
 

Instructions for use

Title 北海道大学における教職課程の設置状況と課題に関する一考察 : 「教職実践演習」履修者に対するアンケー
ト調査を踏まえて

Author(s) 張, 揚

Citation 北海道大学教職課程年報, 8, 53-70

Issue Date 2018-03-30

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/75227

Type bulletin (article)

File Information 7_2185-9809_8.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北海道大学における教職課程の設置状況と課題に関する一考察

「教職実践演習」履修者に対するアンケート調査を踏まえて一

張揚

1. 問題意識と研究目的

平成28年 12月 21 日に中央教育審議会は「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」を示した。それは

「社会に開かれた教育課程」の実現を唱え、現学習指導要領を① 「何ができるようになる

か」（育成を目指す資質・能力）② 「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校

段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成）③ 「どのように学ぶか」（各教科等の指導計

画の作成と実施、学習・指導の改善・充実）④ 「子供一人一人の発達をどのように支援す

るか」（子供の発達を踏まえた指導）⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実）⑥ 「実施

するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策）」という 6

つの点で再整理し、改訂の基本方向性を定めた。

平成 29 年、新しい幼稚園教育要領、小・中•特別支援学校学習指導要領が相次いで公布

された。それによって、これまでのように子どもたちが「何を知っているか」ということ

に力を入れる学校は、子どもたちが「知っていることを使ってどのように社会・世界と関

わり、よりよい人生を送るか」ということに焦点を当てなければならない。

時代に求められる学校教育の在り方が変化しつつ、その新しい変化と多様なニーズに対

応しなければならない教員一人ひとりもまた変化することになる。この変化は、つまり中

央教育審議会が出した「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び

合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」において示された「これ

からの時代の教員に求められる資質能力」 1である。当答申によれば「教員が生涯発達し続

けるものであり、生涯の発達を支援するよう教員の養成・採用・研修の一体的改革を行

う．．．．．．養成段階は教員となる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修を行う段階」と

されている。

従来、教員として必要な知識、技能などを教員養成の段階で事前に身に着けさせる必要

l①これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、自律的に学ぶ姿勢を持ち、時

代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生涯にわたって高めて

いくことのできる力や、情報を適切に収集し、選択し、活用する能力や知識を有機的に結

びつけ構造化する力などが必要である。②アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、

道徳教育の充実、小学校における外国語教育の早期化・教科化、 ICTの活用、発達障害を

含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応などの新たな課題に対応できる力量を高

めることが必要である。③ 「チーム学校」の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的
に連携・分担し、組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力の醸成が必要である。
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があるとの認識のもと、大学における教員養成の内容が増加の一途を辿り、また、大学教

育のなかで実践的力量を身に着けさせるということが求められ続けてきた。しかし、今回

の答申はそのような考え方を修正し、「教員免許状の取得に必要な単位数は増加させないこ

とを前提として、新たな教育課題に対応できるよう教職課程の内容を精選・重点化する」

ことを打ち出している。養成段階における学校現場や教職を体験させる機会についても「実

践的指導力」の育成そのものというよりも「実践的指導力の基礎の育成に資する」ことや

「教職課程の学生に考えさせるための機会」であることが示されている。

生涯にわたる教職生活を通じた教員の育成のためには、当答申は教員の研修・採用・養

成に関する改革の具体的な方向性を示した。とりわけ、当答申は教職課程の質の保証・向

上については「全学的に教職課程を統括する組織の設置についての努力義務化、教職課程

における自己点検・評価の実施の制度化、教職課程の第三者評価を支援・促進するための

方策などについて検討する」ことを示した。また、「教員の養成・採用・研修を通じた改革

の具体的な方向性」においては「教員育成協議会（仮称）の創設」や「教員育成指標の策

定」が打ち出された。こうしたなかで、教職課程を設置している各大学は国家による提示

された新しい指標に沿いながら、地域の課題と特性に応じて教員養成を最大限担保せざる

を得なくなる。「大学の創意工夫による質の高い教職課程の編成」という期待のもとで、各

大学は従来の教職課程の開設科目の見直しや新課程の申請などを行っている。

北海道大学は大学院に重点を置く研究指向の強い基幹総合大学として、 12学部と 18大

学院・研究科を設置し、在籍学生数が約 1万8千人である。そのうち、 9学部、 13大学院

においては教員免許状を取得できる教職課程が設けられている。一般的にいうと、教員免

許状の取得を目指している大学生は専門科目の履修以外に、第 1学年後期の「教職入門」

をはじめ、大学4年間を通して教職課程を履修し、必要な単位を修得したうえで、教員免

許状の申請ができる。

教職課程の履修者数は年によって変動しているが、毎年約 300名が「教職入門」を履修

し、約 150名から 200名程度の学生が教員免許状を取得し、そのうち 35名.--....,50名程度の

学生が教職に就いている匁一方で、北海道大学は教員免許状を取得することが可能である

が、その教育内容は教員養成を主目的としている教員養成系大学・学部と異なり、それぞ

れの部局では様々な専門領域で活躍できる人材を育てるために、学生たちに専門的な学問

についての広く深く学び・研究を行わせている。学部生にとって、専門科目の学習と教職

2 各学部によって取得できる教員免許状の種類が違う。なお、北海道大学において取得で

きる教員免許状は教科別の中学校教諭または高等学校教諭普通免許状あるいは特別支援学

校教諭免許状（一種または専修教員免許状）を指す。

3 姫野完治、大野栄三、近藤健一郎「研究志向の大学における教職課程の現状と学生の意

識に関する基礎研究一北海道大学の事例を通して一」『北海道大学教職課程年報』第5号、

2015年、 p.2
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科目の単位修得を両立することは簡単ではない¥

北海道大学は、教員養成に対する新時代の要求と教職課程の履修者のニーズに応じて、

教職課程の内容を精選・重点化する新たな改革に迫られている。一方、現行の教職課程に

おいては、「教職に関する科目」は教育学部の教員が担当するが、各教科の教科教育法など

の「教科に関する科目」はその教科の教職課程が設置されている学部が開講責任部局とな

り、取得する教員免許状の教科によって学部ごとに大きく異なっている。それは総合大学

における教員養成ならではの特徴であり、北海道大学の教職課程を計画・実施することに

当たる組織の緩い構成にも関係する。このような状況のなかで、当学においては全学的に

教職課程を統括・点検することが容易に実施できない。

教師教育の転換期に向けて、総合大学における教職課程は一体どのように改革すべきか、

それに関する明確的な指標やモデルがない。そもそも「我が学部は教員養成を主目的とし

ない学部である」という消極的な自己規定を持つ者にとっては、教員養成教育が免許法で

要求されていることを最小限の労力で実施することである心こうした現状を踏まえて、筆

者はまず教職課程の履修者がどのように自分自身の学修経験を認識・評価するかを把握す

ることが非常に重要だと考えている。

一方で、平成 28年度の「教職実践演習」の受講生を対象にした進路予定調査によれば、

教職課程の履修者 105名のうち、「教員免許状を取得してすぐに教職に就くのは2割弱で、

大学院進学後或いは社会人経験後、教職に就く予定者は 3割である」匁調査結果によれば、

北海道大学の教職課程の履修者は将来教職に就く予定があるものの、卒業後すぐに教職に

就く者と多様なキャリアパスを経て教職に就く者に分けられていることが明らかである。

だが、これらの履修者は教職課程の履修においてそれぞれ何を学び得たか、またどのよう

な課題に直面しているかについては殆んど研究されていない。

本研究は教職課程の履修者の振り返りに基づき、総合大学である北海道大学における教

職課程が卒業後すぐに教職に就く履修者と多様なキャリアパスを経て教職に就く履修者に

とって、一体どのような意義を持つか、またどのような課題が残されているかを解明する

ことを目的にする。

2. 研究課題と方法

既述の目的を明らかにするために、次のような 3つの課題を設定する。

諏 1 北海道大学2017年度の卒業・修了予定者のうち、北海道大学において教職課程

4大野栄三「研究指向の大学における教員養成一北海道大学を例とした小論一」『日本教師

教育学会年報』第21号、 2012年、 p.32

5前掲大野、 p.32

6 張揚・姫野完治「北海道大学における「教職実践演習」の実施意義と課題一「教職実践

演習」履修者の進路調査結果と受講感想を踏まえて一」『北海道大学教職課程年報』第7
号、 2017年、 pp.34-35
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を履修し、教員免許状の取得予定者のなかでは卒業後すぐに教職に就く予定者と多様なキ

ャリアパスを経て教職に就く予定者の全体像を明らかにする。

疇 2 北海道大学における 4年間（一種免許取得予定者）或いは 2年間（専修免許取

得予定者）の教職課程の履修を通じて、履修者自身は教師として学び得たことが何か、ま

た足りないことが何かと考えているのかを明らかにする。

課題 3 北海道大学における教職課程が進路予定の異なる履修者にとってどのような意

義を持ち、またどのような課題が残されているかを明らかにする。

研究方法は以下の通りである。

課題 1については、教職実習を終え、教職課程の総仕上げとして位置づけられている「教

職実践演習」の履修者を調査対象にし、教職に就きたいか否かに関する進路希望及び教員

採用試験の受験状況についての調査を行い、卒業後すぐに教職に就く者と多様なキャリア

パスを経て教職に就く者の実態を把握する。

疇 2については、上記調査対象者が記入したレポート「北海道大学の教職課程の履修

を振り返り、教師としての養成段階において学び得たこと及び不足している点を整理し、

また自らの課題をどのような解決策（解決などに向けた方策）を持つか」を分析し、教職

課程の履修者がどのように自分自身の学修経験を認識・評価するかという全体的な状況を

明らかにする

課題3については、課題 lと課題2を踏まえて卒業後すぐに教職に就く予定者と多様な

キャリアパスを経て教職に就く予定者がそれぞれどのように自分自身の教職課程の履修経

験を振り返ったのかを比較・分析し、現行の教職課程が 2つのグループに属している履修

者にとってどのような意義を持ち、またどのような課題に直面しているかを明らかにする。

3. 2017年度「教職実践演習」の履修者の進路調査

(1)調査概要・方法

本研究の目的は、総合大学である北海道大学の教職課程が卒業後すぐに教職に就く履修

者、また多様なキャリアパスを経て教職に就く履修者にとって、それぞれどのような意義

を持つか、またどのような課題があるかを明らかにすることである。

まず、教職課程の履修者の進路希望について調査を行う。 2017年 12月8日の授業内で、

2017年度の「教職実践演習」の履修者を対象とし、質問紙調査を実施し、 136部の質問紙

を配布し、 123部を回収し、 121部の回答が有効である。調査項目は2つの部分に分けられ

る。 1つ目は学生の氏名、学籍番号、所属などの回答者の基礎属附と取得予定の教員免許

状を把握するものである。 2つ目は、回答者の進路希望、教員採用試験の受験状況を明ら

かにするものである。

7個人を特定できる調査項目が入っているが、個人を特定しで情報を公表することはない。

調査対象者に進路調査の結果と履修者が提出したレポートと合わせて分析する必要がるた

めに、その項目を設定していることを説明した。

56 



(2)調査結果と考察

2017年度の「教職実践演習」の履修登録者数は 160名で、実際の履修者数は 141名であ

る。履修者の所属をみると、理学部と文学部の学部生の履修者が多くて、その次は教育学

部と水産学部の学部生である。大学院生の履修者数が全体的に少ない一方で、それらの所

属がさまざまであることが分かる。調査質問紙の回答者 121名のうち、学部生89名、大学

院生修士課程23名、博士課程3名、科目履修者6名である。図 1に示しているように、回

答者はそれぞれ文学部・文学研究科、教育学部・教育学研究院、法学部・法学研究科、理

学部・理学院などに所属している凡
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図1 回答者の在籍状況

履修者の取得予定の教員免許状については図 2に示したように、中学校教員免許状の取

得予定数は 48、高等学校教員免許状は 153である，。また、特別支援学校の教員免許状を

取得する予定者は 1名である。図 2によると、回答者のうち、理科の教員免許状の取得予

定者が一番多く、その次は国語、地理歴史、数学、英語、公民の教員免許状を取得する予

8上記除き、 2017年度の「教職実践演習」の履修者登録名簿で記載されている履修者の所

属学部・大学院は経済学部、工学部・工学院、農学部・農学院、水産学部・水産科学院、

環境科学院、情報科学研究科、生命科学院、総合化学院である。

，回答者の実数は 121名であるが、 1名の回答者が高等学校の地歴と公民など複数の教員

免許状を取得する予定である場合がある。ここでは、取得予定の教員免許状の総数を示し

ている。
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定者で、他の教科の教員免許状の取得予定者は少ないが、教科の種類が多様である。
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図2 回答者の取得予定の教員免許状（複数回答可）

表 1は2017年度の「教職実践演習」履修者の進路予定を示している。回答者のうち、「卒

業後すぐに教職に就きたい」の履修者は22名、そのなかで 16名が教員採用試験に受験し、

殆んど 1次試験合格以上になっている。「大学院進学後、教職に就きたい」者と「社会人経

験後、教職に就きたい」者と合わせて 40名、うち 14名が教員採用試験に受験し、 9名が 1

次試験合格以上になっている。今後の進路について「まだわからない」と回答した者は 29

名、うち教員採用試験の参加者が 3名である。「おそらく教職に就かない」履修者は30名、

しかし、そのうち 4名が教員採用試験に受験した。

調査結果によれば、教員免許状を取得してすぐに教職に就きたい履修者は 2割強である

一方で、大学院進学後或いは社会人経験後、教職に就く予定者は3割である。この結果は

昨年度の調査結果に似ているが、つまり、教職課程履修者のなかで約半分以上の教員免許

状の取得予定者は教職志向があるものの、教職課程を履修した後で、かなり長い間では教

職についての専門的な学び或いは学校現場における実践に触れるチャンスが少ない10。残

りの履修者のうち、一部の履修者たちは今後の進路に迷っているが、他は教職に就く意識

が非常に薄いことが分かった。

10 前掲張・姫野、 p.35
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表 1 2017年度「教職実践演習」履修者の進路希望状況（人）

回答 採用試験 2次試験以 1次試験 1次試験不

者数 受験者数 上合格者数 合格者数 合 格 者数

卒業後すぐに教職に就きたい 22 16 10 4 2 

大学院進学後、教職に就きたい 28 14 4 5 5 

社会人経験後、教職に就きたい 12 

゜ ゜ ゜ ゜ま だわか ら ない 29 3 2 

゜
1 

おそらく教職に就かない 30 4 1 3 

゜計 121 37 17 12 8 

4. 履修者の振り返りについての分析

本節では質問紙調査の回答と合わせてレポートを整理したうえで、履修者が「北海道大

学の教職課程の履修を振り返り、教師としての養成段階において学び得たこと及び不足点、

また自らの課題をどのような解決策（解決などに向けた方策）を持つか」について分析す

る。提出したレポートのうち、「教師としての養成段階において学び得たこと」についての

記述の内容を細分化してみると、教育の基礎的な理解を深めることに関する記述は一番多

くて、 73部となる。その次は、教科の専門知識及び教科の指導法に関する記述が 43部で

ある。教育実習と教職実践演習から学び得たこと（実践力、現場に対する理解力）に関す

る記述は40部で、生徒指導、教育相談に関する記述は39部である。上記以外の個人的な

成長や教職課程の履修を通して自らの教員としての適性を見直したことなどに関する記述

は21部である。

ここでは、記述内容の要点をまとめ、記述例を紹介する。

第ーは、教育の基礎的な理解を深めることに関する記述である。

教育の理念・歴史・思想についての具体的な記述例は次の通りである。「過去からたくさ

んの人が教育を考え、教育の在り方が変わってきたということを学んだ」「小さい頃から教

師になりたいと考えていたが、教育史などの学間的な知識を学ぶなかで、その枠を理解で

きるようになり、それによって時事や実際に起こる問題への効果的に考えるアプローチで

きるようになった」「学校とはどういう場であるか（あるべきか）、教育とは何か（どうあ

るべきか）ということについて考える機会を得た。学校・教育の歴史や変遷を学び、様々

な成功例や失敗例を教わった」「教育方法の歴史など、戦前と戦後の違いなど、社会と教育

の結びつきが面白いと思った」

教職の意義、教師像、教員の役割について、具体的な記述例は次の通りである。「自分の

教職に対する認識の変化、教職との関わり方の変化、 1年生の時には自分が思い描いてい

た教職と現実の教職のギャップを知ることができた。「教科指導が好き、部活動指導が好き」

という生半可な気持ちで教職に就いてはいけないことなど、教職に求められていることを

具体的に学ぶことができた」「教員の責任の重大さとやりがいが印象に残っている。人と人

とをつなぐ教師の魅力、一方で、先生が選択を間違ってしまうと、取り返しがつかないこ
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ともあること、学校は学びの場であるけれど、生活の基盤が崩れていると、そもそも学び

に至ることができない」「理想の教員像を描くことができた」「教師の職務の内容は非常に

多岐にわたるということである…実際に、教員として働く際に知っておかなければならな

いことが多々ある」「まず何よりも学び得たのは、教員という仕事の奥深さ、専門性であっ

た。今まで、受ける側でしかなかった「授業」というものを作る側になった際に考えなけ

ればならないことの多さ、生徒に対して指導をする際に考えなければならないこと、様々

な事情を抱えた子供たちがいること、それらへの対応など、教師に憧れを持った時点では

見えていなかった面が数多くあった。それらは、一人の人間の人生を預かり、未来を作る

教師にとってどれも決して欠かせないものばかりであった」「様々な生徒を知り、それに合

うような環境をできる限り提供するのが教師には必要である」「教師は生徒のために常にい

ろいろなことを考え、変わっていかなければならない」「教師とは多様な価値観やコミュニ

ティが点在している現実社会において、比較的普遍的で、多くの人が共有している道徳や

価値観を揺るぎない一本の軸として持ち合わせ、迷ったときに帰ってこられる灯台として

構えているような「唯一の規範」の模範的体現者としての色合いが強い在り方が重要な素

養となる存在だと考えた」教員としての専門性は大学での学びで完成するわけではなく、

生涯にわたり、多様な場面のなかで学び続け、高めていく必要がある」

教育に関する社会的、制度的または経営的事項についての具体的な記述例は次の通りで

ある。「組織（チーム）としての学校の意識である。はじめては教員個人に注目して、あま

り学校全体のことを考えていなかったが、教職課程を通して、学校がいかに教員同士の協

力や地域との協力で維持されているかを多少は感じることができたと思う」「学校・学級経

営には、教師集団としての話し合い・協働に加えて、 PTAや地域との活動も必要であるこ

とを学びえた」「学校の地域における立ち位置及び地域との関わり方に対する態度を学び得

た」「学校の環境やそれらの地域の多様性、そして生徒たちについても様々なバックグラン

ドを持っているということ」「これまで出会ったこともないような子どもの事例や現状と知

り、自分自身が社会のごく狭い範囲で育ってきて、いかに教育から見た社会を知らなかっ

たのかに気づいた」「教職を通して、学校にはいろいろな事情を抱えた子どもたちがたくさ

んいることを学んだ」「中学校であれ高校であれ、学校はそれ自身で独立して存在している

のではなく、保護者や地域など様々な諸要因のもとで成り立っているものである」「学校の

内部しかい知らなかった私にとっては、地域との関係や外部との連携がいかに重要かとい

うことを理解できた」「学校現場で多くの人たちと相互交流することでより実践的なコミュ

ニティを作り出す」

第二は、教科の専門知識及び教科の指導法に関する記述である。

教科の専門知識についての具体的な記述例は以下の通りである。「数学や物理について学

ぶことができ、自分のなかの知識が増え、理科の楽しみをもっと知り得たと思う」「高校で

は教わることのなかった、より原理などに近いことを学び、それを知ったうえで高校や中

学校の範囲でどのように教えればより分かりやすく伝えることができるのかということを
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考えていきたいと思った」「工学部で数学や物理学を学び、自然科学に共通する普遍的な考

え方やそこに共通する数学的原理と表現に気づくことで、より高校で理科や数学をメタな

視点から眺めることが可能になった」「教科に関する科目は教職課程を履修したなかで大変

苦労したので大きく印象に残っている…生物に属する科目を履修し、単位を取得したこと

を通して、改めて理科という科目の多様さを知り、自分が授業をするなかで、理科嫌いの

子を作らないことを心掛ける必要を感じた」「自分の専門外の科目を受けることは自分の視

野を広げることや、自分の専門をより深めることにも結果としてつながったので、多くの

ことを学んだ」

教科の指導法についての具体的な記述例は以下の通りである。「教科教育法の授業は特に

印象に残って、自分の専門科目を細部まで理解し、指導法を自分のなかで再度体系付け、

生徒が分かりやすいように工夫する必要性、そのための教材研究の重要性を知ることがで

きた」「技術論や教科教育法などを通じて、授業の作り方を学べた」「教えるための技術が

必要なのだということを学んだ。例えば、発問の仕方によって生徒が考えるべきことを明

確にしたり、深く考えてもらうことができたりと変わってくる部分が多い」

第三は、教育実習と教職実践演習から学び得たこと（実践力、現場に対する理解力）に

関する記述である。

教育実習を通して学び得たことについての具体的な記述例は以下の通りである。「教育実

習で短い期間ではあったが、自分で授業を設計し、実際に授業をするなどの活動を通して、

一つの授業をするなかにある様々な苦労や教職というものの忙しさについて実践を通じて

鴫犀できたことが大きい」「教育実習中、生徒から軽い相談を受けたことが印象に残ってい

る。教師が指導する際、ある程度の信頼、信用関係がないと、うまく伝えたいことを生徒

に伝えられないと感じた」「出身校ではなく、いわゆる進学校ではない水産高校に教育実習

に行くなかで、当然分かりやすく科目を教える工夫が重要なことではあるが、様々な家庭

環境など多くの背景を持つ生徒と真剣に向き合うことの重要性について多くのことを学び、

考えさせられた。生徒理解について重要なことは「やる気がない」などと自分の視点で決

めつけず、相手の立場に立って、いろいろと考えなければならないことを学び、それには

生徒の障害などの知識も必要であることが分かった」「教育実習では、現場で働く教師を見

て、その仕事量に正直驚いた。仕事量ももちろん、勤務時間の長さ、教師の方々のお話に

も圧倒され、自分のなかで教職への意識が揺れた。また、ボランティアで教育に関わるこ

とはとても楽しく、私にはこの教育の関わり方が合っていると感じることができた」「教育

実習では、どのように授業をするのが有効的か、教員はどのような仕事であるか、自分は

教員に向いているかどうか感じることができた」「教育実習で、今まで想像だけしかできな

かった教師について、様々なことを知ることができたと思う」「教育実習を通じて学習指導

案の作成は授業をスムーズに進め、必要なことを限りある時間で教えるうえで非常に大切

なことだと感じた…私の理想が私にとってのベストとは限らないことを教育実習から学ん

だ」「自身の知識をうまく伝えることの難しさ、楽しさを教育実習で知ることができた」
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教職実践演習の履修を通して学び得たことについての具体的な記述例は以下の通りであ

る。「教員たちが相手にする者の多様性というものについては、特に、教職実践演習のなか

で、例えば、定時制高校の見学や様々な立場のゲストスピーカーの方の話のなかで強く感

じた」「教職実践演習を通じて、自分が知らない世界について知らされ、自分の生活が常識

ではなく、様々な人がいること、身を持って知った」「教職実践演習では学部を越えて教育

という一つのことに焦点を当てて討論することができた。印象深かったのは、教育困難校

や過疎化が急転している地域にある学校についてのテーマである…様々な出身を持つ他学

部の学生たちが教育について自分の意見を持っていたことがとても印象深かったし、自分

の学びにもなった。教育学は本質的には文系だけで括ることができない総合科学だと思っ

ている。だからこそ、学部を越えて教育を語り、討論し合う場は極めて貴重であったし、

他の教職の授業とは異なり、能動的に授業に取り組むことができた」

第四は、生徒指導、教育相談に関する記述である。

具体的な記述例は以下の通りである。「「生徒と自分が違う」という点で、生徒に対して

過去の自分を重ねてしまいそうになるが、生徒が置かれている環境と自分が置かれている

環境とでは時代も周囲も全く異なっている。「自分の時はこうだったから」という偏見を持

たずに生徒一人ひとりと真摯に向き合うことが大切である」「知識だけではなく、大学とい

う機関の実態を知ることができたので、生徒の進路指導においても役に立つような知識が

身についた」「教科指導は別として、生徒指導や進路指導においては絶対的な解はない。準

備すべき前提知識は入れてすべきだが、教師も生徒とともに悩み、成長していく存在なの

だと分かった」「生徒との信頼関係は何をきっかけとして築かれるのか深く考えた。もっと

も重要なことは、生徒と接する機会を作るということだと思う。それは挨拶や何気ない声

かけなどでも十分だと思った。しかし、生徒からはそれだけで信頼を得られるわけではな

い。時には生徒の持つ課題を解決し、そこから信頼関係が築かれることもある。生徒の課

題を解決するためには、それが継続している仕組みを論理的に検証し、適したアプローチ

を様々な角度から試すことが重要だと感じた。教師がどの程度まで生徒に干渉すべきかと

いう問いに対する答えはまだわからないが、生徒のために行動する気持ちを持つこと、ま

たそれを生徒に伝えることが生徒との信頼を得るための重要なことだと感じた」「生徒は一

日のすべてを教室で過ごしているわけではない。部活動の時間もあれば、家で過ごす時間

もある、学校や地域によって間題は様々であると思うが、生徒を理解して状況に応じて指

導を行わなければならない」「生徒理解について特に学んだことが大きかった。生徒指導や

特別支援の視点での教育、どんな生徒にも対応できる授業環境の整備など、工夫や考える

必要があることがたくさんである」

第五は、上記以外の個人的な成長や教職課程の履修を通して自らの教員としての適性を

見直したことなどに関する記述である。「一人の人間としてどのように周りと接して生きて

いくかを学べたと感じている」「この 3年半を通して授業の方法などより良い方法を探る研

究姿勢を学び得たと考える」「教職課程で学び得たことは、教育という場を批判的に捕らえ
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る力である…既存の制度が当たり前と認識しがちな概念を批判的に考える力は教職課程を

履修して身についた」「専門外の人（教師と生徒の関係に関わらず）に関心を持ってもらう

ために、教え方が何よりも大事であることは教職課程を通して学んだ」「常に自ら学んでい

く姿勢が大切であると感じた」「養成課程では、分かる人にとって分からない人の気持ちを

考えることはできないように感じた」「相手の立場に立って物事を考える」「自分の思う当

たり前が当たり前ではなく、柔軟な視点広い視野を持つことの重要性を知った」「高校生ま

ではただ漠然と教師になりたいという希望だけ持っていた…何を教えるのか、どういう教

師になりたいのかという自分の将来の理想像もだんだんと見えてくるようになった」

一方で、レポートによれば、履修者たちが教職課程の履修経験を踏まえて感じた不足点

は主に次のような 3つである。

一つめは教科の指導法や授業づくりについてである。約40人は教科の理解、教科に関す

る専門知識、授業の進め方、授業づくりなどについて十分に学んでいないと思って、不安

を感じ、それを自らの課題として挙げている。例えば、「教師として、指導の実践的な方法

については絶えず模索していかなければならない。これは、教職課程では探究が浅かった

内容である。指導法についてまとめられた論文や書籍に積極的に学び、自分でもより良い

指導法が構想できるように努めたい」「教科においてまだ勉強不足な点が多くみられるので、

専門の学問を通して教科についての深い理解に努めていこうと思う」「自ら研究する時、自

分で理解したことを他人に説明する場面では大きなギャップがあると思い…どのように教

えるかについてまだよく分からない。万能な方策がないが、相手の態度を見てから、授業

の内容を考える」

二つめは生徒指導についてである。例えば、「生徒と接するうえでどのような距離感で接

していくか」、「自身と似たような背景を持つ生徒は理解しやすく、会話もできるが、そう

でない生徒とはなかなか関わりを持つことができなくて、生徒指導ができない」「感じる課

題のなかで大きなものは、いかにして多様な背景を持つ生徒たちのことを理解するか」な

どである。

三つめは実践力が足りないことである。しかしながら、実践力が弱いという認識を持つ

うえで、多くの履修生は「実践的な活動のなかで克服していくものである」と考え、自ら

の課題に対して解決策を出している。例えば、「現場での先輩方からの指導を受け、研修の

場を有効に活用していくなどして、教師となってからも研鑽を重ねること忘れず挑んでい

く」「理論を頭の片隅に置きつつ、目の前の生徒自身をよく見て、理解していこうという殊

勝な心をもって教育に臨みたい」「教育採用試験に向けての勉強に精を出すとともに、今ま

で学んだ授業のことを思い出して、机上だけの学問にならないよう、教育の実践につなげ

られる学びを深めていく」

5. 進路別の履修者の振り返りの比較

(1)教師としての養成段階において学び得たことについて
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まず、 3(2)の大学卒業後及び大学院修了後の進路に関する調査結果 (3(2)表 1参照）に

基づき、提出された課題レポー闘を次のように 5つのグループに分ける。グループI「卒

業後すぐに教職に就く (22部）」、グループ1I「大学院進学後教職に就く (28部）」、グルー

プIll「社会人経験後で、教職に就く (12部）」、グループw「おそらく教職に就かない (30

部）」、グループV 「未定 (29部）」のように分類する。

次に、 4における「北海道大学の教職課程の履修を振り返り、教師としての養成段階に

おいて学び得たこと」の記述についての分析を踏まえて、履修者が北海道大学の教職課程

において学び得たことを「教科の専門知識・教授法」「教職・教育の基礎知識」「生徒理解・

指導」「実践経験・現場理解力など」「その他」のような 5つのカテゴリーに分類する。

それから、グループI,......,Vの履修者が学び得たことに当たってそれぞれどのような特徴

があるかを分析する。例えば、グループIに属する 22部の課題レポートを分析し、そのう

ち、「教科の専門知識・教授法」に触れたのは 10部、「教職・教育の基礎知識」に触れたの

は 14部、「生徒理解・指導」に触れたのは5部、「実践経験・現場理解力など」に触れたの

は8部、「その他」に関するのは2部である。こうして、グループ Iにおいてはどの割合の

履修者が「教科の専門知識・教授法」について学び得たのか、どの割合の履修者が「教職・

教育の基礎知識」について学び得たのかなどを算出する。

図3はグループI,......,Vの履修者の「学び得たこと」に関する分析結果に基づいて作成し

た比較図で、 5つのグループの履修者が北海道大学の教職課程の履修を通して教師として

の養成段階においてそれぞれ何を学び得たかが示されている。「教科の専門知識・教授法」

について学び得たことがあると記述したのは、グループI、グループ1I、グループIlIの履

修者のうち、それぞれ45%、43%、50%で、グループWとグループVの履修者のうち、そ

れぞれ27%と24%である。教職に就かない履修者と比べれば、教職に就く予定のある履修

者のうち、より多くの者は「教科の専門知識・教授法」に関する学習を通して学び得たこ

とがあると考えているようである。例えば、「高校で学んできたことよりもさらに専門的な

知識を得たことで、あいまいであったことが明確になった。また、誰かに物事を教える際

には、教えることが同じでも、それに関係する知識が如何に把握しているかによって伝え

方が大きく異なると理解した（グループ Iのある履修者の記述による）」「高校の化学基礎

の内容だけを知っているだけでは、完璧に教えることができなく、ある程度は大学の専門

的な知識がないと生徒にちゃんとした説明ができないと感じた。そのため、教科に関する

科目についても、教員になる上では、必要な知識だと思った（グループ1Iのある履修者の

記述による）」

「教職・教育の基礎知識」について学び得たことがあると記述したのは、 5つのグルー

プそれぞれ 64%、61%、42%、67%、55%で、全体的に高い割合を占めている。「生徒理

］］提出された課題レポートは 136部で、質問紙調査を回答したのは 121人であるために、

15名の質問紙調査未回答者の課題レポートが再分析の対象外になる。
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解・指導」について学び得たことがあると記述したのは、 5つのグループそれぞれ43%、

46%、25%、30%、38%で、いずれも半数以下の割合である。とりわけ、社会人経験後教

職に就きたい履修者のうち、わずか25%の履修者が「生徒理解・指導」について学び得た

と考えている。教育実習や教職実践演習などの履修を通して「実践経験・現場理解力など」

が強められたと感じる履修者の割合はそれぞれ 32%、25%、33%、33%、34%である。 5

つのグループの間では大きな差がないが、いずれも低い水準であることが分かる。

最後に、各グループにおいては個人的な成長や教職課程の履修を通して自らの教員とし

ての適性を見直したなど（以下、「その他」と略す）について記述したのがそれぞれ 9%、

21%、25%、20%、14%である。とりわけ、多様なキャリアパスを通じて教職に就きたい

グループIIとグループmの履修者のうち、「何を教えるのか、どういった教師になりたいの

かといった自分の将来の理想像もだんだんと見えてくるようになった」のような自らなり

たい教員像や教員としての適性の見直しに関する記述が多い。

その他
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図3 北海道大学の教職課程の履修を通して教師としての養成段階において学び得たこと

(2)教師としての養成段階においての不足・課題について

「教師としての養成段階においての不足・課題、また自らの課題をどのような解決策（解

決などに向けた方策）を持つか」という記述について、 5(1)で用いた方法を以て各グル
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ープの履修者がどのような不足点・課題12を有しているかを整理する。例えば、グループ

Iに属する 22部の課題レポートを分析する。うち、不足点・課題として挙げられたのは「教

科の専門知識・教授法」、「生徒理解・指導」、「実践経験・現場理解力など」、「その他」で、

それぞれ 13部、 4部、 6部、 3部である。こうして、グループIにおいては、 59%の履修

者が「教科の専門知識・教授法」、 18%の履修者が「生徒理解・指導」、 27%の履修者が「実

践経験・現場理解力など」、また 14%の履修者が「その他」に当たって不足していると考

えていることが分かった。

図4は各グループの履修者の不足・課題に関する分析結果に基づいて作成した比較図で、

5つのグループに属する履修者が教職課程の履修を経てそれぞれどのような不足・課題を

感じたのかを示している。「教科の専門知識・教授法」について、グループI,...__,Vにおいて

はそれぞれ 59%、64%、8%、10%、10%の履修者が不足していると考えている。グルー

プIとグループIIの履修者は教科に関する専門内容から教案の作り方や授業づくり、教え

方まで、さまざまな面で不安を感じていることが特徴である。例えば、「私は教師を志した

のが学部 3年後期、 4年のあたりだったのだが、それまではただぼんやりと日々化学を学

び、自分の研究に関連するもののみ真剣に取り組んでしまっていった。その結果、自分の

苦手分野への理解があまり深くないというのが現状である。そのような人物が、化学の面

白みを伝えられるはずもない。これから、それらの分野を学び直すとともに、日々学ぶこ

とはどこか生徒への教育につながるものだと意識し、全力で取り組むよう心かけていきた

い（グループ Iのある履修者の記述による）」「まだまだ専門知識が不十分であるように感

じている。これは大学生活を通しての反省だが、…学習に取り掛かるのが遅すぎた。大学

院へ進学するので、 2年間の学習で無駄にしてしまった分を取り返せるように勉強してい

きたいと思う（グループIIのある履修者の記述による）」

「教職・教育の基礎知識」について、学習不足だと考えている履修者は全体的に少ない。

「生徒理解・指導」について、すべてのグループはそれぞれ不足・課題を挙げている。と

りわけ、グループIとグループIIの履修者のうち、それぞれ 18%と36%の履修者は「生徒

鴫阻指導」において不足・課題があると考えている。「実践経験・現場理解力など」につ

いて、グループ I、IIの履修者のうち、それぞれ27%、29%の履修者が不足・課題を挙げ

ている。一方で、グループIlI、W、Vの履修者のうち、それぞれ75%、93%と38%の履修

者が「その他」における課題を挙げている。

12不足・課題については次のような 5つのカテゴリーに分類する。「教科の専門知識・教

授法」（教科の専門知識及び教科の指導法に関すること）、「教職・教育の基礎知識」（教育

の基礎的な理解に関すること）、「生徒理解・指導」、「実践経験・現場理解力等」（教育実習、

教職実践演習を通して高められた実践経験及び学校現場に対する理解力に関すること）、

「その他」（一般教養知識やコミュニケーション能力などその他に関すること）の不足及び

課題である。
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図4 北海道大学の教職課程の履修を通して教師としての養成段階における不足・課題

(3)小括：進路別の履修者の学びの特徴

進路別の履修者の振り返りについての比較を通して、それぞれのグループに属する履修

者が学び得たことと不足・課題として挙げているのは大きく異なっていることが分かった。

ここで、それぞれのグループに属する履修者の学びの特徴をまとめてみる。

他の4つのグループと比べれば、すぐに教職に就きたい履修者（グループ I)のうち、

殆んどの履修者は北海道大学の教職課程の履修を通して「教科の専門知識・教授法」「教職・

教育の基礎知識」「生徒理解・指導」「実践経験・現場理解力」の4つの面で学んだことが

あると考えている。しかしながら、同グループのなかでは、「教科の専門知識・教授法」「実

践経験・現場理解力」をめぐって多大の不安を感じる履修者の割合は高い。教職に就く意

欲が非常に高いグループIの履修者は、北海道大学の教職課程において全面的に学んだこ

とがあると肯定的に自己評価していると同時に、授業づくりをはじめとする教科の指導、

現場経験や実践力において不足していることを省察している。

大学院進学後、教職に就きたい履修者（グループII)のうち、教職課程の履修を通して

「教科の専門知識・教授法」「教職・教育の基礎知識」「生徒理解・指導」において学んだ

ことがあると考えている履修者が多い。一方で、「教科の専門知識・教授法」「生徒理解・

指導」「実践経験・現場理解力」について不安を持つ履修者の割合も非常に高い。約 64%

の履修者が教科の専門知識・教授法に関する学びが足りないと述べ、それが教員になるた

めの大きな課題だと感じている。また、振り返りによれば、同グループに属する履修者の

多くは教職に就きたいと考えていると同時に、教科の専門知識・授業法、生徒理解・指導、
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実践経験において様々な課題を感じ、こうした不安要素となる課題を乗り越えるために、

大学院へ進学し、さらに専門と教職に関する学びを深めたいことが分かった。

社会人経験後、教職に就きたい履修者（グループIII)は、教職課程の履修を通して学び

得たことについて、グループIIの履修者に似ている傾向を示している。「教科の専門知識・

教授法」「教職・教育の基礎知識」「実践経験・現場理解力」において学び得たと答える者

の割合が高い。一方で、同グループの履修者は課題として挙げたのは「物事を多面的に解

釈する姿勢や自らと異なる意見を受け入れること」「他者の心理や関わり方といった知識か

ら実際の人々をどう対応するか」などの教職に限らず、様々な面で自らを成長させようと

することが多くて、全体の 75%を占めている。

教職に就きたくない履修者（グループN)のうち、 67%の履修者は「教職・教育の基礎

知識」において学んだことがあると考えている。また、「教科の専門知識・教授法」「生徒

鴫犀・指導」「実践経験・現場理解力」においてはそれぞれ3割の履修者は学んだことがあ

ると答えた。一方で、同グループの履修者が自分の不足していることや課題として挙げた

のは「様々な面で自らを成長させようとすること」に集中している。例えば、「相手が理解

できるように伝えることなどの能力が不足している」「社会に出て自分とは全く違う環境で

生きてきた人に出会うことを理解し、向き合い、受け入れていくこと」などで、全体の 93%

を占めている。

将来について未だ分からない履修者（グループV)は教職課程を通して学び得たことに

ついてグループWの履修者に似ている傾向を有している。半数以上の履修者は「教職・教

育の基礎知識」において学んだことがある、また、「教科の専門知識・教授法」「生徒理解・

指導」「実践経験・現場理解力」においてはそれぞれ3割前後の履修者は学んだことがある

と答えた。殆んどの履修者は教職課程での学びが非常に有意義だと思って、学び得たこと

をいろいろな仕事で活用しようと考えている。例えば、ある履修者は「社会では、生徒が

お客様や取引先に入れ替わるようなものである。人と人同士の関わりについて学んできた

4年間の蓄積を活かせるように、これからの生活を過ごして行きたい」と述べている。

6. 考察一ー教職希望者にとっての意義と課題

既述のように本研究では、教職課程を履修済み、教育実習を終えている「教職実践演習」

の履修者を対象にして進路希望調査を実施し、その調査結果と履修者の教職課程における

学びについての振り返りを総合的に分析し、進路別の履修者がそれぞれ学び得たことと直

面している課題が何かを明らかにした。それを踏まえて、北海道大学における教職課程の

履修は卒業後すぐに教職に就きたい履修者と多様なキャリアパスを経て教職に就きたい履

修者にとって、それぞれどのような意義を持つかについて以下のような 3点から考察する。

第ーは、卒業後すぐに教職に就きたい履修者にとっての意義についてである。 4と5で

の分析結果によると、卒業後教職に就きたい履修者は教科の専門知識・教授法、教職・教

育に関する諸科目の履修を通して、教科に関する深い専門知識、学習指導案の作成、授業
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の作り方、教育の理念・歴史・思想、教職の意義、教師像、教員の役割、教育に関する社

会的、制度的または経営的事項において全面的に学び得たことがある。北海道大学におい

て教職課程を履修する場合では、教育実習は原則として出身校で行う。しかしながら、多

くの履修者は教育実習校、社会福祉施設、特別支援学校での体験及び学校関係者の講義を

通じて、教育現場における学校・教員・生徒が抱えている課題について学び、生徒理解・

指導について深く考えた。とりわけ、教職実践演習の履修によって体験したことのない学

校現場を自らの目で確認し、複雑な教育現場を再認識した。北海道大学における多様な学

修を経て、履修者は教職に就く意志を確かめ、教職員の採用試験を受けるようになった。

卒業後すぐに教職に就きたい履修者にとって、北海道大学における教職課程の履修は「学

生に自ら教員としての適性を考えさせるための機会」を提供し、将来教員になるための「実

践的指導力の基礎」を構築したと考えられる。

第二は、大学院へ進学した後で、教職に就きたい履修者にとっての意義についてである。

履修者の振り返りの比較結果によれば、大学院進学後教職に就きたい履修者は教職に就く

意欲がかなり高いことが分かった。しかしながら、「教科の専門知識・教授法」「教職・教

育の基礎知識」において学び得たことがあると考える当グループの履修者の比率は、卒業

後すぐに教職に就きたい履修者の比率より低い。一方で、当グループの履修者は自ら挙げ

た不足・課題が「教科の専門知識・教授法」「教職・教育の基礎知識」「生徒理解・指導」

「実践経験・現場理解力など」「その他」のすべての面に及ぶ。総合大学における教職課程

の履修経験はこれらの履修者に教員になる上で自分にとって何が課題であるかを省察させ

ると同時に、不足・課題を感じた履修者に大学院へ進学することを促した。大学院レベル

の学修を通して、履修者はさらなる専門知識の学びと専修免許の取得が可能となる。

第三は、社会人経験後教職に就きたい履修者にとっての意義についてである。 5におけ

る分析結果によると、これらの履修者のうち、特に「教科の専門知識・教授法」「教職・教

育の基礎知識」「実践経験・現場理解力」において学び得たことがあると考える履修者の割

合が高い。また、履修者の振り返りによれば、これらの履修者は教職に就く意志を持って

いるものの、必ずしも学校教育に携わろうと考えているわけではない。一部の履修者は民

間企業に就職し、社会人としての経験を積んだうえで教育に携わりたいと思っているが、

一部の履修者は直接に教職に就くことではなく、教育関係の会社／施設に就職したいと考

えている。北海道大学における教職課程の履修を通して、これらの履修者が学校現場の課

題や教員としての必要な知識・技能を確認し、将来教員になることにあたって、教育に関

する専門知識のみならず、社会人としての経験も重要だと認識したと考えられる。

2017年度、北海道大学においては教職課程を履修し、免許を取得できる履修者のうち、

免許を取得してすぐに教職に就きたいのは2割強である一方で、大学院進学後或いは社会

人経験後、教職に就く予定者は3割である。既述のように教職課程の履修は進路希望が異

なる履修者にとってそれぞれ重要な意義を持っていることが明らかになった。しかし、教

職課程の履修者のうち、多くの履修者が「教科専門知識から学び得たことがある」と「教
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科を教えることに対する不安」という矛盾に陥っている実態から、北海道大学における教

職課程の課題が見えてくる。つまり、どのように教科内容と各教科の指導に関する専門知

識を結合させ、「教える内容」と「教える方法」を融合した課程を履修者に提供し、履修者

に「体験一省察一参加」させるかが非常に重要になる。それを実現させるために、今後教

職課程コアカリキュラムまたはそれに続く教科のコアカリキュラムを検討する際に、①こ

れまでの進路予定の調査結果を踏まえて将来教職に就く可能性を持つ履修者のキャリア・

サイクルを見据えたうえで、教職課程の内容を精選・重点化することが必要になり、②各

学部においては教科内容に関する専門科目と「教科の指導法」の連携を強化することが非

常に重要になる。また、そのような教職課程の改革の試みをめぐる学部間の情報交換と経

験の共有も欠かせないだろう。
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