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 要　旨 
 　初等教育学専攻の理論と実践の往還による「教育実践力ある教員」の養成を目指し
て作成したEGGプラン（Enj0y Global Growing up）のより効果的推進を図る観点から，
今日的課題及び実践の成果や課題を踏まえて，「EGGプラン」の3本柱の学修内容の
構想を再構築するとともに，今後の実践上の改善の具体的な方向について述べる。 

 〈キーワード〉　教師教育，子ども発達課程，3ポリシー，教職課程の構造化，理論と
実践の往還，理論知と実践知の統合，創意ある指導案 

はじめに

　本専攻では教育目標「知と省察力をもとに，
自らの人間性を磨き，実践力を高めながら，
理論と実践の往還を図ることができる教員を
養成する」を設定している。目標到達の施策
として「EGGプラン」を構想し，所期の人
材育成に当たっている。設定した構想は，各
教員が担う授業が他との関連化補完化の中に
あること，またそれらが体系化構造化の下に

機能する仕組みである。本プランを共同研究
として取り上げ，教員養成の教職課程の各授
業の深い認識と，一層の共通意識を図ると共
に，このプランの効果，課題を明らかにする。

Ⅰ．研究目的

　初等教育学専攻では，学校現場で教育実践
を推進する教員である「教育実践力ある教
員」の養成を目指した実践型の教員養成に取
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り組んできた。そして，この枠組みをさらに
拡大，前進させ，教員養成と現職教員を統合
したEGGプラン（Enj0y Global Growing up）
を設けること通して，実践知の伝承と創造の
システムを構築した。
　本研究は，「EGGプラン」の3本柱の学修
内容の構想を今日求められている教員の資
質・能力に照らして再構築するとともに，そ
れらの学修内容が相互補完的・実践的に深化
され，理論と実践を融合した体系的な教員養
成に寄与することを目的として行う。

Ⅱ．研究内容

　1．EGG（体系的な教員養成プログラム）
プランと今日的教育課題との関わり

　2．EGGプラン「教員養成プログラム」に
よる理論的学修の充実のための教職課
程の課題と改善の方向

　3．EGGプラン「教育実践力育成プログラ
ム」による理論と実践を兼ね備えた教
育実践力の育成への取組

　4．現職教育との統合を意図した基礎力の
修得とともに創意ある初等教科教育法
の追究への取組

Ⅲ　研究報告

1．研究内容1
EGG（体系的な教員養成プログラム）プラ
ンと今日的教育課題との関わり

（1）EGGプランの経緯・現状
　本学では，学校現場で教育実践を推進する
教員である「教育実践力ある教員」の養成を
目指した，実践型の教員養成に取り組んでき
た。そして，この枠組みをさらに拡大，前進
させ，教員養成と現職教育を統合したEGG

プラン（Enjoy Global Growing up）を設ける
ことを通して，実践知の伝承と創造のシステ
ムを平成22年度に構築した（図1）。学生が
社会と共同で教材研究や模擬授業等を行うこ
とで，教育実践の場に根ざした実践知が伝承
され共に創造するシステムを構築して，教職
志望学生の力量向上はもとより，学校改革も
含めた学校力の向上を目指す。
　このEGGプランは，1年次から4年次，さ
らには大学院までをも含めた体系的な学びの
システムである。1年次では，「教員基礎力」
を養成する。これは，入学前からの継続的な
養成である。教育原理等の講義において，教
育の歴史や情報基礎力・音楽基礎力・英語基
礎力を養うものである。2年次では，体験的
な学びにより「教員基礎資質」を養成する。
学校体験学習を通して，体験的に教師の使命
感や子ども理解，教育的愛情を養う。3年次
では「教育実践力」や「教材開発力」を養う。
1・2年次に学んだ理論を教育実習を通して
「実践知」として高めていく。大学での学び
や教育実習での学びの中で，ICT活用能力や
教材作成能力・電子黒板活用能力・学習指導
力・児童生徒指導力・進路指導力・学級経営
力を培っていく。そして最終年次である4年
次では，これまでの「理論知」と「実践知」
を融合させていく。そこには，卒業研究を中
心とした研究がある。大学生活の集大成とし
てこれまでの理論的な学びと実践的な学びを
融合させ，一つの問題解決的な研究を遂行し
ていく。その中で，研究の方法を学んだり，
プレゼンテーション能力を高めたりし，「企
画・創造力」を身に付けていく。さらに，大
学院での学びにより4年間で身に付けた「理
論・実践知」をさらに専門化・高度化させて
いくことができる。
　このような4年間及び5年間（大学院科目
早期履修制度活用）での学びを通して，「人
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間力」を涵養するとともに，「教師力」を養
成するものである。本学で学ぶことにより，
例えば教材開発力（情報）や音楽・小学校英
語などのいずれかの専門に秀でた教員となる
ことができる。さらには，日本の教育を学ぶ
ばかりではなく海外の教育を実際に見て，体
験して学ぶことにより，視野のより広い教員
となることができる。
　上述のようなEGGプランの現状認識をも
とに，学生のさらなる「教育実践力」を高め
る方策を検討してみたい。

（2）今日的な教育課題からの取り上げる課
題について

　本専攻では，1．で述べたようにEGGプラ
ンを通して，育児から教育に至る過程に関す
る幅広い知識を学び，多様な体験を通して感
性を磨き，教育者に求められる資質能力を確
実に身に付けるとともに実践的で社会に貢献
できる人材の育成を目指してきた。
　一方，中央教育審議会の「教職生活の全体
を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策
について」（平成24年8月）では，「教員養成
を修士レベル化し，教員を高度専門職業人と

図1　EGGプラン（初等教育学専攻2010）
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して明確に位置づける」「大学院レベルの教
育研究はいまだ十分ではない。今後，教育委
員会・学校と大学との連携・協働の中で高度
且つ効果的な教育実践に係る教育研究が修士
レベル課程で深められ学生や現職教員に還元
されるような仕組みが必要である。」
　また，新学習指導要領の改訂の方針に「今
日，科学技術は競争力と生産性向上の源泉で
ありその科学技術をめぐる世界的な競争が激
化している。わが国では，科学技術が環境問
題やエネルギー問題など地球規模での課題に
ついて持続可能な発展を遂げるためにその果
たす役割が問われている」と環境教育・理数
教育の充実を求めている。
　さらに，大学の地域社会への貢献と教育や
研究の説明責任を果たすことが求められてい
る。

（3）教員に求められる資質能力の育成
　教員として最小限身に付ける資質能力とし
て，中央教育審議会答申（2005）では，「総
合的な人間力」「教職に対する強い情熱」「教
育の専門家としての確かな力量」を揚げてい
る。これら3点と関わって一般的に言われる
ものには「児童・生徒指導力」「学級経営力」
「授業力」がある。「教育の資質・能力向上の
ためのミドルリーダーの在り方―その考察と
実践―」（中村，2010）の調査で重要度が高
いとされた項目には以下のものがある1）。
1）「児童・生徒指導力」に属するものとし
て，「児童・生徒指導能力」「子どもの心
情を理解し共感する能力」「子どもの行動
を理解する能力」

2）「授業力」に関しては，「教科の専門性を
追求する能力」「学習に対する子どもの意
欲を高める能力」「授業改善の能力」

3）「人間性」では，「教育への情熱」「健康管
理」「幅広い社会性・人間性」

　これらのうち，教員養成の課程で重点的に
取り上げるべきものとしては，「授業力」の
中の「教科の専門性を追求する能力」「学習
に対する子どもの意欲を高める能力」，「児
童・生徒指導力」の中の「子どもの心情を理
解し共感する能力」「子どもの行動を理解す
る能力」，「人間性」の中での「教育への情
熱」「幅広い社会性・人間性」などであろう。
　上記のうちで「授業力」については，確実
な基礎学力を身に付けるとともに授業実践力
を育成するための初歩的な訓練を施すことが
求められる。ところが，小学校のすべての教
科についてこの訓練をすることはできないの
で，選択的に，例えば「自然」に興味・関心
があるのなら，「理科」「生活」「図工」「国
語」「総合的な学習」などの授業に活かすこ
とができる実践を取り上げ，それを自分の得
意分野にまで高めることができれば申し分な
い。
　また，これらを実践する過程で現場の教師
や教育センターの専門研修主事などを講師と
して招聘し教育研究としてその質を高めると
ともに発表・交流会をもって外部に発信し，
現職教員へ研究成果を還元すること（中教審，
2012）も大切なことであろう。このような一
連の展開を，教科と関連する授業科目，応用
演習，卒業研究，教員採用試験対策等と関わ
らせて，カリキュラムに位置付けることはで
きないものであろうか。
　さらに，新学習指導要領では理数教育や環
境教育の充実を図ることが求められているこ
とから，初等教育学専攻で実施されている
様々な活動，例えば「稲作活動」を環境教育
の体系として教師教育プログラムの中に位置
付けることを考えてみたい。
　中教審（2007）における環境教育へのアプ
ローチとして次のような観点が示されてい
る2）。
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①地球規模での環境問題，都市・生活型公
害問題は世界共通の問題となっている。
その解決に向けて，有限な地球環境の中
で負荷を最小限にとどめ，資源の循環を
図りつつ地球生態系を維持できるよう環
境保全に取り組み，持続可能な社会を構
築することが求められている。

②エネルギー・環境問題は，人類の将来の
生存と繁栄にとってはもちろんのこと，
資源の乏しいわが国にとっては重要な問
題である。次代に生きる子どもたちに環
境や自然と人間との関わり，環境問題と
社会経済システムの在り方や生活様式と
の関わりなどの理解を深めさせ，環境の
保全やよりよい環境の創造のために主体
的に行動する実際的態度や資質能力の育
成が求められている。

③社会科，地理歴史科，公民科で環境，資
源・エネルギー問題などの現代社会の課
題について，理科では野外での発見や気
づきを学習に生かす自然観察や，「科学
技術と人間」「自然と人間」についての
学習を充実させる。さらに，幼児期から
発達段階に応じて自然体験活動などを引
き続き進めていく。

　このことから環境学習は，学校教育の多様
な場を通して自然に対する感性を高め，資源
とエネルギーの有効利用や環境や自然と人間
との関わりなどの理解を深めるとともに環境
の保全やよりよい環境の創造のための資質・
能力を育成しなければならない。稲作活動で
は，上記のすべてと関わる内容を取り上げる
ことはできないが，「科学技術と人間」「自然
と人間」についてのここで可能な学習を体験
的，探究的に進め，環境学習に求められる資
質・能力と態度面の育成ができないであろう
か。

（4）子ども発達専修における具体的学修
　現在，就学前の子どもへの教育・保育の重
要性等がより活発に議論され，幼児教育の質
の向上が挙げられている。保育に関しても規
制緩和や需要の高まりにより，保育の質の維
持・向上が必要とされている。就学前の子ど
もの教育・保育を取り巻く環境の変化が大き
く，対応できる保育者の養成が求められる。
つまり，人格形成の基盤となる重要な乳幼児
期の子ども及びその家族に携わる者として相
応しい専門知識と技能を兼ね備えた専門家の
養成である。このためには下記のような学修
内容が必要であると考えられる。
1）「遊び」の創造・実践→様々な「遊び」の
体験，創造，実践

　現在も，保育関連の講義において「遊び」
の重要性を学び，方法（技能）についても演
習を通して体得している。今後も講義の中で
「遊び」の理論学修と計画，実践を行っていく。
計画，実践においてはPDCAサイクルに沿っ
て担当教官の指導のもとに行う。
　必修科目の「保育内容（健康）」を例に述
べる。この講義では内容の一つに，心身の健
康に欠かせないものとして運動遊びを取り上
げている。そこで講義で運動遊びの知識（運
動機能の発達段階，運動遊びの種類や意義等）
について学修し，グループごとに遊びを計画
して模擬保育を行う。その際に，下記の点に
ついて考慮しながら行う。
①学生には運動遊びの知識だけでなく，計
画を立てる上で必要となる項目（子ども
の姿を把握すること，道具の使い方，子
どもへの指示の仕方，並ばせ方等）を明
示し，それに沿って指導案を作成するよ
う指導する。
②指導案は指導教官に確認してもらい，必
要に応じて修正する。
③実施場面をビデオにて記録し，後から振
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り返りができるようにする。
④実施後，自己評価（ビデオによる振り返
りも含めて）や他者評価を行い，修正し
た指導案を提出する。

⑤さらに運動遊びの計画，実践に必要なこ
とについて意見交換を行う。

2）ミュージカル上演活動→表現力，企画力
等の育成

　初等教育学専攻として今年度初めて取り組
んだミュージカル活動では，指導を受けなが
らも学生自身が台本や衣裳，道具作りを行い，
上演した。見ている人（子ども）に伝わるよ
う表現すること，恥ずかしさを捨てて役にな
りきること，仲間と協力すること等多くのこ
とを学ぶことができた。保育者として必要な
ことである。これらは，保育実習等，実際子
どもの前で表現をするときや活動内容を計
画，実施するときに活かされている。
　そこで，来年度以降の活動をより実りある
ものにするために，以下の点を考慮して行う。
①観客（子ども）が理解できる話の選択
②観客（子ども）に内容が伝わる台本作り
（言葉選び）
③観客（子ども）に内容が伝わる表現方法
（動き，声，表情）
④計画的な準備

3）定期的な絵本の読み聞かせ→「絵本館
（仮）」の活用
　現在建設中の「絵本館（仮）」に所蔵され
る絵本を活用して，定期的に近隣の子ども向
けに読み聞かせを行う。これにより学生に修
得させたいことは以下の通りである。
①子どもの年齢に合った絵本の選定ができ
る。

②情感を込めて読む等表現力を高めること
ができる。

③発達段階に応じた言葉の指導ができる。

2．研究内容2
EGGプラン「教員養成プログラム」の理論
的学修の充実を図る教職課程の課題と改善の
方向
　EGGプランの推進の観点から，今年度，
初等教育学専攻の教育理念・教育観・専門性
等の考え方をふまえ，アドミッション・ポリ
シー，カリキュラム・ポリシー，ディプロマ・
ポリシー（以下，3ポリシーという）を明確
にした。今後，この3ポリシーに基づく初等
教育学専攻の教職課程の充実と改善を図るこ
とが求められている。ここでは，EGGプラ
ンにおける「教員養成プログラム」のうち，
特に，初等教育学専攻の1年次から4年次ま
での4年間及び5年間（大学院科目早期履修
制度活用）の大学での理論的学修の充実を図
る教職課程の改善の方向を探る。そのため，
以下の2つの視点からEGGプランの推進上
の現状と課題を明確にし，今後の初等教育学
専攻における教職課程の構造化と改善の方向
を探ることとする。
　○　平成18年7月中央教育審議会答申「今

後の教員養成・免許制度の在り方につ
いて」の改善方針等の視点から

　○　初等教育学専攻の3ポリシーに基づく
教職課程の充実の視点から

（1）中教審答申「今後の教員養成・免許制
度の在り方について」の改善方針等の
視点から

1）答申内容「大学の教員養成のための課程
（以下，教職課程という）の課題」
　①平成11年の教養審第三次答申において，

各大学が養成しようとする教員像を明確
に持つことが必要であるとされながら，
現状では，教員養成に対する明確な理念
（養成する教員像）の追求・確立がされ
ていない大学があるなど，教職課程の履
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修を通じて，学生に身に付けさせるべき
最小限必要な資質・能力についての理解
が必ずしも十分でないこと。

　②教職課程が専門職業人たる教員の養成を
目的とするものであるという認識が，必
ずしも大学の教員の間に共有されていな
いため，実際の科目の設定に当たり，免
許法に定める「教科に関する科目」や「教
職に関する科目」の趣旨が十分理解され
ておらず，講義概要の作成が十分でな
い，科目間の内容の整合性・連続性が図
られていないなど，教職課程の組織編成
やカリキュラム編成が，必ずしも十分整
備されていないこと。

　③大学の教員の研究領域に偏した授業が多
く，学校現場が抱える課題に必ずしも十
分対応していないこと。また，指導方法
が講義中心で，演習や実験，実習等が十
分ではないほか，教職経験者が授業に当
たっている例も少ないなど，実践的指導
力の育成が必ずしも十分でないこと。特
に，修士課程に，これらの課題が見られ
ること。

2）答申内容「教員養成・免許制度の改革の
方向について」

　「大学における教員養成」及び「開放制の
教員養成」の原則は今後とも貫くことを前提
に教員養成・免許制度については，以下の2

つの方向で改革を進める。
　①大学の教職課程を教員として最小限必要

な資質能力を確実に身に付けさせるもの
へ。
　具体的には，各課程認定大学は自らが
養成する教員像を明確にし，その実現に
向けて体系的・計画的にカリキュラムを
編成するとともに，大学全体としての組
織的な指導体制を確立する。専門的な知
識・技能を自己の中で統合し，教員とし

ての資質能力の全体を確実に形成するこ
とができるよう教職課程における教育内
容や指導の充実を図る。教職課程改善の
モデルとして，大学院において教員養成
の専門職大学院として必要な枠組みを整
備する必要がある。

　②教員免許状を，教職生活の全体を通じて，
教員として最小限必要な資質能力を確実
に保証するものへ。
　近年，教員として必要な資質能力を責
任を持って育成しているとは必ずしも言
い難い教職課程が増加しており，教員免
許状がいわば「希望すれば，容易に取得
できる資格」とみなされ，社会的に評価
が低下してきていることは否定できない。
　教職課程の履修を通じて，教員として
必要な資質能力の全体について，確実に
身に付けさせるとともに，新たな科目を
設ける（教職実践演習）などにより，そ
の修了段階において，身に付けた資質能
力を明示的に確認する必要がある。

3）答申の改善事項を踏まえた，EGGプラン
の推進上の現状と課題，今後の初等教育
学専攻における教職課程の構造化と改善
の方向

　①課程認定大学としての教員養成に対する
明確な理念，自らが養成する教員像，教
職課程の履修を通じて学生に身に付けさ
せるべき最小限必要な資質・能力につい
ては，EGGプランに整理し，さらに平
成25年度に3ポリシーを明確にしてこれ
らの課題に対応してきた。3ポリシーの
実現化のためのきめ細かなカリキュラム
構成の工夫が不可欠である。

　②免許法に定める「教科に関する科目」や
「教職に関する科目」の趣旨（教員とし
ての資質能力の全体を確実に形成するこ
とができるようにする）を十分理解した
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講義概要の作成，科目間の内容の整合性・
連続性など教職課程における教育内容や
指導の充実を図ることについては，特に，
1年次から4年次への学修の目標や重点
内容をEGGプランとして明示している。
例えば，1年次は教育の基礎力の学修を
重点に教育原理，教師論等の教職基礎に
関する科目の学修を充実する。2年次は
教育課程の意義，教育課程の全般に関わ
る学修を重点に，教育課程論，生徒指導
等の科目の学修を充実する。3年次は，
教材開発・指導方法等に関わる学修を重
点に，教育方法に関する科目の学修を充
実する。4年次は，各分野の専門科目に
おける学習の総合化に関わる学修を重点
に，卒業研究，教職実践演習等の科目の
学修を充実する（図2）ように努めてい
る。しかし，答申の「講義概要の作成や
科目間の内容の整合性・連続性を確保し，
教職課程の教育内容や指導の充実を図
る」ことについては，各学年の教職科目
のシラバスや評価の在り方，内容の重複
や発展性の考慮についてはなお一層の見
直しが必要であり，今後，鳴門教育大学
GP「特色ある大学教育支援プログラム -

授業実践力評価スタンダード（鳴門スタ
ンダード）3）」等の研究成果を活用した
教職課程の教育内容のレベル化や実践力
に結ぶ指導方法の充実を図る必要がある。

　③学校現場が抱える課題に十分対応した
り，指導方法を講義中心ではなく，演習
や実験，実習等を取り入れたりするなど
による学修の充実の課題については，新
学習指導要領の改善方針を踏まえ，学校
現場の切実な課題を重視した授業を構成
しつつ，学習定着率（Learning Pyramid）
を意識した多様な教授方略，教授方術を
取り入れた「学生の主体的で実践的指導

力を育成」するという点での一層の工夫
が求められる。その際，多人数指導での
「Teaching Others」などの教授方略は取
りにくく，履修人員の構成の適正化につ
いても検討が必要である。

　④教員免許状がいわば「希望すれば，容易
に取得できる資格」とみなされ，社会的
に評価が低下してきているという指摘に
ついては，初等教育学専攻の3ポリシー
に基づく学修の充実を通して，本専攻が
求める「教師としての資質・能力」を学
生が自ら追究していく主体的な学修を創
り出せるような取組を考えたい。特に，
教職を目指す者と目指さない者など学修
目的や意識の違いと思料される主体的な
学びの差や自学時間の少なさ等が見られ
ることや，教職を目指す者としての社会
性等の基礎的な資質についての指導が必
要な場面も見られることを踏まえ，日々
の授業等における学修目的等の指導の徹
底が必要である。

（2）初等教育学専攻の3ポリシーに基づく教
職課程の充実の視点から

1）初等教育学専攻の3ポリシーについて
　課程認定大学としての教員養成に対する明
確な理念，自らが養成する教員像，教職課程
の履修を通じて学生に身に付けさせるべき最
小限必要な資質・能力について，今年度
EGGプランを踏まえ，3ポリシーを明確にし
た。本稿の目的から，カリキュラム・ポリシー
に絞って概説し，3ポリシーに基づく今後の
実践上の課題を考察することとする。
2）初等教育学専攻のカリキュラム・ポリシー
について

　「カリキュラム・ポリシー」について，子
ども発達専修では，仲間とともに豊かに生活
できる力を培っていく幼児期教育を創造する
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保育者・教育者の育成を目指す観点から，知
と省察力をもとに自らの人間性や感性を磨
き，学びと研究によって保育や幼児期教育へ
の専門性を自ら求め続けていく人材の育成を
目的として，保育士・幼稚園教諭一種・小学
校教諭一種等の資格・免許を取得できるよう，
「学修・研究」「人格形成」「学生支援」の観
点からのカリキュラム構成を掲げている。特
に，子ども発達専修では「学修・研究」にお
いて，
　①小学校教育を見通し，0歳から12歳まで

保育・教育の専門家としての役割などの
理解，人間の成長発達と保育・教育及び
その基礎理論の理解などを意図した科目
を設定し，保育・教育に関する基礎理論
を体系的に修得できるようする。

　②幼児期から，幼児への発達を促す保育方
法の理解と発達を支援する技術の修得，
保育所保育指針・幼稚園教育要領の理解
などを意図した科目を設定し，保育・教
育の方法・技術を修得できるようにする。

　③保育所・幼稚園・小学校等における段階
的な実践体得学修を設定し理論と相まっ
た実践力を高めるようにする。

として，理論と実践を融合した保育の専門性
と実践力を育成するカリキュラム構成を重視
することとしている。
　また，学校教育専修では，21世紀を生き
抜く心豊かで逞しく確かな学力を身に付けた
子どもを育てる教育を創造する教員の育成を
目指す観点から，知と省察力をもとに自らの
人間性を磨き，実践力を高めながら，理論と
実践の融合が図れる人材の育成を目的とし
て，幼稚園教諭一種，小学校教諭一種，中学
校教諭一種（国・英），高等学校教諭一種（国・
英）等の資格・免許を取得できるよう，「学修・
研究」「人格形成」「学生支援」の観点からの
カリキュラム構成を掲げている。特に，学校

教育専修では「学修・研究」において，
　①教職の意義，教師の役割などの理解，教

育の意義・本質・機能，それらの基礎理
論の理解などを意図した科目を設定し，
教育の専門家としての教育理論を体系的
に修得できるようにする。

　②学習指導要領の理解，学校教育と教育課
程の理解，各教科等の教育の方法，教育
技術の修得などを意図した科目を設定
し，教育の専門家としての実践的指導力
の基礎となる教育の方法・技術を修得で
きるようにする。

　③幼稚園・小学校・中学校等における段階
的な実践体得学修を通して理論と相まっ
た実践力を高めるようにする。

として，子ども発達専修と同様，理論と実践
を融合した教育の専門性と実践力を育成する
カリキュラム構成を重視することとしている。
3）初等教育学専攻の3ポリシーを踏まえた，

EGGプランの推進上の現状と課題，今後
の初等教育学専攻における教職課程の構
造化と改善の方向

　①カリキュラム・ポリシーで求める教員の
資質・能力については，平成9年の教育
職員養成審議会（以下，教養審）第1次
答申「今後の教員に求められる資質・能
力について」及び平成17年11月　中央
教育審議会答申「新しい時代の義務教育
を創造する（優れた教師の条件）」等も
十分踏まえつつ，日々の授業において主
体的な学士力を育成する指導の在り方を
自己評価し，目的・意識的・計画的に育
てる必要がある。

　②教育職員免許法施行規則による本専攻の
科目―1年次「基礎の科目」，2年次「教
育課程に関する科目」，3年次「教育方
法に関する科目」，4年次「各分野演習・
卒業研究」「教職実践演習」（図2）につ
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いて，初等教育学専攻の3ポリシーの視
点からその教職科目の内容・指導方法の
見直しが必要である。特に，カリキュラ
ム・ポリシーの観点から，各専修教職科
目の学年別カリキュラムの再構成や内容
重複の吟味をするとともに，主体的な学
修を促す指導方法等の改善及び各教科の
専門に関わる基礎学力の継続的・発展的
な学修機会を「コア・カリキュラム」と
して位置づける必要がある。
　コア・カリキュラムの考え方として，
各専修が求める学士力を目指して「専修
のすべての学生に共通に最低限修得させ
るべきもの」という位置付けで，その内
容，方法，評価指標を明確化したものと
して理解し構想する必要がある。
　例えば，中学校教員養成のための具体
的な教科専門科目は，免許法によって定
められているが，小学校教員養成のため
に，教科専門科目としてどのようなこと
を教授するべきかについては，免許法に
おいて具体的に定められているわけでは
ない。したがって，各大学で小学校教員
養成のための各教科における教授内容を

研究し，構成していかねばならないこと
となってる。この観点から，本学におけ
る「○○基礎」の科目について基礎学力
の学修等のコア・カリキュラムの観点か
ら見直すことも必要である。

　③理論と実践を融合し保育・教育の専門性
と実践力を高めるというカリキュラム・
ポリシーの観点から，1年次からの各種
実習に当たって関連する教職科目の履修
が実習前に適切に行われるようなカリ
キュラム構成にする必要がある。

　④3年次からの基礎研究・応用演習と4年
次の卒業研究の質的な発展の工夫及び新
設教職科目「教職実践演習」のねらいを
踏まえたシラバスの実践的な評価が必要
である。

　⑤4年次において，大学院早期履修制度を
活用した学修の意義等を周知し，教員と
しての専門性・実践力を高める大学院早
期履修制度の意欲的活用を一層促す必要
がある。

3．研究内容3
EGGプラン「教育実践力育成プログラム」
による理論と実践を兼ね備えた教育実践力の
育成への取組

（1）教員としての実践力向上のための取組
　本専攻では，先にも述べた通り1年生から
の体系的な理論と実践の融合を図ったプログ
ラムを位置付けてきた。本章においては特に
実践に焦点を当て，その実践が1年生からど
のようにステップアップし，学生の教育実践
力向上につなげているのか，そして，理論と
の関係性がどのようになっているのかについ
て述べる。
　現在の実践の体系をまとめると表1のよう
になる。1年次より継続的に学校での学習を

図2　1年次から4年次への科目の構成
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位置付けている。この体験学習はそれぞれに
目的があり，その位置付けや目標も1年次の
幼稚園体験学習より徐々に内容を深化させる
ようになっている。
　表1のように初めて子どもから「先生！」
と呼ばれる「教える側」として臨む幼稚園体
験学習においては，その第一段階として，幼
稚園つまりは「教育の場」に「教える側」と
して慣れること，そして子どもと関わるとい
うことの楽しさを味わい，子どもと関わる職
を目指す動機付けになるように位置付けてい
る。その半日の活動は1年次6月に行う。そ
の活動から始まり，1年次の2月には小学校
での体験学習を2～3日間実施する。（日数は
年度ごとにより受け入れ校との調整で変動す
る。）ここでは，子どもと関わることを体験
し，その喜びや困難さを味わった学生が，よ
り深く子どもと関わり「教える側」としては
どのように子どもと関わるとよいのかを体験
的に学ぶ場として位置付けている。また，校
種も変更し，小学校という場が「教える側」
から見るとどのような場であるのかを学ぶ機

会ともしている。学生はこれまで，実際には
常に「教えられる側」であり，ものの見方・
考えた方は常に「教えられる側」，受動的な
ものとなっている。それを「教える側」とし
ての能動的態度に変換する契機として第1回
目の小学校体験学習は位置づいている。この
1回目の小学校体験学習は上級生の2年生と
ともに学校に赴く。そのことにより，先輩の
姿を見ながら，小学校で「教える側」として
の立居振舞を学ぶことができる。
　続いて第2回目の小学校体験学習は，2年
次の9月に実施する。ここでは1週間の期間
を設け体験をする。1回目において学生自身
が「教える側」であることを認識した。その
認識に基づき，小学校教諭はどのような役割
があり仕事をしているのかを学び取る。これ
は見ているだけでできるものではない。小学
校の教諭の仕事を手伝い，共に活動をする中
で学び，体得するものである。よって，2回
目の体験学習では1週間の小学校での流れが
分かるように期間を5日間設定している。
　小学校体験学習最後の3回目では，2年生

表1　体験学習の位置付けと目標

体験学習名・実施年次 位置付けと目標
幼稚園体験学習
1年次（半日）

・子どもと関わる楽しさを体感する。
・幼稚園教諭の仕事を知る。
・幼稚園に慣れ親しむ。

第1回小学校体験学習
1年次（2～3日間）

・小学校がどのような場であるのかを体感する。
・「教える側」として子どもたちにどのように接するとよいのかを学ぶ。
・学校での立居振舞を学ぶ。

第2回小学校体験学習
2年次（4～5日間）

・小学校教諭の仕事と役割を知る。
・子どもへの理解を深める。
・教諭の教育指導の方法や在り方を学ぶ。

第3回小学校体験学習
2年次（2～3日間）
※第1回と合同

・学校での言動を後輩に示し，「教える」ことを実践する。
・これまでの体験学習における課題の克服をする。
・教育実習での目標を見付ける。

遠地体験学習
3年次（2泊3日）

・学校は地域の願いが込められ運営されていることを体験的に理解する。
・学校と地域の結びつきを具体的に理解する。
・授業実践を共同で行い，教材研究，教材作りの方法など体験的に学び，小学校教育
実習への足掛かりとする。
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の学生自身は「教える」実践者となる。それ
は，下級生である1年生の第1回目の小学校
体験学習とともに実施をするためである。1

年生は初めての小学校での体験学習であり，
小学校での「教える側」としての立居振舞は
分からない状況である。そこで，3回目の経
験者である2年次学生が1年次学生にどのよ
うな立居振舞がよいのかを実践を通して教え
るのである。そして，これまで2回の体験学
習にて個々が抱いた課題を解決・克服できる
ように体験学習を行う。
　これまでの体験学習の締めくくりとして遠
地体験学習を実施する。この遠地体験学習と
これまでの体験学習との大きな違いは，体験
する学校の地域の違いである。これまでの3

回にわたる小学校体験学習は本学よりほど近
い，山県市内の小学校で実施をする。（山県
市教育委員会とは教育の充実発展に寄与する
ための連携協力を交わしている。（平成18年
4月1日））しかし，遠地体験学習はその名に
もある通り，本学より遠地である高山市にお
いて小学校での体験学習を実施する。（高山
市とも高山市教育研究所と教育の充実発展に
寄与するために連携協力を交わしている。（平

成18年6月29日）さらには，教育実践協力
校の指定に関する覚書も交わしている。（平
成19年3月23日））体験学習校は高山市立宮
小学校である。高山市一之宮町という地域に
根ざした学校に赴き，地域を知り，地域の人々
の思いを感じ，その中の学校，子どもの理解
を深める。地域により教育の実態に違いもあ
ることを学ぶ機会となる。さらには，この体
験学習では，実際に授業実践を行う。そのた
めに，教材の解釈方法を学び実践し，教材を
開発し授業実践をする体験を通して，小学校
教育実習の事前実践学習となる。
　これらの取組は，常に大学での理論的学び
と関係性を持っている。幼稚園体験学習にお
いては，「1年次教養演習」の中で特にその
理論を学ぶ。小学校体験学習は「1年次教養
演習」並びに「2年次教職リサーチⅠ」，遠
地体験学習は「3年次基礎演習」を中心に1

年次からの「各教科教育法」並びに「教育の
方法・技術」との授業と関連させ必要な理論
を学んでいる（図3）。つまり，常に理論と
実践を往還させた学びを行い，学生の教育実
践力を育成している。
　これまで，このように取り組んできたが，

図3　大学での学びと各体験学習の関係性
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どのような成果を上げてきたか，またそこか
ら見えてきた課題は何かを次に述べる。

（2）これまでの取組の成果と課題
1）幼稚園体験学習
　幼稚園体験学習では3つの目標を定めてい
るが，学生は概ねその目標の達成に迫ること
ができている。それは，学生の自由記述での
反省より見て取ることができる。例えば，子
どもとの関わりに関しては，「目線を合わせ
ると，子どもたちが自然に寄ってきて話しか
けてくれた。」と子どもと関わり方を体得す
ることにより，子どもが関わってくれること
に気づいている。また，幼稚園教諭の仕事に
関しては，特に教諭と子どもとの関わり方に
着目して参観をしていた学生が多く，教諭は
まずは子どもと関わることがその仕事の中心
であると捉えている。幼稚園に慣れ親しむと
いう点では，学生の活動の様子や反省から，

体験学習が始まったすぐには緊張をしている
ようであるが，子どもとの関わりを体得する
に従い，慣れてくる様子が窺える。
2）小学校体験学習
　小学校体験学習は1年次より3回にわたり，
徐々にステップアップした目標を設定し取り
組んでいる。学生たちの体験学習での様子か
らも回数を重ねるごとに，学校での立居振舞
を理解し，堂々とした態度で子ども達に接す
ることができるようになったり，先生方に質
問をしたりできるようになったりしている。
このことは，学生の反省からも見て取れる。
2回目の体験学習を終えた学生は「1回目の
体験学習に比べたら積極的に話しかけること
ができた。」や2回目の体験学習前に目標と
して「前回よりも児童と多く関わる」を掲げ，
「1回目は自分から関わるというよりは，児
童や先生の様子を見るだけだったが，今回は
目標を意識し，積極的に関わるよう行動でき

表2　自己評価調査用紙
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た。そのため日数を重ねるごとに児童も少し
ずつ心を開いてくれた。」と振り返っている。
　これらの3回の学校体験において，事前事
後で評価を実施した（表2）。評価項目は「1．
義務教育における教師の役割・仕事内容につ
いて」，「2．学習計画と目標の立案について」，
「3．児童の特性について」，「4．教育課程に
ついて」，「5．教師の指導方法について」，「6．
教師の職務について」の大項目6つ，各々の
項目に関して1～5の小項目の質問がある。
前後で比較をするとどの項目も体験学習を終
えた後の方が評価は高くなっている。特に大
項目1で尋ねている「教師の役割や仕事内容
をまとめることができる。」に関しては，4

段階の達成度，「1友達に聞いてできる」，「2

プリントや資料を見ればできる」，「3一人で
できる自信がある」，「4他の人に説明ができ
る」で尋ねたところ事前が1.4の平均であっ
たのに対して，事後は3.1の平均であった。
またこのように大きく変化した項目として大
項目6の「教育実習に向けて自分の目標・課
題をまとめることができる。」がある。事前
では1.7の平均が事後では3.0の平均となって
いる。最終的には教育実習へとつながってい
くこの体験学習であるが，その出口に向けて
体験学習を行うことにより明確な目標を持つ
ことができるようになっていることが分かる。
3）遠地体験学習
　遠地体験学習はこれまでの体験学習の集大
成であり，もう一歩踏み込み，教材を開発し
実践をする場である。そこで，学生へ11項
目にわたる質問調査を実施した。11項目は
「1．学校運営への理解」，「2．地域の中の学
校の在り方への理解」，「3．児童理解の深ま
り」，「4．児童とのコミュニケーションの取
り方」，「5．生徒指導への理解」，「6．学習指
導への理解」，「7．学習指導案の立案」，「8．
学習環境整備への理解」，「9．教師の仕事へ

の理解」，「10．教員志望への意欲」，「11．遠
地体験学習で最も印象に残った学びはどのよ
うなものだったか。」である。これらの項目
に対して，「よくわかる（できる）」，「まあわ
かる（できる）」，「あまりわからない（でき
ない）」，「全くわからない（できない）」の4

段階で評価した。最も高い評価であったのは
10の教員志望への意欲の高まりであり，非
常に高まった学生が多く3.7の平均であった。
目標である地域の中の学校への理解も3.6と
高く，児童とのコミュニケーションの取り方
も3.6と高い評価となっている。しかし，実
際に教材開発をして実践に臨んだ学習指導に
関しては，学習指導への理解が2.8と少し低
い評価であった。これは，学習指導の実践を
行ったがゆえにその難しさを感じたのではな
いかと考えられる。
　遠地体験学習は，体験の集大成であり次へ
の教育実習へつながる体験学習である。その
最後に教員志望への意欲をより際立たせるこ
とができたこと，そして学習指導の難しさを
感じたことは，教育実習への意欲や課題につ
ながるものであると考えられる。
　このように体系的に取り組んでいる体験学
習ではあるが，課題として次の2点が大きく
挙げられる。1点は学生自身がこの体系を十
分に理解し取り組めていないことである。体
験学習のステップアップのみでなく，大学の
講義の理論的な学びと関連付けた体験学習の
位置づけがなされていることを学生に理解を
させる必要があると感じる。
　2点目は体験学習を依頼している学校との
調整の難しさである。大学の学びの意図を十
分に説明し，理解を得て実施し，学生の学び
とその評価を深くできる関係性を築いていく
必要があると感じる。
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4．研究内容4
現職教育との統合を意図した基礎力の修得と
ともに創意ある教科教育法の追究への取組
　本研究内容は，「教員養成プログラム」
EGGプランにおける“教育実践力育成”分
野を，学校現場との密接な体験活動を通すこ
とにより，理論知と実践知とが統合された各
教科教育法の在り方の追究を研究内容として
いる。
　小学校免許状取得のための初等教科教育法
を学習者側から見れば，国語科を始め算数，
社会……と9教科すべての教科教育法に通じ
る一貫した学修内容を設定することが実践力
育成に資することであると言える。この内容
については，音楽科，国語科において学修内
容等の一覧表の最初の項目に示しているよう
に，「○○科教育の意義」「同目標」「学習指
導要領の理解」等である。
　そして，これらを共通の窓口に，学校現場
における教師の指導の状況や児童の実態等を
踏まえて，各教科で教育法の授業をどのよう
に創造していくのかを考え，工夫し，検証し
ながらより高めていくことが，教師の生命で
ある教科指導力を高めていくことにつながる。
　ここから，音楽科と国語科について，理論
知と実践知とが統合されていく学びの実例と
して示すこととする。

（1）創意ある音楽科授業を目指す「音楽科
教育法」

　小学校における音楽科指導の現状や児童の
実態等を踏まえ，音楽科教育法を次の視点か
ら追究する。
1）1年次からの学校体験を教科指導法に活
かす視点

　1年次から積み重ねる「学校における体験
学習や実習」を通して，学生が音楽に関わる
場面を観察するに当たっての基本的な視点を

「内面から生まれる外面」と設定している。
学校における教育活動の中で，音楽に関わる
場面は，週2回程度の教科としての音楽の授
業の他にも，毎日学級で位置付けられている
「朝の会・帰りの会における歌」，また児童会
や学年で常時企画される「全校の歌」「学年
の歌」，また行事としての歌声集会や6年生
を送る会，さらに儀式における歌などとても
多くある。
　それらの表現に接したとき，集中して一生
懸命表現しているか，表情豊かに表現してい
るか，美しい響きや正しい音程で表現できて
いるか等，様子を観察することで分かる内容
が「外面」である。一方で「音に乗せて心を，
気持ちを表現する，メッセージを聴き手に美
しく伝える」という音楽科教育の本質にかか
わる視点が「内面」である。この学校体験学
習の積み重ねにより，その両面を総合的に捉
えて観察できる目・耳，そして実態を踏まえ
て指導に結びつけられる資質を高めていける
ことをねらっている。
【児童を観察する視点】
　・どんな情景や気持ちを表現しようとして

いるのか，子どもたちがもつ願いに思い
を傾ける。

　・児童が互いのよさを認め合いながら，自
分（たち）らしさの感じられる表現を作
りあげようとしているかを見つめ続ける。

　・表現のよさ，味わいを感じ取ることがで
きる指導者としての五感を磨く。そして
そのよさを生み出している外面を見つ
め，その両面をつなぎ，価値付ける。

【授業等における教師の指導を観察する視点】
　・表現を通して「どんな音楽的な力を身に

付けさせたいのか」を，本時の目標を確
かめながら，発問の内容や投げかけられ
る言葉等から感じ，考える。

　・その目指す姿の達成度（学習内容の獲得
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状況）を，指導を進める中でどのように
把握しながら学習が進められているかを
見つめる。

2）音楽科の特色と音楽科指導の新しい観点
を踏まえた視点

　子どもたちが音楽活動を楽しみながら，教
材の味わいに浸って表現や鑑賞の活動に取り
組むとともに，活動を通して，音楽に生涯に

表3　初等教科教育法【音楽】の学習内容と評価
初等教科教育法【音楽】
学習内容 A　知識 B　理解 C　応用 達成目標

音楽科教育の
意義

学校における「必修教
科」として，音楽科が
存在する意味を知る。

音楽科教育が豊かな
人間性の育成に深く
かかわるものである
ことを理解する。

義務教育修了後の人
生において，音楽の授
業がどのように生き
ていくのかを考え整
理する。

生涯にわたって音楽
に親しみ，心豊かに生
きることができるよ
うにする基盤として
の音楽科教育の価値
を語ることができる。

音楽科教育の
目標と歴史

明治以来の音楽科教
育の歴史（目標・内容
など）の変遷を知る。

徳育に重点が置かれ
た教育から，芸術とし
ての教育へと変わっ
てきたことを，歴史的
背景を踏まえて理解
する。

音楽教育者がどのよ
うな意議を持ち，変革
を目指してきている
のかを考え，整理する。

「徳育に重点を置いた
音楽科教育」と，「芸
術としての音楽科教
育」との違いが説明で
きる。

学習指導要領
の理解

小学校学習指導要領
《音楽》（以下，「指導
要領」）の構成及び目
標や指導内容を知る。

各領域や分野，共通事
項に示されている内
容の重要性について，
音楽と結び付けて理
解する。

指導すべき内容や理
念がどのように具体
化されていくのかを
教科書研究によって
追究する。

楽曲分析を通して，選
択した曲が指導内容
に示されている，どの
ような力を身に付け
る教材として扱うこ
とができるか，説明で
きる。

各領域・分野
の指導内容と
指導法
～歌唱・器楽・
創作，鑑賞

共通事項として示さ
れた音楽的要素及び
その内容について知
る。

「共通事項」という項
目が新たに設けられ
た背景とその意義に
ついて，歴史的変遷を
踏まえて理解する。

「音楽基礎」の授業で
学んだ内容と結び付
けながら，共通事項と
して指導することの
意義を考え整理する。

演奏経験のある曲か
ら選択し，その楽曲に
おける音楽的要素と
その醸し出す味わい
について説明できる。

各領域・分野で示され
た指導内容について
知る。
指導法の示範によっ
て，その効果と意味を
感じ取る。

各指導内容が実際の
表現や鑑賞において
どのような意味をも
つかを，具体的な指導
法の例示によって理
解する。

学年の発達段階に応
じた指導の系統と意
義を，教科書の分析を
通して検証するとと
もに，指導法について
自分なりの考えを持
つ。

領域・分野ごとに教材
を選択し，自分なりの
教材分析を生かして，
つけたい力を定着さ
せる指導の在り方に
ついて提案できる。

指導案の作成 指導案のもつ意味や
様式，具体的内容等に
ついて知る。

指導案の分析により，
学習活動を主体にし
て，子どもの実態を踏
まえた指導・援助の内
容が十分に考えられ
た指導案の価値が理
解できる。

同じ指導内容による
複数の指導案を分析
することにより，児童
の実態や教師の意図
によって多様な指導
方法と指導展開があ
ることを理解する。

各領域・分野の内容に
ついて，つけたい力を
確実に身に付けてい
く授業を自分なりに
構想し，指導案が作成
できる。
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わたって親しみ，豊かな人生を創造していく
ことができるようにするための音楽の基礎的
な能力を身に付けること。これが音楽科教育
の究極の目指す姿である。表現が伴う教科で
あることから，指導者には授業力とともにあ
る程度の表現技能が求められることが音楽科
の特色であり，また今日的な課題として「教
材で何を教えるのか」という，美しさの感受
力につながる楽曲分析力も磨くことが重要で
ある。先に述べた体験学習の視点に直結する
内容である。
　これらを踏まえ，初等教科教育法の授業で
は次の4点を重視した指導を積み重ねている。
　①指導者としての表現技能の錬磨・向上
　授業の冒頭と最後にそれぞれ10～15分
程度，歌唱とリコーダー演奏技能を高める
学習を継続して位置付け，指導者としての
音楽表現に関する資質を高める。

　・学習指導要領で各学年4曲・計24曲が位
置付けられている「歌唱共通教材」を表
現及び分析・理解の，毎時の授業冒頭へ
の位置付け。（毎時間2曲程度）

　・3年生から扱うソプラノリコーダーの演
奏技能を高める学習の毎時への継続的な
位置付け。

　②音楽科の授業の基本構造の理解
　「曲を覚える」だけの活動に終わらない
よう，主題による題材構成の重要性を理解
した上で，音楽の要素に関わる課題を設定
し，その解決に向けて学習を進めるという
基本構造について，様々な授業場面を想定
し，繰り返し考える場を設定することによ
り理解の定着を図る。

　③感受力を育成する（＝内面を磨く）指導
方法の理解

　音楽が再現芸術であるがゆえに陥りやす
い「表現の画一性」を打破し，一人一人の
感じ方を生かした「表現の多様性」を大切

にした指導の在り方について考える場を継
続的に位置付ける。
　④より深く教材を理解するための楽曲分析

力の育成
　どの音楽的要素にこだわるとどのような
指導ができ，児童にどんな音楽的能力が身
に付けられるのか。それを，歌唱共通教材
を中心に楽曲分析する学修を積み重ねるこ
とによって，教材の味わいをより深く感じ
取ることができる力を育成する。

3）創意ある音楽科指導ができる「教科教育
法音楽」の学修内容，行動目標，評価

　次に示す一覧表（表3）を作成し，PDCA

の見直しを図る。ここに掲げる「達成目標」
については，細かな評価項目を作成し（全
16項目），授業終了後に4段階による達成度
調査を実施している。例えば「音楽科学習が
人としての豊かな生き方の創造につながるこ
とが説明できる」（音楽科教育の意義），「響
きのある声とそうでない声とを聴き分け，豊
かな響きを目指すために必要な内容や指導法
が説明できる」（各領域・分野の指導内容と
指導法）等である。
　そしてその結果を踏まえ，15時間の指導
の流れや時間のかけ方，内容について毎年見
直しを図っている。

（2）創意ある国語科授業を目指す「国語科
教育法」

　（理論知と実践知の統合の立場から）
　「実践力ある教員養成プログラム」として
の「EGGプラン」構想の中での「国語科教
科法」の学修内容を次のように組み立ててい
る。
　「EGGプラン」構想における教科教育法の
位置は，「理論知と実践知の統合」としての
教科教育法である。理論知としての教育の理
念の理解，教育課程設定の意義，指導要領の
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理解等を踏まえること，そして実践知として
の，自身の受けた教育体験や指導の立場で観
てきた学校現場における児童の実態・授業の
実態の意図的観察とのもとに授業法を創造し
ていく指導法の追究である。特に，国語科の
授業に対する学習者の関心・意欲の低下，小
学生から大学生に至るまでの国語力不足が懸
念される今，国語科教育法の在り方は，大改
善を求められている。情報化社会が進むほど
に，国語科への意識が希薄になっていく取り
違えた現状を，国語指導者自身が授業展開を
通して回復させていくことである。
　上記をねらう「国語科教育法」を以下の視
点から追究する。
1）「国語授業」の問題の所在を自覚化する
　学生自身が学習者から指導者に転換する
立場にたち，学習経験からの国語科指導上
の問題点や課題論議し，次を得た。
　・授業の目的が，学習者の意識に至って

いなかった……授業目標の可視化
　・読み取る，話し合う等活動は多くあっ

たが，学んだ内容が希薄であった……
獲得内容の明確化

　・文章の読み取りに多大な時間を費や
し，比例する学びの量がない……授業
計画の焦点化

　・学習に充足感・達成感が少ない……成
果・評価の設定

2）1年次からの学校体験を教科指導法に活
かす視点
　教育関係の外部施設を活用し，活動しな
がら幼児や児童を観察したり・ふれ合った
りする機会は，保育所観察活動，幼稚園観
察活動，小学校体験活動Ⅰ，小学校体験活
動Ⅱ，遠地学校体験と，計画的に設定して
いる。これらの活動を段階的に，授業法に
関わる観察の視点を持たせ，授業構想に資
するものとしていく。

・児童観察の視点
・生活の中での児童の実態
言語環境……児童の生活の中でみられる

言葉遣いや友達とのやりと
り

遊びの人間関係……小集団結成の様子　
孤立児　ボス的存在人物

集団意識……集団結束意識　優劣意識
・国語科授業の観察の視点
学習への意欲と持続生……国語科学習児

の学習環境　集中度　学び
合い度

授業目標……行動と達成目標の明示化　
目標把握のさせ方

活動の主体者……児童が主体になってい
るか　学びのある活動か

獲得した力……基礎としての獲得　思
考・想像としての獲得

3）国語科の特色と国語科指導の新しい観点
を踏まえた視点

・国語科指導の課題を，学習者の立場から明
確化し，課題の自覚化
　前述1の後の国語授業の問題の所在とし
て，学習者が取り上げたこと，それらは，学
習者の経験のみならず国語科の指導上の問題
点でもある。「授業目標の明確化」とは，実
際に授業を行う立場から，授業目標をどこま
で具体化して設定できるかなどを実践を通し
て理解を深めていくことである。学習者の課
題意識が強く印象付いていて，課題解決意欲
につながることによって，活かされるものと
して位置付くことである。「言葉の獲得とし
ての学びの量」を確実にすることに関しても，
1時間の学習の中の「学びの量」に関しても，
指導案上に示すことで終わることではない。
学習する児童の実態の上から，確認をしてい
かなくてはならないことが理解できることで
ある。
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（下野　洋，森　洋子，小森芳順，田中陽治，齋藤陽子， 小椋郁夫，松本香奈，藤本十美夫，位田かづ代）

・思考力・判断力・想像力等を育成する国語
科教科法の理解

　学校教育における学力観の転換期を迎え，
国語科では，これまでの知識獲得の学習から，
「思考力・判断力・表現力等」の育成が指導
の中核になった。それを国語科の視点から見
ると，「何を考えたか，読み取ったか」だけ
でなく，「読み取ったことから気づき，考え，
自分なりの考えをまとめ，それについて表現
することができること」が指導内容になる。
従来からの「漢字，語句，読み方，書き方」
は基礎であり，それらを駆使して，「考え表

現できる力」の授業が求められる。そのため
には
　①教師自身の思考力・想像力によって読み

込んだことから出てきた問題があること
　②その解決に向けて思考力を養うプロセス

が仕組まれること
　③教師自身の鍛錬した表現力で，到達点を

見据えること
この①②③を指導者が自分の中に蓄えること
によって，教科法の学びは成立する，と考え
る。

表4　初等教科教育法【国語】の学習内容と評価
初等教科教育法【国語】
学習内容 知識 理解 応用 達成目標

国語科教育の
意義

授業教科の中で国
語科の位置や担う
ことを知る

国語科学習は知的活
動精神活動の源泉と
して位置付くもので
あることを理解する

言葉の獲得が，思考力
表現力等にもとになっ
ていることを自身の思
考力と関係づけて意識
化する

思考・表現をしていく
とき，蓄積されている
言葉を駆使してそれが
なされていくことを説
明できる

国語教育の歴
史

時代によって国語
科学習の力点が変
遷してきたことを
知る

指導領域が「理解」「表
現」から「読むこと」
「書くこと」と文言に
より明確化されたこ
とを理解する

教科法研究と児童の実
態等から，国語科の指
導内容・方法が変遷し
ていくことを見通しを
持って整理する

日本語であるが，国語
としての位置付けから，
国語に託される指導目
標を説明できる

指導要領の理
解

小学校学習指導要
領　国語編の概要
を知る

国語科の目標を理解
し，学年の各指導内
容は，互いに関連し
て指導することを理
解する

目標指導事項が教材に
どのように位置付いて
いるのか教科書から指
導内容を追究する

国語科を通して見に付
けさせる力，特に言語
活動を通して身に付け
る力について説明でき
る

国語科指導の
方法

指導内容と教材の
扱い方の関係を知
る

学習目標を達成する
ために，教材理解，
加えて指導技術が必
要であることを理解
する

指導内容に従った児童
自身の活動を保障する
授業展開を想定するこ
とができる

読む，書く，話す活動
を通して国語力を獲得
していくから，的確な
活動展開が必要である
ことが説明できる

指導案の作成

模擬授業

指導に当たって考
案すべき事項につ
いて知る

45分の授業の学習
過程を知る

児童の実態を考え，
指導目標と教材とを
立体的に見据えて指
導案を立てることを
理解する
授業目標に準じた授
業展開ができる

授業目標の明示化，目
的のある学習過程，獲
得する学びの内容，一
連の指導の流れが組み
立てられる
児童の反応に即対応し
て授業が進められ目標
に到達させることがで
きる

指導過程の中に，独自
の発想による活動と身
に付く力とが組み込ま
れた指導案が立てられ
る
思考力表現力の育成に
つながる学習を確保し
た授業展開ができる
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4）創意ある国語科指導の「初等教科教育法」
のPDCAの設定

・既設の授業改善におけるPDCAの見直しを
図り，思考力，表現力，想像力を育成する
国語科指導法として各段階のPDCAを明確
化した。

Ⅳ　おわりに

　以上，「EGGプラン」の3本柱の学修内容
を中心に，現状と課題を明らかにし，今後の
より効果的な推進に向けた取組の方向性を
探ってきた。今日の教員に求められる資質・
能力に照らしたとき，初等教育専攻として，
今後は，3ポリシーで掲げる目指す教員像の
実現に向けた教職課程の一層の体系化や4年
間を見通した各学年のコア・カリキュラムを
明確にするとともに，何よりも日々の授業に

おいて学生の基礎学力や意欲的・主体的な学
修態度など学士力の成長に結びつける不断の
実践的な取組と検証が重要である。
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