省的実践家」や

「省察」をテーマにした論稿が増えている。すでに F.コルトハーヘンの翻訳を

した武田信子は、省察を促すための教師教育者の専門性の開発が不可欠である

とした（注 29）。三品陽平も理論的な課題として、反省的実践家を養成するため
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に、省察的実習の構造として、指導者と学生の対話が重要であるとした（注 30）。 

 山崎準二は、教育実践が教師と子どもの関係性の中で展開するということを

前提にして、教師の専門的力量を「発達主体としての教師自身によってその意

味内容がたえず産み出され構成されていく、いわば『自己生成型』『文脈・状況

依存性』力量」としている。省察は、「既存の技能・知識・考え方をすべて動員

して、諸要因・諸要素が多様に複雑に入り交じった状況を総合的に読み取り、

かつ一定の対応策を判断し、反応をうかがいながらその対応策を修正し、時に

は技能・知識・考え方自体さえも再吟味し再構成」していく営みであるとして

いる（注 31）。すなわち知識も総動員しながらその知識等も再構成するなど、教

職の専門性として、実践の省察を通じて、知識=理論と実習=実践の往還が必要

になることを指摘している。 

 このようにドナルド・ショーンやコルトハーヘンの理論を踏まえ、日本の教

師教育改革もおおむね教育実践の不確実性を踏まえながら、省察を媒介に理論

と実践を発展的に往還していくことが教師教育にとって重要であることが認識

されつつある。このような教師教育の方向性は、後述するように、へき地教師

教育改革においても同じ方向を踏まえておかなければならない。 

 

3.教師教育改革と往還型カリキュラムの課題 

 このような理論と実践の往還の一般的な認識と併行しつつ、教育政策におい

ても、教師教育改革が大きな政策的課題として展開しつつある。2001 年の「国

立の教員養成系大学・学部のあり方に関する懇談会」の答申は、教員養成系学

部を出ても実践的な指導力が養成されていないという批判的な答申を提示した。

これを受けて設置された日本教育大学協会「『モデル・コア・カリキュラム』研

究プロジェクト」による答申「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』の

検討-『教員養成コア科目群』を機軸にしたカリキュラムづくりの提案」（注 32）

は、教員養成の基本モデルを策定した(図 0-2)。 

 そのコア科目群は、教育実習に類する実践とその振り返りを含めた科目を 1

年次から 4 年次にかけて順次積み上げていくというものである。ただ、そのコ

ア科目群は、教員免許法を変えることはできなかったので、モデルとして提示

することに留まり、各大学への単位上の強制力が働いたわけではなかった。そ

のため提案が各大学に受け入れられていくには、かなりの時間を要することと

なった。 

 それでも徐々に大学において、実践的な内容が取り入れられるようになった。

山崎準二は、全国的な傾向を俯瞰しながら、「学生が在学中の早い段階から様々
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な形態で学校等実践現場へ参加していく活動の組織化・制度化と、それと連動

した教育実習改革とが進められてきている」とした（注 33）。また「それらの取

り組みの進展は、教育実習等における体験が大学における学習活動にも良い影

響をもたらすことが経験的に認識されてきたこと、また教職という営みとそこ

における教師の力量形成は、実践と相即不離の関係にある『反省的実践家』像

に相応しいという理論的な認識が広く受け入れられてきたことも背景としてい

る」（注 34）と総括している。これらの教師教育の理念は、教員養成のモデル･

コア･カリキュラムおよび初年次教育の理念と基本的に同じ方向性であると言

える。同時に、モデル･コア･カリキュラムの理念は、免許法の制限がありなが

らも、大きな流れの中では、その成果が確認されてきたものと言える。 

 姫野完治は、4 年次もしくは 3 年次で教育実習をする従来型の完成型教育実習

では、「教育実習に臨むことができる反面、実際に教えるはずの子どもと触れ合

う機会がない中で、理論を学んだとしても実践に結びつきにくい。また教職課

程の集大成である教育実習で課題が見つかった場合に、そのやり直しができな

い」（注 35）とした。一方「段階的教育実習の成果と課題」をとらえ、「4 年間

にわたって教育実践経験に触れる機会を設けたことにより、学生たちは大学で

学ぶ理論と学校現場での実践を行き来することになった」（注 36）とした。 

 姫野完治は、秋田大学の学生を対象にして、2 年次から卒業時までの間で質問

紙調査を 6 回行っている。秋田大学では、最終的に教員採用試験を受けて教師

になろうとする学生は約半数である。その中で教職ではない進路を選んだ学生

は、「教師に求める知識･能力･人間性」に関して、「教科内容についての専門知

識」や、「『教養や雑学』といった幅広い知識を求める傾向」があることをとら

えた。一方教職を志望する学生は、「『教師としての使命感を持っている』や『子

どもが好きである』のような教育や子どもへの情熱に関する項目、『保護者とコ

ミュニケーションを取る力』や『子どもと信頼関係を築く力』など対人関係力

に関する項目を重視していた」ことをとらえている。このような傾向は、教師

の資質としては、明確に数値化できない人間性や人間関係力が重要な要素とな

っていることを示している(注 37)。秋田大学においても、段階的教育実習によ

り、2 年次後期から「教職志向性が減退する学生」が現れるとし、「見つかった

課題をいかに克服していくのか」が課題であるとしている。姫野完治の研究は、

教職志望学生にどのような力量を付けていくかを明らかにした研究であり、実

践的な積み上げの重要性を指摘したものである。その上で、実践的な成長を含

む教育実習・実践の中で、どのような成長が見られるかについては、質問紙調

査による数値化だけでなく、プロセス･レコード分析などを用いて質的に学修の
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成果をとらえていくことも重要になるであろう。 

 これらの教師教育改革の理論と実践は、学生の 4 年間の教育理論（大学の講

義）と教育実践（教育実習等）の往還を中心にして、日本の教師教育のあり方

を大きく変えようとしている。ただどの大学でも、理論と実践の往還プログラ

ムは、まだ発展途上にあり、実践的にはいずれの大学も 4 年間の学びが体系化

されているとは言いがたい。 

 このような理論と実践の往還による学生の成長、および、それによって発展

しない学生の指導課題は、どのような教師教育制度においても、必ず現れるも

のであり、今後もそれぞれの大学の試行錯誤を積み重ねていくしかない。文部

科学省高等教育局教員養成企画室資料「教員養成の改革と充実」（2013 年 12 月）

（注 38）でも、大学の教師教育改革の実践も、「教育実習や学校現場に効果的な

実施方法を検討」するとしている。理論と実践の中での「反省的実践」と「省

察」を繰り返す取り組みでもあり、それはまだ当面は、当該大学の体系の中で

地道に課題を克服していかなければならないと言える。 
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図 0-2 教員養成のカリキュラム・モデル[概念図] 

※資料：日本教育大学協会、2004 年 
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4.往還型プログラムにおけるへき地地域性・独自性の導入の課題 

 すでにとらえたように、日本の教師教育研究では、山崎準二のように理論と

実践の往還を基本にした日本の教員養成大学改革の基本的理念と方向性をとら

えた意義は大きい。また姫野完治のように秋田大学を対象にした理論と実践の

往還型プログラムの効果を、プロセス分析やライフヒストリー分析、ナラティ

ブ分析をアクションリサーチで実証しようとした研究の意義も大きい（注 39）。 

 ただ、これらの一般的なプログラムは、基本的理念を具体化したものだが、

それは市街地の教育実践とへき地の教育実践を区別せずにとらえた一般的な理

念であり、そのままへき地校に使えるわけではない。へき地小規模校では、“わ

たりずらし”の複式の指導法・極少人数学級運営法・地域教育連携など、独自

的な指導方法もある（注 40）。さらに市街地から遠いためにへき地校に定着せず、

代わりに新卒が配置される傾向もある。これらのへき地の独自性からすると、

へき地教育の担い手は、この地域性・独自性を踏まえた往還型へき地教育プロ

グラムの開発を併行して進めなければならない。このような地域性・独自性を

踏まえることによって、日本の教師教育改革とそのプログラムが有効に機能す

ると言える。このような地域性・独自性を踏まえた教師教育研究は、まだ途上

にある。 

 とりわけへき地教育に関しては、免許種・学校種ではないため、希有な存在

として、独自性をとらえられてこなかった（注 41）。往還型へき地教育プログラ

ムに関しては、日本の教師教育研究の残された課題でもある。この点からする

と、大学における教師教育改革の実践的な研究においても、大都市に集中して

いる大学の教員養成だけではできない教師教育研究があることを自覚しなけれ

ばならない。 

 

5.教育実践研究の主観性と客観性の相克 

前述の通り、本研究の研究対象となる大学は筆者の所属する大学である。し

たがって、一面において主観が入り、研究の客観性や相対化において限界があ

る傾向も指摘される可能性がある。 

一方、実践過程の分析は、細部にわたる複雑な技能や要因の組み合わせの中

で生み出される側面もあり、実践の発展プロセスに関する子細な条件をとらえ

なければならない。その点で実践者であれば、実践の発展プロセスと複雑な要

因をとらえることができる。実際に学生・教師の教育実践等の評価は、第三者

が短期間において外部からとらえても、その変化をとらえることができないほ

ど、細かい変化の連続であり、教育実践力を客観的にとらえること自体が容易
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ではない。教師の実践力の向上に関しても、アンケートや短期間の観察だけで

はとらえることができず、実際に内部で関わっている人が長期的にとらえるこ

とで実践力の向上等を正しく評価することができる。 

この点から、実践主体であることは、客観性が疑われるが、一方で、実践の

構築の過程で複雑な実践の発展の要因をとらえることができる。筆者は、へき

地教育研究支援部門の主任センター員を 2013 年度から担っており、本学の全学

センターに位置付けられているへき地・小規模校教育の推進に一定の役割を果

たしている。センター部門の事務局は釧路に配置されている。 

部門業務事業の 1 つとして「へき地校体験実習」があり、大学卒業後に教職

に就いたときに若手教員が必ず配置されるへき地・小規模校教育について学生

時代に実地から学ぶ機会として位置づけられている。全学組織であるへき地教

育研究支援部門は、各キャンパスの教育実習委員会とも連携を図り、へき地校

体験実習の推進にあたっているのが現状である（前掲 図 0-1）。本研究で取り上

げる釧路校も釧路校の教育実習委員会と連携を図り、「釧路校へき地校体験実習

委員会」（2014 年度は学内構成員 17 名）の中で学生の実習環境の整備に努めて

いる（前掲 表 0-1）。筆者は、本委員会の事務局長を務め、実習校や教育行政等

の渉外、実習生の募集ガイダンス、面接選考、事前指導、実習期間中の巡回、

実習終了後の実習校や教育委員会への事後挨拶訪問（受け入れの反省等聴き取

りを含む）、実習報告会等を担当している。 

また、教育実践の分析に関しては、他の社会学をはじめとした社会科学の現

象の分析とは違って、外部の人からもとらえにくい内容を含んでいる。なぜな

ら教育実践力の評価は一つひとつの行動と技能の集積であり、それらをすべて

得点化したり異なる力量の基準を同一尺度で測ることができないからである。

さらに、意識と実践的な行動力は必ずしも同一ではないので実践者が認識して

いても行動できないことがあり、逆に、実践者が行動していても認識していな

いことがあるからである。このように考えると、教育実践力の評価は、一般的

な社会活動や経済活動と違って極めて細部の見えにくい内容を含んでいるため、

第三者における評価も、実は客観的であるとは言い難い内容を含んでいる。一

方の教育実践の指導者は継続的・長期的に教育実践者の実践力の変化をとらえ

ており、細部にわたる指導力の向上をとらえることができる。 

このように教育実践力の分析に関しては、実践の担い手が細部の実践力の変

化をとらえることができるというメリットがある。以上の点からすると、教育

実践の分析に関しては、実践主体であることが必ずしもマイナス要因になると

は言えないであろう。 
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第 3 節 へき地教師教育の先行研究と往還型へき地教育プログラムの課題 

  

1.教育実践力に加えたへき地教育実践力の課題と往還型カリキュラムの必要性 

 これまで教師教育改革の一般的な理念として見たように、「省察」による「反

省的実践家」像が教育実践力を長期的に高めていく条件であるとしても、さら

にその上でへき地の教育実践力も独自に追求しなければならない。 

へき地小規模校の教師が定着せず、早い段階で市街地への転勤希望を出した

り、若手教師が赴任したがらないという現実からすれば、へき地の特性を理解

し、その特性を活かした教育活動ができることが、教育実践力に加えたへき地

教育実践力の条件となる。特にへき地小規模校は、転勤者の後任を埋めるため

に、新卒教師・若手教師の配置が多く、教育実践力全体が未熟な段階であるこ

とに加えて、さらにへき地の特性に応じた教育活動に戸惑いもある。新卒・若

手教師がへき地特性をマイナス面としてとらえ、忌避するのではなく、そのプ

ラス面をとらえ、特性を積極面として活かしていく方法を取り入れることが重

要な課題となる。 

 へき地の教育実践力は、一般的な教育実践力に加えて、少人数学級での独自

的な課題と指導方法がある。その指導方法の課題は、1)極少人数学級の中での

社会性を養う学級運営方法、2)極少人数学級の中での思考の多様性を図る授業

運営、3)複式授業の中でのわたりずらしの効果的な指導方法を活かした自立的

な学習活動指導、4)日常的な発言・発表機会を増やしたコミュニケーション力

の育成方法、5)地域との連携による学校・学級運営方法、など独自の課題が少

なくない。このようなへき地の独自的な実践力の課題に関しても、「省察」を活

かした「反省的実践家」像が応用的に適用される必要がある。 

 また往還型を図るのであれば、教師教育の往還型モデルと同じように、初年

次から順次へき地の理論的な講義とへき地の実習を配置していく必要がある。

実践力を培う教師教育も長い期間が必要であるとするならば、へき地教育の実

践力を培う教師教育も長い期間が必要であり、学部段階の早い時期に問題意識

と実践的な課題を認識させていく必要がある。そのため、へき地に関する講義

と実習を含めたへき地教育プログラムを計画配置していかなければならない。

しかしへき地教育に関する講義・実習は、一般的な教育実践力に加えた課題で

あるとしたら、教師教育の体系化としての理論=講義と実践=教育実習に加えて、

別途へき地に関する講義と実習を追加する必要がある。そのために、カリキュ

ラム上は、へき地の別のカリキュラムを構成するために、極めて大きな割合を

占めることになる。このカリキュラム上の配置検討と工夫が求められる。 
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2.へき地教育プログラムの先行実践研究と体系化の課題 

 へき地校を県下に多く抱える都府県では、新卒・若手教師がへき地校への赴

任を求められるために、へき地教育プログラムの導入が重要な課題となる。し

かし理論と実践の往還を基本とした教師教育改革も、免許法上の上限単位の中

ですすめなければならないために、へき地教育プログラムにおいても、全国的

には大きく変更することができないでいる。その中でも、へき地を多く抱える

地域に位置する大学では、後述の通り少しずつへき地教育プログラムを試行的

に試みている大学がある。 

 現段階での積極面をとらえるへき地教育実習は、へき地地域が多い県の他大

学においても、すでに部分的に実施されている。それらが部分的であっても、

へき地教育に関する事前指導・講義や、へき地教育実習の導入を試みる取り組

みから学ぶことは多い。以下、主な大学の取り組みと教訓を先行実践研究とし

てとらえておきたい。 

（1）和歌山大学の先行実践研究にみるへき地教育の位置とへき地教育実習 

 和歌山県はへき地指定校が多く、全小学校の 2 割になる。この地域性に対応

するために、和歌山大学では、主免の 4 週間教育実習を終えた 3 年生を対象に

して、2 週間のへき地教育実習を実施している。2002 年に試行実施ということ

でまず 2 町で実施し、2005 年頃から急速に実施地域・実施校の広がりを見せ、

2005 年の実施校は 25 校、へき地教育実習参加者は 38 名に増えている。へき地

教育実習の管轄は、和歌山大学の教育実習委員会で、教育実習委員長は、2002

年から教育学分野の大学教員が務めている。 

 カリキュラム上の位置づけとしては、「教師に求められる“実践的指導力の基

礎”を身につけるための教育実習の“量”の増加や“質”の向上が望まれる。

つまり、“量”としては、“実習時間の増加”、“質”としては、一般公立校、し

かもへき地校や複式校」という特色ある学校での経験とホームステイによる保

護者や地域住民の方との交流という経験とを持った機会を保障し、選択による

応用実習という性格を持たせる」という位置づけで実施している（注 42）。 

 近年の参加者は若干減少しているが、無難で楽な免許取得の学生気質の変化

もあり、へき地の情報提供や事前指導のあり方なども検討課題であるとしてい

る。 

 このようにへき地小規模校が多い和歌山県の地域特性を背景にして、教育実

習の質量を高めるために、へき地小規模校での実習を追加している。単式・附

属小での主免実習が終わったことを参加条件にしており、実習後の実習として

応用的な実習として位置づけている。へき地教育実習では地域・保護者とのつ
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ながりも大事にしている。 

（2）長崎大学の先行実践研究にみるへき地教育の位置とへき地教育実習 

 長崎大学では、2007 年から蓄積型体験学習支援システムの一環として、離島

実習に 4 年生を対象にして導入している。この他には企業実習や学習支援実習

などが選択実習として組み込まれている。離島実習の時間数は 40 時間として 1

週間実習で、約 20 名が参加している。 

 長崎県の離島では、必ずしも学力が低いわけではなく、むしろ複式であって

も高い学力を維持している条件を学べる様にしている。これは習熟度別学習の

応用としても複式学習をとらえている。複式学級の小集団的な学習やガイド学

習は、そのまま単式の学級でも応用できるものであり、複式の学習指導は、学

力向上にもヒントになるものが多いととらえている。 

 離島実習では複式授業だけでなく、遠隔授業の活かし方と利用法や地域行事

への参加体験学習を含んでいる。 

 このように長崎大学も和歌山大学と同様に、複式の新しい意義と積極的な活

用方法をとらえており、単純に複式学級をマイナス面としてではなく、現代の

単式学級に活かせる発想と方法を検討している（注 43）。 

（3）琉球大学の先行実践研究にみるへき地教育の位置とへき地教育実習 

 琉球大学では、教員個人の科目を使って、特定専攻の学生 10 名程度を対象に

したへき地教育実習を行っている。長崎大学と同様に離島へき地の滞在型の教

育実習を行うために、離島へき地に住みつつ、へき地の地域性や生活そのもの

を経験することになる。これは単に複式授業研究だけでなく、離島においては、

その島の歴史性やアイデンティティがあり、教師には離島の生活と地域に根ざ

したへき地教師教育が不可欠であるからである。 

 離島教育実習では、子どもと先生との関係性が強いために、学習支援におい

ても、子どもの生の姿やつまずきが非常によく見えてくる。この点で離島実習

は、個々の指導を原点にするというへき地の理念を強く感じさせる実習となっ

ている。また長崎大学と同様に、テレビシステムによる遠隔交流学習などの島

外との交流や文化の導入を進めており、双方向システムを使った新しい教育技

術導入等の教育実習も行っている。 

 このように、琉球大学も離島が多く、その離島が孤立した文化・教育活動と

ならないような交流学習・遠隔学習等を推し進めている。その地域に根ざしな

がら、同時に情報や刺激を取り入れる方法を開発している（注 44）。このような

島外との交流は、結果的に島・へき地の誇りとアイデンティティを高めること

につながっている。 
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 これらの先行へき地教育実習とへき地教育プログラムの特徴と教訓をまとめ

るならば、以下のようになる。 

 第一に、いずれの大学もへき地・離島に実際に滞在してへき地教育実習を実

施していることである。これは市街地からへき地に通えないという立地上の理

由だけではない。単に複式授業・少人数授業という授業形態の実習に留まるも

のではなく、へき地の地域性を含めてへき地教育を理解しようとしていること

である。へき地への定着は、“新参者”としての新卒教師・若手教師が、地域の

生活や文化にも違和感を感じながらも、徐々にへき地の生活に慣れていくこと

が不可欠となる。そのためには、へき地で生活する体験が、へき地教育実習で

も必要となる。 

 第二に、主免教育実習の後に、3 年生の後期以降にへき地教育実習を実施して

いることである。主免教育実習では、単式で学級児童生徒数の多い市街地の教

育実習を行っているのが一般的である。この市街地での教育実習は、基本的な

教師の子ども理解・授業展開・学級経営・生徒指導等を学ぶ教育実習であると

すれば、それを経た上で市街地とへき地との教育実習の比較ができる教育実習

となる。そのため、市街地での教育実習に比したへき地教育実習の良さと難し

さを学ぶことができる。 

 第三に、へき地教育実習では、へき地小規模校において学力が高かったりす

る学校の条件をとらえるなど、小規模性の特性の活かし方によっては、へき地

小規模の特性をプラスの条件となることをとらえている。これによってへき地

教育実習生が、単にへき地小規模校の特性をマイナーでマイナスの特性として

とらえることなく、へき地小規模だからこそできる新しい取り組みを進めてい

く発想と方法を学んでいくことができる。 

 しかしこれらの大学のへき地教育実践も、必ずしも 4 年間を見越して体系化

しているわけではなく、単一の講義や実習であるなど、単独的な実施である。

これ自体は、実施することの前進的な意義はあるが、さらに発展的にへき地教

育プログラムを作っていく必要がある。他大学のへき地教育実習・講義等の単

独的な実践に学びながらも、それらを体系化していく必要がある。他大学の実

践をさらに改善するとしたら、次の点も課題となる。 

 プログラムの体系化に関しては、へき地教育実習に参加した人は、へき地教

育の積極面や方法を実践的に理解できるが、参加していない人が参加してみた

いと考えるためには、初年次の早い段階でへき地教育の良さを講義や研修で伝

えるなどの取り組みも進めて行かなければならない。また、へき地にはマイナ

ス面が多いという先入観を、潜在的に持っている学生の価値観の転換を図るア



32 
 

クティブ・ラーニングも必要になる。そのためには、へき地のマイナス面をプ

ラス面に活かしていくプラス思考への発想のパラダイム転換が不可欠となる。 

 教員養成大学における教育実践力の育成も段階的長期的に育成されるもので

あるとしたら、へき地教育実習やへき地教育プログラムも段階的長期的にプロ

グラム化される必要がある。一般的な教育実習に比べると、どこの大学もへき

地教育実習は、歴史が浅く、試行錯誤を重ねているが、それらの取り組みに相

互に学びながら、指導内容・方法等の実践を深めていく必要がある。 

 

3.へき地教育プログラムの体系化・構造化の方向性 

 へき地が多い地域では、へき地教師教育を意識的に行うために、へき地教育

プログラムを体系化していく必要がある。新卒教師でへき地小規模校に赴任す

る割合も、へき地が多い地域では約半数が初任地でへき地小規模校に赴任する

という現実を考えるならば、へき地教師教育も、学校赴任後の研修に頼るだけ

では済まされない。大学時代において、へき地小規模校への抵抗感を低くし、

へき地小規模性をプラスに変えていくという発想と方法を持って、へき地小規

模校に赴任していく必要がある。 

 大学におけるへき地教育プログラム化の体系化・構造化の方向性は、以下の

ような点が基本となる。 

 第一に、へき地小規模校の基本的な特性を、理論的にも実践的にも理解する

へき地教育プログラムを、大学の教育課程に体系的に創設し、それを学生が学

生時代においてまず経験していくことである。へき地教育プログラムの大きな

柱は、へき地教育の講義とへき地教育実習である。この講義と実習は、へき地

教師教育においても、理論と実践を結ぶものとして、往還的に発展していくも

のである。 

 第二に、へき地教育は、しばしばマイナス面が喧伝されるため、大学の講義

等において、プラス面を含めてへき地教育をとらえることである。その場合に、

単にへき地教育のプラス面を教師が説明するだけでなく、へき地のマイナスイ

メージを学生自身にも出してもらいながら、それをプラス面に転換していくな

どの、見方や基準が変わると評価も変わるという意識転換をすすめるへき地教

師教育が重要になる。 

 第三に、へき地教育の実践的な指導力の育成としては、へき地教育実習が重

要であるが、へき地小規模校に入る実習の期間は、短期的な実習から徐々に長

期的な実習に移行するなど、へき地経験の段階的な発展にすることである。へ

き地小規模校に慣れていない学生の生い立ちからしても、感動的な体験からよ
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り専門的な実習内容に入っていくプロセスが必要である。この短期から長期の

へき地教育実習の移行に伴って、講義内容も一般的なへき地教育の講義から指

導方法等を含むへき地教育専門講義に移行していくという発展的なプロセスが

必要である。 

 第四に、市街地の教育実習とへき地教育を比較するためにも、へき地教育実

習の意識変化の条件として、主免実習が終わった後にへき地教育実習を実施す

ることである。主免実習を市街地・大規模校で行った後のへき地教育実習は、

鮮明にその違いが意識されるからである。（注 45） 

 第五に、へき地教師教育は、へき地の生活に慣れることもへき地に勤務する

重要な条件となるために、通勤方法は自宅からの通いではなく、へき地校の学

校周辺に住んでへき地の生活に慣れるようにすることである。特に都会的で便

利な生活に慣れてしまった新卒・若手教師は、生活の不便さだけでへき地を敬

遠してしまう傾向があるからである。 

 以上のような体系化・構造化の方向性は、学生の反応等を見ながら予想し得

る方向性である。このような方向性を踏まえながら、へき地教育プログラムの

体系化を図っていく必要がある。 

 

第 4 節 へき地教育実践力形成における 4 年間の段階的発展と質的・量的分析 

  

1.北海道教育大学釧路校の理論と実践の往還型カリキュラムの特徴 

 北海道教育大学釧路校では、日本教育大学協会のモデル・コア・カリキュラ

ムを原型としながら、実地研修・教育実習を 1 年次から配置した。北海道教育

大学釧路校の教育実習関係図のように（図 0-3）、「教育フィールド研究」が 1

年次と 2 年次にあるが、釧路校での「教育フィード研究」とは、1 年間を通じて

毎週金曜日に学校現場に赴き、学校現場で実践的な活動をする取り組みである。

1 年次 5 月には、「新入生研修」として、へき地校訪問を 1 日行う。2 年次では、

へき地教育実習Ⅰ（1 週間）があるが、受講希望者が多く全員が参加できる実習

ではない。そのため、必ずしもへき地教育実習Ⅱ（2 週間）の必須としている実

習ではない（前掲 表 0-2）。 

 3 年次の夏に主免許 5 週間の教育実習を市街地で行う。この教育実習は、教壇

実習を中心とし、1 日の運営を任されることが多いため、この教育実習を経て学

生も教師の全体的な役割をとらえるようになる。この教育実習後の 3 年次後期

に、へき地教育実習Ⅱ（2 週間）を行う。へき地教育に関する実習も、教育フィ

ールド研究や教育実習の間に入る形で、新入生研修・へき地教育実習が配置さ
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れている。このように、学校現場での実践経験を段階的に経ることができるよ

うにしながら、同時にへき地教育に関しても、段階的に実習が展開されるよう

になっている。 
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図 0-3 北海道教育大学釧路校教育実践に係る体系図 

※資料：北海道教育大学釧路校教育実習委員会資料、2013 年 
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 理論的な学習では、教職系科目・教科教育系講義科目が、実践を俯瞰する基

本的な理論学習となる。へき地教育理論に関しては、初年次の「へき地教育論」

講義とへき地教育実習Ⅱ（2 週間実習）の事前指導として行われる「道東の教育」

講義がある。その場合の理論も実践と結びつくように、アクティブ・ラーニン

グを活用した授業方式を採用している。へき地教育の理論に関する講義内容は、

以下の通りである（表 0-4）。 

 

 表 0-4 へき地教育関係講義の理論的な内容 

へき地教育論（1 年次・前期） 道東の教育（3 年次・前期） 

【へき地教育実習の事前指導】 

・へき地小規模校と市街地大規模校の

比較とパラダイム転換の考え方 

・へき地校の評価基準の転換とパラダ

イム転換 

・へき地小規模校のマイナス面とパラ

ダイム転換 

・市街地大規模校のプラス面とパラダ

イム転換 

・へき地小規模校の学校行事・地域行

事 

・へき地小規模校と地域連携 

・少人数学級運営と社会性の育成 

・集合学習と高め合う競争 

・教員の研修継続の課題と方法 

・複式授業の理念と方法 

・へき地の集団指導と個別指導の区別

の理念と方法 

・少人数学習指導の理念と方法 

・少人数学級運営の理念と方法 

・異年齢集団を活かした社会活動の方

法 

・地域と連携した学校行事・特別活動

の運営方法 

・全校集会・学習発表会の運営理念と

方法 

・複式模擬授業 

・複式学級運営ロールプレイ 

・へき地地域に根ざした日常生活 

 

 このように、へき地教師教育のプログラムにおいても、アクティブ・ラーニ

ングを含めた理論的な講義が用意されている。これらの講義は各学年における

実践と連動しており、初年次の「へき地教育論」がへき地校訪問の「新入生研

修」と、3 年次の「道東の教育」（=へき地教育実習事前指導として位置づけた講

義）がへき地教育実習とそれぞれ往還的に連動している。 

 教育実践力は、元々様々な要因と環境の影響が入り交じって成長している。

実践的な知識の部分だけでなく、知識を行動に反映させるまで内面化するには

時間がかかる。大学内における教育実践力の育成も様々な講義や実習・ボラン

ティア等の一つ一つの積み重ねによって形成されている。そのため、単純に理
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論と実践が一対一で対応しているわけではなく、様々な講義と実践機会が入り

交じりながら、展開しているのが実態である。 

 

2.往還型へき地教育プログラムの 4 年間の段階的発展の構想と可能性 

 初年次教育論および省察を含めた理論と実践の往還理論を踏まえるならば、

へき地教師教育も 4 年間の段階的発展が課題となる。学部教員養成段階を大き

く分けると、初年次（1 年次）と教育実習終了前（2 年次〜3 年次前期）と教育

実習終了以後（3 年次後期〜4 年次）の 3 段階に分けられる。北海道教育大学釧

路校の学部教員養成大学の段階をとらえると、以下のようになる。 

 第一段階は、1 年次の「初年次課題意識形成期」である。1 年次「初年次課題

意識形成期」は、現実の問題や解決方法に即した課題意識を形成する重要な動

機づけの期間であり、現実の課題意識や問題解決の多面的な方法を意識させる

ために、へき地教育の理論と実践の往還型学修活動の導入が重要な課題となる。 

 第二段階は、2 年次から 3 年次前期の教育実習終了前までの「基礎的実践力形

成期」である。この時期には、様々な学校現場への参加体験と大学の講義が無

意識に結びつきながら、潜在的に理論と実践の往還が図られている時期である。

また“見習い”としての教育実習を最後に経験する中で、教師の自覚が形成さ

れる時期である。 

 第三段階では、主免許教育実習を終了した後の 3 年次後期から 4 年次の「実

践力発展期」である。3 年次後期は、主免許教育実習も終わり、自らがトータル

な実践を担う主体者としての教師を意識する時期である。 

 これらの段階を踏まえながら、1 年次から 4 年次までの往還型へき地教育プロ

グラムをとらえると、おおむね表 0-5 のような発展段階となる。1 年次は、教師

になるための課題意識を形成する段階であり、同時にへき地教育においても、

市街地とは異なる教育活動の特性があることを学ぶ段階である。このため、1

年次はへき地教育においても、「初年次課題意識形成期」と位置づけることがで

きる。 

 2 年次から 3 年次前期までの「基礎的実践力形成期」は、基礎実習を含めてか

なりの時間数をとって学校現場に入り実践を参観する。さらにへき地校体験と

しても、「へき地校体験実習Ⅰ」の実習でへき地校に入り、へき地教育を観察す

る。このためへき地教育においても、2 年次から 3 年次前期までは「基礎的実践

力形成期」と位置づけることができる。 

 3 年次後期から 4 年次は、主免の教育実習も終わり、ある程度の実践力はつけ

ている。さらに教育実習後に市街地の学校と比較しながら、「へき地校体験実習
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Ⅱ」も実施する。このためへき地教育においても、3 年次は「実践力発展期」と

位置づけることができる。このようにへき地の教育実践力の発展段階も、一般

的な教師教育の発展段階と同じ往還的な段階を踏まえて展開するととらえるこ

とができる。これらの発展段階は、学部教員養成段階での一般的な教師教育の

段階的発展を前提にしたへき地教育の発展段階である。学部教員養成段階にお

ける理論と実践のカリキュラムをどのように配置するかということは、未だど

の大学においても試行錯誤の段階で、難しい課題である。この初年次教育カリ

キュラムから教育実習後の学び方の配置の工夫が必要となる。 

 理論と実践のカリキュラム配置の考え方は、段階的に展開していく必要があ

る。講義においては、一般的なへき地特性や良さなど易しく認識できるものか

ら、よりへき地独自の指導技能・方法を実践できる内容に発展していくものに

展開していく必要がある。へき地教育実習においては、より短い体験的な実習

から、より長期でへき地の指導方法を自ら実践していく実習に展開していく必

要がある。 

 さらにこの段階的発展を考える場合に、学生の基本的な実践力は同じく向上

していくが、個々の資質はすべての学生が同じ技能と関心を持つわけではない。

そのため、学年が進行するにしたがって、個々の学生の特技・関心も多様化し

ていき、小・中・特別支援の校種や、都市大規模校とへき地小規模校や、学級

経営の重点方法への関心が多様化していく。したがって、へき地教育プログラ

ムを施しても、全員がへき地教育に関心を持ち、その力量を高めていくわけで

はなく、徐々に人数的にも絞られ、へき地教育への興味関心を高める人が精鋭

化されていくことも前提にしておかなければならない。 

 

3.発展段階における量的調査と実践の質的調査の分析の多様性 

 教育実践力量は、人間の意識と行動の変容をとらえるために、個人の特性に

属する部分が大きく、分析の観点・尺度も単純化して比較することが難しい部

分である。このような統一性普遍性が極めて難しいがゆえに、ドナルド・ショ

ーンが指摘してきたように、教師の専門性は、「技術的熟達者」ではなく、「反

省的実践家」の発達モデルが適合する所以である。 

 本稿の分析は、基本的に学部教員養成段階における学年進行において分析す

る。表 0-5 のように、1 年次の「初年次課題意識形成期」から 3 年次後期からの

「実践力発展期」に向けて、各学年の展開を段階的にとらえていく。その場合

の分析方法は、学生の一般的な傾向分析から、よりへき地教育に関心を収斂さ

せたへき地教育実習生の分析となる。その場合も量的な分析から個々の指導 



39 
 

  



40 
 

観・指導意識の向上など、質的分析に移行していく。 

 このような教師の関心と力量分析は、統一指標で、1 年次から 4 年次までを分

析することはできず、ある段階までは巨視的な普遍性を量的にとらえることが

できても、ある段階から個々の「省察」の中から質的分析を行うことしか分析

できない。これらの量的分析と質的分析は、学年が進行するにしたがって、質

的分析に移行していくが、最終的な実践者は、限定された中で量的分析を行う

ことができるというように、質と量の分析は、連続的なものである。 

 したがって本論文においても、往還型へき地教育プログラムと教育実践力育

成の効果をとらえようとすれば、へき地教育プログラムの制度、定量のアンケ

ート意識調査、自由記述意識調査の量的変換、実践記録をとらえたプロセスレ

コード分析、最終段階での実践者の量的意識調査、個人のナラティブヒストリ

ー分析など、学年対象者に合わせて、量的な意識調査から質的なプロセスレコ

ードなど、調査方法を多様に使い分けしている。 

 

第 5 節 本論文の全体構造と構成 

  

以上の観点から、1 年次の「初年次課題意識形成期」から 3 年次後期からの「実

践力発展期」までの往還型へき地教育プログラムが、へき地の教育実践力を育

成する可能性が高いことを明らかにする。そのために、本稿では、3 つの段階で

とらえた。その中で、最も成長が大きい時期として重要な時期は、「初年次課題

意識形成期」と「実践力発展期」の二つである。「初年次課題意識形成期」は、

初年次において理論と実践の往還型学修活動を通じた課題意識を形成すること

で、その後の学修が課題意識と結びついて、認識を高めていくためである。「実

践力発展期」は、教育実習も経験し、教師という立場に立ってトータルな指導

を学ぶ中で、細部にわたる技能・指導方法等を実践的に会得し、総体としての

教育実践力を高めていくからである。 

 へき地教育プログラムの成果として、この「初年次課題意識形成期」と「実

践力発展期」のへき地への課題意識や実践の気づきを捉えることで、へき地教

育実践力の育成に向けたへき地教育プログラムの可能性をとらえたい。へき地

教育プログラムの成果と可能性に関する分析は、以下の章で構成している。「初

年次課題意識形成期」の実践力育成の分析は、第 3 章・第 4 章・第 5 章でとら

えている。「実践力発展期」の総括的な実践力育成の分析は、第 6 章・第 7 章・

8 章でとらえている。 

 第 1 章「へき地小規模校を取り巻く現状と若手教師育成の課題」では、とり
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わけへき地校が多い北海道を典型として、へき地小規模校の実態と新卒・若手

教師の人事異動等の実態を明らかにする。これらのへき地の教師の実態を踏ま

えることで、教員養成段階でへき地教育プログラムを設けなければならない必

然性が見えてくるからである。 

 第 2 章「へき地教育プログラムの体系化と[理論と実践]の往還構造」では、

へき地教育プログラムを試行的に体系化した内容と[理論と実践]の往還の構造

をとらえる。全国の大学の中でも、へき地講義とへき地教育実習を含めたへき

地教育プログラムを本格的に取り組んだ大学は、北海道教育大学釧路校だけで

ある。このプログラムも、試行的な取り組みとして発展しつつある段階ではあ

るが、その時点での教育効果を順次明らかにしていくしか方法はない。プログ

ラムの構造としては、反省的実践家としての教師を成長する上では、へき地教

育を担う自分の課題と葛藤を乗り越えるために、理論と実践の段階的な発展の

プログラム体系づくりが重要となることを指摘している。 

 第 3 章「初年次におけるへき地教育の理論学習と問題意識の形成-アクティ

ブ・ラーニングの授業を通じたパラダイム転換-」では、初年次の講義において、

アクティブ・ラーニングを取り入れながら、マイナスイメージを転換する方法

と教育効果を明らかにする。元々の学生のイメージも、へき地にはマイナスの

イメージしか持っていないが、それをアクティブ・ラーニングの中で、イメー

ジを転換し、課題意識を持たせることが重要である。へき地教育を理解するに

は、へき地をとらえる知識や観点をただ提供するだけでなく、アクティブ・ラ

ーニングを活かしながら、見える観点と評価を転換することで、へき地のイメ

ージも評価も良い方向に転換できるということを、学生へのパラダイム転換の

方法を通じて明らかにする。講義におけるイメージ転換も、理念としてへき地

教育を理解する重要な条件となる。 

 第 4 章「初年次におけるへき地教育の実地研修と実践意識の形成-体験活動を

通じた動機づけ-」では、初年次における学校現場の体験活動の効果をとらえて

いる。初年次の早い段階で、実際のへき地校を訪問する新入生研修の教育効果

を明らかにする。新入生研修は、1 日だけのへき地校訪問であるが、へき地の子

どもとの人間関係の密接さなど、新鮮な認識からへき地小規模校の特性と良さ

を感じてもらうことを目的としている。この初年次の体験を中心としたプログ

ラムが、学生のへき地理解の動機づけとしてどのように影響するかを明らかに

する。 

 第 5 章「初年次におけるへき地教育の研修課題と学び続ける教師の意識形成-

アクティブ・ラーニングによる研修継続の動機づけ」では、初年次のアクティ
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ブ・ラーニングを用いた講義の中で、学生が学び続ける研修意識を形成してい

ることをとらえた。学修は単位取得で終わるものではなく、学び続けることが

重要であるが、学生自身の目指すべき若手・新卒教師の意識をとらえ、それに

より研修意識の必要性を認識させていく。また提案型のアクティブ・ラーニン

グを通じて、学生から見た教師のへき地理解の方策を提案してもらうことで、

その方策を意識した学修活動を動機づけさせることができる。 

 ここでの分析方法が選択アンケート式ではなく自由記述式で分析するのは、

学生の意識に上った方法でなければ、前向きに考えた意識として抽出すること

はできないからである。若手・新卒教師がへき地に戸惑う一つの理由は、慣れ

ていないへき地小規模校の教育指導方法やへき地の知識不足であり、それを克

服する研修・情報交換・地域理解の方法などを自ら意識させることが重要であ

るからである。これによって、学生自身がへき地での新卒教師の困難性の克服

方法を自ら創出できると共に、へき地に行っても成長し続ける教師教育の姿勢

を意識させることができる。 

 第 6 章「実践力発展期におけるへき地教育実習と専門的実践力の育成」では、

へき地教育実習（釧路校では、「へき地校体験実習」と称している）の中での学

生の学びを、プロセスレコードから明らかにする。2 週間のへき地教育実習を通

じて、一つ一つのへき地教育に関する指導方法や技能の実践と振り返りの中で、

実践力を身につけていくものは多い。2 週間のへき地校体験実習の中で、学びと

成長のプロセスレコードから気づきをとらえることによって、実践の中での学

生の成長と意識転換の内容をとらえることができる。特にへき地小規模校では、

複式授業や少人数指導など、学習指導や学級経営でも細部にわたって独自的な

ものが多く、その一つ一つの場面に直面する中で学生が気づくことが多いこと

をとらえている。 

 第 7 章「実践力発展期におけるへき地教育プログラムの総括的評価とへき地

意識の転換」では、へき地教育実習も終了した実践力発展期において、へき地

教育プログラムの総括的な評価を行う。この総括的な評価は、へき地教育実習

修了生を対象に、主に量的な評価を行っている。この評価の中では、へき地教

育実習まで終了した学生が、1 年次の「初年次課題意識形成期」から 3 年次後期

以降の「実践力発展期」にいたるまで、様々なプログラムの内容を結びつけて

認識している。また最終的にへき地教育へのイメージが大きく変化してきたこ

とを明らかにしている。 

 第 8 章「実践力発展期におけるへき地教育プログラムのナラティブ評価とへ

き地意識の転換」では、へき地教育プログラムの総括的評価をナラティブに行
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う。へき地・小規模校に赴任した新卒教師のナラティブ分析を通じて、ふり返

りながらつなげてみることで、へき地教育プログラムでの一つ一つの積み重ね

が、へき地教育の理解に及ぼし、新卒教師にまでつながっていることを、ナラ

ティブな振り返りの中で明らかにした。へき地教育の講義・体験・実習などの

中で、学生は一つ一つ、へき地教育への学びを深めていくが、振り返って見る

と、それらの一つ一つの要素が次への学びと成長のステップとなって連動して

いることが分かる。 

 終章「教員養成段階における往還型へき地教育プログラムと教育実践力の育

成」では、へき地教育プログラムの総括的な評価であるが、往還型へき地教育

プログラムの学びを展開する過程で、へき地教育の実践力が形成されているこ

とをとらえている。とりわけ初年次の「課題意識形成期」におけるアクティブ・

ラーニングとへき地教育実習を終えた「実践力発展期」の中での実践的な学修

が、へき地教育実践力の育成にとって大きな役割を果たしていることが明らか

となった。 

 教師の成長は学び続けることが求められ、へき地に赴任する教師の研修や人

事のあり方も大きな課題となっている。一方、へき地小規模校に若手・新卒教

師が多いという現実の中では、教育養成段階におけるへき地教育プログラムも

焦眉の課題である。 

 へき地教育プログラムの体系化は、へき地が多い地域の大学においても、未

開拓の分野であるため十分な蓄積があるわけではない。北海道教育大学釧路校

のへき地教育プログラムの体系化も、試行段階である。また学部段階でへき地

教育の意識を高めても、その卒業生が 40 代の中堅教師になるまでに 20 年近く

かかる。このように極めて長期的にとらえなければならないが、それでも教員

養成段階での現時点の成果をとらえていかなければならない。したがって現段

階では、試行的に実践しながらその時点の教育効果を検証し、実践しながら改

善を加えていくことが、へき地教育プログラムの発展にとって重要である。本

稿では、試行段階の限界性を踏まえながらも、現時点での分析を進めていきた

い。 
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注記 

注 1 小方直幸「国立大学における教員養成改革」、日本高等教育学会編『高

等教育研究 第 16 集』（玉川大学出版会、2013 年）222 頁 

注 2 へき地教育プログラムは、へき地教育カリキュラムやへき地教育プロジ

ェクトを体系化し総体としてとらえたものである。現時点でプログラ

ムとして確立されたものとして位置付けることは完全にはできないか

もしれないが、将来的には、誰もが担当できるようにマニュアル化や

記録化を行い、へき地教育のプログラム化を目指している。その意味

で、へき地教育プログラムは努力目標の規定であるが、今後の期待を

含めてここではへき地教育プログラムの用語を用いている。 

注 3 先行事例としては、後述のとおり和歌山大学、長崎大学、鹿児島大学、

琉球大学などがへき地教育実習を一部取り入れているが、必ずしも大

学全体の取組として体系化しているわけではない。 

注 4 ここで対象にしているへき地校とは、基本的にはへき地教育振興法施行

規則で指定された学校を指す。へき地教育振興法施行規則では、高校・

病院・郵便局の有無などを各点数にして、へき地等級を、準へき地・

へき地 1 級からへき地 5 級まで定めている。同じへき地校でも、へき

地性の状況は、段階的連続的なものであり、比較的市街地に近いへき

地校から、市街地まで数十キロあるへき地校など、様々なへき地性の

程度はある。いずれのへき地校も市街地地域にはなく、赴任希望者が

少ないという点では、共通している。ちなみに、北海道釧路管内では

釧路市を除いて約 80%がへき地校であり、根室管内では 95%がへき地校

である。 

注 5 アクションリサーチの語義は、広義に使われている場合が少なくない。

現場の実践家と研究者が協働で実践研究をする場合もあり、また「自

己成長のために自ら action を計画して実施し、その結果を観察して内

省するリサーチ」ととらえている場合もある。本論文では、単純に自

分の実践のみをとらえただけでなく、長崎・和歌山大学など他大学の

実践視察を行い、比較しながら自校の取組をとらえている。したがっ

て自らの実践ではあるが、相対化・客観化するように努めている。 

注 6 「へき地教育振興法施行規則」1959 年 7 月 31 日制定、2011 年 11 月 17

日最終改正 

 注 7 「日本におけるインスティテューショナル・リサーチの可能性と課題」

（塚原修一編著『リーディングス日本の教育と社会 高等教育』日本
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図書センター、2009 年） 

注 8 沖清豪「日本におけるインスティテューショナル・リサーチの可能性と

課題」、沖清豪・岡田聡編『データによる大学教育の自己改善-インス

ティテューショナル・リサーチの過去・現在・展望』、学文社、2011 年 

注 9 アメリカの学生参加型の授業改善の実践方法事例では、例えば、D.R ジ

ョンソン・R.T ジョンソン・K.A スミス著、関田一彦監訳『学生参加型

の大学授業-協同学習の実践ガイド』（玉川大学出版、2001 年）等があ

る。 

注 10 中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向け

て～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ」（2012 年 8 月）

「用語集」 

 注 11 溝上慎一「アクティブ・ラーニング導入の実践的課題」名古屋高等教

育研究センター『名古屋高等教育研究』第 7 号、2007 年 

 注 12 溝上慎一編『学生の学びを支援する大学教育』（東信堂、2004 年）27

頁 

 注 13 溝上慎一「大学生のタイプと学習支援・生活支援」、IDE 大学協会編『IDE

現代の高等教育』No.546、IDE 大学協会、2012 年 

注 14 山田礼子著『学士課程教育の質保証へ向けて-学生調査と初年次教育か

らみえてきたもの』（東信堂、2012 年）178 頁 

 注 15 山田礼子著『学士課程教育の質保証へ向けて-学生調査と初年次教育か

らみえてきたもの』（東信堂、2012 年）180 頁 

 注 16 河合塾編著『初年次教育でなぜ学生が成長するのか-全国大学長差から

みえてきたこと』（東信堂、2010 年）。および、河合塾編著『深い学び

に繫がるアクティブ・ラーニング-全国大学の学科調査報告とカリキュ

ラム設計の課題』（東信堂、2013 年）参照。いずれも量的な調査で学生

の成長の成果を検証している。 

注 17 山田礼子「第 2 章 学習成果測定方法の考察」、山田礼子『学士課程教

育の質保障に向けて-学生調査と初年次教育から見えてきたもの』（東

信堂、2012 年）26 頁〜44 頁 

注 18 山田礼子『学士課程教育の質保障に向けて-学生調査と初年次教育から

見えてきたもの』（東信堂、第 3 章から第 5 章）45 頁〜101 頁 

注 19 大竹奈津子・平尾智隆「初年次教育と教育目標の達成」、平尾智隆・梅

崎修・松崎寿和編『教育効果の実証-キャリア形成における有効性』（日

本評論社、2013 年）151 頁 
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 注 20 ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵-反省的

実践家は、行為しながら考える』（ゆみる出版、2001 年）7 頁 

 注 21 ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵-反省的

実践家は、行為しながら考える』（ゆみる出版、2001 年）25 頁 

 注 22 ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵-反省的

実践家は、行為しながら考える』（ゆみる出版、2001 年）23 頁 

 注 23 ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵-反省的

実践家は、行為しながら考える』（ゆみる出版、2001 年）108 頁 

 注 24 ドナルド・ショーン著、佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵-反省的

実践家は、行為しながら考える』（ゆみる出版、2001 年）107 頁 

注 25 コルトハーヘンの原著は、2001 年に出版されている。原著は、edited 

by Fred A.J. Korthagen 『 LINKING PRACTICE AND THEORY』Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. 2001 年 

 注 26 F.コルトハーヘン著・武田信子監訳『教師教育学-理論と実践をつなぐ

リアリスティック・アプローチ』学文社、2010 年 

 注 27 F.コルトハーヘン著・武田信子監訳『教師教育学-理論と実践をつなぐ

リアリスティック・アプローチ』（学文社、2010 年）168 頁 

 注 28 F.コルトハーヘン著・武田信子監訳『教師教育学-理論と実践をつなぐ

リアリスティック・アプローチ』（学文社、2010 年）5 章・6 章・8 章

の各章 

 注 29 武田信子「教師教育実践への問い-教師教育者の専門性開発促進のため

に」、日本教師教育学会編『日本教師教育学会年報』第 21 号、学事出

版、2012 年 

 注 30 三品陽平「反省的実践家養成のための省察的実習論の再検討-行為理論

セミナーの必要性」、日本教師教育学会編『日本教師教育学会年報』第

21 号、学事出版、2012 年 

 注 31 山崎準二・榊原禎宏・辻野けんま著『考える教師-省察・創造・実践す

る教師』（学文社、2012 年）170 頁 

 注 32 日本教育大学協会「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクト

による答申「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』の検討-『教

員養成コア科目群』を機軸にしたカリキュラムづくりの提案」2004

年 

 注 33 山崎準二「教員養成カリキュラム改革の課題」、日本教師教育学会編『日

本の教師教育改革』（学事出版、2008 年）118 頁 
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 注 34 山崎準二「教員養成カリキュラム改革の課題」、日本教師教育学会編『日

本の教師教育改革』（学事出版、2008 年）119 頁 

 注 35 姫野完治著『学び続ける教師の育成-成長観の変容とライフヒストリー』

（大阪大学出版会、2013 年）139 頁 

 注 36 姫野完治著『学び続ける教師の育成-成長観の変容とライフヒストリー』

（大阪大学出版会、2013 年）139 頁 

注 37 姫野完治著『学び続ける教師の育成-成長観の変容とライフヒストリー』

（大阪大学出版会、2013 年）135〜136 頁 

 注 38 文部科学省高等教育局教員養成企画室資料「教員養成の改革と充実」

2013 年 12 月 21 日 

注 39 本稿におけるナラティブ分析も、インタビューとして実施したもので

あるが、4 年間の経過を意識して話してもらったもので、内容的には

ストーリー性を有したものとなっている。そのため、一種のナラティ

ブなストーリー分析となっている。 

注 40 へき地小規模校の指導方法の独自性としては、同じ時間帯に２学級の

指導を並行に行う「わたり・ずらし」の指導方法や、直接指導と間接

指導の並行法、一斉指導と個別指導の並行法、グループワークによる

問題解決学習・自律的な運営を原則とする少人数学級経営、地域と連

携した行事運営など、市街地の大規模校とは違った独自的な指導方法

がある。そのため、へき地の教師には、これらの基本的な指導方法を

市街地大規模校の指導方法とは別に修得することが求められている。

ちなみに、これらの文献としては、「複式学級における学習指導の手

引」（北海道教育大学 学校・地域教育研究支援センター・複式学級

における学習指導の手引編集委員会編、北海道教育大学刊、2014 年 3

月）を参照されたい。 

注 41 往還型プログラムは近年教師教育研究において普遍的に提起されてい

る概念であるが、これに対峙する概念としては、積み上げ型教師教育

プログラムとして位置付けられるものが一般的である。この積み上げ

型教師教育プログラムは 3 年次まで大学の理論的な学習を行い、その

理論学習が終わって初めて実践的な学習を行うことができるとする

概念である。 

 注 42 川本治雄・植西祥司「地域から学ぶ『へき地・複式教育実習』」、『和歌

山大学教育学部教育実践総合センター紀要 No15』2005 年 
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        和歌山大学教育学部教育実習委員会・附属教育実践総合センター『へ

き地・複式教育実習の取り組み』2006 年 

        豊田充崇「『へき地・複式教育実習の成果と今後の展望』-2010 年度教

育実習改革プロジェクト報告」、『和歌山大学教育学部教育実践総合セ

ンター紀要 No21』2011 年、など。 

 注 43 長崎大学・鹿児島大学・琉球大学『長崎大学・鹿児島大学・琉球大学

三大学共同研究から 新しい時代の要請に応える離島教育の革新-教

育フォーラム in 五島市』2007 年および、寺嶋浩介・藤本登・藤木卓・

林朋美「へき地校をフィールドとした教員養成プログラムの実施と評

価」、日本教育工学会『日本教育工学会論文誌』2008 年 

 注 44 琉球大学教育実践総合センター「長崎・鹿児島・琉球 3 大学連携事業

報告 新しい時代の要請に応える離島教育の革新」、琉球大学教育実践

総合センター編『琉球大学教育実践総合センター紀要』第 14 号、2007

年 

注 45 北海道教育大学のへき地校体験実習Ⅰでは、主免実習前の 2 年次夏季

休業中に実施している。また他大学では、主免実習をへき地小規模校

で行う場合もある。これらに対する比較仮説という意味合いもあり、

主免実習で市街地を終えた後に、へき地校実習を行うことで、比較的

な意識でへき地校をとらえることができるという仮説を持っている。 

        この仮説は、他大学との比較を行ったわけではない。しかし、へき地

教育実習生の意識をとらえると、主免実習と比較しながらへき地小規

模校の特性をとらえる記述が多い。そのため、主免教育実習後のへき

地教育実習は、へき地を理解する上で効果的であるという仮説も、問

題提起しておきたい。 



 
 
表 0-5 北海道教育大学釧路校における教育実践力およびへき地教育実践力の理論と実践 

 

  

一般的な教師教育 へき地の教師教育 

発展段階 理論 実践 発展段階 理論 実践 

１年次 
・教育原理・教職論 ・教育フィールド研究 

１年次 
・へき地教育論 ・新入生研修 

等の教職系科目 （へき地教育のアクティブ・ラー （実地研修としてのへき地校訪問） 

  ニング） 
初年次課題意識形成期 初年次課題意識形成期 

 
2 年次-3 年次前期 

理論 実践  
2 年次-3 年次前期 

理論 実践 

・教科教育系科目 ・基礎実習 ・道東の教育、へき地学校教育論 ・へき地校体験実習Ⅰ（1週間実習）への参 
・教育実習（主免） 等の専門講義科目 加 

基礎的実践力形成期 基礎的実践力形成期 ・へき地校体験実習事前指導・事 
後指導 

・実習報告会による実践の振り返 
り 

 
3 年次後期-4 年次 

理論 実践  
3 年次後期-4 年次 

理論 実践 

・教科専門等の科目 ・教育実習（副免） ・へき地校体験実習事前指導・事後

指導 

・へき地校体験実習Ⅱ（2週間実習）への

参加 
・教育実践演習   

実践力発展期 実践力発展期 ・実習報告会による実践の振り返 
り 

・へき地・複式教育研究大会など 
実践理論の学び 

 
 

     

※資料：川前作成、2014 年 
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第1章 「へき地小規模校を取り巻く現状と新卒・若手教師育成の課題」 

  

 

 第 1節 北海道のへき地の現状とへき地教育の担い手の課題 

 本章の課題は、都市・農漁村の二極化構造が進行する中で、過疎化が進むへき地小規模

校を取り巻く環境変化と、それに伴うへき地小規模校の教員の異動状況および担い手教師

育成の課題をとらえることである。北海道は、とりわけへき地小規模校の数が多く、北海

道のへき地小規模校の担い手教師の状況は、典型的な現象をもたらしている。 

 このへき地小規模校の現状と教員の異動状況をとらえることによって、へき地小規模校

が多い地域においては、学部教員養成段階からへき地教育プログラムの設定を必要とする

背景も見えてくる。すなわちへき地小規模校が過疎化の進行によって、ますます小規模校

化していく中では、地域の生活基盤も崩れていき、それに伴って新卒・若手教師がへき地

小規模校に定着しないなど、へき地小規模校の担い手の育成も大きな課題となる。 

 東北 6 県と新潟県を合わせた面積を有する北海道では、550 万人の人口のうち、約半分

が札幌市内および札幌通勤圏に居住し、残りの半分が全道に散在している。そのため、政

令指定都市の札幌市及び札幌圏と、札幌圏をのぞく市町村とでは、基本的な産業・生活構

造が異なり、人口密度・経済構造・医療・生活環境等において、大きな格差が生じている。

さらにその人口格差・経済格差は、現在も拡大しつつあり、過疎問題を深刻化させている。 

 このような人口格差・経済格差は、地域生活にも大きな影響をもたらす。へき地とへき

地小規模校にも、子どもの生活・教育に大きな影響を与え、さらにそれはへき地教育を担

う教師の定着度にも大きな影響を与えている。へき地に与える影響の第一は、生活・医療・

福祉環境の崩壊による地域社会全体が崩壊していくということである。第二の影響は、そ

れにより学校統廃合が加速され、その結果地域のまとまりがさらに崩壊することである。

それに加えて、バス通学となる子どもの発達や教育にも大きな影響を与えるということで

ある。第三の影響は、へき地の教師の流動性が高く、それがへき地教育の定着性と継続性

を妨げていることである。 

 このようなへき地の過疎化・流動化の現状を踏まえたへき地教育の現状と担い手育成の

課題をそれぞれとらえていきたい。 

 

 

 第 2節 北海道の都市・農村の二極化構造とへき地小規模校 

  1. 過疎地域対策の歴史的展開 

 1960 年代後半から 1970 年代にかけては、日本全体が高度経済成長の波の中で、工業労

働力人口の急速な拡大と都市人口の拡大が進み、農村から都市への人口移動が急激に進行

した時代である。これは、一方での安価な工業労働力の調達の問題と、農業生産力を上げ
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るための規模拡大政策によって、意識的に進められた開発政策の結果であり、それによっ

て都市の過密化と農村の過疎化が生み出された。 

 農村からの人口減少は、単純に人口が減っただけでなく、行政の財政難や財政効率性問

題などをもたらし、その結果これまで行ってきた自治体行政サービスが急速に低下するこ

とを意味する。このため、住民の生活や地域社会そのものが崩壊する状況をもたらした。 

 このような中で、過疎地域の自治体を救済する目的で、1970 年に 10 年間の時限立法と

して、過疎地域対策緊急措置法が制定された。この法律は、生活基盤・産業基盤の補助を

行うことで、急速な人口減少をとめようとするものである。 

 1980年には、過疎地域振興特別措置法が制定され、産業基盤のみならず、定住条件とな

る福祉・生活条件等を向上させることを課題とした。過疎地域振興特別措置法を引き継い

だ1990年の過疎地域活性化特別措置法も、「生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に

比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別

措置を講ずる」（第1条）ものとして制定された。 

 2000年には、さらに継続法として、過疎地域自立促進特別措置法が制定された。この法

律では、「過疎地域自立促進市町村計画を定めるもの」とし、「地域文化の振興等を図るた

めの施設」などの地域文化を尊重するようにしている。さらに2010年には、過疎地域自立

促進特別措置法が改正され、市町村計画の中には、新たに「認定こども園」・「図書館」・「太

陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の自然エネルギーを利用するための施設」など、

教育面や自然環境を活かした特別措置についても重視するようになった（注1）。 

 さらに2010年の改訂の際には、それまで地方債対象施設として規定されていた第12条

の学校統廃合の要件を撤廃した。すなわち改訂前の第12条は、「学校を適正な規模にする

ための統合に伴い必要となり、又は必要となった校舎、〜中略〜学校を適正な規模にする

ための統合に伴い必要となった教員又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易

にするするための自動車又は渡船施設」の条文規定であったが、これらを単に「学校」「住

宅」「自動車又は渡船施設」とした。 

 この改訂は、統廃合を促すことを前提にしていた補助であったが、すでに適正規模を無

理に促進することによる教育的な弊害もでていること、また小規模校が地域社会の中で果

たす総合的な役割を考えることが重要であることを示すものであった。過疎地の学校の小

規模性の教育効果や地域効果を含めて検討しなければならない。 

 

  2. 北海道の二極化構造問題と農村振興の課題 

 過疎問題は、全国的に人口格差問題・地域格差問題を生み出したが、さらに北海道では

いっそう極端な都市と地方の問題を生み出した。北海道札幌市は、1970年には、人口100

万人を超え、1972 年に政令指定都市になった大都市である。札幌市はその中でも、2011

年時点で人口が192万人で、戦後以降150万人以上急増した世界でもまれな人口急増都市
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である。札幌市と隣接市を合わせると、2011年時点で約550万人の北海道人口の約半分が

札幌圏に住んでいる。総務省による全国の過疎指定地域の割合は、2011年時点で582市町

村が指定されているが、そのうちの北海道内の指定市町村数は143市町村で、全国の中の

24.6%を占めている。北海道の中では、2011 年時点で 180 市町村のうち 143 市町村が過疎

地域指定の適用を受け、全体の79.4%の高比率となっている（注2）。 

 北海道の人口移動が急激に生じた理由は、北海道の歴史的・文化的背景と就業構造によ

る。北海道の場合は、専業農家が兼業農家化する都府県の一般的な流れとは異なり、離農

離村と一方で規模拡大して地域にとどまる専業農家として展開していく。札幌市の急増人

口の大部分は、長期的には第一次産業従事者が、離職して札幌に集まっていくことによる。

さらに開拓社会の中で、先祖代々からの土地への執着が弱かったことも背景にある。 

 北海道の農業就業人口は、1990年時点の農業センサスでは、全国の専業農家数459,980

戸あるのうち北海道の専業農家戸数は37,160戸で約8%を占めている。2010年時点の農業

センサスでは、男子生産年齢人口のいる専業農家は、全国で183,805戸あるが、北海道は、

19,492戸で10.6%を占めている。全国に比して、北海道では農業を主業としている専業農

家が多いことが分かる。国勢調査結果では、2011 年度の北海道郡部の農漁業従事者は、

22.5%を占めている（「平成22年度国勢調査結果速報」）。北海道では、農業の規模拡大も進

み、一定の農業従事者が現在も都市部・市街地を除いて、かなり営農を継続していること

が分かる。札幌市・近隣都市と郡部の産業別の人口構成も大きな違いがあるが、さらに郡

部の中でも、町村の中心市街地区と農村部では、産業人口が大きく異なり、市街地区を除

いた農業就業者の比率は、さらに高いことが分かる（注3）。 

 北海道は、戦前・戦後の食糧政策もあり、広大な土地を食糧生産基地にするという農業

政策が、国家政策として進められた。しかし、農漁業もその後の国全体の外貨獲得の重工

業優先政策と食糧輸入化政策に転換していき、農業規模拡大政策と相まって、大量の離農

者を生み出していった。このように北海道は、国の食糧政策や産業政策の調節弁として翻

弄させられてきた。これにより生じた、都市と農漁村の流動化は、都市と農村の経済格差

問題を引き起こしている。さらに日本の経済格差問題は、都市と農村の問題だけでなく、

全般的な教育格差をもたらしている（注4）。 

 さらに、教育格差は、単純な学力テストの側面においても、地域的な学習条件や家庭環

境の格差が学力格差を拡大しており、全国学力調査結果においても、都市とへき地の差が

生じている。むろん学力の前提として、学力を狭い意味での学力調査結果の得点とするこ

とはできず、読書・文化活動・体験活動や長期的な生きる力の総体の一つして、目に見え

ない部分や数値で図ることができない部分を含めた学力の環境条件としてとらえなければ

ならないことは言うまでもないことである。 

 鈴木敏正は、北海道のこの市町村の中で、地域の参画を含めた地域創造教育を進めるた

めには、生涯学習計画が不可欠で、地域住民の参加が自己教育活動であり、それが主体形
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成になっていくとしているとしている（注5）。北海道で言えば、北海道を辺境地域として

マイナスにとらえるのではなく、地域創造教育の中で新たな自覚的な地域の担い手として

の「主体形成」としてとらえなければならないことを意味している。また笹井宏益は、農

村地域の教育の発展は、「地域社会が確立していること」を条件として、発展の可能性をと

らえることが重要であることを指摘している（注6）。また木村純は、地域の教育力を個々

の専門機関だけでなく、大学との連携とネットワークの中で、地域を支えることの意義と

大学が果たすべき地域の担い手養成が重要な課題となっていることを指摘している（注7）。

これをへき地の小規模校の課題としてとらえるならば、へき地小規模校の教師を育てる教

員養成大学が、地域と結びついて人材養成をしていくことの意義は重要であると言える。 

 都市と農村の二極化構造を有する北海道は、すでに農村の都市化を進めるような開発政

策は望むことはできない。北海道における観光レジャーや企業誘致型の開発政策は、バブ

ル崩壊後の経済では、巨大な借金を作る結果となり、基本的に失敗していると言える。し

たがって、農村環境を活かして、その中で地域を誇りに思い、地域に貢献する教育とその

担い手の育成が重要になる。 

 

 

 第3節 学校統廃合問題と地域教育の担い手としての教師教育の課題 

 過疎問題は、若年労働力の流出を伴って起きるために、その子どもも急速に減少してい

く。したがって、人口流出の割合以上に若年層の人口減少率は激しく、結果的に子どもの

数の急速な減少を招いている。その結果、北海道全体において、学校の統廃合を促進させ

ることとなる。 

 北海道の小学校の統廃合等による学校廃止は、2002年 31校、2003年 31校、2004年 33

校、2005年 38校、2006年 43校と、2002年から2006年にかけて毎年急速に増えている（表

1-1）。また2009年 38校、2010年 47校、2011年47校と再び増えている。近年においては、

毎年30校以上の小学校が統廃合されている。これらは北海道の財政難から、自治体の合併

と学校の統廃合を促進させたためである。 
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 表 1-1 北海道内理由別廃止学校数の推移（小・中学校） 

廃止学校数 公立小学校 公立中学校 

  理由

別 

年度 

統合

によ

る廃

止 

その

他 

計 統合

によ

る廃

止 

その

他 

計 

1993年度間 3 0 3 0 0 0 

1994年度間 19 0 19 3 0 3 

1995年度間 10 2 12 8 0 8 

1996年度間 25 0 25 3 0 3 

1997年度間 24 2 26 6 1 7 

1998年度間 17 1 18 8 0 8 

1999年度間 19 2 21 3 1 4 

2000年度間 14 2 16 5 0 5 

2001年度間 23 2 25 16 0 16 

2002年度間 29 2 31 5 1 6 

2003年度間 27 4 31 12 0 12 

2004年度間 28 5 33 17 0 17 

2005年度間 33 5 38 12 1 13 

2006年度間 43 0 43 12 0 12 

2007年度間 29 0 29 10 0 10 

2008年度間 26 0 26 7 0 7 

2009年度間 38 0 38 8 0 8 

2010年度間 47 0 47 9 0 9 

2011年度間 42 5 47 9 0 9 

2012年度間 35 0 35 12 0 12 

※ 「学校基本調査」より作成 

 

 

 へき地小規模校の統廃合は、単に子どもの教育の問題だけでなく、地域の文化センター

としての学校の機能が失われ、それによって地域の様々な文化活動や地域住民の交流が失

われるということである。へき地小規模校は、運動会・文化祭・収穫祭・総合的な学習の

発表会・スポーツ交流などが、学校と地域で一体化して開催される地域が多く、学校がな

くなることで地域住民の交流が急速になくなってしまうところが多い。地域住民の交流は、
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生産活動の交流や生活の互助活動・福祉活動等の総合的なコミュニティ機能をも失わせて

しまう。このような学校統合とそれによる総合的なコミュニティ機能を喪失させているこ

とが、さらに過疎化を進行させる条件にもなっている。 

 かつて若手教師は、へき地小規模校で地域と一体となって行事や教育活動を行う中で、

地域と連携することの重要性を実感的・実践的に学んでいた。しかし学校が統廃合される

中で、へき地小規模校に勤務する割合が少なくなると、それだけ教師は地域に根ざす経験

をしなくなると言える。 

 へき地小規模校のような、学校と地域が様々な教育活動で連携した様子を経験したこと

がない教師にとっては、地域との連携の具体的なあり方に関しては、その意義を認めたと

しても実感的な行動様式が認識できない。そのため、へき地小規模校での地域と連携した

活動を担わずに、遠方に住んで通勤することを当然と思うようになる。へき地の生活経験

は、たとえ市街地の学校に赴任しても地域との連携を意識できるが、その逆はあまり意識

できない。 

 学校統廃合が進行すると、教師も、無意識のうちにへき地小規模校の存在意義を否定す

るようになり、教育活動にも力が入らず、その意識が子ども達や地域住民にも態度で現れ

てしまうようになる。本来的には、へき地小規模校の指導方法の経験と開発は、個々の深

い児童理解・間接指導における自主学習方式・グループワーク・異年齢のリーダーシップ・

発表発言の拡大・人間関係の密接さとけじめ、地域カリキュラム、など市街地の大規模校

にも取り入れるべき教育活動の方法を見いだすことができる。それによって教師としても

大きく成長できるのであるが、統廃合される学校に対して研究開発意欲をなくしてしまう

教師も少なくない。 

 

 

 第4節 学校統廃合によるバス通学の拡大と教師の教育活動に与える影響 

 学校統廃合が進行すると、学校区が大きくなり、遠隔地域から通学する子どもはバス通

学となる。へき地小規模校どうしの統廃合の場合は、校区が極めて大きくなるので、放課

後の帰宅はほとんどスクールバスとなる。とりわけ道東・道北などの人口密度の低い地域

では、学校間の距離も離れており、ほとんどのへき地小規模校がスクールバスを運行して

いる。 

 このため、へき地小規模校では、これまで学校の課外教育活動として使っていた放課後

の時間が、バス発車の時間に制限されてほとんど使えなくなってきている。例えば、放課

後に個々の子どもの学習のつまずきに対して、個別に指導して学習到達度を引き上げるこ

とができなくなっている。 

 かつてへき地小規模校では、1990年代の多くの教師の実感として、正確な統計はないも

のの、子どもの学習到達度が平準化して、全体としての学力も比較的高位にあると言われ
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ていた。それはどの学校でも放課後の時間を使って、個別学習指導等を行っていたことに

起因している。したがって、へき地小規模校では、個別指導が複式授業であったとしても、

正規の授業時数の不足を補う条件となっていた。 

 このような個々の子どもの学習状況やつまずきを把握する経験は、一斉指導が中心とな

らざるを得ない大規模校においても、重要な経験となる。本来的には学習のつまずきは、

個々の子どもごとに異なっており、学力格差が大きくなっていると言われる現代であるか

らこそ、そのことを念頭におかなければならない。すなわち、一斉指導と個別指導を学習

指導において両者を使い分けることが必要となる。 

 へき地小規模校におけるバス通学の展開は、これまでへき地小規模校で若手教師が経験

していた個別指導の経験が行われなくなり、それによって個別指導が学力格差を縮小する

条件であることの認識を失わせる。これまで若い教師が多いにもかかわらず、へき地小規

模校の学習到達度の水準を高めていたのは、個別指導を行っていたことも要因の一つであ

るが、そのことを認識しないまま、学力格差の要因を家庭の教育力の差だけに求める傾向

も生じている。 

 

 

 第5節 へき地小規模校の若手教師の流出による学校運営の課題 

 へき地小規模校の状況が学校統廃合やスクールバス化することによって、学校と地域の

関係が希薄になってくるが、それに伴い若手教師も地域に根ざさなくなってくる。地域と

連携して教育活動を行うことによって、地域と連携する教育効果も認識できるが、それが

希薄になることによって、徐々に地域の行事に参加しなくなり、保護者・地域住民との日

常的な接触も行わなくなってくる。さらに若手教師は当該地域に住むこともしなくなり、

日常的な関係も希薄になってくる。それによって、様々な教育活動を行う際の保護者・地

域住民への協力依頼もできなくなってくる。 

 またへき地地域の生活に不慣れで、地域に根ざさなくなってきた教師は、居心地の悪さ

を感じて早く転出しようとする傾向も強くなってくる。近年の若手教師ほど、元々生育過

程で地域の人々と一緒に活動体験に取り組む経験が少なくなっているために、ますますへ

き地地域に根ざすという意味を実感的に認識できない。へき地小規模校に赴任して、そこ

で改めて当該へき地地域に根ざすことの意味を意識して赴任すれば良いが、へき地小規模

校での地域に根ざす意味も認識できないまま赴任すると、最初から地域の中に入ろうとし

なくなる傾向が強くなる。若手教師が地域に根ざすことは、様々な面で保護者との関係の

あり方を学べる機会であるが、そのような機会を失っていると言える。 

 また若手教師が異動希望を出して転出していくと、へき地小規模校では、中堅教師がい

なくなり、様々な技能伝達やへき地小規模校の良さを伝える人もいなくなってしまう。中

堅教師が全体を見渡して、若手教師の役割とその位置づけを与えることによって、若手教
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師も安心して教育活動を展開することができるが、自分の立ち位置やその意義付けを与え

てくれる人がいなくなると、若手教師は不安になってしまう。 

 学校組織の中では、校長が大きな方針を出すが、教頭は実務的に様々な職務を担ってい

る。そのもとで中堅教師は、ある程度教師のできることとできないことを聞きながら、学

校で改善していくことを提起したり、現在の方針を選択した経過と背景を説明したり、個々

の教師が実施していることの意味づけを与えることができる。このような管理職とは異な

る中堅教師が持っているとりまとめ役は、若手教師が多いへき地小規模校にとって、重要

な役割を果たしている。 

 

 

 第6節 へき地の教師の定着率の向上と若手教師育成の課題 

  1. 北海道の異動希望人事と教師のライフサイクル 

 北海道教育委員会が1978年に作成した「 “北海道公立学校教職員”人事異動要項」に

おいては、次のように記されている。 

 基本方針には、「本道においては、その地域は広大であり、さまざまな地域性を有しつつ

都市部と郡部が共存している現状にあり、これらの地域の多様な実態に即した教育条件の

整備を計画的に進めると同時に、教職員の人事交流に努め、絶えず教育の機会均等、全道

的な教育水準の向上に意を用いなければならない」としている。また実施方針の中にも、

「都市部と郡部間、へき地と非へき地間の交流に努める」（注8）としている。すなわち都

市部と郡部に均等に配属できるようにすることが重要な指針となっている。 

 一方北海道は広大であることが、教師の転勤に伴う生活条件やライフスタイルにも影響

してくる。例えば、自宅を有した場合や共働きの場合には、通勤距離の限界地域への転勤

の問題が生じる。また教師の子女の小・中・高校の通学条件からすれば、常に転勤に伴い

子女が転校しなければならなくなるため、逆に転校しないように単身赴任を選択する教師

も出てくる。また子女が高校生である場合などは、転勤しても、通学する高校がないとい

うこともある。 

 このような広大な北海道の人事異動が教師のライフサイクルに大きな影響を与えるとい

う特殊性を持っているために、人事異動では教師の希望を踏まえて、柔軟な運営を行うこ

とができるようにしている。 

 同じく北海道教育委員会が1978年に作成した「 “北海道公立小中学校教職員”人事異

動実施要項」（注 9）では、異動対象者に関して、「異動希望者については、希望の意向を

十分把握するとともに、現在校勤務年数について、一定の制限年数を考慮する」としてい

る。すなわち、北海道の場合は、新卒者4年間、新卒者以外の教員6年間、という基準勤

務年数を定めており、この期間を超える者は、「希望の意向を十分把握する」ようにしてい

る。 
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 また異動上の留意点では、「高度へき地学校に勤務している者の異動については、十分に

配慮するもの」としており、へき地学校の教師の希望を聞くようにしている。 

 このような人事異動の原則からすれば、公平性を維持しつつも、教師の希望によって、

生活条件が便利な市街地への転勤希望が寄せられることは想定できる。すなわち初任者 4

年、初任者以外の教師6年を過ぎれば、へき地から市街地の学校に転勤希望を出す人が出

てくるために、へき地小規模校の中堅教師がいなくなる。この結果として、地域・学校に

よって年齢の不均等が生じてくる。 

 このような結果は、おおむね北海道内の教育局の所轄管内別の教員年齢構成でもその影

響が現れている。管内別に見ると、札幌・石狩管内は、全体の教師の平均年齢が高く、年

齢バランスが均等になっている。一方、札幌から遠い地域では、30才までの若手教師の比

重が高くなっている（注10）。 

 

  2. 年齢構成の課題と対応方法 

 表 2-2は、小学校・中学校の教員年齢別構成比である。全道の中でも、へき地比率が高

い管内をA・B二管内抽出して、全道の構成比と比較した。管内で出している調査年度と北

海道全体の学校教員調査年度（3 年に一度の調査）が異なるが、基本的な構造は変化して

いないので、比較してみる。 
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 表 2-2 小学校・中学校の教員年齢別構成比 

教師の年代別構成比【小学校】 

小学校教員 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合計 

上段人:下

段％ 

備考 

Ａ管内 

2010年度 

122人 

30.7% 

143人 

35.9% 

96人 

24.1% 

37人 

9.3% 

398人 

100.0% 

一般教諭

のみ 

Ｂ管内 

2010年度 

68人 

21.5% 

130人 

41.1% 

87人 

27.5% 

31人 

9.8% 

316人 

100.0% 

一般教諭

のみ 

北海道全体 

2007年度 

12.9% 32.0% 28.6% 26.5% 100.0%  

教師の年代別構成比【中学校】 

中学校教員 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合計 

上段人:下

段％ 

備考 

Ａ管内 

2010年度 

90人 

30.2% 

114人 

38.3% 

69人 

23.2% 

25人 

8.4% 

298人 

100.0% 

一般教諭

のみ 

Ｂ管内 

2010年度 

65人 

27.4% 

112人 

47.3% 

47人 

19.8% 

13人 

5.5% 

237人 

100.0% 

一般教諭

のみ 

北海道全体 

2007年度 

12.8% 34.7% 30.7% 21.8% 100.0%  

※1 学校教員調査より作成。学校教員調査は3年に一度実施されるため、本稿執筆時点の

北海道合計の最新版は、2007年度調査である。 

※2 A管内・B管内の2010年度調査は、教育局が独自に実施した集計資料による。 

 

 

 小学校 A管内では、20 歳代が 30.7%を占めており、北海道全体の 12.8%に比べて若手教

師が非常に多いことを示している。一方40歳代は、A管内が24.1%であるのに対して北海

道全体は28.6%で多くなっている。さらに、50歳代は、A管内が9.3%であるのに対して、

北海道全体は26.5%で、A管内は年配教師の割合が少ないことが分かる。 

 小学校 B管内でも同様に、20 歳代が 21.5%であり、北海道全体の 12.9%よりも若手教師

の割合が多い。B管内の 40 歳代は 27.5%で北海道全体とあまり差はないが、50 歳代は、B

管内 9.8%であるのに対して、北海道全体は 26.5%であり、B 管内も年配教師の割合が少な

い。 
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 中学校の年齢別構成比も見てみる。中学校A管内の20歳代は、30.2%で多いのに対して、

北海道全体は 12.8%で少ない。40 歳代は、A 管内 23.2%であるのに対して、北海道全体が

30.7%である。50歳代は、A管内8.4%であるのに対して、北海道全体は21.8%であり、A管

内の年配教師が少ない。 

 B管内中学校も、20歳代が27.4%であるのに対して、北海道全体は12.8%で、B管内も若

手教師が多い。40歳代は、B管内が19.8%で少ないのに対して、北海道全体が30.7%である。

50 歳代は、B管内が 5.5%であるのに対して、北海道全体は 21.8%であり、B管内の年配教

師が少ない。 

 これらを見ると、へき地が多い管内では、教員の年齢構成が全体として若手が多く、年

配の教員が少ないことが分かる。これは全体として、中堅教師が転出して、それだけ若手

教師の比率が高まっていくことを示している。校内の年齢別の役割としても、ある程度年

齢構成が均等に配置されていれば、それぞれの役割を分担することができるが、年齢構成

がどちらかに傾斜すると年代ごとの役割が分担できにくくなる。 

 このような管内別の年齢差もその違いが出ているが、同じ管内でも中核的な市と郡部で

は年齢構成に差が出ている。すなわち中核的な市では、比較的年齢構成が均衡になるが、

郡部の町村では若手教師が多くなる。 

 このような年齢の不均衡をなくすために、北海道教育委員会では、3 つの教育局管内に

赴任・定着する教師を、5 名ずつ別枠で採用する地域特別枠制度を導入した。この別枠の

採用教師は、管内だけで転勤して、札幌や他の管内に異動しないことを前提に採用する制

度である。この制度は、長期的に遠隔地の管内に定着する教師を育成しようとするものと

して、高く評価できると言えよう。さらにこの制度に加えて、へき地の多い北海道では、

北海道の地方に定着できる教師を送り出すプログラムを、教員養成課程の中で作っていか

なければならないと言える。 

 

 

 第7節 へき地小規模校の教師の担い手育成の課題 

 以上、北海道に典型的に見られるような、へき地小規模校を取り巻く地域環境の状況と

それに伴う教員異動の状況をとらえてきた。特に遠隔地にあるへき地小規模校には、生活

の不便さから異動希望者が少なく、新卒・若手教員で埋め合わせる傾向が強いことを明ら

かにしてきた。 

 北海道は、札幌圏への一極集中型の構造を持ち、他方の農漁村地域を含む周辺地方では、

第一次産業の停滞と過疎化が進行している。それはさらに大人の減少だけでなく、子ども

の数も大きく減少することに連動している。経済格差が地域格差を生み、それが教育格差

にもつながっていると言える。 

 このような産業・経済・生活の格差を背景として、札幌圏への人口集中とへき地の過疎
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化はいっそう進行している。過疎化の進行によって、へき地小規模校も統廃合が進んでい

る。へき地小規模校の統廃合は、その地区のまちづくりや生活圏の住民のネットワークづ

くりの重要な核である学校がなくなるということで、まちの活性化と住民生活の共同性も

低下することを意味している。 

 さらに生活圏の住みやすさの格差に伴って、教師もへき地小規模校の赴任を敬遠する傾

向があり、中堅教師が転出希望を出して異動することも少なくない。また中核市などから

へき地小規模校に遠距離通勤して、地域と一体となった教育活動を担わなくなる傾向も出

ている。その結果へき地小規模校の教育活動を継承するべき中堅教師の層が薄くなる傾向

も生じている。 

 このような中では、へき地小規模校の担い手教師の意識的な育成も重要になる。へき地

小規模校では、今でも地域の中心としての学校の役割も大きく、また学校のカリキュラム

や学校運営にも地域を活かした教育課程や学校経営を展開している。すなわち、へき地小

規模校は、地域の中心としてまちづくりの役割も果たしながら、同時に地域の協力を得て

学校運営を行っている。そのためへき地小規模校に赴任して、地域との関係を教育活動の

一環として重視することができる教師を養成することが重要である。 

 またへき地小規模校では、地域づくりの総合的な学習活動や行事運営など、具体的な地

域を活かしたカリキュラムを展開することが重要であり、地域教育活動や地域教材などを

意識して創り出す方法も求められている。 

 さらに、へき地小規模校では、複式授業や少人数指導など、へき地小規模校での独自の

指導方法を使い、小規模性を積極面として活かすことができる指導方法が求められている。

小規模性は社会性やコミュニケーション力の育成に限界があると懸念されるが、逆にへき

地小規模校の小規模性だからこそできることを活かして、社会性やコミュニケーション力

を発展させていく必要がある。また地域との連携による社会性やコミュニケーション力を

発展させることもできる。 

 このようなへき地小規模校に対応できる経験とその観点は、ある程度大学の中で身につ

けてから学校現場に赴任しなければならない。へき地小規模校での教育活動の特性や対応

方法が踏まえられていなければ、教師がへき地小規模校独自の指導方法に戸惑い、へき地

小規模校への定着をいっそう妨げてしまうからである。 

 そのためには、教員養成大学において、学生がへき地小規模校の特性をとらえる講義を

受講することや、へき地教育実習を経験して、へき地小規模校の特性に慣れたり、小規模

性をプラスに活かす実践的方法を経験することが不可欠である。新卒でへき地小規模校に

赴任する前の心構えや観点を認識しておくだけでも、赴任後のイメージが大きく異なる可

能性が高いと言える。 

 以上とらえてきたように、へき地小規模校では、生活の不便さから教師の異動希望が少

なく、転出希望者が多い。この転出欠員を埋めるために新卒・若手教師が配置される傾向
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が強い。教師が定着しないために、へき地小規模校に対応した指導技能も学校全体として

蓄積されていかない。このような現実からすれば、新卒若手教師がへき地小規模校に赴任

しても対応できるような意識と技能を、新卒赴任前に会得することも重要である。このよ

うなへき地小規模校での定着と指導力を高めるための、教員養成大学におけるへき地教育

プログラムの導入と効果の検証が課題である。 

 へき地に教員が定着しない問題は、基本的には過疎問題が起きる地方の経済問題・産業

問題を克服しなければならないと考える。北海道は、寒冷で歴史が浅いという自然的・歴

史的・産業的な特殊性から大部分の地域は、人口過疎地である。 

 政策的には、人事異動のあり方自体を改善していくことが求められるが、一方北海道の

異動希望人事制度の背後には、中堅の教職員の生活権利保障の要望があり、単身赴任の問

題や親の介護・子弟教育の問題などが、市街地希望理由の背後にある。そのため、一定の

異動希望人事を採用せざるを得ない。 

 また、教員比率でも4割を占めるへき地校の教職員の人事は、かなりの広範囲にわたる

もので、必ずしも一部の教員の政策的配慮だけではまかないきれない現実があり、すべて

を改善することは難しい。しかし、このような中にあっても新卒赴任者の定着を継続的に

発展させることによって長期的にはへき地への定着が図られるものである。 

 次章では、へき地小規模校の教師の現状に対応するための、へき地教育プログラムの体

系化と[理論と実践]の往還構造をとらえていきたい。 
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注記 

注1. 「過疎地域自立促進特別措置法」平成12年3月制定、最終改正平成23年5月2日

改訂版。 

注2． 総務省自治行政局過疎対策室「総務省過疎地域指定市町村等一覧」、総務省、平成

23年9月26日現在 

注3． 農林水産省「2010年農業センサス」 

注 4． 経済格差問題が教育の再生産に与える影響については、橘木俊詔著『日本の教育

格差』岩波新書、2010年、参照。また教育の貧困問題としては、子どもの貧困白

書編集委員会編『子どもの貧困白書』明石書店、2009年、参照。 

注5． 鈴木敏正著『新版 生涯学習の教育学-学習ネットワークから地域生涯学習計画へ』

北樹出版、2008年、参照。 

注 6. 笹井宏益「生涯学習の視点から見た農村地域の発展可能性」、農林水産政策研究所

編『人口移動・地域再生方策と農の教育及び福祉機能』、農林水産政策研究所、2004

年 

注7. 木村純「生涯学習における大学の役割:生涯学習者を育てる大学」、北海道大学大学

院教育学研究科『北海道大学大学院教育学研究科紀要No85』、2002年、参照。 

注8． 「 “北海道公立学校教職員”人事異動要項（教育委員会決定）」昭和53年9月29 

    日 

注9． 「 “北海道公立小中学校教職員”人事異動実施要項（教育長決定）」昭和53年9

月29日 

注 10. 「学校教員統計調査」によるが、表は省略してある。「学校教員統計調査」は、3

年に一度調査されており、全道の最新版は2010年である。北海道教育委員会各教

育局のホームページで教員の年齢構成は各管内の独自の調査により公表されてい

る。 
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第2章 「へき地教育プログラムの体系化と[理論と実践]の往還構造」 

  

 

 第 1節－課題と方法－ 

 本章の課題は、へき地の教育と技能の担い手を育てるへき地教育プログラムの体系化を

とらえ、そこでの[理論と実践]の往還の意義をとらえていくことである。すでにとらえた

ように、教師教育において、[理論と実践]の往還が重要な学修条件となるのであれば、へ

き地における[理論と実践]の往還も、へき地教育の重要な学修条件となる。この[理論と実

践]の往還を基底にしたへき地教育プログラムの体系化を図ることが重要になる。 

 へき地小規模校に根ざす教師教育を進めるへき地教育プログラムをとらえる一環として、

本章では、北海道教育大学釧路校のへき地教育実習及びへき地教育関連講義の体系化の理

念と実践方策の全体構造をとらえる。北海道教育大学釧路校を取り上げる意義は、最もへ

き地校が多い北海道を背景にして、全国の大学の中でも本格的にへき地教育の講義とへき

地教育実習の体系化を試みているからである。へき地講義やへき地教育実習も一つ一つの

取り組みを分析することが求められるが、ここでは最初にへき地教育プログラムの全体構

造とその意義をとらえておきたい。 

 まず学部学生が元々持っているへき地のイメージがマイナス面を強く持つとしたら、そ

れを大学内で転換するためにはどのようなプログラムが必要になるかを試行的にも取り組

む必要がある。一般的に全国どこでもへき地小規模校には教師は赴任したがらない傾向が

強く、若い教師においては、へき地に住まずに遠方の市街地から通勤する傾向や、地域の

行事や活動に溶け込もうとしない傾向が強くなっている。このへき地小規模校を敬遠する

傾向は、学校全体の教育力や指導意欲を維持する上でも深刻な問題である。 

 へき地のマイナスイメージ転換のためのプログラムとして大きな課題となることは、第

一に、へき地教育実習の体系化である。へき地教育実習の中には、へき地小規模校での体

験・実習およびへき地での生活体験が含まれる。学生のへき地校体験・生活体験・へき地

教育指導体験が、へき地のマイナスイメージと敬遠意識の転換に果たす役割と可能性をと

らえながら、体系化していくことは重要である。第二に、へき地に関する講義の体系化で

ある。 

 本へき地教育プログラムは、2006年度の1年生から開始したものであり、まだ若干年の

卒業生が出始めたばかりである。したがって、長期的な分析はこれからの課題であるが、

本研究では、新卒者がへき地に赴任するまでの学生の意識転換の端緒的な可能性をとらえ

ることに限定せざるを得ない。したがって今後推進すべき学生のへき地生活体験・へき地

教育指導体験の必要性と試行課題をとらえることを中心に分析しておきたい。 

 全国的に見ると、へき地小規模校の占める割合が高い都道府県がいくつかあるが、その
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中でもへき地小規模校数がほぼ半数を占める北海道においては、教師は、へき地地域の特

性や複式授業の特性を意識して実践しなければならない。何故なら、通常の教育実習は市

街地で行われるために、新任教員にとっては、へき地の独自性も対応方法も分からずに、

困難に直面してしまうからである。そしてへき地小規模校に赴任した新任教師のほとんど

が、元々有していたへき地のマイナスイメージに加えて、へき地の良さや可能性も理解で

きずに転出しようとしてしまう。 

 このような中で、学生時代にへき地地域とへき地小規模校の特徴を体験し、その良さを

活かす方法と可能性を学習しておけば、へき地を敬遠し転出しようとする意識をある程度

軽減できる可能性を持っている。何故なら、学生の場合は、ある程度柔軟に生活体験も受

け入れることができ、またへき地の学習に関しても、目前の対応に追われることなく、じ

っくりと時間をかけて自らの意識の中に反芻しながら、可能性の認識を広げていくことが

できるからである。また現実に北海道では、新卒者の半数がへき地校に赴任するという実

態からすれば、学生時代にへき地小規模校の指導方法を学び、へき地への抵抗感をなくし

ていくことも重要である。このように新卒赴任前の学生時代に、へき地の地域性を体験的

に理解し、小規模校の少人数指導などの指導方法に体験的に慣れておくことが不可欠であ

る。 

 へき地地域に慣れ、良さと可能性をとらえる体験と学習方法は、以下のような可能性を

踏まえながらプログラム化している。第一に、学生時代にへき地に住む生活体験が重要で

ある。第二に、へき地でのマイナスイメージをプラスに転換する体験=パラダイム転換の経

験が重要である。また体験的な活動を発展させる考え方と方法は、第一に、短期的な体験

から長期的な体験活動への漸次的に移行すること、第二に、地域活動を含めたへき地体験

を積み上げること、第三に、大学の講義での理論的学習とへき地の現場での体験活動との

往還的学習を考慮すること、の三つを方法的な特徴としている。 

 このような課題と方法を踏まえて、へき地教育プログラムの全体構造を押さえるととも

に、学生のへき地に関する学びと体験活動による意識変化の端緒をとらえる。へき地教育

の体験活動・実習・講義の体系化は、いまだその研究蓄積はほとんどないが、へき地校を

多く抱える地域における学生指導のあり方のスタンダードプログラムを考える礎石とした

い。ただし同じへき地の中でも離島・山間・平野の各へき地は、生活圏・研修のあり方な

ど、異なるものが多い。そのため釧路の取組を全国で全く同じにすることはできないと言

える。そのためすべてのへき地教育プログラムの活動をスタンダードとすることはできな

い。 

 一方、釧路校の取組から普及できる考え方やへき地教育指導方法・運営上の課題克服の

方法などは共通する部分もあるので、釧路校のへき地教育プログラムも、他大学・他地域

に参考にしてもらえる内容を有している。その意味では、部分的にはスタンダードの一つ
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になると考えている。 

 

 

 第2節 へき地理解教育とへき地教育実習の必要性 

 へき地小規模校は、全国で5000校ほどあり、へき地小規模校の特性に応じた教育活動の

担い手を育てることも、地方大学の教師教育の重要な課題である。北海道は、小学校で1261

校のうち679校、中学校で665校のうち366校の過半数がへき地指定校（2009年度）であ

る。北海道では若手・中堅教師がまずへき地小規模校にある程度定着して、へき地教育の

担い手となることが、学校全体の教育力を高めていく上で不可欠となっている。さらに近

年の若い教師においては、へき地に住まずに遠方の市街地から通勤する傾向や、地域の行

事や活動に関わる物理的な時間が取れない傾向も強くなっている。このへき地小規模校を

敬遠する傾向は、学校全体の教育力や指導意欲を維持する上でも深刻な問題である。また、

子どもの生活力を培う上でも教師の指導力が求められている。 

 現時点での全国におけるへき地教育に関わる教師教育の実践はそれほど多くはなく、日

本の辺地に位置する琉球大学・鹿児島大学・長崎大学・高知大学等が、へき地教育実習等

の取り組みを進めている。これらの大学は、後背地にへき地校を多く有している大学であ

り、琉球大学・鹿児島大学・長崎大学では、離島を多く抱える地域として、離島対応型の

プロジェクトを組んでおり（注1）、高知大学では山間部のへき地が多いために、山間部対

応型のプロジェクトを組んでいる（注2）。北海道は、広大な平野地の中に点在するへき地

を前提にしているが、いずれの形態のへき地も、基本的な特性は共通している。 

 へき地を多く有するこれらの大学は、それぞれ学校との交流シンポジウムや大学間の情

報交流の中で、へき地教育指導の内実を高めようとしている。北海道教育大学もこれらの

大学との交流を深めながら、へき地教育プログラムの改善を進めている。北海道教育大学

釧路校のへき地に根ざす教育実習及びへき地教育講義の取り組みも、へき地小規模校への

赴任を敬遠する全国的傾向に対応した、講義および実習の体系的なプログラム開発の一環

に位置づいている。 

 このような問題意識から本章では、第一に、北海道教育大学釧路校へき地教育プログラ

ムの構造化の理論と特徴の全体像を明らかにする（注3）。とりわけ[理論と実践]の往還の

応用的な考え方としての、へき地教育の講義と教育実践との発展的な関係の在り方を明ら

かにしたい。 

 第二に、へき地教育プログラムの一つを構成する、へき地教育講義の体系化と講義内容

における体験的指導方法の特徴を明らかにしたい。特に講義の中で、学生のへき地へのマ

イナスイメージを転換するパラダイム転換のワークショップの体験方法と教育効果を明ら

かにする。 
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 第三に、1 年生で行う、へき地教育実習の端緒的体験としての、へき地校 1 日訪問「新

入生研修」の体験的意義と特徴をとらえる。特に学生の段階でたとえ1回でもへき地小規

模校に赴く体験の必要性を明らかにする。 

 第四に、1〜2年生で行う、地域に根ざすためのへき地行事参加の体験的取り組み、およ

び住民との交流体験の教育的意味を明らかにする。 

 第五に、3〜4 年生で行う、へき地教育実習（釧路校では、「へき地校体験実習」の名称

であるが、ここでは一般名詞としてへき地教育実習と称する）の取り組みをとらえる。と

りわけ短期的教育実習から長期的教育実習の段階的発展の実践方法と理念について明らか

にする。 

 これらを踏まえて、へき地教育プログラムに根ざす教師教育の課題を、へき地教育実習

およびへき地生活体験と教育指導体験の意義と実践のプロセスを段階的に踏まえてとらえ

る。 

 

 

 第3節 北海道教育大学釧路校へき地教育プログラムの構造化の[理論と実践]の仮説 

 近年の教師教育改革の基本的な方向性としては、日本教育大学協会モデル・コア・カリ

キュラムが示した「体験-省察の往還」の取り組みが重要な改革の柱となっている（注4）。

この答申と前後して、教員養成系大学・学部のほとんどにおいて、教育実習・実践機会の

拡充を中心としたカリキュラム改革が進められている（注5）。また実習機会の拡充ととも

に、[理論と実践]をつなぐ活動の一環として、振り返りを導入する試みも多くの大学で進

められている（注6）。このような取り組みと関連した理論としては、ドナルド・ショーン

『専門家の知恵-反省的実践家は行為しながら考える』（注 7）に見られるような、「『行為

の中の省察』を基礎とする『反省的実践家』」の理論がある。 

 この[理論と実践]をつなぎながら成長していくプロセスを前提にするならば、へき地に

対応する教師教育においても、へき地の理論とへき地教育実践を往還する体験的プログラ

ムが不可欠である。学生自身の幼少期における自然体験・生活体験が乏しいことからすれ

ば、へき地での生活体験の意義も大きい。 

 北海道教育大学釧路校のへき地教育プログラムの全体コンセプトとその中心的な特徴を

概してとらえるならば、次のような全体像と理論仮説を設定し、そのもとで実践的に試行

改善を続けている。 

 第一に、へき地教育に関する講義を設定して、へき地に関する理論的一般的な知識を、1

年生から段階的に設定していくことが重要だということである。 

 そのため北海道教育大学釧路校では、1 年次の一般教養でほぼ全員が学ぶ「へき地教育

論」を基礎科目として位置づけるとともに、3年次でへき地教育実習（「へき地校体験実習」
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をへき地教育実習と称する）に行く学生に対しては、事前指導の一環として、専門科目「道

東の教育」を3年次に、「へき地学校教育論」（選択）を2年次から受講するようにしてい

る（図2-1）（表2-1）。 

 

図2-1 北海道教育大学釧路校教育実習・実践の体系化の構造 
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表 2-1 へき地教育プログラム事業 

プログラム事業名 担当者 内容 参加者数 
新入生研修（へき地小規

模校訪問） 【実習】 
教育実習委員会 

担当者4名 
・釧路・根室管内小規模

校 24 校に１日訪問(１年

生 198 名）し、少人数指

導や複式授業を参観、全

校児童との交流を行う事

業 

・200名 

(１年生198名） 

・入学後間もない5

月に毎年実施して

いる。 

へき地教育論 【講義】 川前＋へき地教

育アドバイザー 
・講義15コマ 

へき地のイメージ転換、

学習指導の類型化、学校

と地域の連携、小規模校

の特色ある教育活動な

ど、グループワークを取

り入れた参加型授業 

・前期200名(１年

生198名) 

・選択科目である

が、ほぼ全員が受

講。 

へき地校体験実習Ⅰ 

【実習】 
釧路校へき地校

体験実習委員会 
大学夏期休業中の 1 週間

をへき地地域に滞在し

て、少人数指導や複式授

業を参観、全校児童との

交流、地域行事に参加す

る実習 

・2年生 20名程度

が参加 

・希望者が多く、

倍率は例年 2～3

倍。 

道東の教育 【講義】 川前＋へき地教

育アドバイザー 

＋釧路校へき地

校体験実習委員

会 

・講義15コマ 

・へき地小規模校への 1

日訪問を実施している。

少人数指導や複式授業の

学習指導を参観。 

・複式模擬授業を実施。 

・前期 3 年生以上

100名程度受講。 

へき地校体験実習Ⅱ 

【実習】 
釧路校へき地校

体験実習委員会 
後期 2 週間をへき地地域

に滞在して、少人数指導

や複式授業の教壇実習を

中心とした実習。全校児

童との交流や、学校・地

域行事にも実習生として

参加する。 

・3年生以上30名

程度が参加 
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 その講義の中でへき地を解説する場合には、へき地に対する学生のイメージが一般的に

マイナスのイメージを有しているために、単にへき地のプラス面を説くだけでなく、学生

自らがマイナス面をプラス面に転換できるように、価値観や評価基準を転換していくよう

なワークショップ方式を導入している。 

 第二に、へき地教育の実践的指導力を高める上で不可欠なへき地教育実習も段階的に高

めていくことが重要だということである。へき地校教育実習期間の設定は、学生がへき地

小規模校の特性に慣れている訳ではないために、最初から長期間のへき地教育実習に入る

のではなく、短期的なへき地体験から徐々に慣らしながら長期的なへき地教育実習に入っ

ていくことが重要だということである。 

 そのため北海道教育大学釧路校では、へき地に1日だけ訪問する「新入生研修」（1年生

対象）から開始しながら、徐々に学年進行の中でへき地の「1週間体験実習」（2年生対象）・

「2週間体験実習」（3・4年生対象）に移行するようにしている。 

 第三に、へき地地域での教育活動や学校運営においては、地域との連携を前提にしなけ

れば、学校行事・ボランティア活動・総合的な学習などの教育活動もよりよく運営できな

い。そのために、地域と一体となった行事にも参加して、地域との連携の在り方を学ぶ体

験が重要だということである。 

 へき地教育実習とは別に、運動会・文化祭・収穫祭など、学校と地域が一体となった行

事にも学生が自発的に参加できるように対応している。これらの行事には比較的専門的な

知識がなくとも早くから参加しやすく、対象学年は、1 年生から 3 年生まで希望する学生

が随時参加できるようにしている。このような行事を通じて、学生がへき地の地域住民と

普通に交流できる体験が重要である。 

 第四に、へき地地域への赴任は、へき地の生活にも慣れることが重要であるために、へ

き地教育実習においては、学生時代にへき地の現地に住んで、へき地の生活に慣れる体験

も重要だということである。 

 そのため北海道教育大学釧路校では、教育委員会・受け入れ校と連携して、校区内の住

宅を借り受け、へき地地域に学生を住まわせるようにしている。たとえ大学から通勤1時

間程度の通えるへき地校であったとしても、実際に住んでみる体験が重要である。へき地

はコンビニエンスストアもなく、必ずしも整備された住宅でもないが、柔軟性のある学生

時代に質素なへき地の生活体験をすることが重要であると位置づけている。 

 以上のような北海道教育大学釧路校へき地教育プログラムの理念と全体的特徴を年次進

行的に捉えるならば、以下のような流れとなる（図2-1）。へき地教育プログラムに入る以

前の前提としては、まず全学生が市街地の学校体験（「教育フィールド研究」）と教育実践

理論（教職科目）の学習をベースにしている。その上で、へき地教育講義とへき地教育実

習（釧路校の名称は、「へき地校体験実習」）が、1 年生から 4 年生まで段階的に展開する
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ように配置している。 

 表 2-1 は、へき地教育プログラムに位置づく 4 年間の事業を一覧にしたものである。1

年生でのへき地教育プログラムは、講義の「へき地教育論」とへき地訪問の体験である「新

入生研修」が連動している。また1年生以降において、へき地校の行事等への自主的な参

加を地域理解活動として位置づけている。2年生のへき地「1週間体験実習」もあるが、本

格的には 3 年生の市街地での主免教育実習を終えた後で、3 年生後期以降のへき地教育実

習（2週間の「へき地校体験実習」）を行う。へき地教育実習は、その事前指導として位置

づけている講義科目「道東の教育」および「へき地学校教育論」と連動している。このよ

うにして、1 年次から 4 年次までのへき地講義の[理論と実践]（実習・体験）が螺旋的に

発展するように設定している。 

 

 

 第4節 北海道教育大学釧路校におけるへき地教育講義体系化の取り組みと特徴 

  1.へき地のマイナスイメージとへき地教育講義におけるパラダイム転換の取り組み 

 北海道教育大学釧路校では、へき地教育の特徴を一般的・理論的にとらえるために、ま

ず、「へき地教育論」の講義を一般教養科目として開設し、ほぼ1学年全員の190名の学生

が受講している。教科書には、北海道教育大学釧路校の教員で刊行した『～教育活動に活

かそう～へき地小規模校の理念と実践』（注8）を利用している。講義内容は理論的内容を

中心として以下の表の内容を講義している(表2-2)。 

 

表2-2「へき地教育論」講義内容１年生対象 

1回目 へき地小規模校教育の特性とへき地教育振興法 

2回目 へき地のマイナスイメージとパラダイム転換 

3回目 へき地の地域素材・自然環境・地域産業を活かした学習活動 

4回目 へき地小規模校の学校経営の特性と協働性 

5回目 へき地小規模校の学級経営の観点と社会性の育成 

6回目 へき地小規模校の農林漁業・自然体験活動と生きる力・心の教育 

7回目 へき地小規模校の特色ある教育活動 

8回目 へき地小規模校の学校を超えた集合学習・交流学習 

9回目 へき地小規模校の言語活動と読解力の育成 

10回目 へき地小規模校のコミュニケーション能力の育成 

11回目 へき地小規模校の複式授業の“わたり・ずらし”の特性と指導方法 

12回目 へき地小規模校の自律的学習指導方法 

13回目 へき地小規模校の個に応じた教育と指導計画 
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14回目 へき地小規模校と地域との連携 

15回目 へき地の教員研修と若い教師の成長 

 

講義形態では大人数ではあるが、学生が自らへき地のイメージを議論したり、新たな評

価の転換方法を考え出したりするグループワーク・ワークショップを中心とした参加型・

体験型の授業形態を重視して実施している。 

 ほとんどの学生は市街地の学校出身であり、へき地小規模校のイメージに関しては、元々

あまりプラスのイメージを持っているわけではなく、「遅れた教育」「学力が低い」「社会性

に乏しい」というマイナスイメージが強い。このようなへき地のマイナスイメージは、へ

き地に根ざしてへき地の教育を担おうとする意欲を減退させてしまう。 

 そのため、マイナスイメージだけでなく、へき地のプラス面を抽出しながら、そのプラ

ス面を伸ばしていく発想・意欲を高めることが有益である。またへき地のマイナスイメー

ジも、見方や評価基準を変えることによって、プラスイメージに評価を転換できるが、こ

のパラダイム転換の体験的取り組みを、講義の中でも意識的に行うことが重要である。 

 例えば人物の評価でも、「うるさい人だ」というイメージを「賑やかな人だ」と価値観を

変えれば、実態は変わらなくても、プラスイメージとなる。「行動がのろい」というマイナ

スイメージを「じっくり考えてから行動する人だ」というイメージに転換すれば、プラス

になる。このような常識的・支配的な見方の論理・価値観を変えることによって、評価が

変わるようにすることが、パラダイム転換であるが、学生の見方・評価をあえて転換させ

てみることも重要である。 

 このような評価の転換、すなわちパラダイム転換をへき地教育に関しても行う必要があ

る。この場合に、学生から見て元々低いへき地教育の評価がある中で、教員が学生に対し

てプラス面を一方的に語っても、学生の内心の疑問を解くことはできない。むしろ教員が

プラス面を学生に語れば語るほど、「プラス面ではないマイナス面の方が多いのではないか」

という疑念を高める結果にしかならない。したがって、学生が一般的に持つイメージを転

換するためには、学生自身がマイナスイメージを転換する体験的作業を自ら行うことが重

要になる。このマイナスイメージのプラスイメージへのパラダイム転換の実践は、固定的

な価値観で見がちな学生の視野を広げ、多面的に物事をとらえる発想方法につながる（注

9）。 

 具体的なマイナスイメージの転換の方法としては、まずへき地のマイナスイメージを学

生自身に出してもらう。その上で、それをあえて評価基準・視点を転換するように、違う

評価基準や見方を変えてもらうように指示する。学生が実際に出したマイナスイメージと

その転換を見てみると、例えば次表のようなイメージ転換が提起される（表2-3）。 

 左側には、学生自身から見たへき地のマイナスイメージを出してもらい、それをプラス
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イメージに転換してみると、右側のようになる。さらに各自が出すイメージ転換を学生相

互に交換しながら、他の人が出す転換イメージの中で納得できるイメージ転換を受け取っ

ていく。これらのパラダイム転換の個々の項目を学生相互に議論しあいながら転換するこ

とによって、学生それぞれの観点から見た価値・評価の転換の方法と転換後のイメージが

意識されてくる。このように学生自らがへき地小規模校のマイナスイメージも、見方を変

えることで、プラスイメージの評価に変えることができることを実感する。 

 

表2-3 学生によるへき地のマイナスイメージとその転換のイメージ 

へき地のマイナ

スイメージ 

へき地のマイナスイメージをあえて転換して見ると 転換後

の割合

（※1） 

何でも自分たち

がやらなければ

ならない。 

自立できる。「誰かがやる」ではなく「自分がやらなければな

らない」。 

91.0％ 

子どもが家業を

手伝う一員。 

親の苦労、働くことの大変さを知ることができる。仕事の大切

さを幼少の頃から実感できる。仕事意識が強まり将来のために

なる。 

89.5％ 

通学距離が長

い。 

 

学校まで探検ができる。体力がつく。健康に良い。早寝早起き

の習慣がつく。地域が協力して子どもを見守る。集団下校で社

会性を養える。一緒に登校し友情が芽生える。 

83.0％ 

教員も少人数の

ため、仕事量が

増える。 

いろんなことを経験し、教師として成長できるきっかけとな

る。仲良くする。 

84.0％ 

周辺が田畑ばか

り。自然ばかり

が多い。 

農業体験ができる。自然体験ができる。自然を生かした教育が

できる。 

78.5％ 

子どもが少な

く、お年寄りが

多い。 

昔ながらの知恵を学べる。地域の伝統が守られやすい。子ども

が大切に扱われる。人付き合いが多い。少人数教育。子どもは

宝。高齢者との交流が多い。 

82.5％ 

地域行事が多

い。行事の準備

が大変。 

地域のコミュニケーションが多く取れる。学校だけではなく、

地域の人と一緒に作り上げることができる。 

83.0％ 

※1 「発想を転換できると思う」「少し発想を転換できると思う」と答えた学生の合計割合を川前が集

計したものである。詳しくは、川前「へき地教育の意識転換に関する調査結果」、北海道教育大学へき地
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教育研究センター編『へき地教育研究』第61号、2006、北海道教育大学へき地教育研究センター、を参

照。本稿では、そのうち、発想の転換意識が高かった項目を特に取り上げた。 

注 1）2006 年度「へき地教育論」受講生（200 名）に対して行った「へき地のパラダイム転換」に関す

るアンケート集計より。 

 

  2. 学生間の評価の相違を元にした議論と多面的な評価 

 マイナスイメージをプラスイメージに変えたものを、さらに一覧化した5段階評価表に

して、再び個々の学生が見てどの項目がより良くプラスイメージにできるかを5段階選択

し、各項目への評価の違いを数字で検討し合う。このように各自が出した評価はそれぞれ

異なるが、評価が異なることを学生相互に比較確認し合うことが重要である。比較するこ

とで同じ項目に対しても、異なる評価をする人がいることを認識できるからである。そし

てその評価の違いが出た理由や背景をとらえると、その人の生い立ちの中で見聞きしたこ

と・経験したことの差があること、さらに自分が感じるへき地の評価も絶対的なものでは

ないことに気がついていく。 

 このようにして、学生は一つの現象を見ても、その評価には多様な評価ができること、

また人によって経験や知識によっても、評価は変わりうることを自ら認識していく。この

ようにして、学生個人が持っていたへき地のマイナスイメージを、学生相互に評価が異な

ることを認識しながら、別の評価が可能になること、学生自らの発想の転換によって、パ

ラダイム転換ができることを経験させている。 

 

  3. 発展的内容としてのへき地教育講義とへき地教育体験実習の相互連関の構造と

特徴 

 このような基本的なへき地教育の特徴を学ぶことを目的にした「へき地教育論」の講義

に加えて、さらに3年生になってからは、より高度なへき地教育の指導方法を学ぶ「道東

の教育」と「へき地学校教育論」の講義を開講し、約50名が受講している。 

 これらのへき地教育の発展的な講義内容は、へき地の複式授業観察のポイント、複式授

業指導案づくり、複式模擬授業と検討会、へき地の少人数学級運営指導、自然体験の方法

と危機管理、へき地の特別支援、少人数教師の校務分掌の特徴、へき地校の地域学校運営、

など、へき地校に入る具体的な指導方法論として位置づけている。また山村留学などを取

り上げながら、へき地の地域が都会に比べてどのような思いで学校を支えようとしている

かをとらえて、学校と地域の連携の重要性を考えさせている。これらの学習内容は、学生

自身が将来、へき地での教育活動に携わるための指導力を培うことにつながる。 

 「道東の教育」の履修学年は、指導上へき地教育実習（釧路校では、「へき地校体験実習」

という名称であるが、へき地教育実習と称する）に行く学生の事前指導として位置づけて
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いるために、3 年生で履修するように配置している。へき地教育実習に行った学生から、

振り返ってみて、へき地教育の講義に関するアンケート評価や意見を徴収した中では、「学

校に行ってみて講義で学んだ学校と地域の実際の様子が分かった」「複式授業の指導案の書

き方を学んだ」「少人数教育の特徴が分かった」などの授業感想が出ている。これらの感想

から分かるように、自分が経験したへき地校の基本的な特徴と講義内容が結びついている。

講義受講の動機づけは、へき地教育実習の事前指導として結びつけているがために、学生

は講義内容もおおむね実践との関連を予想してとらえることができる。さらにへき地教育

実習の事後指導として、講義で指摘した観点に基づき、振り返りと討論を行うようにして

いる。 

 

 

 第 5節 へき地小規模校の短期感動体験としての「新入生研修」の実践方法と教育効果 

 本来的には、学生はへき地現場体験の中で実践的な能力を身につけるので、へき地の実

習的な経験と理論的な学習は併行して進めなければならない。ただしへき地の場合は、元々

学生のへき地体験やへき地のイメージが乏しいために、いきなり長期的な実習は困難を伴

い、逆にへき地を敬遠してしまう条件になってしまうことも踏まえておかなければならな

い。短期的なへき地小規模校の体験を経た上で、さらにへき地に興味を持つ学生は、徐々

にへき地の特性を深めようとする。そのために、早い段階で短期間だけでもへき地の特性

を見ておく体験が重要になる。 

 このような考えの下で、北海道教育大学釧路校では、全学生対象の「新入生研修」企画

として、5月下旬の1日間にへき地小規模校に赴き、子どもたちと遊んだり触れ合ったり、

授業を見学させてもらう体験プログラムを実施している。 

 また全学生が 1 度でもへき地校に行っておくと、1 度も行っていない場合に比べて、新

卒初任校でへき地校に赴任した場合でも抵抗感は少なくなる。北海道東部は、その多くの

学校がへき地小規模校であるために、初任校でへき地校に勤める場合も少なくないが、へ

き地校赴任という学習の動機づけを高めるためにも、講義で理論を学ぶ前に、このような

学校現場に入ることは不可欠である。 

 このような「新入生研修」企画の意義は、第一に、学生たちが卒業した市街地の大規模

校とは異なる雰囲気や授業形態が存在しているという最初の感動体験を重視することであ

る。まったく異なる学校の見聞の経験は、講義で耳にするよりもインパクトは強烈で、1

日だけでも感動する内容が豊富にある。それによって、第一印象として、へき地小規模校

のマイナスイメージだけではなく、プラス面があることを印象づけていく。 

 第二に、逆に1日だけに限定して訪問するのは、まず感動的な体験にとどめておく方が、

マイナス面を補う理論を学んでいない学生にとっては、マイナスイメージの増大を留める
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ことができるからである。すなわち一定程度長く当該学校を経験すると、当然その学校・

地域のマイナス面も見えてくる。そのマイナス面をまた異なる実践的な対応によって克服

できればマイナス面を見ても問題ないのであるが、理論的にプラス面もマイナス面も学ん

でいない学生にとっては、長くいると、マイナスイメージの第一印象だけを固定的にとら

えてしまう傾向が出てしまうからである。 

 この「新入生研修」後の学生の感想では、「小規模校・子どものすばらしさを発見できた

か」の質問で、「よくできた」「できた」の合計が96.9%、「へき地校の先生になりたいと思

ったか」の質問で、「ぜひなりたいと思った」52.6%と高い評価をしている。さらに、自由

記述を大別すると「子どもとの関わりが深められたこと」「小規模校の良さを発見できたこ

と」など小規模だからこそできる活動の感想を自由記述に記した学生が、それぞれ全学生

の40.3%、20.9%ある。ほとんどの学生が1日の短期体験ではあるが、感動体験として鮮明

な衝撃を受けている。へき地小規模校の良い点としては、「教師と子どもとの距離が近いこ

とや信頼関係が強い」「へき地のイメージが良い意味で変わったこと」等が、ほとんどの学

生の振り返りで挙げられている（注10）。 

 このように上級生になる前に、短期のへき地体験を行うことによって、一般教養科目の

「へき地教育論」講義内容の理解を高めるとともに、へき地のマイナスイメージが多かっ

た先入観を転換することに効果を発揮している。また4年間を通じて、へき地校に赴任す

るというへき地教育の学習の動機づけにもつながっている。 

 

 

 第6節 へき地地域に根ざす学校・地域行事への参加と地域住民との交流体験 

 近年、学校や教師が地域に根ざすことの重要性も強調されるようになってきた。しかし、

必須の教育実習期間においても授業実習が中心で、地域との連携は、なかなか経験できる

ものではない。また教員免許科目の中にも、地域に根ざす重要性を学ぶ科目が位置づけら

れておらず、教師は地域と連携する発想と方法を持ち得ないまま、学校現場に赴任してい

るのが現状である。とりわけ新卒者の赴任が多いへき地小規模校では、都市部・市街地に

比べて地域との関係が強いということが分からずにへき地小規模校に赴任するために、若

手教師と地域との意識の乖離がはなはだしく、保護者・地域住民からの信頼を失う場合も

ある。その結果、学校での子どもの指導もうまくいかなくなる場合も生じている。 

 そのため「新入生研修」で訪問したへき地小規模校や、へき地校から受け入れ可能の返

答があった学校に、運動会・文化祭・収穫祭・冬期スポーツ大会・地域一斉環境整備など

学校行事・地域行事に合わせてへき地小規模校に赴く機会を多く取り、それらに参加する

ことを奨励している。これらの行事は、ほとんどすべてが学校と地域の共催行事であるか、

地域が学校行事に参加している行事であり、これらの行事に学生が参加することで、学校
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と地域の連携が目に見える形で認識できる。 

 へき地の行事には、1 年生の段階から 4 年生に至るまで、年間を通じて機会あるごとに

参加しており、それらには、実に多くの学生が何らかの形で参加している。訪問した際の

体験活動内容では、会議参加・準備作業・演出・演奏・学芸演芸・演出効果・出品・運営

補助・司会補助などである。これらの自主的な参加学生数は、自主的な訪問のために正確

には把握できないが、約4分の1の学生は、何らかの形でへき地校の学校行事に参加して

いる。 

 このようにへき地小規模校では、地域との連携が教師の重要な資質の一つとして見なさ

れるために、地域と連携できる力を意識的に養成することが重要である。学校・教師が地

域と連携することによって、学校運営や学習指導や生徒指導においても、多様な発達環境

を整えることができるからである。 

 またさらにへき地小規模校では、今でも地域の運営を活性化する上で、教師・学校に対

する地域住民の期待も高く、地域住民も学校の運営に対する協力を惜しまない傾向がある。

このような地域の潜在的な力を、行事や授業や運営など学校教育課程に組み込んでいく力

量も重要になる。そのためにも日常的に地域との関係を高めていくことが重要であり、そ

れによって、学校の教育活動も発展する側面が強い。このような観点からすれば、改めて

教師教育の一環として、地域と関わり地域に根ざす経験を意識的にできるようにしていか

なければならない。そのためにも、へき地における学生の生活体験が重要になってくる。 

 

 

 第7節 短期から長期的なへき地教育実習の段階的導入と実習の在り方 

 釧路校では2007年度から、2年生の1週間の短期へき地校体験実習を実施している。 

また3年生の主免教育実習を終えた後で、さらにへき地小規模校を実践的に理解したいと

考える学生に対して、北海道教育大学釧路校では、2 週間のへき地教育体験実習を提供し

ている。これには、約70名の学生の申し込みがあるが、受け入れ校の都合で、10数校30

名強の学生に絞らざるを得ない。受け入れ校は徐々に拡張しているが（表2-4）、へき地校

では小規模であるため、1校当たり受入数が1〜2名と限界があるために、受け入れ学生数

に限界が生じてしまう。 
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表 2-4 へき地教育実習の受け入れ推移 

 

注1）2005年度から「特色GP」を受託（2008年度まで）して、本格的に実施した。 

注2）北海道教育大学釧路校での2週間実習実施分。 

 

へき地校体験実習の理論部分にあたる講義としては、事前指導として位置付けている「道

東の教育」の講義を行っている。その内容は以下の表のとおりである（表2-5）。 

 

表2-5「道東の教育」講義内容 ３～４年生対象 

1回目 複式授業指導案計画 

2回目 複式授業と“わたり・ずらし”の方法 

3回目 複式授業の板書計画 

4回目 複式授業におけるグループワークの方法 

5回目 地域を活かした学習指導計画 

6回目 少人数学級における討論指導方法 

7回目 少人数学級における言語活動の充実 

8回目 複式授業の間接指導時の自学自習指導方法 

9回目 複式学級における個別指導・ノート指導の方法 

10回目 複式学級における教材・教具の工夫 

11回目 へき地複式指導の学年別指導計画 

12回目 少人数学級の学級経営計画 

13回目 複式学級におけるリーダーの育成 

14回目 複式学級における教室設営の工夫 

実施年度 
２週間実習 

学校数 実習生数 

2002年度 1校 8名 

2003年度 3校 9名 

2004年度 5校 12名 

2005年度 8校 23名 

2006年度 13校 32名 

2007年度 15校 35名 

2008年度 17校 37名 

2009年度 18校 35名 

2010年度 19校 39名 

2011年度 18校 37名 

2012年度 16校 31名 

2013年度 15校 27名 

2014年度 14校 25名 
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15回目 複式模擬授業の実践 

 

 事前指導は、すでに述べたように講義科目「道東の教育」と連動させ、へき地独自の課

題に対応するために、複式授業づくりや少人数学級経営方法、地域との連携活動の重要性

などを実践的に指導している。事後指導は、体験実習を踏まえて個別面談で指導するとと

もに、へき地教育実習報告会を行い、体験実習の気づきと自己成長の過程を振り返るよう

にしている。 

 へき地教育実習校の配属では、基本的には二人ずつの配属にしている。なぜなら、一人

での実習経験とふり返りでは、体験と認識を相対化することができにくいため、二人で相

互に実践の交流をしながらふり返りができるようにしている。これは、ドナルド・ショー

ンが反省的実践家を打ち出したが、その実践のふり返りをより効果的にするための方策で

ある。この二人実習体制の中で記録されるプロセス・レコード（教育実習の中での気づき

の体系化した記録）も、より豊かな内容が展開されている。 

 へき地教育実習の実習校先はそれぞれ異なるが、へき地教育実習後の実習生アンケート

で、実習生が最も学んだことをとらえてみた（図2-2）。25名の回答者の中で、「少人数、

複式授業の良さや難しさを体験したこと」を選んだ学生が15名で最も多い。次に多いのが、

「へき地小規模校の概要、姿を知ることができた」12名で、その次に多いのが「一人ひと

りの子どもを知ること、理解することの重要さ」6名、である。 

 特に少人数指導は、市街地の主免教育実習では得られない体験であり、へき地の少人数

の良さを感じながらも、一方で逆に一人ひとりをとらえることの難しさや複式指導の難し

さも感じていると言える。自由記述の感想を見ても、「担当学年のみならず全校児童とふれ

あうなど市街地実習では味わうことのできなかった経験ができた」「子ども一人ひとりとし

っかり関わる時間を持てた」など、基本的には少人数の利点を活かした教育活動の良さを

感じている。一方、「複式授業は2倍の労力が必要だと実感した」「人数が少ないから楽だ

ろうと思っていたが、一人ひとりの得意不得意が見えてきて、やるべきことが多いことに

気づかされて大変だった」という少人数指導の難しさも感じている。 

 また「学校と地域の距離が近いことにとても驚いた」「教壇実習をするという目的もあっ

たが、地域の人たちと交流する機会が持てて良かった」という感想に見られるように、へ

き地の学校と地域の連携の重要性を実感している。 

 へき地教育実習は、全体として「これからがんばろうという気持ちになる2週間だった」

「体験実習に行って本当に良かった。2週間はあっという間だった」「実習期間はもっと長

くてもいいと思った」など、教職への勇気と希望を与えているような記述が多い。これは

市街地での主免実習を終えた後に、それとの比較の中で、主免実習では得られないような

発想と実践方法を学んだことによると言える。 
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図 2-2 学生が選択したへき地教育実習での学び（２つ選択） 

 

注1）2007年度北海道教育大学釧路校で実施した2週間実習について、釧路校へき地教育実習プロ

ジェクト委員会が実施した実習生事後アンケートより川前が集計した。実習生35名のうち29名の

回答を得た。 

注2）この設問は、実習での学びを10項目の中から該当するものを2つ選択までしてもらい、合計

した人数である。 

 

 この 2 週間のへき地教育実習にいたるまでに、1 日間の「新入生研修」からへき地の行

事訪問などを経て、3 年後期のへき地教育実習まで、段階的にへき地教育実習期間を延ば

しながら導入している。段階的にへき地教育実習の期間を増やしていく意味は、へき地の

学校や生活に徐々に慣れながら、へき地の生活や指導方法を自然と体得していくためであ

る。 

 へき地の授業形態は、少人数指導・複式指導で異なり、地域との関係でも様々な教育活

動に取り組まなければならない。またへき地の生活そのものに慣れておらず、コンビニも

娯楽施設もないところで生活をしていかなければならない。このように、最初にいきなり

異なる授業スタイルや、地域との密接な関係、生活の不便さも体験することになると、き

わめてへき地小規模校の負担感や相性の悪さなどが前面に意識されて、へき地小規模校へ

の嫌悪感だけが残ってしまう。このようにへき地小規模校への嫌悪感を軽減するために、

少しずつへき地小規模校に入れるように、段階的にへき地教育実習を取り入れている。 
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 第8節-小括と今後の課題 

 以上、へき地教育プログラムの全体構造を見てきたように、へき地の地域・学校に根ざ

す新卒・若手教師を養成するためには、学部教員養成段階において、[理論と実践] の往還

としてのへき地の理論的な講義と実践的なへき地での生活・実習体験が重要になる。とり

わけへき地小規模校では、地域を含めた学校運営や複式授業形態や生活条件も異なるため

に、いきなり初任者の教師が赴任して戸惑い、教育活動に困難を生じさせる場合も少なく

ない。へき地の子どもは、基本的には純朴であるが、一方、以心伝心で、分かり合える関

係があるため、逆に都市部のような形式的な社会性を身につける指導方法が重要になる。

また少人数授業であるため、発言を多様に引き出す発問・ワークショップなど、へき地小

規模校の独自的な指導方法が必要になる。すなわち、へき地の子どもと学校に合った指導

方法の必要性を理解してから現場に出る必要がある。 

このような課題に対応するために、学生時代にへき地の[理論と実践]を学修しておく必

要がある。教師になってから経験しようとしても、不慣れな指導方法を取り入れたり、地

域の中に入っていったりする柔軟な発想と方法が生まれにくいのである。 

 このような状況を鑑みて、北海道教育大学釧路校では、1 年生で「へき地教育論」の講

義を提供し、1日へき地訪問の「新入生研修」を行っている。「新入生研修」は、へき地の

感動体験を意図するもので、まずへき地に触れてへき地の良さをとらえることを目的とし

ている。講義においては、へき地のマイナス面をイメージしている学生に、まずそのマイ

ナス面を全部出してもらい、それをプラス面に評価基準を変えることによって見方を変え

てもらうパラダイム転換を意識させるアクティブ・ラーニングのワークショップ方式の講

義を行っている。学生相互の意見の比較と討論（LTD=Learning Through Discussion）によ

って、見方や評価を多様化し、固定的な従来の先入観や評価を転換できるようにしている。 

 「新入生研修」に加えて、1 年から 3 年前期までは、へき地の学校行事・地域行事等に

随時参加しながら、へき地小規模校が地域と連携して教育活動を進めていることを体験的

に実感する。 

 3 年生後期からのへき地教育体験実習においては、初年次の実践的な学校現場教育とし

て、理論と実践の往還型学修活動としての「新入生研修」を発展させ、徐々にへき地校の

多様な側面がみられるように、体験実習期間を 1 週間体験実習・2 週間へき地教育実習と

延ばしていくようにしている。へき地教育実習の過程では、地域と一体となった地域学校

行事等への参加体験も行い、同時にへき地生活にも慣れてもらえるようにしている。 

 このような北海道教育大学釧路校のへき地教育の体験的プログラムの取り組みは、教師

教育プログラムにおいては主免許に併行したオプションの実践であるが、へき地指定校が

圧倒的に多く約半数の割合を占める北海道にあっては、教師の重要な資質を養成する教育

課程となっている。へき地教育実習は、後述するへき地教育実習の感想に見られるように、
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一人ひとりの子どもとの関係、複式という異学年の学習指導、全校児童の異年齢集団づく

り、地域との関係づくり、など、市街地の教育実習では経験できない観点を意識させるこ

とになる。 

 へき地教育プログラムは、へき地の講義だけでなく、へき地教育実習の導入など時間と

手間のかかる教育活動である。だが、地道に、へき地の講義とへき地における現地での生

活体験も含めたへき地教育実習を4年間の中で体系的に積み上げていくことによって、へ

き地小規模校と地域に根ざす教師を養成できる。これが往還型へき地教育プログラムの特

徴である。 

 以上北海道教育大学釧路校のへき地教育プログラムの全体構造と[理論と実践]の往還の

考え方を明らかにしてきた。このようなへき地教育プログラムの経験は、へき地小規模校

での教育実践力のみならず、市街地における少人数指導、異年齢集団指導、地域を活かし

たカリキュラム開発などに応用することができる。すなわちへき地教育実習がへき地小規

模校に根ざした教育実践力の向上だけでなく、市街地での応用力に連動している。 
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注記 

注1． 長崎大学教育学部編『新しい時代の要請に応える離島教育の革新-長崎大・鹿児島

大・琉球大 三大学共同研究から』、2007年、長崎大学 

注 2． 小島郷子・内田純一・岡谷英明・藤田詠司「中山間地域での体験学習を取り入れ

た教員養成プログラムの実施」、日本教育大学協会第二常置委員会編『日本教育大

学協会研究年報』第26集、2008年、日本教育大学協会 

注 3． 北海道教育大学は、地域性を踏まえて、早くからへき地小規模校に対応した実践

的な教育プログラムの開発に力を入れてきた。北海道教育大学へき地教育研究施

設編『へき地教育の未来と北海道教育大学の役割』2001年、北海道教育大学へき

地教育研究施設、参照。 

注4． 体験-省察の往還型カリキュラムは、個々の大学で散発的に実践されていたが、日

本教育大学協会の答申でオーソライズされた。日本教育大学協会[モデル・コア・

カリキュラム]研究プロジェクト答申「教員養成の[モデル・コア・カリキュラム]

の検討-「教員養成科目群」を中心にしたカリキュラムづくりの検討」、2004年 

注 5． 日本教育大学協会の調査結果を見ても、多くの大学で教育実践機会の拡充を進め

ていることが明らかとなっている。日本教育大学協会[モデル・コア・カリキュラ

ム]研究プロジェクト答申「教員養成カリキュラムの豊かな発展のために-[体

験]-[省察]を基軸にした[モデル・コア・カリキュラム]の展開」、2006年。 

     これらを含めた教員養成カリキュラム改革の流れと必要性については、山﨑準

二「教員養成カリキュラム改革の課題」、日本教師教育学会編『日本の教師教育改

革』、2008年、学事出版、参照。 

注 6． 信州大学でのプロセスレコードなど。山口恒夫編『プロセスレコードによる教育

実習生及び熟練教師の自己解釈に関する基礎的研究』（平成15〜17年度科学研究

費補助金研究成果報告書）信州大学教育学部、2006年、および山口恒夫「問題は

はじめから与えられているわけではない-省察的実践家をめぐって」、弘前大学教

員養成学研究開発センター紀要『教員養成学研究』第4号、2008年、など参照。 

注7． ドナルド・ショーン著『専門家の知恵-反省的実践家は行為しながら考える』、2001

年、ゆみる出版 

注 8． 玉井康之監修・二宮信一・川前あゆみ編『～教育活動に活かそう～へき地小規模

校の理念と実践』、2013年、教育新聞社 

注 9． 学生の意識転換の内容と同意できる傾向については、川前あゆみ「へき地教育の

意識転換に関する調査結果」、北海道教育大学へき地教育研究センター編『へき地

教育研究』第61号、2006、北海道教育大学へき地教育研究センター、を参照。 

注 10． 川前あゆみ「へき地小規模校の 1 日訪問による学生の意識と端緒的教育効果」、
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北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター へき地教育研究支援部門編『へ

き地教育研究』第63号、2008、北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター へ

き地教育研究支援部門、を参照。 
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第 3 章 

「初年次におけるへき地教育の理論学習と問題意識の形成-アクティブ・ラーニ

ングの授業を通じたパラダイム転換-」 

 

 

第 1 節－へき地意識のパラダイム転換の課題と方法－ 

  1. へき地へのマイナスイメージの存在と講義における転換の課題 

 本章の課題は、初年次教育において、アクティブ・ラーニングの学修方法を

用いながら、へき地教育のマイナスイメージをプラスに転換するパラダイム転

換を進めるための教育活動の意義と方法をとらえることである。パラダイムと

は、その時代に主流的な常識や価値観を前提にした価値評価を意味しているが、

このパラダイムは時代の変化や価値観の変化によって、物事の評価も変化する。

へき地教育は、遅れた教育という価値観が戦後以来続いていたが、その価値観

も時代の中で変化するし、また積極面や観点をとらえ直すことで、へき地教育

の評価を変えていくパラダイム転換が必要である。 

 とりわけ初年次教育では、講義の中での知識の獲得だけでなく、価値の転換

を図ることが重要であり、ラーニング・スルー・ディスカッション（LTD=Learning 

Through Discussion）の手法を用いた認識の相対化と課題意識の形成が重要で

ある。この Learning Through Discussion は、アクティブ・ラーニングの中の

一形態であるが、一方的な講義ではなく、認識の相対化と課題意識を培う上で

有効な方法であるといわれている。このようなアクティブ・ラーニングの講義

方法によって、初年次段階のへき地理解の方法と評価の転換の教育効果を明ら

かにする。本講義のアクティブ・ラーニングの方法は、章末の添付資料 1～5 の

とおり、マイナス面をプラスにとらえる意識転換法、学び続ける教師の研修意

識を高めるシミュレーション、他者との意見との違いを相対化する意識比較法、

求められるへき地教師のイメージトレーニングなどを取り入れたワークショッ

プ方式の授業を展開している。 

 このパラダイム転換の取り組みは、意識上の転換を目指すものであるが、こ

の取り組みを通じてへき地教育への共感性が高まっていく。へき地教育に対す

る共感性が高まること自体は、確かにへき地教育の実践力そのものであるとは

言えないかもしれない。ただ、長期的に実践力を高めるためには、まずへき地

への共感性がないと、教育実践の改善に関しても前向きに取り組めない。した

がって、へき地教育への共感性は、実践力の基盤であり、また実践力の重要な

構成要素となると考えている。 

 へき地に対する意識転換を図る上では、講義等においてへき地の特性に関す
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る知識を体系的に学ぶことも重要な課題である。その際にも、元々持っていた

へき地小規模校のマイナスイメージがプラスに転換するような判断材料の提供

も重要になる。 

 そのため、本章の課題は、第一に、学生がもともと持つへき地のマイナスイ

メージをプラスに転換するために、マイナスイメージをあえて出し合い、それ

をプラスに転換させる評価の多様化を通じて、へき地イメージをとらえる価値

転換の方法を明らかにすることである。第二の課題は、学生が提起した価値転

換ができるととらえた内容の特徴を学生どうしが比較・相対化しながら、自身

の価値観を相対化することで、学生の意識の転換がある程度見られるという点

をとらえることである。 

 このための一つの方法としては、マイナスイメージを学生に出してもらい、

それをあえて正反対に評価してみるという評価の多面化と転換の方法を採用し

た。さらに、学生がイメージ転換できると感じた観点を選択してもらいながら、

学生がへき地のイメージ転換できる内容を明らかにした。その内容がどのよう

な内容を持つのかを一つずつ分析することによって、へき地小規模校のマイナ

スイメージをプラスに変えていくための観点と取り組みの方向性について分析

することが可能となる。 

 本研究の方法としては、北海道教育大学釧路校の一般教養科目の一つとして

開講しているへき地教育論（注 1）を受講した 1 年生を対象として、5 月にへき

地のマイナス面を列挙してもらい、それをプラスに意識転換できるかどうかを 5

段階評価でとらえていく。本講義の全体像は以下の理論的内容を扱っているが、

本章ではとりわけパラダイム転換の方法と教育効果に焦点をあてて論じること

としたい（表 3-1）。 

 

表 3-1「へき地教育論」講義１年生対象 

1 回目 へき地小規模校教育の特性とへき地教育振興法 

2 回目 へき地のマイナスイメージとパラダイム転換 

3 回目 へき地の地域素材・自然環境・地域産業を活かした学習活動 

4 回目 へき地小規模校の学校経営の特性と協働性 

5 回目 へき地小規模校の学級経営の観点と社会性の育成 

6 回目 へき地小規模校の農林漁業・自然体験活動と生きる力・心の教育 

7 回目 へき地小規模校の特色ある教育活動 

8 回目 へき地小規模校の学校を超えた集合学習・交流学習 

9 回目 へき地小規模校の言語活動と読解力の育成 
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10 回目 へき地小規模校のコミュニケーション能力の育成 

11 回目 へき地小規模校の複式授業の“わたり・ずらし”の特性と指導方法 

12 回目 へき地小規模校の自律的学習指導方法 

13 回目 へき地小規模校の個に応じた教育と指導計画 

14 回目 へき地小規模校と地域との連携 

15 回目 へき地の教員研修と若い教師の成長 

 

釧路校では毎年、新入生研修としてへき地小規模校の一日訪問研修を行って

いる。本稿で取り上げるデータは、5 月末に実際にへき地小規模校を訪問した 1

年生が、へき地校を訪問した実体験を踏まえ、6 月末の講義時にへき地に対する

パラダイム転換ができるかどうかを問うたものである。この意識転換をする評

価アンケートは、毎年行っており、その結果は毎年同じ傾向が出る。本章で使

用するデータの有効回答者数は、174 名である。 

 本章では、141 項目を５段階評価にして「5 発想を転換できると思う」「4 少

し発想を転換できると思う」「3 普通」「2 あまり発想を転換できないと思う」「1 

発想を転換できないと思う」というようにマイナスイメージをプラスイメージ

に発想を転換できるかを一覧に表し、学生が各項目において該当するものを選

択してもらった。ここでは 141 項目のうち、パラダイム転換意識の高いものを

抽出していくものであり、大別して、1)生活面・暮らしに関わるもの、2)地域

の人間関係や子どもどうしの人間関係に関するもの、3)学校教育上の指導に関

わるもの、の 3 領域について検討する。 

 

  2. マイナスイメージのパラダイム転換の論理と課題 

 ものごとは、同じ現象であっても基準や見方を変えることによって評価を変

えることができる。ある基準でプラスに見えるものも基準を変えることによっ

てマイナスに見える。例えば、日本における経済・産業の集中度でとらえれば、

全国の中で東京都が最も高い評価を受けることになるが、逆に二酸化炭素の排

出量を抑えることを評価基準にすると、東京都が最も低い評価を受けることに

なる。また、人物をとらえる場合にも、「うるさい人」というマイナスイメージ

を「賑やかな人」ととらえるとプラスのイメージになる。これは、表現を変え

ることによって、評価が変わると言うことと、類似的である（注 2）。このよう

に、ものごとは同じ現象でも評価基準を変えることによってプラスにもマイナ

スにも変化する。 

 このようなマイナス・プラスのイメージの両面があることを考えてもらうこ
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とによって自分の認識を相対化することができる。学生が抱く学校や子どもに

関する認識も自分自身が育った地域の学校のイメージや都市の生活様式が一つ

の基準となって評価していることがある。そのような自分自身が持っている常

識を転換させて相対化することが重要である。 

 そのために、へき地教育論の授業では、へき地のマイナスイメージを前提に

しつつ、その基準や見方を変えることを通じて、マイナスイメージをプラスの

イメージに転換することを試みた。その転換方法は以下のとおりである。 

 

 

 第 2 節 授業内における学生のマイナスイメージの転換方法 

  1. マイナスイメージの基準の転換とプラスイメージへの転換 

 へき地教育論の授業では、学生の率直なイメージとして持っているへき地の

マイナスイメージを出してもらい、それをグループ内で出し合うことにした。

グループの中では、それぞれの学校から見たへき地のマイナスイメージを出し

合い、それをグループ内でそのイメージがそれぞれの人の中にあるかどうかを

確認していった。 

 次に、そのマイナスイメージを、あえてプラスのイメージに転換できるよう

に見方を変えてもらった。例えば、「コンビニがない」というマイナスイメージ

であれば、「無駄遣いをしなくてすむ」「消費生活を工夫するようになる」とい

うように、プラスのイメージにすることができる。それらが自分の実感認識に

合わなかったとしても、まずプラスのイメージにあえて転換することによって、

評価に二面性があることを認識することができる。これらの評価の転換は、あ

る意味では屁理屈であると言えるようなものもあるが、それらをあえて出して

みることによって、評価やものの見方の多面性を実感することができる。 

 

  2. へき地をとらえる基準の転換と相対化の認識 

 学生が出したマイナスイメージをあえて転換してみた内容を一覧表にしてそ

れを改めて配布した。学生が各自その一覧表を見ながら、再度イメージ転換の

論理が納得できるかどうかを５段階評価で選択した。 

 それをさらに自分で選んだものと他の人が選んだものを比較しながら５段階

評価のうちの３つ以上その評価結果に差がある項目をグループ内で抽出した。

例えば、ある人は、５段階評価の 5 を選び、別の人は、５段階評価の 2 を選ん

だ人がいれば、３以上の開きがあるためにその項目を抽出した。そして、評価

が異なる項目が、なぜ異なるかをグループ内で議論した。 

 その違いの理由は、例えば、出身校の規模の違いや、都市農村の地域環境の
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違い、自然体験の違い、へき地小規模校などに長期滞在したことがあるかどう

かの違い、などが評価の違いになっていることが議論されている。このような

違いを議論することによって、同じ現象を捉える場合にも、自分の評価と他人

の評価が異なることも相互に意識されるようになる。 

 この友人との評価の違いを確認する目的は、決してどちらかの評価が一般的

で、他方の評価が一般的ではないという優劣をつけることではなくて、価値基

準の置き方によっていろいろな違いがある事をとらえることにある。学生には、

討論の中で、「どちらかの評価が優位であるというような優劣をつけるものでは

なく、違いがあるということを認識することが重要である」ということ、そし

て自分が感じてきた価値観の前提も評価基準を変えることで変わっていく可能

性があることを示唆した。 

 

 

 第 3 節 転換されたプラスイメージの選択と評価傾向 

 前述のマイナスイメージをプラスイメージに転換した評価項目の一覧表を再

度学生に提示して、５段階評価の中で、イメージを転換できると考えた項目を

選択してもらった（表 3-2）。５段階評価の「5」と「４」の評価の合計が多かっ

たのは、表 3-2 の上位の項目である。 

 これらの項目を大分類して見ると、１つは生活面・暮らし、２つには、地域

の人間関係や子どもどうしの人間関係、３つには、学校教育上の指導について

である。そして、上位 10 項目のうち意識転換の多かった項目は、生活面・暮ら

しに関する項目である。 

 なぜなら、学生の意識としてはへき地の生活環境の不便さが最初に認識され

るからである。逆に言えば、生活環境の意識転換ができるという項目が多いと

言うことは、生活環境をプラスに変える視点を持っている可能性を示している。

その次に多いのは、学校教育の指導上に関するものと、地域の人間関係に関す

るものである。 
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表 3-2   学生によるへき地意識のイメージ転換（％）

 

 

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナス
イメージをとらえ
てみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価して
みると

５
と
４
の

合
計

５
発

想
を

転
換

で

き
る

思
う

４
少

し
発

想
を

転

換
で

き
る

と
思

う

３
普

通

２
あ

ま
り

発
想

を

転
換

で
き

な
い

と

思
う

１
発

想
を

転
換

で

き
な

い
と

思
う

０
不

明
・

無
記

入

1 家庭
子どもが家業を
手伝う一員。

→

親の苦労、働くことの大変さを知ることが
できる。仕事の大切さを小さいうちから実
感できる。仕事意識が強まり将来のため
になる。

81.6 44.8 36.8 14.4 3.4 0.6 0.0

2 家庭
何でも自分たち
がやらなければ
ならない。

→
自立できる。「誰かがやる」ではなく「自分
がやらなければならない」。

78.7 44.8 33.9 15.5 4.0 1.7 0.0

3 自然 自然しかない。 → 空気や水がおいしい。 77.6 44.3 33.3 14.9 5.7 1.1 0.6

4 特別活動
行事の準備が大
変。

→
学校だけではなく、地域の人と一緒に作
り上げることができる。

77.6 34.5 43.1 16.1 4.6 1.1 0.6

5 地域
通学距離が長
い。

→

学校まで探検ができる。毎日が冒険。体
力がつく。健康に良い。足腰が丈夫にな
る。早寝早起きの習慣がつく。地域が協
力して子どもを見守る。集団下校で社会
性を養える。一緒に登校し友情が芽生え
る。

77.0 37.4 39.7 14.9 6.3 1.1 0.6

6 人間関係
子どもが少なく、
友達も少なくな
る。

→ 強い絆が生まれる。親友が多い。 77.0 43.1 33.9 17.2 4.6 1.1 0.0

7 学習指導
違う学年が一緒
に勉強する。複
式学級。

→
年齢に関係なく意見を交わすことができ
る。協調性や集団性が培える。

75.9 32.8 43.1 17.8 5.2 1.1 0.0

8 自然
周辺が田畑ばか
り。

→
農業体験ができる。自然体験ができる。
自然を生かした教育ができる。

75.3 35.6 39.7 18.4 5.7 0.6 0.0

9 地域
子どもが少なく、
お年寄りが多
い。

→

昔ながらの知恵を学べる。地域の伝統が
守られやすい。子どもが大切に扱われ
る。人付き合いが多い。少人数教育。子
どもは宝。高齢者との交流が多い。

74.1 32.2 42.0 17.8 7.5 0.6 0.0

10 人間関係
地域行事が多
い。

→ 地域のコミュニケーションが多く取れる。 74.1 39.7 34.5 17.2 5.2 2.3 1.1

11 人間関係
すぐに他者と比
較される。

→ 向上心が高まる。 74.1 41.4 32.8 17.2 5.2 1.1 2.3

12 教育職務
先生の仕事が多
い。

→
いろいろな仕事をこなせるようになる。や
りがいがある。

73.0 29.3 43.7 19.5 6.9 0.0 0.6

13 人間関係
喧嘩をすると他
に居場所がな
い。

→ すぐ仲良くできる。 70.1 36.2 33.9 21.3 4.6 1.1 2.9

14 地域
娯楽施設がな
い。

→

遊びにお金がかからず、自然に触れた
遊びができる。アウトドアな子どもになる。
出かけるときの楽しみが増える。自分で
娯楽を生み出す力がつく。

69.5 27.6 42.0 23.6 5.7 1.1 0.0

15 教育職務
教員も少人数の
ため、仕事量が
増える。

→
いろんなことを経験し、教師として成長で
きるきっかけとなる。仲良くする。

69.5 36.2 33.3 20.7 8.6 1.1 0.0

16 地域
よそ者に冷たそ
う。

→ 仲間意識が強い。 69.0 33.9 35.1 19.5 5.7 1.7 4.0

17 学習指導
学年を超えて授
業するのが大
変。

→

教師にとって良い経験。１年後、１年前の
予習復習ができる。少人数だから全員に
細かく指導できる。教師としての力がつ
く。滅多にできない経験。枠を超えた新
たな指導力が身につく。

68.4 35.6 32.8 18.4 9.2 1.1 2.9

18 地域 高齢者が多い。 →
学校の施設を使ってのゲートボール大会
や収穫祭などで世代の隔たりなく児童と
関わりあっている。

68.4 25.3 43.1 23.6 7.5 0.6 0.0

19 教育職務
専門外の教科も
しなければなら
ない。

→
知識や力がつく。専門以外の勉強をする
きっかけになる。

68.4 28.2 40.2 23.0 7.5 0.0 1.1

20 地域
地域の結束が固
すぎる。

→ 困ったときに助けてもらえる。 67.8 32.8 35.1 21.3 9.2 1.7 0.0

21 教育職務

教員数が限られ
ているので専門
の免許を持って
いない人もい
る。

→ 教師同士の協力・連帯感。 67.2 30.5 36.8 25.9 5.2 1.1 0.6

22 特別活動
クラス対抗や学
年対抗の行事が
できない。

→ 学年を超えての交流ができる。 66.7 32.2 34.5 21.3 11.5 0.6 0.0

23 生徒指導
生徒との距離が
保ちにくい。

→ 深い信頼関係が作れる。 65.5 34.5 31.0 24.7 8.0 1.1 0.6

24 自然 寒い。雪が多い。→
雪で遊べる。たくさん遊べる。協力して除
雪。家族で過ごす時間が増える。寒さに
強くなる。

64.9 28.2 36.8 26.4 7.5 0.6 0.6

25 生徒指導
若い先生が多
い。

→
子どもたちが親しみやすい。子どもたちと
精力的に活動できる。

64.9 28.2 36.8 24.1 9.2 1.7 0.0

26 人間関係
プライバシーを
守りづらい。

→ 交流が活発になる。何でも言い合える。 63.8 28.2 35.6 25.3 8.6 1.7 0.6

27 人間関係
同じ顔触れでし
か活動しない。

→ 仲間意識が強くなる。団結力が高まる。 63.8 23.6 40.2 28.2 7.5 0.6 0.0

28 地域
郊外へ出ること
が少ない。

→ 地域を大切にする心が育つ。 63.8 24.7 39.1 21.3 10.3 1.7 2.9

29 特別活動
施設や用具が
少ない。

→ 自分で遊びを見つける能力が身につく。 62.1 22.4 39.7 25.9 9.8 2.3 0.0

30 自然
街灯が少なくて
暗い。

→
夜遊びしない。星がきれい。電気代が節
約できる。危険な場所に対する知識があ
る。早く帰宅する。

61.5 24.1 37.4 24.7 12.6 1.1 0.0

31 学習指導
教材の種類が少
ない。高価な機
材が買えない。

→
自分たちで工夫できる。自然を生かした
活動が増える。

61.5 18.4 43.1 23.6 11.5 2.9 0.6

32 特別活動
大人数競技がで
きない。

→
地域の人と交流ができる。新しい企画を
立てる。全部の競技に出場できる。一人
ひとりが主役。

60.9 23.0 37.9 20.1 12.1 4.0 2.9

33 特別活動
都市のように大
規模な行事など
ができない。

→
子どもたち自身で自分には何ができるか
という発想力や行動力がつく。受身の教
育とは違い、自発的教育ができる。

60.9 19.0 42.0 25.9 9.2 1.1 2.9
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 第 4 節 へき地地域の生活面・暮らしのイメージ転換と学生のへき地認識 

 へき地地域の生活面・暮らしの環境の中には、家庭環境と自然環境の２つが

ある。ここでは、それぞれ学生の認識の転換の特徴をとらえていきたい（表 3-3）。 

 家庭環境では、「子どもが家業を手伝う一員である」というマイナスイメージ

は、「親の苦労、働くことの大変さを知ることができる。仕事の大切さを小さい

うちから実感できる。仕事意識が強まり将来のためになる」というプラスイメ

ージに転換していて、全項目の中で最も多く、81.6％となっている。 

 さらに、２つ目に多い項目では、「何でも自分たちでやらなければならない。」

というマイナスイメージをプラスに変えると、「自立できる。“誰かがやる”で

はなく“自分がやらなければならない”」というイメージに 78.7％が発想を転換

している。 

 また、自然環境に関するマイナスイメージをプラスイメージに転換できる項

目として一番多い項目は、「自然しかない」というマイナスイメージをプラスイ

メージにとらえると、「空気や水がおいしい」が 77.6％で多い。 

 ２つ目に多かった項目には、「周辺が田畑ばかり」というマイナスイメージは

「農業体験ができる。自然体験ができる。自然を生かした教育ができる」とい

うプラスイメージに 75.3％が転換している。 

 これらの 2 つの項目は、いずれも 75％以上を超えており、自然環境に対する

「空気や水がおいしい」というとらえ方は、環境教育につながる内容を含んで

いる。へき地の子どもたちが自分たちの地域の特徴を感じることがなくても、

外からとらえた学生のイメージは「空気や水がおいしい」ととらえられる自然

の浄化作用を特徴としてみている。その特徴を環境教育の一つの動機付けとし

て使うことができれば、現代の教育課題となっている環境教育をより実感的に

すすめることができるであろう。 

 ２つ目の「周辺が田畑ばかり」という意識は、それを生かした体験学習活動

に転じられる良さを感じ取っている。農業体験・自然体験学習は都市部を含め

た現代の学校の重要な課題の一つとなっているが、へき地では何気なく見てい

る自然環境を体験学習活動に発展させる可能性を持っている。 

 ３つ目に自然環境で多いのは、「寒い。雪が多い」というマイナスイメージを

「雪で遊べる。たくさん遊べる。協力して除雪。家族で過ごす時間が増える。

寒さに強くなる」というプラスイメージに転換させた項目が 64.9％と多い。こ

の項目では、雪を使った遊びに生かすことで、子どもたちの身体を使った遊び

集団に発展させることを学生たちは考えていた。雪の中では家の中にこもると

いうイメージが強いが、子どもたちへの教育活動としては、それらの環境を活
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かせる方法がたくさんあることも感じ取っている。 

 

表 3-3  へ き 地 地 域 の 生 活 面 ・ 暮 ら し の イ メ ー ジ 転 換             

（％） 

 

 

 

 第 5 節 へき地地域の子ども・地域の人間関係のイメージ転換と学生のへき

地意識 

 学生には、へき地小規模校の人間関係は、都市部とは異なる人間関係の特徴

を持っていると思っているものがいる。この子ども・地域の人間関係は、基本

的には小規模校の特性から来ているマイナスイメージとその転換の課題がある。

逆にへき地小規模校は、小規模であるからこそできる子どもどうしの関係や、

子どもと地域の関係が特徴となっている。ここでは、学生の認識の転換の特徴

をとらえていきたい（表 3-4）。 

 人間関係のイメージで最も多い項目は、「子どもが少なく、友達も少なくなる」

というマイナスイメージである。このマイナスイメージをプラスにとらえると

「強い絆が生まれる。親友が多い」というプラスイメージに転換できる学生が

77.0％いる。このことは、子どもの人数が少ないことによる社会性を高める経

験が乏しいととらえるものであるが、ある意味では、強い人間的な絆を作れる

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナスイ
メージをとらえてみる
と

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価
してみると

５
と
４
の

合
計

1 自然 自然しかない。 → 空気や水がおいしい。 77.6

2 自然 周辺が田畑ばかり。 →
農業体験ができる。自然体験ができる。
自然を生かした教育ができる。

75.3

3 自然 寒い。雪が多い。 →
雪で遊べる。たくさん遊べる。協力して
除雪。家族で過ごす時間が増える。寒さ
に強くなる。

64.9

4 家庭
子どもが家業を手伝う
一員。

→

親の苦労、働くことの大変さを知ること
ができる。仕事の大切さを小さいうちか
ら実感できる。仕事意識が強まり将来の
ためになる。

81.6

5 家庭
何でも自分たちがやら
なければならない。

→
自立できる。「誰かがやる」ではなく
「自分がやらなければならない」。

78.7
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ということが社会性を高めることを表すものである。 

 人間関係に関係する項目でマイナスイメージの２つ目に多い項目は、「地域行

事が多い」であるが、これをプラスにとらえると「地域のコミュニケーション

が多く取れる」というプラスイメージが 74.1％である。このことは、地域行事

を生かして、子どもたちが地域社会の中でコミュニケーションをとれる社会的

な関係づくりの存在を意味することである。それはある意味では、大人と関わ

ることができる社会性を育成する環境をとらえているものである。 

 さらに 3 つ目に多い項目、「すぐに他者と比較される」ことであるが、このマ

イナスイメージをプラスにとらえると「向上心が高まる」というプラスイメー

ジに転換できる学生が、同様に 74.1％いる。このことは、人間関係の基本的な

信頼関係があれば、友達どうしの比較も切磋琢磨するような高め合う競争心に

つなげることができることを意味している。 

 ４つ目に多い項目は、「喧嘩をすると他に居場所がない」という点であるが、

このマイナスイメージをプラスにとらえると「すぐ仲良くできる」というプラ

スイメージに転換できる学生が 70.1％いる。このことは、通常の人間関係にお

いて喧嘩もするが決定的な別離ではなく、ある程度のところで人間関係を調整

することや、誤解を解くように意思疎通を図る条件もあるということである。

それは、あらゆる地域の現実社会においても、誤解や対立もある程度存在する

のが通常の社会であるが、そのような関係を克服していくことで、社会性を高

める条件が存在しているということことにつながっていくものである。このよ

うに、人間関係のマイナスイメージをうまく転換することで、プラスの社会的

関係にすることができることを感じ取っている。 

 

表 3-4 へき地地域の子ども・地域の人間関係のイメージ転換  

                （％） 

 

 

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナスイメージをとらえ
てみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価
してみると

５
と
４
の

合
計

1 人間関係
子どもが少なく、友達も少なくな
る。

→ 強い絆が生まれる。親友が多い。 77.0

2 人間関係 地域行事が多い。 → 地域のコミュニケーションが多く取れる。 74.1

3 人間関係 すぐに他者と比較される。 → 向上心が高まる。 74.1

4 人間関係 喧嘩をすると他に居場所がない。 → すぐ仲良くできる。 70.1
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 第 6 節 へき地小規模校の指導のイメージ転換と学生のへき地認識 

  1. へき地小規模校の特別活動のイメージ転換と学生のへき地認識 

 特別活動の領域においてへき地小規模校のマイナスイメージをプラスイメー

ジに転換できる項目は、以下の通りである（表 3-5）。 

 一番多い項目は、「行事の準備が大変」だということであるが、これをプラス

にとらえると「学校だけではなく、地域の人と一緒に作り上げることができる」

というプラスイメージに転換できる学生が 77.6％で多い。これは、学校と地域

の関係が密接であるへき地小規模校の積極面を生かしながら行事を作り上げて

いくという認識である。地域の人が行事に関わることによって、子どもたちが

地域との交流をしながら社会的な関係能力を広げていくことができることを示

している。 

 ２つ目に多い項目は、「クラス対抗や学年対抗の行事ができない」という項目

であるが、これをプラスイメージにとらえると「学年を超えての交流ができる」

が 66.7％である。これは、上級生が下級生をリードしていくなど学年を超えた

異学年交流が、上に立つものの社会的能力を形成していく条件となることを示

している。かつて、都市部にもあった地域のガキ大将集団のような異年齢集団

をへき地において意識的に作ることは、子どもたちのリーダーシップや社会的

能力を高める条件になる。 

 ３つ目に多いのは、「施設や用具が少ない」という点であるが、これをプラス

にとらえると、「自分で遊びを見つける能力が身につく」が 62.1％である。この

ことは、自然の中での遊びやボール遊びなど、身体を使った遊びを意識的に進

めることを意識している。例えば、魚釣りや木登りやスポーツなどを進めるこ

とで自然を作り変えたり、道具を使いこなしたりする力が身につくことを意味

している。 

 ４つ目に多いのは、大人数競技ができないというマイナスイメージであるが、

これをプラスイメージにすると「地域の人と交流ができる。新しい企画を立て

る。全部の競技に出場できる。一人ひとりが主役」といった点に変わりうると

する学生が 60.9％である。このことは、遊びや活動も地域の人たちを含めた活

動にすることによって、新しい取り組みを作ることができるとともに、全員が

出場するなど、子ども一人ひとりの関わり方を大事にすることができるなどを

意味している。 

 このように、行事などの特別活動も、人数が少ないことによって、準備の大

変さや社会性の欠如などがイメージされていたが、地域が関わり、縦の関係を

活かすことで、社会性やリーダーシップも育成することができることを感じ取

っている。 
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表 3-5 へき地小規模校の特別活動のイメージ転換  

                           （％） 

 

 

  2. へき地小規模校の生徒指導のイメージ転換と学生のへき地認識 

 生徒指導の領域で最も多いマイナスイメージの項目は（表 3-6）、「生徒との距

離が保ちにくい」であるが、これをプラスに転換すると、「深い信頼関係が作れ

る」が 65.5％である。これは、何を指導するにしても基本的な人間関係をベー

スにして子どもたちの指導ができることを意味している。そのことは画一的な

指導や校則などの基準を個々の状況を無視して当てはめる必要がなく、個々の

子どもにあった指導ができることを意味している。 

 ２つ目に多い項目は、「若い先生が多い」であるが、これをプラスにすると「子

どもたちが親しみやすい」「子どもたちと精力的に活動できる」条件であるとと

らえている学生が 64.9％である。 

 若い先生は指導技術や知識は相対的に少ないが、子どもたちとの年齢が近い

分、話題や価値観を共有しやすい。また、若い教師は行動力があるので、その

勢いを見せることによって教育活動ができることを意味している。子どもたち

としっかり遊んだり、子どもたちと一緒に作業をすすめたりすることができ、

それを通じて子どもたちとの関係づくりや生徒指導を進めることができる。こ

のような若い教師の活動の可能性を学生も感じ取っている。 

 

  

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナスイメージを
とらえてみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価
してみると

５
と
４
の

合
計

1 特別活動 行事の準備が大変。 →
学校だけではなく、地域の人と一緒に作
り上げることができる。

77.6

2 特別活動
クラス対抗や学年対抗の行
事ができない。

→ 学年を超えての交流ができる。 66.7

3 特別活動 施設や用具が少ない。 → 自分で遊びを見つける能力が身につく。 62.1

4 特別活動 大人数競技ができない。 →
地域の人と交流ができる。新しい企画を
立てる。全部の競技に出場できる。一人
ひとりが主役。

60.9
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表 3-6 へき地小規模校の生徒指導のイメージ転換                   

（％） 

 

 

  3. へき地小規模校の学習指導のイメージ転換と学生のへき地認識 

 学習指導の領域で最も多いマイナスイメージの項目は（表 3-7）、「違う学年が

一緒に勉強する。複式学級」であるが、これをプラスにとらえると、「年齢に関

係なく意見を交わすことができる」「協調性や集団性が培える」ととらえる学生

が 75.9％である。このことは、異年齢・能力差のある集団の中で、教えあった

り温かく見守ったりすることを通じて、協調性や集団性を培うことができるこ

とを意味している。 

 ２つ目に多い項目は、「学年を超えて授業するのが大変」であると思っている

ことであるが、これをプラスにとらえると、「教師にとって良い経験。１年後、

１年前の予習復習ができる。少人数だから全員に細かく指導できる。教師とし

ての力がつく。滅多にできない経験。枠を超えた新たな指導力が身につく」な

どの、長期的な自己成長のバネになるととらえている学生が 68.4％である。 

 基本的に複式授業の場合は、授業指導としては、２つの単元を指導しなけれ

ばならないので困難を伴うが、長期的に見ると、教師が異なる単元を関連付け

て指導することができるようになる。また複式の教室は、一つの教室に異なる

能力差の子どもがいることが前提となるが、このことは実は単式学級の子ども

も同じことであるので、発想が広がって見えてくる。その意味では、授業指導

の方法も、複数単元の関連や個人差・能力差を見越しながらトータルに指導で

きるようになる。 

 ３つ目に多い項目は、「教材の種類が少ない。高価な機材が買えない」ことで

あるが、これをプラスにとらえると、「自分たちで工夫できる。自然を生かした

活動が増える」ととらえる学生が 61.5％である。このことは、身近な地域の素

材や教材を生かしながら、内容・教材を考えていくもので、指導内容や方法を

工夫することにつながるものである。これらのような複式授業に関するマイナ

ス面や教材の不足も、長期的には教師の新しい発想でプラス面を伸ばすことが

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナスイメージをと
らえてみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価して
みると

５
と
４
の

合
計

1 生徒指導 生徒との距離が保ちにくい。 → 深い信頼関係が作れる。 65.5

2 生徒指導 若い先生が多い。 →
子どもたちが親しみやすい。子どもたちと精
力的に活動できる。

64.9
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できることにつながる。 

 

表 3-7 へき地小規模校の学習指導のイメージ転換           

（％） 

 

 

 

 第 7 節 へき地小規模校の教育職務のイメージ転換と学生のへき地認識 

 教育職務に関する領域で最も多いマイナスイメージの項目は（表 3-8）、「先生

の仕事が多い」ことであるが、これをプラスにとらえると、「いろいろな仕事を

こなせるようになる。やりがいがある」と考える学生が 73.0％である。 

 また、２つ目に多い項目も、「教員も少人数のため、仕事量が増える」であり、

これをプラスにとらえると、「いろんなことを経験し、教師として成長できるき

っかけとなる。仲良くする」で 69.5％となっている。 

 これらは、教員の絶対数が少ないために生じるもので、校務分掌や役割分担

が明確にできないことを意味するものでもある。しかし一方で、生徒指導・学

習指導・特別活動・学級運営などをトータルに関連付けてとらえることができ

る発想をもつことができる。教育活動はあらゆる分野を関連させて進めなけれ

ばならないが、このような教育活動を総合的に発展させる技能と資質を高める

ものである。したがって、長期的には、多面的な能力をより早く身につけるこ

とができる。 

 ３つ目に多い項目は、「専門外の教科もしなければならない」というマイナス

イメージであるが、これをプラスにとらえると、「知識や力がつく。専門以外の

勉強をするきっかけになる」が 68.4％である。むろん専門外の教科を担当する

ことは解消するべきものであるが、小学校教育を主専門とする釧路校の学生の

場合は、全教科を教えるために、教科間を関連させながら、指導していくとい

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナス
イメージをとらえ
てみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価して
みると

５
と
４
の

合
計

1 学習指導
違う学年が一緒
に勉強する。複
式学級。

→
年齢に関係なく意見を交わすことができる。
協調性や集団性が培える。

75.9

2 学習指導
学年を超えて授
業するのが大変。

→

教師にとって良い経験。１年後、１年前の予
習復習ができる。少人数だから全員に細か
く指導できる。教師としての力がつく。滅多
にできない経験。枠を超えた新たな指導力
が身につく。

68.4

3 学習指導
教材の種類が少
ない。高価な機
材が買えない。

→
自分たちで工夫できる。自然を生かした活
動が増える。

61.5
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う発想も不可欠である。 

 また４つ目に多いのは、「教員数が限られているので専門の免許を持っていな

い人もいる」ことであるが、これをプラスにとらえると、「教師同士の協力・連

帯感」があるとする項目も 67.2％となっている。このことは、中学校の場合は、

免許外教科担当は現在解消する方向であるが、他の教科から自分が専門とする

教科の特徴をとらえ直すこともできる。免許外教科も含めて教科間の連携をす

すめることは、教師どうしの新たな協力関係を高めていくことでもある。その

ことが、学校全体の協働性を高めていくことにもつながることを示すものでも

ある。 

 

表 3-8 へき地小規模校の教育職務のイメージ転換          

 （％） 

 

 

 

 第 8 節 小括 

 以上のように、本章では、釧路校のへき地教育論講義において、アクティブ・

ラーニングの手法とそれによるパラダイムの転換の教育効果をとらえてきた。

へき地のマイナス面をプラスのイメージに転換していくパラダイム転換の方法

によって、学生はへき地をとらえる価値観と評価基準の転換によって、へき地

教育観を転換することができていた。また、評価の転換の中で学生自身がさら

にイメージをプラスに転換できる項目を抽出し、その転換内容が示す意義をと

らえてきた。すなわちこれは、へき地に関するパラダイム転換と、その因果を

とらえることを通じて、これまでの常識の転換と意識化の効果をとらえたもの

である。 

 アクティブ・ラーニングによるパラダイム転換の手法の中では、最初に学生

通
番

大
項
目
別

へき地のマイナスイメージをとら
えてみると

→
あえてマイナスイメージを正反対に評価
してみると

５
と
４
の

合
計

1 教育職務 先生の仕事が多い。 →
いろいろな仕事をこなせるようになる。や
りがいがある。

73.0

2 教育職務
教員も少人数のため、仕事量が
増える。

→
いろんなことを経験し、教師として成長
できるきっかけとなる。仲良くする。

69.5

3 教育職務
専門外の教科もしなければなら
ない。

→
知識や力がつく。専門以外の勉強をす
るきっかけになる。

68.4

4 教育職務
教員数が限られているので専門
の免許を持っていない人もいる。

→ 教師同士の協力・連帯感。 67.2
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が持っているへき地のマイナスイメージを率直に出してもらう。それは、プラ

スのイメージを教員が語るよりも、学生が元々潜在的に持っているマイナスイ

メージから出発する方が、より学生の認識に適合するからである。マイナスイ

メージを率直に出してもらいながら、その見方や価値基準が一面的でないのか

どうかなど、観点と評価基準を変えることによって、評価が変わることを実感

してもらうことの方がより効果的であるからである。 

 そして、マイナスイメージをあえてプラスイメージにすると、どのようなプ

ラス評価ができるか、その基準や観点の転換方法を学生自身に出してもらう。

さらに、それをグループで交換しながら同じ項目であっても、人によって評価

が全く正反対であったり、異なる基準でとらえたりしていることを学生自身に

実感してもらう。それらのことは、学生が自分自身で持っている先入観や価値

評価も相対的なものであることを実感してもらうためである。すなわち、学生

がへき地小規模校に持っているマイナスイメージも、実は人によって評価が違

っており、相対的なものであるということを認識するようになる。 

 さらに学生には、自分たちで出し合ったマイナスイメージからプラスイメー

ジの転換項目を一覧表にし、その全項目の価値転換方法を一つ一つの項目ごと

にとらえながら、どの項目が最も意識を転換できるものであるかを選択しても

らう。その中で多い項目が、学生にとっては意識の転換を図りやすいものであ

る。 

 これらの学生がイメージ転換できた項目を大別すると、１つ目はへき地地域

の生活面・暮らしのプラス面に関するイメージ転換である。２つ目は、へき地

地域の子ども・地域の人間関係の親密性・互助性をイメージ転換するものであ

る。３つ目にはへき地小規模校での個性を活かした教育指導の可能性をイメー

ジ転換するものである。教育指導は、さらに大きく分けると、特別活動の領域、

生徒指導の領域、学習指導の領域ごとの積極的な可能性に分けることができる。

４つ目には、教育職務の人間的な影響をもたらす可能性に関するイメージ転換

である。アクティブ・ラーニングの取り組みでは、これらのそれぞれのマイナ

スイメージの分野においてプラスイメージに転換する項目の特徴とその意義を

とらえることができた。 

 これらの転換の項目で明らかになったことは、マイナス面と見なされていた

項目であっても、評価基準を変えることによってプラスの評価ができることで

ある。そして、もともと持っているへき地のプラス面をさらに生かすことによ

ってへき地の教育活動や良さを発展させることができることを認識できるもの

である。 

 このようなマイナス面をプラス面に発想と評価基準を変える作業は、学生の
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価値基準を転換させるパラダイム転換を推進するものである。学生がへき地へ

の親密度を高め、へき地小規模校への可能性を発展させる担い手となれるよう

にするためには、このようなへき地をとらえる価値転換のための意識的な取り

組みが不可欠となる。へき地教育実習に入る前でも、多くの学生が潜在的に持

つへき地のマイナスイメージを転換する取り組みを行うだけでも、無意識のう

ちに前提としていた潜在的な意識を変える条件となった。 

 パラダイム転換による意識の転換は、必ずしもすべての意識が転換したわけ

ではないので、実際には皮相的な転換でもある。しかしいったん皮相的であっ

たとしても、評価基準を変えることによって、まずへき地の評価や可能性も違

った点から見えるということを認識することが最初に初期的な意識転換として

は重要である。その後、再度多くの人が出した評価の転換方法を一覧表で見て、

もう一度自分の評価基準の転換の中で、納得できるか部分があるかどうかどう

かを確認しながら、意識の変化を自分で再認識していく。すべての項目におい

て、パラダイムの転換がなされるわけではないが、一定の項目においてパラダ

イムの転換がなされている。さらに、相互に評価の基準が違う点をグループで

議論することによって、同じ現象を見ても多様な評価や正反対の評価が成り立

ちうることを認識し、その意味で自分の認識も絶対的なものではなく、相対化

してとらえることができる。 

アクティブ・ラーニングの中での、へき地のマイナスイメージのパラダイム

転換が、さらに、日常的なへき地教育をとらえる意識として定着するためには、

へき地校での観察・参加体験や、へき地校での教育実践が、重要な意識転換の

条件となる。初年次における実践経験の効果については、次章でとらえていき

たい。 
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注記 

 

注１． 本データの元となる 2010 年度前期に開講したへき地教育論は、受講生

197 名である。講義では、特に大学へ入学した１年生を対象として、へ

き地教育の課題と積極面を意識的に取り上げながらへき地・小規模校

教育への理解に努めている。講義を通して、教職経験のない学生自身

にへき地・小規模校教育に対するイメージの転換を図っている。講義

テキストには、玉井康之編著『子どもと地域の未来をひらくへき地・

小規模校教育の可能性』教育新聞社，2006 年を用いた。現在は、改訂

版の玉井康之監修 二宮信一・川前あゆみ編著『教育活動に活かそう 

へき地小規模校の理念と実践』教育新聞社，2013 年を用いている。 

     授業評価では、確かに学生が授業の一環として書かせるものは良く

書かれる傾向にあるが、他の授業に比べて、へき地に対する関心等が

低い評価が出ているわけではなく、むしろ高い評価が出ている方であ

る。また成績と関係なく書かせている感想等は、量を指定していなく

ともたくさん書いてくる学生もおり、へき地の講義や実習を前向きに

とらえている学生が少なくないということも事実である。 

 

注 2． 表現を変えることによって、評価が変わることを示した本として、例え

ば、知的生活研究所編『新版 言葉の便利帳』青春出版社、2010 年、

などの類もこうした表現の使い方によって評価が変わることを示して

いる。また教育活動などでの肯定的評価の発想としては、例えば、藤

本武著『希望と勇気を育てる 肯定的評価活動の発想と工夫』文芸社、

2003 年、などを参照。 
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添付資料 1 

へき地・小規模校のマイナスイメージを話し合ってみよう! 

 

    専攻・研究室 学生番号        名前              

 

へき地のマイナスイメージをとら

えてみると 

→ あえてマイナスイメージを正反対に

評価してみると 

生活面・暮らしの上で 

 

 

 

 

→  

 

 

 

 

→  

地域の人間関係 子どもたちの人間関係 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

→  

学校教育の指導上で 

 

 

 

 

→  

 

 

 

 

→  
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添付資料 2  

        研究室・専攻  学生番号       名前           

へき地のイメージのパラダイム転換 

 5〜1 までの評価数値が 3 つ以上離れている人（5 と 2、5 と 1、4 と 1、に評価

が分かれた場合）、が同じグループの中に存在していたら、その項目の評価の違

いについて話し合い、なぜそのような違いが生まれたかをとらえる。 

→まず隣・前後の人と話し合ってください。その人との比較が終わったら、ま

た別の隣・前後の人と比べてください。 

 

1. まず評価数値が 3 つ離れている項目を全部列挙する。 

2. その項目のへき地のイメージの違いの背景・理由をとらえる。 

  1)自分が見たへき地の状況・イメージの違い 

  2)困難を克服する方策の違い 

  3)これまでの経験上の慣れ具合 

  4)個人的な価値の重点の置き方の違い 

  5)その他 

 

分

類 

通

番 

「 へ き 地 の イ

メ ー ジ を と ら

えてみると」の

項目 

主な違いの

理 由 番 号

（自分から

見た違いで

よい） 

背景・理由の状況 
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添付資料 3 

 へき地小規模校教育・協働経営・ワークシート 

提 出 者       研 究 室      番 号    名 前

（            ） 

研究室     番号   名前（       ）、 

研究室     番号   名前（       ）、 

研究室     番号   名前（       ）、 

※各自が提出します。提出者は、最初に名前を書いて下さい。その他討論した

相手は下に書いて下さい。 

 

 あなたが、へき地・小規模校の管理職や先輩教師になったつもりで、若い教

師にへき地・小規模校の良さを理解してもらい、へき地に定着してもらうため

には、どのようなことを伝えたり、施策を施したりしますか。 

 

1. へき地小規模校の良さを、若い教師に伝えるとしたら、何をどのように伝

えますか。 

 

 

 

 

2. 若い教師が多い中で、教職員の指導力量を高めていくためには、どのよう

なことを施しますか。 

 

 

 

 

3. 教職員どうしの人間関係を高め、若い教師にとって居心地の良い学校づく

りや、へき地・小規模校の特色を生かした教育課程づくり（カリキュラムづく

り）を進めるために、どのようなことを施しますか。 
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4. 若い教師が地域の中にとけ込めるようにするため、どのようなことを施し

ますか。 

 

 

 

 

5. 若い教師の生活要求や都市的生活へのあこがれに対して、どのようなこと

を施しますか。 
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添付資料 4 

へき地教育論   自分が考える、へき地小規模校における若手教員の研修希

望・提案 

ワークシート 

 

◎研究室       学生番号      名前                 

(記入者自身の名前)  以下は、グループ員名 

○研究室       学生番号      名前           

○研究室       学生番号      名前 

○研究室       学生番号      名前           

○研究室       学生番号      名前 

 

 へき地小規模校における若手教員の意欲と力は大きいです。へき地小規模校

では、新任 2・3 年目で研修部長を担当することがしばしばあります。自分の力

量開発の機会は、自分で提案していくことが重要です。自分ならば、どのよう

な学習機会・研修機会を提案したいと考えるか、具体的に提案してみて下さい。

自分が最初に希望することを書いた後、近隣のグループと意見交換をして、隣

の人の意見をそこに記入して下さい。 

 
大きな方向性(まずこの中から

自分が興味あること 5 つ選択) 

例えば、具体的にどのようなことを提

案・実施したいと考えるか。 

「自分も勉強したいので、今度○△□を

してみたいです。今度学校全体でやって

頂けませんか」 

1 
授業研究会や研修会・勉強会を

開いて指導力を高める 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

2 
先輩教員の授業参観や経験談

の交流 

○ 

○ 

○ 

○ 

3 
地域への情報発信や地域授業

参観を通して地域と協力した

○ 

○ 
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授業を作る。 ○ 

○ 

4 

模擬授業・研究授業参観・ビデ

オ収録研修でアドバイスをも

らう 

○ 

○ 

○ 

○ 

5 

若い教師が相談したり、教師ど

うしが会話・協力できる雰囲気

をつくる 

○ 

○ 

○ 

○ 

6 

地域施設・地域情報・地域文化、

地域の自然を生かした教育活

動の研修を行う 

○ 

○ 

○ 

○ 

7 

他のへき地校と研究会を開く

ことや交流により様々な情報

交換をする 

○ 

○ 

○ 

○ 

8 
若い教師のパワーを生かし、若

手の研修会・学習会を開く 

○ 

○ 

○ 

○ 

9 

担任を受け持ち、子どもと接す

る時間を多くして子ども理解

に努める 

○ 

○ 

○ 

○ 

10 

週案指導計画や指導案・教材資

料のアドバイスを受けたり、添

削をしてもらう 

○ 

○ 

○ 

○ 

11 

授業参観で保護者の意見をも

らったり、地域の人とへき地・

地域の人と教材開発を行う。 

○ 

○ 

○ 

○ 
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12 
教職員の飲み会・食事会・行事

等の交流機会を設定する 

○ 

○ 

○ 

○ 

13 

管理職やベテラン教師が、質問

タイムや不安を解消させる意

見交流の場を設ける 

○ 

○ 

○ 

○ 
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添付資料 5 

へき地教育論 社会性の育成のために   

自分の名前  研究室         学生番号      名前          

※議論をした人の名前 

○研究室       学生番号      名前 

○研究室       学生番号      名前          

○研究室       学生番号      名前          

へき地小規模校

の行動しやすい

側面とメリット 

自分ならば、どのような場

で活かして行くか? 

隣の人のアイデアは? 

異年齢集団づく

り 

 

 

 

 

全員参加の役割

分担 

 

 

 

 

全員の発言・発

表の機会 

 

 

 

 

調べ活動体験活

動を行いやすい 

 

 

 

 

TPO を踏まえた

コミュニケーシ

ョン機会の設定 

 

 

 

 

 

地域の大人との

コミュニケーシ

ョン機会の設定 

 

 

 

 

 

 

社会性育成のための観点 

◎異年齢集団づくり 

◎全員参加の役割分担 
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◎全員の発言・発表の機会 

◎調べ活動体験活動を行いやすい 

◎ＴＰＯを踏まえたコミュニケーション機会の設定 

◎地域の大人とのコミュニケーション機会の設定 
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第4章 

「初年次におけるへき地教育の実地研修と実践意識の形成-へき地の体験活動を通じた動

機づけ-」 

 

 

 第 1節 課題と方法 

  1. 初期的関心の形成の課題と新入生研修の課題 

 本章の課題は、初年次におけるアクティブ・ラーニングの中でも、へき地教育の実地研

修としてのへき地校訪問が、学生のへき地の実践意識をもたらす動機づけの意義を明らか

にすることである。へき地に根ざす新任教師を学部教育で育成する上で、初年次からへき

地小規模校を実際に体験してみて、実践的な問題意識を持ち続けることは重要である。 

 北海道教育大学釧路校では、１年次の５月に、新入生全員がへき地・小規模校を訪問す

る新入生研修を実施している。この新入生研修に焦点をあてながら、初年次を基盤にした

へき地校１日訪問研修による初期的関心の形成と端緒的教育効果をとらえることを課題と

している。新入生研修は、長期的な体験ではなく、新入生の時期に1日という短期的なへ

き地校訪問を行うものである。たとえ1日でも初年次の段階でも、へき地の学校現場を訪

問することの意義は大きく、学生の意識の変容から明らかにし、地域に根ざした教師教育

の実践の一環としての新入生研修の教育効果をとらえたい。 

 本新入生研修の初年次教育の特徴と意義としては、第一に、新入生の5月という入学直

後のへき地小規模校訪問の実施時期の意義である。この時点では、ほとんど教育的な知識

を学んでいない段階でのへき地校訪問である。この時点での訪問は、現場に行っても理解

できないのではないかという指摘もある。むろん様々な知識や観点を身につけてからへき

地校を訪問することが訪問時自体の教育効果は高いが、一方逆に、実体験がないために、

大学での講義としてへき地校の意味を知識として学んでも、へき地校の認識がイメージと

して深まっていかないという側面もある。さらに講義でパラダイム転換を図ったとしても、

見ていなければ、積極面の転換だけでは、真実性を疑いかねない。 

 実際に、へき地教育評価のパラダイム転換を目指した講義「へき地教育論」における学

生の感想文として、「へき地を見る評価点が最も変化した契機の一つは、新入生研修でのへ

き地校訪問であった」「講義でのパラダイム転換という価値観の転換をへき地に行くことで

実感した」という意見が多々あった。そのため、未知・未経験のへき地教育については、

講義と体験は、併行的に進めることが望ましいと考えられる。同じ1年生の中で、へき地

教育論の講義と併行してへき地校を訪問する新入生研修があるのは重要な認識条件となる。

したがって、専門的知見を有していない新入生研修の目指すべき教育効果の目的は、へき

地教育への体験的な動機づけ、すなわち端緒的な「未知の小規模学校体験」（注1）に限定

してとらえていることである。 
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 第二の特徴と意義は、新入生研修でへき地校に赴くことで、市街地の学校の雰囲気や教

育活動と比較するということである。釧路校の場合は、1年生の時から、「教育フィールド

研究」という釧路市内の市街地の学校に毎週赴く教育実習的な授業がある。したがって、

釧路市内・市街地の比較的大きな学校の様子を勉強するためにも、逆にへき地校を見てお

かないと、市街地の学校が標準の学校と思ってしまう可能性もある。むしろ自分の出身大

規模学校や釧路市内の「教育フィールド研究」で行っている学校とは異なるへき地小規模

校があるという認識を持ってもらう必要がある。この学校の違いを意識することが、学校

の活動は普遍的なものではなく、学校の規模や地域によって、学校の雰囲気や教師の指導

の仕方も異なるという視点を持つことができる。 

 第三の特徴と意義は、へき地地域に出て行くことによって、地域の様子にも触れること

である。へき地小規模校に赴任することは、へき地地域に住むことでもあるため、そのよ

うなへき地地域に住むことの抵抗感を少しでもなくしていかなければならない。 

 釧路校が位置する道東地域は、過疎地域指定率やへき地・小規模校の割合が北海道全体

に比べても高く、へき地校指定率も、18万人口の釧路市や根室市を含めても70％以上を占

めていて、へき地性が高い。道東の小・中学校に勤務する教員は、北海道教育大学出身者

であることが多く、また、大学を卒業と同時に、教師として最初に勤める学校がへき地・

小規模校であることも珍しいことではない。 

 そうした状況の中で、学部４年間の学生生活において、へき地地域の教師として働くこ

との意義を伝えることは、へき地の多い北海道の教育大学の使命の一つであり、同時に、

大学の「特色ある教育プログラム」にも位置づくものである。 

 

  2. 分析対象の新入生研修の実施内容と意識調査方法 

 現在行われている新入生研修は、日帰り短期間での研修であり、その教育的な効果をと

らえる限界もあるが、その後の釧路校のへき地行事体験、へき地教育実習などの継続的な

へき地教育研究に着目していく上では、端緒的な教育効果を明らかにすることができる。

研修は毎年の実施であるが、大学再編の中で、へき地教育の特性を打ち出して以降の実施

であるために、学生のへき地への関心は高いことが予想される。 

 本章の分析では、毎年実施されている新入生研修の中で、2007年度に実施された釧路校

の「新入生研修」における１年生からの事後アンケートに基づき、学生のへき地・小規模

校への意識の変容と教育的効果を明らかにする。そして、新入生段階でのへき地校訪問と

いう教師教育の実践課題と今後の展望をとらえることを目的としている。 

 2007年度の新入生研修は、日帰り１日研修で2007年5月25日金曜日に実施した。訪問

先市町は、根室市5校、浜中町11校、厚岸町7校の計23校を8班編成で訪問した。 

 本意識調査で取り上げる対象学生は、研修に参加した学生196人であり、研修事後アン

ケートとして記述したものである。釧路校1年生の出身地をみると、道外出身者は45.2％
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を占めていて、他キャンパスと比べても高いことに特徴がある。道外出身者のほとんどは、

北海道のへき地のイメージは全く分からないため、学生の出身地の特性からも、大学入学

後の間もない時期に、道東のへき地・小規模校を実際に訪問体験することの教育的な意義

は大きいと言える。 

 

 

 第2節 受け入れ校の一般的研修プログラムとふれあい体験の特徴 

  1. 受け入れ地域・学校の特徴と新入生研修プログラム 

研修を受け入れていただいた根室市や浜中町、厚岸町の３市町はともに、それぞれの学

校区で漁業を中心とした学校と、酪農業を中心とした学校を持ち、第一次産業を主な基幹

産業としている。北海道のへき地の場合は、兼業農家はほとんどないため、児童の家庭の

ほとんどが第一次産業に従事している家庭である。 

 研修受け入れ23校の学校規模の特徴としては、どの学校も全校児童が50人以下の学校

であり、小中併置校が5校、極小規模校が5校で、さらに、訪問校のほとんどに複式学級

が設置されている複式学校である。したがって、学生のほとんどは、全校児童数が1学級

人数のような規模の学校に初めて訪問することになる。また1学級に2学年が入っている

複式学級をはじめて見る学生が多く、全く異なる学級の形式に新鮮な感情を持つようであ

る。 

 

  2. 新入生研修での取り組み内容と児童とのふれあいの特徴 

 研修当日の訪問校での一般的なプログラムは以下のようなものである（表4-1）。特に児

童と触れ合うことを目的にした内容が多い。 

 

表4-1 研修当日の一般的なプログラム 

1.大学生の到着 

2.オリエンテーション 

3.学校概要の説明・校舎見学 

4.全校集会：対面式 

5.レクリェーション：子どもたちとのふれあい 

6.体験学習もしくは授業参観 

7.児童・教員との全校給食 

8.昼休みの活動：子どもたちとのふれあい・子どもたち

と清掃活動 

9.授業参観・クラブ活動・各委員会活動 

10.研修の感想交流 
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11.お別れ会 

12.大学生の離校 

 

 当日のプログラムは、学生の訪問校到着時刻と訪問校出発時刻をあらかじめ学校に連絡

し、それぞれの学校が学生の滞在時間内において通常の学校の様子を体験できるように時

間割が設定されていた。また全体として、複式教育や小規模校の特性、さらには、その地

域の特色を認識・体験できるようなプログラムの設定を意識している。 

 例えば、児童との遊びでは、学級の中での遊びではなく全校集会の中での全学年児童と

の遊び（ゲーム）や、全校体育、異学年交流も含めた全校給食、などが企画されている。

授業では、複式授業における「わたり」や「ずらし」の特徴の解説、個に応じた指導の時

間の確保、なども見せてもらう。体験的な活動では、学校林を所有している学校では学校

林を使った自然体験学習、運動会前の全校練習に参加することなど、があげられる（注2）。

運動会は地域と共催であったり、協力して運営するため、へき地学校では、学校行事に地

域が協力してくれるという話しを、学校から聞くことができた学生も多い。 

 どの学校の研修内容をみても、特に個に応じた指導や少人数教育の積極面を体験できる

ようなプログラムが準備・計画されていた。これらのプログラムは、都市部の大規模校で

育った学生にとって、全校児童と一緒に活動すること自体が初めての体験であり、戸惑い

と同時に、そうした少人数の教育活動に感動するようである（注3）。その感動とは、子ど

もどうしの仲の良さや教師と子どもの親密さ、皆で活動に取り組むことの一体感を、学生

の立場から体感していた。これらのプログラムの特性は、1日という短い体験ではあるが、

へき地小規模校の特性を瞬時に感じ取ることができるほどの体験でもある。 

 

 

 第3節 新入生研修における事前・事後研修と体験活動の補完 

 大学が新入生研修に参加させるまでの指導としては、主に全学生を対象とした共通の全

体ガイダンスと、引率教員による訪問校ごとの２回のガイダンスを中心として行った。事

前・事後のガイダンスは、2回という短いものであるが、このような事前指導・事後指導

が訪問体験をより意義の高いものに認識させる条件となる。したがって、へき地の研修プ

ログラムでは、学生の経験に合わせて、いかに事前・事後指導を充実させるかが大きな課

題となる。ここでは、その指導の目的と内容について取り上げる。 

 まず、大学入学後間もない学生たちは、直前まで生徒の立場で学校生活を過ごしてきた

側である。大学生とはいえ訪問校の子どもたちから「先生」と呼ばれることに、大きな戸

惑いとうれしさを感じるようである。 

 そのため、全体ガイダンスでは、４年間の在学中に学校を訪問することが多くなる学生

に教師の卵として、訪問者としての心得を理解してもらわなければならない。一般的に学
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校現場からは、へき地・小規模校ゆえに、訪問者である学生たちの教師の立場をわきまえ

ない言動が、子どもたちに多大な影響をもたらすことを危惧されることが多い。日常生活

の中で他人と接する機会が少ない子どもにとっては、大学生が訪問することだけで大きな

影響を受けることになるが、さらに先生の卵としての学生から大きな影響を受けてしまう。

こうしたことから、事前指導では、挨拶をきちんとすることや言葉遣い、服装に配慮する

ことを中心に指導し、さらに単なるお兄さん・お姉さんの遊び相手ではなく、教師の卵で

あるという自覚を持って、言動には責任を持つことを意識させる必要がある。このような

自覚を持った訪問が、いっそう訪問時の教育効果を高めることになる。 

 訪問校別事前指導では、研修当日の引率教員から、訪問校からの連絡事項の周知や、当

日のスケジュールの確認、訪問校の学校や地域の概要について情報を共有し、また、学生

同士や引率教員との事前交流を行った。 

 事前学習では、例えばインターネットを用いて情報検索しながら、訪問校の児童生徒数

や教職員数、学校の歴史、地域の基幹産業、自然環境、当該町村全体を把握・理解するこ

とに努めた。 

 さらに事後指導では、自分が見た経験を語りながら、感じたことを共有するという経験

交流を行った。いわゆる「シェアリング」である。実施回数が1回だけの経験交流であり、

担当教員が必ずしも学生の経験内容を熟知しているわけではないので、学生同士の経験交

流という域を出ていないが、学生の率直な感想が交流されるだけでも、へき地校の特性に

関する認識の共有化と多面的評価の広がりとして意味がある。 

 

 

 第4節 研修事後選択式アンケート結果と学生の意識変化 

 すでに見たように、へき地小規模校に初めて赴く「未知の学校体験」を中心に新入生研

修を位置づけてきたが、その教育効果をアンケートに見られる意識変化からとらえたい。

新入生研修に参加した196人全員の事後アンケートから、へき地・小規模校の訪問につい

てどのような意識が見られたかを以下に述べる。 

 アンケートは、新入生研修の当日中に回収した。アンケート項目は、選択式の設問が14

問で、5段階評価で選択してもらった。自由記述式は３問で、感想や教育観の変化等につ

いて記述してもらった。回答した学生の自分自身の通学学校規模別(図4-1)では、中・大

規模校出身者が65.8％、へき地・小規模校出身者が26.5％である。また、回答者の男女比

は、ほぼ同数である。 
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図4-1 学生自身の出身通学学校規模 

 

 

 アンケート結果にみられる学生の満足度や達成感は、どの数値も高いが、すでに述べた

ように、新入生のレベルから見た「未知の学校体験」として学生の意識を評価するもので

あり、学生が実態としてへき地教育の特性を発見してそのスキルを身につけたことを意味

するものではないことを踏まえておかなければならない。しかし「未知の学校体験」自体

が新たな完成と認識を生み、内発的な動機になるという指摘もあり、「未知の学校体験」に

は教育効果が少ないということにはならない（注4）。 

 選択式の設問では、「子どもたちとの触れ合い・交流」(図4-2)が「よくできた」65.8％、

「できた」27.6％を合わせると93.4％を占めていて、後述するように少人数の環境におけ

る子どもとの関わりやすさが積極面として表れている。学生は、すでに釧路校の「教育フ

ィールド研究」で市街地の学校に1日入った後なので、とりわけ市街地の学校での触れ合

いと比較して、へき地小規模校での子どもとの触れ合いのし易さも感じている。 

 

図4-2 子どもたちとの交流・触れ合い 

 

 

 「小規模校・子どものすばらしさを発見できたか」(図3)については、「よくできた」71.4％、

「できた」25.5％を占めていて、合計すると96.9%と高い。すばらしさの発見ができたと

意識する背景は、元々持っていたへき地のイメージの低さからすれば、その反動で高くな
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ったことと、事前指導において、へき地小規模校の悪いところばかりをとらえずに、意識

的にいいところをとらえるように指導していることにもよるものである。 

 

図4-3 小規模校・子どものすばらしさを発見できたか 

 

 

 へき地校訪問を経て、「へき地校の先生になりたいと思ったか」(図4-4)については、「是

非なりたい」が52.6％である。へき地のすばらしさを発見できたとしても、実際にへき地

に住みへき地校の教師になるとしたら、まだその抵抗感は高いと言える。それでもへき地

校の教師になることを「考えてみたい」とする学生は38.8％で、「なりたい」と「考えて

みたい」を合わせると91.4％を占めた。 

 

図4-4 へき地校の先生になりたいと思ったか 

 

 

 また、「へき地・小規模校のプラス面を発見したか」(図4-5)についても「かなり発見で

きた」68.4％、「少し発見できた」29.6％を合わせると98.0％と高率である。へき地やへ

き地校に定着する教師を養成するためには、プラス面を発見していくことを意識的にしな

ければならないと考えているが、その指導目的は浸透したと言える。これはへき地教育に

関して、意図的な指導に見えるが、現実にへき地小規模校に赴任したがらない若手教師の

現実を考えると、プラス面を発見してもらうこととその観点の育成から始めることは、へ

き地教育の重要な端緒となるものである。以上から、へき地教育への動機づけの端緒的な

教育効果はあったと言える。 
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 これらの意識は、あくまでも「未知の学校体験」を目的としたものであるために、一定

の短い期間の中で効果が発生するものではある。しかし短期間ではありながらも、学生自

身のこれまで持っていたへき地へのマイナスの学校観や子ども観を大きく広げたり、変え

たりする体験であったことが見て取れる。新入生研修の当初の目的としては、まず学校観

が広がり、自分の受けてきた学校の指導方式や学校の雰囲気とは違う学校があることを認

識できただけでも、教育効果はあったと考えられる。 

 

図4-5 へき地・小規模校のプラス面を発見したか 

 

 

 さらには、「新入生研修に参加して、大学で学んでいく上での新たな目標が見えてきたか」

(図4-6)についても、「よく見えてきた」38.3％、「見えてきた」49.0％を合わせると87.3％

を占めた。この目標の内容については、定かではないが、教員養成大学一般の目的である

「教員になること」や「北海道のへき地校の教師になること」などの漠然とした目的意識

とへき地のプラスの感動が適合したことが背景にあることが見える。新入生時の新鮮な五

感を基盤にして、へき地小規模校を実際に体験することによって、へき地小規模校の良さ

を全般的にとらえることができたと言えよう。 

 

図4-6 大学での新たな目標が見えてきたか 
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 第5節 自由記述式アンケート結果と学生の意識 

 自由記述に表現された記述内容を見ても、文章で書いてもらう大変さがありながらも、

小さな学校の良さをまさに五感を使って体験したことがうかがえる。具体的にどのような

ことが良かったのかを、記述式の設問3問のうち、2問からとらえてみたい。 

 「研修全体に対する評価」(表4-2)では、各記述文章内容の意味合いをこちらで大別す

ると、全体の記述意見の中で、「子どもとのかかわり」に関する記述が49.2％、「複式授業・

少人数指導」に関する記述が17.5％、「小規模校の良さ」に関する記述が14.2％であり、

この3つが全体の大勢を占めた（表抜粋）。 

 さらに、「教師と子どもとの距離が近いことや信頼関係が強い」などの教師に関すること

が全体の中で3.1％、「へき地のイメージが良い意味で変わったこと」、「教職に対する意識

の高まりになったこと」、「“教育フィールド研究”で関わっている市内大規模校との対比が

できたこと」、を合わせると17.9％いることからすれば、へき地小規模校の特性をとらえ

る評価を多面的に行っていたことが分かる。 

 「子どもとの関わりが深められたこと」の中身を見ると（表4-2）、「よい子たちばかり」

「一人一人がとても親切」「子どもたちが素直」という、部外者に対するへき地の開放的な

雰囲気や他人に対する児童の親近感を感じ取った学生も多い。また「学年間の交流が多い」

や「児童と先生の仲の良さ」など、へき地小規模校の縦の人間関係の良さについてとらえ

ている学生も多い。 

 「小規模校の良さを発見できたこと」の中身を見ると（表4-2）、抽象的な表現ではある

がやはり「へき地のいいところをたくさん見つけられた」「良い面を見つけられた」などの

印象としてのいいイメージを持ったという学生も多い。また「思っていた学校よりもすば

らしい学校だった」「イメージが変わった」などの元々持っていたマイナスイメージが転換

したという学生も多い。記述としては全体のイメージであって漠然としてしかとらえられ

ていないが、どこか漠然とこれまでの出身校や市街地校と異なるイメージを受けたようで

ある。 

 

表4-2 新入生研修全体に対する評価 

No. 記述内容 

分類1：子どもとのかかわり 

9 子どもたちとの接し方がよく分かったこと。 

16 子どもたちと交流できた。 

17 たくさんの児童と触れ合い、少人数だったので一体感を味わうことが出来た。 
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18 短い時間の中であんなに仲良くなれて嬉しかったです。へき地に対するイメージが良い方向に変

わってよかったです。 

23 少人数である分、児童一人一人と触れ合うことができ、良いところ、悪いところを少し発見でき

たこと。 

36 実際にへき地校に行けたことがまず良かった。自分の体験したことのない環境で学んでいる子と

交流できたことが貴重な思い出となった。 

42 へき地に実際赴くことで、イメージがマイナスよりむしろプラスの方が大きいのではないかと思

った。生徒と交流が良く出来て、最後に「ありがとう」と言われたときは、絶対教師になりたい

と思った。すごく嬉しい体験だった。 

43 児童と先生の仲のよさが良く分かった。児童と仲良くなれてよかった。 

46 子どもと触れ合い、コミュニケーションをとることが出来たこと。初めてへき地校を訪問し、実

際に現場を見ることが出来たこと。 

47 子どもと触れ合えたこと。 

48 子どもと直に触れ合えたこと。実際にそこで働いている教師の方に話を聞くことができた。子ど

もの信頼を得ることの難しさを知れた。 

50 何より、子どもと触れ合うことの楽しさを再認識できたことが良かった。 

63 一つ一つの体験や授業を通して、子どもたちと話す機会が多く取れたこと。又、何の抵抗もなく、

私たち大学生に話しかけてくれて遊びに誘ってくれた子どもの素直さに触れることが出来たこ

と。 

70 へき地校の子どもたちの雰囲気に触れることが出来てよかったです。子どもたちはとても素直で

新鮮でした。 

72 子どもが思っていたよりもずっと親しく接してくれたのですぐに仲良く話せた。 

73 子どもたちとたくさん関わることができたこと。そしてへき地の子どもたちの素直さに触れるこ

とが出来たこと。へき地の子どもたちの目の輝きは大規模校の子どもたちとは異なっているよう

に感じられた。少年犯罪などの話題が絶えない中で素直な子どもたちと触れ、話しが出来たこと

は私にとって貴重な機会となった。 

77 子どもとの接し方が分かった。 

79 子どもから学ぶということを学べた。 

86 実際にへき地の学校でへき地の子どもたちとたくさん触れ合えたこと。へき地の周りの環境が見

れたこと。 

88 多くの子どもと触れ合うことが出来ました。 

90 子どもを好きになったかもしれない。初めての山菜を食べたこと。 
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98 子どもと触れ合えたこと。へき地校の印象が変わったこと。 

99 生徒一人一人と話すことが出来た。 

111 子どもとどう仲良くなっていくかということが分かった。 

115 子どもたち一人一人とたくさんの時間触れ合えたこと。教育フィールドの時よりも多く話すこと

が出来、学年関係なく子どもたちの生き生きした姿を見ることが出来た。 

117 初めてへき地に訪れて、自分にとってよかったことは、もちろん児童と深く関われたことです。

１～６年生、特に３,４年生と深く関われてよかった。 

118 教育フィールド研究とは違うへき地校の小学校へ行くことは、大規模校とは違う、児童生徒との

ふれあいが出来てよかった。 

119 多くの子どもたちと触れ合うことが出来た。体力テストのやり方が違うことに少しびっくりし

た。だが、その方が流れよく進んでよかった。給食も１～６年生と食べられました。みんなが違

う話をするのでギャップを感じた。 

120 子どもたちが元気で優しかったです。 

122 皆良い子達ばかりで楽しかったです。小規模校のいいところがすべて当てはまる絵に描いたよう

な学校でした。校舎もきれいで新鮮でした。最後の見送りで、走りながら手を振ってくれて、ま

るで映画かドキュメンタリーを見ているようでした。 

124 子どもたち一人一人がとても親切で、とてもいい子達ばかりだった。へき地に対する思いが変わ

った。 

125 子どもとの触れ合いが出来てよかった。フィールドも結構小規模だが、より小規模で楽しかった。 

127 子どもたちとたくさん触れ合うことが出来ました。へき地というと、あまりいいイメージを持っ

てませんでしたが、子どもたちの素直さや、一生懸命な気持ちが伝わってきて、今までの考えを

プラスのイメージに転換することが出来ました。 

128 へき地・小規模校の子どもたちと触れ合うことが出来、子どもたちの大変素直な心に触れること

が出来、良かったと思いました。また、へき地・小規模校の雰囲気を知れてよかったです。 

131 子どもたちとの触れ合いと小規模校の現場を肌で感じたこと。 

132 子どもたちとたくさん交流できたこと。たった１日だったけど、児童とのコミュニケーションだ

ったり、外で遊んだり、何より「○○先生」と言われるなどとても有意義に１日を過ごすことが

できました。「○○先生」っていう言葉は新鮮で、未だ教師の大変さは分かっていませんが、教

師っていいなって思いました。 

133 学年の上下に関係なく、子どもたちに接して、とても豊かな気持ちになれました。又、新任教師

の立場の自分を想像して、不安を感じていたのですが、子どもたちの純粋な笑顔が私の不安を消

し去ってくれました。 

134 実際のへき地校というフィールドの中で肌で感じながら児童と触れ合うことが出来たこと。 
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140 自分の行った学校はとても明るい子ばかりでとても楽しく過ごせた。明るく親切であった。へき

地の学校にすごく行きたくなった。 

143 子どもたちとの触れ合いが多かったこと。 

147 へき地校というふだんは行くことが出来ないところに訪問できた事自体良かったし、その中で実

際に子どもたちに触れ合って子どもの純粋さ、素直さに触れることが出来た。 

150 子どもたちと楽しい交流ができたこと。 

151 短い時間でしたがコミュニケーションの大切さを知りました。子どもと触れ合うと自然と笑顔に

なっていくのが良かったです。 

153 へき地の子どもたちの触れ合いの中で子どもの優しさや共同性を発見することが出来た。具体的

にイメージできるようになった。 

154 少人数なので全校児童、先生方と触れ合えた。児童のご両親とも授業に参加できた。 

157 これまで比較的小さい学校で生活してきたが、全校生徒が１０人みたいな小さい学校は見たこと

がなかったから良い経験になった。そして本格的な複式授業を見ることが出来てよかった。 

158 今までの小学校とは見方が変わって、違う視点から物事を捉えられるようになったことが良かっ

たです。１日で全ての学級が見れたので良かったです。 

159 特性を生かしてのびのび生活しているなあと感じたので、へき地・小規模校への偏見がなくなっ

た。 

160 へき地校のイメージが変わったことです。確かに生活の不便を感じましたが、学校というものは、

他の学校と何も変わらず、ただ生徒数が少ないというだけで、子どもとの関わりも最初は戸惑い

を感じましたが、仲良く関わることができました。 

161 へき地校のプラスの面を多く見れたこと。学年の別なく皆が仲いい。教師と児童の距離が近い。 

165 教育フィールドと違う学校だったので学校ごとの児童の違いを見れた。先生が気付く前に児童同

士で助け合っているのが見れて良かった。学年問わずみんな仲が良く、輪の中に入れた。 

166 子どもたちと直接話したり、活動したり出来たこと。 

167 最初は子どもたちと仲良くなれるか不安だったが、すぐに仲良くなっていろんな話が出来たこ

と。 

168 とにかく子どもと関わることが出来たのが１番良かった。今まで経験したことがないへき地を知

れてよかった。 

169 日ごろ大学では経験できない子どもとの触れ合いが出来てとてもよかった。子どもの人数は少な

かったけど皆元気で明るい子ばっかりだった。学年を越えて皆仲良しで学校全体の雰囲気が凄く

良かった。 

177 へき地校ならではの学年間の交流をたくさん見ることが出来た。 
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181 最初は少し緊張して戸惑ったけれど、歓迎会や交流会を通して、児童に話しかけやすくなりまし

た。私たちが企画した「猛獣狩り」も盛り上がり、ほっとしました。あと、子どもたちが優しく

接してくれたのが一番嬉しかったです。 

183 へき地の様子が少し分かった。学年を越えた友達が多いのが分かった。 

184 今までへき地・小規模校のことについて知らないことばかりだったので、へき地の学校の特色を

生で見ることが出来たので良かった。子どもたちと交流が出来てとても楽しい時間を過ごすこと

が出来た。 

分類2：複式授業・少人数指導について 

20 実際に自分の目で、小規模校での生活や勉強を見ることが出来てよかった。複式学級の授業や全

校での体育など初めて見るものが多かったので、とても新鮮だった。 

21 授業での先生と子どもたちとのやりとりをまともに見ることが出来たこと。子どもたちとたくさ

ん話をしたり、遊んだり出来たこと。 

31 複式授業だけでなく、小中併置校の実態が見られて良かった。 

35 へき地校に訪問させていただいて、思っていたよりも素晴らしい学校だったので、とても貴重な

体験をした。複式学級を間近で見学できたので勉強になった。へき地の子どもたちは、落ち着い

ていてギャーギャー騒ぐ子がいなかったのでびっくりした。 

45 小規模校に触れることが出来、子どもたちのいいところをたくさん発見できた。クラスが少ない

なりの授業の取り組み方、進め方をよく理解できた。 

51 少人数の指導について知ることが出来た。 

52 少人数だからこそ、すべての学年との付き合いが深い。 

53 小規模校のプラス面が分かった。複式授業の様子が分かってよかった。 

54 へき地校の子どもたちと触れ合えたこと。先生方の指導方法がとても勉強になった。 

55 子どもと触れ合うことが出来てよかった。複式授業の見学が出来てよかった。 

61 へき地校のいいところをたくさん見つけられたところが良かったです。マイナス面が多いように

思われがちですが、少人数だからこそ、全員が授業に参加して豊かな心を育める環境にあること

を学べました。 

64 直接へき地の子どもと関わって、授業を一緒に受けたり会話をすることで、子どもたちのよさ、

子どもたちが受けている環境的な影響をきちんと把握できたこと。 

66 最初に校長先生が一人一人の結びつきが強いことがいい所だと言っていたが本当にそう思った。

全校生徒で農園作業をしたり、昼休みも遊んだりと、本当にたくさんのことを学びました。へき

地のイメージはあまりよくなかったし、授業を受けてもあまりよく分からなかったけど、実際に

その学校に行ってみると良さが本当に分かってきて大変いい経験になった。 

82 へき地校の授業風景を見て、先生と生徒一人一人のコミュニケーションの多さと工夫の仕方はと
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ても有益になりました。また、子どもたちとたくさん触れ合えて楽しかったです。子どもたちは

とても素直で無邪気でした。 

91 自然と触れ合いながら子どもたちと交流することが出来たこと。複式学級を見て、授業参加でき

てよかった。おいしい給食を子どもたちと話をしながら食べることが出来たこと。 

92 自分の中で考えていたへき地校のイメージが大きく変わった。大規模校とは違うよさがあり、全

学年を通してみんなの仲がよく、授業中も手を挙げる子が多いと思った。 

107 スポーツテストの補助が中心だったことで、１～６年生まで、少人数で触れ合うことが出来て仲

良くなれた。積極的に子どもたちに声かけできて良かった。 

121 子どもたちと触れ合えてとても楽しかった。別海の牛乳が飲めてとても嬉しかった。授業を生で

見れてとてもよかった。 

130 児童・生徒数が４人の中での運動会の練習や、野球での交流がとても楽しかったです。教頭先生

のお話や、現場の先生の言動を聞くことができとてもよかったです。普段は経験できないような

授業の雰囲気を味わえたことがとてもよかったです。 

152 一人一人の子どもと少しずつでもコミュニケーションをとることが出来た。複式学級での授業を

見学することが出来てよかったです。 

155 複式学級の授業を見ることが出来たこと。地域と学校との関係の仕方がとても良いなと感じまし

た。 

分類3：小規模校の良さ 

14 小規模校に対する「閉ざされた」イメージがなくなったこと。内部だけでの人付き合いに留まっ

て、外部の人を受け入れない…という固定観念があったのが、児童の人なつっこさを見て一気に

無くなりました。 

15 少人数でも楽しそうに過ごしていました。小規模だからこそ、他学年との交流も盛んになって、

皆仲良しで率直でした。 

65 へき地の印象がすごく変わった。とても良くなった。 

69 へき地のよさを再認識するいい機会でした。やはり子どもたちが素直で、自分から行かなくても

子どもたちから寄ってきてくれてとても嬉しかったです。教師への思いが強まりました。 

74 お昼休みに体育館で皆一緒にバナナおにをしたこと。本当に楽しかった。 

75 へき地のよさをたくさん発見できたこと。 

85 自分は小中学校とへき地、小規模校で育ってきて、自分の育った地域も学校も誇りに思っていた

ので、さらにへき地・小規模校への魅力を感じることができて、是非へき地で先生をしたいと思

いました。 

95 やはりへき地ならではの良い面を見つけられたこと。 

104 へき地・小規模校に対するイメージが変わったこと。また、たくさんプラスが見られたこと。 
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105 へき地・小規模校への見方が変わったこと。子どもたちを身近に感じることができて良かったで

す。 

106 へき地は人が少なくて、マイナスなイメージが強かったけど、この研修を通してプラスなイメー

ジに変わったことが嬉しかったです。 

2 小規模のよさが見つけられた。 

8 実際のへき地校を訪問して、へき地にしかない色々なものを見たり、感じたりすることができて

よかった。 

25 へき地校の素晴らしさを知ることが出来た。 

146 小規模校の良い点をたくさん発見できたことです。 

170 初めて小学校に行って、それが小規模校であり、とても溶け込みやすかった。 

163 へき地校の絆の強さ等たくさんのプラス面を発見できた。 

分類4：学校と地域のつながり・地域性について 

49 大規模な学校しか知らなかったから、新しい発見がたくさんあった。子どもの交流の仕方や教師、

地域の人たちとの距離、知識としてではなく肌で感じれたことがとても良かった。 

67 縦のつながりがすごく良かった。総会のとき、議長がみんなを名前で呼んでいて驚いた。先生方

も仲がよさそうで、地域とのかかわりも密接で都会の学校にはない良さがあったと思う。 

71 私自身へき地校出身ですが、教師の目線でへき地校を見たことがなかったので、今回の研修でへ

き地校のよさを再発見できた。また、地域性も知ることが出来た。 

80 へき地での体験学習の場を与えてくれたことに感謝しています。それはなぜかというと、私はへ

き地校は人数が少ないので人と接する機会がない、つまりコミュニケーション能力がつかないと

考えていました。しかし、この体験学習を通してそれは間違いがありました。人が少ないからこ

そ親切な関係が築けることもありました。 

84 全校生徒と交流できて良かったと思います。自分の目でへき地のまわりにある豊かな自然を見れ

て良かったです。 

89 子どもたちの素直で、明るく元気な心を見れたこと、地域とのかかわりをとても大切にし、自然

と触れ合うことで成長 

していく子どもたちを見ることが出来たこと。間近で授業を受けられたこと。 

112 へき地への見方が変わったこと。 

135 へき地校に実際に行き、雰囲気が分かったこと。学校と地域とがどのように連携しているか知る

ことが出来たこと。 

分類5：その他 

19 フィールドで行っている学校とへき地の学校の様々な違いを感じ取ることが出来た。 
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22 へき地校のマイナスイメージが少しなくなった。 

62 今までテレビでしか見たことのなかった小規模校に行けたことが良かった。 

68 へき地の良さ、厳しさを学べた気がする。 

76 想像の中でしか描けなかった「へき地の学校」というものに直接触れることが出来たのは本当に

プラスになった。 

78 授業でへき地、小規模校について勉強し、それを実際に体験できた。 

87 実際にへき地に行くことが出来、へき地へのイメージが変わったこと。 

108 初めて小規模校に行ってみて、新しい体験となったこと。 

114 小規模校のいいところが実感できた。 

116 自分もへき地校出身なので、懐かしい感じがした。そのなかで、自分と同じようなことを考えな

がら生活している子どもたちを教える側の視点から見れたこと。 

136 私は今までずっと大規模校で育ってきたので、へき地小学校がどのような場所なのか全く分かり

ませんでした。今まで持っていたへき地のイメージが今回の研修で変わった気がします。 

138 今のへき地の現状を知り、体験が出来たこと。 

139 小規模校への考えが変わった。仲が良いというのを身をもって感じることができた。 

144 小規模校の実情を知ることが出来た。 

148 へき地教育の現状が分かった。 

 

 「研修を体験したことによる学生自身の教育観の変化について」(表4-3)の記述でとら

えると、選択式の設問でも高く評価されていた学校や子どもの良さをとらえるような、次

のような意識が多くあった。 

 まず、「へき地をプラスとして考えること」をあげた学生が19.9％いた（表4-3）。この

中には様々なプラス面をとらえた内容が一緒に入っているが、何らかの特徴を意識してプ

ラスとして感じることは、端緒的な体験としては成果があったと言える。「子ども観の転換

と少人数指導の中での子ども理解の大切さ」と、既述した「子どもと学生の距離の近さで

あり、教師と子どもの近さ」が全体の13.3％あった。やはり教師と児童、児童どうしの密

接な関係の深さを感じ取っている。 

 また、「地域を知る教師としての姿勢の大切さ」が10.2％ある（表4-3）。へき地小規模

校の経験を通じて、公立学校に勤める教師には、地域に根ざした教育活動や地域を思いや

る姿勢の大切さを、学校と地域の連携のあり方として学んでいる。 

 さらに、へき地小規模校の教育活動を間近に観察する中で、「教師観の意識が変容した」

学生も23.5％いた（表4-3）。教育活動は、児童と先生の信頼関係を媒介にしなければなら
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ないが、そのような関係性の強さをとらえている。授業面では、複式授業の積極面と課題

を感じながらも、授業の中での関係性として「人間関係の深さがあること」の重要性に気

づいた学生が全体の18.9％いる。 

 このように、へき地・小規模校の良さとして一般的に指摘されている、人間関係の良さ

や学校としてのまとまりがあることがへき地の良いイメージの基本となっており、さらに

学校と地域のつながりについても、短期間の研修でありながらも体得していたとみること

ができる。へき地小規模校では、密接な人間関係が基盤としてあることを全体のイメージ

としてとらえていた。これらのへき地校の特徴を漠然と把握しているだけでも、入学直後

の新入生研修のへき地体験としては、十分であると言える。 

 

表4-3 新入生研修を体験したことによる自身の教育観（価値観・認識）の変化について 

No. 記述内容 

１．へき地の地域性と学校と地域のあり方について 

分類1：自然・社会環境について 

13 たとえへき地だとしても、周りの自然を利用していろんな活動をすれば、より子どもたちの興

味・関心を引き出せるし、楽しい授業になるなと思った。 

14 へき地に対して好感を持てた。 

29 ３,４年生の社会科の見学したときにかなり地元に根付いた内容のことをやっていました。地元

を知らなければならないことが分かりました。 

41 へき地だからといって遊ぶ場所や学習場所が少ないという考え方は間違っていた。その土地特有

の自然こそが最高の遊び場であり学びの場であった。 

59 子どもはもともと純粋で、特に小中学生は人間関係や環境で人間性が違ってくるのだろうなと思

った。へき地の子どもたちは自然に触れ合う機会がとても多く、思いやりのある子どもたちが多

かった。 

70 その土地を生かして、活用して教育していくことが大切だと思った。 

78 まわりにある自然を生かした授業を行なっていかなくてはならないときもあるので、自分自身も

自然に詳しくなっておかなければならないということが良く分かりました。 

84 自然体験をすることで、お互い助け合いながら、そして楽しみながら学ぶことが出来るので外に

出ることも大切だなと思った。 

分類2：保護者・地域住民について 

27 ＰＴＡの参加率を聞いたとき、とても驚いた。どこの保護者の参加率は大して変わるもんではな

いと思っていたが、研修した学校の保護者の方々はほぼ参加していた。 

48 へき地という所により、地域と学校が深いつながりを持っていることに対して素晴らしいと思っ

た。 



127 
 

55 へき地での児童の親や地域の方々はとても元気で学校に協力的だと分かった。 

71 小規模校でしかできない授業のやり方や、先生方の気遣い、接し方が勉強になりました。地域の

人々と一体になって学校を作り上げているんだなあと改めて感じました。 

124 家庭だけでなく「地域」の子どもであるということを実感した。複式学級で授業をするのは大変

そうだが、大規模校でもへき地校でも同じ子どもと触れ合うので利便性で地域に差をつけるのは

もったいないと思った。 

125 教頭先生のお話を聞いて、へき地校にとってＰＴＡや地域との関わりはとても大切だと感じまし

た。学校は教師と子どもの関係だけでなく、地域・学校・家庭が一体となって運営していく必要

があると思いました。 

140 大きな学級よりも地域と連携して、授業や行事に家庭の人が関わることで、子どもの成長を学校

だけでなく地域で見守っていけることは、大きな学校ではなかなか難しいことだと思いました。 

144 地域あってこその学校ということが改めて分かった。へき地の先生になりたいと思った。 

145 小さい学校は授業に保護者も参加できてコミュニケーションがとりやすいと思った。 

165 運動会など色々な行事は、地域全体が楽しむという話を聞いて、教育とは学校の中だけではなく、

周りの大人たちとも連携を取っていくべきなんだなと感じた。 

分類3：生徒・教師について【生徒どうし・生徒と教師の関係性】 

115 やはり、教師と子どもの関係が親密でした。そして、中学生が小学生に運動会のダンスを教える

場面があって良いなと思いました。 

120 もっとよそよそしいと思ってたけど、皆温かく迎えてくれてとても嬉しかったです。それに教師

と生徒の距離が近くて驚きました。 

56 私自身へき地校での経験がなかったのですが、今回の体験を通して、先生と生徒の結びつきの強

さに驚かされました。それは少人数学校のいい面だと思いました。 

34 学校の上下関係が全くなくて、違う学年と仲良くなっていることがすごいと思った。教師も子ど

もたちに本当の親みたいに接していて、大規模校とはだいぶ雰囲気が違っていて、「へき地の先

生になりたい」と思いました。 

113 子どもの距離が近いと思った。 

130 子どもたちの表情や先生方との関係を見て、改めて教員になりたいと思った。 

2. 少人数指導について 

分類4：授業の進め方 

24 複式授業に対する良さや悪さが見えたこと。 

39 授業中うるさいことを注意するのではなく、のびのびと授業させて自分で答えを見つけることに

重点を置いていた。 

47 少人数だからこそ一人一人に対しての接し方が大事である。 
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85 学年ごとのクラスでなくても、しっかり授業は行なえることが改めてわかった。初めて複式授業

を見て、何も問題なく行なえることに驚いた。 

87 全校生徒が一緒になっても授業はできるのだなと思った。逆に高学年の子が低学年の子にも教え

たりなど良い面もたくさんあると思う。 

89 複式授業は、学年別に板で区切ったりして分けると思っていたが、学年が違っても、自然な感じ

で明らかに区切った授業はしないんだなあと思った。 

146 予想以上に縦割りの関係がしっかりしていると思った。複式の授業ではずらしながら授業をしな

ければならず大変だと思った。また、特別支援学級に入ったときどのように対応するかももっと

勉強したいと思った。 

173 複式授業では「わたり」の授業と一緒にやる授業の両方を出来るようにならなければならないと

思った。 

117 中学１,２年生の授業を参観して、道徳の授業の裏に多くの知識や考えがあるんだと思いました。

又、先生方が子どもを支えているんだということが分かり、教師に対する考えが変わりました。 

分類5：小規模校の良さと子どもどうしの関係性について 

3 少人数だからこそ、授業の進め方が難しい面もあるんだと思いました。 

49 学校は生徒の人数が少なくても楽しい。 

56 私自身へき地校での経験がなかったのですが、今回の体験を通して、先生と生徒の結びつきの強

さに驚かされました。それは少人数学校のいい面だと思いました。 

63 学校全体でまとまっている。 

76 へき地であることは人数が少なく、交友関係が狭いのではないかと考えていたところがありまし

たが、むしろ１～６年生全員が仲良く遊んだりご飯を食べたりするのを見て、何でも先入観で見

ていては本当の姿は見えないということが分かった。 

99 へき地だと学年を越えて、しかも男女関係なく友達になれるし、先生も一人一人の名前を覚えら

れるし、温かくていいと思った。 

100 大規模校よりも生徒・児童と先生との距離が近い感じがして、小規模のよさなんだなと思えた。 

104 人数は確かに少ないが、全然不足じゃない。学年を越えた交流もあり、とてもいい面を見せても

らった。 

107 先生一人一人が、児童の特徴を掴んでいると思った。 

111 悪い子が全くいなかったのは驚きました。 

4 知らない世界（へき地校）だったので新しい扉が開いたような感じだった。この経験をこれから

に生かしていきたい。 

10 価値観・認識というよりは、僕は複式学級などのへき地校の仕組みが良く分からない部分があっ

たので、そういう所を詳しく見たり、知ることが出来た。 
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26 小規模校は学年の枠を超えて仲がいいので、良い所だと思った。 

31 へき地での教育は、複式学級であったりして大変な面が多いと思っていた。でも、人々のつなが

りの深さは本当に深くて感動した。皆良い人たちだし、子どもたちものびのびと自然に触れ合っ

ていたので、この環境で子どもを育ててみたいなと意欲がわきました。 

57 児童・生徒・先生が皆同じことに取り組む姿を見て、小規模校でもきちんと役割を決めて仕事を

こなしたり、話し合うことが出来るのだと実感した。 

61 授業に参加させてもらったりして、色々な学年の生徒と関わる機会が持てよかった。少ない人数

だからこそ出来ることもあり、へき地の教員になりたいと思った。 

83 子どもとの接し方を勉強しようと思った。 

95 学年にあった授業が必要。 

分類6：学校全体の特長 

23 人数の多い少ないに関わらず、学ぶ子ども、教える先生、協力する地域の人々で学校は成り立つ

という普遍的なことを改めて実感したような気がする。 

97 へき地校・小規模校へのマイナスイメージがあったので、教師になったときは赴任したくないと

思っていましたが、教師同士、子どもとの関わりがとても深く素敵な学校だと思いました。 

129 子どもたちが皆本当に素直でいい子達ばかりだと思いました。そして先生たちも凄くおおらか

で、学校全体が一つの家族のようだと感じました。 

143 全ての子ども、先生、保護者の一体感を感じました。 

151 少人数の児童しかいないので、コミュニケーションをとりやすいと思っていたが、知らない人が

来ることで児童は構えてしまい、なかなか難しかった。 

154 人数が少ないと大変なイメージがあったが、へき地も他の学校と変わらないと思った。 

155 人数が少ないと活動が限られてくると思ったが、少ないなりに色々工夫してやっていた。 

169 へき地の方が人数が少ない分みんなが協力し、それぞれに役割が当たるなどのメリットがあり、

ここが認められる機会が多いので、良いイメージになった。 

118 今まで、人がたくさんいれば誰かに任せられることも自分でやろうと思った。大規模校より生徒

との距離が近いから、もっと行動に責任を持って過ごせるようにしたい。あと、常に子どもの心

を忘れないでいるのも、意外と大切かなあと思った。 

132 クラスの人数が少ないとクラス全員に指導が行きわたり、出来る子出来ない子の差が少なくなる

と思った。 

142 全ての先生方が授業に参加していて、１人では出来ないことも他の先生方の力を借りることで、

出来ることの幅が増えると思いました。 

147 小規模校の子どもたちは思っていたよりも結びつきが強く学年の枠を超えて仲良く共同作業で

きる姿を見ていると、大規模校が小規模校から学ぶことが多いのではないかと思った。 
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150 一人一人に目が届き、まとまりが持てるという面で少人数制は良いと思った。学年を越えて強い

つながりを感じた。 

3．へき地教育への発想の転換 

9 今までもへき地校をマイナスイメージで捉えたことはなく、むしろへき地校の教師になりたいと

思っていて、実際に訪れてみても自分のイメージ通りだった。 

114 へき地教育をしてみたいと思った。 

11 へき地は教育が遅れていると思ったが、決してそのようなことはなく、皆活発に活動していて、

将来はへき地に赴任したいと思った。 

19 自分もどちらかといえばへき地・小規模の方に分けられるぐらいの学校出身なので、へき地・小

規模校に対する価値観とかは同じだった。でも、この研修は素晴らしいものになった。 

22 へき地校をプラスに考えることができるようになった。 

25 自分が考えたよりも、もっと良い面も悪い面も分かった。 

28 へき地にはへき地なりのメリット、デメリットがあるけど大規模校に劣るとは全く思えなくなっ

た。 

35 へき地に対しての考えが変わりました。 

37 へき地はイメージ的に良くなかったが、今日見てイメージが変わった。 

40 へき地はマイナスイメージが強かったけど、今日の研修でプラスイメージに変わった。 

46 へき地のイメージが頭のどこかで、マイナスに考えていたのが、今回の実習を通して、自分の経

験してきた小学校というものとそう変わらないと思えた。 

53 全体的に学校を見回すことが出来るので、見えてくることがたくさんあった。 

69 もともと嫌なイメージはなかった。ますます、へき地に行きたくなりました。 

74 体験を通さなければ分からないこともあること。 

77 へき地校に対するマイナスイメージがなくなった。のびのびと生活している子どもたちを見て、

へき地も悪くないなと思った。 

79 へき地を嫌がる先生が多いと聞いていたけど、先生方も一人一人が本当に熱心に温かく指導して

いる姿を見て、やりがいのある仕事だと改めて思った。 

91 プラス面に変わっていった。 

93 へき地ということで大規模校の雰囲気と違うということはなかったように思う。 

128 へき地は素晴らしいと思えるようになった。 

134 今までマイナスイメージばかりだったが、プラスになった気がします。 

136 へき地の学校の教育は充実していないと思ったが、よく出来ていた。 

137 イメージがより明確になった。 
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138 小規模校の先生になりたいと思った。 

153 積極的に児童に関わった方が良いと再確認。 

161 教師になりたいと強く思いました。 

167 へき地にあまり関心はなかったのが正直なところですが、実際に行ってみると、凄く人と人との

関わりがあって、学年の壁を越えて心が通じ合ってる感じがして、こんなに見方が変わるとは自

分でも思わなかったので驚いています。 

170 今まで大規模校の先生方の実態しか知らなかった・見てこなかったのでへき地の先生方のことを

よく理解でき、大規模校と小規模校２つの立場で物事を考えることができるようになったと思

う。 

172 教師や子供同士が本当の家族のように関わり合いを持っていて、どこか安心できる空間だった。

今回の研修で得たこの雰囲気はこれから普通規模の学校で教える上でも非常に貴重なものだと

思った。 

4．その他 

32 イメージとして持っていたマイナス面を全く感じなかった。へき地というのは、マイナスのイメ

ージで考える言葉ではない。 

33 大規模の小学校しか考えていませんでしたが、そんなこともないと考えるようになりました。 

67 自分もへき地に行っていたので悪いイメージはもともとなかったが、学校がきれいで物も色々整

っていて不便はあまり感じなさそうだった。 

88 どんな所の学校でもドンと来い！とこれからは思える。 

152 控えめな感じ。突然の訪問に距離を置かれたようだ。 

 

 このように大学入学後の間もない時期に、へき地・小規模校の良さや楽しさを、児童生

徒や先生方と行動を１日共にする「未知の学校体験」が、大学生活全体への励みや、へき

地教師を目指すといった目標にも発展していた。 

 本研修は、さらに研修後にも広がりをみせている。例えば、学生が研修直後の運動会に

参加する例、秋の学芸会・学校祭にスタッフとして参加する例、等の継続的な学生とへき

地校の交流が展開し、子どもや学校だけではなく、地域の人々との交流の輪を広げながら

関係が発展している学生も少なくない。 

 以上、これまでとらえてきたように、学生のへき地・小規模校での「未知の学校体験」

や訪問による教育的な効果が数値的にも自由記述からも明らかである。これらの教育活動

が端緒的な教育効果にとどまらず、４年間の大学生活の学びの中で系統的に発展させてい

くことが今後の課題となる。 

 

 第6節 小括－「未知の学校体験」を中心にした新入生研修の意義－ 
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 本研究は、へき地の学校と地域に根ざす教師を養成するへき地教育プログラム研究の一

環として、初年次教育の一形態としてのへき地校訪問体験の教育効果をとらえてきた。北

海道教育大学では、初年次教育の一環として新入生研修事業による1日へき地訪問を実施

しており、そのへき地校訪問の「未知の学校体験」を基盤にした意識変化と教育効果を明

らかにしてきた。 

 全道的に見ても道東には、へき地・小規模校が多く存在していることから、学生の時に

へき地教育への理解を深めることがとりわけ北海道教育大学釧路校に求められている。釧

路校におけるへき地教育プログラムのカリキュラム体系では、学年段階に応じて1年生の

一般教養科目の「へき地教育論」を導入し、へき地教育実習を含めたへき地専門教育に至

るへき地教育を学ぶことになる。その中で、新入生研修は、初年次教育としての最初のへ

き地現場体験として位置づけられている。すなわちへき地教育の講義をより理解するため

にも、まずへき地小規模校の子どもたちの様子や学校全体の様子を実感しようとするもの

である。 

 新入生研修では、最初の端緒的体験・比較体験として、出身の市街地の学校や釧路市内

の「教育フィールド研究」で参加している中規模・大規模学校との比較を行う。比較の中

で、市街地の学校とは異なるへき地の学校の雰囲気をまず経験することから始めている。

受け入れの学校では、児童とのふれあいを中心にして、へき地小規模校の特性が明確に出

るような異学年全校交流集会や複式授業の参観などを提供して頂き、そこに学生が加わっ

て児童と交流することによって、大規模校との雰囲気の違いが明確に認識できるようなプ

ログラムを組んでいただいている。 

 この経験を振り返りに活かすために、1回だけであるが、事後指導で「シェアリング」

を行い、学生が見たへき地小規模校および教師・子どもの特徴などを交流している。自分

の新鮮な感動や意識の変化を学生全体で確認できるだけでも、個々の学生の励みになる。 

 学生の意識変化では、まず選択肢調査で全体の満足度をとらえた。その中で学生たちは、

「子どもたちとのふれあい」や「小規模校のすばらしさ」、「へき地・小規模校のプラス面」

の項目すべてを、高く評価していた。 

 さらに、記述式による意識も併せて分析した。全体の傾向では、学生が記述した関心の

多くは、大規模校にはないへき地・小規模校の良さや、子どもどうしの関係の良さや積極

的なかかわり、へき地教育のイメージの転換など、へき地校と教師の指導の新しい発想を

考えさせるものが多い。道東においてはへき地小規模校も多く、へき地の教職を目指す意

識を高める契機となっている。 

 しかし、この新入生研修は、あくまでも自分の出身校や市街地の学校と比べた端緒的な

比較実践体験の域に留まるものとして位置づける必要がある。したがって、この短期1日

研修で得た情緒的・感動的な経験を、へき地の学校と地域に定着する実践力と意識に高め

ていくためには、さらに、様々なへき地教育に関わる講義とへき地教育実習に関わる経験
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の積み上げが不可欠となる。 

 今後の取り組みの課題としては、一過性の1日訪問に終わらずに一定程度同じ学校に通

うことが、学校の取り組みを理解する条件になるため、継続的に通える指導を施すことが

必要になる。そして各学年段階における教育活動を通じて、総合的にへき地教育への理解

を深められるへき地教育の講義と実習システムの構築が必要となる。そのためには、学校

や教育委員会、地域社会との連携強化と、より多くの学生がへき地小規模校での様々な行

事・教育活動に参加できるような環境づくりが求められている。 

 この1日へき地訪問体験を踏まえて、さらに学生自身から見たへき地理解の方策や、へ

き地教育実習などの実習過程の教育効果については、後章の課題としたい。 
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注記 

注1． 林忠幸著『体験的活動の理論と展開-「生きる力」を育む教育実践のために-』東

信堂、2001年。その他、農村が持つ体験の教育効果については、佐藤真弓著『都

市農村交流と学校教育』農林統計出版、2010年、参照。 

注2． 自然体験の教育効果については、降旗信一・朝岡幸彦編『自然体験学習論-豊かな

自然体験学習と子どもの未来』、高文堂出版、2006年参照。 

注3.  へき地小規模校が持つ教育改革の問題提起については、神田嘉延著『むらの教育

ロマン-へき地からの教育改革』、鹿児島学術文化出版局、2000年、参照。 

注4． 体験活動の教育効果に関する原理論的研究としては、杉浦美朗著『デューイ教育学

の再構築』八千代出版、2002年、参照。 
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第5章 

「初年次におけるへき地教育の研修課題と学び続ける教師の意識形成-アクティブ・ラー

ニングによる研修継続の動機づけ」 

 

 

 第 1節 課題と方法 

 本章の課題は、研修に出る機会が乏しいと言われるへき地において、へき地小規模校の

条件を活かしながら、積極的に学び続ける教師の意識を形成することを目的として、初年

次における研修継続の動機づけのアクティブ・ラーニングの教育効果をとらえることであ

る。大学の中での講義や実習で完結するものではなく、教師の成長は永続的に続くもので

あり、早い段階で学び続ける教師像をイメージすることが重要である。学び続ける教師像

は、「反省的実践家」像の教師を前提にすれば、あらゆる教師に求められるものであるが、

へき地小規模校では、市街地から遠隔地に立地するために、さらに研修の機会が減少する

傾向にある。そのため初年次の早い段階からアクティブ・ラーニングを通じて、意識的に

へき地小規模校の中での学び合う研修意識を高めておくことが重要になる。 

 研修の継続の重要性は、単に聞いて理解するだけでなく、学生自身がどのような研修や

学修活動を作っていくかを、自らの行動規範として作っていく必要がある。そのため、学

生から見た若手教師のへき地小規模校理解の方策と研修活動のあり方、および職場環境を

良くし定着の条件を考えてもらうために、学生自身が考えるへき地理解を進めるための条

件を提案してもらう。その学生自身の提案を段階的分類法によって、再分類しながら主な

条件をとらえていく。すなわち新卒教師のへき地小規模校理解およびへき地校での定着条

件をとらえるためには、新卒赴任前の学生自身がその条件と問題解決のイメージシミュレ

ーションを提案することによって、より新卒・若手教師の意識の実態に適合した内容を構

想することができる。 

 新卒・若手教師は一般的に経験が浅いために、どこの学校に赴任したとしても、基本的

な指導力を向上させる研修が不可欠である。経験不足から生じる困難を克服するために、

日常的な改善と教職員間の交流や、若手教師への支援方策が必要となる。さらにへき地小

規模校に赴任した場合には、地域環境と学級運営・学習指導等の方法の違いから、いっそ

うの戸惑いや困難さを感じてしまう場合も少なくない（注1）。このような中では、若手教

師がへき地小規模校を理解し、へき地校に定着するための特別な配慮と施策が不可欠とな

る。 

 その場合に管理職をはじめとして、学校全体の施策を検討しなければならないが、受け

手である新卒・若手教師の意識や若手が求める施策も重要なメルクマールとなる。とりわ

け新卒教師として赴任する前の段階で、学生が持つへき地小規模校のマイナスイメージに

対して、どのような理解と定着のための配慮・施策をする必要があるかを学生自身がイメ
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ージしていくかをとらえることは重要である。 

 実際の赴任した学校の条件が、必ずしも、イメージしたものと同じではないことは当然

生じることではある。それでも事前に、へき地理解と定着の条件をイメージシミュレーシ

ョンとして意識しておくことは、学生がへき地小規模校に赴任する場合の具体的な課題の

所在を意識することにつながり、自覚的に課題への対応を克服することができる。たとえ

新卒・若手教師が赴任した学校の現状が、期待される研修の条件が整っていないとしても、

それを意識しておくことによって、へき地の現状における困難な点を与件として諦めるの

ではなく、より良い条件に変えて、成長していこうとする意識を持たせることができる（注

2）。 

 このアクティブ・ラーニングでは、へき地教育論を受講している1年生180名に対して、

自由記述方式で改善方策を記入するという意識調査形式による意識喚起を行った。この自

由記述によってとらえようとする全体的な内容は、新卒教師・若手教師がへき地小規模校

に定着するために、学校全体で取り組んだ方が良いと考える施策・配慮である。このよう

に意識調査の形態を採用しながら、学生の意識喚起を促していく。本章では、その内容を

段階的分類法によって、教育効果を明らかにする。 

 一般的な意識調査の調査分析法としては、自由記述式アンケート・選択式アンケート・

参与観察・聞き取り・ケーススタディなどがある。アンケート分析は大別して、選択式ア

ンケート項目による集計解析と、自由記述式アンケート項目の方法がある。選択項目では、

数量的な集計を行いやすいが、具体的な意識実態が見えにくい。一方自由記述項目は、数

量的に扱いにくい。自由記述式項目においても、キーワードをコンピュータで拾い出して、

数量的に集計するという方式もあるが、ここでの方法はコンピュータ集計の方法を採用し

ていない。 

 本分析では、自由記述内容を一つ一つの文単位で意味合いをとらえて、それを小分類し、

さらにそれを中分類して、最終的に大分類するという段階的な分類を何度も経て集計した。

これは記述式回答に対応したKJ法的な分類の応用であり、文章の前後脈絡の内容の判断を

伴った分類である。内容的な判断を伴いながら分類すると、客観的ではないという批判も

あるが、逆に機械的な分類よりは、よりへき地の実態に沿った分類が可能となる。 

 また選択式アンケート項目ではなく、自由記述式アンケートの段階的分類集計を行う理

由は、元々学生の意識において、へき地小規模校への赴任自体が必ずしも希望されている

ものではなく、選択式にしてとらえても、深層意識の程度の実態があまり出てこないから

である。また新卒・若手教師の定着意識に関しては、先行研究においても未開拓の分野で

あり、定着の方法論が確立されているわけでもないために、選択項目式では、対応方法が

限定されてしまうからである。 

 このような分析方法によって、以下、1)若手教師の指導力量を高める施策と条件、2)教

職員の人間関係と若手教師の居場所をつくるための施策と条件、3)若手教師が地域に入れ
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るようにする施策と条件、の3つの点で学生から見た若手教師の継続研修を促進する成長

環境と条件をとらえていきたい。さらに、それらを踏まえて、学部学生時代にへき地とへ

き地小規模校への理解を進めるために、どのような施策を学生に施すことが望ましいかの

継続研修の条件をとらえたい。 

 なお北海道教育大学釧路校の学生は、すでに1年生の5月から毎週金曜日に1日学校現

場に入る「教育フィールド研究」やへき地小規模校に赴く「新入生研修」を実施している。

そのため、学生はある程度自分の力量の未熟さと比べ、学校現場の課題を解決することの

重要性と教師の役割の大きさについて、実感的にとらえている。 

 

 

 第2節 若手教師の力量形成と定着の構成要素 

 へき地小規模校において教師が定着するためには、若手教師がへき地小規模校において

安定した教育実践を行ない、居心地の良い職場環境を作っていく必要がある。そのための

構成要素としては、次の3点があげられる。 

 第一に、若手の研修・勉強会の条件づくりである。へき地小規模校での指導方法は独特

のものがあるために、へき地小規模校に対応した力量を向上させるために学習や研修が必

要となる。一般的に新卒教師・若い教師はどこにおいても実践が未熟で不安を抱えている

が、へき地小規模校においては、指導力量自体に不安を伴っている。へき地小規模校は、

全体的に若い教師が多いために、指導技能の伝承が学校の中で成し得にくく、学校外の情

報や研修機会を設けていくことが必要になる、一方、若い教師が多いことは、校内で対等

に議論しやすい校内研修の条件を有しており、そのことをうまく活用すれば、へき地小規

模校においても若手教師の指導力量を高めることができる。 

 第二に、若手を含めた人間関係づくりである。学校における教職員どうしの人間関係や

居心地の良い学校づくりが、若手教師の意欲を高めあう競争にもつながるために、教職員

の人間関係づくりを高め合える環境や雰囲気が重要になる。そのような人間関係や居心地

の良い学校づくりを豊かに展開すれば、へき地小規模校の特色を生かしたカリキュラムや

指導方法などの教育課程を進めることができる。 

 第三に、若手が地域に溶け込む条件づくりである。へき地小規模校では、学校と地域の

関係が密接であり、若手教師が地域に溶け込むことが、若手教師の居心地の良さを作る上

で重要である。地域からも評価されて若い教師も成長していく。そのためにも、若い教師

が地域の中に溶け込めるようにすることが若手教師の定着性を高める条件となる。 

 以上の3つの点が、若手教師がへき地小規模校に定着できる環境として重要な要素とな

る。さらに第四に、このような若手教師がへき地小規模校を理解し、定着できる条件を高

めていくためにも、学生の時代からある程度、へき地地域及びへき地小規模校の特性を理

解し、その実際の指導方法を経験することが求められる。したがって、学生時代からへき
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地の学習や体験を施す、体系的なへき地教育プログラムを構築することは、へき地に赴任

する若手教師の養成を行う教育大学において重要な課題となる。 

 以下、前述の4点に関して、それぞれ次項以降で学生の自由意識調査を基にしてとらえ

ていきたい。 

 

 

 第3節 学生自由記述から見た若手教師の指導力量向上の施策と課題 

 若手教師は、どこの学校に赴任しても指導力量が未熟なために、自分の指導力量を向上

できるかどうかにまず関心がある。また自分の指導力量が向上できれば、徐々に自己肯定

感が高まり、職場環境としても居場所を感じるものである。 

 学生への質問では、「若手教師が多い中で若手教職員の指導力量を高めていくためにはど

のようなことを施しますか」の質問を自由記述式で行った。自由記述の段階的分類集計の

結果は、表5-1の通りである。 

 

表5-1 若い教師が多い中で教職員の指導力量を高めていくためにはどのようなことを施

しますか 

 

 

 その自由記述の分類の中で最も多かった項目が、「授業研究会や研修会・勉強会を開いて

指導力を高める」の102人である。この研修会や勉強会は、へき地複式教育に限らず、学

校教育活動全般や基本的な指導技術を含むものである。若手教師の場合は、基本的にどこ

の学校に行っても、自分の指導技術を上げることが求められる。したがって、この指導力

量をあげるための研修会・勉強会は、どこの学校でも不可欠であるが、へき地に赴任して、

へき地の指導力量を向上できない場合には、へき地小規模校への赴任や長期的な定着を忌

避する可能性がある。 

 2番目に多い項目は、「先輩教員の授業参観や経験談の交流」の81人である。指導力量

を高めるためにも、実際の先輩の授業や経験談は、学校・子どもに適した指導内容を踏ま

No. 項　　目 人数

1 授業研究会や研修会・勉強会を開いて指導力を高める 102

2 先輩教員の授業参観や経験談の交流 81

3 地域への情報発信や地域授業参観を通して地域と協力した授業を作る。 70

4 模擬授業・研究授業参観・ビデオ収録研修でアドバイスをもらう 69

5 若い教師が相談したり、教師どうしが会話・協力できる雰囲気をつくる 53

6 地域施設・地域情報・地域文化、地域の自然を生かした教育活動の研修を行う 46

7 他のへき地校と研究会を開くことや交流により様々な情報交換をする 43

8 若い教師のパワーを生かし、若手の研修会・学習会を開く 32

9 担任を受け持ち、子どもと接する時間を多くして子ども理解に努める 32

10 週案指導計画や指導案・教材資料のアドバイスを受けたり、添削をしてもらう 27

11 授業参観で保護者の意見をもらったり、地域の人とへき地・地域の人と教材開発を行う。 26

12 教職員の飲み会・食事会・行事等の交流機会を設定する 23

13 管理職やベテラン教師が、質問タイムや不安を解消させる意見交流の場を設ける 14
※1.　2010年7月の1年生対象による自由記述式アンケート調査による集計。回答者は、全体で180人。
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えており、具体的で身近なイメージをつくりやすい。へき地小規模校では、実際に合同で

授業をしたり、隣の教室を見る時間・機会も多く、教師が相互に実践的な活動を参考にし

やすい環境がある。 

 3番目に多い項目は、「地域への情報発信や地域授業参観を通して地域と協力した授業を

作る」の70人である。へき地小規模校では、地域との関係が強いことを、学生はすでに感

じ取っている。地域と連携することで、地域に適した授業内容や保護者・地域住民に支え

られる授業が展開できれば、地域と連携する意味合いも高まっていく。そのためには、若

手教師が自分から地域の中に気軽に入って行き、地域に情報を伝えていく力量も重要であ

る。このように地域に情報を伝え、地域から協力を得ることで、地域に応じた自分の授業

開発を進めることができる。そのことが定着性を高めていく。 

 4番目に多い項目は、「模擬授業・研究授業参観・ビデオ収録研修でアドバイスをもらう」

の69人である。この項目は、1番目に多い「授業研究会や研修会・勉強会を開いて指導力

を高める」ことと関係するもので、さらに具体的な授業研究の方法論として、模擬授業・

授業参観・ビデオ収録研修の形で授業研究が展開するものである。ビデオ収録による研修

などは、ビデオに撮った自分の授業を自分で見て課題を確認したり、他の教師に見てもら

ってアドバイスを頂いたりすることができる。日中の授業時間中は、全教師が同時に授業

を進めるために、授業でのアドバイスを受けにくく、そのため、授業に関しては特に、ビ

デオで撮った記録を見ながらでも、自分のやり方に対するアドバイスが欲しいと考えるも

のである。 

 5番目に多い項目は、「若い教師が相談したり、教師どうしが会話・協力できる雰囲気を

つくる」の53人である。研修は本来、特定の時間と場所だけが研修機会ではなく、日常的

な実践の中で気軽に相談したり、会話する中でヒントが生まれたりする。特に教師の実践

は、毎日が新しい出来事であり、その瞬間の対応として臨機応変な対応を求められること

が多い。したがって、その瞬間に対応に困ったことを他の教師に尋ねることができれば、

若手教師もより適確な判断力を身につけていくことができる。このように若い教師が相

談・会話できる雰囲気は、若手教師の指導力量の向上にとって重要である。 

 6番目に多い項目は、「地域施設・地域情報・地域文化、地域の自然を生かした教育活動

の研修を行う」の46人である。へき地では、博物館・科学館等の専門施設や社会教育施設

が少なく、そのため専門家を直接依頼することも限られてくる。一方へき地では、地域の

公共施設・自然環境などは学習教材として、活かしやすい地域的条件がある。また地域住

民も学校に協力的である。これらの地域の素材を活かした教育活動は、子どもの地域への

愛着心や誇りを高め、地域と学校の関係を良好なものにしていく条件でもある。これらの

地域を活かした教育活動を行える力量も、へき地小規模校の指導力量を高めていく条件と

なる。 

 以上のように、研究・研修や、教職員間の交流、地域との連携などによって、学校の職
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場の人間関係と居心地のよい職場環境づくりを基盤にして、指導力量を向上させていくこ

とが、若手教師のへき地小規模校への赴任と定着を促す条件となる。 

 

 

 第4節 学生自由記述から見た教職員の人間関係づくりと居心地の良い学校づくり 

 新卒・若手教師にとっては、立場が弱いだけに、同僚教師に尋ねたりすることができる

かどうかなど、学びの場としての職場の人間関係や居心地の良さは、成長にとって大きな

条件となる。学生への質問では、「教職員どうしの人間関係を高め、若い教師にとって居心

地の良い学校づくりをするために、どのようなことを施しますか」という質問を自由記述

式で行った。自由記述の段階的分類集計の結果は、表5-2の通りである。 

 

表5-2 教職員どうしの人間関係を高め、若い教師にとって居心地の良い学校づくりをす

るために、どのようなことを施しますか。 

 

 

 もっとも多い項目は、「話し合いの場を設け子ども理解を深める」の55人である。子ど

もの共通理解を深めることは、指導方針においても、共通の方法を採用したり、協働体制

を高めやすい。したがって、子どもの見方を中心とした話し合いの場を設けることは、指

導方針の相違を埋めていく条件になる。そのことが居場所のある学校づくりにつながって

いく。 

 2番目に多い項目は、「飲み会やレクを行うことで親睦を深める」の44人である。どこ

の職場でも、飲み会やレクレーションも個別に楽しむ傾向が社会的風潮として強くなった。

学校の世界でも飲み会が減少したと言われている。意識的に飲み会などを設定していかな

ければ、若手教師はレクレーションの場もないために、緊張感だけが強くなってしまう。

へき地小規模校だからこそ、飲み会やレクを意識的に設定していくことも重要な職場の居

場所をつくる条件となる。 

No. 項　　目 人数

1 話し合いの場を設け子ども理解を深める 55

2 飲み会やレクを行うことで親睦を深める 44

3 文化祭・体育祭・全校学習等の学校行事を豊かにする 39

4 地域行事への参加など保護者や住民との交流を豊かにする 32

5 野外活動・キャンプを通して様々な触れ合いを増やす 30

6 職員室の雰囲気を温かいものにし、新任教員の居場所づくりをする 29

7 研究会を多く設定し、ベテラン教師が若い教師に指導する 25

8 積極的な挨拶や会話をする 23

9 学校を開放し、地域全体で子どもを育てる雰囲気をつくる 18

10 新しい活動を企画して実際に試させる 14

11 他校との研究交流をする 13

12 子どもと遊ぶ時間を増やし個に応じた指導を豊かにする 12

13 若い教師にその地方の文化、特色を教える 7

14 学校の中での役割の明確化と環境整備 6

※1.　2010年7月の1年生対象による自由記述式アンケート調査による集計。回答者は、全体で180人。
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 3番目に多い項目は、「文化祭・体育祭・全校学習等の学校行事を豊かにする」の39人

である。学校行事は、教職員にとっても一つの節目であり、達成感や一体感を高めるもの

となる。したがって、この行事を豊かにすることは、子どもや地域の喜びとなることに加

えて、若手教師の喜びとなる。そのことが、一体感のある人間関係づくりと居心地の良い

学校づくりとなる。 

 4番目に多い項目は、「地域行事への参加など保護者や住民との交流を豊かにする」の32

人である。へき地小規模校では、学校行事だけでなく、祭りや収穫祭などの地域行事も学

校行事と一体となっている地域が多い。地域行事の後には、住民の懇親会を行う地域も多

く、教職員もそのような懇親会に出て地域との交流を深めている。このような地域行事と

学校との関わりも、若手教師と地域住民が交流し、地域全体から若手教師が認められる条

件となる。そのため、地域行事に関わって、保護者・地域住民と関わる力も、若手教師に

とって重要な力量となる。 

 5番目に多い項目は、「野外活動・キャンプを通して様々な触れ合いを増やす」の30人

である。へき地小規模校では、子ども達の自然体験活動・野外教育・校庭キャンプなどの

取り組みも多く、それらの行事・レクレーションも、子ども達だけでなく、教職員どうし

の人間関係づくりにも重要な条件になる。若手教師が中心となって、そのような自然体験

活動を積極的に企画しても良い。 

 これらの、子ども理解を中心とした教職員どうしの話し合いの場や、レクレーション・

学校行事・地域行事・野外活動などの機会を設定し、内容豊かなものにしていくことが、

若手を含めた教職員の人間関係をつくり、居心地の良い学校づくりを進めていく条件とな

るのである。またその過程での保護者・地域住民との関係づくりを意識的に作っていくこ

とが、へき地地域での教職員の居心地の良さを作っていく条件になる。 
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 第5節 学生自由記述から見た若手教師が地域に溶け込む条件 

 へき地小規模校では、学校と地域のつながりも大きく、若手教師が地域に溶け込めるか

どうかも、へき地小規模校に居心地の良さを感じる条件となる。学生への質問では、「若い

教師が地域の中に溶け込めるようにするため、どのようなことを施しますか」という質問

を自由記述式で行った。自由記述の段階的分類集計の結果は、表5-3の通りである。 

 

表5-3 若い教師が地域の中に溶け込めるようにするため、どのようなことを施しますか 

 

 

 もっとも多い項目は、「地域施設の巡回・地域教材・地域体験学習等で地域理解を深め、

地域から学ぶ雰囲気を作る」の67人である。若手教師自身が地域を知らなければ、地域に

愛着を感じることはできない。また地域との連携は、単に人間関係としての連携だけでな

く、具体的に何らかの子どもの教育活動に活かされなければ、時間的に負担を感じてしま

う。そのため、地域教材や地域体験学習等をカリキュラムに活かされるように取り組むこ

とで、地域に溶け込む条件もできてくる。 

 2番目に多い項目は、「若い教師に地域行事に参加してもらう」の58人である。へき地

小規模校の行事は、子ども達も多く参加しているが、教師が参加しないと子どもとの関係

も地域住民との関係も疎遠になる。地域行事にも若手教師が参加できるような雰囲気を作

って行き、また実際に誘うことによって、若手教師が地域に溶け込んでいく。若手教師の

価値観としては、すでに一般的に自然に地域行事に参加するという価値観はなくなってい

る。そのため若手教師にはとりわけ意識的に誘っていかなければ、地域行事に参加しない

ままになってしまう。 

 3番目に多い項目は、「学校と地域の共同で行事を行ったり招いたりする」の55人であ

る。地域行事と同様に、学校行事も、地域と教師が交流できる重要な機会である。へき地

No. 項　　目 人数

1 地域施設の巡回・地域教材・地域体験学習等で地域理解を深め、地域から学ぶ雰囲気を作る 67

2 若い教師に地域行事に参加してもらう 58

3 学校と地域の共同で行事を行ったり招いたりする 55

4 行事後の交流会などを設けて地域の人と親しむ 53

5 地域ボランティアを大切にする 32

6 あいさつ運動やコミュニケーションを沢山とる 30

7 赴任してすぐに地域歓迎会を行う 28

8 若い教師と地域で交流を深める行事を行う 25

9 食事会や飲み会を行う 23

10 地域全体の学習会やＰＴＡ活動、開かれた学校づくりに取り組む 21

11 伝統行事や文化を学び地域を理解する 19

12 農作業などの勤労体験活動や自然キャンプを行う 18

13 若い教師に地域の課外授業や地域先生を活かした授業を行う 16

14 若い教師に年配者の経験を伝える 12

15 郷土料理等地域に根ざした総合学習の機会を増やす 10

16 家庭訪問の機会を増やす 10

※1.　2010年7月の1年生対象による自由記述式アンケート調査による集計。回答者は、全体で180人。
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小規模校の学校行事は、運動会や学芸会などが、地域との共催で開催されている学校が多

く、これらの学校行事の中で、地域住民とうまく連携できるようにしていくことが、若手

教師が地域と連携できる条件となる。 

 4番目に多い項目は、「行事後の交流会などを設けて地域の人と親しむ」の53人である。

この交流会は、学校行事・地域行事に付随するもので、へき地小規模校では行事後にジン

ギスカンパーティを開く場合が多い。行事後の達成感を高めるためにも、これらの交流会

で、親睦を深めていくことも、地域に溶け込む条件となる。 

 5番目に多い項目は、「地域ボランティアを大切にする」の32人である。地域ボランテ

ィアは、総合的な学習活動や特別活動の一環として、子ども達と一緒に行う場合が少なく

ない。子ども達が地域に入る学習活動の教育効果を高めるためにも、地域ボランティアを

円滑に展開できるように調整していくことが重要である。 

 以上のように、地域教材・地域体験学習・地域ボランティア活動等のカリキュラムを、

地域と連携して組み込むこと、学校行事・地域行事・交流会等を地域と連携して開催でき

るようにすること、等が、若手教師が地域に入りやすくする条件であるととらえている。

すなわち地域との良好な関係も重要な条件であるととらえているため、地域に入りやすく

することが、へき地小規模校や地域に定着できる条件であるととらえている。 

 

 

 第6節 学生時代におけるへき地理解の促進の有効な方法とへき地教育プログラムの課

題 

 最後に学生がへき地小規模校を理解し、へき地小規模校に定着していくようになるため

に、学生時代にどのような学習や教育活動を進めれば良いかを提案してもらった。学生へ

の質問項目は、「若手教師がへき地小規模校に定着するために、学生時代にへき地小規模校

を理解するための有効な方法として、どのようなことをすれば良いと思いますか」の質問

で、自由記述式で回答してもらった。自由記述の段階的分類集計の結果は、表5-4の通り

である。この大分類項目の中に、具体的な学習活動・体験活動内容・教育実践内容が含ま

れている。 
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表 5-4 学生時代のへき地理解を促進するための有効な方法に関する学生の意見 

 

 

 学生時代におけるへき地理解を促進するための有効な方法として、もっとも多かった自

由記述の項目は、「へき地のマイナス面の言説への意識転換」の145人である。一般的にへ

き地小規模校は、マイナス面が多いというイメージや言説があるが、そのイメージの価値

基準を転換したり、別の評価基準でへき地小規模校をとらえると、マイナス面がプラス面

としてとらえられたりする。これはいわゆる価値基準のパラダイム転換と言われるもので

ある。へき地小規模校をとらえる視点も、大規模校を標準として考えてしまう価値基準を、

別の観点から見直していくことの必要性を、学生自身も考えている。 

 2番目に多い項目は、「へき地の特性・良さの認識」の107人である。この項目は、1番

目の「へき地のマイナス面の言説への意識転換」と関連する項目である。マイナス面の基

No. 大分類に属する項目 具体的な学習活動・体験活動内容・教育実践内容例 人数

1
へき地のマイナス面の言
説への意識転換

へき地のプラス面の理解・マイナス面と思われていることのプラ
ス面への転換・別の観点でのへき地評価

145

2
へき地の特性・良さの認
識

へき地校の良さの学習・へき地地域の良さの学習・偏見を取り除
く学習・都市出身者の観点を超える観点の会得

107

3 へき地校訪問
へき地校1日参加研修・へき地校の運動会・文化祭・学芸会・学
校祭・地域行事参加・へき地教育研究大会・へき地校授業参観

94

4 直接へき地の話しを聞く
へき地勤務者の話し・過去のへき地勤務者・へき地の若手教師・
実習経験者・へき地出身学生・へき地の子ども・へき地住民

60

5 へき地校体験実習
へき地校での短期実習(1週間)・長期実習(2週間)・へき地の母校
での主免実習(5週間)

57

6 へき地の映像資料
ドキュメント・へき地のビデオ・へき地実習生の映像・へき地出
身者・へき地映画・ビデオレターづくり・へき地の子ども作成映
像

53

7
グループディスカッショ
ンとへき地体験企画作り

へき地に関する討論・多様な意見の違いの認識・自らのへき地に
関する学習・へき地調査学習・へき地校への遊び・学習などの持
ち込み企画・へき地まちづくりの提案活動

37

8 自然の中での遊び・体験
自然体験活動・キャンプ・山村留学経験・農業体験・地域環境保
全活動・動物体験

30

9
地域住民との交流および
地域理解

地域運動会や地域文化祭への参加・酪農祭等の行事への参加・へ
き地の住民との交流・バーベキュー等の地域レクレーション交
流・地域見学

29

10
大規模校のプラス面・マ
イナス面との比較

都市部のメリットとデメリットの検討・都市部の子どもの状況・
都市経験者の話・都市部赴任理由の検討

28

11
へき地校の地域カリキュ
ラムの創造とその経験

地域カリキュラムの経験・特色あるカリキュラムの経験・自然環
境を生かしたカリキュラムの経験・都市ではできない教育活動・
地域を誇りに思う総合的な学習

20

12 少人数の子どもとの関係
少人数の子どもとの信頼関係・少人数の学習指導経験・異学年交
流集団の経験

14

13 個に応じた指導の経験
個々の子どもとの会話・個別指導・個別学習指導・個別相談・一
人一人の観察

10

14
へき地の生活経験・居住
経験

農村ホームステイ・へき地教育実習を通じた生活体験・農村地域
活動

10

15
へき地の役場・専門家と
の交流

役場職員との交流・社会教育職員との交流・へき地教育の専門家
との交流

7

※1.　2010年7月の1年生対象による自由記述式アンケート調査による集計。回答者は、全体で180人。

※2.「若手教師がへき地・小規模校に定着するために、学生時代にへき地・小規模校を理解するため
の有効な方法として、どのようなことをすれば良いか」の問いに、自由記述箇条書きで回答。
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準や価値観を転換するだけでなく、都会・市街地ではできないような教育活動をとらえる

ことによって、へき地小規模校の特性や良さを認識することができる。 

 3番目に多い項目は、「へき地校訪問」の94人である。たとえ1日でもへき地小規模校

に訪問して、子どもと学校の様子を観察するだけでも、へき地小規模校の雰囲気や特徴を

感じることができる。へき地校の運動会・学芸会・地域行事などに参加するだけでも、学

校と地域が一体となったへき地校の雰囲気をとらえることができる。実際に釧路校の「新

入生研修」等で1日でもへき地に訪問した学生の中で、「元々抱いていたへき地のマイナス

イメージが大きく変わった」という学生はかなり多い。へき地小規模校の様子を見たこと

がない学生にとっては、まず1度でもへき地校を訪ねてみることが、へき地とへき地校理

解につながると言える。 

 4番目に多い項目は、「直接へき地の話しを聞く」の60人である。大学の講義でへき地

小規模校の特性等を学ぶだけでなく、へき地小規模校の教員や過去に勤務した元教員等か

ら話しを聞くことで、へき地小規模校の教育をリアルにとらえることができる。またへき

地小規模校出身の学生から、へき地での経験を子どもの側から聞くことも重要である。さ

らにへき地教育実習等で実習に行った上級生の経験談も、へき地を経験していない学生に

とっては、身近な模範として参考になる。 

 5番目に多い項目は、「へき地校体験実習」（=へき地教育実習）の57人である。北海道

教育大学では、オプションとして、「へき地校体験実習」というへき地教育実習を科目とし

て設けている。本調査で回答した学生は、まだ誰もへき地校体験実習に参加していないが、

すでに上級生等から、北海道教育大学釧路校においては、体系的にへき地校体験実習を行

っていることは聞いている。それらの上級生等の話しを元にした上で、「へき地校体験実習」

もへき地校理解に有効な契機になるととらえている。 

 この他にも、自由記述であげられた有効な方法として、「へき地の映像資料」「グループ

ディスカッションとへき地体験企画作り」「自然の中での遊び・体験」「地域住民との交流

および地域理解」などがあげられている。へき地を理解する取り組みとしては、へき地校

訪問・へき地校体験実習などに加えて、映像資料・自然体験・地域体験なども有効である

ととらえていることが分かる。 

 これらの施策や方法は、学生から見た学生時代における、へき地とへき地小規模校理解

の有効な方法である。赴任以前の学生時代にこれらの学習活動やへき地体験を進めること

によって、学生時代に問題意識を持ってへき地教育をとらえるようになる。またそのこと

を意識し続けることによって、へき地小規模校への赴任も抵抗感がなくなり、前向きな姿

勢でへき地教育を担えるようになる。 
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 第7節 小括 

 以上のように、初年次おけるアクティブ・ラーニングを通じて、学び続ける教師を育成

するために、学生から見た研修課題と成長の条件をとらえてきた。教師はどの学校に赴任

しても、学び続ける教師像が求められるが、へき地小規模校には学び続ける条件がないと

考えられている場合もある。新卒・若手教師がこのような意識でへき地小規模校に赴任す

ると、研修意識や成長意識を諦めてしまう可能性も否定できない。したがって、へき地小

規模校の条件を活かしながら、学び続ける教師像を、初年次の早い段階でイメージしてい

くことが重要になる。そのためには、学生自身が学び続ける教師像を自ら考え、提起する

というアクティブ・ラーニングの中で、問題意識を醸成していくことが不可欠である。 

 そして学生自らが提起すること、その具体的内容の方向性をとらえることによって、あ

る程度学び続ける教師像に向けた意識変化を捉えることができる。このように本章では、

学生から見た新卒教師・若い教師のへき地教育理解のための方策、へき地小規模校に定着

できる条件と方策をとらえてきた。また学生時代において、へき地理解を促進するために、

何をしておかなければならないかを、学生の提案からとらえてきた。この中で継続的な研

修の多様なあり方を意識させることができた。 

 これらはいずれも自由記述式で学生の意識調査を行った項目であるが、選択式にしなか

った理由は、学生がへき地に対するマイナスイメージを潜在的に持っている中では、選択

式ではより率直な意見をとらえることができないためである。自由記述式であれば、自ら

効果がないと思う取り組みは、まったく書かないので数字には表れない。また微妙な書き

方の違いは、微妙な意識の差の違いによるものであり、それらの自由記述の一つ一つを丁

寧に、段階的に分類していくことによって、選択式の項目ではとらえられない意識の内容・

程度をとらえることができる。 

 新卒教師・若い教師が多いへき地小規模校では、教職員の指導力量を高めていくことが

まず定着して居心地の良さを感じる最大の条件となる。そのためには、一般的にどこの学

校でも同様であるが、研修会・勉強会などの学び続ける教師像を持つことが重要になる。

また学校現場では、先輩から学ぶことが多いために、授業参観や経験談などの日常的な交

流も重要な条件となる。 

 新卒教師や若い教師にとっては、人間関係を高められるような居場所のある学校の雰囲

気が、自らの成長にとって重要になる。そのためには、子どものことを話題にした話し合

いの場や、飲み会・レクリエーションなども、へき地校での指導力の向上と定着の重要な

条件となる。 

 またへき地では、学校と地域の関係が強いために、地域に溶け込める教師の資質と条件

が、へき地での居心地の良さと定着度を高めていく。このような地域との日常的交流の機

会を意識的に増やすことが重要である。 

 以上の取り組みが学校現場に赴任してからも重要であることを、学生自らの提案の中に
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読み取ることができる。そして最後にこのような若手教師の成長と定着を図るための、学

生時代におけるへき地教育理解の促進条件をとらえた。学生から見た、へき地理解のため

の方法としては、「へき地のマイナス面の言説への意識転換」「へき地の特性・良さの認識」

「へき地校訪問」「直接へき地の話しを聞く」「へき地校体験実習」などが多かった。これ

らは、大学の中で取り組める学習活動・体験活動であり、学生達はこのような活動をへき

地教育のプログラムの一環として、大学の中で体系的に取り組んでいくことを求めている

といえる。逆にこれらのへき地理解の取り組みを、さらに大学の中で体系的に組み込んで

いくことによって、新卒教師・若手教師のへき地に定着する取り組みを強め、教師教育活

動の再生産を高めていくことができる。学生が自ら力量形成の課題であることを認識した

上で、へき地校訪問や意識転換の取り組みを行っていけば、自らの成長の課題とへき地教

育プログラムを結びつけながら取り組むことができる。 
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注記 

注1． 辺地の教師の成長と学校づくりとの関係については、小野寺武男著『辺地・小規

模校の学校づくり』明治図書、1992年、参照。 

注2． へき地の教師の力量形成も、一般的な教師の力量形成を基盤にしていく必要があ

る。教師の力量形成については、例えば、日本教師教育学会編『教師として生きる

-教師の力量形成とその支援を考える』学文社、2002年、参照。 
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第6章 「実践力発展期におけるへき地教育実習と専門的実践力の育成」 

 

第1節 へき地教育実習分析の課題と方法 

  

1. 本章の課題とへき地教育実習分析の意義 

 本章の課題は、主免教育実習後の実践力発展期において、へき地教育実習の参加者が、

へき地に対応した教育実践力を高めていることを、へき地教育実習中のプロセスレコード

から明らかにすることである。へき地に対応した教育実践力が高まることは、すなわちへ

き地に根ざした専門性を高めることであり、それにより、へき地小規模校を敬遠する意識

も低減させることができる。 

 へき地教育実習による実践力の向上を客観的にとらえることは難しいが、一つの指標と

して、実習記録を中心にしたプロセスレコードを用いて、実践のプロセスの中での学びを

とらえることによって、実践による気づきと意識の変化をとらえることができる。そのた

め本章では、最も意識変化の条件として大きな意味を持つへき地教育実習を対象とし、プ

ロセスレコード分析法を用いて、学生のへき地教育実習(注 1)における意識変化と学びの

プロセスをとらえる。とりわけ、3 年夏の主免実習を経験したあとのへき地教育実習と主

免実習との比較の観点から、市街地での主免教育実習とは違ったへき地教育実習の学びの

特徴と効果を明らかにする。この比較分析によって、主免教育実習からへき地教育実習へ

の学生の連続的な気づきと意識変化、またへき地教育プログラムの指導課題をとらえるこ

とができる。 

 新卒・若手教師は初任地がへき地小規模校になる場合が少なくないが、一般的に、へき

地小規模校を経験したことがない新卒・若手教師がへき地校に赴任して困難に直面した際

には、しばしば自己の教育実践指導力の未熟による困難さの原因を、へき地小規模校のマ

イナス面として意識してしまう傾向がある。すなわち新卒・若手教師の場合は、全般的に

学級運営・学習指導等の教育実践の未熟さに加えて、さらにへき地小規模校の独自な指導

方法が理解できていないという課題がある。へき地小規模校の特徴は、基本的に小規模で

地域性を活かした指導が必要となることである。それが認識されていないとへき地での指

導で困難な問題が生じると、へき地小規模校のマイナス面として意識されてしまう。 

 このため、新卒・若手教師の未熟さの課題とへき地指導方法の課題を区別して認識する

ように、学部学生に指導することが不可欠となる。とりわけ新卒教師が赴任する前の大学

の教員養成教育において、へき地小規模校での指導方法を実践的に理解するへき地教師教

育が重要であり、へき地小規模校の特性に合わせて指導方法を工夫する実践力が必要とな

る。 

 このようなへき地小規模校教育の特徴を意識してへき地小規模校に赴任してもらうため

にも、新卒赴任前のへき地教育実習は、へき地教育の認識の重要な契機となる。北海道教
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育大学釧路校のへき地教育実習は2週間行われ、釧路市内・近隣での主免教育実習のあと

に実施される。へき地教育実習を主免教育実習のあとに実施する理由は、基本的な学習指

導・学級経営等の指導方法を学んだ上で、さらにへき地小規模校教育の積極面や難しさを

学ぶようにするためである。このへき地教育実習での学生の気づきの特性と変化を、プロ

セスレコード分析手法を用いてとらえていきたい。 

 2010年度のへき地教育実習生は、19校の小・中学校に39名が参加している。活用した

データは、2010 年度に釧路校の「へき地校体験実習Ⅱ」（＝へき地教育実習）に参加した

実習生（3～4年生）39名を分析したものである。学校規模は、15校が全校児童20名以下

で、4校が全校児童30名程である。学生の実習日誌は全員分を回収・分析し、アンケート

の回答は34名が回答した。表3から表7は、39人のケーススタディからプロセスレコー

ド分析によって、個々の学びの成果を抽出したものを、さらに内容によって分類して、傾

向をとらえたものである。ケーススタディ番号に偏りがあるが、それは当該教育実習生が

特に関心を持っている部分なので、何回も同種の感想が出てくるのは当然の結果でもある。

本分析でとらえたプロセスレコードは、2010年度のものであるが、以後の毎年のプロセス

レコードは、ほぼ同様の内容を学んでいることを示している。 

 

2. 教育実習の質的分析の方法論 

 教育実習の効果の分析は、実践者の意識や気づきと客観的な力量が、必ずしも一致せず、

またアンケート等でも客観的な変化が見えにくいために、効果の測定も評価も難しいと言

われている。また教育実践の多様な力量の中のどこを取り上げるかによって、評価が異な

ってくる。アンケート等の量的な分析方法としては、多様な分析方法があるが、その分析

方法は、とらえる実践の部分によっても方法は異なってくる。実践の分析方法としては、

大きく量的分析と質的分析に分けられる。 

 一般的に量的な調査では、アンケート等の質問紙調査の集計が主流で、あらかじめ限定

的に設定された選択項目等の数値で第一次集計を行う場合が多い。さらにその因子間の相

関性等をとらえていく場合が多い。教育実習等も、アンケート項目を設定して回答を集計

することはできる。ただこの量的な調査は巨視的な把握をする場合には有効であるが個々

人の細部の気づきや学びの軌跡をとらえることは難しい。 

 質的な調査の場合は、一人一人の認識の変化や因果関係をとらえることにより詳細な分

析が可能となるが、個々の事例を出発点としているために、普遍化が難しいという側面も

ある。ただし、一定量の事例の質的分析を加えたあとに、その全体的な傾向をとらえるこ

とはできる。 

 秋田喜代美は、「質的研究と量的研究は、完全に2分する対立する方法ではなく、相互補

完的な視座を持つ」（注2）とした上で、量的分析に比して質的分析の違いを次のようにと

らえている。「量的研究は実証主義により、客観的なデータの裏付けによって、演繹的な方
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法で客観的に現象を解明していく」もので、「場とはある一定の距離をもって研究を行うこ

と」になり、「場への関与度は質的研究に比べて一般的には低い」ことを指摘している。 

 それに対して「質的研究は、その場に生きる人々にとっての事象や行為の意味を解釈し、

その場その時のローカルな状況の意味を解釈し構成していく（meaning-making）こと」を

目指している（注 3）。したがって、「場の自然な理解と一人一人の声の差異と類似性を記

述することが重視され」るとしている。また「場への関与度は高くなり」、「その場に身を

置くことで、そこに生きる個々人の声、特に脆弱な声や経験をかけがえのない“顔”を持

つものとして取り上げ、その意味を問う」ことが質的研究の特徴であるとしている（注4）。 

 研究に使う概念では、「量的研究では、研究がよって立つ理論からあらかじめ導き出され

た概念を使用して、仮説や予想を立て」ていくのに対し、「質的研究では、厳密に定義され

た既に決められた概念から出発するのではなく、問題を大まかに示す自由度の高い『感受

概念』を出発点としそこから個別具体的な記述による発展をねら」うとしている（注 5）。

事例研究との関係では、「質的研究は、リアルな教育の文脈のなかで一つの事象を深くとら

えていく事例研究の方法ということ」ができるとしている。秋田氏は、このように質的研

究は、事例の中に入っていくことの重要性を指摘しているが、これは質的研究が当事者の

中に入っていくことの重要性を指摘していると言える。 

 質的分析では、事例観察・エスノグラフィー・ライフヒストリー・ナラティブな分析方

法等がある（注6）。エスノグラフィーは、民族調査など特定の文化や価値観を持つ集団・

個人に密着して特徴を観察しながらとらえることが多い。そのため、一人一人の成長等を

明らかにしようとする教育実習を対象とする場合には、各学校で実習する学生すべてに密

着する必要があるが、細部の認識を観察の中で把握することは難しい。 

 ライフヒストリーの方法は、ある程度長期的な成長を見越して、当人の振り返りの中で

とらえられるものである（注7）。ナラティブな分析もその一つであり、短期・長期の物語

の中に認識の発展をとらえることができる（注4）。エピソード記述法もナラティブな分析

と同類の方法である（注8）。 

 ある短い期間での特定の分野の認識に関しては、その期間の記録で気づきをとらえるこ

とができる。特に実践的な成長をはかる場合には、何に気づいたかは一瞬一瞬の気づきの

連続である。そのために、実践的な気づきの内容に関しては、あとからインタビューをし

ても、細部の瞬間瞬間で展開する気づきを把握することは難しい。 

 教育実習期間など、振り返りの中でとらえる成長の期間が限定されていれば、毎日気づ

いたことを記録する日誌等でとらえることができる。さらに日誌や学習活動や集団関係な

どの中で学んだことや、性格や行動等をトータルに展開したものがポートフォリオである

（注9）。その中でも、一定期間の目的意識的な活動であれば、日誌のような内容からプロ

セスレコード方法で焦点化した学びを抽出することができる（注10）。 

 へき地教育実習の日誌と感想文は、毎日気づいたことを書いており、長期間の振り返り
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では思い出さないような細部の気づきが記されている。その瞬間瞬間の気づきは、当人も

自分の成長を客観的にとらえることはできないが、その瞬間の気づきの連続が、無意識の

うちに実践力を高めていると言える。 

 へき地教育実習の学びの軌跡をとらえるためには、アンケート項目だけでなく、毎日の

具体的な実践の中での気づきをプロセスレコードとしてとらえていくことが有効である。

様々な意識分析の方法があるが、本稿では、へき地教育実習で感じ取ったことを記述した

日誌、すなわちへき地教育実習期間の気づきと実践的成長の記録としてのプロセスレコー

ド分析法でとらえていく。これらの実践の学びの軌跡の特徴をとらえることを通じて、へ

き地小規模校教育を担う教師の赴任前の指導力向上の成果と意識の変化をとらえていく。 

 

第2節 へき地教育実習の特性と市街地教育実習の比較の観点 

 

 釧路校のへき地教育実習の特性は、ほぼ市街地で行われる主免教育実習のあとの3年生

後期から開始されるため、主免教育実習との比較でとらえることができる。主免教育実習

とへき地教育実習を比較する立場も、いずれも実習生という同じ立場で比較することがで

きる。 

 主免教育実習とへき地教育実習を比較の観点からとらえる意味は、新卒・若手教師が、

若手教師の未熟さの問題とへき地小規模校の課題を混同しないようにするためである。若

手教師がへき地小規模校に赴任した場合には、自らの指導力の経験不足とへき地小規模校

独自の課題を混同して困難さを感じ取ってしまう傾向があり、この二つの意味を峻別する

必要があるからである。またそのことは、赴任前の学生にも伝える必要がある。したがっ

て、主免教育実習が終わった学生に対して、へき地教育実習の学びの成果をとらえること

は、比較の観点を持ってへき地教育実習に臨むことによって気づいていなかったことを改

めて気づくようになる。その気づきは、新卒教師がへき地校赴任前にへき地の特性を意識

して実践できるように、事前指導やへき地教育実習を留意することができるようになるこ

とを意味している。 

 学生の実践力は、教育実習等の実践力の中で、段階的に向上していく。その中で、へき

地小規模校における実践力の特徴は、小規模学級を前提にしていること、複式授業形式で

あること、学校運営等においても地域との連携が強いことなど、市街地の大規模校とは異

なる観点と方法が多く存在している。このようなへき地小規模校の特性に関しては、ベテ

ラン教師でも、初めてへき地小規模校に赴任した際に、市街地の学校とは異なる指導方法

や雰囲気に驚きを感じる場合が少なくない。まして都市部の大規模校は、子どもや地域の

求める教育観点や子どもの雰囲気も異なり、へき地小規模校の指導方法とは異なる方法を

採用することになる。 

 教育実習指導上の目標理念としては、子ども一人一人に応じた教育内容・教材を作成す
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ることや、分からないことを分かるようにしていくこと等は、市街地・へき地を問わずど

の学校においても、追求するべきことである。ただ、学級の子ども数が一桁である学校が

多い道東のへき地小規模校では、同じように理念を追求しつつも、若手教師の場合は、学

級の子どもの数の差が子ども理解や指導方法の差とならざるを得ない。 

 このような差は、市街地の比較的大きい学校での教育実習を経験したあと、へき地小規

模校の教育実習を経験すると、その差をはっきり意識してとらえることができる。この違

いをとらえることは、へき地小規模校の実践の観点と方法の差異をとらえることにつなが

る。さらにその違いを意識することが、将来的にはへき地小規模校に赴任した際にも、柔

軟にその相違を意識しながら、へき地小規模校に定着する教師を送り出すことにつながっ

ていく。何故なら、へき地小規模校を経験したことがない若手教師は、しばしば教師とし

ての経験の不足と、へき地小規模校の特性を混同して、へき地小規模校でうまくいかない

ことを、教師としての未熟さではなく、へき地小規模校の問題点として感じてしまう場合

が少なくないからである。 

 このようなへき地小規模校に対応した実践力は、一般的な教師の指導力に加えて、へき

地小規模校独自に求められる。へき地小規模校の教育を担う教師の指導課題をとらえるた

めにも、主免教育実習を終えた学生が、へき地教育実習をどのようにとらえるか、その違

いを明らかにしていきたい。 

 

第3節 選択式統計項目から見たへき地教育実習生の学びの全体的特徴 

 

1. アンケート選択項目からとらえられるへき地教育実習の包括的な学びの成果 

 最初にへき地教育実習がどのように評価されているかをとらえるために、「実習に参加し

て良かったかどうか」を、へき地教育実習参加学生全員に選択式で回答してもらった。 

2007年度には、「とても良かった」が84.0%であるが、2009年度には、86.7%となり、2010

年度には、「とても良かった」が94.1%と年々上昇している。これらの上昇は、へき地教育

実習の事前指導・事後指導を充実させながら、学生の経験の振り返りによって気づきの質

を深めていったことも一つの要因である。 

 へき地教育実習の目的意識化を高めるために、へき地教育実習の課題テーマをいくつか

設定させているが、その実習テーマの達成度も年々上がっている。2007 年度は、「十分に

達成した」4.0%、「だいたい達成した」56.0%であるが、2009年度にはそれぞれ、6.7%と 46.7%

であったが、2010年度にはそれぞれ8.8%と 58.8%に上昇した。 

 全体としてのへき地教育実習満足度についても、「大いに満足」の回答は、2007 年度は

44.0%であるが、2009年度には53.3%となり、2010年度には、70.6%に向上している。2010

年度の「大いに満足」70.6%と「ほぼ満足」23.5%を合計すると、94.1%の学生がほぼ満足以

上の満足感を得ていることが分かる。これらの満足度が上昇している背景は、へき地教育
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実習事前指導の焦点化及び受け入れ校との実習内容の調整を図りながら、へき地教育関連

講義およびへき地教育実習内容が年々改善されて来たことの成果でもあると言える。 

 へき地教育実習での学びの成果に関して、39人の全参加学生が選択した項目は、以下の

図のようになる（図 6-1）。最も多かった項目は、「少人数・複式授業の良さや難しさを体

験したこと」の25人である。次に多かった項目は、「一人ひとりの子どもを知ること、理

解することの重要さ」の 10 人と「へき地小規模校の概要、姿を知ることができた」の 10

人である。その次に多い項目は、「授業づくりの大変さを実感したこと」の7人である。 

 このような選択式項目で見ると、少人数・複式授業での工夫、一人ひとりの子どもを知

ることの重要さ、へき地小規模校の姿、授業づくりなどで、市街地実習との相違を強く感

じていることが分かる。その項目の重要さは、市街地でも基本的に同じであるが、とりわ

けへき地小規模校であるからこそ、それに気づいたり、方法的に工夫しなければならない

ことが多いことを実感したと言える。 

 

図6-1 学生が選択したへき地教育実習での学び（2つ選択） 

  

 

2. 全体的感想からとらえられるへき地教育実習の意義 

 へき地教育実習生の「後輩達への提言」（表6-1）によれば、市街地での主免実習後なの

で、主免教育実習との比較をしながら、へき地教育実習で強い感動を受けたことが語られ

ている。全体的な感想からとらえられる特徴点は、2点である。第１に、「主免実習では経

験できないことが経験できた」という点である。同様の記述として、「主免実習とは違った

ものを実感できた」とか、「今まで見えなかったことが見えるようになった」と記述してい

る学生が目立つ。すなわち一般的な教育実習だけではとらえることができないへき地教育

の独自性を経験したということである。第２に、へき地教育実習を行うことで、認識が変

わったことは、「子どもの見方が変わった」、「大規模校の良さやデメリットが客観的に見え

てくる」、「複式授業を経験できた」、「地域の方とのふれあい」などが指摘されている。す

なわち、教育の観点を広げる体験ができる「へき地教育実習」の内容を高く評価し、後輩

たちに推奨している。 
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 以下の表6-1のように、へき地教育実習の評価を総体として自己の成長になったことを

評価し、後輩に対してへき地教育実習への参加を推奨するような記述が多い。特に、「5週

間の主免教育実習でも見れていない部分」や、「教師の見方や教育の考え方が変わる」とい

った、根本的な教育観自体を揺さぶるような感想を持った学生が多い。すなわち、へき地

教育実習の経験が、単にへき地小規模校への対応力だけでなく、主免教育実習だけでは見

ることができなかった教師の教育観や指導方法までも認識させる経験となっていることが

明らかとなった。このことは、へき地の教師教育は、日本全体の教師教育の考え方にも大

きな問題提起をしていると言える。 

 

   表 6-1 へき地教育実習参加生からの「後輩達への提言」 

・主免実習では、経験できないことがたくさんあり、新たな学校の姿を見ることができた 

・2週間はあっという間ですが、へき地に行くことで子どもの見方が変わります。5週間の主免実習でも子ど

もについて見れていない部分を見ることができます。 

・今まで大規模校でしか教育を受けたことがなく、苦労が多かったが、2週間の実習経験は、一生忘れること

のできない宝物となった。 

・へき地校の実習を体験することで大規模校の良さやデメリットが客観的に見えてきます。へき地の実習は、

オプションだからといって消極的にならずに、積極的に参加して欲しいです。 

・へき地体験実習は絶対に参加した方がいいです。主免実習とは違ったものを実感できます。大変だけれども

絶対に行って良かったと思えます!がんばって! 

・へき地実習は、大学4年間で一番多くのことを学び一番楽しく幸せな時間だった。へき地に行ってみると、

今まで見えなかったことが見えるようになります。 

・私は、あまりへき地に行きたいという気持ちもないままへき地の教育実習に申し込んだ。だけど今はとても

行って良かったと思っている。教師の見方・教育の考え方が変わった。絶対絶対行った方がいい。 

・複式授業を経験することがすごく大切だと感じたので、へき地実習は行くべきだと思います。 

・地域の方とのふれ合いも他の実習では味わえない経験だと思うので、楽しんで頑張ってください。 

・へき地での経験は、教師の宝になります。ぜひ参加してもらいたいです。 

・へき地実習に行くまでは不安がありますが、ぜひへき地実習に参加した方がいいです。 

・子どもとのふれ合い・関わり方を考えさせられる実習です。小規模校のイメージが変わるので、参加した方

がいいです。 

 

 

 また、へき地教育実習を終えた最後の感想では、表中の下線のような学びをしているこ

とが、抽象的なキーワードではあるが、へき地教育体験実習を受けた学習の成果と自分の

成長を感じ取ったことが、文中に表れている（表6-2）。これらの感想は、1年次の新入生

研修での感想と比べて母集団が異なるため単純な比較はできないが、一つ一つの指導技能
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を獲得した認識を表しており、へき地教育の実践力を向上させた感想であると言える。 

 表6-2の学生のへき地教育実習の全体的な感想と気づきでは、大きく次の4つに分類で

きる。その感想・気づきの特徴は、「複式授業について」「子どもの見取りについて」「教職

員の同僚性・チーム力・教職について」「地域との関わり・人との関わり・へき地地域での

実習生活について」の4つである。 

 まず授業の特性としての複式授業についての指摘が多かった。これは主免教育実習を経

験したからこそ、それと比較して記述されており、主免教育実習とは異なる学生たちの成

長を示すものでもある｡ 

 第１に、へき地小規模校の授業の難しさ、大変さを実感したことが率直に記述された。

「複式授業の難しさ」に困惑したこと､「複式で2学年分だったことなどで睡眠時間があま

りとれず大変だった」、「複式授業での実践は模擬授業とも違いとても難しかった」、「授業

を行う難しさを1番強く感じた」、「思っていたよりも複式授業は難しく、自分がついてい

ない学年がどこまで学べているのかが分からず苦労」したこと、などである｡これはへき地

小規模校の教育活動は、これまでの学生の経験だけではとらえることができない独自の力

量を高めていく必要があることを示すものである。逆にそのことを認識しておけば、へき

地小規模校に赴任しても、その戸惑いを大幅に低減させることができる。 

 第２に、へき地小規模校の経験は、大変だったけれども結果的には学ぶことができたこ

とを明記しているものが少なくなかった。「少人数指導、複式授業、全校指導など」が経験

できたこと、「授業づくり」を学べたこと、少人数クラスだと、「子どもの理解度や反応が

すぐ分かり、問題や課題が起こってもすぐに反応できることが良いところだ」ということ、

何度も授業することで、「時間配分や児童の実態をだんだんと意識できるように」なったこ

と、少人数なので「わからない様子の子の発言や思考を分析したりと深く勉強になった」

こと、「自分の教育の反応が明確に見れて今後につながる経験ができた」こと、などが記述

されている。これらは少人数であるからこそ見えてくるものであり、それによって主免教

育実習では至らなかった点が、へき地教育実習で見えてきている。 

 第3に、地域とのつながりについても記述されている。「地域の人々との関わりがありと

ても充実していた」、「地域の人々と積極的に関わってとても充実した実習」であった、「保

護者だけでなく、地域の方が行事に参加したりなど、つながりを感じることができた」こ

となどである。 

 そして、これらのへき地小規模校での経験を通じて、教師になる目標とその意義につい

て改めて考えたことが記述されている。例えば、「教職を主免実習であきらめていたが・・・」

へき地教育実習を通じて教師になりたいという思いを強くした学生や、「教職に就くのかと

再度考えることができて・・・」、「教職を見つめる良い機会となった」、「自分が教師にな

ったときの自信にもつながった」、「自分にとって何が必要なのかが見えてきた」、「自分の

足りない面が分かったので、４月までには改善したい」、「さらに教師になりたいという意
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欲が湧いた」などである。 

 これらは、教職の役割と特性を、へき地教育実習を通じてとらえ直すことができたこと

を示している。すなわち、授業に関しては「複式授業の難しさ」「時間配分」「間接指導の

難しさ」「小規模校の授業の難しさと面白さ」「少人数の子どもにいかに工夫して授業する

か」などがあげられている。子どもとの関係づくりや学級経営では、「子ども達の様子を一

人一人見る」「一人一人の居場所や役割」「子どもが主役の教育」「少人数の子どもとの関係

の作り方」があげられている。教職員どうしの関係や学校運営では、「先生どうしの連携」

「他の人と協力すること」「地域の人々との関わり」「学校の雰囲気」「学校、地域全体の様

子」「へき地の生活」などがあげられている。これらの気づきは、少人数で複式授業である

へき地小規模校の特性の中で全体として新たに気づいたことである。 

 

 表6-2 へき地教育実習後の最終自由記述意見 

キーワード：【複式授業について】 

1. 初めてのへき地校を体験して、複式授業の難しさ、余裕の無さに日々困惑するばかりでした。しかし、

周りの先生方に助けて頂き、また子どもたちも真剣に協力してくれて、とても温かさを感じました。 

10. へき地校での授業や行事は今まで経験していたので、とても環境には入っていきやすかった。人数も少

し多かったので、人間関係も高学年らしい特徴があった。授業中の発言も活発で、「間違ってもよい」という

環境が築き上げられていた。だから、５人から８通りの考え方や、答えが１つしかないのに４人から４通り

の考えが出てくるなどして、授業をしている私自身がとてもやっていて楽しかった。この実習で学ぶことは

とても多くて、卒論のテーマにも直結できそうなことを体験できたので、それをどんどん自分のものにして

いきたい。 

12. 小規模校で貴重な体験をすることができました。特に、複式授業での実践は模擬授業とも違い、とても

難しかった。何度も行い、慣れることで、時間配分や児童の実態をだんだんと意識できるようになりました。

へき地ならではの児童や教師の姿も見ることができ、大変勉強になりました。北海道の教員を目指す者とし

て、参加して良かったです。 

15. 授業を行う難しさを１番強く感じた。準備も大変、進めるのも大変だったが、子どもたちの頑張る姿を

すごく見ることができた。また、「地域の学校」というのも感じることができた。保護者だけでなく、地域の

方が行事に参加したりなど、つながりを感じることができた。 

17. 本実習では、授業をやってみるという経験を積み、その内容についてより深く考えることにはあまり届

かなかったように思います。今回の実習では、授業の内容、重要性についてしっかり考える機会になりまし

た。子どもたちそれぞれの反応をしっかり見られる少人数学級だからこそ、わからない様子の子の発言や思

考を分析したりと深く勉強になった実習でした。 

23. へき地校体験実習に参加して本当に良かったです。自分が思っていたよりも複式授業は難しく、自分が

ついていない学年がどこまで学べているのかが分からず苦労しました。間接指導の難しさをあらためて感じ

ました。また、地域の方々と関わる機会もあり、とても充実した実習になりました。共同生活も４年生だけ
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だったからか、とても楽しく過ごせました。こんな経験はなかなかできるものではないので、ぜひ後輩のみ

なさんにも体験してほしいです。 

 

キーワード：【子どもの見取りについて】 

2. へき地小規模学校で生活をする子どもたちの様子を一人一人見ることができた。また、地域の特色を活

かした授業も体験させていただくことができ、地域の良さも感じることができた。 

3. 主免での教壇実習ではできない、少人数指導、複式授業、全校指導など経験できて、非常に良かった。 

4. 主免実習よりも楽しく、子どもと深くかかわることができた。先生方にもとてもお世話になり、恵まれ

た２週間となった。教職を主免実習であきらめていたが、もう一度頑張ってみようと考え直すことができた。

自分にとって非常に大切な機会になった。  

19. へき地小規模校を経験するたびに、その大変さや辛さを感じます。しかし、その倍以上、喜びややりが

いを感じます。大規模校では仕事内容も役割も変わりますが、子ども一人一人を知り、理解するという姿勢

は、少人数の学校が基本になると思います。たとえ少人数でも一人一人の子どもに寄り添っていくことは、

決して容易ではないと感じました。教師が素直に正面から向き合おうと心から思って接すれば、必ず思いは

届くことを実感できた実習でした。  

21. 主免実習とはまた違った学校や子どもたちの様子に触れることができ、大変充実した実習でした。少人

数では一人一人の居場所や役割が明確であるため、まさに子どもが主役の教育の姿を学ぶことができました。

日誌に、研究授業について記載する欄を設けた方がいいと思います。 

22. 少人数クラスだと、子どもの理解度や反応がすぐ分かり、問題や課題が起こってもすぐに反応できるこ

とが良いところだと思いました。大人数のクラスのように、子どもから出た意見を拾いあげて深めることが

できず、子どもの思考を広げさせたり深めることの難しさを感じた。 

25. 行って良かったと思います。少人数なので自分の教育の反応が明確に見れて今後につながる経験になり

ました。この経験を基に、もっと良い教育ができるよう精進したいです。 

34. 実習に参加することができて、本当に良かったと思っている。主免実習と違い、その地域に住み込みで

実習に行くことや、少人数の子どもにいかに工夫して授業をするか、少人数の子どもとの関係の作り方など、

学ぶことがたくさんあったからだ。 

 

キーワード：【教職員の同僚性・チーム力・教職について】 

5. 子どもも先生も少人数という環境で過ごしたことで、「チームで頑張る大切さ」を心から実感した。１人

の思いを、子ども同士、子どもと先生、先生同士連携し、つながりを密にして、１つの行事を乗り越えてい

く過程は学ぶものが多かったと思う。日々、子どもが成長していく先の姿を想像して育てていく気持ちを忘

れず、周りとチームで育てていくことを忘れず、現場でも頑張っていきたい。 

11. 先生方が熱心に指導してくださったお陰で、よい２週間にすることができた。しかし、自分の実習に対

する気持ちをもっと高めることができたらよかった。教職を見つめる良い機会になった。 
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14. 大変だった。けれどいろいろな経験をさせてもらい、教師の仕事や自分の生き方など、深く考える機会

になった。行って良かったと思う。 

16. ２週間というとても短い期間だったけど、へき地小規模校で実習してみて、とても良い経験になったと

思う。教師という立場は同じでも、大規模校、中規模校、小規模校それぞれ教師の役割ややるべきことは変

わってくるのかなと思った。へき地小規模校で実習を行い、自分が教師になったときの自信にもつながった。 

20. 大規模校と小規模校の違いを実感できました。周りにものが少ない分、他の人と協力することが大切だ

と思いました。授業づくりなどで自分の足りない面が分かったので、４月までには改善したいです。 

24. 主免実習で学んだことを更に高め学び直す機会となった。得たものは多く教員になろうと思う気持ちが

一層強まった実習となり、満足している。 

29. 中学校は初めてだったので、分からないこともあったが、それを学習していくことができた。とても勉

強になった。 

30. 小規模校の授業の難しさと面白さを感じました。課題も良いところもたくさん発見できて良かったで

す。もう一度行きたいです。 

31. とても学ぶことの多い実習だった。へき地実習に行ったことでさらに教師になりたいという意欲がわい

た。 

32. また別の学校でへき地実習がしたいです。２週間は短いのでそれ以上に行きたかった。  

 

キーワード【地域との関わり・人との関わり・へき地地域での実習生活について】 

6. 私は単に４年生で副免実習も授業もないし、時間があるからへき地実習に行ってみようかなという少々

軽い気持ちで受けた。しかし、この２週間で学んだことが思っていたよりも何百倍も素晴らしく、大事な学

びとなった。へき地実習に行って本当に良かったと思う。実習校の皆様、大学の先生方に心から感謝したい。 

7. 授業づくりももちろん学べたが、地域の人々との関わりがありとても充実していた。改めてへき地小規

模校の良さ、問題点を感じることができた。 

8. 実習中は一緒に行った後輩、実習先の先生方、地域の人々と積極的に関わって、とても充実した実習で

した。ホームステイ先の人もフレンドリーに接していただき、とても不安の少ない実習でした。学校生活も

人と人とのつながりが密接で、良い実習でした。 

9. 正直辛かったというのが１番大きい。主免の時は毎日睡眠時間も長く、高学年だったので授業もしやす

かったが、へき地では複式で２学年分だったのに加え、生活の面で苦労して睡眠時間があまりとれなかった

こと、低学年で慣れなかったことなど大変なことばかりだった。ただ、子どもは大変素直でかわいくて、も

っと一緒に遊びたかった。へき地や教師の実情にも触れることができ、教職に就くのかと再度考えることが

できて良かった。 

13. あっという間の２週間だったが、とても中身の濃いものになった。講義をしていただいたり、地域を見

に連れていってもらったりと、実習では学級以外とのつながりも多かった。授業も普通の学校とは異なって

いたが、児童の様子、学校の雰囲気もまったく異なっていて、とてもためになった。 

18. 本実習後なので、正直に言えば「面倒くさいな」と思っていたところがあった。しかし、実際に行って
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みると、貴重な体験ばかりで毎日が充実していたと思う。自分にとって何が必要なのかが見えてきた。 

26. へき地で生活するのも、複式授業をしたのも、何もかも初めてでしたが、これから北海道で働く身とし

て今、へき地で体験できてとても良かったです。学校の先生方や地域の方々の温かいご支援のもと、充実し

た実習を送ることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。ぜひ、またへき地校で働きたいと思いました。 

27. 主免実習は大規模校だったので、へき地実習に行ったことで、授業にとどまらず、学校、地域全体の様

子を２週間ではありますが、多く知ることができました。また、子どもの実態を知ることができ、たくさん

学ぶことができました。  

28. すごく充実した２週間を過ごせました。  

33. 実習生が多かった分、協力したら一人一人の授業内容をはじめ、様々なことが要領よく、楽しく、深く

活動できた。子どもたちにも伝わったと思う。 

 

 

 

 学生のプロセスレコードから読み取れる内容をさらに大分類すると、次の5つに分類で

きる。その5つは、第1に、複式学習指導の特性認識と単式授業との比較に関すること、

第 2 に、少人数学習指導・授業計画の特性認識と大人数学習との比較に関すること、第 3

に、少人数学級経営・少人数生活指導等の特性認識と集団関係づくりの比較に関すること、

第4に、へき地小規模校の地域連携の特性認識と学校・家庭・地域の教育力に関すること、

第5に、へき地小規模校の学校運営の特性認識と教師の協働的人間関係に関すること、の

5つである。 

 これらはいずれもへき地小規模校の特性を表すプロセスレコードの内容である。これら

に関するそれぞれの具体的な認識がどのように展開していたのか、具体的なプロセスレコ

ードの記述から、学生のへき地教育に関する気づきと認識の変化をとらえたい。以下第 4

節から第8節において、認識の変化を捉えていく。 

 

第4節 プロセスレコード分析による複式学習指導の特性認識と単式授業との比較 

 

 へき地教育実習でまず学生が関心を寄せ、困難を感じるのは、複式授業の形態である。

複式授業は、へき地小規模校の典型的な教育の形態であり、その独自の方法に慣れること

がへき地教育の理解に繫がる。表6-3は、個々の学生のプロセスレコードとしての実習記

録の毎日の気づきを抽出し、それをケーススタディごとに時系列的に並べた上で、さらに

内容的に類似した気づきを、内容分類して、再分配したものである。ここでは、特に複式

授業の特徴とその留意点についてとらえている。へき地教育実習でとらえた学習指導の大

きな特徴は、複式授業であり、その観点は、直接指導と間接指導のバランス、間接指導の

進め方（教材提示のタイミングやフラッシュカード、ヒントカードの活用）、子どもたちの
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役割と相互協力の重要性、子どもたちの自己学習力、主体的に考え行動できる力を育てる

ことの重要性（授業を教師と子どもがともに作り上げていくことへの気づき）、「わたり」

の重要性とそのすすめ方、などが複式授業の特徴である。この複式授業をとらえながら、

授業一般の考え方と方法の多様性を認識している。 

 複式授業では、まず子ども達自身で学習を展開する間接指導を、子どもたちが自分たち

でうまく展開できるかどうかを、教師が指導できることが重要であると認識している学生

が多い。そのためには、間接指導をするための学習方法や学習ルールを作り、回し読み・

意見交流・相互発表などを自分たちで展開できるように教えていくことの必要性が認識さ

れている。 

 例えば、子どもたちがけじめをつけた意見交流や討論方法を学び、司会者・リーダーの

役割を果たしていけるように指導することも必要である。多めに課題を与えたり、ワーク

シートで個人差を埋めつつ、間接指導で時間をもて余すことがないような工夫も必要であ

る。間接指導には、ヒントカードを活用した授業形態や調べ学習を導入した自分たちで考

える取り組みを進められるかどうかも重要である。 

 教材も間接指導が多いだけに、子どもたちが飽きずに取り組める身近な課題を用意でき

るかどうかが課題であることを認識している学生もいる。その点でクイズを使って間接指

導を展開している実践もある。 

 わたり・ずらしでは、学生は、わたるタイミングも重要で、直接指導と間接指導の時間

バランスも重要な課題となることを感じている。わたりの回数を減らして子どもにじっく

り考えさせるか、小わたりを増やしていくかのバランスも重要である。 

 このように、自分たちで学習できる内容と自主運営方法をいかに工夫できるかが、間接

指導の課題であることを実習生達は認識している。これらは集団として動かす学級経営と

も連動しており、少人数でも多様な考え・意見が出るような発問と発表の取り組みとも連

動している。また実習生は、間接指導の発想は、単式でも活かすことができる重要な発想

であることも認識している。 

 

 表6-3  分類1：プロセスレコード分析による複式学習指導の特性認識と単式授業との

比較に関する学生の気づき 

1◎複式授業では、どちらかの学年に直接指導が増えてしまう。どちらかに重点を置くと、片方は間接指導に

なる。その際、間接指導のときに子どもたちが教え合ったり、自分で調べることが定着していた。 

1◎複式授業の難しさを痛感しはじめた。主免実習では子どもの「反応に対応できるようにすること」と言わ

れていたが、今思い返せば、それができていないことに気づいた。教師が求める授業のために、教材を提示す

るのではなく、子どもが必要とした瞬間に教材を用意できることが一番である。 

5◎複式は、2 学年の準備と両学年を見取る洞察力が必要なために大変だが、子ども達はしっかりと先生の話

を聞き協力してくれていることがわかった。 
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6◎複式授業では、子どもに見通しを持たせて進めていく「わたり・ずらし」が大事なことだとわかった。間

接指導では、子ども一人ひとりのつまずきを把握することの難しさを感じた。子ども達が自分で学習していく

習慣や学習ルールを作っていくことも大事だと感じた。上手く間接指導を行えば、自己学習力や主体的に考え

行動できる力になってくると思う。間接指導を有効に行うためには、間接指導のための直接指導が大切である

ことを理解できた。 

8◎休み時間では活発に活動していたが、授業では表情が硬くなった。子どもの発言を引き出すのに時間がか

かってしまい、予想を大幅に超える進行となった。「わたり」を増やして「小わたり」をすることが大事だと

思った。 

8◎複式学級の授業づくりは「わたり・ずらし」を活用しようとしても、「わたり・ずらし」に気を取られすぎ

て内容が浅くなったことがしばしばあった。 

9◎複式授業など、慣れない環境に戸惑ったが、だんだんとそうしたことも楽しんで実習を行うことができる

ようになった。 

9◎「わたり・ずらし」は、うまくいかずに児童に助けられていたが、同時間接と「わたり・ずらし」を使い

分けて授業を展開できた。子ども達は、クイズ・質問など独自に単元を進める場面もあった。 

9◎へき地実習では、授業をより慎重に展開することに気をつけた。個別指導は行いやすく、児童理解も深め

やすいが、人数が少ないために、児童から出てくる意見に偏りがでてしまう。児童をみながら授業を行うこと

ができなかったが、少しずつ状況に合わせて「わたり・ずらし」ができるようになった。 

10◎複式授業では、間接指導で混乱を招いてしまった。自分が求めていた学習活動と違うところに関心がある

ことに気付くことができた。学習を自分たちで進めていけるかどうかが授業の中の大切なことだとわかった。 

10◎教師がいなくても、児童間で授業を進められる学習体制を体系づけることが必要だと思った。リーダーへ

の指示・ヒントカード・意見交流の方法・討論の方法等が大事だとわかった。 

11◎「わたり・ずらし」は、タイミングなどが重要であることがわかった。余裕がなく「わたり・ずらし」が

できずに授業を進めることに精いっぱいになってしまった。しかし、児童の課題やつまずきの把握ができなけ

ればならないことがわかった。間接指導の時間の配分、及び個人のペースの差の埋め方が課題であると感じた。 

15◎へき地での「わたり・ずらし」や授業の作り方の大変さを知ることができたことも貴重な体験だった。 

18◎複式学級での間接指導は、紙に書いて指導時間を減らしたり、フラッシュカードで板書時間を削減するな

どの工夫が大切であることがわかった。授業の中でも時間をかける部分と必要のない部分を分けて授業を展開

することが必要だとわかった。「わたり」の際には、時間がないと思ってあせって指示を出すと児童に伝わら

ないので丁寧に伝えることが大切だと感じた。間接指導で模造紙を用いて問題を提示するなど、工夫が重要で

あることがわかった。「わたり・ずらし」の時間配分を考えることが重要だとわかった。 

18◎直接間接指導の難しさを感じた。特に、内容が濃いものほど「わたる」タイミングが難しい。少人数なの

で、子どもの考える時間を多く取り、多様な考え方に触れさせることが重要だと感じた。 

18◎複式授業では、当初の計画が狂うと、「わたり」のタイミングが難しくなる。子どもに本当に理解させる

ようにすると、それに集中してしまい、もう片方の子どもに目が行き届かなくなることが、複式の難しさであ

ると感じた。 
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19◎複式授業では、児童一人で考えながら学習できる教材を多くしていると感じた。また、ヒントカードを活

用した授業形態が多くあると感じた。 

20◎複式授業では、スムーズにわたるように見えても、そのための見取りも深くできていなければならないし、

単元の見通しももてていないといけないと感じた。授業では多くの考えがでるように、工夫しなければならな

い。子どもの意見は、予測を超えるものばかりで、子どもの見取りをもっとしなければならないと感じた。 

21◎複式授業では、時間配分や一人ひとりの学びの深さが難しいと感じた。 

21◎授業中の距離感を取ることが必要であることを知った。子どもの前では、堂々と授業をすることで授業を

全体的に把握することができることを学んだ。少人数の授業では、子どもの間違いばかりに目が行きやすいが、

子どもに自力で頑張らせたり、子どもの力を引き出すのが大切であることがわかった。 

21◎授業は、教師のためではなく、子ども主体の授業であることが大事であることを知った。 

21◎複式授業では、子ども一人ひとりの学習の進行具合をよく知ることができるが、しかし、複式授業の良し

悪しが直接出るのも複式授業の特徴であることがわかった。授業づくりで大切なのは、子どもの思考を止めな

い流れを作り、考えさせる力を身につけることだと感じた。複式授業では、間接指導でヒントカードが大事だ

と感じた。 

23◎複式授業の間接指導では、リーダーを決めて答え合わせを行っており、自分たちで答えを導き出すように

仕向けていた。授業では、話し合う活動を展開した。話し合う活動を展開することは、課題解決に必要な活動

だと感じた。 

25◎複式授業では、「わたり・ずらし」のタイミングが難しく、作業させるものも意識しておく必要があるこ

とがわかった。 

26◎複式授業では、間接指導をしっかり行うことで、直接指導が充実したものになることがわかった。複式授

業ではしっかり考えることは何を考えさせるかと指示することが大事だとわかった。 

26◎授業では、一問一答の授業になりがちだが、発表する場などを創り主体的に授業に参加できるようにする

ことが重要だとわかった。 

27◎複式授業は、学年に応じて単式と複式を教科によって区別が必要があることがわかった。 

27◎複式授業では、一方の学年が発表することをもう一方の児童に聞かせるなど、内容に応じて授業形態を変

えていることに驚いた。 

27◎複式授業だからできないということではなく、目の前にいる児童の考え方に沿って授業を行うことが重要

だと感じた。 

直接指導と間接指導の入れ替えのタイミングが合わず、どのタイミングでわたるかの難しさを感じた。そのた

め、間接指導の児童に、時間が余ったときの指導に何をさせるかを用意することが重要だと感じた。 

29◎複式授業では、間接指導がしっかり行えるようにすることが大事だと思った。授業中は直接指導に集中し

すぎて、うまく間接指導ができなかった。間接指導では、課題に対する考え方や順番に追って考えること、自

分の考えを説明すること、などの指導方法が重要であることがわかった。間接指導では、一斉指導と個別指導

のバランスを考えて授業を組み立てることが大事であると感じた。 

29◎間接指導では、わたりの回数を減らして、児童にじっくり考える時間を増やすことで子どもの姿を落ち着
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いてみることができることに気づいた。 

29◎複式授業を行うことで、単式授業の方法も充分に理解できていなかったことも感じた。 

33◎授業では、複式の場合はずらしがあることで子ども主体の活動が増えるからこそ、学習ルールづくりがと

ても大切であることがわかった。 

34◎間接指導では、課題の提示が少なくならないように、多めに課題を与えてある程度で課題に区切りをつけ

ることも学んだ。 

36◎授業では、子どもに任せる部分が少し多いので、いかに子どもが飽きずに自分たちで取り組める課題を用

意できるかが重要だと思った。 

36◎複式の授業は、とりわけ学級経営と連動していることが実感できた。 

36◎複式授業では、個に応じた指導と指導過程での課題設定に工夫が必要であることを学んだ。 

 

 

第5節 プロセスレコード分析による少人数学習指導・授業計画の特性認識と大人数学習

との比較 

 

 表 6-4は、少人数の中での子ども達の多様な思考を促すための授業の工夫をとらえた学

生のプロセスレコードの分類である。表6-4の少人数学習指導に関する学生の気づきの内

容を大きく分けると、次の6つの内容に分類することができる。その気づきの特徴は、「少

人数学習指導の課題克服と多様化の考え方」「少人数の中での子どもの学習理解・学習実態

把握と関わり方」「個々の子どもへの個別学習指導」「少人数のグループワーク指導・体験

活動・表現活動」「少人数学習指導の教材研究・準備」「地域と関わる授業づくり」の6つ

である。 

 へき地教育実習の授業の中のもう一つの大きな課題は、少人数であるために多様な意見

を出させて授業を進めることが行いにくいことである。そのために、少人数であるからこ

そ意識的に多様な意見を出させて考えさせようとする工夫やその姿勢を学生が注目し感じ

取っている。また少人数であるだけに一人一人のつまずきや思考内容が見えてくるので、

それに沿った授業が重要であることに改めて気づいている。個々のノート指導も、少人数

であるために可能であり、またそれが子どもを把握する上で重要であると感じている。同

じ教材でも、子どもの反応がまったく異なることにも気づいている。これらの指導方法を

含めて、子どもの主体性の発揮を目指した教師の工夫が、授業の成功に関係することの気

づきが重要である。 

 少人数学習指導の大きな観点としては、一つは子どもとの関わり方である。子どもとの

関わりでは、子どもの思考や発想に依拠した授業が重要であることから、へき地教育実習

生は、子どもが「分からない」と言えるようにすることや、子どもの発言を待つことの重

要性に気づいている。子ども同士の関係も良いため、子ども同士が認め合い教え合う関係
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を作ることが重要であることを感じ取っている。また個々の子どもの実態に応じた細かい

指導ができるために、子どものつぶやきや子どもどうしの討論の中から、子どもの考えを

引き出すことの重要性をとらえている。 

 少人数の指導上の工夫としては、少人数であるために、個々の子どもの興味・関心に応

じた教材を準備することができる。そのためには教科書から離れても、子どもの関心に応

じた教材内容を展開していくことも重要であるととらえている。 

 また少人数であると逆に依存してしまう可能性もあるので、子ども自身の役割を高めて

いくこと、発問する時は多くの人に声をかけるように大きな声を出すこと、ワークシート

を活用すること、教科書を自分たちで読むこと、などを意識していくことが重要であるこ

とに気づいている。 

 へき地小規模校では、少人数であっても、グループ活動の中で意見を出し合うことや教

えあうことを重視しているが、子どもたちに多様な意見が出ない場合には、教師が別の視

点・考えを提示しながら、反語的な発問などで、多様な考え方に気づかせたり、教師が討

論に一緒に入ったりしていた。「どんな」「なぜ」などの深める発問の工夫も行われている

ことをとらえていた。 

 一対一や一対少数の授業では、子どもに考えさせる間合いや子どもに答えさせるための

支援が重要であることをとらえていた。これも市街地の授業にも当てはまることであるが、

へき地小規模校は、全員に発言させる時間的条件があるので、それを活かすことが重要だ

ということである。少人数の授業では、子どもとの日常会話の延長にならないように、教

師と子ども間に距離を置き、メリハリをつけることが重要であることに気づいている。ま

た自分で調べるという調べ学習方式を取り入れて、ヒントだけを与えて、自ら調べたり、

考えたりする力を培うようにしていた。 

 少人数の授業では、全員が発表する時間的余裕があるため、前に出させて発表・発言す

るなど、場と時間を区別して、発表させる機会を多くしていることも特徴であることに気

づいている。少人数での発表の仕方なども個々の子どもに指導している。 

 へき地小規模校の少人数授業には、多様な意見を出させることに困難が伴っているが、

逆にへき地教育実習生達は、これまでは個々の子どもの考えに依拠していなかったことや、

発問の工夫で多様な考え方を引き出すことの重要性にも気づいていると言える。これらの

ことは、市街地の授業でも考え方は同じであるが、市街地の授業では個々の子どもの思考

まで見えていなかったことに気づいた結果と言える。 
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 表 6-4 分類2：プロセスレコード分析による少人数学習指導・授業計画の特性認識と大 

人数学習との比較に関する学生の気づき 

キーワード：【少人数学習指導の課題克服と多様化の考え方】 

1○児童の思考を無視せずに、考えるように促したのが良かった。授業では、5 人から 8 通りの考えが出たこ

とが面白く、多数の意見に頼もしく思えた。少人数の授業でこれまで一元的に物事をとらえ、それが正しい教

え方だと思っている自分に気づいた。 

1○子ども達は、こんなにも簡単に「わからない」が言えていた。先生は「わからない」という状況を伝える

ことを徹底して指導していた。 

7○少人数学級では、先生は児童と遊びと授業を切り替えるメリハリのある授業をしていた。少人数であるた

め指導に甘えや迷いがあって、なかなか思うように指導できず、先生方の築いてきた一貫性のある指導を崩し

てしまった。時に厳しくしながらも子ども達に正面からぶつかっていく大切さを感じた。 

8○授業では、子どもが１人だったので家庭教師のようになってしまった。そのため、なるべく離れて発問し

て大きい声で発言・発表するように努めた。２年生は４人の理解度の差があるので、一人ひとりに合った声か

けや指導を細かく行うことで改善をはかった。 

9○授業が繰り返しの流れで授業を行うことで、児童が見通しを持って自主的に学習を進めていけるような指

導を行っていた。 

15○へき地実習では、子どもに目が届き指導ができる分、多様な意見を出させることの大変さがわかった。教

師と子どもの距離が近くなりすぎると、授業に身が入りにくくなる難しさがあることもわかった。主免実習で

は、逆に、一人ひとりに目を行き届かせて指導することが大変だった。 

16○授業を進める内容や内容のレベルなどは、主免実習の授業とは違って身につけさせたいことも多く気づ

き、それらを時間内にどう構築していくかを考えさせられた。身近な事象など具体例を出したり、予想させて

から結論をまとめる流れが大事だとわかった。 

17○大規模校と小規模校で決定的に違うのは人数である。特に授業においては意見を交換しあう機会がないの

で、そのため教師と子どもが話をしながら自分の意見について交流できる機会を設けていた。また、児童の発

言から授業を組み立てる授業の展開になっていた。教師がきちんと伝えたい知識を把握しなければならないこ

とも理解した。教師と子どもが意見や考えをやり取りしながら授業を進めていくことが可能であることがわか

った。 

19○子どもの考えを引き出したり、子どもの考えを多く取り入れることに気をつけた。学習面では、学年一人

しかいない場合は意見交流ができないため、学習の手を止めてしまうことが多いが、教師の意見・考えや反語

的な発問などを取り入れて多様性に気付かせることが必要だと感じた。 

19○教師と児童の１対１の授業では、子どもの思考を引き出すために、調べ学習方式を使っていた。少人数な

ので、教材の準備で児童の興味・関心に合わせた工夫ができると感じた。 

21○１対１の授業では、児童の多様な思考を引き出すことが難しいと思ったが、調べ学習や親に教えてもらっ

たことから思考を引き出す方法があることもわかった。授業では、子どもの性格、興味、理解度に合わせて柔

軟に対応し、余裕をもって授業運営を進めることが大事だと感じた。 
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21○少人数の授業では、教師の雰囲気が子どもに反映するので教師が楽しく授業をして雰囲気をよくしていく

ことが大事だと感じた。 

25○授業は、自分のための授業をすることに精いっぱいだったが、子ども達のための授業ができるようになり

たいと強く感じた。 

26○授業では、子どもに考えさせ、子どもの考えを引き出す教師の支援が重要であることがわかった。 

26○へき地の授業では、私はへき地の特徴を活かす以前のところでつまずいていたが、授業で何を学ぶのかを

明確にする必要があると感じた。 

27○児童が考える時間には、つい指導をしたくなるが待つことの重要性を感じた。へき地でも身近な社会や教

材を取り上げて教科書を説明することの大事さを学んだ。 

27○朝学習は、全員で行っており、朝と放課後の時間の使い方が大事だと感じた。掃除や給食では、教師の指

示を待たずに自主的に動く姿勢を培っていた。 

27○少人数の指導では、子どもの意見に幅を持たせるために、教師があえて違う意見を言って、揺さぶること

も重要であることがわかった。人数が少ないと多様な意見が少ないが、教師の発問の工夫によって補うことが

できることがわかった。 

28○授業では、１対１の授業だったので意見が出なかったり偏ったりすることがあったが、教師が意見を引き

出す工夫が必要だと感じた。また、１対１だと、ただの会話になるので、授業との区別をすることが重要だと

感じた。 

28○授業では、複式のわたり・ずらしだけではなく、少人数指導や１対１の指導・全校児童を対象とした指導

など、多種にわたる指導方法があることがわかった。 

29○教師が授業で話を聞き、全員に発問を投げかけたり、別の視点から話すように促すことで、話し合い活動

に大きな可能性を生むことがわかった。複式・少人数学級では、間接指導の方法、個別指導と一斉指導のバラ

ンス、「わたり・ずらし」のタイミングなどを通じて単式授業の方法も振り返る契機となった。 

30○児童は少人数では教師の指示待ちになる可能性もあるので、教師は皆、自分で考えて動くような指導を意

識的に行っていた。 

30○授業の発問では、一問一答になってしまう発問が多くなったので、考えさせる発問の工夫をすることが重

要だと思った。授業では、「どんな」「なぜ」を使った発問の工夫を心掛ける必要があると思った。 

30○子どもが少人数の場合は、教師から子どもが気づいていない視点を提案するなど、子どもの考え方を多様

化することが大事だと感じた。 

30○授業では、子どもが積極的に質問するあまり、授業に関係のない話に至る場合が見られたので、授業の中

でのけじめが必要だと感じた。 

31○１人学級に入ったので、子どもの思考を広げることの難しさを感じた。思考のためにもう一つ視点を与え

ることの重要性を感じた。待つことの中で、子どもの学びを落とさずに答えを導き出させることが重要である。

子どものつぶやきや子どもどうしのやり取りの中で、子どもの考えをどう引き出せるかが大切だと感じた。 

34○発問と指示の区別をすることが重要であることを痛感した。 
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キーワード：【少人数の中での子どもの学習理解・学習実態把握と関わり方】 

1○子どもの一人ひとりの思考と自分の指導にはギャップがあり、何がわかっていないのかを把握するよりも、

自分の意見を伝えようと押し付けていたように思う。 

3○授業の時に指導教諭から「児童が理解できなければ指導案通りでなくて良いので、理解が深まるように確

認しながら進めて下さい」という指導を受けた。しかし、確認する内容を確認せずに授業を展開していた。 

6○個々の子ども理解では、子どもの実態をしっかり把握すること、そして一人ひとりが活躍できることが重

要であることがわかった。子ども同士で認めあったり教え合ったりしたりする活動が、子どもの良さを活かす

授業につながっていくことがわかった。 

7○このへき地実習で指導案や教材は同じものであったとしても、個々の子どもの実態によって返ってくる反

応が全く違うことがわかった。子どもの実態に応じて提示方法やタイミングなど、細かなところまで工夫が必

要だと感じた。 

7○理解度に差がある児童に対しても寄り添うという姿勢を大切にして、発問・指示・課題の与え方など、一

つひとつ丁寧な指導をしたい。 

10○へき地校体験実習では、主免実習を経て観察する視点も広がった。一人ひとりに関わることで、児童の違

った良さを否定的に見るのではなく、ありのままを受け入れることの大切さを学んだ。授業でも子どもを観察

できる視野と子どもの考えを伸ばす教材研究の必要性に気づいた。シャケ学習では、子ども達が自分たちの地

域や環境に興味・関心を持っていることに気づかされた。 

12○観察したのは、少人数指導と家庭教師の違いである。一人学年で会話の相手はすべて教師であるが、それ

でもしっかり考えさせ、発想を膨らませるようにしていた。 

18○教師は単元計画に沿って授業を展開していきたいと思うが、計画に気を取られるあまり、目の前の児童の

実態を見失うのではと感じる。 

20○授業では、学習状況に応じて児童のペースで学習が進められるように努力する必要があるように感じた。

授業の中では、子ども達はお互いに良い刺激を与えながら課題に取り組む姿が見られた。 

27○自分の授業が、ただ教え込む授業になっていたが、子どもにあった授業内容が展開したかが問題であると

感じた。 

32○教師と子どもの少人数の関係なので、話をしっかり聞くことを大切にして話を聞いてもらえる安心感を子

どもが持つことが大事だと感じた。 

37○授業では、読む・書く・発表するだけでは子どもが乗ってくれないので、発問が重要であることを感じた。 

 

キーワード：【個々の子どもへの個別学習指導】 

5○個々に応じた適切なやり方とその背景を考慮した支援は、どのようなことか理解できた。 

11○子ども達は、答え合わせをしたり計算を書きだしたりしていたが、ノート作りができているかの細かな指

導が必要であることがわかった。 

11○子どもが昨日つまずいたところを指導して、どこが違うのかを指導した。 

21○少人数指導では、子どものつまずきと思考を授業内容に活かすことの難しさがわかった。 
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31○子どもの良さを伸ばすための子どもへの声かけを丁寧にする必要がある。担任の見落としを他の教員が見

取っていることもあり、担任ではなく他の先生に話をする子どももいる。小規模校では、教師の連携が非常に

重要で同僚との関係を意識的に作る必要があると感じた。 

 

キーワード：【少人数のグループワーク指導・体験活動・表現活動】 

7○授業では、科学実験の手品を用意した。一人ひとりが謎を解決しようとする姿勢と気持ちを持てるような

指導をすることが大切だと感じた。 

13○子ども達は、異学年の壁はなく子どもどうしで授業の学習を教え合うなど助け合う場面もよく見られる。

ワークシートでは、私自身のコメント欄を設けて返却したが、子どもに対する良いアプローチにつながること

がわかった。 

15○少人数であるが、グループ活動を行い、意見交流をしながら進めていた。学年一人の授業では、授業が進

めやすいと考えていたが、一人から多様な考えを引き出すことの大変さと、工夫の仕方を学んだ。学級一人の

場合は、間接指導での相談役がいないので、難しさがあることを実感した。教師が子どもの実態を理解して授

業や教材を作ることの重要性を感じた。 

22○授業では、回し読みなどの自発的な学習を実践している様子をみて驚いた。授業中は教師が笑顔でいると、

子ども達もリラックスして授業を受けることができると改めて気づかされた。 

23○授業では、人数は少ないが前に出てきて発表することが多く、その体験を積むことで、発表することに抵

抗が少なくなると感じた。 

23○学習の場面で話し合いの場面を作ったり、多様な考え方を出させるということが少人数の指導課題だと感

じた。 

26○少人数では、先生が指示してしまう可能性があるため、子ども達にリーダーシップを発揮させる機会を持

たせることが重要だと考えた。授業では、子ども達の話し合いや教え合いを行うことが重要だと思った。 

27○授業では、個々の子どもの集中力が切れないように、声かけを多めに行う指導を見ることができた。二人

しかいない学級でも、授業で話し合わせたり、発表したりする機会を設けていた。 

37○授業で活動的なことを取り入れると、中途半端な説明不足であると騒がしくなってしまうことを感じた。 

 

キーワード：【少人数学習指導の教材研究・準備】 

12○教科書の活用では、教科書通りではなく、内容を工夫したものが多かった。小規模校の授業では、工夫し

だいで面白い展開ができるようであった。 

25○単元の教材研究はしていたが、子どもの様子から子ども達を理解していないことがわかった。 

25○授業では、子ども達の状況がわかって指導案を作ることの重要性を改めて感じた。 

29○授業では、自分の考えを相手に伝えること、相手の考えをしっかり聞くことに力を入れていた。 

29○少人数の授業のまとめは、教科書に掲載されたものをそのまま書くのではなく、子どもが発言したものを

まとめることが大事だと感じた。なぜなら、自分のまとめなので記憶に残るだけではなく、教科書を単に覚え
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ることではなく教科書との関係を考えるからである。 

30○子どもが少ないだけに、児童の興味も把握しやすいので、児童の興味を授業に引き付けることの重要性を

感じた。ヒントカードやゲーム感覚で練習問題を行う方法を取り入れることが重要だと思った。 

33○市街地でも同じであるが、小規模なので一層発問、活動の設定、めあての理解、子どもに合わせた教材研

究の大切さがより理解できた。 

35○少人数であるので、大規模学級に比べて教師が子ども一人ひとりしっかり見ることができることを活かし

て、机間指導では個別指導に力を入れて取り組むことができた。 

35○個別指導では、教科内の理解はもちろん学習全般の姿勢や発表の仕方などの向上も目指すことができると

感じた。 

36○少人数指導では、ノート指導とノートに書くための板書も重要であることを感じた。少人数なので子ども

の反応がすぐ分かるので、子どもに押さえる内容をしっかり持つ必要があることを認識できた。 

 

キーワード：【地域と関わる授業づくり】 

26○授業や習い事でも地域の人が様々な技能を子ども達に伝えており、地域の人の知識や知恵を学校教育の中

に活かすことが大事だと感じた。 

 

 

 

第6節 プロセスレコード分析による少人数学級経営・少人数生活指導等の特性認識と 

集団関係づくりの比較 

 

 一般的にへき地小規模校では、少人数であるために、社会性が育成されないのではない

かという懸念がある。しかし、少人数の学級経営にあった社会性の育成方法がへき地小規

模校には存在している。したがって、その小規模性を逆に活かしていくために、へき地小

規模校の教育実習では、意識的な集団づくり・社会関係づくり・地域社会との人間関係づ

くり・表現演出の機会・リーダーシップを発揮する機会などを、多様に創り出しているこ

とを、学生が気づいたと言える。 

 表6-5は、学級経営や生活指導などでの取り組みに関して、学生のプロセスレコードの

中から、へき地小規模校の少人数学級経営や少人数生活指導の特性の気づきをとらえたも

のである。表6-5の学生の気づきの特徴を分類すると、次の5点に分けられる。その特徴

は、「少人数学級の集団づくり・人間関係づくり」「少人数学級における教師と子どもの関

係」「少人数学級における地域との連携」「少人数学級における異年齢集団」「少人数学級に

おける地域との連携」の5つである。 

 少人数であるために、同学年の集団ができにくいために、行事や給食・清掃などの縦割

り集団の中で、上級生がリーダーシップと責任感と優しさを発揮して、下級生は上級生の
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様子を早く取り入れるように仕向けていることを学生は認識している。上に立つ者の立場

が、全体をとらえ、時と場をわきまえる習慣につながっていくが、それを意識して社会性

を涵養していることが理解できる。また少人数でも学級運営の討論や交流を大事にしてい

ることが分かる。 

 コミュニケーションでは、あえて言葉を重視して伝えあうことを意識的に追求させ、授

業と遊びを区別したり、地域の人との会話に留意したりしている。また帰りの会などで 1

分間スピーチを毎日取り入れるなど、人前で話す機会を多くしている。友だちのスピーチ

には、必ず質問することを決まりにするなど、人の話を聞く姿勢を身につけさせている。

授業だけでなく、日常的にも「どうして?」と、問いを投げかけるなど、思考を媒介にした

コミュニケーション力を高めることの必要性などに気づいている。 

 体験的な活動では、農園活動・漁業学習や高齢者施設訪問による学芸発表など、地域と

連携した体験活動や発表会を進めており、これらも演出と表現力を高める機会となってい

ることに気づいている。 

 教師と子どもとの関係では、少人数であるだけに、教師と子どもの日常的な関係が、学

級や学習のあらゆる場面で影響してしまう。そのために、日常的な関係を良くしながら、

同時にけじめをつけていくことの重要性を実習生も感じ取っている。そのため、少人数で

あるからこそ、学級経営の集団的な運営とまとまりをつくる学級経営力が、へき地小規模

校の雰囲気に影響してしまうことを感じ取っている。 

 人数が少ないだけに、集団的な活動や社会的関係には限界があるが、このような社会的

関係性やコミュニケーション機会を意識的に設けている教育活動は、へき地小規模校の積

極面であり、この発想が市街地を含めてあらゆるところで重要になることに改めて気づい

ている。 

 これらのように、少人数であるからこそ、あえて、社会的活動や社会性育成の取り組み

をしなければならないが、そのことの重要性はへき地教育実習に行ってはじめて気づいて

いる。また個々の子どもに沿った社会的な活動を可能にするのは、少人数のメリットでも

あることに気づいている。 

 

 表6-5 分類3：プロセスレコード分析による少人数学級経営・少人数生活指導等の 

     特性認識と集団関係づくりの比較に関する学生の気づき 

キーワード：【少人数学級の集団づくり・人間関係づくり】 

1●朝から子どもたちが自主的に勉強していた。お互いにプリントを解いていたり、問題を出し合っていた。

これを当たり前のようにしていた。 

1●小さな学校でこじれてしまった人間関係はとても難しい。しかし、児童がみんなと一緒に遊びたいという

気持ちやそれを受け入れる児童がいて、先生がそのことを伝えている様子を見ると、小さな働きかけも少し

ずつ状況を変えていけることがわかった。 
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10●小規模校での経験は、高学年は自分から関係を求めなければ交流しないということは偏見であると感じ

させられた。子どもとの関係づくりは自信を持って接することが必要だと感じた。 

10●子ども達の体力作りでは、上手になることだけがスポーツの目的ではなく、チームワークで楽しみなが

ら交流していることが印象的だった。楽しくやることのあとに上手になることが重要であることが理解でき

た。 

22●へき地小規模校の子ども達の人間関係は、休み時間になると全員が体育館で学年関係なく遊んでいた。

みんなで行動する雰囲気がある。 

25●集合学習では、遊びを企画して交流を図っていたが、集合学習で経験できる内容を広げていくことがわ

かった。 

29●へき地の学校の雰囲気では、全員で遊ぶものを決めたり、ルールを決めるために協調性が養われると感

じた。 

32●へき地では児童の学び合いをしていくことが重要であることを学んだ。間接指導では、自主的に課題の

答えを確認したり、説明し合ったり授業内容をまとめるなどの姿が見られ、それが深い学びにつながると感

じた。児童達の学び合いでは、児童達のまとまりと教師の学級経営力が求められると感じた。 

32●児童の学力レベルよりも少し難しいと感じるレベルを与え、お互いに話し合わせて課題を解決していく

姿にとても驚かされた。 

33●学級リーダーの育成や、学級運営や学習ルールの形式の定着が重要であると感じた。 

36●幼いころからの付き合いで固定化された概念を、学習の考え方を交流すれば、それによって友達の知ら

なかった側面などを見出したりするように働きかけることが重要だと思った。 

36●課題を勝手に取り組ませるためには、ある程度ルールを定着させて何をするのかをしっかり指導しない

と成り立たないことがわかった。 

 

キーワード：【少人数学級のコミュニケーション力・表現力の育成】 

3●読書感想発表会では、どの学年の子どもも工夫して発表していた。印象的な場面の絵を描いて黒板に貼り

ながら発表していた。 

7●へき地小規模校では、マイナスのイメージが強いが、コミュニケーション能力が乏しいと感じたことは一

度もなかった。学校では交流学習など、多くの人と接する機会を設けるなど工夫をしているそうだ。また、

児童一人ひとりに対してきめ細やかな指導が可能であることも魅力の一つである。 

10●漁業など、水産学習を学校の教育課程に取り入れながら地域に対する興味関心を高めていた。シャケの

学習では、産業としての漁業、生物としてのシャケ、食料としてのシャケ、生命への感謝、環境教育などを

含めた総合的な学習活動を展開していた。さらに、学習発表会をしながら、表現力、演技力、工作力などの

力を高めていた。へき地校では、子どもや地域に合わせた教材研究不足を感じた。どうして子どもがつまず

いたかなどの教材研究の必要性を感じた。 

16●少人数の児童会の立会演説会では、自分の意見をしっかり述べ、学校に関わろうとする姿勢が見られた。

児童が自信を持って意見を言えるように仕向けていた。実践発表会では、行事の紹介や学習成果の発表、合
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唱などが行われた。 

19●朝の会、帰りの会では１分間スピーチ（話題は、頑張ったこと、授業で学んだこと、他人の良い所、一

日の反省など）を行っていた。必ず１分以上話すことを目標にしていたので、どの児童も２、３分スピーチ

することができていた。そのため、人前で話す力や文章構成力が高くなっていた。スピーチには、必ず質問

することになっており、人のスピーチをよく聞く姿勢を身につけていた。これが、小規模校でのコミュニケ

ーション能力の基礎になっていることがわかった。 

23●朝の会では、子どもが質問したり、自分が思うことを発表しているように感じた。帰りの会も、その日

の出来事、印象（今日のいい人）を発表したりする場面があり、そうした時間があったのは、新鮮だった。 

25●朝の読書活動では、図書室で読書に親しむ子どもが多かったが、その習慣をつけることが大事だと感じ

た。 

27●小規模校の人間関係では、言葉づかいなど仲の良い中でも礼儀ありという感じがあり、そのけじめを指

導していたようだった。 

28●へき地校では、「言葉を重視して」という柱があり、伝えたいことをはっきり伝えさせるようにしている

ことがわかった。 

29●話し合い活動では、子ども任せにせず、教師が一緒に参加することが大切であると感じた。 

30●学校でのコミュニケーションは、目上の人への言葉づかいや授業中の言葉づかいなど、区別して使うよ

うに指導している姿が見られた。 

30●へき地の子ども達は、意外にもどんどん話しかけてくれたり、挨拶をするなど、社交性があると感じた。

これは地域社会での交流も多く、地域住民が常に学校の中に入ってきていることも大きいと思った。 

33●子どもは教師の人間性から学び取ることが多く、責任が大きいが、ありのままの素直な面を出して接す

ることが重要だと思った。 

 

キーワード：【少人数学級における教師と子どもの関係】 

1●学力差がはっきりしていた。しかし、その中でわからないことは「わからない」と言える環境にあったの

で、間接指導中も児童同士で教え合う姿がとても印象的であった。 

7●学芸会の練習では、子ども達に一人ひとり練習しようと声をかけて休み時間などで繰り返し練習をした。

子ども達は、「練習をしたいので見てもらえますか」と声をかけてくれるようになった。共に練習してきたこ

ともあって、子どもとともに喜びを味わうことができた。 

7●普段の生活でも教師と児童が互いに伝えあう意識を持ち、信頼関係を築くことが大切だと、このへき地の

実習を通して強く感じた。複式授業の進め方だけではなく、一人ひとりの子ども達に寄り添う教育の基礎を

学ぶことができた。 

14●児童と遊ぶことで交流を深めたり、心を通わすことが重要だと思った。指導は、発問が難しかったり、

漠然としすぎたものが多かったので反省点が多かった。児童の見取りが必要であることがわかった。教師は、

説明するのではなく子ども達で意見を出し合ったり、自分たちで工夫させたりしていた。日頃から児童を見

ることがいかに重要かがわかった。 
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17●子どもの違いでは、へき地小規模校の子どもはとても素直で教師の話を聞き、真面目に活動に取り組む

場面とそうでない時ときちんとわきまえていた。異学年が一緒に行動するので、上級生が下級生にきちんと

指導していた。人数が少ないことを活かして、授業中に実体験に基づいた活動をさせていることが多かった。

人数が多ければ、全員が体験できない活動も小規模校であれば容易に体験できた。 

19●一番大切にしたのは、遊びを通した関わりであるが、なぜなら授業時の様子と休み時間の様子が違うと

感じたからである。 

22●へき地実習では、コミュニケーションや授業づくり、子どもとの関わり方など、トータルに考えなけれ

ばならないことが多かった。 

23●休み時間は、子どもの中に教師が一緒に入って遊ぶことの大事さを感じた。へき地の人間関係は、固定

されているので壊れてしまうと修復が大変だと感じていたが、意識的に関係づくりをすすめることで、大変

良い学級づくりができると感じた。 

28●へき地では、児童と教師の関係が深いことがわかった。 

29●小規模校では、どうしても発言・人数が限られるので、教師が適度に間に入ることで、小規模校でも話

し合い活動を活発に行えることがわかった。 

29●授業時間以外での個別指導の時間をとるなど、授業内で個別指導の時間をどこまでとるかのバランスが

大事だということがわかった。学習の習慣化が学習の定着にとって大事なので、学習習慣作りの指導が重要

であることがわかった。 

31●学芸会では、学校行事をつくる過程での計画・練習内容の支援をしていく大切さを実感した。教師は、

目標を見つけさせ、子どもどうしで共有できるような機会を意図的につくる必要性を実感した。 

35●学級の人数が５人ということもあり、休み時間には教室や体育館で、グループで遊んだ。子ども達と良

好な関係を築きつつ、子どもとの距離感をとることが重要だと考えた。 

35●「どうして？」などと問いかけ、考えさせることが重要であると思った。 

 

キーワード：【少人数学級における異年齢集団】 

2●高学年の子どもが低学年の子どもにお湯を注いであげる場面があり、自然とできることがすごい。 

3●全校給食では、縦割り班ごとに当番が決められ、1 年から 6 年まで協力して配膳をしてくれる。上級生が

下級生に気を配っている様子がうかがえた。 

9●集合学習では、最初は緊張して話すことができない子どもがいたが、時間が経つにつれて元気に活動でき

ていた。 

16●今回のへき地実習では、今までで学ぶことが一番多くあった。上級生と下級生の関係や協力して一緒に

活動していく子ども達の姿勢が印象的だった。 

17●休み時間は学年関係なく遊び、給食は全校給食で先生と結びつきが自然と強くなることを感じた。 

18●異学年が協力して学芸会やサークルの取り組みができるのは、へき地小規模校の良さだと感じた。 

23●学芸会の練習では、低学年が高学年を見習ったり、高学年が低学年に教えている場面が多く見られた。

高学年は、低学年を「次頑張ろう」と声をかけたり、引っ張っていることが印象的だった。 
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25●清掃・全校給食では、縦割り班を組織し、上級生が下級生の手本となって仕事をしていることがわかっ

た。 

26●給食では、高学年が低学年に箸の持ち方や食器の使い方を教えながら食べていることがわかった。 

28●学級経営では、授業も含めて異学年の関係があり、フォローしたりフォローされたりする関係を作って

いることがわかった。 

37●全校児童での遊びでは、上級生が下級生にやさしく指導する場面が何度もあり、小規模校の良さが目に

見えてわかった。子どもとは一人ひとりと話をして、いろいろなポケットを作っていくことが大切だと思っ

た。 

 

キーワード：【少人数学級における地域との連携】 

2●子ども達は文化祭の劇やダンスの練習で、みんなで意見を出し合い協力していた。その中で地域の人々と

先生方の関わりを感じることができた。へき地ということもあり、他学年との交流が盛んである。給食は、

全校給食を行っている。高学年がしっかりと指示をして、低学年のことも気にしていた。このような自分の

ことと他人のことを考える力は人数が少ないからこそ身につくと感じた。 

2●子ども達は、地域行事ではしゃいでいた時に、高学年の子どもが「今の時間は静かにしないといけないよ」

と優しく声を掛けていた。 

11●漁業学習では日頃、親の仕事を手伝ったりするだけではなく、学校での学習活動と結びついているとい

うことがわかった。シャケのさばき方や臓器の販売先など、細かい学習成果を披露していた。漁業学習では、

食育や地域産業を体験的に学ぶことができていることがわかった。 

26●農園づくりでは、地域農家と一緒に作物の育て方を学び、老人会の人と料理を一緒にすることで料理の

知識を教えてもらっていた。これにより、教師には教えられない知識や体験を子どもに学ばせるようにして

いた。 

29●へきち校の子どもは、地域の広い交友関係の中で誰とでも交友関係を結ぼうとする積極性が身について

いると感じた。へき地校の実践は、市街地でははっきりと明確に学ぶことができないことが多いことも感じ

た。 

37●実習では、授業における指導技術に目が行きがちだが、子どもや保護者との信頼関係、地域との信頼関

係がよりよい集団づくりにとって重要であることがわかった。 

 

 

 

第7節 プロセスレコード分析によるへき地小規模校の地域連携の特性認識と学校・家 

庭・地域の教育力 

  

表 6-6は、学生がへき地小規模校の学校と地域の関係では、教師と保護者の会話が頻繁

に行われていることに気づくことで、保護者・地域住民・教師の人間関係が強固であるこ



176 

 

とを認識していく過程についてとらえている。へき地小規模校では、学校行事・地域行事

においても学校と地域が全員で協力し、地域住民も学校の教師も相互に顔が見える関係で

ある。表6-6の学生の気づきを分類すると、次の4つに分離できる。その特徴は、「地域行

事における学校との連携」「学校行事における地域との連携」「子どもを支える地域の役割」

「教師と地域住民の関係」の4つである。 

 学芸会・文化祭では、地域住民が設営等で協力するだけでなく、地域住民も企画運営や

出演するなどで全面的に主催したり、地域住民が子ども達に神楽・太鼓などを教えたりし

ていることに気づいている。また地域のパークゴルフ大会など、地域行事にも子ども達・

教師も参加したりしている。学校農園も地域住民の協力を得て栽培・収穫しているが、学

校農園で収穫した作物を料理する食事会も、地域住民を学校に招いて開催している。地域

のスポーツチームなども学校で活動しているために、日常的に学校と保護者・地域住民が

頻繁に接触している。 

 行事においても、学級運営と同様に上級生が下級生を引っ張っていく関係を意識的に作

り、社会的な責任を持たせるようにしていることに気づいている。へき地小規模校では、

子どもの出番が全般的に多いために、低学年も含めてみんなで力を合わせて出演に取り組

むという雰囲気があり、学校の音楽・図工・体育授業もその練習にあてられる。 

 このような学校行事をはじめ、地域住民との関係が強いことは、市街地の教育実習では

感じることは少なかった経験であると言える。また学校と家庭・地域との関係を緊密にし

なければ、子どもの人間関係も幅が狭くなること、そのため意識的に行事を通じて子ども

の社会性や達成感を高めようとしていることに気づいている。このような学校が、部活動

や行事を通じて地域の中心となり、学校も地域との連携を活かして子どもの教育活動を広

げていることに気づいている。 

 

 表6-6 分類4：プロセスレコード分析によるへき地小規模校の地域連携の特性認識と 

学校・家庭・地域の教育力に関する学生の気づき 

キーワード：【地域行事における学校との連携】 

1◆PTA 行事の餅つき大会で、親や地域の人が子どもに話しかけるなど、温かい雰囲気を感じた。子ども達は

縦割り班だったので、違う学年の人と交流していている姿を見た。 

4◆地域の伝統である神楽・根室太鼓・よさこいソーラン・子ども踊りなどでは、地域の人が学校に来て教え

て下さっていた。 

◆学芸会では、大規模校と大きく違うのは、子どもの出演回数とセリフの量の多さだった。人数が少なく、

踊り・歌・楽器・司会・劇というハードな内容だが、先生方の裏方の指導でこなしていた。小規模校では、

全校集会の後に簡単なレクをするなど大規模校に比べて全体で関わる機会が多かった。 

16◆保護者主催のゲーム大会では、タオルリレーなどのゲームをして地域と学校と子ども達の交流がなされ

ていることがわかった。 
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18◆地域の人とは、パークゴルフやミニバレー等で交流をはかることが当たり前のように行われることがへ

き地小規模校の良さだと感じる。 

20◆地域の餅つき大会では、父親も母親も集まり、子ども達もすすんで仕事をすることが身についていた。

地域全体で子どもを育てていこうという意識が強かった。 

20◆行事では、単なるイベントではなく校長・教師・地域の人・親の情報交換の場になっていた。 

23◆ミニバレーなど、交流会を運営しているのは地域の人で、地域の人が学校を理解している雰囲気が強か

った。へき地の子どもは、社会性がないと言われるが、地域の交流の場で社会性を培うことができると感じ

た。 

24◆自治会主催のパークゴルフ大会では、子ども・保護者・教師が一体となって交流をはかっていた。児童

会活動では、高学年になると、下級生をひっぱるリーダーシップや協調性が高まることを改めて感じた。ク

ラスではみせない上級生の頼もしい表情を見ることができた。 

27◆蝦夷太鼓は、地域の人から教わり、地域の文化祭や病院などでの訪問演奏を行っていたが、地域の文化

が学校で引き継がれている様子を見ることができた。餅つき大会などの行事では、地域の餅つき名人などが、

子ども達にアドバイスしていた。学校が地域の活動の場の役割と人と人のつながりをもつ役割となっている

ことがわかった。 

29◆地域と一体となった清掃活動など、地域伝統行事や地域農園活動など地域との結びつきが強いことがわ

かった。地域の行事は子どもの社会性やコミュニケーション能力を高めたり、児童の意欲を高める上でも重

要だと思った。 

 

キーワード：【学校行事における地域との連携】 

3◆文化祭では、保護者や地域の人も一緒に踊っていて地域の役割も大きいと思った。保護者の間でもコミュ

ニケーションがしっかりとれていて、自分たちにも優しかった。先生方と保護者の会話も頻繁で、片付けも

地域の方と一緒に行い、地域の役割の大きさを感じた。 

3◆文化祭の行事では、地域の方々の支えを感じることができた。衣裳の準備・文化祭前後の準備、片付けな

どに参加してくださった。さらに地域とのつながりでは、老人ホームでは文化祭で発表した演目を巡回慰問

していた。 

4◆文化祭では、学校と地域が結びついた会場の一体的な雰囲気が見えてとても良いと思った。 

6◆学芸会では、地域の中心に学校があり、地域全体で学校を支えていることがわかった。私も教師になった

とき、地域に溶け込み、地域住民とコミュニケーションをいかに取るかを考えていきたい。 

9◆文化祭では、学校と地域の方々とのふれあいを大切にしており、地域一丸となっていた。休日でも学校行

事があり学校に行くこともある。 

10◆学習発表会には、衣装作り等で地域・保護者が全面的に協力しており、地域との信頼関係が成り立たな

いと運営できないことがわかった。 

12◆学校が主催するお食事会では、地域住民を集めてカレーライスを作ったり、ゲームをして交流を深めら

れた。子どもどうしは、他者とのつながりの大切さを学んでいた。子どもだけではなく、先生どうしのつな



178 

 

がりが深いのも特徴だと思った。 

24◆学校行事では、あらゆる授業が学芸会に向けた内容にあてられていた。学芸会が学習成果の発表機会に

なっていた。 

26◆酪農地帯では搾乳のため、行事が遅くまで伸びることは避けなければならず、時間どおり進めるために

も地域と教師がきちんと役割を分担していることがわかった。へき地は、プール学習や市街地訪問でもバス

移動で時間がかかるので、バスの移動時間で何を学ばせるかが大事だと感じた。 

26◆合同文化祭では、地域の人による舞台設営や司会進行など、地域の人の協力が大きく、地域にとっても

学校の存在感が大きいと感じた。 

34◆へき地では、酪農体験や地域を意識した活動も重要であると思った。 

キーワード：【子どもを支える地域の役割】 

3◆小学校には教師も所属している地域のボランティアグループがある。年に数回、英語やロシア語も含めた

読み聞かせをしてくださっている。 

7◆地域との関係では、そろばん塾の方が学校で計算の仕方を教えたり、保護者の方が百人一首を教えたりし

ていた、週1回地域の方が本の読み聞かせをしていた。PTAの環境整備作業もあり、学校と保護者・地域が一

丸となって子どもを育てようとする強さを感じた。 

8◆休み時間には、他学年の子ども達も一緒に過ごすことが多かった。地域の人と交流する機会も多く地域パ

ークゴルフ大会など、地域の人と学校が一体となって子ども達を支えていることがわかった。 

13◆餅つき大会では、準備の段階から保護者・地域住民と教師が協力していることが理解できた。へき地で

は、子ども達にアプローチしていく実践が重要で、それが授業に影響していると感じた。子どもだけではな

く、地域の人にも積極的に関わっていくことが重要であると感じた。 

15◆コミュニティーセンターでは、保護者主催の行事も行われ、教師も手伝いに来ていた。保護者との交流

ができた。市街地では、同じ学年でしか遊んでいなかったが、へき地では、小学生から中学生まで仲良く遊

んでいた。 

15◆移動図書館制度があり、図書館と連携して読書活動を進めていた。 

18◆保護者の方や地域の方とミニバレーを行った。そこで、学校からのお願い事をしていた。地域と教員の

仲の良さに気づいた。普段からのつき合いが学校と地域の連携につながっていることがわかった。 

23◆学芸会では、おじいちゃんやおばあちゃんの発表もあり、地域全体で学芸会を盛り上げようとしていた。 

24◆へき地の子ども達の生活では、自宅に帰ってからの生活環境や人間関係の違いを知ることができて勉強

になった。 

24◆家庭環境の把握は難しいが、それをとらえることが重要であると感じた。 

30◆男女学年関係なく人間関係は良いが、上級生にはリーダーとしての自覚を持たせるような声かけをして

いた。地域には、読み聞かせを頼むなど、児童が様々な地域住民と触れあうことができる機会を増やそうと

していた。 
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キーワード：【教師と地域住民の関係】 

8◆学校に保護者の方が毎日来る姿が見受けられ、学校と家庭・地域の連携が密であることがうかがえた。 

21◆地域の人が、学校に差し入れを持ってきてくれるなど、学校と地域の普段の関係が友好的であることが

わかった。 

28◆学校と地域の関係も深いことがわかった。 

 

 

 

第8節 プロセスレコード分析によるへき地小規模校の学校運営の特性認識と教師の協働 

的人間関係 

 

 表 6-7は、へき地小規模校での人間関係の様子をとらえたものである。実習生は、総じ

て学校の教職員どうしの人間関係が良いこと、会話が多く明るいこと、協力し合っている

こと、などに強い関心と気づきを有していることが分かる。 

 へき地小規模校の職員室では、教師同士のコミュニケーションや協力体制が多くあり、

授業・行事・学級運営等で相互に助け合ったりしている。子どもの様子も毎日話し合って

いることも特徴としてとらえ、これが子どもの教育や学級の雰囲気を明るくすることにつ

ながっていると認識している。 

 また、へき地小規模校では、教職員数が少ないために、校務分掌を独立して運営するこ

とができず、その意味では一人あたりの校務分掌の負担も大きいが、任される責任の大き

さや全員で物事に対応するという雰囲気が、教職員の人間関係や成長を支えていると言え

る。その協働的な雰囲気が、へき地小規模校の学校運営のメリットでもあることを感じ取

っている。 

 

 表6-7 分類5：プロセスレコード分析によるへき地小規模校の学校運営の特性認識と教 

師の協働的人間関係に関する学生の気づき 

2□へき地は、先生方の協力体制やコミュニケーションなど、教師どうしのつながりの大切さなどを感じるこ

とができた。 

4□職員室では、教員の会話が多く明るいと感じた。教員数が少ない中での運営は難しいと思うが、教員どう

しが協力していることが子ども達の笑顔になっていると思った。 

8□大規模校に比べて個人の負担や責任が大きいが、へき地校で責任を持って取り組めることはとても勉強に

なり、良い経験になると思う。 

14□教師どうしが助け合っていることがよくわかった。 

15□併置校の中学校の授業では、免許を持っていない先生が指導していたが、先生方で協力しながら授業を行
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っていた。 

16□先生同士がアドバイスをしたり、生徒の様子を話し合っている場面が頻繁に見られた。教師が話し合うだ

けで学級経営にも影響している。 

24□学芸会では、教職員の人数が少ない分、持っている技やアイディアをフルに出し合うなど、教職員が協力

する姿を見させて頂いた。また先生方のバック絵や衣装など、見えないところでの先生方の協力が学校運営に

反映していることがわかった。 

26□校務分掌は、一人の負担が大きいのが欠点であるが、横の連携が強く、共同体制を図りやすいという利点

もある。組織としてフットワーク・ネットワーク・ヘッドワークの活動を充実させているという話を伺った。 

26□学校では、教職員や地域に援助を要請できることが大事だと感じた。同僚と相談し良好な関係を作る努力

することが必要だと感じた。 

30□教職員は、毎日職員室の中で子どもの情報交換を行って個々の子どもの状況を把握して教職員全体で指導

をしていることが印象的だった。 

34□学校全体では、全校集会や全校行事などが多く、教員も含めて全員と人間関係を作っていることがわかっ

た。休み時間のコミュニケーションや給食時間などのクラスの雰囲気作りが授業にも影響していることがよく

見えた。 

 

 

 第 9 節 小括-主免教育実習後の実践力発展期におけるへき地教育実習の成果と専門的

実践力の育成 

 以上本章では、主免教育実習後の実践力発展期において、へき地教育実習の成果をプロ

セスレコード分析からとらえてきた。プロセスレコード分析は、質的分析法の一つであり、

へき地教育実習の毎日の気づきの変化から、学生の認識の変化および成長をとらえていく

ものである。へき地教育実習によって、へき地の特性や指導方法を実践的に会得すること

ができれば、よりへき地校に根ざした教師を養成することができる。教育実習での実践力

の育成を客観的にとらえることは難しいが、短期的で焦点化した学びをとらえる方法とし

ては、気づきの蓄積をとらえていくプロセスレコード法が有効である。本章では、学生の

日誌・感想文・記録から、プロセスレコード分析法を用いて、へき地教育実習での学びの

成果としての気づきと意識変化をとらえてきた。 

 へき地教育実習は、主免教育実習後の3年生の後期から実施されるために、市街地で経

験した教育実習の様子とへき地小規模校での様子を比較的にとらえることになる。教育実

習生という立場を同じにして、主免教育実習とへき地教育実習を比較すると、明確にへき

地の特性と対応方法の相違が意識されている。このことは、終了時における感想文やアン

ケートの集約だけでなく、一つ一つの学びの軌跡をプロセスレコードの中からとらえるこ

とでも鮮明に見ることができた。主免教育実習を終えたから見えるようになったというこ

ともあるが、へき地小規模校でのへき地教育実習を経験しなければ、へき地小規模校の指
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導の特性は長らく気づかなかったことも少なくないと言える。 

 最終的な意識調査アンケートを見ても、へき地小規模校で少人数の授業・複式授業など

の気づきが多く、また選択式のアンケートや最後の自由記述式アンケートにおいて、満足

度は極めて高い数字であった。 

 さらにその内容を分析するために、一人一人のプロセスレコードの記述から、その学び

と気づきの軌跡を拾い上げた。それを大きな項目ごとに分類したものが、表6-3から表6-7

であった。 

 分類項目は、1)[複式学習指導内容に関連する学生のプロセスレコードと気づき]、2)[少

人数学習指導内容に関連する学生のプロセスレコードと気づき]、3)[学級経営・生活指導・

体験活動・縦割り人間関係づくり等に関する学生のプロセスレコードと気づき]、4)[地域

連携・学校地域行事・家庭環境の把握等に関する学生のプロセスレコードと気づき]、5)[学

校経営・教師の協働的人間関係に関する学生のプロセスレコードと気づき]、の5つに分類

した。 

 複式学習指導では、自主的に考えたり教えあったりする間接指導のための指導が大きな

条件となること、授業内容づくりでは、少人数の中で、一人一人の状況をこれまで見てい

なかったことに気づき、子どもの認識から授業の展開やまとめをすることの重要性などに

気づいている。 

 人間関係では、少人数であるために日常的にけじめと社会的関係づくりを意識的に行い

ながら、縦割りの中でリーダーシップや社会性を向上させている取り組みにも気づいてい

る。 

 へき地小規模校と地域との関係では、地域が学校にも出て行き、学校が地域に協力する

など、学校と地域が一体となって、学校と地域の運営を高めていることに気づいている。

また、その中で子ども達も社会的関係や発表表現の機会を得るなど、地域の中で育てられ

ていることに気づいている。 

 学校運営では、教師間のコミュニケーションや協力体制が密接で、子どものことを相互

に話し合うなど、全員で全ての子どもを指導している協働的関係が、学校や子どもの雰囲

気を明るくしていることに気づいている。 

 へき地教育実習では、少人数の子どもの細部の実態を前にしてはじめて、主免教育実習

で至らなかった側面が認識できている。すなわち少人数の中での個々の子どもの状況をと

らえながら、はじめて個別指導や個々の子どもの実態に応じた指導の重要性に気づくこと

ができたとも言える。へき地教育実習では、少人数であるために、子どもの思考の多様性

を図る授業の工夫や、子どもの発言やつまずきを活かした授業展開、場に応じて人間関係

を区別する学級経営、縦割り班活動を活かした社会性・リーダーシップの育成、地域を活

かした社会性、などを意識的に促進していることが明らかとなった。このように極少人数

の学級で、個々の子どもの状況をとらえることで、授業のあり方、学級運営のあり方、意
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識的な人間関係づくりのあり方、地域連携のあり方などに気づくことは多い。これらの指

導方法を意識させて取り入れていくことが、へき地小規模校での教育実践およびその開発

を豊かにしていくへき地教育プログラムの成果であることも明らかとなった。 

 へき地教育実習は卒業要件ではないが、初年次にほぼ全員を対象にしたへき地教育論講

義やへき地実地研修である新入生研修によって、多くの1年生が問題関心を抱き、その中

でより深めたいと考える学生がへき地教育実実習に参加している。へき地校の受け入れ枠

との関係で30名強の参加者に限定せざるを得ないが、へき地教育実習に希望する人は、初

年次よりいっそうへき地教育に関心を抱いた学生である。 

 これらのへき地教育実習での学びは、大学における理論学習としての講義・事前指導が

あるからこそ気づくことができる部分も大きい。ただ単にへき地教育実習を経験したとい

うだけでは、明確な違いや特徴を認識することはできない。理論的な観点を学習している

からこそ、へき地教育実習がへき地教育の特徴を捉えられる重要な視点を提供していると

言える。 

 へき地小規模校の経験は、へき地小規模校への赴任の意識を変えるだけでなく、へき地

小規模校実習を経てへき地での専門的な教育実践力を高めたと言える。これがへき地小規

模校での、定着や小規模性を活かした教育活動への意欲につながっていくと言える。 
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注記 

注1. 釧路校のへき地教育実習の名称は、「へき地校体験実習」という科目名称であるが、

本稿では一般名詞として、「へき地教育実習」の用語に統一して記述している。 

 へき地教育実習とへき地教育関連講義の体系については、拙稿「へき地生活体験・

へき地教育実習指導体験と地域に根ざす教師の育成」、日本生活体験学習学会紀要編

集委員会編『生活体験学習研究Vol.10』（日本生活体験学習学会、2010年）を参照

されたい。ここでは、紙幅の都合で体系図は省略している。 

注2. 秋田喜代美・藤江康彦編『事例から学ぶ はじめての質的分析法（教育・学習編）』

（東京図書、2007年）7頁〜9頁参照。 

注3. 秋田喜代美・藤江康彦編『事例から学ぶ はじめての質的分析法（教育・学習編）』

（東京図書、2007年）9頁参照。 

注4. 秋田喜代美・藤江康彦編『事例から学ぶ はじめての質的分析法（教育・学習編）』

（東京図書2007年）10頁参照。 

注5. 秋田喜代美・藤江康彦編『事例から学ぶ はじめての質的分析法（教育・学習編）』 

(東京図書、2007年)参照。 

注6. 山崎準二氏は、ライフコースの中での教師の成長をとらえている。山崎準二編『教

師という仕事・生き方』(日本標準、2005年)参照。 

注7. ウヴェ・フリック著小田博志監訳『質的研究入門』(春秋社、2011年)参照。 

注8. エピソード記述では、鯨岡峻著『エピソード記述入門』(東京大学出版会、2005年)

参照。 

注9. ポートフォリオ方式は、あらゆる教科や教育実習等で活用されている。一つの参考

として、エリザベス・ショア、キャシー・グレイス著、貫井正納・市川洋子・吉田

雅巳・田村高広訳『ポートフォリオガイド 10 のステップ』(東洋館出版社、2001

年)参照。 

注10. プロセスレコード方式は、信州大学の教育実習記録等で実践的に導入されている。

『“臨床の知”の実現-蓄積する体験と深化する省察による実践的指導力の育成-』

信州大学教育学部、2007年、および、山口美和・越智康詞・山口恒夫「教師教育

におけるリフ レクシ ョ ン方法の検討-プロセスレコードによる事例の振り返り

を通して-」『信州大学教育学部紀要 119』（信州大学教育学部、2007年）参照。 
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第 7 章 「実践力発展期におけるへき地教育プログラムの総括的評価とへき地 

意識の転換-理論と実践の往還に関する評価」 

 

第 1 節 課題と方法-へき地教育プログラムの総括的評価の課題と方法 

 

 本章の課題は、初年次から実践力発展期まで継続的に取り組んだへき地教育

プログラムを総括的に評価することである。各章において、初年次教育におけ

るへき地の講義や実地研修、実践力発展期におけるへき地教育実習など、へき

地教育プログラムの各構成要素については、それぞれ分析してきた。 

 さらに、へき地教育実習も終えた年度末に、改めて、初年次から 3 年次後半

期の実践力発展期までを総括的に評価することが重要になる。何故なら、へき

地教育プログラムは、初年次の講義・実地研修からへき地教育実習まで、連続

的に発展するように取り組んだものであり、へき地の教育実践力としても不可

分の関係にあるからである。したがって、初年次から実践力発展期までのプロ

グラムを連続的に評価することが重要になる。 

 この総括的評価は、初年次から実践力発展期までの全プログラムを学修した

学生が対象であり、最終的なへき地教育実習（釧路校科目名は、「へき地校体験

実習Ⅱ」）を受けた学生が対象となる。初年次のへき地教育論の講義や実地研修

である新入生研修は、ほぼ必須プログラムであるため、全員が学修している。 

 本章では、へき地教育実習に参加した学生に対して、意識調査を行い、自由

記述の傾向を含めて、量的に分析する。また理論と実践の往還に関しては、個

票から事例的にとらえる。回答者は、平成 25 年度に受講した 3 年生 27 名であ

り、全実習生から質問用紙による回答を得た。 

 27 名のうち 4 名は、出身学校がへき地複式学校出身であるため、へき地教育

に対しては、元々偏見があるイメージを持っているわけではない。出身小学校

規模では、「1 学年 2 学級以上の学校」出身の学生は 16 名で 59.3％であり、次

いで「単級校」出身者が 7 名で 25.9％、である。へき地校である「複式学校」

出身者は 4 名で 14.8％を占めている。学生自身がどのような学校規模で育った

か、とりわけへき地校出身であるかどうかによって、へき地小規模校への関心

と評価が若干異なる。 

 質問項目は、1)入学後からのへき地イメージの変化、2)へき地イメージの変

化の契機、3)へき地教育のパラダイム変換、4)新入生研修でのイメージの転換、

5)実習事前学習での指導方法の会得、6)へき地教育実習の参加動機、7)へき地

教育実習での学修による成長、の内容で、学年進行を踏まえて、記入アンケー

ト調査でとらえた。 
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第 2 節 へき地教育へのイメージ変化とアクティブ・ラーニングの効果 

  

1. へき地教育へのイメージ変化と契機 

 大学入学直後は、一般教養科目を中心に履修している。この大学入学後にへ

き地教育のイメージが変化したかの問いには、全体の 22 名 81.5％が「変化した」

と答えた（図 1）。「変化しない」は、5 名 18.5%である。この「変化しない」と

答えた学生のうち、4 名はへき地複式学校出身者であり、もう 1 人は、根室管内

出身である。根室管内は、98%がへき地校指定であり、複式学校でなくても、ほ

とんどの学校はへき地校である。したがってこの 5 人は、元々へき地小規模校

出身であるか、周りの学校がへき地校である環境で育っているため、へき地教

育の元々の偏見を持っていないという点では、へき地教育実習後のイメージに

変化がないとも言える。 

 

図 7-1  

 

 

 一方、このイメージが「変化しない」と答えたへき地出身の 5 名の個票の自

由記述を見ると、へき地教育への意識がまったく変化していないということで

はない。 

 5 番の学生は、「私自身がへき地校出身ということもあるので、イメージが変

化するというよりは、それぞれのあり方のバリエーションを知ることができた」

「特にへき地教育実習後は様々な視点でとらえることができました」「すべての

経験がプラスになりました。むしろプラスにとらえていかなくてはならない」

と、積極面を意識的にとらえようとする姿勢に変化している。 

 6 番の学生は、「そのままでした。新入生研修で行った時からへき地の魅力を

すごく感じていたので、とてもいいイメージでした」ととらえている。また事

前指導である「道東の教育」での理論学習は、「とても具体化されました。今ま
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でイメージがわかない部分がありましたが、やっぱり実習に行くことが大切だ

と感じました」と、へき地教育実習後に、学んだ理論が実感として理解できる

ようになっている。 

 8 番の学生は、「複式授業の難しさを知ることができた」「単式では経験できな

い経験をすることができ、本当に良かった」と感じ、イメージは変わらないが、

実践的な指導方法の深さを学んでいる。17 番の学生は、「へき地の不便さをプラ

スに変えることができた」「少人数指導の良さを感じることができた」と、少人

数指導方法の良さを学んでいる。21 番の学生は、「子どもとの距離が近く、細や

かな指導ができました。間接指導をどう充実させるかが難しかった」と感じて

おり、難しさを含めて指導方法の良さをとらえている。 

 これらのへき地のイメージが「変化しない」と答えたへき地出身者も、偏見

がないのでイメージは「変化しない」という答えになっているが、へき地教育

実習を経て、指導方法や指導観が変化したことが分かる。少規模校の指導方法

の良さや難しさを経験しながら、へき地教育の特性を活かした指導の充実を図

ることなど、へき地教育を具体的にとらえる観点や意識を深めていると言える。 

 したがって、このへき地出身の 5 名と残りの市街地の出身者の 22 名の全員が、

大学入学前から入学後にへき地教育のイメージを変えていったと言える。 

 さらに、へき地教育のイメージが変化したとする学生の中で、学生時代のど

の段階で変化したかについては、「へき地校体験実習Ⅱ」（＝2 週間へき地教育実

習）で変化したとする実習生が 7 名で 25.9％、「新入生研修」（＝実地研修）で

変化したとする学生が 6 名で 22.2％、「へき地校体験実習Ⅰ」（＝1 週間へき地

教育実習）で変化したとする学生が 4 名で 14.8％となっている（図 7-2）。 
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図 7-2  

 

 

 この上位 3 つは、いずれもへき地教育実習か実地体験である新入生研修であ

る。すなわちへき地のイメージが変化した契機としては、学校現場での実践や

体験が大きな契機となっている。このことは、1 年生の新入生研修にしても、3

年生でのへき地教育実習にしても、学校現場での実践を各段階で取り入れるこ

とが、学生の学びと意識変化の契機になっていると言える。 

 これらの次に多いのが、初年次の「へき地教育論」講義、へき地教育実習の

事前指導の科目である「道東の教育」講義である。これらの講義もへき地イメ

ージの変化の契機となっている。各段階での実践があるために、結びついて認

識されているととらえることができる。 

 

2. 理論と実践の往還とアクティブ・ラーニング 

 へき地のイメージの変化としては、実習・実地研修が上位に来ているが、こ

れらは、各学年において、理論としての講義と実践としての実習・実地研修が、

段階的に配置されているから、学生のへき地のイメージや理解がより進んだと

言える。1 年次には、「へき地教育論」講義が新入生研修と併行して配置されて

いる。3 年次には、事前指導としての「道東の教育」講義が、へき地校体験実習

（＝へき地教育実習）と併行して配置されている。 

 これらの理論的な講義があるから、実習時も実践をとらえる観点を踏まえる

ことができ、へき地教育実習がより効果的に認識されていくととらえることが

重要である。すでに各章で述べたように、講義に関するパラダイム転換の効果
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を講義内の単独で聞くと、いずれも講義がパラダイム転換となっているととら

えている。 

 このようなへき地教育プログラムの中に、実習・実地体験をカリキュラムに

組み込む考え方は、アクティブ・ラーニングの理念を実践するものである。プ

ログラムの中に、へき地教育実習の導入、および講義での記入用ワークシート

を使ったワークショップ・相互討論などの、課題探求活動を導入したアクティ

ブ・ラーニングを取り入れることが、へき地の理論と実践を往還的に結びつけ

ている。 

 

第 3 節 初年次のアクティブ・ラーニングにおける理論と実践の総括的評価 

 

1. へき地教育論講義によるパラダイム転換の総括的評価 

 初年次では、へき地教育論の講義を行い、アクティブ・ラーニング方式を活

かして、価値基準や評価観点をとらえ直しながらパラダイム転換を進めてきた。

その学修活動によって、3 年後期の実践力発展期のへき地教育実習を経験した後

に、そのパラダイム転換の取り組みをどのように評価しているか、意識調査を

行った。 

 へき地教育の評価を変えるパラダイム転換については、「できた」とする実習

生が 16 名 59.3％、「少しできた」が 9 名 33.3％で、合計すると、25 名 92.6％

が、パラダイム転換ができたとしている（図 7-3）。これは、講義の中だけでな

く、へき地教育の講義と実習を通じて、相乗的にへき地教育への意識転換を図

ることができたと見なすことができる。 

 

図 7-3   
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 また自由記述からも具体的にパラダイム転換の内容と成果をとらえた（表

7-1）。前述のへき地のパラダイム転換が、「できた」とする実習生 16 名が、具

体的にどのようなへき地教育の意識転換ができたかをとらえていきたい。 

 まず、へき地教育をどのような点でプラスにとらえることができたかについ

ては、「全校児童数が少ないことをマイナスと捉えていたが、少ないからこそで

きることもあると知って、プラスに捉えることができた」「実践を行うにあたり、

人数が少ないからこその展開方法がある」といった少人数指導の積極面を実践

から理解し、評価していた。 

 具体的な場面では「少人数だということは、一人一人の負担は大きくても、

それぞれの子が様々な経験をすることができる(劇でのセリフが長い役、委員長

など)」。「一人ひとりに目が行き届き、深い関わりができる」「他学年、学校と

の交流の多さにもつながる」「へき地であるということは、環境を生かした学習

ができる」といった教室内で行われる学習場面の他に、学校行事や地域行事な

ど、小規模校全体を見通したトータルな発達の観点から、子どもの育ちや学校

外教育での教育活動に目を向けた新たな発達条件を見出していた。 

 また、「子どもの異学年のつながりが想像以上に強かった」「人数が少ない分、

協力し合い助け合える、縦のつながりができる」といった異学年交流だからこ

そできる子どもの学び合いをあげる学生も多くいた。 

 このようなへき地小規模校の理論的な学修は、へき地教育実習を終えた段階

では、総括的な評価として、マイナス面として見られていたことをプラス面に

評価し直す観点・評価基準を転換しており、パラダイム転換を成し得ることが

できたと評価することができる。 
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表 7-1 へき地教育のどのような点をプラスにとらえることができたか 

 

 

2. 初年次の実地研修としての新入生研修の総括的評価 

 すでに第 4 章において、新入生研修の評価については、ほとんどの学生が、

貴重な経験として評価していることをとらえた。大学入学後間もない初年次で

の新入生研修では、へき地に関する理論学習を実感的に認識させる上でも、大

変重要なアクティブ・ラーニングとなっている。 

 この初年次の新入生研修（へき地小規模校訪問の経験）が、へき地教育実習

も終了した段階で、どのような評価をしているかを記入してもらっている（表

7-2）。 

 新入生研修については、「大学に入るまで、へき地校のことを全く知らなかっ

たので、まず知ることができて良かった」「新入生研修では雰囲気を感じること

No. 　内容記述

分類1：子ども理解【一人ひとり・少人数】

1
全校児童数が少ないことをマイナスと捉えていたが、少ないからこそできることもあると知って、プラスに捉える
ことができた。

2 人数が少ないことできめ細かい指導ができる。教師の人数が少なく忙しいことでスキルアップに繋がる。

3 少ない人数での指導が、一人一人、細かい指導が可能になるし、一人一人と密接に関わることができる。

4 実践を行うにあたり、人数が少ないからこその展開方法があるなど。

5
子どもの数が少ないため、行事などでできることが限られてしまうと思っていたが、少人数だからこそできる行事
や楽しみがたくさんあった。

6
子どもの異学年のつながりが想像以上に強かった。人数が少ないことで、目が行き届きやすく、進度を調整しやす
い。

7
少人数だということは、一人一人の負担は大きくても、それぞれの子が様々な経験をすることができる(劇でのセリ
フが長い役、委員長など)。一人一人へ目が行き届き、深い関わりができる。他学年、学校との交流の多さにもつな
がる。へき地であるということは、環境を生かした学習ができる。

9
少ない方が子ども一人一人をみることができる。子ども一人一人が仲良しで、協調性が育つ。一人一人仕事がある
ので、責任力が育つ。

15
やはり、偏った意見や考え方しか出なかった場面もあったが、その分一人一人の意見や考え方をしっかりと拾うこ
とができた。

分類2：子どもと学校【子どもどうしの関係性・学校全体の教育活動】

13 少人数では他学年との交流もできる。

10
小規模だと、良い点というものがなかなか見えない印象だった。実際に行くことで、先生と子どもの密な関係が見
えたり、子ども同士の強いつながりを感じた。

16 閉鎖的なコミュニティーは、密度の濃い関わり。1学級あたりの人数が少ないことは、学校全体が仲良し。

分類3：地域【学校と地域の連携】

8
通学にかかる時間などの点から、子どもたちにとって負担が大きいと感じたが、だからこそ子どもたちの主体性や
積極性が身につき、学校と地域の連携が深まるのだと思った。

11 人数が少ない分、協力し合ったり助け合える、縦のつながりができる。地域に密着している。

12 マイナスに捉えたことがなかった。

14 地域との密接な関わり、教師の温かさ、子どもたちのリーダー性、等々。
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ができた」「アットホームだと感じた。楽しそうだなと思った」「へき地という

名前から閉鎖的なイメージが強かったが、小規模校を訪問することで様々な利

点があり、面白い取り組みもなされている」といった、これまで育ってきた自

分の小学校時代と異なることを理解できたことを、現在も評価している。 

 しかし当時においては一方で、「予想以上に大変だが、子どもと教師、お互い

の存在が大きい」「連続した学習指導、生活指導を見ることができた。教師の力

量もかなり影響する」など、自分が教師として働くことになった時の大変さの

イメージと重ねながら観察していたことも学生の記述から明らかにできた。 

 これらの経験を含めて、へき地教育実習に参加したことは、大変さを感じな

がらも、へき地教育の魅力や可能性も感じているからこそ、へき地教育実習に

参加することにつながったと言える。実践力発展期での新入生研修の評価は、

今の時点だからこそ、大変さもあるが、「自分の抱いていたイメージをさらに具

体化することができた」という感想がある。そのことは、へき地教育実習で困

難さの克服も可能性の発見にも気づくことができたと言えよう。 
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図 7-2 新入生研修でへき地校のイメージは変化したか 

 

 

第 4 節 実践力発展期のアクティブ・ラーニングにおける理論と実践の総括的 

評価 

 

1. へき地教育実習の参加動機と総括的評価 

 へき地教育実習には、3 年生後期以降の主免教育実習の修了を条件として参加

することができる。主免教育実習を修了しており、元々意欲がある学生である。 

 へき地教育実習（へき地校体験実習Ⅱ）への参加動機は、「より多くの実習経

験が指導力を高めるから」が「強い」とした実習生が 23 名で最も多い（図 7-4）。

次いで 2 番目に「市街地の学校でも役立つから」が「強い」とした実習生は 20

名で多い。3 番目に「へき地校の子どもとふれあう楽しさから」が「強い」とし

た実習生が 19 名、4 番目に「へき地の利点を学ぶ」が「強い」とした実習生は

18 名いた。5 番目に「へき地校勤務の可能性があるから」が「強い」とした実

No. 内容記述

分類1：へき地小規模校の認識

1 大学に入るまで、へき地校のことを全く知らなかったので、まず知ることができて良かった。

2
へき地校のイメージというよりは、｢小学校の先生｣はどんなことをしているのか、心構えなどを学びまし
た。

3 自分自身へき地出身だったので、児童の目線ではなく、教師目線でへき地校を捉えることができた。

4
私自身がへき地校出身ということもあるので、イメージが変化するというよりは、それぞれの在り方のバ
リエーションを知ることができました。

6
1年次の新入生研修では、子どもの中身よりもカリキュラムや校舎の周囲に目が行きがちだったが、今回
の実習では、授業や子どもたちの人間関係に目を向けることができたので、新たな発見があった。

7 連続した学習指導、生活指導を見れた。教師の力量もかなり影響する。

10 新入生研修では雰囲気を感じることができた。

14 予想以上に大変だが、子どもと教師、お互いの存在が大きい。

15
へき地という名前から閉鎖的なイメージが強かったが、様々な利点があり、面白い取り組みもなされてい
る。

分類2：へき地小規模校に感動・教職意識の高まり

8 自分の抱いていたイメージをさらに具体化することができた。

9 1年次もへき地は素晴らしいと思ったが、より強くなった。

11 アットホームだと感じた。楽しそうだなと思った。

12 元からイメージが良いが、更にへき地校で働いてみたいと思った。

分類3：変化なし

5 特に変化はしませんでした。

13 新入生研修の段階では、変化はしなかった。

16 新入生研修による変化はあまりなかった。
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習生は 13 名いた。指導力一般の向上を求める実習生が若干多いが、その上でへ

き地教育の実践力向上を求める学生も劣らず多いと言える。 

 

 

 

 これらの参加動機を、へき地の「パラダイム転換ができた」とする学生のみ

を抽出しても、同じ順番の結果が現れている（図 7-5）。すなわち、パラダイム

転換ができた学生も参加動機は「より多くの実習経験が指導力を高めるから」・

「市街地の学校でも役立つから」の項目が多い。元々の参加動機が一般的には

実践力の向上が目的であるが、結果として、へき地教育のパラダイム転換の意

識をもたらしている。これは、理論的なへき地の学習を行っているからへき地

の実習によってパラダイム転換が可能になったとも言える。 
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 参加動機を強く持ったきっかけの回答には、必ずしもへき地小規模校だけを

学ぶことにあるわけではなく、実習生の教職志望が強く表れている。学生が念

頭に置くのは、長い教職生活の中で大規模校や小規模校、へき地校といった様々

な形態を持つ学校に勤務することが求められることから、実践経験を学生のう

ちから多面的に学び得たいとすることであり、学生の強い向学心を示すもので

ある。 

 その上で、「へき地校の子どもとふれあう楽しさから」「へき地の利点を学ぶ」

などの参加動機も強くあることから、教職の志望動機とへき地教育への志望動

機は、連関している。 

 自由記述の中から、へき地教育実習（へき地校体験実習Ⅱ）に参加した感想

には、その積極面に関する記述が多い（表 7-3）。「主免実習とはまた違った課題

をもつことができました。複式授業の難しさを改めて実感しました」「へき地小

規模教育の実際を知ることができたことにより、教育の本質を知り、体験する

ことができたという面」「何よりも、へき地に対する気持ちが変わった(マイナ

ス→プラス)」「理論と実践の結びつきを身をもって経験することができた。“少

人数だから簡単”、“準備が少ない”ということはないという気づき」「多くの人々

に感謝し、教師になりたいという思いが強くなった」「人々のあたたかさ、教師

の責任感を感じた。自分が頭の中のイメージを言葉で表現する能力がまだまだ

足りないことを痛感した」「主免実習よりもたくさん授業実践ができ、指導もた

くさんして頂いたので、大変だったけれど学びが多かった。教員住宅での生活、
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保護者の方々との交流などの経験ができた。学習発表会やマラソン大会などの

行事にも参加でき、地域と学校のつながりを感じられた。」など、実習全体を通

して教職への意識が高まったとする学生が多くいた。 

 特に、複式授業や少人数指導では、現場の指導教諭との授業づくりや子ども

理解など、主免実習では得られにくい実習生への丁寧な指導の経験に積極面が

あるという感想が多く見られた。 

 また、へき地小規模校での少人数指導や複式授業の指導の経験について、「主

免実習での経験も生かしながら、新たな気持ちで取り組めた。へき地校での経

験、実践は、単式や大規模の学校・学級でも生かせると思った」「複式授業の難

しさ、大変さ、素晴らしさに気付くことができた。大学のゼミや講義(へき地校

に直接関わっていない講義内容)の内容を活かすことができ、自分に自信がつい

た」など、将来、自分が教職に就いた時の単式授業や大規模校でも活かせると

した学生もいた。へき地教育がへき地だけでなく、教育一般に汎用性があると

とらえている。 
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表 7-3 へき地教育実習（へき地校体験実習Ⅱ）に参加した感想 

 

 

 

2. 事前指導における理論・実践（実習）の往還と総括的評価 

 へき地教育実習と併行して行う理論学習が、事前指導としての講義「道東の

教育」（3 年次前期）である。「道東の教育」では、講義形式での授業であるが全

No. 内容記述

分類1：授業の指導技術・指導方法

1
「わたり」や｢ずらし｣、｢直接指導｣と「間接指導」を実際に実践を繰り返すことで、実
感することができた。

3
指導技術、方法を身に付けることができた。地域とのふれあいから学校の役割を考える
ことができた。

4 全ての経験がプラスになりました。むしろ、プラスにとらえていかなくてはならない。

分類2：複式・少人数指導のあり方

2
主免実習とはまた違った課題をもつことができました。複式授業の難しさを改めて実感
しました。

5
複式授業の難しさを知ることができたことです。2つの授業を組み立てること、わたりと
ずらしを実践することが大変でした。単式ではできない経験をすることができ、本当に
よかったと思います。

8
授業スタイルの幅を広げることができた。また、子どもたちのペースに合わせた授業を
意識して授業を展開できるようになった。

10
大人数で授業づくりで悩んだことに、少人数はプラス人数のことを考えて悩んだり、子
どもの反応が見えにくい大人数と子どもの反応が想像できる少人数など多くの体験がで
きた。

分類3：実習経験によって得た知見

3
指導技術、方法を身に付けることができた。地域とのふれあいから学校の役割を考える
ことができた。

6
複式授業の難しさ、大変さ、素晴らしさに気付くことができた。大学のゼミや講義(へき
地校に直接関わっていない講義内容)の内容を活かすことができ、自分に自信がついた。

7
主免実習での経験も生かしながら、新たな気持ちで取り組めた。へき地校での経験、実
践は、単式や大規模の学校・学級でも生かせると思った。

9
自分の未熟さに気付けた。教職大学院でもっとへき地教育について勉強したいと思いが
強くなった。

11

主免実習よりもたくさん授業実践ができ、指導もたくさんしていただいたので、大変
だったけれど学びが多かった。教員住宅での生活、保護者の方々との交流などの経験が
できた。学習発表会やマラソン大会などの行事にも参加でき、地域と学校のつながりを
感じられた。

12

人々のあたたかさ、教師の責任感を感じた。自分が頭の中のイメージを言葉で表現する
能力がまだまだ足りないことを痛感した。準備段階での油断は絶対だめ。自分の性格の
甘い所がたくさん見受けられたので、自分の力でやり遂げることを忘れたくないと思っ
た。

13 様々な授業の形態を知ることができた。

14 何よりも、へき地に対する気持ちが変わった(マイナス→プラス)。

15
へき地小規模教育の実際を知ることができたことにより、教育の本質を知り、体験する
ことができたという面。

16
理論と実践の結びつきを身をもって経験することができた。少人数だから「簡単」、｢準
備が少ない｣ということはないという気付き。多くの人々に感謝し、教師になりたいとい
う思いが強くなった。
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体講義数の半数を複式模擬授業に充てている。この講義では、1 年次の「へき地

教育論」に続く講義で、へき地教育実習前に理論的にへき地教育を学ぶ機会と

なっている。 

 自由記述から総括的な評価をとらえると、指導技能等の理論の学修を積極的

に評価する記述が多い（表 7-4）。「道東の教育」では、「『わたり』や『ずらし』、

『直接指導』と『間接指導』について、捉えることができた」「模擬授業を行う

ことで、指導案づくりの難しさや教具を用いることの大切さなどを学ぶことが

できました」「児童 1 名の単式及び複式学級で授業実践を行うことで、特性を捉

えることができた」「少人数の中でいかに言語活動を充実させるか」といった、

指導の観点および理論的な背景と一般的な方法について学んだという感想と積

極的な評価があげられた。 

 これらの意見は、模擬授業を導入したアクティブ・ラーニングの学修方法を

取り入れていることにも因っている。実際に教師役や子ども役を学生たちが順

番に経験することによって、複式授業の難しさや教材・教具の工夫、板書の工

夫、座席や教室環境の工夫など、様々な観点から授業づくりを行っており、実

践経験から互いに学び合う機会となっている。 

 さらに実際の実習経験を通じて、「理論や知識を獲得することができたが、や

はり現場での経験にはかなわない」とした感想を持つ学生もいた。すなわち理

論学習としての事前指導の講義も、へき地教育実習と結びついているために、

その意義を深くとらえることができたと言えよう。すなわち潜在的には、講義

から見てもへき地教育実習と結びついているし、へき地教育実習も理論的な講

義と結びついて認識されていると言える。 
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表 7-4 事前指導としての講義科目「道東の教育」で学び得た指導方法 

 

 

 

3. 個票の事例からとらえられる理論と実践の往還的プログラムの評価 

 各質問項目別に見ても、いずれの項目においても、初年次における新入生研

修から実践力発展期のへき地教育実習までが、学年の発展段階を経て結びつい

ていた。また各段階における理論=講義と実践=実習・実地研修が結びついてい

た。さらにこのような傾向を改めて個票の事例からとらえてみると、個票のい

くつかの事例から、実践を行った上でさらに理論が結びついて見えてきている

ことが明らかとなった。 

 25 番の学生は、「理論と実践の結びつきを身をもって経験することができた。

少人数だから“簡単”、“準備が少ない”ということはないという気付き」を感

じ取っている。そして「多くの人々に感謝し、教師になりたいという思いが強

くなった」としている。 

 19 番の学生は、講義では、「指導案の作り方や複式授業を学べたが、実習に行

No. 内容記述

分類1：複式指導のあり方

1 「わたり」や「ずらし」、｢直接指導｣と「間接指導」について、捉えることができた。

2
複式の授業をやって、時間がオーバーしてしまったので、盛り沢山にしてしまうとやりたいこと
ができなくなってしまうと実感しました。

3 少人数の中でいかに言語活動を充実させるか。

7
既習の学習を、下の学年の直接指導でおさらいできる。「ずらし」、｢わたり｣、全体指導と個別
指導の大切さ、難しさ。

8 児童1名の単式及び複式学級で授業実践を行うことで、特性を捉えることができた。

9 直接指導は間接指導のためにあるということ。

10 模擬授業での時間の配分など。

13 わたりやずらしなど、授業実践について捉えることができた。

14 初めての複式であったため、その大変さを何よりも痛感した。

15 間接指導の難しさに目が行きがちだが、間接指導を円滑に行うためにも直接指導は大切である。

分類2：教材・教具

5
模擬授業を行うことで、指導案づくりの難しさや教具を用いることの大切さなどを学ぶことがで
きました。

6
複式の指導案の型等を前もって知ることで、実習中、あらかじめ指導案を準備していくことがで
きた。

分類3：学校現場における指導の視点・観点

4 特にへき地実習後は様々な視点で捉えることができました。

11
指導案の作り方や複式授業のやり方を学べたが、実習に行くとなかなか上手く実践できなかっ
た。

12 1人の授業は、教師しか相手がいないのだと実感した。

16 理論や知識を獲得することができたが、やはり現場での経験にはかなわない。
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くとなかなかうまく実践できなかった」「座学では学べないことがたくさんあっ

た」と述べている。すなわち講義に加えて、実践の困難性の中で新しい発見を

しながら、それを講義で学んだことを照らしている。 

 3 番の学生も、「自分の当たり前が一番良いわけではないのだろうと疑問を抱

いたこと」と自分の実践を反省的にとらえ、頭の中で描いていたことが通用し

ないことを学んでいる。また事前指導の講義の後は、「講義をベースにへき地実

習で実情を学ぶことが大切」であると感じている。すなわち講義を実践に発展

させることが重要であるととらえている。 

 へき地教育実習前の講義がそのまま実習に結びついている事例もある。9 番の

学生は、「複式の指導案の型等を前もって知ることで、実習中あらかじめ指導案

を準備することができた」「複式授業の難しさ・大変さ・すばらしさに気づくこ

とができた。大学のゼミや講義の内容を活かすことができ、自分に自信がつい

た」としている。13 番の学生は、講義後に「複式学級で授業実践を行うことで、

特性をとらえることができた」としている。これらの学生のように、講義の理

論をそのまま実践につなげることができたと感じている学生もいるということ

である。 

 主免教育実習後のへき地教育実習の経験は、新たな学修になっていることも、

事例から読み取ることができる。2 番の学生は、「主免とは違った課題を持つこ

とができました」ととらえている。12 番の学生は、「主免実習での経験も活かし

ながら新たな気持ちで取り組めた」ととらえている。主免教育実習後にへき地

教育実習を行うので、その違いをとらえることができている。 

 全体としてへき地教育実習を終えた段階で、へき地教育や教職への思いを強

くしたという記述が多い。16 番の学生は、「1 年次もへき地って素晴らしいと思

ったが、より強くなった」ととらえている。20 番の学生は、へき地教育は、「元

からイメージが良いが、さらにへき地校で働いてみたいと思った」と、へき地

赴任の意欲も向上している。またへき地教育実習に行って「頭の中のイメージ

を言葉で表現する能力がまだまだ足らないことを痛感した」と、へき地に行く

際の課題も認識している。23 番の学生は、「何よりも、へき地に対する気持ちが

変わった(マイナス→プラス)」とプラスに評価し直している。1 番の学生は、「へ

き地に関われる機会が多く、その都度新たな学びがあり、自分の教育観に大き

な影響を与えて下さった」と、自分の教育観の変化に気づいている。24 番の学

生は、「へき地小規模教育の実際を知ることができたことにより、教育の本質を

知り、体験することができた」とへき地校の体験を評価している。7 番の学生は、

「複式授業の実践は、見ているだけではできない」として、実践することの重

要性を指摘している。このようにへき地教育実習までを経て、へき地教育への
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積極的な評価と担い手意識も高まっていることが分かる。 

 全体として、初年次の新入生研修から実践力発展期のへき地教育実習までの

理論と実践が結びつきながら、へき地教育への思いやへき地教育実践の指導力

を高めようとする意欲が高まっていると言える。学生によっては、新入生研修

の早い段階からへき地の良さを取り入れようとする学生もいれば、3 年次後期の

へき地教育実習を終えた後で、へき地教育への意欲を高めている学生もいる。

いずれも、初年次から実践力発展期までの、講義と実習が結びつきながら発展

している。とりわけ実践的な活動をした後での、理論的な講義の意義が分かっ

てきている。3 年次後期のへき地教育実習を終えた上でのふり返りは、1 年次の

新入生研修での感想文とは明らかに質的に深まった指導力の向上を含めたふり

返りとなっている。 

 

 

第 5 節-小括-理論と実践の往還としての総括的評価 

 

 以上実践力発展期としての主免教育実習・へき地教育実習が終了した段階で、

初年次教育の段階から、実践力発展期でもあるへき地教育実習の経験後までを、

ふり返って総括的に評価してもらった。 

 全体としての学生の学びの印象は、初年次においても実践力発展期において

も、へき地の実地研修・へき地教育実習など、実践的な経験に対して、極めて

強い学修の成果を感じ取る傾向が出た。やはり聞くだけでなく、実際に見たり

経験したりすることの重要性が大きく認識されている。 

 ただ、それらの内実として、初年次における理論と実践、3 年次後期以降の実

践力発展期における理論と実践、をそれぞれとらえてみると、それぞれの段階

において、実習（実践）と講義（理論）が結びついていることが明らかとなっ

た。いずれの段階においても、実習と講義がそれぞれ対応する形で配置されて

おり、実習のみならず講義おいても、アクティブ・ラーニングの学修方法を採

用している。これらの理論と実践が併行的に実施されているからこそ、実習を

経た後の理論的意義が理解され、理論的な講義を経た後の実習が、より観点を

持って実践を発展させる力になっている。 

 初年次においては、へき地への実地研修である新入生研修と「へき地教育論」

講義が結びついて、へき地の評価をプラスに逆転させる「パラダイム転換」が

できたとする学生が多かった。少人数指導の良さを講義で学びながら、実際に

へき地の子どもに触れ合いながら、その積極面を実感している。新入生研修で

へき地校を見たからこそ、「パラダイム転換」のアクティブ・ラーニングが、実
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感を持って認識されている。 

 実践力発展期においても、へき地教育実習と事前指導講義の「道東の教育」

が結びついて、実践的な複式指導のわたり・ずらし等の少人数学習指導の方法

と、その理論的な指導法が結びついていた。これらは無意識のうちに結びつい

て展開しているものであり、個々の講義内容と実践とが一つ一つ結びついてい

るという明確なものではないが、自由記述の中では、理論的な部分と実践的な

部分が関連していると認識されていた。これらの連関性は、第 6 章で見たよう

に、教育実習記録などのプロセスレコード分析では、一つ一つの技能と気づき

が連関していることをとらえることができるが、本第 7 章での分析は、総括的

な連関の分析である。 

 個票の事例を見ても、理論と実践の両方をとらえることの重要性を認識して

いたり、講義の後に実習で実際に実践してみることが重要であるという認識が

現れるなど、講義と実習が結びついていることが明らかとなった。さらにより

教師になりたいという気持ち、およびへき地に赴任したいという気持ちも表れ

ている。このように個票の事例から見ても、初年次から実践力発展期までを総

合的に評価した上で、理論＝講義と実践＝実習が結びついていることが明らか

となった。 

 以上のように、ふり返って総括的に評価してもらった結果を見ても、初年次

教育から実践力発展期までの各へき地教育プログラムの要素が、理論と実践に

おいて結びつきながら、段階的に発展しつつ認識されていることが明らかとな

った。とりわけ、初年次から継続的にアクティブ・ラーニングの学修方法を取

り入れて、実地体験と理論学習を併行して進めており、そのことが実践と理論

の往還的な認識につながっていると言える。実習・研修などの実践を段階的に

導入しているからこそ、それぞれの段階での理論＝講義が意味あるものとなっ

ている。初年次ならば初年次における理論と実践が、実践力発展期ではその段

階での理論と実践が結びついていることが重要であると言える。このように総

括的な評価でも、理論と実践が結びつきながら、へき地教育の実践力が発展し

ていることが明らかとなった。 



202 
 

第8章 

「実践力発展期におけるへき地教育プログラムのナラティブ評価とへき地意識の転換」 

 

 

 第 1節 本研究の課題と方法-検証確認としてのナラティブ分析 

  1. 「プロセスレコード」分析に比したナラティブ分析方法の意義 

 本章の課題は、実践力発展期を終了して新卒に赴任してから、都市部出身でへき地教育

プログラムを受け、へき地小規模校に赴任した卒業生を対象にして、へき地教育プログラ

ムを振り返って見て、その成果をナラティブ（narrative）に評価することである。都市近

郊・市街地出身の学生が、へき地教育の講義・へき地教育実習を受けて、へき地小規模校

に赴任した場合に、4 年間のへき地教育プログラムを振り返ってナラティブにとらえるこ

とができる（注1）。すなわちへき地小規模校に赴任した後で、大学でのへき地教育プログ

ラムと現在のへき地小規模校での実践との関連をとらえることができ、前章でのへき地教

育プログラムの評価をさらに長期的総括的に行うことができる。 

 このナラティブ分析とは、元々精神医療等でセラピーとして使われていたもので、しば

しば自分史活動や自己認識活動等で利用される語り口の叙述物語による意識分析である

（注2）。新卒教師がへき地小規模校に赴任した時に、へき地小規模校に抵抗感があるかど

うか、その意識とへき地教育プログラムを経験したこととの関係があるかどうかをとらえ

ることが、へき地教育プログラムの検証を進める上で評価指標の一つとなる。 

 大学在学中の教育実習期間等で、学修・実践過程において記録を取りながら、何を学ん

だかを蓄積していく「プロセスレコード」の分析手法（注 3）は、学修・実践の過程その

ものの中での学びである。そのために、比較的に短期的でミクロな知識・技能を中心とし

たへき地教育実習等による成長・認識の変化をとらえることができる。 

 一方、ナラティブな分析は、後になって振り返りの中での認識の変化を自分自身でとら

えるために、比較的長期的でマクロな認識の変化や相対的な意義づけをとらえることがで

きる。ナラティブな振り返りでは、後になって振り返る中で、無意識のうちに変化したい

くつかの諸要素が結びついて見えてくることも少なくない。そのため学修の過程を終えた

後で、長期的なへき地の講義・実習等の学修成果をとらえるために、ここではナラティブ

な分析法を採用する。ここでのナラティブ分析の対象者は、へき地教育実習に参加した市

街地出身学生の中で、へき地小規模校に赴任した新卒教師である。 

 へき地教育実習は必須実習ではないため、へき地教育実習に参加する学生は、元々学習

意欲が高い学生である。一般的には、へき地教育実習の評価とへき地赴任後の成長は比例

すると考えられるため、少数の事例であっても、ナラティブな分析によって、へき地教育

プログラムとへき地への赴任との関係を典型的にとらえることができる。 

 また本来的にへき地小規模校やへき地教育への関心は、全学生が同じような関心を持つ
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わけではない。すなわち、学生の関心や資質によって、小中高の校種の選択、通常学級か

特別支援学級かの選択、免許教科の選択、などと同様に、へき地か都市部かの学生の志向

性も選択的である。その中でもへき地小規模校への定着を図るために、基礎的なへき地教

育の学修から、徐々にへき地教育を中心的に担う担い手が現れることが重要である。した

がって、へき地教育実習を選択する学生が、へき地小規模校への赴任を忌避せずに、一定

の自信と関心・意欲を持って赴任することが重要である。長期的にへき地に定住するかど

うかは、個々の教師のライフサイクルもあるため、へき地への永住までを求めるものでは

なく、新卒段階でへき地小規模校への赴任を拒否したり意欲をなくしたりしないような、

へき地教育への姿勢を保つものである。 

 ここでのナラティブな分析は、へき地小規模校に赴任した新卒者に限定しているために、

4 年間のナラティブな分析という比較的短期間の分析であり、へき地教育実習後の最終的

な検証として位置づけている。北海道の新卒者の赴任地は、本人の希望と関係なく配属さ

れるので、最終的に配属された教員が、前向きな姿勢でへき地小規模校の実践に取り組ん

でくれれば、へき地の教育活動を肯定的にとらえるという意味では前進しており、へき地

教育プログラムに一定の成果があったと言える。 

 

  2. 本章でのナラティブ分析の聞き取り方法 

 ナラティブな分析は、生涯学習の手法として用いられることが多い。なぜなら、生涯学

習の方法自体が長期的でトータルな成長を目指しているからである。そのためライフステ

ージに合わせてライフストーリーが展開されるのが一般的である。 

 ただ、ここでのナラティブな分析では、大学時代の学びから新卒に至るまでの数年の成

長と意識変化をとらえる。そのために、ライフステージの転換点というよりは、へき地小

規模校に赴任するまでの学びとして、大きな要因となったと予想される点を、表8-1のよ

うに指し示し、それを踏まえて現在のへき地小規模校赴任までの意識について、自由にふ

り返りながら語ってもらうことにした（注4）。 

ここで取り上げる3人は、都市部・大規模校出身で、へき地教育実習を含めたへき地教

育プログラムを修了した学生であり、なおかつ初任地でへき地校に赴任した卒業生である。

この学年の中で、都市部出身でへき地校に赴任した学生は3名のみであるので、この3名

を取り上げた。事例的には3人と少ないが、後述のとおり、都市部出身でへき地校に赴任

した3人がいずれもへき地教育プログラムを積極的に評価していることからすれば、この

3人の事例からとらえられるナラティブな実証は大きな意義を持つ。 

 以下3人のナラティブストーリー（別表8-1～別表8-3）から、抽出できる共通項を抜き

出していきたい。 
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  表 8-1 ナラティブストーリーのために提示した主要要素 

1 道東の北海道教育大学釧路校に入学したことについて 

2 新入生研修でへき地小規模校訪問をしたことについて 

3 1年次のへき地教育論の講義（特にパラダイム転換）を受講したことについて 

4 3年次の主免・市街地教育実習後にへき地教育実習を行うことについて 

5 へき地地域に2週間滞在するへき地の生活について 

6 へき地小規模校における地域との連携について 

7 へき地教育実習で学んだ教育姿勢・指導方法・地域連携等の教育観について 

8 新入生研修からへき地小規模校体験実習までのプログラムの全体的な流れについ

て 

9 へき地教育実習を経た上でへき地小規模校に赴任にすることについて 

 

 

 第2節 漠然としたへき地教育への関心と道東の釧路校への入学動機 

 北海道教育大学釧路校は、国公立・私立大学を含めて日本最東端にある大学で、釧路市

自体が過疎地域指定地である。したがって、入学生の中にも何となく釧路校は、へき地に

あり、へき地教育を担っているというイメージが漠然とある。これらの地域的な特質を意

識的に打ち出し、へき地教育の講義とへき地教育実習を体系化するへき地教育プログラム

を試み始めたのが、2006年である。開始当時のへき地教育プログラムは、試行錯誤的に行

われているため、現在の内容に比べて至らない点が多い。それでも教育課程として意識的

に取り入れるようになったことが、入学学生のアイデンティティにも影響を与えている。 

 A先生の釧路校への入学意識は、「釧路に来ること自体がへき地に行くという感じなので、

釧路校に入学した時点でへき地に行くことの抵抗感はそれほどなかった」というものであ

った。釧路校自体が何となくへき地を意識させているが、改めてへき地教育を特色にする

ことで、入学生はそれを積極的な特色として鮮明に意識することができる。B先生は、「へ

き地の小学校教員をやろうと思っていた」という入学動機で、釧路校を選択したという。B

先生にも、何となくへき地小規模校の教師を目指すこと=（イコール）釧路校への入学とい

うイメージはあったと言える。 

 へき地に位置する釧路校が、仮にへき地教育プログラムを実施していなければ、意識的

にへき地に関心を寄せる動機は強くないかもしれない。しかし、釧路校がへき地教育を逆

に鮮明に打ち出しているからこそ、へき地教育の学修活動をプラスの入学動機として意識

することができたと言える。 
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 第3節 へき地小規模校訪問新入生研修とへき地教育論講義との統一的な認識と教育効

果 

 へき地教育プログラムの中で、1 年次にほぼ必須の形で全員が受けるのは、へき地小規

模校に 5 月末に訪問する新入生研修と、1 年次前期のへき地教育論講義である。へき地小

規模校訪問は、これまで新入生が受けてきた市街地大規模校とは異なる感動体験を中心と

し、またへき地教育論講義では、マイナス面と見なしていた点を評価観点と評価基準を変

えることによって、へき地教育の評価をプラスに変えるという授業を行ってきた。 

 A 先生は新入生研修を「新入生研修は、入学時のインパクトとしてはかなり強かった」

と評価している。それは、「人懐っこい」雰囲気などが、自分の出身校とは異なっていたか

らである。B先生は、「へき地小規模校訪問は、周りの友だちを見ていると、大きい学校出

身の人にとっては、自分を含めてへき地の少人数教育を見るというきっかけにはなった」

ととらえている。C 先生も「はじめてこんなに小さい学校があるのかと思った」とへき地

小規模校の印象の強さを述べている。 

 これらの新入生当時の印象は、初めてへき地小規模校を観た驚きを契機にして、その後

もへき地を見たり関わりを持つ意識につながっている。1 年次の講義と新入生研修との関

係では、講義に加えてへき地小規模校を見たという経験が講義の意図を強く印象づけてい

る。 

 A先生は、講義を通じて、「現場ではいろいろなことがあり、必ずしもすべてがいいわけ

ではないと思うが、へき地のマイナス面だけでなく、へき地教育のいい面を含めてとらえ

られたことは、自分にとってはよかった」としている。講義でへき地教育のプラス面とマ

イナス面を聴いていなければ、赴任した後で、マイナス面だけを意識していたかもしれな

い。B先生は、「へき地の講義を1年から聞いているので、実際にまず見たというのは大き

い」としている。C先生は、講義の「パラダイム転換」の内容で、「マイナス面をプラス面

に変えていこうという言葉は今でも覚えている」としている。さらに、「へき地を見て、体

験してみて、こういうパラダイム転換という発想がよく実感できた」としている。すなわ

ち、講義を聴いた後で、新入生研修でへき地小規模校を訪問したことが、講義の内容を意

識させるきっかけとなっている。 

 

 

 第 4節 市街地教育実習後のへき地教育実習の意識変化と教育効果 

 へき地教育実習は、3 年次後期以降に設定している。そのため、主免の釧路市内等の市

街地の教育実習を経て、へき地教育実習を経験することになる。主免教育実習直後のへき

地教育実習は、極めて学習指導方法が異なるため、市街地の教育実習とへき地教育実習と

を鮮明に比較することができる。 

 A 先生は、市街地の教育実習校とへき地実習校を「比較できたことは、後になってみる
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とへき地教育の特徴や良さを意識する上で大変重要であると思った」としている。また A

先生は、「主免実習でやろうとしてできなかったことが、へき地小規模校ではできる」とへ

き地小規模校の可能性を感じている。さらにA先生は、「複式授業などの難しさを体験した

が、子どもたちをしっかり一人一人把握して指導すれば、やりやすさも感じた」としてい

る。 

 B先生は、へき地教育実習に行った後で、「主免実習では、『何々しましょう』『何々考え

ましょう』という全体への大雑把な指示に終始していたことに気づいた。指示の明確化や

活動目的をはっきりさせることなど、今思えば、へき地小規模校での複式指導はかなり役

に立った」と振り返っている。へき地教育実習を終えて、「行く前は、複式に対する独自の

指導方法という点で、少し複式指導に不安はあったが、へき地教育実習をしてみてその不

安はだいぶなくなった」「赴任したとしても、何とかなるのではないかという思いが出てき

た」と気持ちの上でのへき地への共感の感情を述べている。 

 C先生も、「主免実習の後に3年でへき地教育実習に行ったが、強烈に比較できた。授業

を進める方法がまったく違うことがよくわかった」と述べている。また「主免は、30人以

上いたが、へき地を経験して、授業は複式という点でも少人数指導の個々の子どもを把握

するという意味でも、へき地小規模校の方が大変なのではと感じた」と述べている。へき

地教育実習前は、へき地小規模校は少人数なので、比較的指導が楽なのではないかと甘く

考えていたことに対して、自分のへき地の実践に対する課題を見つけていた。その上で、

「へき地教育実習が終わった後は、むしろへき地小規模校に行ってみたいと思った」と、

へき地への共感性をいっそう強めている。 

 これらのナラティブな振り返りは、主免実習を終えた後であるからこそ、彼らがへき地

教育の特性と実践課題を鮮明に意識できていることを示している。 

 

 

 第5節 へき地の生活経験とへき地地域との関係による教育効果 

 へき地教育実習では、学生はへき地の生活を体験するために、実習校の校区内宿舎を借

りて、2 週間生活する。宿舎は、下水道が整備されていないために水洗式トイレではない

ことが多い。宿舎の建物も新しいわけではなく、快適な空間であるとは言えない。また地

域には大きなスーパーや書店・文具店等もなく、決して便利であるとは言えない。このよ

うなへき地地域で実際に暮らしてみることも一つのへき地教育実習の目的である。これは

感受性が豊富な学生時代に少しでもへき地に住むことで、へき地赴任の生活への適応力が

高まるからである。さらにへき地教育実習期間が設定されている秋季は、学芸会やお祭り

などの行事もあるため、地域住民がこれらの行事に関わっている状況に学生が遭遇する場

面が少なくない。そのため学校の教育課程だけでなく、地域と連携した行事運営や保護者・

地域住民との日常的なつながりも経験することができる。 
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 A先生は、「へき地小規模校に宿泊して、地域住民と飲みながら交流したことなど、へき

地に入ってから地域住民と交流したことは、へき地小規模校に赴任して保護者や地域住民

と交流することの抵抗感もなくなり良かったと思う」としている。B 先生は、生活に関し

て、「すぐに手に入るわけではなかった。買い物ができないことは、マイナス面だと思うが、

ある物で工夫しようという発想も出てきた」として、へき地の生活経験をプラス面に考え

ている。また「地域の強い人とか浜言葉のような話し方が苦手だという人もいるが、自分

としては交流する仕方を学んで良かったと思っている。赴任したら、先生という立場なの

で、踏み外せないという恐れもあるが、学生の時に交流すると、付き合い方がよく分かる」

としている。すなわち、へき地の住民との交流の経験が、へき地小規模校に赴任しても、

地域住民と抵抗感なく交流できる条件となっている。C先生は、「へき地小規模校の授業は

大変だと思ったが、へき地実習を終わってからも学校から行事に呼んでもらえたし、地域

の人も歓迎してくれて、その雰囲気が好きだった。へき地教育実習が終わった後は、むし

ろへき地小規模校に行ってみたいと思った」と、へき地への赴任を肯定的にとらえるよう

になっている。また「へき地小規模校実習では、地域とのつながりは強いと思った。地域

とつながりを作るという点は、見方は変わった」としている。 

 これらを見ると、学生時代でのへき地の生活体験や地域住民との交流が、教師としての

権威を持った立場でのへき地赴任に比べて、へき地への心理的抵抗感を軽減することに役

立っている。 

 

 

 第6節 へき地教育プログラムとへき地赴任への自信 

  1. へき地教育プログラムの体系性と無意識的な発展学習効果 

 新卒教員が全体的なプログラムをどのように見ているかは、へき地に赴任している現在

から観て、へき地教育プログラムがどのように1年次から段階的に発展しつつ、現在まで

連動していると感じているかをみることによって、とらえることができる。 

 A先生は、「元々へき地への抵抗感が少なかったからかもしれないが、振り返ってみると、

へき地教育の講義も実習も、へき地小規模校に赴任する上での抵抗感を縮減する上で大変

いい経験になっている」としている。B先生は、「大学時代は、講義とへき地実習を1年生

からの積み上げでやっているのは良かった」としている。C先生は、「へき地の専門的な内

容や難しさも勉強したが、授業に違和感があるとか、難しいとかは感じたことはなかった。

むしろ素直な気持ちで受け入れることができた」としている。 

 いずれの教師も、元々抵抗感がない上に、さらに講義と実習を積み上げていくことを通

じて、いっそうへき地への抵抗感がなくなっていると言える。 

 

  2. へき地教育実習の経験とへき地赴任への自信 
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 へき地教育実習の経験は、新卒教員から観ても、ある意味ではへき地小規模校赴任の自

信につながっていることが分かる。 

 複式授業や少人数指導は、市街地の一斉指導とは異なるため（注5）、へき地小規模校の

実践に対する不安をもたらすものである。新卒教員は、どこの学校に赴任してもトータル

な実践全体について不安をもつが、へき地小規模校に赴任した場合、へき地性に対する不

安感をさらに高める。 

 しかし、新卒教員は、へき地教育実習を2週間受けただけでも、自信を持ち、へき地赴

任への興味関心を高めていることが分かる。学生たちは、へき地教育実習に行く前は、へ

き地教育は人数が少ないので、大したことはないのではないかと考えていたり、一方で、

独自の少人数指導について不安であると考えている場合が少なくない。それがへき地教育

実習経験後は、へき地の困難な状況を感じながらも、一方で、へき地教育実習にまで参加

したことに対して、「行っていない人よりはよりうまくやれる」という自信につながってい

る。 

 A 先生は、へき地小規模校への実践に対する不安や赴任に対する若干の抵抗感がありな

がらもトータルに見て「へき地小規模校の赴任はよかったと思う」「講義や演習を受けたり、

へき地小規模校に訪問したりすることを積み重ねてきたので、へき地小規模校に赴任する

ことへの抵抗感は全くなかった」ととらえている。B 先生は、「へき地教育実習に行って、

へき地小規模校に赴任する恐れはなくなったので、自分でへき地小規模校を希望しました。

2 週間だけだけど、少しでもへき地小規模校に行って知っているという自信と誇りもあっ

たのかなと思う」と述べている。すなわち自信を付けて、自らへき地小規模校に赴任した

いと考えるようになっている。C先生は、「身近にへき地の話しがなかったら、やはりへき

地に行くことの抵抗感はあったんじゃないか」としながらも、へき地教育実習は「トータ

ルに見て、それは役に立つと思う。少なくともへき地小規模校に赴任することを拒否はし

ないと思う」と述べている。 

 このようにへき地教育実習を経験することは、自ら積極的に地域に身を置きながら、へ

き地小規模校赴任をプラスに受けとめる受容力を高めることにつながっている。このよう

にへき地に関する感動体験とへき地教育実習およびへき地小規模校の知識が、へき地小規

模校への赴任拒否をしない心理につながっている。 

 このへき地教育実習は、選択オプションの実習でもあるため、全員が履修するわけでは

ない。しかし、へき地小規模校に少しでも関心を寄せる学生が集まり、へき地教育の講義

やへき地教育実習を履修した学生は、へき地小規模校への評価が転換したり、へき地への

親近感をいっそう感じたりしている。 

 

 

 第7節 小括 
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 以上、全章でのへき地教育プログラムの総括的な評価を踏まえ、さらに新卒へき地校赴

任者のナラティブな分析により、新卒者からみたへき地教育プログラムの教育効果をとら

えてきた。学生時代から新卒赴任までの約4年間の短い期間ではあるが、ナラティブ分析

により、大学入学以降のへき地教育への意識変遷とへき地教育プログラムの教育効果をと

らえることができた。 

 ナラティブな分析で、入学時から新卒赴任時まで振り返ることによって、結びついて見

えてくることも少なくない。また新卒教員として赴任するまで記憶している。へき地教育

プログラムに関する感情や知識は、ナラティブな分析でとらえられる限りでは、学生は振

り返ってみると、へき地教育プログラムの個々の要素は、潜在的なへき地意識として残っ

ていること、すなわち無意識のうちにへき地教育への発想の広がりの影響を潜在的に受け

ていたととらえることができる。 

 ナラティブ分析の結果によれば、1 年次のへき地教育講義は、へき地のプラス面とマイ

ナス面をとらえながら、へき地の教育のプラス面を意識し始めていたが、さらに新入生研

修によって、実感的に認識していることがわかる。講義は、4 月から受けているが、基礎

的な概況を踏まえながら、さらに5月末のへき地小規模校訪問の新入生研修によって、講

義で受けたへき地教育のプラス面を実感的に認識することができ、へき地のマイナス意識

をプラスに変えるというへき地意識のパラダイム転換が強く現れていることがわかる。 

 3 年次の主免教育実習後のへき地教育実習では、市街地大規模校とへき地小規模校の相

違を典型的に意識することができていた。少人数学級では、個々の子どもに合わせた指導

を展開しており、市街地大規模校の教育実習では一斉指導において個々の子どもをとらえ

られていないことに気づくとともに、一方のへき地校では、人数が少ないことを活かして

できることがあるというメリットも感じていた。 

 へき地の生活経験では、へき地校では地域との結びつきが極めて強いことが理解されて

おり、市街地では意識されにくい点を経験していた。また学生の身分で地域住民と交流し

ていたことが、へき地の教師になった後も気負いなく、普通に地域住民とつきあうことが

できるようになっている。 

 へき地教育プログラムの段階的な発展に関しては、その都度の学年に応じて抵抗感なく

受け止められている。抵抗感がないということは、段階的に認識しやすい内容と実践を積

み上げていることを意味している。新入生研修とへき地教育の講義が一緒になっているか

らこそ、講義内容も理解できたであろう。市街地大規模校の実習を修了した後のへき地教

育実習であるために、へき地教育実習の大変さと、少人数指導をプラスに活かす発想も認

識することができている。またへき地の生活体験や地域住民との日常的な交流は、教師と

いう社会的権威を持つ前の学生時代であるからこそ、権威を意識した気負いもなく地域住

民と普通につきあうことができ、そのことがへき地小規模校に赴任しても、地域住民と日

常的につきあうことの抵抗感を薄らげている。 
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 へき地教育プログラムの体系化は、順次1年次の端緒的な実地体験としての1日へき地

校訪問とへき地のパラダイム転換を基盤にしたへき地教育論の講義を出発点としながら、

主免教育実習を終えた後のへき地教育実習に至るように体系化している。これらをトータ

ルにつなげていくと、短いへき地校体験から長いへき地校体験へ、へき地教育の基礎的知

識から専門的知識に展開するように組み立てている。 

 最終的なへき地教育実習に行く学生は、3年生を中心に30～40人程で学年全体の20%程

度である。しかしそれでも、へき地教育実習までのへき地教育プログラムを受けてへき地

小規模校に赴任した教師に聞くと、へき地教育プログラムを受けたことがへき地教育への

自信として今日までつながっていることが分かる。何となくへき地教育に興味を持ちなが

ら、釧路校に入学した都市部の学生であったが、段階的にへき地教育プログラムを受けて、

へき地教育実習に参加したことが、へき地小規模校に赴任しても順応していけるという自

信となっている。 

 ここでの分析は、意欲的な新卒へき地赴任者の若干名のナラティブ分析であるが、その

中でのへき地教育プログラムとへき地赴任への抵抗感の低減には関連があった。へき地教

育プログラムを受けていれば絶対的にへき地教育への定着が高まるというわけではない。

しかし、このようなへき地教育プログラムの取り組みを継続していることが、少しでもへ

き地に関心ある者を増やし、へき地小規模校に赴任したときに抵抗感なく赴任できる教師

を増やしていくことにつながっていると言える。 
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注記 

注1． 北海道教育大学釧路校では、「へき地校体験実習Ⅰ」を2年次夏季休業中に1週間

の実習として実施し、「へき地校体験実習Ⅱ」は主免実習を修了した3・4年次を対

象として実施している。つまり、3・4年次にとっては、主免実習の経験と比較し

ながらへき地小規模校での実習に臨むことができる。 

注2． ナラティブの方法としては、例えば以下を参照されたい。事例分析・臨床的分析

は、量的分析に比して、常に客観性に欠けるのではないかという指摘もあるが、個々

人のミクロの学びをとらえることで見えてくる意識変化も少なくない。元々医療や

看護の治療の一環として、ナラティブアプローチが用いられることが多かったが、

近年は、教育実習での分析にもナラティブな分析法を用いる実践的な研究も現れて

いる。 

     藤原顕「教師の語り-ナラティヴとライフヒストリー」、秋田喜代美・藤江康彦編

『事例から学ぶ はじめての質的研究法 教育・学習編』東京図書、2007年。 

注3． へき地教育実習を対象としたプロセスレコード分析としては、拙稿「プロセスレ

コード分析による学生のへき地・小規模校教育の特性認識と実習指導課題 : へき

地教育実習を通じた気づきの意識化」、『北海道教育大学紀要. 教育科学編』62(2)、 

135-150頁、2012年、を参照されたい。 

注4． 木村涼子「インタビュー法」、小泉潤二・清水宏吉編『実践的研究のすすめ-人間

科学のリアリティ』有斐閣、2007年、参照。インタビューは、調査者との信頼関

係を前提にした上で成り立つものであることが指摘されている。 

注5． 複式・少人数指導は、「わたり・ずらし」の複式指導方法をはじめ、個人指導と集

団指導の区別と併用、発言・発表を生かした社会性を育む教育指導、グループワー

ク・体験活動を取り入れた体験学習法、直接指導と間接指導の併用、間接指導時に

おける自律的な学習運営、などの指導方法を取り入れており、市街地の一斉指導と

は指導方法において異なる部分が多い。 

 

 

〈付記〉 

付記 1． へき地校と小規模校は、本来的には別の概念であるが、本稿では、へき地校で

あり小規模校である学校をへき地小規模校と総称している。 

付記2．  本研究を進めるにあたり、インタビューにご協力いただきました先生方に深

く感謝申し上げます。 

また、本研究の「へき地校体験実習」は、「釧路校へき地校体験実習委員会」

関係者が中心となって実習校ならびに教育委員会と連携、実習生への指導など

の運営に携わっています。さらに、本学の全学組織である「学校・地域教育支
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援センター へき地教育研究支援部門」との協力により、大学再編後の2006

年以降推進しているものです。 
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別表 8-1～8-3 へき地校体験実習を経験したへき地小規模校赴任教師のナラティブな

振り返り 

 

別表8-1  A先生の場合（道央A市出身・道東へき地2級校赴任） 

 道央のA市出身なので、元々都会的な雰囲気の中で過ごしてきた。大学を選択するとき

には、何となく特色を意識していたが、釧路校に来てへき地教育が特色であることがよく

わかった。A 市から釧路に来ること自体がへき地に行くという感じなので、釧路校に入学

した時点でへき地に行くことの抵抗感はそれほどなかったように思う。 

 へき地小規模校を訪問する新入生研修は、入学時のインパクトとしてはかなり強かった。

かなりの小規模校に行ったが、人懐っこい子どもたちが印象的だった。自分の子ども時代

と比較して見ていた。 

 釧路に来る上での特色として、へき地教育の講義は、受けてみたいと思った。講義を受

けてみて、へき地にもプラス面があることが意識できた。現場ではいろいろなことがあり、

必ずしもすべてがいいわけではないと思うが、へき地のマイナス面だけでなく、へき地教

育のいい面を含めてとらえられたことは、自分にとってはよかったと思う。 

 釧路校は、1 年生から教育フィールド研究とかで学校に入る機会も多いので、子どもと

の関係作りや授業観察などができていることが、へき地小規模校の学校を含めて赴任した

ときの実践的指導力につながっていると思う。へき地小規模校に赴任する場合も、基本的

な指導力はどこでも必要なので、教育フィールド研究や主免許実習・副免実習・特別支援

実習などのすべてが結びついていると思う。 

 へき地実習も早くからいきたいと思っていた。主免実習は母校の A 市で行ったので、A

市の大規模校の実習を経て、比較することができた。それらを比較できたことは、後にな

ってみるとへき地教育の特徴や良さを意識する上で大変重要であると思った。へき地小規

模校の教育実習では、複式授業などの難しさを体験したが、子どもたちをしっかり一人一

人把握して指導すれば、やりやすさも感じた。へき地教育実習は、教育のおもしろさを感

じることができた。主免実習でできなかったことが、へき地小規模校ではできると感じた

ことも多かった。 

 教育フィールド研究や教育実習の時から、教育フィールド研究でも目標→活動→反省→

次回の目標をしっかりするということをやってきたが、その習慣を確実に行っていけば、

へき地小規模校での実習は、非常に成長できると思った。へき地教育実習に行って良かっ

たと思う。 

 へき地小規模校の赴任はよかったと思う。へき地小規模校への抵抗感は、釧路校に来た

時からそれほどなかったと思うが、いろいろなへき地に関する講義や演習を受けたり、へ

き地小規模校に訪問したりすることを積み重ねてきたので、へき地小規模校に赴任するこ
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とへの抵抗感は全くなかった。 

 へき地教育については、教育実習だけでなく、研究室の演習でも学び、研究室の活動の

一環としても、へき地小規模校の運動会・学芸会やへき地小規模校の住民との宿泊交流な

どをしていたので、元々抵抗感がなかったものが、さらになくなったように思う。研究室

でへき地小規模校に宿泊して、地域住民と飲みながら交流したことなど、へき地に入って

から地域住民と交流したことは、へき地小規模校に赴任して保護者や地域住民と交流する

ことの抵抗感もなくなり良かったと思う。 

 へき地教育実習などでいろんな人から丁寧な指導・意見を頂いたことや、周りと協力し

あうことで、高まったと思う。元々へき地への抵抗感が少なかったからかもしれないが、

振り返ってみると、へき地教育の講義も実習も、へき地小規模校に赴任する上での抵抗感

を縮減する上で大変いい経験になっていると思う。それらの経験は、今でもへき地小規模

校に赴任して、現場で役立っていると思う。 
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別表8-2  B先生の場合（道南B市近郊出身・道南へき地1級校赴任） 

 今振り返って見ると、釧路校新入生研修は、入学時のインパクトとしてはかなり強かっ

たので、釧路校に行きたいとは思っていた。渡島管内にいたので函館校に行くことも考え

たが、道南のへき地の小学校教員をやろうと思っていたので、釧路校を選んだということ

もある。 

 新入生研修でのへき地小規模校訪問は、周りの友だちを見ていると、大きい学校出身の

人にとっては自分を含めてへき地の少人数教育を見るというきっかけにはなったのかなと

思う。色々なへき地の講義を1年から聞いているので、実際にまず見たというのは大きい

と思う。へき地の講義では、マイナス面をプラス面に見方を変えていくという授業は覚え

ている。 

 へき地教育実習に行く前と後では、行ってみて複式に関する知識と経験が得られたのは。

今思うと良かったと思う。行く前は、複式に対する独自の指導方法という点で、少し複式

指導に不安はあったが、へき地教育実習をしてみてその不安はだいぶなくなった。へき地

小規模校に赴任したとしても、何とかなるのではないかという思いが出てきた。へき地小

規模校赴任前に、へき地のイメージが分かるだけでもいいと思う。 

 へき地教育実習では、へき地の生活を実習生同士が一緒に共同生活したのはよかった。

釧路市内にいる時は、必要な物があるとすぐに買いに行ったりしたが、へき地では教材を

自分で作ろうとしてもすぐに手に入るわけではなかった。買い物ができないことは、マイ

ナス面だと思うが、ある物で工夫しようという発想も出てきた。へき地の生活の大変さも

感じたが、休日になると実習生同士で釧路市にまで出て行って遊んだが、休日と平日の区

別をつける生活に慣れることができた。 

 3年時夏の主免教育実習では、30人学級に入ったが、へき地小規模校では複式という形

態に慣れてみたいという気持ちがあった。複式では “わたり・ずらし”の形式があるので、

複式授業を実際にやってみると、かなり個別の子どもの状況を踏まえて、指導内容を練ら

ないと複式はできないということに気づけた。その個々の子どもを観るという考え方は、

単式学級の指導でも生きている。単式での主免実習では、「何々しましょう」「何々考えま

しょう」という全体への大雑把な指示に終始していたことに気づいた。指示の明確化や活

動目的をはっきりさせることなど、今思えば、へき地小規模校での複式指導はかなり役に

立ったと思う。 

 へき地教育実習にいくと1年生から6年生の子どもまで全員が役割を果たしていたり、

縦の関係があったり、都市部よりも子どもの役割が明確であるというのが分かった。子ど

もの集団の指示を考える上ではよかった。 

 主免実習では、自分自身も未熟であったために、困難で厳しい教育活動の側面もあった
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ので、自分で教師をやれるのかなという思いもあった。その後のへき地教育実習では、再

度教師をやれるのではないかと自信も出てきたので、実習に参加するという側面でもいい

と思う。 

 へき地教育実習に行って、へき地小規模校に赴任する恐れはなくなったので、自分でへ

き地小規模校を希望しました。2 週間だけだけど、少しでもへき地小規模校に行って知っ

ているという自信と誇りもあったのかなと思う。自分では、講義で習ったマイナス面をプ

ラスの発想に変える「パラダイム転換」も、今となってはへき地に勤める上で自分の意を

強くしたと思う。 

 へき地教育は、全員参加の教育で、子どもたちの主体性を伸ばしていけると思う。小さ

い学校で、低学年でも色々とやることをやれるんだという気持ちは強く持った。低学年の

子どももやれているのだから、中高学年はもっとやれるようにすればやれるんだろうとい

う思いはあった。 

 へき地では、一般的に言われる地域連携については、地域がとても協力的であるとは思

った。運動会・学芸会などの行事では、親や地域の人が学校に協力的で、先生方とも親し

く話しをしているのを見て、学校と地域の連携のあり方も学んだ。市街地の親は自分の子

どものビデオを撮ることばかりに気をとられる傾向もあるが、へき地では学校の行事運営

に協力的であることを学んだ。へき地では“オラが学校”のイメージはある。 

 学生時代に地域の人とお酒を飲んだり、交流したりしたこともよかった。地域の人に対

して構えずに交流できた経験が教師になってからも地域連携の発想が生きている。学生の

中には、地域の強い人とか浜言葉のような話し方が苦手だという人もいるが、自分として

は交流する仕方を学んで良かったと思っている。赴任したら、先生という立場なので、踏

み外せないという恐れもあるが、学生の時に交流すると、付き合い方がよく分かる。へき

地では、地域の人から見られていて、地域との付き合いを大事にしなければやっていけな

いので、学生の時にそのような覚悟を持つことも重要だ。一般的には、教師が地域に入る

ことは当たり前ではないと思うが、自分は釧路校でへき地の地域の人との交流もしている

ので、それが当たり前に思えていることは良かった。 

 大学時代は、講義とへき地実習を 1 年生からの積み上げでやっているのは良かった。3

年生の主免実習のあとに、3 年生の秋にへき地教育実習を行ったので、主免教育実習とへ

き地実習を比較しながら実践を考えることができた。それは教員採用試験でも生きてきた。

1年生からの教育フィールド研究も、1年生から色んな子どもがいることを見て、色んなこ

とをやったり、考えたりすることができた。児童理解でもベースになっている。それらの

児童理解とへき地教育実習とも結びついて、今に活きていると思う。 
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別表8-3  C先生の場合（道北C市出身・道北へき地1級校赴任） 

 新入生研修で行った時は、全校児童6人で最初はびっくりした。友だちに行っていた人

もないので、はじめてこんなに小さい学校があるのかと思った。へき地教育実習に行った

のは、周りの研究室の先輩も行っていたから行こうかなと思ったけど、最初から行くとい

う気持ちはなかった。身近にへき地の話しがなかったら、やはりへき地に行くことの抵抗

感はあったんじゃないかと思う。行くか行かないかは迷っていたが、逆に迷うのなら、行

ってみると自分の経験にもなるし、へき地実習のような機会がないと、へき地はめったに

行ける所ではないのではないかと思った。 

 講義でも「パラダイム転換」のマイナス面をプラス面に変えていこうという言葉は今で

も覚えている。1 年生の時に聞いたので、そういう見方を変えるという発想もあるのだと

思った。ただそれがへき地小規模校の見方を変えるというところまでは講義ではつながっ

ていないのではないかと思うが、へき地に行ってみて、見方を変えることの重要性が分か

った。へき地を見て、体験してみて、こういうパラダイム転換という発想がよく実感でき

た。 

 主免実習の後に3年でへき地教育実習に行ったが、強烈に比較できた。授業を進める方

法がまったく違うことがよくわかった。主免は、30人以上いたが、へき地を経験して、授

業は複式という点でも少人数指導の個々の子どもを把握するという意味でも、へき地小規

模校の方が大変なのではと感じた。 

 へき地小規模校の授業は大変だと思ったが、へき地実習を終わってからも学校から行事

に呼んでもらえたし、地域の人も歓迎してくれて、その雰囲気が好きだった。へき地教育

実習が終わった後は、むしろへき地小規模校に行ってみたいと思った。へき地の学校がい

いと思えた。 

 “道東の教育”の授業も履修して、へき地の専門的な内容や難しさも勉強したが、授業

に違和感があるとか、難しいとかは感じたことはなかった。むしろ素直な気持ちで受け入

れることができた。 

 へき地実習の生活は、へき地の小規模校の教員宿舎に泊まったが、スーパーもあるが物

は少ないし、不便ではあると思った。でも2週間だからか、何となく慣れて終了した。こ

ういう地域は自分には無理だとかは思わなかった。トイレとかハエとかは気にならなかっ

た。 

 へき地に最初に赴任することの心理的負担は、周りの人も知らない所に行くことの不安

はあると思う。へき地小規模校の若い先生を見ると、公務分掌など大変そうだなという印

象はあった。ある程度の規模があると仕事を軽減してもらったりするが、小規模校だと厳

しいのではないかと思った。それはどこの地域に行っても最初は不安感はあると思うが。 

 へき地校実習では、地域とのつながりは強いと思った。地域とつながりを作るという点
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は、見方は変わった。地域が関わると子どもたちにもいい影響はあると思う。 

 へき地教育実習は、すぐに指導に役に立っているという実感はないが、これからもへき

地小規模校に行くわけだし、トータルに見て、それは役に立つと思う。少なくともへき地

小規模校に赴任することを拒否はしないと思う。地域学校教育専攻の学生とかは、身近に

へき地に行くことが多いので、そういう経験があると抵抗感はなくなると思う。 
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終章 「教員養成段階における往還型へき地教育プログラムと教育実践力の育成」 

 

 

 第 1節 本論文全体の課題設定と方法の特徴 

 教員養成大学のように教育実習や実践的な学びを重要なカリキュラムとする学部では、

実習等による微細な変化をとらえるなどの質的分析が不可欠である。大学における教師教

育は、教育実習等の実践をコア・カリキュラムとしている側面と、人間性などの不確実な

内容を含む実践力を高めるという側面があり、量的にとらえることが難しい分野である。

日本の高等教育でも、初年次教育やアクティブ・ラーニングなどの新しい指導方法を取り

入れながら、急速に大学教育改革が進んでいるが、教師教育改革はさらに、教育実習・実

践の導入とその評価などの独自の内容を検討しなければならないと言える。 

 また本研究では、日本の教師教育研究が、理論と実践の往還型プログラムの成果を取り

入れつつあることを積極面として評価しつつも、さらにそれだけではへき地教師の意欲や

技術技能の向上には十分ではなく、独自に往還型へき地教育プログラムが必要であること

をとらえてきた。 

 近年の教師教育の研究では、理論と実践の往還の有効性が指摘され、多くの大学におい

て、教育実習や実践機会を増やす改革の取り組みが進められている。理論と実践の往還は、

一般的にすべての教師教育において共通する理論ではありつつも、一方でそれだけではへ

き地に根ざした教師教育としては必ずしも十分ではなかった。なぜなら、教師の実践力を

高める教員養成改革が進められても、へき地教育への理解やへき地教育実践力が高まった

わけでもなく、またへき地からの転出希望者が減少したわけでもなかったからである。へ

き地の地域特性および小規模校における指導方法の独自性を踏まえた教師を養成するため

には、一般的な教師の理論と実践の往還による成長を図りながらも、加えてへき地教育に

おける理論と実践の往還による成長を図っていくことが不可欠である。すなわち、日本の

教師教育研究の到達点は、往還型教師教育プログラムが先進的な指導方法として徐々に確

立しつつあるが、へき地に関しては地域性や極小規模などのへき地特性を踏まえて、往還

型へき地教育プログラムを併行的に展開しなければ教師教育研究は完結しないことを意味

している。 

このような観点を基盤として本論文では、へき地小規模校に新卒で赴任する教師が極め

て多い現状を踏まえ、新卒赴任前の学部教員養成段階における往還型へき地教育プログラ

ムが、へき地に根ざした教育実践力の育成とへき地意識形成に資する教育効果を明らかに

した。とりわけ初年次課題意識形成期から実践力発展期に至るまでの、へき地教育の理論

と実践を体系的に配置した往還型へき地教育プログラムの有効性を明らかにした。 

 本論文の分析対象は、へき地教育プログラムを先行的・体系的に実施している北海道教

育大学釧路校のへき地教育プログラムを対象にした。分析対象が自校であるため、分析の
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客観性が問われることも事実である。しかし、教育実践力等の微細な変化の分析は、人間

性の不確実要素を含めて意識と実態が必ずしも同じにならない部分も多く、客観的な指標

で測る意識調査アンケート等ではとらえられない部分がある。そのため、1 年次から 4 年

次までの長期的な変化を捉えるために、分析対象の内部に入り込みながら、質的な調査を

積み重ねていくことが求められる。したがって教師教育実践のプロセスに沿いながら、プ

ロセス・レコード分析やナラティブな分析など、質的な分析を行うことも有効な分析方法

となる。 

 その意味では、本論文は、教師教育の対象である大学内部に入り込んだアクションリサ

ーチの一種であるとも言える。学校での教育実践が反省的実践家モデルを基盤にして発展

していくことと同様に、大学教育実践もまた創り上げながら検証していくことが求められ

る。アクションリサーチは、傍観者的な評価とは異なり、プログラムを発展させるための

細部の取り組みや改善の積み重ねでもあるため、より総合的な実践の質的分析が可能とな

る。 

 本来的にへき地校での教師の定着は、へき地校の人事異動政策や研修の充実等で解決し

なければならない課題も少なくない。実際に北海道教育委員会では、2010年度から根室・

宗谷・日高管内に関しては各5人の採用枠を別に設けて、そこに永住する教師を採用する

制度を始めた。このように地域採用制度を導入しても、実際にはへき地校において新卒・

若手教師の赴任が多いのは、北海道のへき地校の比率が約半数と高く、一部の人事ではま

かなえないからである。北海道の人事異動では、中堅教師・ベテラン教師の子弟の教育や

介護等の教師のライフサイクルの問題もあり、異動希望人事をある程度採用せざるを得な

いことから、中堅教師が市街地に移る傾向がある。その後任としてへき地小規模校の赴任

者には新卒・若手教師が多くなる。新卒・若手教師が多いということは、学校の中で中堅

教師を中心とした教師の成長を図ることが難しく、相対的に大学内の教員養成の役割に期

待せざるを得ないことを意味していた。 

 このような現実からすれば、新卒赴任前にへき地校に赴任する意思と技能を持った教師

の育成は、教員養成大学の重要な課題となっている。そのため本論文では、学部教員養成

段階のへき地教育プログラムに限定した。学部教員養成段階で、ある程度へき地教育に理

解があり、へき地に根ざす教師を育成することで、長期的にはへき地校に定着して行く教

師を増やしていくことができるからである。そのために、学部教員養成段階におけるへき

地教育プログラムのあり方と効果を検討することが重要になる。 

 本論文で取りあげる北海道教育大学釧路校のへき地教育プログラムは、1 年次から 4 年

次までを通じて、へき地教育の理論と実践を体系的に実施している事例として位置づける

ことができる。本論文では、へき地教育プログラムの全体構造と、理論と実践が往還的に

展開することによる学生のへき地教育に対する意識形成および教育効果をとらえた。 

 しかし、最も先行的な事例である北海道教育大学釧路校の事例においても、へき地教育
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プログラムは試行段階である。何故なら、一つは日本の大学の教員養成段階での理論と実

践の往還も緒に就いたばかりで、欧米のような教育実習期間を半年から1年にすることも

難しく、その限界の中で教師教育を考えなければならないことである。もう一つは、へき

地教育プログラムを修了した卒業生が、学校内での中堅教師として定着していくまでに十

年強の経過をとらえる必要があり、長期的な検証は、現時点では完全にはできないという

ことである。このような限界はあっても、現時点の学部教員養成段階での、理論と実践の

往還型へき地教育プログラムの成果を検証していくことも重要になる。 

 本論文での分析の画期としては、大きく[初年次課題意識形成期](=1 年次)、[実践力形

成期](=2年次～3年次前期)、[実践力発展期](=3年次後期～4年次)の3つに区分した。初

年次課題意識形成期は、一般的に大学における初年次教育が大きな課題となっているが、

へき地教育においても、初年次におけるへき地の課題意識喚起と体験的な活動の導入が重

要になる。初年次教育では、アクティブ・ラーニングが重要な学修方法として指摘されて

いるが、それはへき地教育においても同様で、へき地教育の初年次教育およびアクティブ・

ラーニングのプログラムの構築が重要になる。 

 実践力形成期は、2 年次から主免教育実習終了の 3 年次前期までとした。実践力形成期

は、主免教育実習を経て教師としての全体的な指導性を経験する段階であるからである。

またこの段階では、へき地教育実習の事前指導としての講義も行われ、へき地教育実習に

向けた準備も行われる時期である。 

 実践力発展期は、主免教育実習を終えた3年次後期から4年次までとした。実践力発展

期は、教育実習で基本的な指導力を身につけた上で、さらに様々な理論と実践を結びつけ

ながら、実践力が発展していく段階である。この段階では、市街地大規模校の教育実習と

も比較できる観点を持ちながらへき地教育実習を実施するため、基本的な実践力にプラス

されてへき地の教育実践力も高まっていく。 

 この3つの段階でとりわけ重要なのは、初年次課題意識形成期と実践力発展期である。

何故なら、初年次のへき地教育の基礎理論と実地研修によるへき地教育の問題意識を喚起

し、さらに教育実習後に、へき地の理論と実践力が強く結びついていくからである。した

がって本論文では、初年次教育におけるへき地教育のアクティブ・ラーニングと、実践力

形成期におけるへき地教育実践力の育成を、重点的に分析した。 

 

 

 第2節 往還型へき地教育プログラムの成果とへき地意識の形成 

 本論文の構成は、へき地小規模校の教師教育の現状と課題、および、初年次からの学生

の成長期を踏まえた各段階のへき地教育プログラムの内容と教育効果をとらえた。そのた

め論文全体を、[第Ⅰ部 へき地における新卒・若手教師の現状と往還型へき地教育プログ

ラム]、[ 第Ⅱ部 初年次教育におけるへき地教育の理論と実践の往還型学修活動の特徴と
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教育効果]、[ 第Ⅲ部 実践力発展期におけるへき地教育実践力育成の学修活動の特徴と教

育効果]、の3つの部に分けて分析している。 

 第Ⅰ部は、へき地校の新卒・若手教師が困難を抱えている現状に対して、へき地教育プ

ログラムが必要となる背景と学部におけるへき地教育プログラムの役割をとらえた。第Ⅱ

部は、近年の大学の重要な課題としての、初年次教育におけるへき地教育の理論と実践の

往還型学修活動の有効性、および初年次の理論-実践の往還型の有効性をとらえた。第Ⅲ部

は、実践力発展期のへき地教育実習の実践力育成に果たす効果をとらえるとともに、初年

次から実践力発展期までのへき地教育プログラムの総括的な評価をとらえた。3つの部は、

すなわち第Ⅰ部のへき地校の課題に対して、第Ⅱ部の初年次教育のへき地教育プログラム

の教育効果、第Ⅲ部の実践力発展期のへき地教育プログラムの教育効果をとらえた。 

 第Ⅰ部でとらえたように、へき地小規模校の新卒・若手教師の配置の現状としては、市

街地から遠いへき地小規模校ほど、教師の流出傾向と新卒・若手教師の配属傾向が強くな

る現状を指摘した。一方北海道教育委員会の人事異動実施要項でも、市街地とへき地の人

事交流を原則としたり、へき地の特別採用枠を設けたりして、へき地校への定着を図るよ

うにしている。しかし広大な北海道では、ある程度柔軟な異動希望人事制度を採用せざる

をえず、どうしても都市・市街地への希望者が集中してしまう。その結果、へき地小規模

校に新卒教師を補充するため、へき地小規模校の教師は、若手教師の比重が多くなる現状

をとらえた。 

 その場合に、新卒教師がへき地小規模校の特性やそれをメリットとして活かした指導方

法を知らなければ、新卒・若手教師が自分の力量と経験不足に起因する問題を、へき地小

規模校に起因する問題であるととらえてしまう傾向があることも指摘した。したがって新

卒・若手教師が多い現状を前提にするならば、赴任前にへき地小規模校の教育実践の理念・

観点や基本的な実践方法を会得しておくことが重要であることを指摘した。 

 このような点から、新卒教員として赴任する前の学部教員養成段階において、へき地教

育プログラムを実施することが重要である。北海道教育大学釧路校では、へき地校訪問の

新入生研修を出発点としながら、3年生の市街地教育実習を経た後、2週間の長期へき地教

育実習を行うように配置している。このように短期から長期へと徐々にへき地小規模校に

関わることによって、元々あったへき地へのマイナスイメージを転換し、へき地小規模校

に適応した実践的な指導力を高めるようにしている。 

 第Ⅱ部でとらえたように、へき地の教師教育においても、初年次教育が重要である。初

年次教育におけるへき地教育の理論と実践の往還型学修活動を導入すること、広い意味で

の理論=講義と実践=実習を併せた往還的プログラムを導入すること、等の初年次のへき地

教育プログラムが重要であることを明らかにした。 

 へき地教育の理論的な講義も初年次教育の一環として問題解決型学習を展開し、へき地

の潜在的なマイナスイメージを、見方・評価基準を変えることでプラスに転換していくパ
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ラダイム転換を図ることで、へき地教育への共感性が高まることを明らかにした。初年次

では、まずへき地教育への評価と共感性が高まることが、へき地教育の実践的方法を学ん

でいく動機となっている。このへき地教育の理論的な講義は、初年次のへき地校訪問の新

入生研修（=へき地の実地研修）と併行していることで、いっそうへき地教育プログラムの

効果が高まることを明らかにした。 

 またアクティブ・ラーニングの一環として、研修継続の方法も学生どうしのグループワ

ークで出し合ったが、このことが、「へき地においても主体的な研修を継続することが重要

である」という意識を高めていることを明らかにした。学生自身が心がける具体的な方策

として、「授業研究会や研修会・勉強会」「先輩教員の授業参観」「地域への授業発信」「子

ども理解のための話し合いの場」「飲み会やレク」「地域施設の巡回」「地域教材・地域体験

学習等で地域理解」「地域行事に参加」などが最も多く意識されていることが明らかとなっ

た。逆に言えば、これらの研修継続の意識と施策の条件を学生時代に意識させることが重

要であった。これらの研修継続の意義と方法を意識することで、“へき地小規模校に赴任す

ることは、へき地小規模校に情報が入らず指導力が向上しないのではないか”という不安

を解消し、へき地小規模校で意欲的に成長していこうとする意識づけの条件となると言え

る。 

 第Ⅲ部でとらえたように、3 年次の主免許の市街地教育実習後は、実践力発展期として

位置づけられるが、この実践力発展期におけるへき地教育実習も、へき地の実践力を高め

る上で大きな飛躍の期間となっている。 

 第 6 章でも明らかにしたように、3 年次後期以降のへき地教育実習の経験は、市街地の

教育実習と比較した認識を高めることができる。このへき地教育実習に参加した39名全員

の毎日の実習のプロセス・レコードを分析し、指導技術やつまずきの内容を明らかにした。

プロセス・レコードの中から読み取れる内容は、ほとんどの学生が複式学級指導や少人数

指導の難しさを感じながらも、一人一人の子どもを理解し少人数指導を活かせば、授業づ

くりも学級経営も、プラス面として発展させられると感じていることである。複式におけ

る異学年指導や間接指導の基本的な指導方法を実践的に学修し、それによってへき地の担

い手意識を高めていることも明らかにした。 

 へき地教育実習参加学生の大部分が、主免教育実習では経験できなかったことを学んで

おり、95%以上がへき地教育実習に参加したことを「とても良かった」と答えている。後輩

たちに向けたメッセージでも、「積極的に参加して欲しい」「大変だけれども絶対に行って

良かった」「へき地実習は行くべきだ」「是非参加してもらいたい」「小規模校のイメージが

変わる」など、推奨している。すなわち全体として、へき地小規模校での学びの成果が大

きく、へき地教育実習を奨励したい気持ちを表していた。学生時代にへき地教育への理解

を深めておく必要があると感じていることも明らかとなった。 

 へき地教育実習の学びが総じて大きい中で、さらに実習の細部の学びをとらえてみると、
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特徴的な方法としての間接指導において、輪読・意見交流・相互発表などの子どもの自律

的な学習指導方法の必要性を学んでいる。また子どもどうしの意見交流や討論方法を教え

ることなども、少人数指導の自主的運営方法であることを学んでいた。 

 少人数学級では、個別指導も重要な方法となるが、さらに個別の指導過程で出てくる個

人差に関しては、発展学習のワークシートや、相互学習の中での格差解消などの方法も学

習していた。生活指導・学級経営では、意識的な集団づくり・社会関係づくり・異年齢集

団の役割・表現演出・体験活動の機会を多様に設定することで、社会性やリーダーシップ

も育成できる方法を学んでいた。また地域全体の協力を得やすく、学芸会・文化祭・地域

祭などの行事では、学校と地域が一体となって子どもを支援しており、へき地教育実習生

も、学校と地域とのつながりの中で、子どもの生活指導が展開されることを学んでいた。

これらのへき地小規模校独自の指導技能の向上は、へき地教育の実践力を育成する条件と

なり、また学生がへき地への赴任を敬遠せず、へき地に根ざそうとする意識を高める条件

となっていたことを明らかにした。 

 第7章でも明らかにしたように、初年次から3年後期の教育実践力発展期までの、学生

の総括的な評価をとらえると、へき地教育プログラムの各実習・講義の要素が関連しなが

ら、総括的にへき地教育に対するプラスの意識がいっそう高まっていることが明らかとな

った。初年次教育の段階から実践力発展期の段階に至るまで、理論=講義と実践=実習が結

びつきながら、へき地教育のプラス意識とへき地への赴任意識を高めながら、へき地教育

の実践力を高めていることが明らかとなった。初年次課題意識形成期の段階では、「へき地

教育論」の講義と実地研修である新入生研修が結びついていた。実践力発展期の段階では、

へき地教育実習の事前指導講義である「道東の教育」とへき地教育実習が結びついていた。

すなわちそれぞれの段階における理論と実践が効果的に結びついていた。 

 このようにへき地教育実習が終わった段階で、理論と実践の往還型へき地教育プログラ

ムの学びを総括的にとらえてみると、初年次から段階的に発展しながら、理論と実践が結

びついていることが意識されていた。このような学生が新卒者としてへき地小規模校に赴

任していけば、やがて長期的にはへき地小規模校の担い手層を厚くしていく基盤になると

言える。 

 また第8章でも明らかにしたように、学生の総括的な評価をさらに検証するために、ナ

ラティブ分析法を用いて、新卒へき地校赴任者の評価をとらえた。新卒者のナラティブ評

価では、新卒でへき地校に赴任した時点で振り返りながら、へき地教育プログラムと現在

の自分との関係性をとらえてもらった。卒業生の評価でも、へき地教育プログラムの教育

効果がへき地教育への理解と結びついていることが明らかとなった。へき地教育プログラ

ムの修了生が、振り返って見ると、へき地教育に漠然と関心を持っていた入学段階から、

へき地のパラダイム転換の取り組みやへき地校訪問の新入生研修で、へき地への関心が高

まっていた。それらの初年次の学修が、3 年次後期のへき地教育実習に参加する動機づけ
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となっていた。へき地教育実習に参加したことにより、へき地教育に関する関心と実践力

がいっそう高まり、それによってへき地校への赴任が決まったときにも、抵抗感どころか

むしろ赴任を歓迎する意識も生まれていた。ナラティブストーリーから見ても、新入生研

修・へき地教育講義からへき地教育実習までを含めた一連のへき地教育プログラムが、へ

き地をとらえる現在の自分の意識と結びついていることが明らかになった。 

 これらの総括的評価・ナラティブ評価を見ても、理論と実践を往還的に配置したへき地

教育プログラムの教育効果を見て取ることができる。本論文では、各期の理論と実践の往

還をとらえたが、いずれの段階でも理論と実践が結びつきながら展開していた。 

 これらのへき地教育プログラムの構成要素のそれぞれの経験は、へき地小規模校に赴任

するときの不安感を軽減する上で大きく貢献していた。大なり小なり新卒者に伴う不安感

は、実践経験の少なさから必然的に生じるが、へき地小規模校に対する偏見は少なくなっ

ていたと言える。このように、初年次教育の実地研修からへき地教育実習による実践的な

指導方法の会得、そして実践と併行して設定されているへき地教育の理論的講義が体系的

に展開するへき地教育プログラムは、へき地小規模校に赴任する新卒者にとっても、かな

り大きな役割を果たしていた。 

 以上見てきたように、本論文では、へき地小規模校への赴任者は、新卒者・若手教師が

多いという現状を鑑み、学部教員養成段階に限定しつつ、北海道教育大学釧路校のへき地

教育プログラムの特性と効果をとらえてきた。全体を通じて本論文で明らかとなったこと

は、以下の点である。 

 第一に、ドナルド・ショーンの反省的実践家像や日本教育大学協会のモデルコアカリキ

ュラムなど、教師教育において、理論と実践の往還が重要であることが広く指摘されつつ

あるが、へき地教師教育においても、理論と実践の往還が重要であることである。ただし、

教員養成大学における理論と実践の往還型カリキュラムにおいても、実践的に完成されて

いるわけではなく試行段階である。そのため、へき地の教師教育もその制約上の中で取り

組まざるを得ない。 

 第二に、初年次教育から実践力発展期まで、理論（=講義）と実践（=実習）が、段階的

に組み合わされるような往還型プログラムを積み上げていくことが重要だということであ

る。初年次においては、理論的な「へき地教育論」講義とへき地の実地研修である新入生

研修とが往還し、実践力発展期では、理論的な事前指導講義としての「道東の教育」とへ

き地教育実習とが往還して、へき地教育への積極的な意識が形成されていることである。 

 第三に、初年次教育からの継続的なへき地教育の理論と実践の往還型学修が重要な学修

方法となり、講義においても、課題発見・実践的な問題解決学習のワークシートや相互討

論などのワークショップを含めた課題意識の形成が重要になることである。特に、へき地

教育に関しては、へき地のマイナス評価をプラス評価に変えていく、へき地の評価の「パ

ラダイムの転換」が重要になることである。 
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 第四に、へき地教育実習では、プロセス・レコード分析を行うことで、実習の中でとら

えた様々な実践的な技能や知識が形成され、それを認識していくことで、へき地教育の担

い手としての意識が醸成されていることである。 

 第五に、へき地教育実習が終わった段階での、へき地教育プログラムの総括的な評価で

は、初年次教育から実践力発展期までの、理論と実践が結びついてへき地の認識が発展し

ていることである。特に教育実習や実地研修を経験すると、理論的な学修も認識に大きな

変化を与えていることが明らかとなった。このような点からすると、へき地校の実地研修

がある初年次と、へき地教育実習がある3年次後期以降の実践力発展期が大きな画期とな

ることも明らかとなった。そのためへき地校訪問研修がある初年次と、へき地教育実習の

ある実践力発展期が重要になる。 

 これらの理論と実践の往還型へき地教育プログラム、その中での理論と実践の往還型学

修や実習を通じたへき地教育プログラムの受講生は、徐々に、へき地教育に対する意識を

変え、へき地の担い手となる教育実践力を高めている。このことは、先述の第7章でのへ

き地教育プログラムの総括的評価や新卒赴任者のナラティブ評価をとらえてみても明らか

であり、初年次教育からの継続的な理論と実践が結びついていることが明らかとなった。 

 ほぼ全学生を対象にした初年次における基礎的なへき地教育論講義とへき地校訪問研修

が出発点となり、そこに興味を持った学生が、3 年次でのへき地教育実習およびその事前

指導としての「道東の教育」講義にも参加していく。へき地教育実習までを含めて、トー

タルにへき地教育の理念・観点や実践的な方法の特性を感じ取り、へき地校での教育活動

に意欲的に取り組もうとする姿勢を高めていた。 

 とりわけへき地教育実習では、主免の教育実習を終えているために、市街地大規模校と

比較して、へき地小規模校の少人数の学習指導・生活指導・地域連携活動の特性と優位性

を感じ取っていた。その一方で、少人数指導に伴う学習指導や学級経営の独自性と難しさ

を感じ取っている。それでもへき地小規模校教育の積極面と少人数指導の可能性を感じ取

る中で、へき地の少人数の課題に対しても、課題を補うことの重要性と少人数指導方法を

プラスに活かす必要性を感じ取っている。その結果、へき地教育への評価の「パラダイム

の転換」を果たし、へき地教育に対する肯定的な姿勢やマイナス面をプラス面にとらえ直

す発想が展開されており、前向きにへき地教育の実践に取り組もうとする意識が形成され

ていることが明らかとなった。 

 この釧路校のへき地教育プログラムの教育効果が、現職教員になっても永年続くとは限

らない。しかし、少なくとも3年生後期からのへき地教育実習のプロセス・レコードや新

卒へき地赴任者のナラティブな振り返りをとらえるならば、へき地に赴任する前向きな姿

勢が高まっているととらえることができた。そして1年次からのへき地意識と技能の幅を

広げるなど、へき地をとらえる意識の向上と実践力の向上をとらえることができた。まず

はへき地小規模校教育の特性や積極面を踏まえて、前向きに取り組もうとする姿勢が重要
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であり、その点でへき地教育プログラムの教育効果は学部教員養成段階の成果であるとと

らえてよいと言える。なぜなら、大部分の教師は、赴任時におけるへき地のマイナスイメ

ージやへき地特性の無理解が、その後のへき地赴任期間の困難さとへき地教育への抵抗感

を生み、それがへき地教育実践の創造的な開発や意欲の向上を妨げているという現実があ

るからである。 

 へき地教育へのある種のマイナスイメージが潜在的にもあるとしたら、その抵抗感を取

り払うためには、いきなり高度な実践を要望しても会得できるわけではない。正統的周辺

参加論からすれば、やはり実習も短い体験から長い体験へ、感動的な体験から技能を高め

る実習へ、マイナス面とプラス面をとらえながらプラス面を活かす考え方へと、段階的に

取り組む必要があろう。このようにして体系化したへき地教育プログラムの検証を蓄積し

ていくことが今後も重要な課題となってくる。 

 へき地教育プログラムを継続的に提供していくことは、学校現場におけるへき地教育の

担い手層を厚くしていく一つの条件ともなる。赴任して長らく定着するかどうかは、へき

地への意識の問題とは別に、出身地域や家族構成のライフサイクルなど、別の要素との関

係も少なくない。新卒・若年教員がへき地小規模校に定着しないという課題に対しては、

本来的には教師のライフコースを踏まえた長期的な対応として、へき地に赴任する人事異

動体系やへき地教育の現職教員研修の充実が重要である。 

 しかし、その長期的な教員の育成を待つだけでなく、現実の問題としてへき地小規模校

への赴任教師には、新卒教師・若手教師が多いという現状、そして新卒教師の半数がへき

地校に赴任しているという現状にも対応して、へき地校に赴任する教師を輩出していかな

ければならない。そのためには、学部段階においてへき地を理解するへき地教育プログラ

ムを展開し、新卒教師が少なくともへき地小規模校への赴任を忌避せず、与えられたへき

地環境をプラスに活かして教育実践を取り組むことができる動機付けは不可欠である。 

 このような教員養成段階におけるへき地教育プログラムは、いずれの大学においても定

式化されたものはまだない。北海道教育大学釧路校では、その体系化を図るための4年間

のプログラムを試行的に導入し、長い教師生活の最低限の動機付けとして位置づけている。

この北海道教育大学釧路校の体系化を目指すへき地教育プログラムの試行を検証していく

ことが、今後のへき地教育プログラムの発展条件となる。 

 へき地教育プログラムの教育効果の分析を通じて言えることは、日本の教師教育の往還

型プログラムは試行的な改革として新しい芽を生み出しつつあるが、それだけではへき地

の地域性や小規模性に対応した教師教育プログラムには成り得ないことも明らかとなった。

したがって、往還型へき地教育プログラムの研究は、日本の教師教育プログラムの限界を

補い、より発展的に地域特性や学校規模特性を踏まえたプログラム開発を展開できること

が明らかとなった。 
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 第3節 本論文の到達点を踏まえた今後の課題 

 本論文では、へき地校に新卒で赴任する教師が多い現状を鑑み、教員養成段階での学生

のへき地教育プログラムの教育効果を分析したものである。学部教員養成段階において、

へき地小規模校とへき地教育に理解を示すことは、当然新卒教師の赴任先での意欲や活躍

条件として重要である。 

 一方本論文では、へき地教育実習に参加希望を出した学生を対象としているために、元々

の意識が高い学生が集まっている可能性もある。その意識の高い学生がへき地教育プログ

ラムを受けることで、さらにへき地教育への意識が高くなることは歓迎すべきことである

が、その他の学生の意識も分析していく必要がある。へき地教育実習への希望者も数十名

の希望数があるために、多くの学生にへき地教育が浸透してきているとは言えるが、それ

らの学生の意識調査等は未実施である。1 年次のへき地教育論やへき地校訪問研修で、へ

き地のマイナス評価が変化した学生が、その後の教員養成課程での学修を通じて、どのよ

うにへき地をとらえ、意識が変化していくかについては、今後の研究課題としたい。 

 また今回の調査に関しては、質的調査においても、プロセス・レコード分析、ナラティ

ブ分析、自由記述式意見、インタビューを中心にしたものであるが、カンファレンスによ

る自由討論の中で、意識の変化や実践力をとらえると、学びの質も異なる側面が出てくる

かもしれない。このカンファレンスによる質的調査も今後の課題としたい。 

 さらに、本論文は、学部教員養成段階におけるへき地教育プログラムの研究である。教

師の成長は、赴任してからも、継続的に成長するものであり、長期的なへき地校の教師の

実践的指導力の向上を図ることが重要である。そのため最後に、へき地教育プログラムに

おける学生の成長だけでなく、へき地教育の中堅教師を育成する今後の課題と対応方法も

とらえておかなければならない。今後の長期的な課題と対応方法は、以下の点である。 

 第一に、都市・市街地とへき地との交流人事を積極的に行えるような人事異動システム

を確立することである。市街地とへき地を交流する人事異動の一般原則はあるが、生活上

の困難性から異動希望人事を考慮すると、へき地小規模校では中堅世代教師が転出して、

中堅教師が極めて少なくなる。そのため、ある程度中核となるような中堅教師をへき地小

規模校に配置できるように、人事異動システムの原則を確立すると共に、へき地小規模校

での実践的な奮闘が、その後においてもプラスに評価される必要がある。 

 第二に、へき地小規模校では、実践をリードする中堅教師が少ないという現状を打開す

るためにも、学校現場での中堅教師を育成するための研修機会を継続的に保障していくこ

とが必要である。へき地小規模校内で、中堅教師がある程度若手教師を引っぱっていく体

制が取れれば、意欲的な若手の教育技術・技能も高まっていく。逆に若手教師に意欲があ

っても、中堅教師が引っぱっていくことがなければ、へき地の教師としての技術向上への

不安と困難の方が大きく意識され、へき地教育を創造的に発展させようとする意欲を喪失
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させてしまう。ある程度中堅経験者が若手教師への技術・技能伝達を行うことができるよ

うに、中堅教師のへき地教育研修を開設するなど、中堅教師がリードできる研修体制が不

可欠である。 

 第三に、現実に若手教師が多いというへき地小規模校では、若手教師どうしが気軽に町

内・管内において情報交換や相互研修を図れるネットワークを作ることが重要である。若

手教師どうしが集まれば、精神的な交流と支えにもなり、技術・技能が未熟であるという

不安感も払拭されていく。またそのような交流の中で、日常的な技術・技能交流ができ、

若手教師の技術・技能の向上を図ることができる。教師の職務は、若手教師も年配教師も

同様に扱われ、一人前の教師として同じような指導を担わなければならないが、若手教師

だけのネットワークを作ることも、日常的な情報交換と技術向上および精神的な安定にと

って重要である。 

 第四に、へき地小規模校では、順番交代でもいいので、若手教師等が研修会に出る機会

を意識的に作って、それを校内で報告し合う校内研修機会を作っていくことが重要である。

へき地は、教育研究センターなどの研修機関から遠いために、なかなか研修機会に気軽に

参加できないという不便さがある。そのため校内研修だけでなく、校外の研修を受けて、

それを学校内に持ち込むことが、学校にとっても若手教師にとっても重要になってくる。

それらの学校外の情報や研修内容を学校内にみんなが持ち込むことができるようになれば、

長期的には全教師の技術・技能は向上していく。そのためにも学校内では意識的な派遣研

修を順番で取って校内で報告するような校内研修システムを位置づけていくことが重要に

なる。 

 第五に、現代の若手教師は、豊かな生活文化に慣れているため、単純にへき地の生活に

慣れろというだけでは満足できない。そのために、息抜きに都市部・市街地に出てリフレ

ッシュするとか、また若手教師どうしの懇親会などを定期的・意識的に設けていくなど、

ある程度都市的生活文化を享受できるようにすることも重要である。しかしへき地小規模

校に勤務すると、そのような機会自体が少ないとすれば、学校管理職・行政が若手の交流

会などを奨励していくような配慮も必要になってくる。このような管理職による若手教師

への配慮が、若手教師が長期的・継続的にへき地小規模校に勤務できる条件ともなる。一

方その代わりに最低限出なければならない地域行事などには、勤務外であっても、出るよ

うに促していくことが重要である。 

 以上のようなへき地小規模校での人事・研修等の課題と対応方法は、へき地教育の長期

的な発展の条件となる。これらは制度的な人事異動・研修体制として設定していかなけれ

ばならないものが多く、個々の教師の努力と力量だけでは長期的に解決できないものであ

る。これらの制度・研修等の改善については、今後の課題とせざるを得ない。その意味で

は、へき地教育の根本的な発展に向けては、学部学生を対象としたへき地教育プログラム

に加えて、今後人事・行政制度として対応していくことが期待される。 
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