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【開会行事】 
Ⅰ 開会挨拶 

日本教育大学協会長  
村松 泰子（東京学芸大学長） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 皆様、本日は北海道から沖縄まで、全国

各地から土曜日にお集まりいただきまして、

どうもありがとうございます。本日は日本

教育大学協会が平成 20 年度に設置しまし

た附属学校委員会が主催いたします第２回

の研究協議会でございます。私自身、今年

教大協の会長になり、初めて参加させてい

ただきます。本日は研究協議会ということ

ですので、いろいろ議論をし、情報を交換

し合い、前向きにつなげていきたいという

ことだろうと思っております。 
 昨年の第１回は国立大学附属学校が置か

れている現状を全体的に把握し、問題を共

有する第一歩ということだったかと思いま

す。今回は２年ぶりにアンケートを行って

いただき、附属学校委員会が精力的に取り

組んでくださいました。その後の各附属学

校での取り組み、各大学での取り組みを取

りまとめていただいたのをもとに、何が問

題なのか、そして今何をなすべきかの議論

をしていただくとうかがっています。 
 また第一部の実践報告には、多数の発表

のご応募をいただいたそうですが、その中

からやむを得ず限定させていただいてご報

告をいただくことになっています。 
 言うまでもないことですが、附属の幼稚

園から高等学校までの学校の教育の問題は、

本来、学習指導要領を含め、初等中等教育

関係、文部省の管轄でいえばそちらが直接

のところだと思いますが、ここは教大協、

つまり国立大学の一部としての附属という

意味で文部科学省からは高等教育局からも、

後ほど大学振興課長においでいただきます

が、国立大学という枠組みの中で議論をし

ていく必要に迫られているということだと

思います。 
 先に出されました国立大学附属学校の新

たな活用方策などに関する取りまとめも、

そもそもは国立大学法人評価委員会のほう

からさまざまなご指摘をいただき、国立大

学法人として取り組む必要があり、大学も

附属も一体的な取り組みが必要なことを指

摘されているからだと思っております。今

回のアンケート結果も後ほどご紹介いただ

けると思いますが、ごく一部を先に見せて

いただいた感じでは、制度的にも、大学と

附属との連携強化をするシステムがある大

学が増えてきていると思います。 
 本日、200～300 人近い方々がお集まり

だとうかがっていますが、大学側から学長

あるいは附属学校担当理事、附属学校部長、

教育学部長、その他大学側の附属学校のこ

とを含めた執行部全体として取り組む方た

ちがいらしていると同時に、附属学校の副

校長や教員の方たちにもお集まりいただい

ています。校長先生は多くの大学で教授を

しておられる方が兼務している場合が多い

と思いますが、まさに附属と大学を接合さ

れるキーポイントのところにいらっしゃる

方たちがたくさん来てくださっています。
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また、附属学校の PTA 連合会からもご参加

いただいているとうかがっています。あり

がとうございます。 
 少しずつ立場が違うけれども、国立大学

法人の一員である私たちが一堂に会して附

属学校と大学の関係の問題を議論していく

こういう場があることの意義はたいへん重

要であり、価値のあることだと思っており

ます。 
 先ほど司会のほうからご紹介がありまし

たが、文部科学省は今たいへん多忙な時期

で、ご挨拶にお越しいただけないというこ

となので、文部省を代弁する気はないので

すが、少し国の動きついてお時間をいただ

いてご紹介させていただきます。 
 二つありまして、一つはご存じのとおり、

今中央教育審議会で教員の資質向上に関す

る特別部会が開催されています。今後の教

員養成制度あるいは免許制度のあり方を抜

本的に見直す議論が、今年の６月から始ま

り、12 月 27 日に、今期にやってきた審議

経過報告を取りまとめる段取りになってい

ます。その審議経過報告は公表されていま

すので、ご覧になっている方も多いと思い

ますが、教員養成を高度化し、修士レベル

とするというのが基本的な方向です。とは

いっても学部と大学院を直ちにつなぐ六年

制ということではなく、学部を出た段階で、

名称は仮ですが、基礎免許状を出し、それ

から何年か教壇に立つ経験をしていただい

てから、教職大学院あるいは既存の大学院

も含めて大学院に行く等、修士レベルまで

学んだところで一般免許状が出る。附属の

先生方もたくさんいらっしゃると思います

が、それが一生続くというわけではなく、

段階にするか、違う種類の免許にするかは

未確定ですが、専門免許状を作るという構

想が今後の検討課題としてかなり具体的に

書き込まれています。 
 今期の特別部会に私も委員の一員として

加わっています。こんなにたくさん検討事

項があり、これからどうしていくのか、い

つ頃までに制度設計をするのかということ

も必ずしも書き込まれていないので、不明

確なところは多々あります。それから、こ

こに大いに関係します教育実習のあり方に

ついても、今の報告案が出ている段階では

あまり書き込まれていない。逆に言えば、

これから私ども、附属を含めた教大協全体

としても、もっともっと具体的なところを

提言していく余地もあるのかなと思ってお

ります。いずれにせよ、今後とも教員養成

のあり方の見直しの中で、附属学校の役割

がますます重要になっていくことだけは間

違いないだろうと思っております。 
 もう一つ、文部科学省あるいは国の動き

でご報告したいのは来年度予算に関してで

す。既にほとんどの大学で、附属の先生方

も含め、ここにいらっしゃるほとんどの方

が来年度の予算編成にあたって、元気な日

本復活、特別枠の要望に関して、パブリッ

クコメントをお書きいただいたのではない

かと思っていますが、それがその後どうな

るのかということに関してです。 
 実は今週の水曜日に国立大学協会の臨時

学長懇談会がありました。そこで鈴木寛文

部科学副大臣が冒頭 30 分ほどご説明にな

り、あと 30 分ほどの質疑応答と、１時間

直接にお話をうかがい、意見交換をする時

間がありました。そこでの議論をご紹介す

ると、今文部科学省がお忙しいと言ったの

は、まさに今山場で、来週いっぱいぐらい
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にだいたい骨格が固まるのだと思いますが、

具体的な話はまだできない状態です。例の

要求額に加えた要望額がどのくらいつくか

ということについて評価会議が開かれ、そ

こでの判定の原則が示されましたが、それ

は提案の要望の内容と、それが改善にどう

いうふうにつながるかということを中心と

する基準だというふうに示されていました。

パブリックコメントのことは基準に入って

おらず、そもそも 189 でしたか、要望があ

ったものに対して、全国から 35 万通とい

うパブリックコメントが集まったと聞いて

いますが、そのうちの８割が文部科学省関

連だったということもよく知られていると

ころです。 
 にもかかわらず、パブリックコメントを

参考にしてもらえないのでは公約違反で、

たいへん心外だと思っていましたが、当然

学長懇談会でも、そこのところはまず鈴木

寛副大臣からもご説明がありましたし、質

問もありました。そういう形では明示され

ていないけれども、大量に寄せられたパブ

リックコメントは効いているのだというご

説明でした。評価の判定がＡからＤになっ

ており、文部科学省関連はＡが一つもない

ので、パブリックコメントがこんなに多い

のにどうしてという感じだったと思うので

すが、あそこでＡ判定になったのは、すで

に補正予算でつけてあるもの、もしくは金

額が比較的小さいもの、だからＢ判定とい

うのが重要なのだと。文部科学省関連の重

要なところがＤ判定になっているものが多

いのは、パブリックコメントが効いている

のだと。夏前に、教大協としても各界の方

への働きかけなども行いましたが、その種

のことも、かつての国会議員の中の文教族

だけではなく、議員さんの中に広くじわじ

わと効いてきている。そして、各大学が各

地で地元の議員さんなどにご説明くださっ

たことはたいへん有効だったのだというご

説明がありました。 
 そういう意味で、現在、要求額と要望額

を一体的なものとして、極力大学の基盤経

費を最優先に、なんとか確保するのに日夜

がんばっているというご説明がありまた。

もちろん 10％削減などということはない

と思いますし、その先が何パーセントかと

いうところが問題で、私どもとしては、こ

れまでどおり１％でも撤廃してほしいと思

っているわけですから、それがどのくらい

になるかというところの瀬戸際だと思いま

すが、最優先課題の一つとしてがんばって

いるというご説明がありました。 
 いずれにせよ、結果がどうなるかですが、

国の財政状況が厳しい中で、国立大学、そ

して附属学校を、国の税金をいただいて運

営していく。そのためには存在意義の明確

化を私たちはますます打ち出していかなけ

ればいけないだろうと思います。厳しい中

でこそ打って出る。自立的な取り組みを行

って前に出るということが大事だろうと思

っております。そういう意味で、本日は各

大学の附属で何ができるのか、あるいはお

互いにどういう連携ができるのかというこ

とを含めて、多くの提案が得られるとうれ

しいと思っております。 
 最後になりましたが、本日のこの研究協

議会を開催するにあたりましては、教大協

の附属学校委員会の金本委員長、藤堂副委

員長はじめ 15 名の委員の方たちがたいへ

ん精力的にご準備くださいました。私も委

員会の議事メモにいつも目を通させていた
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だいていますが、たいへん精力的に取り組

んでいただいたおかげで今日の会が開催で

きることになったと思います。また、事務

局の方たちも今日に至る準備、あるいは本

日の裏方としてもたいへん精力的に働いて

くださっています。その皆様方にお礼を申

し上げたいと思います。 
 併せて、教大協の会長ではなくて、学芸

大学の学長としてひと言申し添えます。教

大協の事務局というのはそんなに裕福な財

政ではありません。専属の職員は２名いら

っしゃいますが、あとはすべて学芸大学の

職員が兼務でやっております。本日の運営

は金本委員長が所属されている千葉大学か

らも人を出していただいていますが、本学

では普段から教大協の事務局と兼務してい

る方たちがかなりおり、すべて学芸大の予

算で、この厳しい情勢の中でまかなってい

ます。本日は日頃兼務をしている者以外の

助っ人も、総務部の総務課を中心に、ある

いは附属学校等からもお手伝いをさせてい

ただいております。今後また教大協全体の

中でこういう事務局体制のことも一緒に協

力していくような体制を作っていければと

願っておりますので、本日は全国からお集

まりなので、ちょっとその話をさせていた

だきました。 
 では、今日の議論が実り多いものになる

ことを願いまして、私のご挨拶とさせてい

ただきます。どうもありがとうございまし

た。 
 

4



Ⅱ 趣旨説明 
 附属学校委員会委員長 金本 正武 

（千葉大学教育学部附属小学校長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  今日は年末のお忙しい中、こんなにた

くさんお集まりいただきまして、ありがと

うございます。今回の趣旨、背景、そして

目指すもの、すべて今、会長のほうからお

話しいただきました。私のほうからは、こ

の会の趣旨について、そしてこの１年、附

属学校委員会が何にどのように取り組んで

きたのか、ご説明させていただきたいと思

います。 
 附属学校委員会が日本教育大学協会常設

委員会となって今年で３年目を迎えました。

昨年度より、今お話がありましたように、

大学法人評価委員会のほうから業務見直し

を強く求められる状況にあり、いよいよ第

２期の中期目標・中期計画に基づいて、各

大学・学部の附属学校園が取り組んでいる

ところです。その中で、昨年３月 26 日に

文部科学省から通知されました附属学校の

新しい活用方策検討とりまとめが、この１

年半どのように取り組まれてきているか、

その成果と課題が明確になることが求めら

れている段階に入ってきたように思います。 
 そこで、４月より、今年度の附属学校委

員会では、まず各国立大学の中期目標にお

いて、附属学校に関する内容がどのように

位置づけられ、反映され、またこの取りま

とめがどのように具体化された形で反映さ

れているかということを調査させていただ

き、今日の資料にもそれがまとめられてい

ます。後でご覧いただきたいと思います。

そして、この活用方策とりまとめに基づい

て、どのように具体的な取り組みが進んで

いるのか、そして課題は何なのか、附属学

校委員会としてアンケート調査の形でお願

いしました。夏休み明けに各大学からその

回答を送っていただき、まだ完全な形では

ありませんが、この集計結果に対する考察

も含め、附属学校委員会のほうで中間まと

め的なものを出させていただいて、今日、

資料に配布させていただいたところです。

このアンケートにおきましては、各大学、

各附属の生の自由記述が非常に多かったも

のですから、それについては３月までにそ

れも含めた報告書としてまとめたいと思っ

ているところです。 
 昨年 12 月 10 日、この同じ場所で、第１

回の研究協議会を行ったわけですが、そこ

で文部科学省から渡邉室長にもおでまし願

い、また県の代表として千葉県教育庁の鬼

澤教育長にも出席していただいてシンポジ

ウムを行いました。そのときに、このよう

な発言とまとめをさせていただいたことを

ここでもう一度確認させていただき、本日

のテーマにつなげたいと思います。 
 シンポジウムの最後に、渡邉大学振興課

室長から、このような発言がありました。

それは、附属学校との連携により、大学１

年生から一貫した教育実習を行うことがで

きるところに教員養成大学・学部の存在意

義がある。つまり附属学校を抜きにしては
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教員養成大学・学部は存在しないという強

い発言がありました。師範学校時代から附

属というものは常に教育の最新課題に取り

組むということで、100 年以上の歴史を持

ってここまで来たわけですが、附属があっ

てはじめて教員養成だということは今も変

わることはないと思います。 
 ただ、時代が変わり、さまざまなところ

で研究が進み、取り組みも進みました。ま

た、附属を取り巻く背景も変わりました。

教員免許の出し方もだんだん広がってきま

した。そうした中で、真にすばらしい教員

を輩出できる大学なのかということも問わ

れ、教員の資質・能力も問われるようにな

りました。それが今の中教審の審議だろう

と思います。そういったことから、今の発

言は附属学校園の関係者としては重く受け

止め、また教員養成大学・学部としても、

重く受け止めておく必要があるだろうと思

います。 
 先の活用方策とりまとめに関しては、後

に藤原課長から基調講演の中でお話しして

いただけると思いますが、事前にいただき

ました資料におきましても、中心的な提言

となっており今も生きております。昨年通

知されただけで終わってはいません。この

「とりまとめ」の提言内容は、これからの

附属学校が拠り所としてしっかりと取り組

んでいかなければならない貴重なものなの

だということが記されています。そうした

ことから、私のほうで昨年度のシンポジウ

ムのまとめを６点にまとめさせていただき

ましたのでご紹介します。 
 ①昨年の第１回の実践発表とシンポジウ

ムで出た意見、さまざまな調査のデータを

さらに押し進めていくことが大事であると

いうこと。 
②大学・学部の教員の附属学校園に対す

る意識をもっと高めていかなければならな

い。ここでの議論で、教科教育の先生方が

附属にかかわる率は非常に高い。これは当

然のことであろう。しかし教科専門の先生

が、附属に対する理解が薄い。これはどう

したことかという議論がありました。しか

し、附属の教員も、公立の教員も、教科専

門の中にあって自分の資質を高めることも

大事なのだ。そうした意味で、教科専門の

かかわりというのはこれから考えていかな

ければいけないということでした。 
 ③附属学校園は、勤務の条件やさまざま

な物理的なもの、予算で、悩みや不満もあ

るだろう。しかし、そればかり言っている

のではなく、自助努力も必要である。 
 ④大学・学部との連携、地域との連携、

あるいは附属学校間の連携を含めたいわゆ

る連携研究をもっともっといい形で進めて

いこうではないか。 
 ⑤県や市の教育委員会との連携をしっか

りと築いていくこと。これは附属学校園が

積極的にかかわるということも意味してい

ます。 
 ⑥国の積極的な支援のもとに、国立大学

附属学校園にふさわしい教育研究を進める

ことが大事である。大学・学部の先進的な

研究をどう協力していくかということもも

ちろんですが、附属と大学が一緒になって

研究課題を定めていくことも大事であると

いうことでした。 
 今申し上げた六つの点は、今回、皆様方

に事前アンケートとしてお願いした中にも

たくさんいろいろな形で含まれています。

これも後で配布された資料をご覧になりな
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がら、一緒に考える時間とさせていただき

たいと思います。 
 そうしたことから、今回の第２回目の研

究協議会は、流れとして、この後、第一部

として四つの学校から、現状の取り組みと

課題についてご報告をしていただきます。

なお、募集をしましたところ、たくさんの

応募がありまして、どの学校にしていただ

くか本当に困りました。今日の４校以外に

応募してくださった学校につきましては、

紙上発表という形で、その情報をみんなで

共有できるチャンスを広げていきたいと思

っております。 
 続く第二部では、文部科学省高等教育局

大学振興課長の藤原様から基調講演をいた

だきます。その資料ももうすでにお手もと

に配ってあります。我々日本教育大学協会

は、附属学校連盟と歩調をそろえて、今、

歩もうとしています。この藤原課長の用意

していただきました資料には、平成 21 年

度の附属学校委員会での調査結果も踏まえ

た内容があります。今日、私たちの手もと

には、本年、つまり平成 22 年、日本教育

大学協会が行った附属学校関係のアンケー

トの速報もあります。そうしたものを比較

しながらご覧になることが私の願いです。 
 この基調講演の後、今年行いましたアン

ケート調査に基づく附属学校園としての提

案をさせていただき、そして続く 70 分間

を予定しています。名称は〈鼎談〉ですが、

附属学校委員会での議論をここでも行いた

いという気持ちで、藤原課長も交え附属学

校委員のメンバー３人、そして私の５名が

登壇してここで話し合いをし、一緒に皆様

方にも附属学校がこれから何をすべきかを

考える時間を持ちたいと思います。本来な

らば会場の皆様と一緒にさまざまな発言を

踏まえて、じっくりとこの会を持ちたいと

ころですが、限られた時間の中で行う関係

で、十分にフロアからの意見をいただく時

間はないかもしれません。しかし、最後ま

で一緒に附属学校の今後を考える時間を持

てるよう、ご協力をお願いしたいと思いま

す。 
 私の説明はこれで終わります。今日はど

うもありがとうございます。 
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【第一部】実践発表と協議 

 
実践発表司会 
 附属学校委員会委員 塩川  亮（静岡大学教育学部附属学校園統括長） 
 附属学校委員会委員 坂下 伸一（奈良教育大学附属小学校副校長） 
 
 
Ⅰ「学部教員と附属学校園教員による協働研究の推進」  
   －教育実習自己評価シートの開発を例に－ 
     

香川大学教育学部附属高松小学校長       長谷川 順一 
 
 
Ⅱ「山形大学附属学校の管理運営体制の改革について」  
 

山形大学附属学校運営副部長          佐々木 正彦 
 
 

Ⅲ「先進的な中高一貫理数教育と高大接続」  
 
    奈良女子大学附属中等教育学校副校長      吉田 信也 
 
 
 
Ⅳ「信州大学教育学部附属松本学校園における体系的な臨床経験を通した教員養成」  
 
    信州大学教育学部附属松本中学校教頭      橋渡 勝也 
    信州大学教育学部附属松本中学校教諭      佐々木 秀 
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Ⅰ 学部教員と附属学校教員による共同研究の推進 
―教育実習自己評価シートの開発を例に― 

 
１．本日の発表 
香川大学教育学部には二つの課程（学校教育教員養成課程、人間発達環境課程）が置かれている。

附属学校園は、高松地区と坂出地区の２地区にあり、高松地区には幼稚園・小学校・中学校、坂出

地区には幼・小・中、それから特別支援学校が置かれている。 
本日の発表は、まずは、香川大学教育学部に置かれている学部・附属学校園共同研究機構につい

て、それから共同研究機構が実施している学部と附属の先生方の合同研究集会について、その概要

を紹介する。その後で、その共同研究の一環として実施している教育実習生が用いる自己評価シー

トの開発について報告したい。 
 
２．学部・附属学校園共同研究機構と合同研究集会 
（１）学部・附属学校園共同研究機構 
 学部・附属学校園共同研究機構は 2006 年に設置された。委員会メンバーとしては、学部長、附

属学校担当の副学部長、それから教育実践センター長、教育実習の委員長等々、学部の教員に加え

て、附属学校園の教員（各一名）が加わっている。任務としては、共同プロジェクトの計画、ある

いは共同研究のテーマの募集、そして合同の研究集会の実施といったところが挙げられる。  
共同研究機構が推進している学部と附属学校園の教員による共同研究は、学部内にて公募する。

採択されたものについて実際に研究を実施し、年度末に行う合同研究集会で研究成果を報告するこ

とになっている。 
 一昨年度の共同研究の課題を例示として持ってきた。いちばん上に記載しているのが私の応募課

題で、このあと報告をするものである。2010 年度、今年度は、応募がかなり多くなった。それぞれ

非常に熱心に募集に応じていることがわかる。これらがすべて採択されて、今、実際に共同研究に

取り組んでいるところである。予算措置も講じられているが、今年度は応募課題が非常に多いとい

うことで、１件当たり 10 万円程度である。私のように複数回応募している者については、５万円

の補助金をもらって研究を進めている。 
（２）学部・附属学校園教員合同研究集会 
次に、学部・附属学校園教員合同研究集会について。この研究集会が始まったのは 10 年前であ

る。第１回は 2000 年 11 月に開催された。第４回以降は 2 月、この数年は 2 月の末に実施している。

合同研究集会は分科会と全体会から構成されている。最近では、学部と附属学校園の教員による共

同研究が進む中で、分科会は共同研究の報告をするという形で設定し、全体会は各年度にそれぞれ

のテーマを設定して進めている。 
 昨年度の全体会は、「教育実習カリキュラムの改革に向けた現状と課題」というテーマのもとに実

施された。最初に分科会がもたれ、このときには各附属で行った共同研究の発表が行われた。共同

研究は８件あったので、８分科会が設定された。全体会はシンポジウム形式で教育実習にかかわる

問題が議論・検討された。 
 
３．教育実習性のための教育実習自己評価シートの開発 
次に、学部・附属学校園の共同研究機構が行う共同研究の一環として実施した教育実習の自己評

価シートの開発について紹介する。この研究は、今年度で 3 年目になるが、一昨年度と昨年度は、

附属高松小学校の先生方と共同で行った。今年度は、2 校の附属小学校に拡大して実施している。 
 ここに示した教育実習生用の自己評価シートを使って、教育実習での教育活動あるいは授業の実

践などを振り返る。そしてその後の目標、あるいは改善点を見出していく。そのために自己評価シ
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ートを作っている。この３年間は小学校の実習生を対象とした。今後は対象を拡大していければと

思っている。 
 実習についても少し触れておくと、香川大学教育学部では、３年次で主免実習、４年次で副免実

習を行う。教育実習はだいたい９月に行われている。附属学校が小、中、幼稚園は２校ずつあるの

で、主免教育実習に必要なところはすべて附属学校で実施されている。 
さて、この 3 年間の共同研究であるが、一昨年は、附属高松小学校で教育実習を行う３年次の主

免実習生を対象として３回の調査を実施した。もう一つ、それと同時に、教育実習生の指導をして

いる指導教員、附属高松小学校の先生方を対象とした調査も実施した。 
 教育実習生の調査用のシートの部分を示したい。実際に授業を始めるようになってくると、右側

のグラフに示されているように、自己評価も高くなってくる。これは授業の実施に関するところで

ある。適切な発問ができているかとか、机間指導をしっかりしているかという、授業に関する教授

行為を項目として自己評価をさせるという形になっている。 
 それから、教育実習生を指導している先生方にも評価をお願いした。先生方が学生を評価して、

学生がこの調査用紙に記載をして、それが対応したところをデータとして取り上げて見ると、教育

実習生の自己評価と先生方の学生評価はまあまあ一致している。平行な形で動いているというとこ

ろは非常に興味深いところだと思う。 
昨年度は、こういった調査の結果を踏まえて、教育実習生の自己評価を行う 2 種類のシートを開

発した。一つは、前の年に行った、今見ていただいた調査用紙。もう一つ、とくに授業の実施にか

かわるところについては、先生方の学生評価と学生の自己評価が乖離しているところがあったので、

そこを重点的に、もう一つ自己評価のシートを作成した。これを附属高松小学校で試行的に実施し 
た。学生が記載したシートをいくつか示したい。 
 今年度は、さらに実施校を二つの小学校に拡大して、この二つの評価シートを使っていただいて

いる。昨年度に続いて今年度も、教育実習を終わって、この評価シートについてのアンケートを実

施した。この二つの自己評価シートは有効だったか、効果的だったかを５段階で評価させるもので

ある。そして選択理由を記入させた。効果的だった、あるいは有効だったという回答が多かったの

だが、否定的な回答も見られる。このあたりはまた今後検討していくつもりである。 
 
Ｑ＆Ａ 
Ｑ１．自己評価を学生がして、そして附属学校の教員も同時に評価をして、グラフを示されたけれ

ども、これが最終的に実習の学生の単位取得における評価には、どのようにつながるのか。 
Ａ 調査として実施する際、学生に対しても、附属学校の教員に対しても、これは実習の評定とは

関係がないということを明言した上で、調査への協力をお願いした。 
Ｑ２．学生の単位取得のときの評価は、附属学校側の評価がそのまま生きていくのか。もちろん事

前・事後の実習もあるから、それだけではないと思うが、その実習の評価について大学教員がどの

ぐらいかかわっているのか。 
Ａ 実習生の評価、いわゆる評定にかかわるところは実習校の教員が行っている。ただし、事前・

事後指導については別立てで単位を認定しているので、これは大学の教員が行っている。 
Ｑ３．附属学校園の研究テーマと大学の先生方との共同研究との兼ね合いはどうなっているのか。 
A 附属学校ではそれぞれ研究テーマを掲げて実践的な研究に取り組んでいるが、今日紹介した共

同研究は、附属学校が行っている研究テーマに関して学部教員と共同で行うものではない。附属学

校の研究テーマを勘案してということではないが、附属学校園の研究、あるいは先生方にとっても

先進的な何ものかを得られるものである。 
 

（実践発表者）香川大学教育学部附属高松小学校長 長谷川順一 
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2010.12.11
第2回全国国立大学附属学校研究協議会

学部教員と附属学校園教員による共同研
究の推進
－教育実習自己評価シートの開発を例に－

香川大学教育学部 附属高松小学校
長谷川順一

1

 

 

本日の報告

香川大学教育学部

学部附属学校園共同研究機構

学部･附属学校園教員合同研究集会

教育実習生のための教育実習自己評価シートの
開発

2

 

   

香川大学教育学部

教育学部

学校教育教員養成課程

人間発達環境課程

附属学校園

高松地区：幼稚園･小学校･中学校

坂出地区：幼稚園･小学校･中学校･特別支援学校

3

 

 

学部･附属学校園共同研究機構

2006年に設置

構成員

学部長・副学部長・･･･・附属学校園教員（各１名）

任務

学部と附属の共同プロジェクトの企画及びその推進

学部と附属学校園の教員による共同研究の公募及びその選択

学部と附属学校園の教員による合同研究集会の企画及び運営

機構が行う共同研究

公募 → 採択 → 共同研究の実施→ 合同研究集会で報告

教育実践総合センターなどでも共同研究を実施

4

 

   

学部･附属学校園教員合同研究集会

研究集会の開催

第1回 2000年11月
第4回～ 各年度の2
月に開催

第10回 2010年2月
26日

分科会と全体会から構
成

分科会

共同研究報告

全体会テーマ（例：第10回）

「教育実習カリキュラ
ムの改革に向けた現状
と課題」

5

 

 

教育実習自己評価シートの開発

学部･附属学校園共同研究機構が行う共同研究として実施
一昨年度：附属高松小学校

昨年度：附属高松小学校

今年度：附属高松小学校・附属坂出小学校

教育実習生が用いる自己評価シートの開発
教育実習での教育活動などを振り返る

改善点や今後の目標を発見する

小学校での実習生を対象として検討

6
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香川大学教育学部・教育実習

•

•

3年次主免教育実習・４年次副免教育実習

主免・副免実習は8月下旬～10月上旬に実施
特別支援学では他の期間にも実施

附属学校園で実施
公立校での実習も行われている

7

 

 

2008年度調査

附属高松小学校で実習を行う3年次主免実習生を対象

3回の調査を実施
第1回：実習第２週はじめ、第2回：実習第３週はじめ、第3回：実
習第５週はじめ

内容は同一

60項目から構成／A４用紙4ページ、A３用紙1枚表裏に印刷

指導教員を対象とした調査
調査設問は実習生用と同一

指導を行っている実習生を評価

時期は実習生を対象とした調査第3回目

8

 

   

2009年度 教育実習自己評価シートの作成

2種類の自己評価シートを使用

教育実習全般に関する自己評価シート
昨年度の調査設問を一部修正して使用
第１回は実習初日、以下、実習第１､２､３､５週の金曜日に配布、第１回
を除いて翌週初めに回収（第４週は連休の週のため実施せず）

授業の実施に関する自己評価シート
児童理解･教材研究、指導案作成、授業の実施について作成
授業実施後に記入
授業後の協議で指導教員にも見てもらう
A４用紙4ページ、A３用紙1枚表裏に印刷

附属高松小学校で試行的実施

9

 

 

2010年度 実施校の拡大

前年度の調査結果をみると、教育実習生は自己評価シー
トを概ね肯定的に捉えていた

２種類の自己評価シートを高松・坂出の両附属小学校で
使用

内容については一部修正

10

 

   

課 題

教育実習自己評価シート
設問などの点検・検討

シートを用いた指導方法の検討

自己評価の有用性

他校種への拡大

学部・附属学校教員との共同研究の推進
学部・附属学校園教員が課題を共有

例) 教育実習生の教育実践力向上・指導方法

附属学校園教員の負担軽減・協働的な教育研究への取り組み

11
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Ⅱ 山形大学附属学校の管理運営体制について 
 
１．山形大学附属学校の概要 
平成 20 年に山形大学附属中学校の校長、山形大学地域教育文化学部の教授と兼任ということで３

年の辞令を受けたが、１年で終了して、平成 21 年から山形大学附属学校に運営部という組織が導入

され、運営副部長として２年の辞令を受けた。今回は山形大学附属学校の管理運営体制の改革につい

て、それに至った経緯、改革の概要、そして課題についても若干触れながらお話しさせていただく。  
まず、山形大学附属学校の概要について。山形市の２地区に４校園が分散している。幼稚園、小学

校、中学校が山形県庁に隣接した地区にある。数キロ離れた医学部に隣接したところに附属特別支援

学校がある。各附属の教員数とクラス編成については、資料に示している通りである。 
 

２．附属学校改革前夜 
私は、平成 20 年度から改革の議論に加わることになった。学長・理事からずっと言われたことは、

運営費交付金の減額、さらに別途人件費の削減という状況の中で、大学の組織の中で「附属学校だけ

が無傷というわけにはいかない」ということ。こういうプレッシャーを受けながら議論をさせてもら

った。 
 その中で出た話によると、大学では教員はもう 20％減になっている。事務官に関しては 40％減に

なっている。こういう状況で、附属学校だけがプラスマイナスゼロというわけにはいかないというこ

とで、スリム化が要求された。平成 19 年度末に、「選択と集中」による附属学校のスリム化が強く求

められて、当時は７～８人の定員の削減の提示があった。それに関して、当時の附属学校園長に対し

て、スリム化を盛り込んだ将来計画を出すようにという指示があった。ただし、検討はされたけれど

も、十分に検討が進まなかった。一部の附属学校からは、幼稚園を整備（整理と言ったほうがいいか）

するとか、特別支援学校を整備するとかのスリム化案が提案されたが、附属学校内での厳しい意見の

対立が生じて、結局、19 年度中は附属学校全体で統一した将来計画案をまとめるには至らなかった。 
 平成 20 年になって２名の校長の交代があり、附属学校間の対立を乗り越えて、附属学校が一枚岩

となって連携を図りつつ、附属学校としての統一した将来計画案を策定するのだという大方針を確認

して、大学からのスリム化の指示に対応（対抗）した。校園長・副校園長ワーキンググループを立ち

上げて、附属中学校長をまとめ役として、集中的な検討と大学との交渉に入った。 
 学長・理事から、交渉の中で実に様々なスリム化案が提案された。７～８人減、６人減、それに対

して常勤講師を 12 人つけるとか、５人減等々、さまざまな案が出された。学長が附属学校関係者と

懇談をする機会があり、その中で「スリム化といい教育が両立する案が必ずあるはずだ。附属学校側

からスリム化に向けて知恵を全然出していないのではないか」ということで、かなり厳しいやり取り

があった。ここに至って、附属側からもスリム化を含む案を提示することになった。少人数学級編成

の導入、そして常駐のメンタルケアスタッフの配置、という質的な向上をねらっての二つの案ととも

に、スリム化としては、各学校園から教員１名ずつ削減する等々の案を出した。 
 それに対して、四つの学校園の「痛み分け案」では通らない。議論の方向は「選択と集中」である

ということが、再度、理事から言われた。当時の我々の改革のためのワーキングは、それぞれ校長が

４名、副校園長が４名出て、８名での話し合い。どこかを整理するような議論をするには一つの限界

があった。平成 20 年度の９月以降になって、理事直属の新しいワーキンググループが設置された。

理事、４校園長、大学からの２名が加わって検討するという母体の変更が行われた。そこで途中から

入ってきた問題は、附属学校全体のマネジメントの強化のため、「校長の専任化」と「新運営体制の導

入」の検討をスリム化と同時に行うようにということだった。 
 理事からは、兼務の校長を廃止して、副校園長を校長とし、附属学校園長１名を置くという提案が

初にあった。附属側からは、大学・学部との連携に果たしている兼務校長の役割はきわめて大きい、

13



校長専任化は大学附属学校の特徴を薄めて、附属学校の公立学校化への懸念がある等々の反論を行っ

た。附属学校から、兼務校長の上に、大学兼務で附属学校部長を置く案を代案として示したが、これ

も分かりにくいということで退けられた。 
 
３．新しい管理運営体制の導入 
結果的に 21 年度から次のような運営体制、そしてスリム化が導入された。スリム化としては、教

員３名減（幼稚園から１人、小学校から２人）。22 年度概算要求。それから校長に関しては専任化を

行う。21 年度に導入する。それから附属学校運営部の設置に関しては、１人ではやはり無理なので、

運営部長、運営副部長２名体制の集団運営体制で行う。それも 21 年度に導入するということが決定

された。組織図に示したように、学長、担当副学長、それから運営部長、実習担当の副部長と研究担

当の副部長、そしてその下に各学校園長がいるという管理運営体制である。 
 運営部の役割としては、まず一体的な管理運営を行う。大学当局に対しては、附属学校を代表して、

ある意味では民主的圧力団体として要求をしていく。附属学校の諸委員会の委員長を務めて、大学の

附属学校としての全体の改革を進めていく。人事に関して県との話し合いを定期的に持つ。校長の専

任化に関しては、21 年に兼任の校園長を廃止、副校園長の制度を廃止した。さらに現在、管理体制の

改革の一環として、学内教頭の解消に向けて進めているところである。 
 現在進めている諸改革については、附属学校間の連携を強める委員会を新設して、異校種間の連携

の充実を図っている。さらに、連携の作業部会を二つ作り、幼小中、それから特別支援という縦糸と

横糸でもって具体的連携を計画的に実施中。教員一人ひとりの意識が変わってきつつあるという実感

を持っている。教育実習改革は、23 年度より実施するということで、中学校での母校実習を基本的に

取りやめて、近隣の３市の協力を得て、附属学校が責任を持って行うようにする。 
 ３名の定員に関して、 終的には附属学校で活用してもよろしいということになった。スリム化に

伴って、平成 23 年に幼・小２名、平成 27 年に小１名がクラス担当を要しなくなるが、その定員を附

属学校コーディネーター３名に振り替える予定である。 
 後に、平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について。評価委員会から、教育研究

等の質の向上の状況について、特記事項として８項目挙げられた中で、２項目、附属学校の実績とし

て高く評価されている。一つは、校長の専任化の導入、もう一つは、平成 23 年度より母校実施を取

りやめて附属中学校及び山形市の近隣の中学校において実習を行うことを決定したということについ

てである。 
  
Ｑ＆Ａ 
Ｑ１．校長の専任制を 21 年度から導入したようだが、校長のリクルートは。 
Ａ 平成 21 年度は、副校長がそのまま校長にスライド。この後は、すべて県からの人事交流という

ことになる。 
Ｑ２．校長が県から来て、教員が全部県教委からの人事交流であるという実態の中で、大学附属であ

る意義は。山形県教委の附属と言った方がよいのでは、という極端な印象も持つのだが。 
Ａ 我々副部長は附属学校の組織の一員。我々が全体の管理運営をしている限り、県の附属になるは

ずもない。学長は、附属学校は「大学の宝」だと言っている。 
Ｑ３．管理制度をいじったことと内側から壁を越えていくような動きとが連動しなければ改革は成功

しないと思うがどうか。 
Ａ 運営部にいていつも大切にしたいことの一つに現場主義ということがある。現在、３人の運営部

体制、そして４人の校長先生が連絡を密にして、附属学校全体を考えながら改革を進めている。 
 

（実践発表者）山形大学附属学校 運営副部長  佐々木正彦 
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山形大学附属学校の

管理運営体制の改革について

発表者：山形大学附属学校運営副部長

佐々木 正彦

第２回全国国立大学附属学校研究協議会

平成22年12月11日（土） 学術総合センター

 

 

１. 山形大学附属学校の概要 (1)

４校園が山形市の２地区に分散

附属幼稚園、附属小学校、附属中学校

山形県庁に隣接

附属特別支援学校

数キロ離れた医学部（同附属病院）に隣接

2

 

   

２．山形大学附属学校の概要 (2)
附属幼稚園 教員７人
３歳児２クラス（１７人×２） 今年度より
４歳児１クラス（３４人×１） 今年度より
５歳児２クラス（３５人×２）→来年度１クラス減

３４人学級を１年生から導入（学年進行）

来年度廃止

→２７年度より５・６複組廃止

附属小学校 教員２９人
各学年３クラス （１年生を除き４０人）

→
複式クラス

１・２複組（各学年から８人）→
３・４複組、５・６複組（各学年から８人）

3

 

 

３．山形大学附属学校の概要 (３)
附属中学校 教員２２人

（附属小学校からの連絡入学＋１クラス分の他の
小学校から入学）

各学年４クラス各４０人

附属特別支援学校 教員２９名

小学部３クラス各６人

中学部３クラス各６人

高等部３クラス各８人

※ 教員の定員：附属学校全体で８７人。

※ 「人事は、県との人事交流である」

 

   

４．附属学校改革前夜（１）
（平成19年度末から平成20年度）

学長・理事から：
運営費交付金の減額、さらに別途人件費の削減とい
う状況の中、大学の組織の中で
「附属学校だけが無傷というわけにはいかない」。

、「選択と集中」による附属学校の
「スリム化」が

７～８人の定員削減の提示があ

平成１９年度末に
大学（学長及び附属学校担当理事）か

ら強く求められた。
り、当時の附属学校園長にスリム化を盛り込んだ将
来計画を作成するよう指示があった。

5

 

 
５．附属学校改革前夜（２）

当時の附属学校の正副校園長の間で検討されたが、
十分に検討が進まなかった。

一部の附属学校から、幼稚園を整備するとか、特別
支援学校を整備するとかのスリム化案が提案され
たが、附属学校内で意見の対立が生じた。

結局，１９年度中は、附属学校全体で統一した将来
計画案をまとめるには至らなかった。
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６． 附属学校改革前夜（３）

平成２０年度になり、２名の校長の交代があり、附属
学校間の対立を乗り越えて「附属学校として一枚岩
となり連携を図りつつ、附属学校としての統一した
将来計画案を策定する」という大方針を確認して大
学からのスリム化に対応した。

校園長・副校園長ＷＧを立ち上げ、附属中校長をま
とめ役として、集中的な検討と大学との交渉に入っ
た。

7

 

 

７． 附属学校改革前夜（４）

学長・理事により、交渉の中で、実に種々のスリム
化・削減案が提案された。7～8人減、6人減（常勤
12人）、5人減など

学長（附属学校関係者との懇談会にて）：「スリム化
と、いい教育とが両立する案があるはず。附属学校
側からスリム化に向けて知恵を全然出していないで
はないか。」 厳しいやり取りがあった。

附属側からもスリム化を含む案を出すに至った。

①少人数学級編制 ②常駐のメンタルケア・スタッ
フの配置 ③各学校園から教員１減、等の案。

8

 

   

８．附属学校改革前夜（５）

理事：このような「痛み分け案」では通らない。

「校長
の専任化」と「新運営体制の導入」の検討が加わっ
た。

議論の方向は「選択と集中」である。

平成２０年度９月以降になって、理事直属の新たな
WGが設置された。理事・４校園長・大学から２名の
メンバー。

附属学校全体のマネジメントの強化のため、

 

 

９．校長専任化を前提にした管理運営
組織導入の議論について

理事から：兼務校長を廃止し、副校園長を校長とし、
附属学校園長１名を置く、と

兼務校長の上に、大学兼務で附属学
校部長を置く案を代案として示したが、

退けられた。

いう提案。

附属側から、①大学・学部との連携に果たしている
兼務校長の役割は大きい。②校長専任化は、大学
附属学校の特徴を薄め、附属学校の公立学校化へ
の懸念がある。等々の反論を行った。

附属側から、
複雑な階層

でマネジメント体制が機能しにくいとして

10

 

   

１０．議論の末の新しい管理運営体制の
導入（平成21年度）

議論の末、2０年度末に次の通り決定

スリム化＝＞教員３名減（幼１、小２）にとどめる。
（２２年度概算要求）

校長＝＞「専任化」する （２１年度導入）

附属学校運営部の設置：運営部長、運営副部長２
名体制の「集団運営体制」 （大学兼任、平成21
年度導入）

11

 

 
１１． 附属学校運営部の組織

（集団運営体制の導入）

12
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１２． 附属学校運営部の役割
校園長の上に立ち附属学校の一体的な管理運営を
行う。

大学当局に対して附属学校の施設・財務上の要求
をする。「民主的圧力団体」

附属学校の諸委員会の委員長等を務め、附属学校
の改革を進める。

附属学校の人事の「骨太の方針」を作成し、県教育
委員会と定期的に話し合いを持つ。
運営副部長は研究担当と教育実習担当一人ずつ。

運営副部長は２つずつ学校を担当し、毎週計画的
訪問する。
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１３．校長の専任化
専任校長は、運営部と報告・連絡・相談を密にして各
学校運営を行う。

大学教員兼任の校園長を廃止した。

副校園長の制度を廃止した。

校園長は県との人事交流による校長となった。

さらに、管理体制の改革の一環として学内教頭の
解消（教頭職教頭の実現）を着実に進めている。

２１年度から県教育委員会の理解を得て、計画的に
進めている。

 

   

１４． 現在すすめている諸改革
（平成21年度から現在まで）

附属学校間連携の強化： 「附属学校連携委員会」

「幼小中連携部会」・「特別支援連
携部会」。

を新設。異校種間の連携の充実を図る。

作業部会の新設：
縦糸・横糸。具体的連携を計画的に実施。

「負担にならない。ちょっとした工夫で効果をえる連
携の試み」

従来の「四附合研」を「附属学校合研」と名称変更し
内容も大幅に様変わり →附属の一体化した改革
の取組を「すべての教員に意識づける場」

15

 

 

１５．教育実習改革

平成２３年度より実施する。

本学の中学校教員志望する全学生の教育実習に
ついて「改革」を行う。

中学校教員志望の全学生の母校実習を取りやめる。

「附属学校教
育実習委員会」を平成２２年４月に設置した。

近隣の3市の公立中学校の協力を得て，附属学校
が責任を持って実施をすすめる。

以上の教育実習改革を実施するため

16

 

   

１６． 概算要求後クラス担当を要しな
い定員３の附属学校での活用

平成２３年に２人（幼・小）、平成２７年に１人（小）が
クラス担当を要しなくなるが、この定員を附属学校
コーディネータ３人に振替える予定である。

運営部として粘り強く大学と交渉を重ねた。

運営部という組織がなければ実現は難しかった。

３人のコーディネータ（メンタルケア・コーディネータ、
特別支援教育コーディネータ、ＩＣＴ支援コーディ
ネータ）
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１７．課題：附属学校運営部関連（１）
現場訪問、校長との話し合い、委員会担当、等々と
職務は多様であり、兼務校長だったときより責任が
増し、また、多忙感があり、職務の整理等が必要。

大学兼務校長の廃止（校長の専任化）は大学附属
の意味をわかりにくくしている感がある。今後とも、
各校長と附属学校のミッションについて共通理解を
持つ必要がある。

「附属学校運営部」の存在が、保護者、外部（教育
委員会・教育事務所）にとってわかりやすい存在に
なるよう取り組みが必要である。

18
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１８．課題：附属学校運営部関連（２）

運営部３人の任期はすべて２年（再任可）であり、今
後計画的に人事を進める必要がある。大学との関
係があり、運営部の人事の時期についても検討が
必要である。

現在の運営部の構成は、部長（人文学部）、副部長
（２名：地域教育文化学部、前小・中学校長経験
者）；附属未経験者だけになる場合に備えて運営体
制システムをしっかりと作っておく必要性あり。

中期計画では、２３年度に運営組織について改善を
図るためWGを立ち上げることにしている。

 

 

１９．附属学校をめぐる１９～２０年度の
厳しい議論を振り返って

数時間に及ぶことも珍しくない会議は４０回をこえた。

大学と附属学校が話し合い（交渉）を真剣に行ったのが
良かった。今、大学との話し合いができる関係ができて
いる。

今後とも留意したい点：ＰＴＡ役員、同窓会役員、旧職員
会役員、保護者全体会への説明会を議論のエポックで
その度に開催し、検討の状況を伝えるよう努めたし、今
後もそう努めたい。

組織は大学の状況によって異なって当たり前。お互い本
音を言い合ってから組織は変えるべきである。
組織は人である。人の意識であり、頑張りである。

 

   

２０．平成21年度に係る業務の実績に関
する評価の結果について
（国立大学法人評価委員会）平成22年11月5日通知

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況

評価委員会が平成21 年度の外形的進捗状況について確認
した結果、下記の事項が注目される。（山形大学8項目中2項目
が附属学校の実績である。）

○ 附属小学校・中学校・特別支援学校において、校長の専任

化を導入し、校長が附属学校の教育・研究に専念することに
より、教育効果を高めることに取り組んでいる。

○ 中学校の教員免許の取得希望者について、平成23 年度よ

り全学生の母校実習をとりやめ、附属中学校及び山形市近
隣の中学校において実習することにしている。
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Ⅲ「先進的な中高一貫理数教育と高大接続」 

               

１．学校の概要 

 本校は今年創立 100 周年を迎えた中等教育学校。男女共学で、13 歳から 18 歳までが完全中高

一貫で学ぶ。教育実践は 2-2-2 制を取っており、低学年(１・２年)は周囲への依存と個の萌芽の

時期、中学年（３・４年）は個の発見と模索・探求の時期、高学年（５・６年）は個の形成と自

立への展望の時期と捉えて教育活動を行っている。 

 1990 年代から、大学と連携しながら種々の実践を積み重ねている。本校の使命は中高一貫教育

を通じてシティズンシップを育成し、研究開発学校としてカリキュラム開発で生きていくという

ことである。 

 

２．先進的な中高一貫理数教育～スーパーサイエンスハイスクール(SSH)  

 SSH は将来の国際的な科学技術人材の育成を目指し、理数教育に重点を置いた研究開発を行う

というもの。本校は第１期、５年間の指定を受けた。研究開発のキーワードは、中等教育６年間

で自然科学リテラシーを育成するカリキュラムを開発し、高大連携を進めながらサイエンス研究

会の子どもたちを育成するというもの。 

 自然科学リテラシーというのは、PISA の定義に基づいて、数学的リテラシーと科学的リテラ

シーを問題解決能力でつなぐということで考えて研究を進めた。自然科学リテラシーの育成によ

って広い裾野を作り出し、質の高い学習で生徒が伸びる。そしてカリキュラム開発で教員が伸び

る。そのような研究開発を進めたいとして頑張ってきた。 

 数学科としては、PISA による数学的リテラシーの定義をもとにして、教材開発、指導内容の

開発等を行ってきた。現実の問題をモデル化、抽象化して数学の問題に持ち込み、数学の世界で、

数学的知識で数学的解答を得る。それを現実に戻して、現実の解答になっているかどうかをチェ

ックする。だめであれば、もう一度モデル化、抽象化を行って、このサイクルを繰り返す。 

 次に理科では、やはり PISA による科学的リテラシーの定義をもとにして、３段階の科学的プ

ロセスというものに着目して授業や実験を整理・分類した。 

 科学的プロセス１は、自然法則などを確認する実験。知識・概念を確認し、教える授業、現象

を説明する授業。プロセス２は、データから法則性、科学的事実を発見する実験、必要なデータ

処理を考える授業。そして、プロセス３は、仮説を立て、その検証方法を作る実験、それから様々

な科学的事実を解釈し、自分の考えを主張する授業であると捉えた。 

 開発した教材や実験をこのプロセスの１、２、３に分類して、６年間のワークシートに仕上げ

ていく。これにより、教員による指導に差が生じない、外部にも発信できる研究となった。 

 もう一方で、今度は山が高くなると裾野が広がるということを柱にやった。サイエンス研究会

という、山のてっぺんを作る科学クラブを設置した。一貫教育の６年間のゆったりとした時間の

中で、下級生は上級生の姿を真似しつつ育つ。上級生は下級生を指導しながら育つ。そこには教

員の指導も当然必要になってくる。教員は、自由に研究させながら、時には壁となる。 

 第１期の SSH のまとめとしては、授業の質を高度化してリテラシーを育成することで裾野を

広くする。全員にリテラシーを育成する。その一方で、サイエンス研究会を中心に山のてっぺん

を高くしよう、理数の才能を伸ばしたいということでやってきた。その際のキーワードは、環境

の整備であり、教員の指導であり、仲間の存在である。 

 続いて、今年度から第２期の SSH の指定を受けた。このキーワードは、今までのに加えてリ

ベラルアーツ、それから高大接続、それから国際連携等あるわけだが、時間の関係で今日はリベ

ラルアーツを中心にお話しさせていたく。 

 ポイントは、リテラシーの育成を基盤としてリベラルアーツを全生徒に育成しようということ。

その象徴的なものとして、５年生にコロキウムという設定科目を置こうとして研究を進めている。 
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 21 世紀のリベラルアーツを本校では、次の三つの枠組みで捉えようと考えている。 

 学問智。基盤となる教科の力の育成 

  技法智。教科の枠を超えてのリテラシーの育成 

  実践智。コミュニケートし協働する力の育成 

 それらを統合する、あるいは象徴するものとしてコロキウム。これは「観」の育成。感じるの

「感」から観察するの「観」へと持っていきたい。そして、大学へ接続したいと考えている。教

科の中、それから正面からリベラルアーツとして追求するコロキウム。キーワードは、問いを立

てる、意味をつかむである。中等教育でもリベラルアーツは可能だと考えてやっていこうとして

いる。すなわち、学問の根底にある精神を中等教育において学ぶ。これは高大接続のポイントで

もあると考えている。 

 本校の考える SSH のポイントだが、一つは、生徒も教員も伸びる仕掛け。二つ目、生徒・教

員の双方で環境の整備と同僚性。三つ目、中学生からの理数教育カリキュラム。高校からでは遅

い。これは中高一貫だからこそ言える。４番目、高度なことをじっくり思考する真のゆとり。こ

れも中高６年一貫教育の特性である。これらのポイントは理数だけではなく教育全般に通じるし、

中等教育と高等教育の接続にも通じるものである。 

 

３．高大連携・接続 

 一つはアカデミックガイダンスというもの。これは学問の楽しさ、すばらしさを生徒自らが監

督するということを目的に、９月の５日間に行う。大学では、最先端の研究分野の内容をわかり

やすく伝える。そして評価も大学の先生にやってもらう。中等の生徒は、４年、５年、高１、高

２の生徒 240 人が異学年混合で希望する講座を受講する。全員必修。６年生は、高大連携特別教

育プログラム履修者は受ける。 

 もう一つキャリアガイダンス（CG）。これは進学する大学選びに関する指導を５年生に２日間

行うもの。これらを基盤として高大連携特別教育プログラムという高大接続プログラムを始めて

いる。 

 目的は男女共同参画社会をリードする女性人材の育成。大学のこの三つの学士課程の柱に応じ

て、附属では三つの基礎教育プログラムを立ち上げている。教養基礎ではアカデミックガイダン

ス（AG）と大学の講義を受ける。ジェンダー論入門。それから専門基礎教育プログラムでは、

AG とともに入学前指導を受ける。それからキャリア基礎では、先ほどの CG とともに大学の後

期の専門職論という講義を受ける。 

 これらをもとに高大連携特別選抜を実施する。これはプログラム履修者をもとに９月に実施す

るのだが、募集人員は各学部２名以内の６名以内。それから後期課程の成績。学校の成績が一定

基準以上の者である。大学の講義、AG、調査書、小論文、面接などの内容を総合的に評価して、

９月末に合格発表する。この特徴はセンター試験は課さないということ。基本的な力は中等の調

査書で保証する。問いを立て、自分の頭で考える、剥落しない学力を求める選抜を目指して研究

を進めている。 

 

４．まとめ 

 研究と実践を推進する学校運営のポイントを車にたとえると、エンジンが同僚性、批判的精神

のある教員。インテリアは、気持ちよく働ける環境。それから、ハンドル、アクセル、ブレーキ、

後輪として総務委員会が車を走らせる。教育課程委員会が方向を決める。外観、ボディは SSH、

高大接続。こういう取り組みをやっていくということ。 

 最後に、中等教育におけるリベラルアーツ育成によってシティズンシップを育む。そして理数、

接続、一貫をキーワードに、国の拠点校として実践を続けている。 
（実践発表者）奈良女子大附属中等教育学校 副校長 吉田信也 
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2010年12月11日
第2回全国国立大学附属学校研究協議会 配布資料 

奈良女子大学附属中等教育学校 
副校長 吉田信也

 

先進的な中高一貫理数教育と高大接続  
 
Ⅰ 奈良女子大学附属中等教育学校 沿革  

1908年 奈良女子高等師範学校創設  
1911年 同附属高等女学校創設  
1947年 附属中学校発足(男女共学)  
1948年 附属高等学校発足  
1949年 奈良女子大学発足  
1952年 奈良女子大学文学部附属中学校・高等学校 
1973年 6年一貫教育実施(高校入試廃止) 
2000年 奈良女子大学文学部附属中等教育学校 
2004年 奈良女子大学附属中等教育学校 
2010年 創立100周年  

 
Ⅱ 学校の概要  
1．特色 
(1) 中高6年一貫教育校(男女共学)  
(2) 生徒数 40人×3クラス×6学年＝720名、生徒の男女の比率は1：1  
(3) 多様な生徒が学んでいる、学力差は大きい 
2．教員 
 校長(大学教授) 1名  
 副校長 2名  
 主幹教諭 3名  
 教諭 37名  
 養護教諭  2名  
 短時間(30時間)勤務教諭 1名  
3．教育哲学 
  自由・自主・自立  
4．教育方針 
(1) 自由で自立した人格と社会的責任の自覚を養う学校 
(2) 多様な能力に対応し、それらを伸ばせる学校 
(3) 社会、世界に開かれた学校  
5．2－2－2制  

6年間を一体のものとして捉え、その中で生徒の発達段階により2年間ずつ3期に分節化し、各期の発

達段階(☆)・目標(★)を次のように設定して、教育活動を行っている。  
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■低学年（1・2年）  
☆周囲への依存と個の萌芽 
★基本的学力及び基本的学習方法の習得

■中学年（3・4年）  
☆個の発見と模索・探求 
★自主的・体験的学習による幅広い学力の習得

■高学年（5・6年）  
☆個の形成と自立への展望 
★個性・能力・進路に応じた学力の習得と自立した人格の育成

6．主な研究歴 
(1) 研究開発学校(1989年度～1991年度) 
「中学校及び高等学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発」

(2) 研究開発学校(1999年度～2001年度) 
「中学校及び高等学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発」

(3) 研究開発学校(2002年度～2004年度) 
「これからの中等教育のさまざまな課題に対応できる6年一貫教育課程の実践・評価に関する研究開発

及び大学との連携を重視した教育のあり方の研究開発」  

(4) スーパーサイエンスハイスクール(SSH)研究開発(2005年度～2009年度) 
(5) スーパーサイエンスハイスクール(SSH)研究開発(2010年度～2014年度) 
 
Ⅲ スーパーサイエンスハイスクール(SSH)  
1．SSHとは  

将来の国際的な科学技術関係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施する高等学校等を「スーパ

ーサイエンスハイスクール」として指定し、学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題

研究の推進、観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習等を支援する。(文部科学省)  

2．第1期SSH(2005～2009年度)  
(1) 研究開発課題  
「大学との連携に基づき、中等教育6年間において自己学習力と自然科学リテラシーを育成するカリキ

ュラムを研究開発するとともに、高大連携教育を進める」  

(2) 自然科学リテラシー 
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(3) 数学的リテラシー  
① PISAの定義  

数学が世界で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や

親族との社会生活、建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠にも

とづき判断を行い、数学に携わる能力  

② PISAの数学化サイクル  
1年「幾何」課題：三角形の形をした公園に１本の街灯を立てる必要がある。夜間でも公園全体が明

るくなるようにするためには、公園のどの位置に街灯を立てたらよいか。  

→ 現実問題から必要な条件を抽象化し、3つの頂点から等距離にある点を求める幾何の問題へと理

想化・単純化する  

③ 数理科学  
■2007年度より6年(高3)の選択科目として、「数理科学」(2単位)を設置 
■目標 

・数学的リテラシーと科学的リテラシーを駆使して、自然現象をはじめとする現実世界や高度な数学的

問題を探究し、解析して解決する力を育成する  

・数学という言語を用いて、自然現象・社会現象を読み解き、表現する力を育成 
■カリキュラムを編成し、独自のテキストを作成

 第1章 ゲームと確率  
 第2章 生態系の数理とカオス  
 第3章 飛行曲線のシミュレーション  
 第4章 過去と未来を見通そう  
 第5章 音(波)を解析する  
(4) 科学的リテラシー  
① PISAの定義  

自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定するために、科学的知

識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導き出す能力  

② プロセスの考え方に基づく実験・授業 
■科学的プロセス1  
・様々な現象を科学的知識・概念を使って説明したり、証明できたりすること 
・自然法則などを確認する実験 

・知識・概念を確認したり、教える授業 

・現象を説明する授業 
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■科学的プロセス2  
・科学的なデータを理解すること 
・必要に応じてデータを選択・操作すること

・法則性を発見したりできること 
・データから法則性や科学的事実等を発見する実験

・必要なデータ処理を考える授業 

■科学的プロセス3  
・科学的な論拠を持って、様々な現象や問題を「解釈」すること

・課題を見つけ、仮説を立てて検証 
・様々な科学的な論拠を理解し、それを背景として自分の考えを主張

・仮説を立て、その検証に必要な方法を創る実験

・様々な科学的事実を解釈し、自分の考えを主張する授業

③ ワークシートの作成  

 
(5) 問題解決能力(PISA) 

現実の領域横断的な状況に直面した場合に、認知プロセスを用いて、問題に対処し、解決することが

できる能力  

(6) サイエンス研究会  
① 1年(中学1年)～6年(高校3年)までの、約70名が所属  
・サイエンス研究会生徒の研究テーマ選択と進め方は、自由に、自主的に、自立して 
・6年間のゆったりとした時間の中で、研究を進め、下級生は上級生の姿を真似つつ、指導を受けて育

ち、上級生は下級生を指導しながら育つ  

・昼休みや放課後に集まり、ワイワイ、ガヤガヤと生徒が自由に使えるラボラトリー 
・このような環境の整備が重要 
② 教員の指導  
・SSHとはいえ、中等教育段階の生徒の指導は本校教員が責任を持ち、大学教員に丸投げしない 
・本校教員が手に負えないときに大学が援助

・基礎、基本を大切に、内容を理解することを重視し、いたずらに難解さを求めない 
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・自由に研究させながら、ときに壁となりながら、情熱を込めて指導

・研究テーマの決定は、数ヶ月かかる長期戦である

・あきらめず、ねばり強く、丁寧に、計画的に行う数ヶ月の指導に成功するかどうかが、その後の研究

の成否を分かつ  

③ 研究テーマを決定するまでの指導例  
1 生徒を科学の世界に誘う  

・市販のロボットで遊ばせる 
・SSHプログラムの様々な講義を聴かせる 
・工作キットを購入し、作製させる

・サンプルプログラムなどを作り、解説する

・校外の科学イベントに参加させる

・実験を演示する 
★顧問が強制的に引っ張る時期 
★興味・関心を持つ時期 

2 持続する研究姿勢をつくる  
・顧問とプログラムの開発競争を行う

・電子工作の課題を出し、考えさせて、制作させる

・校内レベルで簡単な発表をさせる、学園祭等

・同じ方向性を持ちつつある生徒を、1つのグループ

にして共同作業をさせる  

★顧問が引っ張りながら、一緒に走る時期

★目的意識を持って頑張る時期 
3 研究の方向性を具体化させ、理解させる 

・研究テーマについてグループで議論させる

・物理学会などにおける口頭発表に(強制的に)エント

リーし、研究計画を立てさせる  

・研究計画に沿った課題を提示し、検討させる

・口頭発表などで、外部評価を受けさせる

・研究成果を褒めることも忘れない

★顧問が背中を押す時期 
★自分自身で探究を重ねていく時期

④ 中学生の参加  
・全国SSH生徒研究発表大会には、サイエンス研究会の2・3年生(中学生)も同行  
・全国の多くの高校生がハイレベルな研究を行っている様子を目の当たりにする 
・発表方法、説明方法がいかに大きな影響力を持つかを知る

・自ら積極的に他者の研究内容を知ろうと心がけ、質問する姿勢を身につける 
・中学生のこのような体験は、その後の研究活動のモチベーションや目標設定に大きな影響を与える

⑤ 仲間の存在  
・異なる学年、異なる分野を研究する生徒が同じ場を共有するサイエンス研究会 
・議論しあい、教えあう関係が構築される
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・自分とは異なる視点から研究に対するチェックが行われ、発想の転換や充実が図られる 
・生徒が、研究者同士として対等な議論を行うことができる状況が醸成される 
⑥ サイエンス研究会生徒の受賞歴  

●「第53回日本学生科学賞」中学校の部 文部科学大臣賞・個人(09/12/24) 
●「第53回日本学生科学賞」 入選2等(09/12/24)  
●「JSEC(Japan Science & Engineering Challenge)2009」 グランドアワード(科学技術政策担当大臣賞)(09/12/12) 
●「JSEC2009」  審査委員奨励賞(09/12/12) 
●「テクノ愛'09」 準グランプリ(09/11/23) 
●「全国SSH生徒研究発表会」 ポスター発表賞(09/08/06－07) 
●「JSEC2008」 グランドアワード(科学技術振興機構賞)(08/12/06) 
●「JSEC2008」 アジレントテクノロジー特別賞(08/12/06) 
●「JSEC2008」 協賛社賞(アジレントテクノロジー賞)(08/12/06) 
●「第52回日本学生科学賞」 奈良県予選 優秀賞(08/10/04)  
●「全国SSH生徒研究発表会」 ポスターセッション賞(08/08/07－08) 
●「第47回日本生体医工学会大会・高校生科学コンテスト」 優秀賞(08/05/09) 
●「第10回関西中学生研究発表コンクール」 最優秀賞(08/03/27) 
●「第51回日本学生科学賞(ICT部門)」 最終選考 科学技術政策担当大臣賞(07/12/25)  
●「JSEC2007」 JFEスチール賞(07/12/02) 
●「日本動物学会・高校生ポスターセッション」 優秀賞(07/09/22) 
●「全国SSH生徒研究発表会」 文部科学大臣奨励賞(最優秀賞)(07/08/03) 
●「第46回日本生体医工学会大会・高校生科学コンテスト」 最優秀賞(07/04/26) 
●「日本物理学会第3回Jr.セッション」 最優秀賞(07/03/27) 
●「物理チャレンジ2006」 銀賞・優良賞(06/07/30－08/02) 

(7) 第1期SSHのまとめの図  
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(8) SSHの本の出版  
第1期SSHの研究成果をまとめ、『未来を拓く理数教育へ

の挑戦』(文理閣)として、2010年7月に出版した。  

 
3．第2期SSH(2010年度～2014年度)  
(1) 研究開発課題  
「中等教育6年間において、自然科学リテラシーを基盤とす

るリベラルアーツの育成のためのカリキュラム開発と、高

大接続のあり方についての研究開発」  

(2) 概念図  

(3) 21世紀のリベラルアーツ  
① 21世紀のリベラアーツとは  

・目標は、シティズンシップを育成すること

・文理の枠組みにとらわれない、幅広い視野と深い専門性を持つ理数に強い生徒を育成する

※「教養とは自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のために何ができるかを知っている状態、

あるいはそれを知ろうと努力している状態である。」(阿部謹也 『学問と「世間」』岩波新書)   

② シティズンシップとは 
社会の公共的課題に対して、立場や背景の異なる他者と連帯しつつ取り組む姿勢と行動 

③ 市民として生きるとは 
ハンナ・アレント『人間の条件』1958年 
■言論と行動、そしてその自立を尊ぶ精神

■誰からも支配されず、誰をも支配しない、他者との対等の関係

■動機における個人的な利害からの自由
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④ 21世紀のリベラルアーツの概念図  

(3) コアSSH(国際連携) 
SSH指定校の理数系教育における中核としての機能の強化を図るため「コアSSH」を設け、SSH指定

校に対して支援を行う。(文部科学省)  

① 研究テーマ  
海外連携校との中高生合同のサイエンスキャンプ(ASTY Camp)や、教員実地研修等による国際連携に

おいて、中高生の理数の才能を育成する指導方法の研究開発  

② ASTY Camp(Asia Science and Technology Youth Camp)  2010年8月17日～23日  
■本校・韓国・台湾の中高生55名が数学・物理・化学・生物・情報のワークショップで科学する 
■ポスターセッションやシティツアーも実施

4．本校の考えるSSHのポイント  
(1) 生徒も教員も伸びる仕掛けを  
教員が伸びれば、生徒はさらに伸びる。

(2) 生徒・教員の双方で、環境の整備と同僚性 
同僚性とは、職場や地位が同じだけではなく、課題解決の過程を共有する共同体の仲間という意味。

(3) 中学からの理数教育カリキュラム  
小学校での好きな教科である理科を、中学で嫌いにさせないカリキュラムと指導方法の開発。

(4) 高度なことをじっくり思考する真のゆとり 
考えることに時間をとることがゆとり。

28



Ⅳ 高大連携から高大接続へ  
1．奈良女子大学の高大連携 
(1) アカデミックガイダンス(AG)：2002年度より実施 

(2) キャリアガイダンス(CG)：2001年度より実施 
・職業に直結した指導ではなく、進学する大学選びに関する指導で、本学教員が主たる講師 
・5年生に2日間で19講座(2010年度)を開設し、講義、指導  
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2．高大連携特別教育プログラム：2009年度より実施 
(1) 目的  
① 奈良女子大学は、基本理念に「男女共同参画社会をリードする女性人材の育成」を掲げ、平成16年
度の国立大学法人化に際しても、この理念の実現は国立女子大学として目指すべき最も重要な中期目標

としてきた。  

② 附属学校園を有し、様々な取り組みを実施してきた本学は、高等学校教育との接続を視野に入れて、

その目標である「男女共同参画社会をリードする女性人材の育成」の強化を図るとともに、高大連携・

接続の観点を踏まえた入学者選抜方法を検証する。  

(2) 実施委員会  
① 委員長：副学長(教育担当)  

② 委員：文学部長、理学部長、生活環境学部長、附属学校部長、教育システム研究開発センター長、附

属中等教育学校長、附属中等教育学校副校長(前期課程、後期課程)  

(3) 概要  
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① 大学と附属中等教育学校が連携・協力して、附属中等教育学校の4・5・6年生(女子)を対象に、大学

の教育の三本柱である教養教育・専門教育・キャリア教育につながる「教養基礎」「専門基礎」「キャ

リア基礎」という3つの教育プログラムを実施するとともに、附属中等教育学校(後期課程)から大学の学

士課程への7年間を見通した教育システムを研究開発する。  

② 高大連携特別教育プログラムの履修生に対する追跡調査を含む同プログラムの研究のため、本プロ

グラムを履修した附属中等教育学校生(女子)を対象とする「高大連携特別教育プログラムに基づく特別

選抜」を実施する。  

(4) 高大連携特別選抜  
■高大連携特別教育プログラムの履修生の追跡調査を含む研究のため実施

■研究のための特別選抜であり、推薦入試でもなく、AO入試でもない 
① 募集人員：6名以内  

文学部：学部単位で2名以内  
理学部：学科単位で2名以内  
生活環境学部：学科・専攻単位で2名以内 

② 出願資格  
・特別教育プログラムを受講し、修得見込みの者

・附属中等教育学校の後期課程の成績が一定基準以上の者

③ 出願期間：8月中旬  
④ 選抜方法等  
・特別教育プログラムの履修状況・履修成績

・調査書 
・9月中旬に実施する小論文、面接の成績 
■以上を総合的に評価して合格を判定し、9月末に合格発表する。なお、大学入試センター試験は課さ

ない。  

(5) 実施状況  
・2009年度(第1期生) 6名が合格  
・2010年度(第2期生) 6名が合格  

大学との連携のもと、順調に進んでいる。

(6) 追跡調査・研究  

下記の研究専門部会において、本プログラムで入学した学生に対する教育と追跡調査を行ない、本プ

ログラムの検証・評価を行う。  

■研究専門部会 
① 部会長  
    教育システム研究開発センター長 
② 部会員  
    文学部長、理学部長、生活環境学部長、附属学校部長、教育計画室員(3名)  
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3．高大接続として考えられる1つの形 

【参考文献】 
・奈良女子大学附属中等教育学校『SSH研究開発実施報告書(第1年次～第5年次) 』2005年～2009年  
・奈良女子大学附属中等教育学校『未来を拓く理数教育への挑戦』(文理閣) 2010年  
・日本学術会議 日本の展望委員会 知の創造分科会『21世紀の教養と教養教育』2010年  
 
【補足資料】  
1．奈良女子大学附属学校園 
(1) 特色  
① 奈良女子大学  
・3学部で予算規模は小、人件費の割合は大であるが、附属学校園に対する姿勢は「暖かい」 
・幼稚園～博士後期課程まで、24年間にわたる教育機関で、3歳～∞の年齢の人が学ぶ国立大学法人と

しても希少な存在  

② 各附属学校園は伝統と教育的資産を持つ 
③ 中学校・高等学校ではなく、中等教育学校(中高6年一貫教育)の存在 
(2) 連携強化の時代  

2003年：教育システム研究開発センターの創設 
2004年：国立大学法人化と同時に附属学校部が創設され、大学附属となる  
2005年：奈良女子大学附属学校園基本方針の策定 
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(3) 奈良女子大学附属学校園基本方針 
・附属学校園の特色を生かし、理念を明確にして、組織的な連携を図る

・具体的な課題を設定して、実践を進める中で連携を強化する

1 附属幼稚園の基本方針 2 附属小学校の基本方針  
3 附属中等教育学校の基本方針 4 附属学校部のリーダーシップ  
5 附属学校部の研究政策 6 開かれた附属学校園に向けて  

(4) 附属学校園間の共同研究  

奈良女子大学附属学校園は、「国立大学附属学校の新たな活用方策等について」における「異学校種

間の接続教育、一貫教育の調査研究」に関して、大学の指導と連携のもとで、国の拠点校たるべく下記

のような研究を行っている。  

① 附属中等教育学校・小学校・幼稚園が、研究開発学校の指定を受ける(2006～2008年度)  
「幼・小・中等15年間にわたり、事物認識とその表現形成の徹底化を通して、独創的で「ねばり強い」

思考能力を育成する教育課程の開発」  

② 附属小学校・幼稚園が、研究開発学校の指定を受ける(2009～2011年度) 
「幼小一貫教育において「読解と表現を〈つなぐ〉論理的思考力」を育成する教育課程の研究開発」

③ 「幼小一貫教育校」構想を立ち上げ、中高一貫教育とともに一貫教育の研究を進めている 
④ 小中等をつなぐ英語教育の研究を進めている 
2．附属学校部 
(1) 附属学校運営委員会を月に1回開催 
・財務、人事、研究など、附属学校園に関する重要事項を議論・協議し、決定する 
・構成員14名：附属学校部長、大学委員6名(人間文化研究科、文学部、理学部、生活環境学部より1名
ずつ、教育実習担当より2名)、附属学校園委員7名(附属学校園の校長、副校長)  

※来年度より、学長を議長とする「附属学校運営会議」を発足させるに伴い、この委員会名を「附属学

校部運営委員会」と改称する予定  

(2) 附属学校部長  

評議員であり、附属学校園間の連携強化を目指して附属を指導し、調整する  

3．教育システム研究開発センター 
(1) 目標  
① 本学の学部等と附属学校園が連携して行う教育研究活動を推進する 
② 初等教育から高等教育までの教育システムを研究開発する 
(2) 業務内容  
① 初等教育から高等教育までの教育システムの研究・開発 
② 本学の学部等と附属学校園との共同研究 
③ 附属学校園間の共同研究  
④ 学部等と附属学校園の連携教育の実施 
⑤ 教職支援及びリカレントの推進  
⑥ その他センターの目的を達成するために必要な事業 
(3) 構成員  
センター長、センター研究員(大学5名、附属中等教育学校2名、附属小学校2名、附属幼稚園1名) 
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Ⅳ 「信州大学教育学部附属松本学校園における体系的な臨床経験を通した教員養成」 
           
１．信州大学教育学部における「臨床経験科目」の体系化 
 信州大学教育学部では、学部と附属学校園の共同で体系的な臨床経験を通した教員養成を行って

いる。この「臨床経験科目」とは、体験的な課題を重視して、体験から得たことを理論と結びつけ

る力量を高める科目として、教員養成カリキュラムの中核に位置付けられている科目群である。一

般的な教育現場での問題を普遍的・抽象的に考察していくのではなく、個々の教育現場固有の事情

をふまえながら、実際の状況の中で現実の教育課題を考察していくことになる。これらの科目は全

体として体系化された目的をもち、徐々にステップアップしていくように構造化されている。信州

大学教育学部では、「臨床経験科目」として、1 年次の「教育臨床入門」「教育臨床基礎」「地域教育

演習」、2 年次の「教育臨床演習」、3 年次の「基礎教育実習」とその「事前事後指導」、4 年次の「応

用教育実習」を設定している。平成 22 年度入学生からは、さらに「教職実践演習」が加わる。 
 
２．教育学部１年次生「教育臨床基礎」での授業研究指導と夏季学習会参加 
（１）「教育臨床基礎」のねらいと概要 
 1 年次の臨床経験科目の「教育臨床基礎」は、必修科目である。信州大学教育学部附属松本学校

園（幼稚園・松本小・松本中計 27 学級）の立地上の特性を生かして、1 年次生は附属松本学校園の

いずれかの学級に属し、所属学級の活動に年間約 10 回程度参加する。所属学級担任の指導を受け

ながら、日常的・継続的に教育活動に参加することを通して、子ども理解や教育に対する理解を深

めた上で、自己の経験を相対化して教育を複眼的な視野で捉え直すとともに、学校教育における観

察実習の基礎的な知識・態度を身につけ、教職への関心・意欲を高めることを目指している。 
（２）教育実習参観における授業研究指導 
 平成 22 年度の教育臨床基礎実習生は、125 人であった。具体的には、5 月の受け入れ式から 1 月

の修了式までの間に、授業参観や学校行事等に参加しながら、計 20 単位を取得するものである。 
 8 月末から 9 月中旬に行われた基礎実習（3 年次）の授業研究では、基礎教育実習生と指導教諭

が行う事前研究会に参加し、3 年次生からは学習指導案の説明を受けたり、指導教諭からは授業の

ねらいや生徒の見方等について指導を受けたりして、授業観察の方法を学んだ。授業研究当日は、

観察実習を行った後、授業研究会に参加して協議の場で意見を交換し合う場をもった。 
 １年次生は、3 年次生の姿を観察しながら 2 年後の自分の姿を思い描き、自分が教壇に立つこと

への不安を抱きつつも、先輩の姿から教職へのあこがれを強めていくようである。 
（３）夏期学習会参加 
 附属松本中学校では、参加希望生徒を対象に、個々の生徒が学習したいことに個別に取り組むと

いう夏期学習会を実施している。教育臨床基礎実習生（1 年次生）は、この夏期学習会が直接生徒

に指導するはじめての場である。実習生は担当する教室の中を見回り、指導教諭とともに生徒から

出された質問に応えたり、問い返したりしながら個別学習を支援していくものである。 
 
３．全学教育機構と連携した CST（Core Science Teacher）事業 
 平成 21 年度より始まった CST（Core Science Teacher）事業「理科の伝道師としての専門性と

実践力を支援する教員養成プログラム」の推進により、全学教育機構と連携して、教職科目履修中

の理学部２・３年次生が、臨床経験としの授業参観や指導補助を行い、教育実習前の臨床経験を積

めるように支援した。 
 対象は理学部の 3 年次生 6 人、大学院生 1 人、科目履修生の 1 人の計 8 人。受け入れ期間を定め、

その中でそれぞれの都合のよい日を選び、実習するというもので、最短は半日、最長は 4 日、平均

2.3 日であった。実習内容は、附属教員が行う授業の参観、指導補助として、実験器具の準備、薬

品の計量、実験器具の片付けや整理を行うものであった。 
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 参加学生の感想から、「理科の楽しさを伝える教師へのあこがれが一層強いものになった」等、教

育実習前の臨床経験として意義のあったことが認められた。 
 
４．学部附属共同研究としての遠隔授業参観・遠隔授業研究 
 平成 17･18 年度大学・大学院における教員養成推進プログラム（教員養成 GP）に採択され、「「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―」プロジェクトが行わ

れた。このプロジェクトでは、「臨床の知」の実現を目的として、現場での経験に種々の省察を組み

合わせることによって高度な専門性に裏付けられた実践力のある教員を養成することをねらいとし、

「臨床教育推進室」の統括の下に地域の教育機関と密接に連携して体験の蓄積と省察の深化を統合

した臨床経験科目を開設し、学部１～４年次及び大学院にわたる体系的な教育を実施することを目

指したものである。同プロジェクトでは、教育学部（長野市）と附属学校園（長野市、松本市）を

結ぶオンラインテレビ会議システムを導入し、学生のリフレクション演習の遠隔指導や、附属学校

園における教育実習参観および授業研究に活用した。 
 遠隔テレビシステムを利用する主なねらいとして、①複数の学部教員による参観と指導、②学部

生による実習授業見学、の 2 点があげられる。①は、実習生に対する指導の充実、学部教員におけ

る情報・知見の共有を図るものである。②では、他学年の学生が実習準備とリフレクションの場と

して活用することを目指している。多人数の学部教員・学生が現場で直接参観・見学することは、

現実問題として様々な困難がある。それらを解消するのが、附属と学部の教室を結ぶ遠隔テレビシ

ステムである。また、通信システムの利用によって、③クオリティの高い教育実習資料（録画映像）

の作成および継続的な保存・使用が、合わせて可能になるものと思われる。 
  
５．まとめ 

信州大学教育学部附属松本学校園における臨床経験は、学部及び大学が密に連携しながら実施し

ているものであり、1 年次から 4 年次まで体系的なカリキュラムに位置づけられた教員養成の場を

提供している。今後も、教育実習を軸にして学部・附属共同研究を発展させながら、教職を志望す

る学生達に教育の仕事の尊さと無限の追究の必要性を、教育実習をはじめとする臨床経験を通して

伝えていきたい。 
 

Q&A 
Ｑ１．大学 4 年間の教育実習の基本プログラムは、附属学校の教員がどのくらい参加して作成され

たのか。 
Ａ プロジェクトチームのような形で教育実習の改革に関して検討する組織を作った。その中に附

属学校園の副校長が 2 人メンバーとして入った。ただ、その 2 人からの意見だけというよりも、各

附属学校園の教育実習部の先生方の意見を吸い上げて、検討委員会に提案するという形で検討した。 
Ｑ２．夏期学習会は附属中学校とどのような話し合いによって、システムが作られたのか。 
Ａ 長野県の最重要課題の一つが学力向上である。補習的な学力の定着のニーズが高い。その指導

者として大学１年生は、生徒にとって非常に身近な存在であるので、個別に生徒に触れ合ったり、

教えあったりする機会として位置づけられたと考えられる。 
Ｑ３．学部実践センターＳＵＮＳ講義室について 
Ａ 附属と学部との距離が離れているところは、テレビ会議システムが役だっている。 
 

（実践発表者）信州大学教育学部附属松本中学校 教頭 橋渡 勝也 
                                              教諭 佐々木 秀 
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【第二部】基調講演と鼎談（附属学校委員会提案を含む） 

 
Ⅰ 基調講演      「国立大学附属学校園の役割・意義，そして課題」 
 

文部科学省高等教育局大学振興課長  藤原 章夫 
 
 
Ⅱ 附属学校委員会提案 「いま，何が問題なのか ～現状と課題～」 
 
   附属学校委員会委員  塩川  亮（静岡大学教育学部附属学校園総括長） 
   附属学校委員会委員  山崎 幸一（東京学芸大学附属大泉小学校副校長） 
 
 
Ⅲ 鼎談        「国立大学附属学校園は，いま，何をすべきか」 
 
  登壇者 
   文部科学省高等教育局大学振興課長             藤原 章夫 
   附属学校委員会委員（山形大学附属学校運営部副部長）    藤野 祐一 
   附属学校委員会委員（大分大学教育福祉科学部附属中学校長） 山崎 清男 
   附属学校委員会委員（東京学芸大学附属竹早小学校副校長）  田中 一晃 
 
  コーディネーター 
   日本教育大学協会附属学校委員会委員長           金本 正武 
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Ⅰ 基調講演  

「国立大学附属学校園の役割・意義、そして課題」 

 

 

文部科学省高等教育局大学振興課長  

藤原 章夫 

 

 ただいまご紹介いただきました、大学振興課長の

藤原と申します。今日は第２回の全国国立大学附属

学校研究協議会に、たいへん多数の方にご参画いただいてこのように盛大に開催されます

ことを、心よりお祝い申し上げたいと思います。 

 30 分という時間ですので短くお話ししたいと思いますが、今まさに予算編成の真っただ

中です。今年は夏の段階でシーリング参画 10％というところから始まりまして、これは大

変なことになったなということでスタートが切られたわけです。その後、政策評価コンテ

ストというものがありました。国立大学の一定部分の予算がそのコンテストにかけられま

して、結果的にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価としてはＢ判定という形になりまして、そこの段階

ではかろうじてクリアしたということがあったわけです。 

 また、国立大学の交付金そのものではありませんが、今年も事業仕分けがありました。

私の担当としては、いわゆる GP 予算というものがあります。これは教育界におけるグッ

ドプラクティスと言われる、たいへん意欲的な改革の取り組みを支援するものですが、そ

れについて廃止の判定がなされるという事件がありました。そうした全体的にたいへん厳

しい状況の中で今、予算編成のぎりぎりの折衝を続けているという状況です。こんな話を

しましたのも、言うまでもなく附属学校というのは国立大学法人の一部であって、そして

法人化以降、より一層、大学での改革あるいは環境の変化といったものを十分に受け止め

た形で今後のあり方を考えていかないといけないと思うからです。 

【教員養成の現状】 

 お手もとに資料を用意してあります。かいつまんでご紹介しながらお話をさせていただ

きたいと思います。お開きいただきますと、３ページに教員養成の現状があります。おな

じみの表ですが、国立の教員養成系大学・学部というものがあります。全国に 44 あると

いうことになっているわけで、基本的には附属学校はこちらの教員養成系大学・学部に附

属もしくは大学に附属という形になっているわけですが、そのシェアがたいへん下がって
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きているという客観的な状況があります。小学校で申し上げますと、22 年度の採用者の比

率は 41％、中学校が 27.3％、高等学校が 12.2％という数字です。これを過去 15 年間で見

た場合には、括弧書きがその数字ですが、小学校は平成８年度で 67.1％、中学校が 40.2％、

高等学校は 17.9％という数字だったわけです。 

 これは何を意味するかといいますと、昔は、とりわけ小学校教員の養成という観点では、

国立の教員養成系の大学・学部がかなり独占的な地位を占めていたということです。国の

位置づけとしても、国立の教員養成は、まさに国策として小学校教員を中心とした初中教

育の基幹を担う人材を育てるということであったわけです。その後規制緩和の流れなどが

あって、今こういう形でシェアが劇的に下がってきたということです。 

 そうした中で、国立の教員養成系大学・学部で教員を養成することの意義は何なのかと

いうことを改めて問われる時代になった。すなわち私学で相当部分を担ってくるようにな

ったということが背景にあるわけですが、そうであれば私学でやっていただいたらいいで

はないかという話がすぐ出るわけです。それに対して、学校現場を担うリーダー養成は国

立で基幹となる部分を担わないといけないという反論をしないといけないわけですが、そ

のためには、そこで養成される人材が本当に各県の教育委員会においてリーダー的な存在

であるような教員を養成しているという実証が伴って初めて説得力を持つということにな

るわけです。 

【国立教員養成系大学・学部の現状（２２年度）】 

 次の４ページです。先ほど申し上げた 44 という数字です。入学定員は教員養成課程は

１万 498 人になっています。ピーク時にはこの 1.5 倍以上あったわけですが、その数字が

だんだん減ってきて、今こういう数字になっているということです。 

【大学の教職課程の課題】 

 ５ページは、平成 18 年に中教審の答申が出ています。これは今の免許更新制、あるい

は教職実践演習の基本になった答申ですが、教員養成のあり方について、これまでもさま

ざまな議論が行われてきたわけですが、今の時代において、改めて教育現場のさまざまな

課題、そうしたものの複雑化、高度化といった課題にきちんと対応できるような実践力の

高度化が求められているということがそのベースにあるわけです。 

【学校現場が抱える課題】 

 ６ページですが、学校現場が抱える課題というふうにタイトルを打っています。先生方

はまさに日頃の教育活動の中で実感されている内容かと思いますが、さまざまな数値が現
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場の困難化を物語っているわけです。不登校の児童生徒の割合は２倍程度に上がってきて

います。また校内暴力の件数も顕著に上昇。それから外国人の児童生徒数が増える。それ

から障害児の対応がますます負担として大きくなってきているということがあるわけです。 

【多忙化する教員の勤務実態】 

 また７ページでは、多忙化する教員の勤務実態ということで書いていますが、昭和 41

年に調査した内容と 18 年に調査したものを比べてみますと、明らかに多忙化が進んでい

ます。教育に割ける時間が十分ではなくて、その代わり事務的な作業、生徒指導や補習・

部活動の業務が増えているという状況が顕著です。 

【学校の小規模化により校内での人材養成も困難に】 

 ８ページは学校の小規模化という課題を取り上げたものです。少子化は激しい勢いで進

んでいます。20 年ほど前に比べると、約４割減という児童生徒数になってきているわけで、

その結果、地域での小中学校の統廃合もかなり進んできているわけですが、その結果何が

起きているかというと、小学校でいえば、12 学級以下の学校が 51.7％、 も多いのは７

学級のクラスになっています。中学校では９学級以下が 42.4％、 も多いのは３学級とい

うことです。これは１学年で１学級しかないということを意味するわけです。別の言い方

をすると、同僚性の喪失という言葉を使ったりしますが、昔から日本の初等中等教育を支

えている基盤となるのは、学校現場におけるたいへん意欲的な研修の積み重ねといった文

化があったのだろうと思っています。 

 私は香川県に出向していまして、義務教育課長などをやらせていただいていたので、土

日などにそういった研修会などにお呼びいただいて参加をさせていただいたりしていまし

たが、そういったことを一つの象徴として、たいへん熱心な研修が校内で、あるいは校外

で行われてきたわけです。しかしながら、ここまで小規模化が進んできますと、１学年１

学級ということになると、各学校で先輩が後輩を教えていくというカルチャーは今後継続

が難しいという状況が出てきています。そうしたことに対して、マクロで、全体としての

政策として、教員の資質能力の向上のメカニズムを考えていかなければいけない。それが

今年の新しい諮問につながっているわけです。 

【大量退職時代を迎える中、今後、経験の浅い教員が大量に誕生】 

 ９ページは、今の小中学校の先生方の年齢別の構成の内訳です。ご覧いただければ一目

瞭然であるように、50 歳以上の層が相当なボリュームを占めています。経験豊富な、指導

力のあるこういった層が今後 10年間で、およそその３分の１ぐらいに当たるわけですが、
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入れ替わっていくということになってきます。これまで積み重ねられてきた知識と経験を

どうやって引き継いでいくのかということも大きな課題であると思います。 

【 近の改革】 

 10 ページですが、そうした中で、これは 18 年当初を踏まえた改善ということになるわ

けですが、教職実践演習の概要ということで書いています。教員養成の中でも 後の段階

でこうした演習をやって、総合的な力がついているかどうかをしっかり見ていく必要があ

るだろうということで取り組みを始めています。また、教職大学院を制度化しました。大

学院レベルでの昨今の課題の高度化への対応ということで、これも今たいへん意欲的な改

革の取り組みが行われているところです。 

【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】 

 ちょっと資料を飛ばしまして、15 ページです。これが６月に中央教育審議会に諮問した

内容ですが、だいたい先ほど申し上げたような話です。今の学校現場の課題の複雑化、多

様化に応えていく上で、今の教員養成の形ではたして十分なのかどうかということが改め

て課題になっているということです。そうした中で、いちばん下の四角の中ですが、審議

事項ということで三つ掲げています。 

 一つ目は、教職生活の各段階で求められる専門性の基盤となる資質・能力を着実に身に

つけられるような、新たな教員養成・教員免許制度のあり方についてということです。い

ちばん話題になっていますのは修士レベル化と言われているものですが、教員養成課程、

今は学部レベルでの養成が主体であるわけですが、これを修士のレベルに高度化していく

ことについてどう考えるのか。また、その中では教職大学院のあり方、位置づけを改めて

考えていく必要があるということがありますし、それから課程認定の厳格化もあります。

だいたい教員免許を取っても、実際に教員になる方は数分の１という状況です。そうした

現状をどう考えるのかということがあります。 

 二つ目には免許の関係ですが、課題は刻々変わっていくわけですので、そうした事柄を

生涯を通じてどうやって資質・能力の向上を担保していくのかという課題です。 

 三つ目は、教員委員会や大学をはじめとする関係機関や地域社会との組織的・継続的な

連携・協働の仕組みづくりといったことなどを掲げているわけです。 

 あとは指導要領の関係の資料ですので、飛ばせていただきまして、23 ページです。附属

学校設立の経緯ということで書いています。今まで、大きな教員養成改革の動向をかいつ

まんでお話しさせていただきましたが、附属学校は国立大学の附属ですので、その中での
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位置づけを考えていかないといけないわけです。 

 歴史をこういう形でひも解いてみますと、もともと明治６年に東京師範学校に小学校が

創設されたということで、師範学校の授業の練習学校、また地域の小学校の模範学校であ

るという位置づけであったわけです。さらに明治 24 年には、尋常師範学校附属小学校規

程が定められまして、従来の使命に加えて、普通教育の方法を研究する実験学校という位

置づけがされた。ここに今なお通ずる附属学校の位置づけが再認識、再確認できるわけで

す。すなわち、まず学校の先生を養成するにあたって、その教育実習をしっかり引き受け

て、練習学校としての役割を果たす。そして地域において模範を示すということです。ま

た、大学の中さまざまな研究を行う。そうした研究との連携ということがあるわけです。

そしてこれは、昭和 24 年の国立学校設置法以降においても、基本として踏襲されたとい

うことです。 

【国立大学附属学校の設置状況一覧（平成２１年度）】 

 25 ページは附属学校の設置状況一覧です。全国に 263 校附属があります。学級数では

3111、児童生徒数は９万 8000 あまりということで、こうして総体を見てみますと、附属

学校が非常に大きい規模の学校群としてあるということが改めてわかります。これは全国

の児童生徒数からすれば、小中学校でいえば 100分の１ぐらいに相当すると思うのですが、

私が出向していた香川県がだいたい 100 分の１で、これはほぼ香川県の教育長が所管する

に匹敵するような規模の学校数であるといつも思っているのですが、それぐらいの規模を

附属学校は担っているということです。これだけの規模の中で、それではそれぞれの大学

が役割分担をしながら全体として何ができるのかということをこれから考えていく必要が

あるのではないかと思います。 

【国立大学附属学校の新たな活用方策等（平成２１年３月）】 

 27 ページです。国立大学全体がたいへん厳しいという状況を冒頭で申し上げたわけです

が、法人化されて、６年で１期の中期目標期間ということになっていまして、今年度から

第２期に入ってきたわけですが、教員養成大学は絶えずその議論の中心になっています。

議論の中心というのは、財政当局などから、その規模を見直すべきではないか、あるいは

もっと積極的に統廃合できるのではないかという観点で 初に議論されるのが、実は教員

養成系の大学です。したがって大学自身についても、そのあり方が今まさに大きく問われ

ている。そうした客観的な状況の中で、それでは附属学校は何をやっていく必要があるか

ということになるわけです。27 ページの資料は、昨年の３月、第２期に入る前に、国立大

47



学の附属学校の新しい活用方策はどうあるべきかについてまとめたものです。 

 いろいろ書いてありますが、右の改善方策というところで、まず附属学校の存在意義の

明確化ということを書いています。国の拠点校としての役割をもっと持つ必要があるので

はないか。これは私も常々申し上げていたのですが、国の拠点校という意味合いは、これ

から本当に真剣に取り組まなければいけない課題だと思っています。初中局のほうで研究

指定校の制度がありますが、また附属学校がその重要な部分を担ってきているということ

は否定できないことですが、今後はさらに国の初等中等教育政策との連携を深めて、公立

学校ではできないような研究開発の学校としての役割をどういった形で果たしていけるの

かということを考えていく必要があるのではないか。その地域性、あるいは短期的には果

たせないような、より中長期的な課題をしっかりと研究していくことが必要だと思ってい

ます。 

 どうしても国の指導要領改訂は 10 年ごとに回ってきます。通常は次の改訂で何をやる

かということで、数年先に何をやらなければいけないかという観点で検討が始まるという

ぐらいのタイムスパンではないかと思いますが、国の附属学校というのは、もう一つ先の

スパンを見据えた、着実な教育研究の実証をしていくという役割が求められるのではない

か。そして、そこで上がった成果が指導要領の改訂などにも活かされていくというのが理

想ではないかと思います。 

 二つ目は組織運営上の改善と書いていますが、学校マネジメント体制の確立が 初に挙

がってきています。附属は大学本体とはかなり独立した性格が強いということがあって、

そこの組織的なマネジメントという点では課題が多かったのではないか。今は学内でのさ

まざまなそういった体制強化という取り組みが行われてきているわけですが、そこはまだ

これからさらに改善の必要があるということではないかと思います。それから地域に開か

れた運営体制と書いていますが、地域との連携もますます求められてきています。大学本

体にも言えることですが、国立大学とはいえ、地域の中でどういった役割を果たせるのか

という視点は、これから不可欠の要素であろうと思います。時間がだんだんなくなってき

ましたので、はしょってまいりますが、そういった中で第２期がスタートしまして、それ

が今さまざまな形で反映されてきているわけです。 

【国立大学法人の第１期中期目標期間に係る附属学校の評価の観点】 

35 ページには、第１期中期目標期間に係る附属学校の評価の観点を掲げています。今ま

で申し上げたこととだいたい一致しているわけですが、附属学校がどういった研究開発の
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成果を上げているのか、大学本体との連携がどんなに図られているのかといったことが、

これから評価としては非常に重要な視点になってきます。 

【改めて附属学校の役割・課題とは～】 

 39 ページですが、今までの話を総括して三つにまとめています。各都道府県での研修の

中核機関としての役割ということ。これはこれからたいへん重要な役割になってきます。

それから教育学部等との緊密な連携による先導的・実証的な研究。それから教育学部等の

実習校としての役割。そして、これらを支えるためにはマネジメント体制の強化が不可欠

だろうと思います。 

【今、社会は、どのような人材を求めているか】 

 後に 40 ページです。今、社会はどのような人材を求めているかということで、 近、

中教審で配布された資料の一部を抜粋させていただきました。今まで縷々附属学校の大学

の附属としての役割ということを強く申し上げてきたわけですが、言うまでもなく、附属

学校というのは人材養成の機関です。これだけの数の子どもたちをかかえて、そういった

子どもたちを社会に送り出していくというたいへん大きな役割を担っています。その上で、

ぜひ意識の片隅に置いていただきたいということでこの資料をお付けしたわけです。 

 社会がグローバル化する中で、人材養成像は大きく変わってきていることはまぎれもな

いことではないかと思います。グローバル人材ということですが、 近、空前の就職氷河

期です。学生さんは今、四苦八苦しながら内定を求めて就職活動を続けておられるわけで

すが、これは単に企業の経営実績が芳しくないということだけに原因があるわけではあり

ません。もう一つのたいへん大きな原因は、学生が企業の求めるような資質・能力を備え

ていないと判断されているということがあるわけです。これは本当に真剣に考えないとい

けない事態だと思います。 

 近、商社の幹部の方が言っておられましたが、今、人材採用は国内にとどまらない。

とりわけ中国、韓国、さらには東南アジアでどんどん人材採用をやっている。そして、

近の若い人はという話になるわけですが、正直言ってソウルで採ったほうが人材のレベル

が高いと言われるわけです。まずバイタリティがある。どんどん新しいことにチャレンジ

して、たとえばアフリカなり中近東の支店に行って、いきなり活躍できるバイタリティが

ある。それから英語がうまい。日本語もしゃべれる。そういったことで、これから日本人

をどれだけ採用していくのかということを真剣に考えなければいけないとおっしゃってい

ました。これはまだ一部ですが、たいへん大きな流れになりかけていると思います。少な

49



くない数の企業の採用担当者がそういったことをすでに語っていて、かつ実際にそういっ

た動きが出てきています。 

 これから 21 世紀を生きていく次代を担う子どもたちの育成という観点からは、日本の

国内だけではなく世界で活躍していく人材をどうやって本当に育てられるのか。大学に入

れて終わりという話ではけっしてない時代になってきている。附属学校はまさに次代の中

核を担う人材を養成しておられるわけですので、ぜひそういった観点で教育にあたってい

ただければと思います。 

 以上、たいへん早口でしたが、残された点は、後ほどのパネルディスカッションのほう

でお話しさせていただければと思っております。ご清聴ありがとうございました。 
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Ⅱ 附属学校委員会提案 

「いま、何が問題なのか ～現状と課題～」 

 

静岡大学教育学部附属学校園総括長  塩川  亮 

東京学芸大学附属大泉小学校副校長  山崎 幸一  

 
 お手もとの資料の中に附属学校委員会提案（原案）というのがありますが、それをご覧

いただきながらお聞きいただければと思います。 

 附属学校委員会提案（原案）、「いま、何が問題なのか～現状と課題～」。今回のアンケー

ト調査の分析を通して明らかになった各大学・学部の取り組み状況および、各附属学校園

が抱える問題点等について、(1)組織・制度改革、(2)研究と教育実習、(3)予算と人事、入

試、(4)「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」の四つに整理し

て、附属学校委員会から提案します。 

 (1)から(2)までを、静岡大学教育学部附属学校園統括長の塩川亮が、(4)については、東

京学芸大学附属大泉小学校副校長の山崎幸一が報告いたします。 

 (1)組織・制度改革  

今回の調査によりますと、財政難と少子化を主な原因とする附属学校園の統廃合や定員

減・学級減について「実施」もしくは「検討中」が約７割を占めています。その内容とし

ては、地域とのバランスや少子化の現状を踏まえた学級減、きめ細かい指導を目指して、

学級定員 40 人を 30 人あるいは 35 人に減らした少人数指導の取組が見られます。国が目

指す 35 人学級の実現は、このような取り組みにより活力を与えるものとなることを願う

ものです。 

 この観点からみると、伝統と未来を踏まえた新たな附属学校園の創造が求められます。

これらについては「計画」もしくは「検討中」がほとんどです。「計画あり」には全学部学

生の教育実習の実施、教職大学院の拠点校としての取組、幼・小・中の連携教育のモデル

開発などがあります。また、「検討中」には県教委や公立学校との連携研究を通じた地域の

モデル校化の模索、教育支援センターや教育実践センターの新設による大学・学部との連

携への取組なども検討されています。第２期中期目標・中期計画期間において、全附属学

校園が新しい附属としての学校像を発信していかなければなりません。 

 学校評議員による評価や附属学校園の内部評価、保護者の評価の実施はいずれも９割を
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超えていますが、大学関係者などによる外部評価が地域の評価とともに少ない。今後、第

三者評価による外部評価を重視して学校評価を進め、その評価結果を学校運営に活かす工

夫が必要だと思われます。 

 (2)研究と教育実習  

多くの附属学校園が新学習指導要領を意識した研究を指向し、地域からの要請に応じて

研究テーマを設定している場合も多く見られ、地域のモデル校として期待されていること

がうかがえます。我が国の学校教育の将来展望を見据え、いわば国の施策基盤ともなる研

究も大いに期待されるところです。 

 大学教員との連携・協力については、ほとんどが「ある」と回答しています。その内容

は、大学・学部により温度差があります。今後、連携・協力の意味するところについて共

通理解を図る必要があるでしょう。 

 附属学校園間の連携研究については、研究内容とその成果を全国的に広め、各学校の取

り組みの参考としていくことが今重要となります。また、地域に根ざした附属学校園とし

ての役割を果たしていくために、教育委員会との連携を図りつつ、地域の教育センター的

な役割を担い、現職教員公開講座等を積極的に開催していくなどの取り組みが求められま

す。 

 教育実習については、地域、大学の独自性および社会の求めに応じて、各大学でさまざ

まな試みがされています。教員養成系大学・学部という専門的な性格からして、多くの大

学・学部が１年生から４年生までを通した系統的なカリキュラムを確立しようとしている

ことは大事なことと言えます。このような環境で、学生が教育現場で抱える今日的課題に

応えるための資質、能力を磨き、実践力を身につけていくことを期待します。 

 (3)予算と人事、入試 

附属学校園の予算による課題は多岐にわたっています。また、年々深刻化しています。

防犯安全対策における警備員の不足、監視カメラの不足などの指摘は、過去の事件を引き

合いに出すまでもなく、早急に対策を講じる必要があります。 

 教育施設の耐震・安全性については、半数の学校が不十分であると回答しており、校園

舎や体育館などの老朽化に伴う耐震化、校舎内のバリアフリー化などの課題を抱えている

学校園も多いあります。 

 人材確保の予算も、ほとんどの学校園が不足していると回答しています。給与や福利厚

生面における公立学校園との格差、常勤講師の採用など、教員の長期欠席などに対しての
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制度の拡充が必要です。附属学校園が本来の使命を果たし、質の高い地域のモデル校とな

るような教育を進めるため、大学としては人材確保の予算をより充実していく取り組みが

求められます。 

 附属学校園教員の採用や人事異動の問題点として、附属学校園の勤務を希望する公立学

校園の教員が少なくなっており、以前のように優秀な教員が集まらなくなっている現状も

あります。この背景としては、給与、福利厚生などの面で、公立学校との格差、人事交流

協定書による在籍年数の短縮化、そのため教員の資質、能力の伝承が十分でないなど、附

属学校園の存在にかかわる問題もみられます。このことは教員養成系大学・学部が附属学

校園を有することと定められた法律も併せ考えると、大学・学部、教育委員会が、これま

で以上に連携しながら対処していかなければならない問題であると提言します。 

 連絡進学については、ほとんどの学校園が実施しています。しかし、４分の３の学校園

が「問題がある」と回答しています。内部進学者と学部進学者の学力差、特別な支援が必

要な児童生徒への進路指導や申し送りのあり方、小・中連携が不十分などがその理由です。

連絡進学は、幼･小･中学校の一貫教育の実現、大学の教育・研究の継続性を維持するため

の制度でもあります。もう一度その制度の意味を問い直す必要があると思います。 

 (4) 「附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」の具体化の現状と課題 

 続きまして、(4)としまして、昨年３月に文科省から通知された「附属学校の新たな活用

方策等に関する検討とりまとめ」について、その具体化の現状と課題をお話しいたします。 

 今回はこの「とりまとめ」の内容に沿って附属学校の組織運営における改善、業務運営

における改善、新たな活用方策の具体的な取組状況、第２期中期目標・中期計画等におけ

る附属学校の活用方策という四つの視点からアンケート調査をし、この１年間の大学側の

取組と課題を明らかにしようとしました。 

 まず１点目の附属学校の組織運営についてですが、「とりまとめ」には、改善策として三

つの体制の確立が述べられています。それは全学的な学内マネジメント体制、地域に開か

れた運営体制、大学教員と附属学校教員の連携体制です。調査によると、学内マネジメン

ト体制はほとんどの大学がすでに構築済み、または検討中という回答でした。たとえば附

属学校担当理事や学部長をリーダーとした附属学校運営会議の設置や開催などです。大学

教員と附属学校教員との日常的な連携についても体制の整備が進み、双方の教員をメンバ

ーとした共同研究会などが組織されているところも多くありました。教員同士の連携はそ

の体制だけでなく、双方の教員の参加意識が大きくかかわります。大学の教科教育と教科

73



専門、それぞれの担当教員が附属学校との連携にどのような役割を持つべきかについても

さらに考えていく必要があります。 

 地域との運営体制については、約半数近くの大学に地域との連携窓口が設置され、教育

委員会とのあいだで人事交流の制度や協定を定めている大学も多くあります。人事交流は

大学・学部の附属学校側と教育委員会、公立学校側、そして双方の教員にとってメリット

のあるものでなければなりません。今後の調査では、それぞれの思いや願いが人事交流に

十分反映されているかについても調べる必要があります。 

 ２点目は業務運営についてです。「とりまとめ」には、その改善策として、附属学校園を

国の拠点校ないしは地域のモデル校として育成するための方策が述べられています。調査

の結果、そのための方策を実施・検討している大学が８割を占めています。その多くが国

の拠点校の取り組みとして、研究開発学校、教育課程特例校制度を挙げています。今後、

国の拠点校とはどうあるべきか。地域のモデル校とは、地域の要望や課題、教育委員会の

方針に応えることが中心でよいのかなど、さらに議論しなければならないことが多くあり

ます。また、これらの方策を推進する際に、財政難、教員数の不足、業務の多忙化など、

解決すべき問題がいくつもあることも現状です。 

 さて、３点目は、この「とりまとめ」についての具体的な取組です。「とりまとめ」には

活用方策の具体例として、外国人子弟等の教育、キャリア教育など、六つがあげられてい

ます。調査によると、全国的に特別支援教育や異なる学校種での連携教育の取組が多く、

その中では、通常学級における特別支援教育を扱っている学校が数校ありました。外国人

子弟等の教育について取り組んでいる学校がさほど多くないこともわかりました。各附属

学校の従来からの役割を充実させるとともに、このような今日的課題にも積極的に向き合

っていく必要があると思います。 

 最後に、第２期中期目標・中期計画等における附属学校の活用方策（「とりまとめ」の位

置づけ状況）についてです。今回の中期目標・中期計画を策定する際、附属学校の運営の

見直しに「とりまとめ」を「反映させている」と回答した大学がほとんどです。これまで

お話ししましたように、確かにこの１年間で大学側に附属学校園の役割や運営を理解し、

検討するための体制が整備されてきたことは事実です。しかし、現時点では、実際に附属

学校園が目に見えて変わってきたという状況ではありません。多くの大学と附属学校園は

今、組織的に連携する基盤に立ったという時期であり、今後具体的な動きがさかんになる

と思われます。各大学や附属学校園が、これまでの取組の焼き直しではなく、「とりまとめ」
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を反映させた中期目標・中期計画に沿った取組を行うことにより、各附属学校園の存在意

義や必要性について学内外に説明責任を果たしていくことが大切であると考えます。 

 以上で附属学校委員会からの提案を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございまし

た。 
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Ⅲ 鼎談 

 

「国立大学附属学校園は、いま、何をすべきか」 
 

 

登壇者 

   文部科学省高等教育局大学振興課長     藤原 章夫 

   山形大学附属学校運営部副部長       藤野 祐一 

   大分大学教育福祉学部附属中学校長     山崎 清男 

   東京学芸大学附属竹早小学校副校長     田中 一晃 

 

コーディネーター 

   日本教育大学協会附属学校委員会委員長   金本 正武 

 

 
 金本 それでは、今日最後のプログラム、鼎談に移らせていただきます。コーディネーター

は千葉大学の金本が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 今日は、先ほどご講演いただきました文部科学省高等教育局大学振興課長の藤原様を交

えて３人の附属学校委員がここに登壇しまして、これからいろいろな話し合いをしていきたい

と思います。今回、シンポジウムという言葉を使わずに「鼎談」とした理由は、３本の鼎では

ありませんけれども、附属学校園のこれからをより強固なものにしていくという気持ちを込め

てこの言葉を使わせていただき、３人の附属学校委員がここに登壇したことも意味しておりま

す。 
 今日はたくさんの資料が提出され、研究発表、基調講演、附属学校委員会の提案と、今、頭

の中はさまざまな問題でいっぱいになっていると思います。そこで、ここからは自由な時間を

少しもたせていただいて、あまり堅苦しくなく、本日の会の最後の時間を過ごさせていただき

たいと思っているところです。 
 
○ 国立大学が全国の教員輩出に果たしてきた役割の変化 
 金本 本当ならここで趣旨をもう一度述べて堅苦しく始めるところですが、ちょっと破格で

すが、藤原課長に話をしたいのですが、よろしいですか 
 先ほどの藤原課長の資料で、国立大学が全国の教員輩出に果たしてきた役割の変化をおっし

ゃいました。びっくりしました。もちろんこの表（「公立学校教員採用試験の採用者学歴別内訳 

平成 22 年度」資料より）は何度も見て知ってはいるのですが、しかし、この表を見ると、全

国の小学校教員の 50％を切る人間しか教員養成系大学卒業生ではない。高等学校に至っては

12.2％であるというこの状況を見ますと、明治６年以来、師範学校の附属として教育実習の練

習校、あるいはその後、我が国を支える教育理論を開発したり、検証したりする教育研究を担

ってきた附属学校そのものも、大学とともに様変わりしてきていると言えます。現状を文部科

学省として、あるいは藤原課長個人として、先ほどのお話に更に補足的に何かおっしゃりたか

ったことがあるのではないかと思いますが、最初に述べていただきたいと思います。 
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 藤原 確かに先ほどご紹介したように、数字はかなり顕著に下がってきています。昔はまず

絶対数が圧倒的に大きかったので、国立の教員養成系が果たしている役割ということについて、

ある意味では何の議論もする必要はなかったわけです。ところが、数字の上でだんだん半数を

切ってきますと、今度は質が問われるようになってくるということだと思います。もちろん数

として全国の教員の採用者数は今、小・中・高合わせて２万 5000 ぐらいです。それに足るだ

けの数に必ずしもなっていないということは片やあるのですが、問題はそれだけではなくて、

採用者サイドの採用の実態からして、必ずしも国立が優先的に採用すべき人材を輩出している

のかということが問われているということを受け止める必要があるのではないかと思います。 
 金本 ありがとうございます。つい先日も、全国の各国立大学の教員採用の今年の数字が出

ました。どの大学が何％受かったとか。それに一喜一憂している全国の大学の姿を感じるので

すが、そうしたときに今、質ということをおっしゃられて、ピンと響いたわけですが、もしも

小学校 41.0、中学校 27.3、高等学校 12.2 が本当だとすると、国立大学が養成している教員の

質が落ちたと受け取られても仕方がない。もっと質の高い教師を輩出している違う大学が多く

なったと言われても仕方がない。 
 しかし、我々もここで反論したいですし、全国の教育を支えてきた国立系大学としては、法

人化されて質が下がったわけではないというところをこれから見せていかなければいけない。

そういう思いを今強く感じたところです。また後でいろいろな意見を聞かせてください。 
 
○ 鼎談の論点 
 金本 今、附属学校がどのように期待されているのか。また、どのような有用感をもってい

るのか。さまざまな角度から考えていく必要があると思います。 
今日のこの鼎談の論点を次の３点に定めました。第１点は、国立大学附属学校園が信頼され、

その必要感、有用感を高めるのにどうしたらいいか。第２点は、先ほど来話に出ています、昨

年３月 26 日に文部科学省が通知した「国立大学附属学校の新しい活用方策に関するとりまと

め」（以下「とりまとめ」とする）が本当にどれぐらい実現されるべきものなのか。可能なのか。

可能ならば、どういう面なのか。そして３番目に、国立大学附属学校園には知的財産というも

のがあるのか。もしもあるとするならば、それをどう今後活用していく姿勢が必要なのか。そ

こで教員養成大学・学部が何をすべきか。この大きな３点で話題を進めたいと思います。 
 

１ 附属学校園が信頼され、必要感・有用感を高めるには 
 それでは、３人の委員から自己紹介も兼ねながら、お一人ずつご意見をいただきたいと思い

ます。まず最初に、国立大学附属学校園が信頼されるためにはどうしたらいいのか、今そのよ

うな状況にあるのか、大分の山崎先生から口火を切っていただきたいと思います。 
 
(1)教員の質的保証 
 山崎（清） こんにちは。大分大学の山崎です。 たいへん難しい問題だと思いますが、師

範学校ができて以来、当然附属というのはずっと続いてきたわけです。先ほど先生方からご紹

介があったとおりです。附属というのは何だったのかということを歴史的に見てみますと、い

ろいろな変遷があったと思います。そのつどそのつど附属はどういう役割を果たすべきかとい

うポイントがあったと思います。 
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ただ、今回の調査とか従来の調査等も踏まえて申しますと、附属というのは、一つには研究

あるいは実験校的な役割があるだろうと考えます。附属がもっている役割が十分認識され、そ

してそれが遂行されない限り、信頼というのは誰から信頼されるのか、おそらく国であり、国

民であり、地域住民でありとか、いろいろな見方ができると思いますが、それが成り立たない

だろうと思っています。したがって目的、役割がきちんと一般的に認識されていない限り、そ

してそれを支える人的資源がしっかりしていない限り、附属というのは信頼されないだろうと

思っています。 
 と申しますのは、私がここで言うまでもなく、最近、国策と言っていいかどうかわかりませ

んが、国の拠点的な役割を果たしている公立学校が附属学校以上にどんどん増えています。あ

るいは県の教育センター、教育研究所もどんどん増えています。そういう中で附属はどうある

べきかということをもう一回考え、附属の役割をしっかり認識し、そしてそれを支える教員を

輩出しない限り、附属は信頼されないだろうと思います。そういう意味では、教員の質的保証、

力量形成が、附属の役割を支える大きな要因になってくるだろうと思います。 
 そのときに大事なことは、先ほど奈良女子大の吉田先生がおっしゃいましたが、奈良女子大

にもたくさん力量のある教師がいらっしゃった。たとえば、例がいいかどうかわかりませんが、

野球で３割バッターがいっぱいいて、ホームランバッターがいっぱいいても試合に勝てない。

それをうまくマネジメントしていく。すなわち個々の教師の力量はあるのだけれども、それを

うまくまとめていく、これは校長なのか副校長なのか主任なのかわかりませんが、学校として

の組織力、学校力を高めるという視点があって初めて附属というものが信頼されてくるのでは

ないかと思っています。そういう意味では、今日実践発表された方々の学校は、まさに信頼さ

れるに足る学校ではないかと思っています。 
 金本 ありがとうございます。附属も一学校ですから、きちんと子どもを育て、そして学校

の機能をしっかりと果たしていくことが信頼の第一歩だと思います。附属だから何をやっても

いいというわけではありません。 
 今はほとんどの附属学校園が交流人事を行うようになってきました。しかしそうした場合に、

附属に来たから急に人間が変わってすばらしい先生になれるというわけではない。附属学校の

中にあって教師が研修を積み、信頼される教師になっていくことが本来の姿だと思います。そ

の姿が外に映ったときに、小学校そのもの、中学校そのものが信頼されていくような気持ちを

私ももったところです。 
 先生は今年はじめて校長になられて、急にこんなところに立って話をしなければいけないと

いうのは大変だったと思いますが、だからこそ登壇していただきましたので、また発言をお願

いしたいと思います。 
 山崎（清） ありがとうございます。楽しくやらせていただいています。 
 金本 今のお話は教師の質保証の問題だったと思います。附属学校はどのような教育内容を

安定して供給できるような学校になっていくかということも大事だと思いますが、田中先生、

自己紹介を兼ねながら、そういった面も含めてお願いいたします。 
 
(2) 学校の理想形として 
 田中 東京学芸大学附属竹早小学校副校長、附属幼稚園竹早園舎の副園長も兼務しておりま

す田中と申します。よろしくお願いいたします。 
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 附属学校園に勤めて３年目になります。金本先生の下に仕えて鍛えられまして、本当にいい

勉強をさせていただきました。今回、壇に上がれという鶴の一声で、否応なく上がっているわ

けです。副校長先生方のまとめた意見ということにはならないかもしれません。個人的な思い

が強くなるかもしれませんが、しっかりとお話をさせていただければと思っています。 
 私は、大学学部を卒業した後、すぐに附属学校に入りまして、本年を 34 年目です。もう残

り２～３年です。そういう附属大好き人間でして、今こういう時期にこういう仕事ができる。

附属の存亡がかかわる時期に附属を守っていけるという立場に立たせていただいていることを、

たいへんうれしく思っています。 
 文部科学省のほうからの要望はいろいろとありますし、活用方策等にありますように、私自

身、そのことをしっかり受け止めて経営をしていきたいと思っています。誤解を恐れずに申し

上げますが、私自身、附属の価値というものは、すべての学校の理想形にあると思っています。

周りから、あのような学校になりたい。あのような子どもとかかわりをもちたい。あのような

保護者とかかわりをもちたい。あのような教師集団でありたい。そういうことを言われるよう

な、そう思ってもらえるような学校であることが附属の大きな役割であると思っています。そ

の結果、日本の学校の底上げを図ることができる。うちの学校がそうだということはけっして

ありませんで、今努力をしているところですが、そういう目標とされるような学校があること

によって、全体の底上げが図っていけるのではないかと思っています。 
 そしてもう一つ、教育実習に関係して、教育実習が附属を存続させる理由にはならないとい

う話もあります。地域の学校でもできるだろうし、附属でないほうがいろいろな子どもがいて

いいかもしれないという話があるのではないかと思いますが、私はそれに対しては真っ向から

反対していきたい。今、１年目、２年目で辞める教師が世の中にたくさんいるということを聞

いています。以前、学芸大学の管理職研修会があったときに、東京都の方が来られて、全国で

これだけの若い教員が辞めていく、これは問題だと具体的な数を示して言われました。そのと

きに、東京都は恥ずかしくて出せないぐらい辞めていく教員の数が多いということをおっしゃ

っていました。もっとひどくなると病気になったり、自ら命を絶ったりする教員もたくさんい

ると伺っています。 
 たとえば自分が初任で行った学校が、自分が思っていたような教育現場ではないということ

はきっとあると思います。理想に燃えて教員になった。だけど、入ってみたら理想と現実の違

いにショックを受けたということがあると思いますが、そういうときにも、理想形である附属

で実習をするということが、今自分が勤めている学校はこういう学校だけれども、こういう学

校ばかりではない。自分は附属で実習をしたときに、あのようなすばらしいところで子どもと

かかわることができた。そういう原体験が多くの教員を支えていくのではないか。そういった

意味、そういった価値を求めて、附属の価値は現場の理想形であるということを目指していき

たいとあえて申し上げたいと思います。 
 金本 ありがとうございます。附属は選ばれた者が集まる学校だから、附属で実習しても実

践力にはつながらない、やはり現場に出てみなければわからないという意見の一端を先生から

紹介していただきながら、実はそうではないのだということが先生のお気持ちの中に強くある

ことを感じました。 
藤原課長、今附属の問題を考えたときに、実は附属はエリート校なのではないか。こんなエ

リート校を国が養っていていいのかという議論は国会ではないのですか。 
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 藤原 その議論はつい数年前に国会の場でありました。エリート校化という問題は非常に難

しい問題だと思います。もともと附属学校については、抽選などをやって公正な選抜をやると

いうことが前提になっているわけですが、先ほどの資料にもちょっと入れていますが、実態は

必ずしもそうなっていないということがあります。ただ、そこをどう考えるかということです

が。受験エリートの育成というのはなかなか社会の理解を得られないだろうと思うのですが、

その一方で、今の日本はこういう状況にあるわけで、将来を担うような人材育成をまさにモデ

ルとして作っていくという役割も当然に期待されているのではないか。そうした多様な役割を

こそ附属学校は果たしていかなければいけないのではないかと思います。 
 金本 ありがとうございます。私は大学の人間でありがながら、附属小学校の校長（兼任）

という意識が 100％で、附属小学校から大学に出勤しているという気持ちで、今４年目を迎え

ています。そうした中でエリートという意識は、選ばれた者が集まっているからではなくて、

むしろ保護者の方に強いと感じています。実際、学校現場は公立と何ら変わりない悩みをもち

ながら生徒指導にあたっているのが附属の現実なのです。 
 山崎先生、先生が４月に就任されたときに、教大協の附属学校委員会の席上、本校はいろい

ろな子どもがいる学校ですよと、それをしっかりと支えていくのが私の仕事だとおっしゃいま

した。そういった意味で、子どもの学力保障とか、あるいは子どもの豊かな成長を担う学校の

モデルを示すことのできる附属といった視点から、先生の思いを１分ぐらいでお願いします。 
 山崎（清） いろいろな子どもがいる。いろいろな教師がいる。そしてその中で実際、実践

活動ができるのが附属だと思っています。それは一般の公立校ではなかなかできにくいところ

だろうと思います。私が先ほど教師の質と申し上げたのは、いろいろな子どもがいる中でいろ

いろな教育実践ができる力量をつけるのが、あるいはそういう実践ができるのが附属であると

いう意味で教師の質がいちばん大事であると考えるのです。またそういうことをやっていく必

要があるとも思います。これは後ほどの課題と関係するのですが、それを支えるのが大学の学

部であり、大学で教育研究している教員の大きな役割だろうと思っています。そういう意味で、

附属というのはいろいろな子どもを指導する立場にあり、またやりやすいところだろうと思っ

ています。 
 金本 ありがとうございます。先ほど附属学校委員の提案の中にも、入試のことに触れた部

分がありました。しかし、学校を取り巻く環境や立地条件は同じ附属でも違いますので、共通

にこうしましょうと結論づけることはできないと附属学校委員会としては考えています。です

から、あくまでもそれぞれの悩みをまとめるという段階にとどめています。 
 それでは藤野先生、お待たせいたしました。信頼される附属学校という観点から、お二人に

ご意見をいただき、藤原課長からもご意見をいただきました。先生はかつて校長先生で、今は

大学の附属学校の責任者という立場に立っておられるところから、地域や県とのかかわりにお

いて、附属は必要であるという意見やその逆の意見もお聞きになることがあると思いますが、

先生のご意見をお聞かせください。 
 
(3) 地域や県・市の教育への貢献 
 藤野 山形大学附属学校運営部の藤野です。先ほど研究発表の２番目に、運営部のことを私

と同じ立場の佐々木副部長が申し述べました。私も平成 20 年に小学校の校長として辞令をい

ただき、１年後には運営部が新しく立ち上がり、そこで仕事をさせていただいています。まだ
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途中経過で、今後どうなっていくのか私たちも全然予想がつかないのですが、そういうところ

で運営部の３人がトロイカ方式でがんばってやっております。 
 今、金本先生からありました、地域のモデル校、国の拠点校に関してですが、ひと言で言え

ば、地域のモデル校というのは、とりもなおさず県や市の教育への貢献、あるいは国の拠点校

としては、国の新しい教育課程を前倒しで実践的に検討して貢献するということなのでしょう

が、今回の活用方策が出て以来、国の拠点校、地域のモデル校というのは、幾度となく我々の

集まりでは話題になりました。 
 どこかの校長先生が、どちらかを選べばいいのだろうという話をされたり、定義づけもはっ

きりしなかったというか、私たちがイメージをつかめなかったりということもあるのですが、

今回の附属学校のアンケートの中に、国の拠点校としての育成の方策を行っているか。あるい

は地域のモデル校としての育成の方策を行っているか、検討しているかというアンケートがあ

ります。「行っている」というのは両方とも 50％ぐらいで、「検討している」も 25～30％で、

合わせると８割の附属学校が行っています。 
 私は自分が所属しているところが地方大学でもありますので、地域のモデル校としてのイメ

ージはつかみやすいのですが、国の拠点校として、はたして我々は何をやっているのかという

ことではたと考えました。半分ぐらいの附属学校が行っているというのは、そうなのかなと思

って。今回のこの研究協議会、あるいはこのアンケートをもう一回勉強させていただいて、そ

のことをまた考えてみたいと思っています。 
 それから直前にアンケートがありました。事前アンケートの自由記述で、地域のモデル校、

国の拠点校に関して、いろいろな意見がたくさんありました。ざっと見て、三つほど抽出して

みました。 
 一つ目は、「国の拠点校と地域のモデル校は全く性格が違う。地域と連携するためには、現状

では課題が多く、難しい。国立附属は二つのうちどちらかを目指すべきと考える。」という意見

です。おそらく奈良女子大さんと似たような環境の附属なのだと思います。先進的な教育研究

に取り組むことによって国の拠点校はたやすいけれども、地域はちょっと難しい。 
 二つ目、附属学校園が地域の教育振興に果たしている役割は、都道府県の地域性によって大

きな違いがある。交通の利便性、教育委員会との緊密な連携において、自他ともに附属の存在

はもう大きな意義を認めていると考える。あえてどちらかということを考えるまでもないだろ

う。もう十分やっているのではないかということ。 
 三つ目、地域のモデル校としての働きはもう十分に果たしている。ただし、それ以上という

と、教員の職務内容、仕事量を考えたとき、新しい取り組みには踏み出せない。しかし、現在

の取組を発展させることによって国の拠点校となるのであれば、ぜひ取り組みたいと考える。 
 たくさんある中から私の気持ちに響いたところをちょっと挙げてみました。 

附属学校が今かかえている課題の一つとしては教員の多忙感があると思います。現在の状況

で、たとえば地域のモデル校として今がんばっているところが、新たに国の拠点校としての取

り組みをまた加えるとなると、モチベーションも下がると思います。そこで、現在取り組んで

いる研究等の内容の見直しをはかって、新たに仕事を増やすことなく、たとえば現在、地域の

モデル校としての取り組みをがんばっているところであれば、それをさらにブラッシュアップ

して、外に向かって発信できるようなものに、全国規模の協議会などに発展していけば、イコ

ール国の拠点校としても十分役割を果たすことではないかと考えました。 
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 それから、先ほど奈良女子大さんの発表の際に質問がありましたが、奈良女子大附属の場合

は、国の拠点校として特化しています。その研究成果を地域に下ろしていけば、これはモデル

校ではないかもしれないけれども、ちゃんと地域の教育に貢献したことになるのではないかと

思います。そこで私は、地域のモデル校、国の拠点校は並列という考え方ではなくて直列的に

考えて、その延長上に、たとえば国の拠点校を目指すところあれば、それをどこかで地域の教

育に還元する。それから地域のモデル校としてがんばっているところは、特色を出して、それ

を国内に発信できるような、あるいは世界に発信できるようなものにしていく。そういう方向

であれば考えやすいのかなと思いました。 
 
(4)国の拠点校としての附属学校園 
 金本 今日、藤原課長に用意していただいた資料に「国立大学附属学校の新たな活用方策等

(平成 21 年 3 月)」の一覧表があります。ここでもう一度確認ですが、「国の拠点校については、

大学学部のもつ人的資源を活用しつつ、公立学校で実施するものとは異なる先導的・実験的な

取組を中長期的視点から実施する」と書いてあります。通常の取組をしているだけでは先導的・

実験的ではないということから、国の拠点校というのは非常に重い取組の言葉だと思います。 
 昨年のシンポジウムでも、この場で議論になりました。何が拠点校なのか。どういうことを

やればいいのかということが議論になったことは記憶に新しいことです。そのとき渡邉室長は、

「あせらないでください。一つひとつ順にやっていくことによって進めていいですよ。いっぺ

んにあれもこれもと言うと大変でしょうから」と言ってくださいました。しかし、だからとい

って安心するわけにはいきません。国の拠点校とはどのような取り組みなのか。奈良女子大の

取り組みもその一つだと私も感じましたけれども、藤原課長、どんなイメージをもっておられ

ますか。もう一度うかがえますか。 
 藤原 国の拠点校というのは初中教育政策としてどういったことを期待するのかというこ

ととも当然密接に関連すると思います。もちろん附属学校のイニシアチブでもってこういう研

究をやりたいということもあり得るわけですが、それと同時に、国としてこういったことを研

究してほしい、そうしたことをやるに適した附属学校はこちらであろうという、そこの連携が

ないとなかなかうまくいかないところがきっとあるだろうと思っています。そういう意味で初

中政策自体の中でも、附属学校をそういった形で活用していこうという視点が、これまでやや

もすると乏しかったということを若干言わざるを得ないと思います。 
 何が拠点校なのかというのは、具体的になかなか言いづらいところもありますが、たとえば

ということで例を挙げれば、英語教育の推進という話があります。今回の指導要領改訂では小

学校に位置づけるという形になったわけですが、これまでも実験的に公立学校でかなりの形で

行われてきました。課題としてはもうずいぶん前からありました。そういったことをもっと早

い段階で国立みたいなところで実験をかなり長いスパンでやっていていただいて、それがどう

いった効果をもたらすのかというアウトプットでの実証的なデータをもって政策を立案すると

いうことができれば、さらにいいのではないかと思っています。 
 金本 ありがとうございました。英語問題は私も非常に思い出がありまして、石川県の指定

校へ行って、英語研究の状況をつぶさに見て、それをまとめて報告したこともありましたし、

今は校長になった千葉大学の教育学部は、もう何年も前から、１年生から６年生まで 20 分英

語を毎年やっています。そういうことを考えますと、それがどういう形で国の拠点校と言われ
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るようになるかが大事だと思います。何をやればいいではなくて、発信の仕方、あるいはまと

め方、影響のさせ方が非常に大きいと思います。 
 予定になかったのですが、大泉小学校の山崎先生、平成４年から６年にかけて、総合的学習

の時間に対する実験校をずっとおやりになったと思います。紹介しますと、平成 10 年に総合

的学習の時間が教育課程に盛り込まれました。これにあたっては、昭和 33 年からの取組がず

っとあって、そしてやっと日の目をみたときに、国としてもきちんと指定校を定めて、いくつ

かの学校で研究をしていただきながらそれを実験してきた経緯があります。その一端を担った

のが附属大泉小学校で、人間科とかいろいろなものをやっていました。かいつまんでお話しい

ただけますか。 
 山崎（幸） あの時は、本校は環境、国際、人間という内容的な分野で単元づくりを始めま

して、試行錯誤の繰り返しでした。本当にたくさん失敗を繰り返しながら、練馬区にあります

ので、練馬区の先生方にも来ていただいてご指導いただいたり、また大学からも国際教育研究

のお立場から先生に来ていただいたり、地域、大学と一緒になって開発させていただきました。 
 金本 ありがとうございました。国の教育課程に本当に影響を与える研究をするということ

はすごくいい思い出なのですが、そこにいらっしゃる先生方は血を見るような厳しさがありま

す。このことをすべての附属にやれというのは酷な話だと私は思います。ですから、国の拠点

校でないからといって、小さく背を丸めてしまうような姿勢である必要はない。もっと胸を張

って生きていける附属であってほしいと思う観点から、我が校は地域のモデル校とか、あるい

は我が校は教育実習のプロとか、我が校は教育研究の協力校のプロとか、何かに特化して、こ

こに来てください。こういうものを発信できますというものをもっていくということが大事で

はないかと私としては感じるのですが、藤原課長、いかがですか。 
 藤原 おっしゃるとおりです。先ほども拠点校なのかモデル校なのかというお話がありまし

た。必ずこれを両方すべての学校でやっていかなければいけないのかというと、必ずしもそう

でもないのだろうと私も思います。各大学、附属学校には、それぞれの地域性もありますし、

歴史、特性もあるわけですので、どういった形で役割を明確化するのかということは、まさに

その大学なり、附属学校なりの判断でのことだろうと思います。 
 金本 ありがとうございます。無理矢理意見を言わせたみたいで、どうも失礼いたしました。 
 とにかく今、地域のモデル校、国の拠点校ということが求められていることは事実ですから、

国の施策に中長期にかかわっていける附属であるということは本当に大事だと思います。地域

のモデル校の取り組みの延長線上で国の拠点校になっていくケースだってあるでしょう。ただ、

私も事前アンケートを読んでびっくりしたのですが、今、藤野先生からずいぶん整理して紹介

していただきましたけれども、国の拠点校については難しいというのが大勢を占めていました。

しかし、地域のモデル校に関しては、今もうすでに地域のモデル校と同じことをやっているの

だという自負をもったご意見もたくさんありました。そのことを１校にとどめるのではなく、

ネットワークをもって、お互いに共有していけるようなシステムを国としてもてるといいので

はないか。まさにそこに日本教育大学協会の役割があるのではないか。ちょうど会長も事務局

長もおられますので、確認をしたいと思うのですが、そういったことを強く感じたところです。 
 
２ 「とりまとめ」はどう実現されるか・・・その可能性  

～ 教育研究・教員養成に焦点づけて ～ 
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金本 それでは、附属本来の役割である教育研究の協力と、教育実習に対する協力あるいは

推進という視点から、またご意見をうかがいながら考えていきたいと思います。まず教員養成

への協力です。これも今日、実践発表ですばらしい取り組みをご発表いただきました。非常に

勇気づけられた思いですが、山崎委員、大学と附属が協議をして教育実習のプログラムを作る

とか、あるいは教員養成を考えていく。そこに附属が組み込まれていく。このことについては

どんなお考えをお持ちでしょうか。 
 

(1) 附属学校園と大学との協動 
 山崎（清） これはもうずいぶん前から言われていますので、釈迦に説法になるかと思いま

すが、その前提として、私が附属中学校の校長になったときに、運動部の中学生が、附属を英

訳で「attached」と書いていたのです。それを見たときに、附属は「属」なのかという思いが

ありました。その英訳がいいとか悪いとかではなくて、附属が大学の attached である限り、

今日の実践のようなプログラムは作れないのではないかと考えています。 
 何を言いたいかというと、attached ではなくて、integrate されたと言いましょうか、そう

いう発想が今日の発表の実践の中にあったと思います。言い換えますと、確かに附属ですから

attached なのかもしれませんが、委員長がおっしゃったように、教員養成への協力、貢献とい

うものを考えるときに、それぞれがそれぞれの立場から攻めていって、山に右から登り、左か

ら登りと行かないと、今後の教員養成のいいプログラムは作れないだろうと考えています。そ

ういう意味では attached ではなくて integrated。統合というのはどういう意味かというと、

教員養成において片方が主で片方が従という発想ではなくて、今はやりの言葉で言えば協働の

視点が大切なのではないかということです。 
 確かに教育実習は大学が主にやるべきだと思っています。確かに大学の主体性は重要ではあ

るのですが、大学が主で附属が従だという発想は、今後の教員養成において意味をなさないで

ありましょう。今日、文部科学省の課長がご提言なさった中で、「公立学校教員採用試験の採用

者学歴別内訳」ですが、教員養成系大学では教員に採用される学生はほとんどいなくなるだろ

うというふうに読み取れるわけです。では一般大学との差別化、差異は何かと考えたときに、

附属学校をどのように使っていくのかという発想がない限り、この数字はクリアできないので

はないかと考えています。 
 そういう意味では integrated、すなわち附属学校が大学組織の一貫として編入・統合された、

そういう integrated school になるために、あるいはそういう努力をしない限り、委員長がおっ

しゃったようなプログラムは組みにくいのではないかと思っていますし、またそうやって組む

べきだと私は考えています。そのためには何が必要か。私自身もそうですが、大学教師に附属

は従だとか、附属は附属だとかいう発想がある限り、おそらくうまくいかないだろうと思って

います。私がこう言うから大分大学がそうだというわけではないですが、そこはとても大事な

ことではないか。今後、教員養成に貢献するとか、いい教員養成のカリキュラムを作るという

意味では、附属と大学が協働していくという視点に立って作っていかない限り不可能だろうと

考えています。繰り返しますが、協働の視点、attached、属ではなく、integrate された機関

としていく必要があるのではないかというのが私の意見です。 
 金本 ありがとうございます。ちょっと私の専門を披露します。音楽で音階があります。ド
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レミファソラシド。ドは主音と言います。Tonic。ソは属音と明治時代に訳しました。まさに今

の属です。しかし、これは Dominant の訳です。支配するという言葉の訳です。Attached と

いう言葉の使い方もそこで間違ってきている。日本語の属というのが主従の属でしかないとこ

ろにさみしさを覚えました。 
 さて、田中先生、教育実習ですが、先生の学校は竹早ですから東京のコンパスの中心ですね。

そこに来る学生は小金井在住の学生もいるでしょうから、１時間半かけて実習に通ってくるの

ですか。 
 田中 そういう学生もいないこともないです。 
 金本 まさか都内に下宿しているような裕福な学生はそんなにいないでしょう。 
 田中 中にはその期間だけ学校のそばでという、たいへんすばらしい学生もいます。 
 金本 そういう学生もいるのですか。教育実習で学生が遅刻をしないとか、早めに来て子ど

もたちと遊んでいるとか、そういうことを大事にしておられると思いますが、先生の学校で教

育実習生にこういうことを注意しているということがあったら紹介してください。 
 田中 先ほど文部科学省からもお話がありましたとおり、教員養成学部および教員養成大学

の採用率が下がってきているということはゆゆしき問題で、また大学側もそのことを非常に問

題として捉えていらっしゃいまして、２年ほど前でしたか、大学の校長・副校長会で、附属学

校でこういう指導をしてほしいと。もちろん附属学校で、先生がおっしゃったような基本的な

生活習慣、あいさつ、身だしなみ等もきちんと指導をしてきているのですが、大学の先生がど

こまでそういう指導をなさっているかということについては十分に把握していなかったので、

そういうことをおっしゃってきたということは、それまではあまりなされていなかったのだろ

うと思います。 
 附属学校はそういうことをやっていますよと、ただそれで返したのでは意味がないので、わ

かりましたということで、面接の仕方等も含めて、担任の先生方にお願いして指導するように

しています。 
私の先輩で管理指導主事などをやった方が、以前に最終的な面接をしたときに、二人で面接

して、片方は一般大学、片方は学芸大学で、どちらか一人を採らなければいけないというとき

に、学大なので学大の学生を採りたいと心情的には思うのだけれども、どう見ても一般大学の

ほうに目が行ってしまう。挨拶とか、言葉づかいとか、身だしなみとか、努力すれば簡単にで

きることが学芸大学の学生ができていない。 
 私の知り合いで、ここ２～３年で教員になったのがいるのですが、その子は一般大学ですが、

中に入って研究会などをすると、学芸大の学生は学生時代にすごく勉強している。今の自分は

その人にはちょっとかなわないという話をしていたことがあります。ですから学生たちに、君

たちは一生懸命真面目に勉強して学芸大に入って、そして教員を目指して４年間しっかり勉強

しているのだから、つまらないところで損をするなと。そういうところについても人が見てい

るので、そういうことで損をしないということも大事なのだという話はするようにしています。 
 
(2)  アンケートに見える教育実習に関する課題 
 金本 ありがとうございます。実は事前アンケートを今朝もう一度読み直していたら、こん

な課題が出てきました。実習生の意識、学力の低下。非養成系の学生の実習の悩みでもあるけ

れども。二つ目が、実習生の評価における大学職員のかかわり方が薄い。３番目に、大学の講
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義回数の確保だけに走って、実習上の問題は学校に任せきり。実習時期の模索が、今悩んでい

る。もうこれ以上は実習を受け入れられない。附属教員一人当たりの人数は目いっぱいである。

目いっぱいというところの数字を見たら、小学校８～10 人、中学校は５～６人。僕などは多い

のではないかなと思う数字を書いてくださっている報告書もあります。この事前アンケートに

は本当にいろいろな悩みが書いてありました。 
 ここからが本題ですが、私の結論的な考え方は、附属学校が附属学校として認められるため

に自分だけで努力できない時代に入った。もっと大学がしっかりとリードし、基本方針を示し、

附属と協力して物事を考えていかないと、附属が本当の力を発揮できない。こういう考えを持

つに至っています。そういった視点から、教員養成の問題、それから今日話題になっていた教

育研究をどう進めていくか、そこに附属がどう役割を果たすかという問題は、相当大学が本腰

を入れて考え直していかなければならないのではないか。今、田中先生がおっしゃってくださ

った学生の生活指導も、大学が放っておくのではなくて、きちんとしていかなければいけない

時代になったのではないかと思います。そういったところから、藤原課長、また意見を求めた

いのですが、大学学部の研究に対して、どんな要望、願いをお持ちですか。 
 藤原 ひと言で言えば、教育現場で本当に役に立つ実践的な研究の強化が必要だと思ってい

ます。 
 金本 実践的な力ですね。 
 藤原 そうです。 
 金本 ただ、実践的な力を本当に教師が発揮するには、物事がしっかりわかっていなければ

いけない。先の見通しも立っていなければいけない。今日の実践発表ではないですが、教える

内容の裾野の広さがある教師が初めてそのエキスを子どもに伝えることができるとなったとき

に、教科の中の専門性も大学時代からしっかり学ぶ習慣が学生についていなければいけない。

そこに果たす大学の役割は大きいと思います。 
 今、教育学部あるいは教員養成系大学が、特に総合大学の教育学部の場合ですが、たとえば

教科専門が、他にも学部があって、文学部があるからその専門はそこでやればいい。理学部が

あるからその専門は理学部でやればいいということで、スリム化を大学が求められているとす

るならば、それははたして本当なのかなという面も感じるのですが、いかがでしょうか。 
 藤原 その問題はまた難しい問題です。確かに、教員養成大学・学部の中にすべての教員ス

タッフがいて、その中で完結できるというのが一つの理想形だとは思います。しかしながら一

方では、先ほど先生がおっしゃったような、スリム化という要請も財政面で一方であるわけで

す。それと同時に、とくに理工系に関して言えば、日進月歩の科学技術の進展、最先端の知を

学校教育にきちんと反映できるような仕掛けが必要ではないかという一つの大きな運動もあり

ます。その兼ね合いの中で、単に教科の内容さえ教えれば学校教育ができるわけではありませ

んので、それをどういった形で子どもたちに指導していけるのか。そういった教職実践との橋

渡しが当然必要だし、それは教員養成大学・学部がきちんと責任を負わなければならないこと

だと思っています。 
 金本 ありがとうございます。大学の持つ知の財産が教員養成という中でも活かされるべき

であると。心強いご意見でうれしかったです。それが教師同士、おとな同士だけではなくて、

小学生、中学生に還元されていく。今日の理科の、サイエンスの実践発表もその一部だったか

もしれません。そういった意味ではこれから大学が教員養成をもっと広く考えていく必要があ
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るということを強く思ったところです。 
 
３ 附属学校園の知的財産をどう活用するか 
 

金本 論点の３に入ります。論点３をもう一度反復しますと、国立大学の附属学校園の知的

財産を今後どう活用していくか。このことに対する我々の展望を語り合ってみたいと思います。

藤野先生、大学の立場からご覧になって、今は附属というよりも大学の立場が強いと思います

ので、ひと言いただけますか。 
 藤野 附属学校の財産は何があるのかということを考えますと、附属の使命の中には研究と

実習生を担うとありますが、研究実験校としての存在があると思います。そこには学校があっ

て、学校には子どもたちがいて、先生がいて、それから学校そのものの存在、組織というもの

がありますが、すべてが研究対象になると思います。これは大学本体にはないわけです。附属

の学校だからこそです。大学あるいは学部の教員は、大学としてこの財産を最大限に活用して

研究を行っていく権利あるいは義務があると思います。附属学校と大学の教員が協働の研究を

推進していくには、今置かれている研究対象、実験校としての存在があるということをよく認

識して研究テーマ、研究プログラムの構築などを進めていく必要があると思います。その意味

で今日の香川大学の研究発表はたいへん興味深く聞かせていただきました。 
 二つ目の財産は、先ほどの話とかぶりますが、教育実習を担う実習校としての存在、それか

ら私どもの話をちょっとさせていただきますが、来年度からの教育実習の改革は先ほどの発表

の中にもありましたが、旧教育学部、今は地域教育文化学部と言うのですが、旧教育学部の学

生プラス、同じキャンパスの中にある人文学部と理学部という他学部の学生で中学校の免許取

得を目指す実習希望者については、母校実習を廃止して、附属と市内の協力校で実施する。そ

の中に、たとえば事前指導、事後指導のようなところで、附属のこれまで蓄積されている指導

のプログラムを還元して、大学として主体的に教育実習に取り組むということも考えています。

二つ目としては、教育実習校としての存在があると思います。 
 三つ目は、附属には卒業生がいます。私どもの大学で言うと OB 会という同窓会の組織があ

りますが、これはいろいろなところで附属のことを心配して、あるいは応援してくれます。そ

れから教員の OB 会の組織も附属の動向については非常に心配してくれます。先ほどお話にあ

りました、山形県で４～５年前にありました宮城教育大と福島大学と山形大学の教員養成機能

うんぬんのこともありました。そのときに先頭に立って反対運動、あるいは学部を守れという

ことで動いてくれたのは、その OB 会が中心になっています。これに PTA も加えた外部の組織

は附属にとって大きな財産の一つです。この三つを私は挙げたいと思います。 
 金本 ありがとうございます。これもちょっと予定外ですが、山崎先生、附属というのは公

立学校と何が違うかというと、通学エリアが違います。学校以外での 16 時間の日常生活では、

すぐそばに仲間が少ない。ですから、学校に登校してから下校するまでのあいだの付き合いが

非常に密度が濃くなる要素もあろうかと思います。そういったものも附属の特徴だと僕は感じ

ています。先生の場合、ひと言で言われるといかがでしょうか。 
 山崎（清） 生徒の姿を見ていますと、今先生がおっしゃったことを非常に感じます。大分

大学附属中学校の場合、非常に関係がいい。人間関係がいいし、格好良く言えば、男女を問わ

ず仲がいい。奈良女子大の附属の先生が発表なさっていたと思いますが、１年、２年、３年に
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距離がありました。見ていると本当にないのです。私の見方が間違っているかもしれませんが。

そういう意味では、今先生がおっしゃったように、彼らは彼らなりに、距離が遠いがゆえに、

実はそこで関係を求めている。それをサポートするのも、我々附属の教員の役割だろうと思い

ます。先生がおっしゃる意味を私はよく理解できます。 
 金本 ありがとうございます。私がそう思うのは、もう一つは、そういった中で子ども同士

がお互いを認める仲間作り。本当にお互いを認め合う社会作りと言うのでしょうか、学校はミ

ニチュアの社会ですし、学校の文化もありますし、それを作るのは子どもたちですから、毎年

毎年、リニューアルするわけです。そういった側面で、田中先生、これまでの 35 年の附属経

験からいっていかがでしょうか。 
 田中 附属学校の包まれている全体の温かい雰囲気が、子どもたちに非常にいい教育力を与

えているのではないかと思っています。山崎先生が今言われたとおり、卒業生が、男の子も女

の子も遊びに来ます。おまえたちを見ているとドラマみたいだと私は言うのですが、ドラマの

ワンシーンを見ているようで、すごくうらやましい。附属で知り合った後、ずっと将来にわた

ってつながっている。 
時々、うちの卒業生でなくても、保護者の方で、実は私はどこどこの県の附属学校にいまし

たと。附属学校の教育に感謝している。ぜひうちの子どもの附属に入れたいので竹早小学校を

受験しましたと言う親ごさんがいらっしゃいます。人としての温かさがただよって、そういう

空気が流れている。どこの学校もそうだと思いますが、先生と子どもの距離が非常に近い。子

ども同士の距離もそうですし、子どもと先生の距離も非常に近い。そして親ごさんが非常に協

力的である。そういう学校であれば子どもはどんどん育つ。最初に申し上げた理想形でありた

いというのは、そういうことも含めてです。 
 金本 ありがとうございます。今日はこの会場に全Ｐ連の会長もいらしています。玉井さん

もいらっしゃっているし、それから全附連の事務局長もいらっしゃっています。つまり附属を

支えるすべての人間がここにいるわけです。今お二人の発言からもわかるように、附属学校と

いうのは本当にすばらしい心的・知的財産があると思います。 
しかし、附属の母体である大学がきちっと公立と附属の現状の違いを理解しているのかどう

か。これが今日一日の最大の課題であると思います。そういった意味において、これから新た

な時代の附属学校園を運営し、創造していく。そのときの夢を、今この時間から語っていきた

いという思いですが、藤原課長、今後の附属に対する願い、思いも含めて、せっかく忙しい中

をいらしてくださいましたから、最後に思いのたけを話していただいて、我々の財産にしたい

と思います。 
 藤原 先ほど来、さまざまなお話をうかがっていまして、附属学校というものに対する関係

の先生方のたいへん熱い思いを改めて感じるわけです。そして、いろいろな意味で附属の役割、

位置づけを問い直さないといけないということは確かにあるわけですが、その際に、今まで培

ってきた長い歴史や伝統、学校独特の校風をしっかり維持をしながらやっていくということも

当然に重要だと思います。とくに、最後に田中先生が附属が持っている温かい雰囲気に触れら

れましたが、そうしたものが日本の全国の学校にどうやって広がっていくのか、広げていける

のかということを考えながら今お聞きしていたわけです。そういった附属のよさをどうすれば

広げていけるのかという視点をもちながら、これから私どもも取り組んでいきたいと思います

し、先生方もネットワークという中で附属の財産の活かし方を考えていっていただければと思
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います。 
 
４ まとめ 
 
 金本 ありがとうございました。 
 コーディネーターとしてはここでまとめをしなければいけないと思います。昨年も思いもか

けず『文教ニュース』でまとめが出ましたので、その結果を今日冒頭のご挨拶で使わせていた

だいたのですが、先ほどからずっとメモしていたことをちょっと申し上げたいと思います。 

 附属学校園が本来の役割を果たしていくプロセスの中で、国の拠点校としての役割を発信す

ることができるようになるための糸口に、あるいは解決策を考えていく学校になろう。すぐ何

かができるのではなくて、考えつつ行くということです。そしてそのためにも、大学が教員養

成大学・学部が、きちっとした計画的なプログラムを立てて、そのプログラムを単に大学独自

だけで立てるのではなく、附属学校園関係者と協力しながら立てて、そして教員養成にしても、

教育研究にしても、充実していくことが大事であると思います。これは日本教育大学協会の研

究協議会ですからはっきり申します。大学がこれから変わっていかなければならない。そして

附属のすばらしい財産を活かせるようにしていくということが大事だと思います。 
 付け加えて、文部科学省にお願いしたいと思います。国の拠点校になるためには、初等中等

教育局の教育内容と同時に、大学の組織という高等教育局が管轄するものが連携しなければな

りません。その意味において、ぜひ文部科学省においても、高等教育局と初等中等教育局がタ

グを組んでこの問題に対処しやすくなるようになることを強く願って、今日の結論に代えさせ

ていただきたいと思います。今日は長時間、本当にありがとうございました。（拍手） 
 
 司会 たいへん実りの多い鼎談をありがとうございました。それでは退席をされますので、

大きな拍手をお願いいたします。（拍手） 
 これをもちまして、第２回の全国国立大学附属学校研究協議会を閉会いたします。 
 なお、本日の研究協議会におけますご意見等々がございましたら、日本教育大学協会事務局

までご連絡願いたいと思います。本日はお忙しい中多数お集まりいただき、ありがとうござい

ました。（拍手） 
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会員大学・学部・附属学校園の取り組み事例 

 

 

 

 

 

 

 
1 弘前大学教育学部附属小学校教諭・・・・・・・三浦 忍 

 
2 埼玉大学教育学部附属特別支援学校副校長・・・川勝 義彦 

 
3 静岡大学教育学部附属島田中学校教諭・・・・・西ヶ谷 浩史 
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学部との連携による効果的な教育実習の実践について 

－現場指導に携わる教諭の共通理解を促すための手法を探る－ 

 

                           弘前大学教育学部附属小学校 教諭   三浦  忍 

 

はじめに 

  教育実習指導では、現場に於ける多様な学生の実態に即座に対応して指導がなされなくては

ならない。その際、学部の教育実習指導の方針が現場に周知徹底されていなくては指導の方向

がまちまちになってしまう。勿論、実習の評価項目に沿って指導する。しかし、評価項目だけ

では学生の内面の成長を促し教職に対する意識を涵養するための配慮の行き届いた指導はでき

ない。そこで、教育実習の各場面毎に対応した指導資料を作成し、学部の指導方針との連携を

図りながら現場教諭に具体的に内容を伝え、共通理解を図る手法を実施し、その結果からより

よい手法を探りたいと考え、本研究に取り組んだ。 

Ⅰ 研究方法 

１ 附属小学校教諭に対する教育実習の目標・内容についての共通理解及び学部との連携構  

築の図り方の検討 

    ・教育実習指導資料の作成と使用の効果の検討 

    ・附属小学校授業観察「Tuesday 実習」に対する附属小学校の対応の工夫 

  ２ 学生と教諭双方の実習に関するアンケートをもとにしての考察 

 

Ⅱ 本論 

１ 附属小学校教諭に対する教育実習の目標・内容についての共通理解及び学部との連携構  

築の図り方の検討 

  本学での実習指導は１年から４年に至るまで内容が系統的に用意されている。その中

で、附属学校が関わるのは２年次に於ける５日間の体験実習と２週間の３年次主専攻実

習、３年次に通年実施の Tuesday 実習、そして４年次に於ける副専攻実習である。とりわ

け、３年次の実習は下記図１のように、２週間の主専攻実週に先立って４月から事前指導

そして Tuesday 実習が実施され、その後２週間の教壇実習。その後再度 Tuesday 実習後期

が行われ、年間に渡っての取組である。このように、前期 Tuesday 実習と教壇実習更には

後期 Tuesday 実習と続く中では連携が必須である。 

 そこで本校では、教育実習指導資料を用いて、各段階の指導の共通理解を図り取り組み 

    たいと考えた。その手法として用いた教育実習指導資料の活用について次に述べる。 

●２年次  体験実習          ●３年次 前期                          後期 

 

 

 

 

・授業観察 

・行事体験 

・３年次学生の公開授

 業参観 

 

 

 

 

・Tuesday実習

学部教員指導

・附属教諭によ

る事前指導 

・２週間の教壇実習 

  附属教諭による 

教壇実習指導 

 

 

 

 

 

・Tuesday実習

学部教員指導

 

 

 ４
 年

 次

 へ

   《配属学年の決定》            《２年次に体験した学年に再度配属》 

               

【図１ 附属小学校に於ける教育実習の流れ】 
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 （１）教育実習指導資料の作成と使用効果の検討 

      ・教育実習指導資料の主な内容 

          教育実習の各段階の目標と指導内容、業務分担、事前指導講師の心得と内容日程、

附属学校に於ける実習の日程、留意事項及びそのための指導の手法、評価項目と附属

学校に於ける具体的な評価規準、学部 Tuesday 実習委員会企画書とそれに対する附属

の対応策等、年間に渡って実施される全ての教育実習業務の内容を網羅している。 

      ・学部との連携のための配慮事項と使用効果 

          学部の指導目標を附属で受け、具体的にどこで何をどのように見取るかを記載し、 

抽象的な記述を具体化した。例えば、「学習指導への積極的な参加」という項目につ

いては、「指示待ちではなく、気配りが感じられる」という具体的な記述にして共通

理解を図っている。また、実習の際の学生のメンタルヘルスに関しての内容も含んで

いる。例えば、心理的な不安を抱え込まないようにするための配慮事項も学部の意向

を踏まえ、具体的に文章としてまとめ伝えている。こうして全ての実習に関わる内容

を、３月までに次年度の指導資料を刷新し翌年に引き継ぐことにしている。この手続

きを継続することにより、学部との意思疎通が中断されることなく前年度の経緯まで

踏まえて次年度に活用することができる。 

  （２）附属小学校授業観察「Tuesday 実習」に対する附属小学校の対応の工夫 

          Tuesday 実習とは、３年次学生を対象とした火曜日午後に設定されている授業観察

である。年間前期に師範授業１回を含めて計６回授業観察をする。毎回配属学級を１

時間、そして配属学級以外の授業を１時間観察する。観察後は学年毎に学部教員の指

導の下省察を実施している。この授業参観計画に当たっては、１年から６年まで全て

の学年を満遍なく参観できるように計画している。また教科の計画については多様な

教科を特別時間割で計画することによって、いろいろな教科の指導方法を参観できる

ように工夫している他、児童理解のために配属学生のみに座席表を配付し、児童の継

続観察ができるようにしている。さらに、前期 Tuesday 実習を終えた際に次の教壇実

習に向けての抱負を学部教員の指導の下学生が作製し、教壇実習との関連を図る他、

教壇実習後には後期 Tuesday 実習への抱負を附属教諭の指導の下作製し学部教員に提

出し、連携を図っている。 

  ２ 学生と教諭双方の実習に関するアンケートをもとにしての考察 

  学生に関してのアンケートは、これまで 20 年以上継続している。教諭の意識と学生の

意識を比較し、効果的な指導がなされているか、学生にとっての問題点は何か等探るため

取り組んできた。学生がどんなことをきっかけとして意欲を持ち実習を通して教職に対し

ての理解を深められるのか、例えば、褒められることの効果や模擬授業の持ち方による効

果の違いなど多様である。また、学生にとって実習は現場教育への第一歩である。このこ

とから大変だがやりがいがあると感じる学生が多い。この意欲を効果的に引き出す場面を

実習にどのように設定するかが、よりよい実習指導に欠かせない課題であると考える。 

 

 おわりに 

   教育実習の現場指導では指導資料集が有効であった。この成果を踏まえ、今後も継続して 

刷新し、より具体的な内容に改善し提案したい。また、実習生が困難を感じる局面と打開策 

等、現場に必要な課題について、教諭・学生双方のアンケートを元に、さらなる研究を進め 

たい。                                          
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大学と附属特別支援学校の連携による地域支援－相談室を核とした取り組み－ 

 

埼玉大学教育学部附属特別支援学校 

副校長 川勝義彦 

 

 １ はじめに                                                  

 平成 16 年に相談室「しいのみ」を本校に設置し、埼玉

県内の幼稚園や小学校等の特別支援教育の推進を、コンサ

ルテーションや教育相談の実施、公開講座の開催等の事業

を通して支援している。こうした事業の推進に関しては、

本校のスタッフだけでなく、大学本部や教育学部特別支援

教育講座、教育実践総合センターの教職員の全面的な協力

を得て行っている。 

 前述の大学本部等の全面的な支援を得て行っているコ

ンサルテーションや相談活動等についてその詳細を報告

し、今後の課題について述べる。 

 

２ 電話相談及び来室相談の推移 

 過去 4 年間の電話相談及び来室相談等の延べ件数の推

移は図１のとおりである。平成 18 年度と 21 年度を比較

すると、延べ件数が 327 件から 668 件と倍以上に増えて

いることから、本校の相談室への期待が年を追うごとに

高くなっていることがわかる。また、相談の約４分の３

が、発達障害に係わる内容であった。 

 
Figure 1 過去 4 年間の相談件数の推移 

 

３ 学校コンサルテーションの実際 

 相談室の担当者が小学校等を訪問し、子どもの様子を観

察し実態を把握した上で具体的な指導、支援の方法につい

て担任等と協議する学校コンサルテーションの平成 21 年

度の実績は、下表のとおりである。回数自体は、平成 18

年度が 38 回、21 年度が 36 回と大きな変化はなく、幼稚

園や保育所、小学校からの依頼が中心である。中学校や高

等学校からの依頼がなく、今後どのように連携を図ってい

くかが課題である。 

 

表 1 平成 21 年度学校コンサルテーションの実績 

 幼・保 小学校 中・高 計 

校園数 ７ １３ ０ ２０

回数 ８ ２８ ０ ３６

延べ人数 ２４ ２０６ ０ ２３０

コンサルテーションにおける主な協議内容としては、

「集団への適応」「感情のコントロール」「学習面への配慮」

等である。また、学期ごとに実施し、子どもの成長を継続

的に追うことができている学校が数校ある。コンサルテー

ションには、本校の職員の他、教育学部附属教育実践総合

センター教授の尾﨑啓子氏も実際に小学校等を訪問し協

議に参加し協力を得ている。 

 

４ 公開講座の実施 

 地域支援事業の一環として教育関係者を対象とした公

開講座を、平成 17 年度より開催している。今年度は、「発

達障害セミナー～発達障害のある子どもたちのためのＳ

ＳＴ～」「通常学級の特別支援教育支援員を対象としたセ

ミナー」「通級指導教室担当者を対象としたセミナー」の

3 講座を開設し実施した。発達障害セミナーと支援員向け

セミナーの延べ参加者は 168 名であり、今後実施するセ

ミナーと合わせて，参加者が 200 名を超える見込みであ

る。 

 公開講座の計画から当日の運営まで、教育学部特別支援

教育講座や教育学部附属教育実践総合センターの教員の

全面的な協力を得て行っている。 
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５ グループ指導の実施 

発達障害とその周辺の特性のある幼児から４年生の子

どもたちを 2～5 名の５つの集団に分け、グループ指導を

行っている。グループの構成等は下表のとおりである。そ

の主なねらいは、コミュニケーション能力や気持ちをコン

トロールするスキルの獲得である。さらに、こうした実践

を通してグループ指導のプログラムのモデルを示すこと

も主要な目的としている。 

 

表２ 各グループの概要（平成 21 年度） 

グループ名 対象等 回数 活動場所

きらきら 年長児３名 月２回 本校 

はなまる 小１ ３名 月１回 本校 

にこにこ 小１，２年５名 月２回 本校 

わいわい 小１，２年２名 月１回 本校 

さいだい 小３,４年 ４名
月 回 

土曜日 
埼玉大学

表２に示されているとおり幼児と低学年のグループは

平日の放課後に実施しているが、中学年の児童が対象の

「さいだい」グループは中学年になると平日の午後に集ま

ることが難しいので、土曜日に大学で実施している。この

グループは、教育学部特別支援講座准教授の名越斉子氏を

中心に指導が進められている。年長の時から本校のグルー

プ指導に参加し、継続して「さいだい」グループのメンバ

ーになり指導・支援を受けている児童もいる。 

 主な活動の流れは、「はじめの会」（あいさつ、予定の確

認、手遊び歌等）→活動Ⅰ（風船運びリレー等）→活動Ⅱ

（絵本や紙芝居の読み聞かせ等）→終わりの会（感想発表、

あいさつ等）であり、指導の流れを固定化し、子どもたち

が見通しをもって安定した気持ちで参加できるように配

慮している。 

 参加している児童の保護者から、「子どもが楽しそうに

参加している様子を見て、うれしい」「子どもとどう関わ

ったらよいか参考になった」などの声が寄せられている。 

 

 

６ まとめと今後の課題 

相談室開設以来、電話相談及び来室しての相談件数は、

毎年増加の一途をたどっている。しかし、相談室のスタッ

フは限られており、今後も相談件数等の増加が続くことが

予想されるが、依頼者のニーズを満たす相談内容を提供で

きるかが危惧される。この課題に対応するために、下記の

ような対策を考え実施することを考えている。 

・いくつかの県内市町の相談室に臨床心理士 

等の資格をもつ相談員が配置されるなど、徐々に

相談体制が整備されている。そうした市町からの

相談者については、地域の相談室を紹介する。 

・電話相談及び来室しての相談だけでなく、地域の

特別支援教育を推進するリーダー的な立場の人、

具体的には通級指導教室担当者や相談員等と連

携し、こうした立場の人を支援することにより、

県内各地域の特別支援教育の推進に寄与する。 

また、コンサルテーションの実施についても、限ら

れたスタッフの中で実施回数に限界がある。そこで、

多くの学校園のニーズに応えるために、１校あたりの

コンサルテーションの回数を２～３回に限ることも

検討していかなければならない。 

ソーシャルスキルトレーニングを中心としたグループ

指導については、実践を通してその内容を発達障害者支援

プログラムとしてまとめたが、まだ満足できる内容ではな

い。今後も、実践を通して発達障害者支援プログラムをよ

り充実した内容にし、地域の特別支援教育担当者が活用で

きるものにしていきたいと考えている。このプログラムを

より充実したものにするためには、本学特別支援教育講座

や教育実践総合センター、ＮＰＯ法人との連携も一層確か

なものにしていかなければならないと考える。 
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第第第第２２２２回全国国立大学附属学校研究協議会回全国国立大学附属学校研究協議会回全国国立大学附属学校研究協議会回全国国立大学附属学校研究協議会

テーマ「①大学との連携・地域との連携を基盤においた研究や取組み」

実践発表タイトル

「自分たちで育てたゴマからバイオディーゼルを作り持続可能な社会を考える授業」

～新学習指導要領に対応した単元開発～

静岡大学教育学部附属島田中学校 西ヶ谷浩史

1 はじめに

平成 20年 7月に新学習指導要領解説が文部科学

省から公表された。新学習指導要領では，技術

・家庭 (技術分野：以後，技術科とよぶ）の学習

内容として「Ａ材料と加工に関する技術」「Ｂエ

ネルギー変換に関する技術」「Ｃ生物育成に関す

る技術」「Ｄ情報に関する技術」の４つが必修と

なった。そして，技術科の目標も「ものづくり

などの実践的・体験的な学習活動を通して，材

料と加工，エネルギー変換，生物育成及び情報

に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得

するとともに，技術と社会や環境とのかかわり

について理解を深め，技術を適切に評価し活用

する能力と態度を育てる。」となった。

これらは改訂の趣旨からも「持続可能な社会

を構築する為の能力と態度の育成」という今ま

であまり考えられていない能力と態度を目指し

た授業が求められている。そのため，中学校３

年間でこの能力と態度を育成するためのカリキ

ュラム作りが必要である。

2 大学との連携

2.1 エネルギー生産を目的とした生物育成

従来無かった，「持続可能な社会を考える」

という視点で授業を行おうとしたときに，技術

科の４つの内容が有機的に学習できる教材開発

が必要であった。そのために，静岡大学教育学

部の各研究室との連携を行っていった。その一

つがエネルギー生産を目的とした生物育成であ

る。平成 20 年から藤井研究室の学生が本校の畑

でナタネを栽培

し，データ収集

を 行 っ た 。（ 図

１）

これらのデー

タ収集を元に，

ゴマ・ナタネか

らバイオ燃料を

簡便に製造する

図 1 大学生が実験している様子 方法を大学で研

究開発を行った。

まず，初年度はそれらの実験から中学生でも

授業を行い指導方法の研究を行っていった。藤

井研究室の学生による授業は，以下に示す通り

である。

【バイオマスエネルギー】

平成 19 年

・ 5 月 29 日 授業（ナタネの収穫）

・ 6 月 26 日 授業（ヒマワリの播種）

・ 6 月 29 日 授業（ナタネの脱穀）

・ 12 月 4 日 授業（ナタネの畑の準備と播種）

平成 20 年

・ 1 月 25 日 授業（ナタネとヒマワリの搾油）

・ 3 月 7 日 授業（ナタネ油の燃焼実験）

・ 5 月 9 日 授業（ナタネの移植）

・ 6 月 13 日 授業（ナタネの収穫）

平成 21 年

・ 11 月 17 日 授業（ナタネの脱穀と搾油効率）

・ 11 月 24 日 授業（ナタネの搾油）

・ 12 月 1 日 授業（ナタネの搾油）

・ 12 月 7 日 授業（ヒマワリの脱穀）

・ 12 月 8 日 授業（ナタネ油の燃焼実験と燃料比）

・ 12 月 18 日 授業（ゴマ・ダイズの脱穀）

授業（バイオマスエネルギーを作ろう）

・ 12 月 21 日 授業(ヒマワリから搾油）

平成 22 年

・ 1 月 8 日 授業(ゴマから油を絞ろう）

・ 1 月 25 日 授業（ヒマワリ油の燃焼実験）

・ 1 月 29 日 授業（ゴマ油の燃焼実験）

これらの授業の様子を，図 2 に示す。これらの

授 業は ，大 学の 教

官 が専 門的 な立 場

で 学生 に指 導し た

上 で， 授業 案を 書

か せ， 事前 に中 学

校 へ提 出す るよ う

に して いた 。こ の

授 業案 を見 て， 中

学 校教 師の 立場 か

図 2 大学生による授業の様子

ら授業を行う学生に中学生に指導する方法を指

導した。このような，やりとりを行うことで，

まったく新しい題材を授業で使える教材へと進

化させることができた。さらに，学生が生徒へ

指導するということから，生徒側の負担も減ら
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すことができ有効な方法であった。

2.2 大学の実験授業から本校の研究へ

このように，大学の研究室から本校での実践

をもとに，生物を育成し，バイオマス燃料を作

るという授業が中学生でも可能であることが実

証できた。この実践をもとに，平成 21 年度には，

「エネルギー変換の技術から持続可能な社会を

考える授業」を主題として研究を行っていった。

この研究により，生物育成の授業でゴマを生徒

が育て，エネルギー変換の授業で模型のディー

ゼルエンジンを動かし，バイオマスエネルギー

と社会への影響など自らの体験をもとに自分の

意見を持つことができるようになった。この成

果は，平成 21 年 11 月 6 日の研究発表会で公開

授業と協議会を行った。また，この研究発表会

のワークショップでは，大学院生を講師として

呼び，出席された先生方にゴマから油を絞る作

業を体験してもらった。（図 3）

図 3 大学院生が講師になったワークショップ

平成 22 年度には，「持続可能な社会を構築す

るために必要な能力の育成」を主題として，昨

年の研究をさらに深化させ，それらの能力を育

成するための 3 年間のカリキュラムを作成した。

この成果を平成 22 年 11 月 11 日に研究発表会を

行った。研究発表会の様子は，図 4 に示す。

図 4 研究発表会の公開授業

この授業では，本物のディーゼルエンジンを 2

台用意し，軽油とバイオディーゼルで動かし，

その排気ガスを比較した。そして燃料を比べて

バイオディーゼルが環境に良い点を化石燃料と

の比較から考えさせ，カーボンニュートラルの

考え方に気づかせることを行った。これらの授

業を行うにあたり，共同研究者である静岡大学

教育学部の紅林秀治先生，江口啓先生に相談し

行った。

3 地域との連携

このように大学と共同して授業を創り，単元

開発を行いながら，島田市から技術科教科指導

員と藤枝市の中学校から 2 名，掛川市の中学校

から 1 名，研究協力員を依頼し，本校の研究に

ついて意見をもらい，研究発表会では運営にも

関わってもらうなどの協力体制を作っていった。

また，本校技術科では，文部科学省の「学力

の把握に関する研究指定」を受けているため，

最新の情報に触れる機会が多く，それらを地域

に還元したり，直接文部科学省教科調査官上野

耕史先生をお招きして，島田市内の先生方へ新

学習指導要領の話しをしていただく機会を設け

ることなどを行った。

また，本校の研究に関しては客観的な立場か

ら，静岡県総合教育センター授業づくり支援課

指導主事や公立の教頭先生をお招きして指導・

助言をいただいた。

4 まとめ

本校技術科の場合，静岡大学教育学部技術科

の紅林秀治先生，江口啓先生，藤井道彦先生と

日常的に連絡を取り合い，指導や助言をいただ

いた。また，それぞれ 3 つの研究室の学生や大

学院生も自分たちの開発した教材などを本校で

実践し検証したりとすることを行っている。

静岡大学教育学部 市内指導員

技術科 公立中学協力員

文 指

部 静岡大学教育学部附属島田中学校 導

科 技術科の研究 主

学 事

省 ・

調 教

査 地域の公立中学校 頭

官

このように，お互いにとって，有益な関係作

りを行いその成果を生徒に還元できるようにし

ている。
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