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要約

本研究の目的は、 2013年度の教職実践研究・教職実践演習(沖縄こどもの国と連携して実施した「ドリー

ムフェスティバル2013Jという行事の企画・運営)を通して、受講生たちが教員として求められる資質・

能力を習得しているかどうかを明らかにすることであった。今回の実践を通して、受講生22名は、行事運

営能力や対人関係能力、使命感や責任感、子どもや大人さらには社会に対する理解、特別活動としての指

導力等を定着し得ていたことが確認できた。

Abstract 

The purpose of this study was to reveal whether participants had enough ability and equipment as 

elem巴ntaryor junior high school teachers. 22 participants were engaged in the Practical Seminar 
for the Teaching Profession， which included planning and managing school-related special events， 

named "Dream Festival 20日.. (which was held with Okinawa Zoo & Museum). As a result， it 

could be interpreted that they had enough ability to plan and manage events， interpersonal abil-

ity， sense of mission， responsibility， deeper comprehension about human being (e.g.， children， 

adults， and society)， and leadership of special activity. 

キーワード:教職実践演習、特別活動、沖縄こどもの国

Keywords : Practical Seminar for the Teaching Profession， special activities， Okinawa Zoo & 

Museum 

はじめに

2013年度から四年制大学の教職課程でも教職実

践演習が実施されている。この科目は、教員とし

て求められる4つの事項(①使命感や責任感、教

育的愛情等に関する事項 ②社会性や対人関係能

力に関する事項 ③幼児児童生徒理解や学級経営

等に関する事項 ④教科・保育内容等の指導力に

関する事項)について、最小限の資質能力の修得

状況の最終的な確認を行うものである。琉球大学

教育学部では教諭用の教職実践演習として、多様

な学校文化・教育環境を模擬的に構築するなどし
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て学校や学級を企画運営するもの(開設科目名:

教職実践演習(教諭A))と教科ピークを意識し

た教員養成カリキュラムに適合した特定の教科の

指導法に関する科目履修を前提としたもの(開設

科目名:教職実践演習(教諭B)) を開講してい

る。これに加えてさらにより深く、時間をかけて

教員志望学生の資質や能力を確認するため「教職

実践研究(前期 1単位)J + r教職実践演習(後

期2単位)J という科目構成で履修させている。

筆者らは2013年度の教職実践研究・教職実践演習

(教諭A)の一実践として、 2012年度の試行の成

果(吉田・小田切， 2013)を継承した「ドリーム

フェスティバル2013Jという行事の企画・運営を

主とした実践を行った。沖縄こどもの国と連携し

たこの実践では、単なるロールプレイではなく実

際に子どもが関わる行事を運営することを通して、

行事運営能力そのものや対人関係能力、使命感や

責任感、子どもや大人さらには社会に対する理解、

特別活動に必要な指導力等を確認することを目的

とした活動が行われた。

この実践が教職実践演習の目的を達成するかど

うかを検証していくには、実践そのものの是非だ

けでなく、受講学生の変容を分析しながら必要な

改善を施しつつ継続的に実践することが必要であ

る。そこで本報では、 2013年度の実践が受講学生

の受講前後段階での自己分析にどのような影響を

及ぼしているのか、教員として求められる 4つの

事項の修得状況をどのように自己評価しているの

かを検証した。

2 平成25年度の実施内容の概要

沖縄こどもの固と連携して行事を企画・運営し

ていくことを取り入れた教職実践研究・教職実践

演習は、 22名の受講者で実施された。今回は「笑

顔でつなごう!OKINAWAJをスローガンに

「ドリームフェスティパル2013Jを企画運営する

形で実施した。その企画意図は「赤ちゃんから、

おじい・おばあまで年齢を問わず『沖縄に笑顔と

元気を与えたい!j) Ii'みんなを笑顔にしたい』と

いう思いから生まれたおまつりJである。

受講生は連絡調整といった庶務や全体統括を担

当する「本部班」の他、手作りスライムや万華鏡

の作成体験や段ボール迷路の企画運営をした「ワー

クショップ班J、こどもの圏全体をつかったアト

ラクション(スタンプラリーやサンタクロースに

扮した学生を探し出す「あわてんぼうのサンタク

ロールを探せJや水鉄砲合戦)を企画運営した

「イベント班」、外部団体を募り、企画内容に応じ

てブースを割り当て出庖してもらうことを企画運

営した「ブース班」とステージでの発表を企画運

営した「ステージ班」という 5班にわかれて活動

した。天候にも恵まれ「ドリームフェスティパル

2013Jは20日年11月3日、 4日の 2日聞にわたり

無事実施することができた。

3 学生の変容

学生の変容については、「量」と「質」の側面

から検討を行った。これら 2つの側面から検討を

行うことで、学生の変容をより精微に描き出せる

であろう。

3 -1 数量的分析

目的 本分析の目的は、(1)学生が、今回の教職

実践研究・教職実践演習を通して教員として必要

な能力を定着し得ているかどうか、を明らかにし、

(2)今回の教職実践研究・教職実践演習における学

生の自己評価は、昨年度の教職実践演習(吉田・

小田切、 2013)に比べて高いかどうか、を記述す

ることであった。 (2)については、今回の教職実践

研究・教職実践演習が、昨年度の教職実践演習に

比べて、良いか悪いかという評価をするために分

析を行うのではなく、沖縄こどもの国と連携して

実施された教職実践研究・教職実践演習の知見を

積み重ねていくために(データを蓄積していくた

めに)、比較・検討を行うものである。

方法調査対象は、今回の教職実践研究・教職

実践演習に参加した大学4年生22名(1組:男性

3名、女性12名、 3組:女性7名)であった。学

生には、吉田・小田切 (2013)と同様に、教職実

践演習の評価規準・基準表である琉大「教職実践

演習版教職スタンダードJ1 (表 1)を配布し、

各項目について、 A、B、C、D、Fの5段階で評

定することを求めた。この自己評価は、教職実践

研究・教職実践演習の最終課題の一部として実施
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した (2013年11月8日に学生へ周知し、 11月30日

までに提出することを求めた)。

て、受講者は、今回の実臨を通して、自身に教員

として必要な能力が定着しているということを実

感し得ていたようであった。結果と考察 まず、琉大「教職実践演習版教職

スタンダードJ(表 1)における評価Aを5点、 B

を4点、 Cを3点、 Dを2点、 Fをl点として、各

項目における得点を算出した九次に、(1)学生は、

今回の教職実践研究・教職実践演習を通して、教

員として必要な能力を身につけることができたか

どうか、を明らかにするために、真ん中の評定で

ある「評定CJ (sufficient)よりも得点が高いか

どうかを 1サンプルのt検定を用いて検討した

(表2)。その結果、琉大「教職実路演習版教職ス

タンダードJの全体得点および各項目の得点の全

てにおいて、それらの得点が「評定CJ(sufficient: 

では、 (2)今回の教職実践研究・教職実践演習に

おける学生の自己評価は、昨年度の教職実践演習

における学生の自己評価(吉田・小田切、 2013)に

比べて得点が高いのだろうか。そこで、今回の学

生の自己評価と吉田・小田切 (2013)の結果を比

較した九なお、本研究と吉田・小田切 (2013)で

は、同じ評価規準・基準表(表 1)を踏まえて自己

評価票が作成されているが、用いられた項目数や

ワーディングという点で違いがあった。そこで本

分析では、吉田・小田切 (2013)の項目②と項目③

の平均値を表 lの rA2得点」、項目④を rB1得

点」、項目⑤と⑥の平均値を rB2得点」、項目⑧本研究では3点)よりも有意に高かった。したがっ

表 1 r教職実践演習版教職スタンダード」を基に作成した評価規準・基準表(吉田・小田切， 2013) 

評価項目 F. Insufficient D C. Sufficient B. Very Good A. Excellent 宮崎るべき事項

A 社会性や対
人関係能力

11.段腿として

の11削"
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|シヨシに闘して削叫する |返するようにわた |シをとっている 122ミユニヶーシヨシをとって|酬と崎町此コミュニヶー日

1 1 1 l' . 1シ関係金つ〈りあ，<ている

1 1 1 1 .~.".._=__...___". 1社会性や対人関係能力に
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111 
鞄育的盤情
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合わせて麹切にi.動している

1111に一人ひとりに対して公平か
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ー ・子どもに'1している l 

目う語4かいまf.ざしで絡している

側側伎と肉'fをも勺て枝問実関 l使命感や貸'''11.1養育的
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園 田町 田する禽"がうかがえる l鵠%あふれる姿"が見られる脅

'舎がうかがえる

11脊内脅1こ対するi11い理解が話動
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C.IIII内'11>1 1 1 1 1 11河湾を峨侮・鍵供している I!殴符・保育内脅等の指導
の揃羽η 一一一一一一..1・一一一一一一一一一一一一一一ート一一一一一一一一一一一一一一-1-一一一一一一ーー一一一一一一一ト一一一ー一一一一一一一.....ートーーー一一......一一一一一..~カに関する事羽

I=...... ，，~， k.._....Lhl 1.. "......__._..H._.. 1時間内全体を処遇して 子ども l時間内全体をU過して.スムーズι" 1時間内を処遇したat闘が不十分 1.....__...__.._. ......1子どもが情動するのに支障のな 17，':".' "::::~~:::::::.. :，;;;~ 1 I:::.:.~..::;:: ... ::ò:=~;.:..:.~ 1 続出指導によってCのレベルに I.'='::';"~::' :;.;:;..::;;:;:.:: 1がスムーズにm動できる計画をlであると同時に抱展的危帰動への
計画・術場 lであり.術碍.'"価に閉しても 1:;::;'::--:-';::-.:-:... .....1ぃat闘を立て.摘樽.岬倒して 1'::::-.. ::;::::::.~ -.::::-::: 1 1';;:;:;:.:;:;-.. -，_.~- . u 1途するようになった I::~-.-" .._. "---1立て 具体的に措場・線価してl展開を侵閣に入訓た計画を立て.n錨スキル 1努力を唖する 1-'--"".'" 1 いる 1 ::;. ，，"，.，..，.- ~---I l 1 1'''- 1.・る l趨切に指場.'"倍している

1 1 1 1 1予どもの様子や鬼遣の状悦を常
l子どもの樋子や姥湿のli:iI!を.Il1 1.". ....，__..__...1_..._..___..__..._1に怠鎚し提訴がら.→人ひとりのDI I~:-:::"". : ;~';":'::::::~.:.:: I ~..........，...._.. _，，_......_ I T'どL-人ひとりの純俄等を他l子どもの織予や鬼逃の状棋を窓l1111したり.一人ひとりの紡徴等l柑怠指穏によってCのレベルに 1~.~~. -:;;;:;:;...~~:.;;:;; I':'~ .~:;~. . '，"--::::~.::.= 1特関等を偲側 L.これから行う

子どもの実態 1';';;;:;;:;:.. -:::;;;;':':':，:":: 1 :;::::':'~:;::::.:_:"v .....1似しようと努力し ある卵胞畑11脅し伝がら.一人一人の特徴等 llを犯閣することに閉して4・1.分l遣するようになった 1 :::~::.~ ~"" u. ---....，" 1 ';':;'::::'''':'_:: >;':'::'~':'-I 訴動について子どもがどの純血
I:::::~"---"'--"'"I-'--''''-''' 11越している lを杷似し.櫛碍助6している l lである 1 1"--"- 1 ..-......_-.~--..- 1できるかということを予測しU

D， l'ども略解 1 ...-. 1 1 1 1 1 1 1 1 1がら指岬助詰している l幼児児磁生徒湿解や学鰻
や学般経常 1 1 1 1 1 1..............................1...................ー 一一 l一一 ーーーー 一一一一ーー一一一ートー一一一一一一一一一一一一一ート一一"“・一一一日・・......一一 l経営等に闘する事羽
海の能力 1 1 1 1 1 1 1 1 1..，...__ .__ ___. ..1喝に応じた適切f.，苦肉(;nM1_... _. ..... _. __ __.1 1....".，.. "... ..."__I;m切訟提御《伊保抑鍋君事}に11I事聞を飾かに防たせる工夫や彼1....._......_.._. ......1時聞は少しかかるが 鍛聞の.Il1~::;:::;:;.:: :::. ';"'"::;:.:: IlIll働等》や災情.身体の勧告及

口，~.__.. 1申して聞かせるための訴し方が|舗完備噂Lきって印レペルに liiを自分に刷.<t.踊すべき|より協同に対してスムー泊=踊|ぴ舗のスキル制iいて 醐の
犠聞の掌槻 1~~~=~:_，_ ..__u"_1 返するようhなつえ l ・ lしかけ.動〈ときと僻かにする l

E不十分である I-'-~'''''''- 10とを正信L伝えている I.':::::':'.::'~~: =:~~::~ -1 -人ひとりを匁唱し.その動僻
，- 目時とのメリハリをつけている l 

l'tコントロールしている

:琉大「教職実践演習版教職スタンダード」とは、琉球大学教育学部が「平成19年度文部科学省教員養成改革モデ
ル事業/テーマの区分 教職実践演習(仮称)の試行Jと「平成20年度 (3年間)質の高い大学教育推進プログ
ラム【教育GP】の成果として作成した評価規準・規準表である「教職スタンダード」を吉田・小田切 (2013)が
教職実践演習向けに改変したものである(表 1)• 

2 吉田・小田切 (2013)では、評価Aをl点、 Bを2点、 Cを3点、 Dを4点、 Fを5点として平均値が算出されてい
た。しかし、本研究では、得点が高いほど評価がよくなる方が分かりやすいと考え、吉田・小田切 (2013)とは
逆の方向で得点化を行った。

3 吉田・小田切 (2013)よりローデータを提供して貰い、本分析を実施した。
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と⑨と⑩の平均値を fC2得点」、項目⑫と⑬の

平均値を fD2得点」とみなし、分析を行った。

吉田・小田切 (2013)の自己評価の結果を、得

点が高いほど評価がよくなるように逆転集計した

上で、 t検定を行った。その結果、本研究の自己

評価は昨年度の吉田・小田切 (2013)の自己評価

に比べて、「得点全体」、 fA1 :コミュニケーショ

ン」、 fA2:協働性」、 fB1 :教育的愛情」、 fB

2 :責任感や使命感J、fD2 :集団の把握」にお

いて、得点が有意に高かった(JI!貢に、 t(35) =2.93， 

p<.Ol， t(34) =2.67， p<.05， t(35) =2.14， p<.05， 

t(30) =2.55， pく.05，t(35) =2.40， pく.05，t(34) = 
2.37， pく.05，図1)。したがって、本研究の自己

評価は吉田・小田切 (2013)に比べて高いことが

示唆された。

もっとも、吉田・小田切 (2013)の得点が、本

研究に比べて相対的に低いといっても、真ん中の

評定である「評定CJ (sufficien t) に対して lサ

ンフ。ルのt検定を行った結果、全体得点および各

項目の得点の全てにおいて、それらの得点が「評

定CJ (sufficient:本研究では3点)よりも有意

に高かった(たとえば、全体得点は、平均値4.09

(標準偏差0.41)であり、 t(14)=10.22， pく.01で

あった)。したがって、吉田・小田切 (2013) の

受講者も、もちろん、教員として必要な能力を定

着し得ていたということを付言しておきたい。

3-2 学生の履修前後での自己分析記述から見

た質的分析

3-1の数量的分析を受けて、自己評価の平均

が満点の5.00だった者6名中 2名と相対的に低い

(3.75未満) 3名について、今回の教職実践研究・

教職実践演習の履修前後での自己の変容をどのよ

うに捉えているのかを質的に分析した。

表2 琉大版「教職実践演習版教職スタンダードJの記述統計量1)

評価項目 内 容 N 平均値 標準偏差 lサンプルのt検定

得点全体 全体得点 22 4.52 0.45 t (21) = 15.93柿

A.社会性や対人関 A1 コミュニケーション 22 4.73 0.46 t (21) = 17.77紳

係能力 A2 協働性 22 4.64 0.58 t (21) = 13.21材

B.教職としての B1 教育的愛情 20 4.70 0.47 t(21) =16.17帥

Basic Factor B2 責任感や使命感 22 4.55 0.67 t (21) = 10.80制

C.教科内容等の指 C1 教材内容の工夫 21 4.43 0.60 t (21) = 10.95帥

導力 C2 計画・指導・評価スキル 22 4.23 0.61 t (21) = 9.41'* 

D.子ども理解や学 D1 子どもの実態把握 21 4.33 0.66 t(21) = 9.28帥

級経営等の能力 D2 集団の掌握 21 4.48 0.75 t (21) = 9.02帥

1) 1サンプルのt検定の検定値は.真ん中の評定値である3点(表 l 評定C: sufficient)を検定値として実施した.
また，柑p<.Olである.

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 よ E I I • I 

全体 M ~ ~ ~ a Q ~ m 
得点

-本研究

ロ吉田・小田切(2013)

A1コミュニケーシヨン
位協働性

81教育的愛情

82責任感や使命感

C1教材内容の工夫

C2計画・指軍事・評価スキル
01子どもの実態把握

02集団の掌橿

図1 本研究の自己評価と吉田・小田切 (2013)の自己評価との比較
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方法 今回の教職実践研究・教職実践演習は、 ように、講義で得た知識を活用することはあまり

第二著者が担当する「教職実践研究・教職実践演 できなかったので、私自身の課題は多いと考える。」

習1組Jと、第一著者・第三著者が担当する「教 と自分を分析していた。彼は 5月のレポートの最

職実践研究・教職実践演習3組」が合同で行った。 終段落を次のようにまとめていた。

5月10日に実施した 1組、 3組の合同オリエンテー

ション時に、履修者全員に「リフレクションシー

ト、単位取得状況等を見直し、『現時点での自分

の姿(だいたい身についているところ、まだ不足

だと思うところ).JJをA4 1枚(おおむね1000字

以内)に簡潔にまとめる(締切 5月31日)J とい

うレポートを課した。また、 11月8日の最終回で

は「教職実践研究・演習を通して、教員免許を持

つ者として自分は何ができるようになってまだ何

ができないのか(足りないのか)を整理し、それ

はどうすれば補えるのか? (i現時点での自分の

姿」などを振り返りながら)J を、同じく A4

1枚にまとめる課題(締切11月30日)として提示

した。自己評価の平均が5.00だった者と相対的に

低かった者のこれら 2つの課題の中で特徴的な記

述を見いだし、分析した。あわせて該当者の最終

的な自己評価を記入する用紙に記された「振り返

り(感想や自己評価の理由、自己評価した具体的

な観点など)J も分析の対象とした。

結果と考察高得点の学生2名(学生A、学生

B)、低得点の学生3名(学生C、学生D、学生

E) の順で、質的分析・考察を行った。後述する

が、学生Aと学生Cは 1組で登録した学生、学

生B、学生D、学生Eは3組で登録した学生で

あった。

高得点の学生の場合学生A(男性、 l組で登

録)は、 1組で登録した学生の中で唯一自己評価

の平均値が5.00と、全ての観点で最上位の評価を

した者である。学生Aはステージ班で活動したが、

彼は履修前段階の自己分析として、「大学の講義

を通して教育に関する様々な知識を得ることが出

来たが、その知識をこの後に述べる学外実習で活

用できたかどうかを振り返えってみると、ほとん

ど活用出来なかった」とし、その学外実習につい

て「現場の先生方の教育の対する熱い思いに触れ

ることができたと同時に、教師になりたいという

気持ちがさらに強まった。しかし、先にも述べた

1 組織の代表者からの依頼文，公文書のこと。

これまでの自分を振り返ってみると、現時点

の自分に足りないものは発想力だと考える。そ

れは「どうして理論を実践に活用できないのか」

ということを考えたとき、もちろん、自分の理

論がまだまだ未熟であるということも原因の一

つであるが、一番の原因はその理論をどうすれ

ば実践に活用できるかという閃きがないからだ

と考える。なので、この教職実践研究(演習)

では、自分から積極的に取り組んで自分の経験

値を上げるだけでなく、その中で自分の考えや

意見を述べたり、他者の考えを聞いたりするこ

とを通して、発想力を少しでも高めていけるよ

うに取り級みたいと思う。

11月のレポートでは、「話し合いの際に最初の

頃は自分たちがやりたいこと思うことを深く考え

ずに提案していたが、他の学生からの意見やこど

もの国のスタッフさんのアドバイスなどをもらい、

もう一度その提案を見直してみると、子ども達が

取り組みやすい内容ではなかったり、保護者への

負担を考えていなかったり、イベントの主旨から

ズレていた場合もあった。しかし話し合いの数を

重ねていくごとに、少しずつではあるが、多様な

視点から考えたうえで提案することができるよう

になった」ことと「こちら側の要望を押しつけた

り、当日直前に変更点があり、急に連絡をしてし

まったりなど、外部の方々には迷惑をかけてしまっ

たし、最終的にこどもの国側に任せてしまうこと

も多かった。しかし、そのようなやりとりの中で、

公文 1が必要なことやアポの取り方などのイベン

トの宣伝や依頼するときの手順、そして礼儀を学

ぶことができた」という「ものごとを様々な視点

から考えられるようになったことj と「外部との

やりとりの仕方」の 2点を成長した点として述べ

ていた。その一方で課題として、教員採用試験の

準備や教育実習で忙しく前半は取り組みにくい状
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況であったが、それでも計画的に進めることがで

きたのにしなかったことや結果として時間不足に

陥り余裕をもって取り組むことができなかったこ

とと、「様々な視点からものごとを考えて提案で

きた」が、自分たちの予想していたこと以外の問

題への対応の弱さがあったという「計画的に取り

組むことができなかった」と「見通しの甘さ」の

2点を述べていた。自己評価のコメント欄には

「今回、この講義で学んだことを現場に就いたと

きに活かしていきたいと思います、約半年問、

本当にありがとうございました。」と記入されて

いた。

学生Aのように自己評価が高い学生は、履修前

段階での自らの不足部分が改善できたことが評価

に影響していると考えられる。学生Aは5月段階

で「自分の考えや意見を述べたり、他者の考えを

聞いたりすることを通して、発想力を少しでも高

めていけるように取り組みたい」と意識しており、

一連の活動の結果、 「ものごとを様々な視点か

ら考えられるようになったJと自己評価してい

る。このように自らの課題に何らかの改善が見ら

れたことが自己評価の評点の高さに結びついたの

だろう。

学生B (女性、 3組で登録)も自己評価の平均

値が5.00と高得点の学生である。この学生は「ブー

ス班」として、当日の出展(ブース)の交渉と出

展の準備を行った。このことが彼女にとって大き

な刺激となった。 4年次一年間で2回の実習を行

い、幼稚園の採用試験をこなしながら対外交渉を

こなしたことが自己評価を高めたといえる。行事

を遂行するために、他団体への依頼や準備の打ち

合わせをすることは、特別活動等で教師が行わな

ければならない重要な職務である。

このことの重要性を彼女は自己の「学びj と

「成長Jとして次のように記している。

私は、 ドリームフェスティパルを通して、本

当にたくさんのことを学ぶことができた。その

中でも自分が成長できたと思う点を二つ挙げる。

1つめは、①外部(響察や海上保安，ブース出

展者等)との交渉の仕方や緊急時の対応の仕方

である。 ドリームフェスティバルを企画してい

く中で、特にブース班の担当をしていたため、

②外部との打ち合わせや、交渉をする機会が多

かった。イベント当日には、発電機のトラブル

や、金銭面でのトラブルに直面した。③その際、

自分自身で対応できるところは対応していき、

自分では対応できない範囲はすぐにスタッフ同

士で連絡を取り合い、解決してことができた。

1日目終了後に反省会を行い、反省を 2日目に

活かすことができたのが、とてもよかったと考

えられる。

2つめは、イベントを④企画していく際の大

まかな流れを知ることができたことだ。これま

で、文化祭のように一つのブースをクラスで作

り上げていくような経験をしたことがあった。

しかし、⑤イベントそのものを運営していくと

いうことは初めてだった。⑥イベントを企画す

るには、ステージ班やブース班、イベント班、

本部班、ワークショップ班等、様々な役割を決

めていく。そうすることでスムーズに運営を行

うことができるという事や、各班に分かれた後、

どのように動いていけばよいのかということが

大まかにではあるが、分かるようになった。

(下線は本論執筆者による)

文化祭などで、模擬庖一つを企画したことはあ

る、しかし、行事そのものを最初からつくってい

くという経験はしていない(下線部⑤)。また、

外部と交渉しながら企画をつくること(下線部⑤

⑥)の学びと成長は下線部①や②に示されている。

企画そのものを運営していくために様々な役割を

分担し、それらが分担しながら効率よく遂行して

いくことと、全体で調整しながら連携をとってい

くことの必要性(下線部③)への学びがあったこ

とをこの記述は物語っている。このことは、特別

活動のみならず学校における校務分掌の必要性や

協働の難しさと大切さを、身をもって実感するこ

とにつながっている。

これらのカの必要性を認めた上で自己の課題を

次のように振り返っている。

。。
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私が教職実践演習を終えて、まだ足りないと

思うところは、⑦考えを行動に移すまでの時間

が遅いということである。ある所に、ブースの

出展を依頼することになった。決まってすぐ行

動を起こせばよかったが、 3週間上遅れて連絡

だったため、夏休みに入ってしまっていた。そ

の為、依頼書などをもって、 ドリームフェスティ

パルについての話を直接することはできたが、

夏休みに入ってしまったのでなかなか話を進め

ることはできなかった。夏休み明けにしか返事

を出すことができないとのことになり、最終的

には出展できないとのことだった。⑧外部に交

渉する際は、相手側の都合もあるので、できる

だけ早めに連絡をとることが大事ということを

学んだ。これからはすぐに行動できるようにし

たいと思う。

(下線部は本論執筆者による。プライバシーを

考慮し文章の一部を改変した)

社会人であれば当たり前のことではあるが、外

部と交渉する際に相手の予定も考慮しなければ予

定そのものがたたなくなる。 11月にはまだ時間が

あるからと 7月に考えて夏休みになってしまい、

9月まで交渉ができないという事態を迎えてしまっ

た結果、スケジュール調整ができずに断られてし

まった。相手がどのようなスケジュールで動くの

かを把握する必要性を学んでいる。このように、

失敗から学ぶことも重要な経験である(下線部⑦

⑧)。しかし、“責任を負う"ことがなければ、学

びにつながらない失敗で終わってしまいかねない。

この場合、外部との交渉を学生自身が責任を持っ

て行わなければならない状況が、失敗を学びに変

えた、といえる。この場合も、大学の授業という、

責任をもちながらも、安心して失敗できる環境で

あったときは重要な点といえよう。

低得点の学生の場合学生c(女性、 1組で登

録)はワークショップ班で活動したが、自己評価

の平均値が3.75という結果だった。 5月の段階で

は、「様々な人の話を聞いたり、考えに触れたり

することができた。その中には、私が考えもしな

いような意見・考えも多くあり、私がいかに自分

の考えている“普通"にとらわれていたかに気付く

ことができた。Jとその視野の狭さを自覚しつつ

も「自分の意見を言うことが苦手。相手に伝える

こともそうだが、それ以前の自分の意見・考えを

もつことができていないように思う。」、「説明が

苦手。自分の考えることを言葉にするだけでなく、

文章や感想など、相手に伝わる形にすることがで

きない。」、「判断力や決断力が乏しい」、「社会問

題などに関心が薄い」ことが「不足しているJと

分析していた。

11月のレポート課題では「成長した点を思い浮

かべることができませんJと分析し、その理由と

して「自分に与えられた目の前の仕事に向き合う

ことで精一杯で、もっとこうすれば良かったと思

い残すことばかりです」と記述していた。その中

でも「複数の人間で一つのものを作るとなると、

おEいのコミュニケーションは大切ですごく難し

いということJが r4月の時点でも頭ではわかっ

ているつもりでいたが、やはりやってみると大変

で、知識と経験の差を実感することができた」と

いうことを、自らの成長として肯定的に評価して

いた。彼女はレポートの最後に「教員免許を持つ

者として、何が成長したのかはわかりませんが、

教員免許を持つ者として、誰かに伝えるという点

では、私たちの残した資料が来年のこの講義をと

る学生の役に立てればと思います。Jと書き記し

ていた。自己評価のコメント欄にも「リーダーシッ

プや積極性、教育といった面では不足していたと

ころもあると思いますが、協力してイベントに取

り組むことができたと思います。」と書き記して

おり、自らを厳しく評価しつつも協力できたこと

を肯定的に評価していた。

この学生Cは、自己肯定感が低く、自信喪失傾

向や自己否定的な部分がレポートから垣間見られ

る。自らの不得手な部分を客観的に分析しつつ、

それがどのように成長したのかを肯定的に捉える

ことができなかったことが自己評価の評点の低さ

と結びついたのだろう。しかし、「複数の人間で

一つのものを作るとなると、お互いのコミュニケー

ションは大切ですごく難しいということ」が r4

月の時点でも頭ではわかっているつもりでいたが、

やはりやってみると大変で、知識と経験の差を実

感することができた」ことや「リーダーシップや
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積極性、教育といった面では不足していたところ

もあると思いますが、協力してイベントに取り組

むことができたと思います。」という記述から、

イベントを成功に導けたことを通して協調性や積

極性の大切さを学ぶだけでなく、協調性と積極性

を履修前よりも身につけることができたことが推

察できる。また「誰かに伝えるという点では、私

たちの残した資料が来年のこの講義をとる学生の

役に立てればと思います。Jという言葉から、苦

手意識のあった「相手に伝わる形にすること」に

成長が見られたことを肯定的に自己分析できてい

ることが推察できる。

学生D (女性、 1組で登録)は本部班で活動し

た。彼女は自己評価の平均が3.63と最下位であっ

た。 5月の段階では「コミュニケーション能力」、

「場や雰囲気の把握・醸成」、「協調性」、「子ども

の気持ちを考えた言動」、「意見表明力Jr子ども

の実態を踏まえ子どもが興味、関心をもつような

授業づくり」、「子ども理解」、「場に応じた対応

(声量・表情)J、「学習指導案の作成スキル」が概

ね身についていると自己評価していた。その一方

で「相手に伝わりやすいように順序追って明確に

話せない、説明できない」という部分での会話力

や文章力がないこと、素早く板書できないこと、

先を読んで行動できないこと、外国語活動や英語

の授業で話したい英語がなかなか出てこないため

英語での発話数が少ないため英語を使った授業を

進めることができないこと、器械体操(鉄棒やマッ

ト運動など)の運動スキルの無いこと、リーダー

シップのなさ、根気が続かないこと、パワーポイ

ントやエクセルのスキルのないことを「不足して

いる」と自己評価していた。

11月のレポート課題では、「できないところが

目立つてしまって、考えさせられることが多くあ

りました」と総括していた。しかし、教職実践研

究・演習の履修を通してリーダーシップに欠ける

自らの資質を改善することはできなかったと評価

しつつも、レポートの最後を次のようにまとめて

いた。

他の学生実行委員やこどもの国のスタッフさ

んや先生方の視点や行動から学ぶことがたくさ

んありました。すごいなーと思うだけでなく、

それらを吸収できるように努めていました。周

りと比べてしまい、できない自分が嫌で情けな

くなることが多かった私ですが、逆に私は人の

良い所を見つけるのが得意なのではないかと考

えました。私は子どもの良いところ、ちょっと

した成長にも気付ける教師になりたいし、これ

には自信をもっていこうと思いました。この授

業を通して、自分ができていないことばかりに

目を向けてしまいがちになっていましたが、自

分の長所にも目を向け、自信につなげていくこ

とも大切だと感じました。これからもできてい

ないことについてはひとつ一つどうすれば改善

できるのかを考えながら行動していきたいと思

います。

自己評価のコメント欄は「常に全体の状況を把

握しようとメーリス sをこまめにチェックしてい

たが、たくさんの情報を一回目を通しただけでは

整理しきれていなかった。話し合いをスムーズに

進めるためにも、資料は紙にして常に持っておく

ことと、情報は目を通すだけでなく、すぐにメモ

を取っておくことが大切だ、と思った。イベントを

企画、運営する上で全体の情報共有はとても大切

だと学んだ。Jと書き記しており、情報の把握と

共有の大切さを学べたことを評価していた。

学生Dも学生Cと同様に自己肯定感の低さが感

じられる。それでも「周りと比べてしまい、でき

ない自分が嫌で情けなくなることが多かった私で

すが、逆に私は人の良い所を見つけるのが得意」

というように「新たな自分の良さ」を見いだし、

その良さを見いだしたことが、「私は子どもの良

いところ、ちょっとした成長にも気付ける教師に

なりたいし、これには自信をもっていこうと思い

ましたけという意識の高まりへとつながり、「自

分の長所にも目を向け、自信につなげていくこと

も大切だと感じましたけという意識の高まりへと

古学生、担当教員、沖縄こどもの国の担当者との間での連絡用に作成したメーリングリストのこと。これ以外にも
各班でソーシャルネットワーキングサービスである TwitterやFacebook、無料インスタントメッセンジャーで
ある LINEなどを用いて情報を共有していった。

no 



吉葉ほか:行事企画・運営体験を取り入れた教職実践演習による学生の自己分析の変容

つながっている。 学生C、Dのように自己評価

の評点の平均が低い者は、自己肯定感の低さが感

じ取れるが、一方で「理想を高く掲げ、自分を必

要以上に厳しく分析・評価しているJとも考えら

れる。今回の自己評価の評点の平均の高低は、履

修前の段階で抱いていた何らかの課題が解決でき

たり成長できたりしたと強く認識できたかどうか

が関係していると判断できる。それでもこの教職

実践研究・演習での活動を通して、何らかの自信

につながる学びを得たことが推察できる。さらに

学生A、B、C、Dの4人とも「まだ残る課題j

が自らに存在していることを素直に認め、さらな

る研鏑の必要性を理解していることが伺える。協

働する力と自己研鏑のために学び続ける姿勢は、

中央教育審議会が示す「これからの教員に求めら

れる資質能力J(中央教育審議会、 2013)そのも

のであり、自己評価の評点の高低にかかわらずこ

の教職実践研究・演習でこの資質能力の修得が確

認できたと判断できる。

学生E (女性、 3組で登録)は、自己評価の平

均値が3.63と最低値となっている。彼女は、学生

Bと同様「ブース班」に所属していた。この学生

は取り組み過程においての毎回の自己評価も低く、

A (5点)と評価することは2回しかなかった。

多くの学生がA、悪くてもB (4点)と評価する

中で、良くてB、C (3点)と評価することが幾

度とあった。したがって学生Eは自己評価の低さ

が顕著である。学生Eも、学生C、Dと同様に自

己肯定感の低さが見て取ることができる。

しかし、本授業での「学び」と「成長」という

点では、本授業を履修することによって多くのこ

とを学び、成長した学生の一人として挙げること

ができる。

彼女は、最終レポートで次のように記している。

今回、 ドリームフェスティパルというイベン

トの企画・運営に参加させていただき、教職に

対する考え方が変わった。①今までは、専門知

識について熟知しているとか、授業の進め方や

指導案の書き方が上手であることこそ、教師に

とって求められている能力であり、教師力を伸

ばすためには模擬授業を多くこなすことが一番

の近道だと思っていた。だが、必ずしもそれが

全てではなく、外部との交流を密にしたり、地

域との関わり深めたりすることも教師にとって

必要な力だと学ぶことができた。 5月から11月

までの②活動を通してそのようなコミュニケー

ション能力や連携力が身につき成長できたと感

じる。ーからイベントを作って行くことは想像

以上に大変だったが、③このイベントを作り上

げるためにしてきた努力や経験は将来教育を考

える上で役に立つと思うし、視野も広げてくれ

ると思う。(ブース班だったため)直接子ども

たちと関わる機会はなかったものの、子どもた

ちがどのような興味を示してくれたか・参加の

様子などについて等反省会で他の班と共有する

ことができたので、これから教育内容の工夫や

遊びをつくる際に参考にしたい。

今回のイベントで④想定外のことが起こって

しまった時、臨機応変に対応することが難しく、

とても焦ってしまったのは反省点である。冷静

に判断し、行動する能力が、わたしにはまだ足

りていないと痛感させられる体験となった。こ

の課題を克服するために、これからは、(問題

が起こってから対応の仕方を考えるのではなく)、

何かを計画しようとする際には「どういうこと

が起こり得るか」について事前にある程度予想

して、「その場合の対応はどうするのか」につ

いて考えながら行動することを大切にしたい。

また、「自分から進んで行動する」ということ

もあまりできなかったことも大きな反省点であ

る。自分から率先して何かを進める能力は教師

にとって不可欠だと思うが、話し合いの場面で

はなかなか自分の思いを言えなかったり、私が

4月に課題として挙げていた「自信のなさ」に

も関係していると思う。多少自信が持てなくて

もそれをあきらめてしまうのではなく、少しで

も自分にできそうなことを見つけて取り組んで

いく必要があると感じた。しっかりと責任を持っ

て、前向きに行動・考える力を身につけられる

よう努力していきたい。

(下線部は論文執筆者による)

まず、教師として必要な力について考え方を大

きく変えている。今回の教職実践研究と教職実践

演習の履修前では、授業の進め方や指導案の書き
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方こそが教師に必要な能力だと考えていたが、本

演習での取り組みの中で、学校外機関と連携をと

り地域と関わりながら学校やクラスの運営を考え

ていくことの必要性を実感を伴って学んでいるこ

とが記されている(下線部①)。そして、本演習に

取り組む中で、コミュニケーション能力や連携力

が身につき、取り組む努力や経験が教師(教育を

考える)になる上で役に立ち、かつ、視野を広げ

てくれるものになる、と記している(下線部②③)。

ドリームフェスティパルを取り組んでの自己の

課題も記されている。「想定外のことが起こって

しまった時、臨機応変に対応することが難しく、

とても焦ってしまったのは反省点である」、とい

う書き方から“ダメな私"と評価するのではなく、

何が問題かを分析し、それを課題として積極的に

受け止める力が育っている。具体的には、「冷静

に判断し行動するJことを課題とし、これを克服

するために、「何が起こる」のかを「事前に・・

予想し・・考えながら行動するJことを自己成長

の課題として挙げている(下線部④)。

又、 4月時点の自己課題として「自信のなさJを

挙げていたが、 11月には、「多少自信がなくてもあ

きらめてしまうのではなく、少しでも自分にでき

そうなことを見つけて取り組んでいくJことが大

事だとしている。毎回の振り返りで丁箪に、周りに

感謝すること忘れずに言葉を記していた。学生E

の所属コース教員である筆者からみても、取り組

みの中での大きな変化は目を見張るものであった。

このことはドリームフェスティバル2日目の11

月4日の振り返りからも見て取れる。

昨日の反省を生かし行動することができまし

た。お金の回収も(少しもめるようなことがあ

りましたが)素早く終えることができ自分の成

長を少し感じました。 00さん(こどもの国の

担当者)にもほめられました女。直接子どもと

関われる機会はありませんでした(ブース班だっ

たため・・・)が、楽しむ姿を見ることができ

嬉しかったです。

(プライバシーを考慮し、一部を改変した)

前日の反省を活かし、動けたという実感から

「自分の成長を少し感じました」と記している。

さらにこどもの国の担当者、つまり、他者から評

価されたことも自己肯定感を高めている。「女」

印はそのことを嬉しさとして表現したといえる。

そして、この時だけは自己評価欄に 2つのAが記

されている。このことから、具体的な活動と連動

した他者からの評価は、自己評価を高め、自己肯

定感を得る効果があるといえる。

したがって学生Eは、得点は低いものの、本演

習に積極的に取り組み、教師になるに当たっての

学びと成長が顕著に見えた学生だということがで

きる。

しかし、自己評価だけではその様な学びと成長

を見ることができない。学生相互での他者評価の

視点をなど、評価の工夫が求められることが、学

生Eのケースから示されたといえる。

4 全体的な考察とまとめ

まず、 3-1および3・2で示されたように、本

授業は履修した学生の教員としての資質向上に寄

与したことである。昨年と同様の結果を得たこと

からドリームフェスティバルに向けた取り組みを

教職実践演習として取り組むことの効果が示され

たといえる。

3-2での学生が挙げているように、①実際に

自分たちが子どもたちを集める努力をしたこと、

②外部団体との交渉を自ら行い全体の運営責任を

学生自らが担ったことは大きい。教育実習は、授

業をつくる責任を担う点では学生にとって重要な

教師としての経験ではあるが、そこには実習担当

教員の支えがある。しかし今回は、「こどもの国」

の支援はあるが運営そのものの責任は学生自身が

担わなければならない。学生自身が背負う責任は

より重くなる。このことを学生自らが自覚し、の

べ6000名を超える参加者6を集めたことは、大き

な自信となるに違いない。「担当職員からほめら

れたJという感想もあり(学生E)、外部からの

評価が学生の自己評価を高めていることがわかる。

6 ドリームフェスティバル開催日の沖縄こどもの国の有償入園者数(入園チケット販売数)である。そのためドリー
ムフェスティバルに関係なく来園した者が含まれる一方、 3歳までの幼児は無料であるためドリームフェスティ
パルを観覧したとしても入園者数として数えられていない。
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学内だけでなく 外部団体と協同して行事を創り 、

運首の体験をすることが教l織になるにあたっての

演習の重要な要素となることが示されたといえる。

3-2において、 l組と 3組で平均値の高得点

者数に差が見られた点について補足する。今回、

自己評価の平均5.00であった6名中 5名が 3組の

受講生であったが、 3組は生涯教育課程で演習期

間内に小学校教育実習、幼稚園教育実習を行う学

生で構成されている。また、全員が幼稚国教諭を

目指しており、採用条件となる保育士の国家試験

も受けなければならない。 9月に幼稚園採用試験

(一次試験)、 10月に保育士国家試験(二次試験)

と幼雅園採用試験(二次試験)があった。このよ

うな多忙な状況で教職実践研究と教職実践演習に

取り組まなければならない点で l組とは異なって

いた。スケジュールが過密、やることが多い1:1'1で

よくやりきったという意識が3組の自己評価を高

めたのではないかと推察する。

また、今回の平均値の高い学生と低い学生につ

いては、自己肯定感の高低がス コアの高低となっ

た可能性がある。 3-2でも述べたように、スコ

アの高低が学生の「学び」と「成長Jを示すもの

ではなく、スコアが低い学生の中にも学びがあり

自に見える成長をしている学生も存在する。今後、

自己評価に学生同士の他者評価を加え、 学生の学

びと成長を、相互、かつ、総合的に評価していく

工夫が必要だといえる。

評価の観点から学生同士による相互評価が重要

だとすれば、相互評価を行うための受講者数や評

価グループの規模、 ヰI~I互評価の方法を考える必要

がある。受講者数については、 ドリームフェスティ

パルを運営する上では、今回のような20人前後の

受講者が必要である。その中で相互評価を行うの

であれば、評価グループの規模は 5~6 人が上限

となる。したがって、今回構成された企画運営班

を評価グループの基礎単位とすることが妥当だろ

う。ただし、企画を遂行するグループと評価グルー

プを同ーのものにしてしまうと、遂行に困難が生

じてしまった場合に評価と課題を冷静に分析する

ことが難しくなる可能性がある。このため、何回

かは他班のメ ンバーが評価する機会を設けるなど

して評価の客観性を担保する工夫が必要だろう。

この点については次年度以降の課題としたい。

昨年度の試行実践を受け、今回も沖縄こどもの

国と連携して「ドリームフェスティパル2013Jと

いう行事の企画 ・運営を実際に行うことを教職実

践研究 ・教職実践演習の一形態として行った。単

なるロールプレイ ではない行事運営を通して教職

を目指す者に必要な個別具体的な資質能力の定着

を履修した学生全員から確認できただけでなく、

全員が自らの成長を振り返りつつ、自らの今後の

課題を見いだすことがでるようになっており、協

働する力と自己研舗のために学び続ける姿勢とい

う、 中央教育審議会が示した「これか らの教員に

求められる資質能力」の修得も確認できた。その

一方で学生の学びの背景には就職活動や教育実習、

卒業研究などとの両立という多忙感も垣間見られ

る。この科目自体の運営や内容については引き続

き実践を通して検討する必要がある。
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また本報は、教育学部教育実践学教室と子ども地

域教育教室の FacultyDevelopment活動の一環を

報告するものである。

尚、こども国でのドリームフェスティパル2013

は、 2013年11月2日付琉球新報、 2013年11月3日

付沖縄タイムスで紹介された。又、開催日の

NHK (沖縄)ニュースでも取り上げられた。
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