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はじめに

鳥取大学と国際交流協定を結んでいる韓国防春川教育大学

校は，小学校教員の養成を目的とした国立大学である。日韓

併合期 (1910-45年)であった1939年限飼11町範学校として

開設され， 1962年に2年制の春川教育大学(1983年に4年制)

に， 1993年に春川教育大学校として独立の単科大学になり，

z∞9年て唱リ立70年を迎えた。

本報告は， 2∞9年 10月28-29日に開桂された 「国立春川

教育大学校創立70周年国際シンポジウムChunch田 nNati印131

University ofEdu田白on70th Annive回 ryIntemational Sympo創出nJ

(テーマ r21t!tfcのための優秀なノド学校教員の養成pr中anng

Com岡田tEleme包囲γSch∞iT<田cb出 品'f1he 21" Century J )に招

かれて，発表したものである。同シンポジウムでは， 2日間

で計 9件(日本2件，中国2件，アメリカ 1件，ニュージー

ラJ ド1件，韓国3件)の報告があり，春川教育大学校の教

職員 ・字企を交えてz 国酷約t.d開校流や討議が熱心になさ

れた(写真1-3)。

本報告は，日本からのもう l報告が教員養成目的大学原

朝敬育大学)のものであることを考慮して開放制願IJJr，総
合大学/一般学部Jrwサンドイツチ方向 「質の備凪をキ

ーワードに，鳥取大学らしさを前面に押し出して構成したQ

以下，発表スライドをベースに，加筆しながら述べる。

第 1章鳥取県の紹介

1 隣人&友好 [スライド 1J

導入自1の「第1輩鳥取県の紹介Jでは r友好&隣人」を

意識した桃成とした。主主呼壮表意文字なので， r烏を取る」と

書くに鳥取Jのニュアンスをまず伝えたい九そこでz鳥取県

" Wdヰ百叫や『日本部副における「品取造(ととりのみそ勺こ)j 

r，(t取部(ととりへ)jの逸話が由来と言九

14 

(写其1ー創立70周年を祝うアドパノトーンと看tro

(宅刃，<;2ーシンポジワム会場の大学校ホーノレ)

(写其3ーシンポジストを交えた討議風お

庁のホームベージ情報も借用しながら，朝鮮半日パ吠陸に近

い県であることを視孔的配分かりやすく表示しつつ，①「烏

(渡り鳥)が沢山捕れる雌恥であること，②鳥取県は韓国



、-

江原道や中国吉判C昔、など北京アジアの諸地域と友釘交流を行

っていること，③鳥取県の旗はまさに烏をシンボノVIとあしら

ったものであること，を示した。

[↓スライ ド1J

第1章鳥取県の紹介
鳥取とは「鳥(渡り鳥)が沢山捕れる地蟻J

Chapter 1: Introduction of Tottori Prefecture 

Special Area easy to Watch a lot of Birds from Asia 

腺園江原道ゆ国吉林省と左軒主流

friendlv Relatlons with Korea & China 鳥取県の..伺aaolTottD同Pref.

U 

2 空路と海路 [スライド2J

鳥取の米子と前回のf::J11にはアシアナ航空正国際局明使が

週3往草草している。わずかげ欄のフライトであり，耳涼へ

の国内便とかわらない近さである。

また r:境港一葺羽トウラジオストクjには国慨もセ期貨客船

DBSクノトーズフェリーが坦甑してしも(毎週明謎ー:東梅2

往復Jr東海ーウラジオλ トク 1往強J)。鳥取と韓国とは海で

結ぼれた，まさに隣り合った地娘である。

[↓スライ ド2J

鳥取県の紹介①地図
Tottori Prefecture①Map 

空路 byAi叩 lane 海路 by5hip 

陸塁謂圃

3 観光地 [スライド3J

鳥取県の規加也として， r鳥取砂正」と「禿峰大山Jの2箇

所を挙げた。

春川は内陸の山間部にあり，砂丘の美しいフオノレムと主砲、

的な日投シ」ンを映しながら r.デートスポットにヒ・ッタリで

すね」と解説すると場内が跡、た。一方，春川にはスキー場

もあることから，大山についてはゲレンデと雪長色を選んた

4 人気スポット・特産物 [スライド 4J

これまで交流で来日した春)11の方々は，一様に温泉と村正産

物が好きだったそこで，鳥取には温泉が沢山湧いており，

糊草な海産物が美味しいことも紹介したe

[↓スライド3J

鳥取県の紹介②観光
To社ori Prefecture②Sightseein 

砂..EiSand Oune 大山 MountOaisen 

[↓スライド4J

鳥取県の紹介③有名
T oUori Prefecture③Famous for 

温泉 manyHot Springs 海産物 freshMa巾 eProducts 

5 諸統計 [スライド5J

さて，ここからはいよいよ本題への導入である。「何故，鳥

取大学は目的義成ではなく 般養成なのか」を，人口品少原

であることと臨I!付けながら説明した.

人口はω万人， 65歳以上の高齢化率は25%にのぼり，年

間出生数は約5千人に過ぎな¥'

[↓スライド5J ‘ 

鳥取県の紹介④諸統計
Tottori Prefecture④Stat凶 cs

人口約60万人=日本で最少県

Population:600，OOO thes';;allest p耐 InJ叩 n

高齢化率(65歳以上)=25%
EJderly People 。四r日 years0附 25%(In 2田 7)

年間出生数=約5千人
〈特隊出生寧1.470. 2田 7年度)

Total Number of 副代h:only about S，OOO/year 

(Special Birth日目 1.470in 2007) 

6 公立学校統計 [スライド6J

公立学校に関してみると， 2008年度におし、て，IJ咋日校は

民
υ

ー



148校で児童数約33千人中学校は60佼で生4回対!H7千

人であるa 悶年度の教員採用動立，小学校が10人中学校が

8人という，極めて少なb場「であった

[↓ ースライド6]

鳥取県の紹介⑤公立学校統計
To伐oriPrefBcture⑤Municipal School Statistic5 

公立小学校数 ・児童 数

148 Elementary SchooJs & 32，897 PupJls In 2008 

公立中学校数・生徒数

60 Lower Secondary School & 

16，917 Students in 2008 

小中学校教員採用数
Only 10 as new E.5. Teac.hers ildopted 102008 

Only 8 as new LS日目白凹回。pted10 1醐

7 小括 [スライド7]

以上のことから，まずは以下の2点の結論カ可早られる。

結論I 鳥取県に大量養成型の教員長成目的学問if:t不曳日

結論日 少子化時代に必要な教員は，少数泊り良氏

そして. r争点A 総合大学 ・ 般学問出土良貯で幅広い教義

を持った教員を養成できるかつ」とし、う論題が発生すること

となる.

国際シンポジウムの全体テー7 にある「優秀な小学校教向

をどう定義オるカ吋立，意見の分かれるところであろう.ここ

では附鹿島、教養を持った教員jをO待日した.これは I開放

市山義成の拠って立つ基本理念でもある。

初 11教育大学樹立'1母校教員の養成を目的しており，京都

教育犬学力t報官する目白犠成型の実践に親近感を抱きやすい

と，初挑る。しかし，場設日本1の 「開蜘jlJ養成が f教徒人J

の}既成を前提としたものであることを考えると，鳥取大学の

ー官長陸成型も参考になるl土ずである。この辺りを，後の躍で

は説f駒力lこ示した川

[↓スライド7]

結愉 鳥取県に大量養成型の
教員聾成目的学部は不要

Conclusion t : A Iarge teacher tr.ininl purpo$f: (Iculty '$ 
unnecessary In Tottori pr・fecture

結槍n:少子化時代に必要な教員は
少数&良質。onclusionn The child decr日開問riodrOQuClsts 

a.smaU"ωmber o(hi，h ulented tucher. 

i 
|争点A:1総合大学・一般学部は良質で幅広い | 

| 教養を持った教員を養成できるか?
μ目 JeA : 15 a genera( unive由旬Ifaculty15 .V・.，・bI.

to tnirr high talented Ind various cultur・dteachers? I 

第2章鳥取大学の紹介

1 県内唯一の国立文学 [ユライド8]

鳥取大学は，戦後の1949年に一斉に関学した新制大学の一

つであり.2∞9年に唱l民[60周年を迎えた.日本には47の都

道府県があり，鳥取大学は(ゐ取県で悦ーの国立大半である。

鳥取県の高等教育機関は合計4力移?と少なく，他には鳥取

耳ltJ'ljて学他殺民活).九取短w休学似此米子高等鞘門

学校(匡l立)である。

鳥取大学の教育研究の思念は「知と実践の融合Fusionof 

knowledge and pra曲目Jであり，本，)11教育大学校の掲げる

時計一泊(写京4-5)と相自じており，両校は国際交流

協定を結んでいる。

(写兵4ーシンポジスト打ち合わせ及ひ悔涙室の紛

(写J'l;5ーキャンパス内の碑文)

なお，九取大学のロゴマークは，アルフアベットのTの字

に重ねてfEの姿をあしらったものである。

[↓スライド8]

第2章鳥取大学の紹介
鳥取大学は鳥取県唯一の国立総合大学

Chapter 2: lntroduction of Tottori Uni. 
Only One as a National & General Unive閉 tyin Tottori 

主流協定 "町田t蜘剖肱M噌柑喫同開制IlI thu晴~Unl..e!al

略取大学的校章 SymbolMark ofTottorJ Uni 

ータ害黙ま
I加と実践の副院合』
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一

2 国立教員養成課程の定員の変動[スライド9J

鳥取大学における教員養成の歩みは，国立大学であること

から当然ながら，日本の教員養成に関する国策と深く関係し

ている。

日本政府は，単線のベビーブームに対応するために， 1960 

年代から国立教員養城県程の学生定員を次第山首干し，1980 

年代に凶吋2万人となった。 しかし，少子イヒになると， 19ω 

年代には削減策に転じた。21世紀に入ったころには約1万人

へと半減され，現在に至っている。(出典主主罰則竿靖ホーム

ベ，巧

[↓スライド9J
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3 地域淳事iい叫D歩み [スライド lOJ
国策の変化とともに，鳥取大学における教員養成は「教義

教育を含む学芸学部 (1949年)→教員養成目的学部としての

教育学部 (1966年.) [教養教育を担う教養部を~I蛤に開設

(1967-95年.)J→教員免許を謝鮒けないゼロ釘居程を併

せ持った教育地酬学部 (1999 年)→---il~学部としての地域

学部位日04年)Jという変遷をたと司った。

一骨生学部としての 「封切或学部Jo;誕生は，自殺大学と定員

を交換した全国初の県域を越えた改組事了例であった。また，

2∞4年は国立大学が法人化した年でもある。

[↓ スライド lOJ

4.地域学部の組織構成 [スライド llJ

地域学部伴生定員1叩 人)は，地卵腕・地域教育・地

域文化 ・地域環境の4学桝からなり，附府調If文化センター

を付設し，大哨i1rJ也域学布砂跨↓(修士ilm、程，院生定員30人，

地櫛l随 ・地域教育の2専測がある。

[↓スライドllJ

地増宇都

The Faculty of Regional 5ciences is a Gene悶 IFaculty 

政軍教育文化理墳の4学科から成る一般学部
4 Departments: Regional Sciences on 

Policy， Educat悶n，Culture and Environment 
&アートセンター.大字院修士課程地壇学研究科
&. Art Cent~r，…叩細川…附同町一

-窪f.'qs)H'0;1・
地穏健買掌碍.，名

~峰槍胃学拘".

E也縫変化学11，48亀
うちno骨文化コース ・各

地個展濁唄学u..名

鮒.益柄文化セノター

a・取大手 ・田ーー 割SIU:i18_・・ー

る

1
l
l
l」

地極観温..理生

地1I.."攻
" 

5 附属校圏をもっ総合大学 [スライド 12J

鳥取大学は，地域学部，工学部，m枠制¥，医学部からなる

総合大学である。2∞9年度における学部学生の収容定員は

4，725人(在持者数5，311人)，大明涜学生 4民生)0;収容定

員は，修士事長程(博士前期訳程を含む)が 570人住鴎!?者数

713人)，博士後期課程が 362人(夜籍者数397人)である。

また，約20の附属加設 ・機関申付属学校，各種センター，附

属病院など)を含めて，教員が 803人，職員が 1，ωo人であ

る。そして，財政規模は， 2∞8年度で収入が国からの通話費

交付金 113億円， 1i協挫備投柳雄22間，自己収入 193

位周などで計373億円，支出が類芳費251億円，施琵整備費

42{!古円などで計369億円となっているえ

[↓λライド12J

鳥取大学
Tottori Uniyersity is a General University 

地減学部・工学部・農学部・医学部から成る総合大学
4 Faculties: Regional Sciences， Med陀 ine，Engineering &γechnolo町1

Agricu1ture & VI息terinaryMedicine 

4つの附属学校(卵細，1]学校，中学校，特別支援学校)

はE 地域学部が発足した2∞4年に学飾付属から大判慨へと

移管した包∞9年度で幼児・児童・生徒の部E者数1千余人

劉最員数約80人)。そして，同じ 2004年から，教員養成も

特定の学部l諸島全せず，全学体制で行われるようになった。

a 基本データのIilllQ.f;tX.~取大学ホームA戸ジ 「鳥取大学慨要2匹目J
fh伐D ¥判柄、ぇ回t柏ri.-u.ac.inldd田 nx?menuid=ヨ927)

弓

tl
 



6 小括 [兄ライド13J

以上のことから，結号、て以下の2点の結Z詣古河号られる。

結論皿 国立大学技人として総合大学は財政型盤が強凡

結論N 総合大学での学びの可能性は多様明日広しL

そして，教育学郁から転換した寸持部であるニとから，

「争点B 寸止学部と目的学郁の双方の良さを地域学部l訪日

何に発却できるかっJという論題が発生することとなる。

[ 1スライド13J

結箇m:目立大学法人として総合大学は
財政基盤抽噴い

Conc¥usion m: Tottori University has larCI! person円 111ilnd回 pital

re$o t，l r~・ sas iI Nati。何31Univllrsily Corpor・t.on(...I ~・，n 20C・3
結蛤W 総合大学での学ぴの可能性は

多織で幅広い
Conclu針。nN Totton Univl!r:;ity Students havll • c.hance 

色。 1・・rnabout lIilrious filllds 01 sClcnc密:;from m・nyspecia!is" 

|争点一……地婿学部は知何に発揮できるか?
Issue B : [5 tl1l1 Faculty Or Rel"，onal Sci・ncesablll to show. 

th・b・thSUO刊'"附u・SiI ..eneral and PUrp0511 one1 

韓国却で怯』中等教育の教員長成は，師範学部から一般学部

にすでに拡大された日手，初等教育に関しても1 教育大学

校陣科大学)の合併や，総合大や--.Q)統合などが噂されて

いる。国立大学の法人化もr平上しており， t5耳νて学の法人化

ヰ桔人化後の財政調醐脇こっし、て，春川教育大宇4校関係者

の1);1以土相叫に高かったe

第3章開放制による小学校教員の養成

1 附属村糟の授業風景 [スライド14J

春川教育実チ佼tこi却付ルJ'q.:技があり，鳥取大判付属小学

校とも交流を縦続している。授業風景を3コ7 だけ紹介した

(出典附属小学校ホームベ一分。

[↓スライド 14]

第3~ 開放制による小学校教員の養成
Chapter 3 : Education and Training of ElementarySch∞I Teacher 

unrler the Princ!ple of Open Entry System 

'佐野通夫似お5)梅田町教員長1拘日本教育だ河島全編『世卿》
教員養成1 アジア編』学文社を参~.，

-全校集会=児証総数がイメージできるa

-外国語活動=新しし寸旨場事1距領を先取りした試み、

.遠足=口頭て吸した鳥取砂丘4 鴻しし、注足。

2 戦後日本における教員養成の新原則 [スライド15J

第二次世界大戦前におけるWl'~学校レベノレσ淵l範学校での

閉鎖的な目的養成九の反省から，場殺の日本では，以下の3

つの車疎開防下に教員養成が行われてきむ

①「犬学での義恥~教員後);止を専門学校レヘノレ也、"'*学短

期大学を含むjのレベノレに位:tll'づけた.

②「開劇的~希望する大判ミ教員養胤盟程の認定を受けて

オープンに教員養成に参入できるようにしt=.

③「免許事告魁~上.il~を担保するために創宣統ーの必

低基準を定めて免許状を認定することとした@

「日本がな剖洞腕担原則を採るの判との質問が討議の際

に会場からあったが，戦前の師範激育が俣野の狭い教師の~~

成につながり，結果として峨守司閣に巻き込まれたとの歴史

的反省、から， r是蜘である前にまず教徒人たれJというリベラ

ルな発惣があることを布日足した.

[↓スライド1司

戦後の教員養成の新原則
New Prlnclpl目。fTeacherTrョInin!In Japan直fterv.相rldWilfn 

| 戦h前仇民の師、師.伊m範"学0."校E誕Mで".の..閉唱針鎖..的"""な... 目伽制的-蹴."""淘へ匂胸の嗣陶反欄-省 I 
+1 ~開放制

In U也nl大ve字rsiでtieのsl聾Co庇lIeges Open Entry $ystem 

③免許状主義 Certificate$ystem 

全国統一の最低革準による免許状認定
Nalional Minimum Requir自mentsfor T四 cherCerlificates 

ー国立大学+私立大学目。thNational Unl. and Prlvale Un1. 
-ー般大学+目的聾属大学 GeneralUnl. 8nd PurposII Unl. 

[lスライド16J

小学校教員養成の2タイプ

2 Types 

般大学園学部-..掃
}叫同・同幽

目的聾成大学・学部・....晴
一日出向山一

阻害-n;.

国

3 小学較教員養成;rJ)2ヲイプ [スライド16J

日本の小学校教員後成には， 2タイプがある.一つは一般

大学 ・ 学部て~Tわれる養成 L臼取大学:)，もう一つは目的蹴

大学 ・学部での行われる養成(月調l教育大学)である。

-18ー



-
しかし，免制尤主総こ立って，寸主大学 ・学部か目的養

成大学・学部かを問わず，段低基準をクリアーすれば免許状

取得が可能となる。その意味で， 2タイプの養成に差異はな

しも教員養成目的の大学 ・学部は，教員免許状を断専しなけ

れば卒業ができないというのみである。

4. IJ、寺当主教員免許状の最低修得単位 [スライド 17J

小学校教員の普弛免許状の刷丘修得単位は， 1穏挽許状が

学士の学位を副続格として，教科科目がB単位，教織科目

が41単位，いずれカ功'10単位の計59単位 2極免，WP-伏が

怨朝大学士の学{立を基礎資俸として，税ヰ科目が4単位，教

耳鱗ヰ目が 31単位，いす苛功、が2単位の計37単位である。

なお r1単位Iは r45附もうの学修」に対してなされるも

のであり， 2単位の講義なら 「伏す面授業1コ "72日朝間十自宅

学習41時間) X15回=90A軒町」という換算となる。

[↓スライド 17J

戦後の教員養成の新原則
New Principles of 丁目cherTrain[nl! in Japan after World War n 

i 戦除前"Kの出n師・9範~.学'"'，校E抵hで~，TraのM閉同知鎖."的""な..，目'" '的~養副'"成k訓へ， .の抽蜘反w.省 I 
In 1①Jni大ve学rslでtieの，1聾Co成llegesEE+ 

@開放制

Open Entry System 

③免許状主義 CertificateSystem 
全国統一の最低基準による免許状恕定
Nalional Minlmum Requ]remenls for Teacher Certificales 

-国立大学+私立大学 BothNatlonal Uni. and Prival申Uni.
-一般大学+目的養成大学 G.同ralUni. and Purpose Uni. 

5 小括 [スライド 18J

以上のことから，さらに以下の2点の結論が得られる。

結論V ー俳宇都も目的養成学部も最i尉t綿単位勢立同じ。

結論W 教育実習の最低4樹立とは4週間の実習のこと。

そして， 般学割か目的機成学部カヰこカサわらず， r争点

C わずか4週間で良質の小学校教員を養成できるのかつ」

という論題が発生することとなる。

[↓スライド 18J

結抽V:一般学部も目的学部も
最低修得単位数は同じ

COflclusion V : The minimum requirements forteatheげcertiflt3te
in a general university are the same as In a purpose one 

結槍羽・教育実習の最低4単位とは
4週間の実習のことである

Conclusion VI; The minimum requirement ofteaching practice 
m cans 4 weekstea，chin-， practice in 8 elementary school 

ド争点C:わずか4週間で
l 良質の小学校教員を養成できるのか?
IIssu.e C : [n Japa周 arewe able to train high ta.lented teachers 

only through 4 weeks teachin， practice? 

第4章 Wサンドイツチ方式の成果と課題

1. Wサンドイツ子方式とは [スライド 19J

わずか4週間の教育実習におし、ても良質即時教教員を養

成する工夫の一つが，，R忠大学地域学部における rwサンド

イツチ方式Iであるロ

すなわち， 4週間の教育実習を r2週間+2週間」に分割

し， r大学での韮謎的な学υH基礎実習 (3年次5月の2週間)

→大学での中間的な学ひ』応用実習 (3年次9月の2週間)

→犬学での政制力な学び」とし、うように， wサンドイツチの

ように2回の教育実習を挟み込んだプログラムである。

[↓スライド 19J

(??一一一CI 此 些)Sandwich program" in the Faculty of ReE 岨ISciences 

大学での基礎的な学び 8asicLearning atυ"' 
1回目の教育実習 ptTeaching Practice 

(2 weeks in May at the 31d year) 
大学での中間的な学び MiddleLearning at Uni 

2回目の教育実習 2ndTeaching Practice 
(2 weeks in September at the 31d year) 

文学での最終的な学び LastLearning at Uni 

[↓スライド2日]

2つのアンケート調査
調査① Research①

基礎実習後の2008年6月JuneIn 2∞8 

履修者32名中の20名(63%)回答

20 Replies / 32 Students (63%) 

翻査② Research② 
応用実習後の2008年10月Octoberin 2008 

履修者32名中の14名(44%)回答

14 Replies / 3!-Students (44%) 

2. 2つのアンケート調査 [スライド20J

m 

rwサンドイツチ方到の成果と課題を検狂するために，

以下の2つのアンケート調査を実施したd

調査。基礎実習後の2∞8年6月実随一額修者32人中の20

人が回答回答率63%)

調査②応凋実習後の2∞8年 10月実借唱修者32人中の

14人が回答(回答率44%)

調醤油駒コ詳細は，昨年の『制撤育学研究』宮刑期こ発

表した心。そこでaここでは紺蜘甘な写真買にとどめて言回止する。

。渡期昭男位田9)r聞協側こおける 『サンドイ ツチ方式による術監

闘 d母校教育英習』並V'Iこ ~ 2年生実施方式による槻岐緩午校教

育英習』の現状団組 『地機ぷ狩研究J1巻 1号。
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[!スライド2幻

012 教育実習の満足度

012: Satisfaction at the花achingPractices 

， Not ve町"No Answer 

I~TI;よ

悦Eヨ11M
Cm忍VlVi前十
』官:1.;t'it:

E怒

!I 

Ve町 good，Good， 

rh 駒山
首斗ζ I，f汗F時』滋E酔雪.圃.c，f，; 亨程z主dよ..~~日lレ" j討\，北t 
司-吹l~乱広ルlト，β

仇

:1 lô:~~ 

3. r教捌こ隠する科目』の活用度アップ [スライド21]

f棚田こ関する科目Jが教育実習に活かされたかどうか!こ

っし、て，邸践習では f酎吋たJ0%， fある程度活力吐7こ1

10%に留まったが，応用実習では f活力吐たJ0%， rある程

度Ii!昔、せたJ43%にアップした.

樹高科目には教育学 ・ 心理学などの防必~ . mg制力な教科

が少なくない。必要性を感じ興味を持たなければ， JhU]J!・理

論の学習は難しく，退屈なものである。しかし，わ明ぅ、2迎

rlljでも教育実現を体験することで糊r.にl則する科目Jの活

用度はアップした。

[jスライド21]

6 応用実習に向けて自覚した課題例 [λライド24]

2つの調査の自由記述から，法礎実習から応用実習に向け

て自覚した学習課題を列挙すると， f.綬業/教授/学習Jr構
成/組み立て/展開Jf目的/自問「教科Jr教育内容Jr学

年Jr括主郷町「児品 「一人一人Jr歪rJ也「教材JC指導案

(計匝ト実施ー総括)Jなどであった

[↓スライド24]

大学での学習は教育実習に;舌かされたか?

Was the basic/middle learning at Uni. made 

good use in the 1"/2"" teaching practice? 

01教職に関する科目

01: Education Studies 
Ve町 good.Good， ， Not very， No Answer 
1 SI Teaching Practice 2岬 TeachingPractice 

Ir" 
酢 ~~!t':τ
野r~t ，';!~ ':
atτr，E 
・喧E

[1 

i喝完
a与す帆

I:，~õ~g' ~': 
C:HI ;~ "2 ~1 i~: 
c ，~・ 21b ，i

I~=~Ë 
山ヨド

2回目実習に向けて自覚した学びの課題O1J
Self-consclousness of Middle learnlns Tasks 

回wardtke 2M Teaching Practi担

・授章/教授/宇宙dassroompra凶回Iinst叩 ctlonJlearning 
構成/組み立て/展開organizationI structure I prog目指

目的/目標 &oal/object
・教科subject
教育向容回ntents
学年 .'司d.
・発達段階developmentalstage 
児童childI children 
- 人一人individual
.到遺achievement
教材担achingmaterlals 
・指導案l計画 実施ー総括)teachlng plan (plan-do担 .1

4. r小学牧教科に関する科目』の活用度アップ [スライド

22) 

r 'Jφ校教科に関する科目jについて，出民習では「活

力吐たJ15%， rある程度活かせたJ55%と， 7~Jが活用して

いた.応凋実習でi主 I主訪吐7こJ29%目 fある程度活古せた1

57%とL、うように，活用度はさらにアップした.

[l スライド22)

7.小揺 [スライド25)

『地域教育学唱防司自rJ刊号に収録し，本報告で1;l:1訓告した

部分も含めて 2つの調丘の結果から，またさらに以下の2

点の縞論カ苛専られる.

結論W 小学校教科 ・少人数ゼミ ・?向i昨旨導 ・他の実習 ・ボ

ランチィア活動は活用度tJtfOjれ

結論1唖貌務科目 ，J也綾将ヰ目 ・幼稚図科目 ・保育土科目 ・

中学校科目は活用度が低ル、

そして，鳥取大学における教育研究の理念である「理論と

実践の融合Jにカ功、わって， r争点D 理J命的 ー原理的科目や

他校種科目を小寺犠教育;l;1習に役立たせることはできるの

かワ」という論題が発生することとなる伺

この点に倒して fWサンドイツチ1冗ねによって，わずか

2週間でも』却腔;)1;'習を{相験することによって，大学での学び

の課題がより明硝となり r租j晶と郊長の融合」をはカミる上で

大学での学習は教育実習に，舌かされたか?

02小学校教科に関する科目

02: Elementary School Subjects Studies 

， Not ve町"No Answer 

1;-:'~ 

Itj:Jt:'~ 
ai524:・'.
~~ ，;';' ~‘ 

1;.ミZ

可喝、

Ve吋 good，Good， 

1，" ，'. ι. ，. 
I:t:~i~: ~': 
B宇=.:' _A' .'. 
ゐ，一二 2

Q.，"“J 

IE;  

司-
司
Jー

ヨ
A

百
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5. r教育実習の満足度JI立高い [スライド23)

「教育尖習町昔沼度JIこっし、て，1.邸躍二~判は「充実してい

たJ75%， rある程度充実していたJ20%，応用実利は「充実

していたJ79%， fある程度充実していたJ14%であった@こ

の前い満足度をベースに大学で(j)'下習に向かえるような知

と実践の融合Jプログラムとしての宛股が期待できよう.



一

効果があるとjjg則された。

[↓ λライド25J

〆ぞ

結論羽小学校教科・少人数ゼミ・事前指導・他の実
習・ボランティア活動は，舌用度が高い

Condusion四:The elementary school subjects studies， 

guidance and seminar learning are put to p悶，t比aluse 

結論四教職・地域学科目や幼稚画・保育士・中学校

科目は活用度が低い。

Conclusion咽 Theeducation studies， regional sciences 
and another school subiects studies are not 

l 
|争点D 理論的・原理的科目や他絞種科目を

| 小学校教育実習に役立たせることはできるのか?
IIssue 0 : Are the theory， principle and another school 
lsubjects useful to elementary school teaching p日ctice?

占

第5章学士課程教育と進路状況

1 地域教育学の構想 [スライド 26J

一般学部も目白後成学部も，最倒I~:ィ号単{宣教は同じであり ，

教育実習も基本的には4週間であることをすでに指摘しむ

その上で， ltil域学部で出出世学を修め，地獄教育竿桝では地

域教育学を学ぶ。

[↓スライド26J

第5章学士(地域学)課程教育と進路状況
Chapter 5: Bachelor's program of Regional Sciences 

and Jobs of the Graduates 

Paradigm of the Regional Sdences on Education 
Human lifelong and Development 

企且且盟主豆島

E ⑧⑧⑨⑧  

E
-

[llコ
岡市地織教育学の鱗銀

J鳥取大判コ考える「地域教育学Jとは図 1 日 械 ・山根俊

富者妓おのような権思である。すなわち，従来の「さ封効サ嵩

み」に対して，一つには樹縦面において「産・育 ・訓・教(産

み・育て ・族け ・教える)Jという 「人間の形成作用の広がり」

を置き，時間軸において「謀盟三から往生までjの生涯にわた

る広がりを設けた。このことによってa 従来の[学校的営み」

をも包摂した「地域教育学」の創出を展望し，①地誠におけ

る人間形成をトータノレに把握する，②制捜における人間形成

を計画・実践・矧面することのできる， r良質性E広し教長を

もった小学校教負」を養成しようというのである。

2 地域教育学切カリキュラム [スライド27J

具件柑こは，図2のようなカリキュラムの怖童になってし、

ふすなわち産 ・育」として「地域教育福祉論Jr家族支

援論Jr養護原瑚「小児保健Jr児童福悩命Jなど育・訓j

として「手助児心劃「幼児の瑚博と発潜自動「保育居酒「特

別なニーズをもっ子とも論jなど， r司11・教」として「学習と

カリキュラムJr人間と教育Jr，学習科筑告Jr道徳教育宮市」な

と生涯にわたるものとして「学習祉会論Jr生涯発達論Jr生
涯学習論Jr人権教育論jなど，である。加えて，地域学ない

し地域教育学のコアとして， r脳虫学入門Jr地域学総ぬ 「地

域教育学入門Jr柑蛾教育計廊命Jr地場数育政策論Jr地核教

育み資法演習」などが位置づし、ている。

[↓スライド27J

学士(地爆学)課程教育

Bachelor's program of Regional Sciences 
Paradigm of the Regional Sciences on E山田針。n

Human Lifelong and Development 
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山

叩
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3. r，学士仕血縁学)Jの学士諜程教育 [スライド28J

問題は，地域教育に留まらず，lI!腕煉地域文化地域

環境の4学科をトークノ1/1こ包照し士こ総合学郁らしし、「学士課

程教育J，すなわち「学土(地域学)Jに相応しい学てと課程プ

ログラムが構築されているかとb、うことである。組』域学宙開こ

おける小学校教員養成は r.学士(教育学:)Jを授与する目的

養成の教育学部とは異なり， r学士(地場竿:)Jの学士宮牒教

育に包摂されたものでなければならなv¥

[↓スライド28J

学士課程教育 8achelor冶Progrヨmof Regional Sciences 

. . u.，~，‘'唱~，・・・.. 
相 EE1.;-F 

‘ 
" im…四|~ヨ

" 
面竺!h竺u巨z日rlE「-円= 

U 

m 巨至1日 目

制 1..........幽 l匝亘ヨ w 

" ， 岨. 
M 

Eコ 巨豆~~H~-J I r"，..."， I 
..山省側，，，，，.r開 3岡山a山田・酬岨

日本の中央教育璃議桧は， 2008年 12凡「学士祝程教育の

稿集に向けてj と題した答申を取りまとめた。答申の「用語

解説」において r.学士訳程教育」は次のように説明されてい

る九

a 文面耳ヰ判ホーム~--/の 「学土官服教育の構築に向けてJ
fhttn:llwww.m出色E!O.in'bmenuJshin丙'C'.hllkvcý~hllkvc泊伽uRhinl12

17堕Z弘皿)
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「従来，学士説草呈教育は，寸酌に『学制教育』などとい

った除目織に着目』した呼.u<;方がなされていた。/しかし，

知識基通辞主会においては，新たな知の'iilE宣と活用を通じ，我

が国担会や人類の将来の発展に貢献する人材を育除すること

が必要であり，そのためには， woc学鞠庁副ではなく，国

脚力通用性のある大学教育の課程の修了に関わる知識 ・能力

を習得したことが重要な忍味を誌冗Fる。学位は，そのような

知議・能力の証明として，大学が授与するものであることが，

国際的はも共通理解になっており，そrT;学位を与える訳程(プ

ログラム)に着目して整理しなおしたものが，学士課程教育

である。」

すなわち，地減学部に所属したことではなく，組出現学を修

めて 「学士側減学:)Jの学位を受けたことにより保証される

内実こそに怠味があるa そうであるならば単なるが学校教

員の「質の{和町ではなく，また 「学士(教育学:)J<:は異な

る， r学土地l虫学)Jを有したノj司教教員としての 「質の保

Z向をこそ探求せねばなるま¥'0なお，その際に r21世紀劉

の教義教育や学士力とは{可かとし、う検討作業ぬ進展切を踏ま

えるべきことは言うまでもな¥'0

4 地域学部の蔵満悦丸兄 [スライド 29J

ところで， 2∞4年度から学年進行て窃梱が進んだ地蚊学郁

は， 2∞8年の春に第1)明生を牢業させた。2∞9年春に卒業

した第2期生の就職伏況を見ておこう。

ft!島海燐特ヰ(卒業者40人)は喚問企劃 24人 (ω%)，

「官ノ必干J6人 (15%)，r.進学J 5人 (13%)，地域教育学科

(卒業者52人)は「教員J19人 (37%)，r関前企業J11人

(21%)， r官公庁J8人 (15%)，地時党文化学桝は 「民間企劃

23人 (56%)，r進学J 9人包2%)，r教:ru 4人 (10%)， 

地域~克特ヰは「尉潤企業J 28人 (62%) ， r進学J11人(24%)，

f法人J3人 (7%)であった。

[↓スライド29J

地域学部の就職状況
Employment Situation of Graduates in 2009 Spring 

平章者教員官公庁民間法人進牢その他
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「教員Jの学部合計24人の内訳は，ノI母校 15人，中学校

2人，高校2人，糊IJ支援学校4人，.Y，!)f個1人であった

他に，地域教育学科では 「保育土資格コースJ(4年布Ij，定員

@例えば，白雨宮里ム子白α沿，)rr21世紀型』教主主教育の再検討一日米比

較と産業界更正教育実政フ勘I初、らーJ防育竿研究176巻4il-. 

一22

10人jを設けており保育所」に9人が制敵してu、た。

おわりに

1. r買の保証」政策への対応 [スライド30J

日本における現在進行形の教員養成政策のキーワードは，

「質の保勧である。「質の保証Iを狭く解釈する立場カもは，

しきりに目的養成を志向する発言が聞かれる。しかし，開放

市防頬1]1こ立った上での「質の保証J政策であり，一般学部を

封断守する方向には至ってし、な¥'0

[↓スライド30J

l第6章:r質の保証J政策と今後の展望 l 
I Chapter 6 : Prospects of the Open Entry Sy臨 mTraini唱 l
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免許更新制度 Every10 yea内LicenseUpdate 5ystem 

教職実践演習 TeachingProfession practke SemInar 
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従って，寸立学部である地減学部においても，政府が新た

に打ち出す教員養成施策には当然ながら対応してきた。以下

に3朝列を挙げる。

明殊教育方、ら槻IJ支援教育への転赦カ

小中学校の通常学級には約6%の発達障害児を含むおよそ

1宮iの特別ニースFのある子が学んでいると想達されており，

小字校教員はそうした特別ニーズのある子への対応もできな

ければならない。学校教育法の一部改正により， 2∞7年度よ

り糊リ支援教育法相以ター卜した

=今地岐学部では，従来の養護学校教員免許状にかわって，

特別支援学校教諭免詐伏蜘的障害者・肢嗣=自由者 ・病弱

者の3障害)の課程認定を受けた。工夫して2年次に特別支

援学校教育英習を配置し，幼稚園 ・小学校 ・中学校の教員，

保育所の保育士になろうとする可能な限り多数の希望者に，

特別支援教育の専門性を担保しようと努めている。

@激員免許更新制度8

自由民主党を中心とした前政憶は，教育職員免許法を改正

して，教員免許伏を 10年ととに更車「する政策を採った(同法

9条， 9条の2，9条の3)。

=今鳥取大学においても4学剖総出の全学付帯)IJの下に， 2∞8 

年度に設行 2∞9年度から利害実施しているa 日本の教員比

率は人口問~1%と言われており，人口 60万人の鳥取県では

教員数はおよそ6千人，これを 10年に分宮lすると 1年で約

η文割耳キ学省ホームAージの「特司l皮緩教育」
日1tロ):/lwww.mext四国amenulshc白川Jtnkub岨 umam.htn，)

8 文首刑学省ホーム^，-ジの I教員免許更車市~JJ
。，ttn訓NWW.n¥吋皿iolamen凶Flh由.lIkoushi.nD



6∞ 人程度の受講となってU、る(なお，新しい民主党を中心

とした政権は教員免許更新制を見直す予定であるという)。

@湾矧旋実践演習の新設。

新たな科目として 「教職実践演習J(2単位}が新設される

包010年度入学者より適用)。これは教員として必要な知

識技能を修得したことを確認するもの」であり，照則として

教員養成課程の最終防滑に位置づけて教員免訴伏を授与しう

る知識技能の修得状況か否かを最終判断rする機能が期待され

ている。

=今鳥取大学でもすでに科目申訪を済ませており， 2日1日年度

入学者が4年次になる 2013年度より実施の干定である。

鳥取大学の特徴は，目的養成から寸雄成に転換した2∞4

年度より，鳥取大学全体で教員養成に取り組む体巾ト移行し

たことである。いわゆる請負体制ヰ噴射到本制を騎重して，大

学全体が教員養成にも意識的 ・秘主動力に関与する実質カ可半え

ば，全学備制化の意義と可能性は極めて大きい 10)0

2 今後の展望-r教員養成6年制J構想~

最後に， 2∞9年衆調児童挙において勝利し，日本において

新しく政権の座についた民主党が r7ニフェスト」に掲げて

いる 「教員養成6年制j 凶について，検討しておきた川

「マニアェスト」には r，教負の資質向上のため，教員免許

制度を抜本的に見直す。教員の養成訓坪呈は6年制(修士)と

し，動成以開室の充実を図る。」という項目がある。しかし，

何年制(修士)J構想や 「教育実習1年」案は，教員養成に

自由に参入する門戸を対聞こ狭めることとなり開燃jlJJ原

貝IJからみて疑義が生じる。

一方， 日本の専早明暗養成における実習ヰ咳奇釘l}f(J~，の扱いを

みると，免討中資格の授与要件に組み込む方式と，期際に仕

事に従司Eする任用予定者に行う方式とがある。

江主去官Jロースクーノレを終えて新司法試験に合格した者司王

1年間 (10か月の鶏締習+2か月の集創彦習)例措を受

け， しかるのちに最終試験に合格すると法曹資格を得る。人

数は，毎年2千人台である。

②E師 6年間の養煽虫程にも実習は組み込まれているが，

医前漁許がないと医罫討す為はできないため，医阿童家誤験に

合格した後にも臨床開釘朝間 (5年)が設けられている。医

学部の学生定員は，医師不足解消の要望もあって増員方向に

あるが， 8千人台であるO

G潜察官各都劃覗州子う誤敢に合格した初任者につき，

大卒は6か月，短大 F枠は 10か月の警察学校での較養 ・訓

練(実習実務を含却を経て，捌指先に配属される。

さて，教員免許状の取得者は国立教員養鵬程の約1万人

@文割耳ヰ年司古「ホームA戸ジの「中央教育翠碍絵経会出再53鴎陶磁・

配柿資料j

白t印す¥'1¥vw.me凪PTl_lI由町内凶申m由 ch叫四fYchuT.ぜ)IlriiimktlfOfi

12明拍11002-2>叩9_htm)

ゆ例えは船帯俊雄白∞8)rr，日協和教員義成ゾステムについて考え

るJ時柳徹育竿会編 『日本σ貌聴鮪改革』学事出!昆

ω民主党ホーム，^-:)の 「政権政策Manif屈曲2佃 9J
血位以Ilwww.dl刻αinlSDE沼iaJ/manifesto2田制nnf':x.ht.mJ)

に国公私立大学での寸怒主成を合わせると，毎年およそ 10万

人とも言われる。この膨大な対象者の全てに， 1年間の教育

実習を訳す実は無謀に近川これに対して，平成20焦度公立

学校教員選考割験による採用者数は約2_5万人(11母校は 1.2

万人)である。

従って，代案としては，従来の 「初任者研修jを充実し活

用する方策があろう。現在，公立放の教員に関しては， rその

採用の日から一年間の続前向糊主の滋Tに必要な司頭に関す

る実脚力な酬IIfJ，すなわち「初任者酬IIfJ(教脊公務員特例

法23条)が設けられている。この充実活用は，開放制原則

とのかかわりでも無理がなく ，現実世ミが高い。

すなわち r4年制の学士課程(1砲昔，'@免許状の授与)斗

任用後に1年閉じた制王者研修才一定期品般(例えば10年後)

にさらに大朝淀等で刷庄(1-2年)Jというシステムを提案

したい(国公私立の全教員対象)。むしろ，初任者側Iiに相当

する研修側障をしないままに非制御損に授業(場合によっ

ては担任まで)を持たせている現状を改めるべきであろう。

(写兵6ー金普培総長らとのスナップ写真)

t前列中央金総長，後初出波風左 「盛)

(写真7一国際シンポジウムの発表抄官矧骨子と参加古if)

詞括宇匡際シンポジウムて噴重な発去輔絵をいただきましたことに対

し，春川教育大苧佼及ひ鳥取大学の関係者にお礼を申し上げます。な

お，同道下った一盛m;畠教授lこ1-;:'国際交杭の打ち合わせ明特交流

等でお也官こなりましむ

お




