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《シンポジウム記録》

高等学校「福祉科」における教育実習指導の現状と課題

新潟県立八海高等学校　教諭　中　川　裕　輝
エクセラン高等学校　教諭　原　　　加奈江

長野大学社会福祉学部　学生　土　屋　麗　央
長野大学社会福祉学部　教授　中　島　　　豊

問題提起（中川 裕輝）

　今年（2015 年）3 年か 4 年ぶりに、教育実習生を
受け入れました。実習生の指導に悩ましいところ
があります。何年かやっている蓄積で何とかやっ
てはいるのですが、他校ではどうなっているのか
疑問がわいてきました。よく考えてみたら、情報
公開している場がないので、ちょっと知りたいと
思いました。送り出している大学は、どういう指
導をしているかもわかっている必要があると思い
ました。自分が学生だった頃、もう 20 年も前の経
験しかないし、時代も変わっていることから、情
報交換ができればと思い、中島先生に話をしたと
ころ、このような企画を実現していただけました。
　教科「福祉」は他教科と違って卒業生が来るとは
限りません。私は卒業生を実習生として持ったこ
とがありません。いまの勤務校に12年間いますが、
卒業生は来ません。全て他校を出た実習生です。
ただ以前、私の知らない卒業生が来たことがある
ことはあります。いろいろ情報交換ができればと
思っています。本日の問題意識は、資料 1 にまと
めました。

大学における養成教育（中島　豊）

　先に大学から話します。平成 18（2006）年の文
部科学省の答申によって、大学における教員養成
は大きく変わりました。

　一つめは、目的養成になったことです。社会福
祉学部もそうですが、医学部のように、その学部、
学科、コースに入ったら、その職業を目指すこと
が原則になりました。日本の教員は大学において
開放制で養成しています。小学校教員は国立大学
の教育学部を中心に養成しています。開放制とい
うのは、教員養成を教育学部のみで行なうのでは
なく、本学のようにそれぞれの専門学部の中に教
職課程があるやり方です。そういったところであ
っても、「目的養成をしなさい」となりました。具
体的には、1 年生のときから「教員を目指すカリキ
ュラムをつくりなさい」となったのです。
　二つめは、それに伴って「履修カルテ」を作るこ
とになりました。1 年生から 4 年生まで、自分が
修得した教職に関する科目に関しての自己評価で
す。本学の場合は、自分の成績がに対して教員を
目指す立場から自己評価や学んだこと、残された
課題を 2 行から 3 行ぐらい書きます。サイズは A
3 の裏表 1 枚に、1 年生から 4 年生までの科目に
ついて書いていきます。その中には教育職員免許
法施行規則の第 66 条の 6 の体育などの科目も含
まれています。
　三つめは、4 年生で「教職実践演習」を設けなけ
ればならなくなりました。4 年生の後期、第 8 セ
メスターです。2 単位です。本学の場合は教科教
育法を担当している教員も何らかのかたちで関わ
り、総動員体制でやっています。教科「福祉」でい
いますと、学生の土屋とは 3 回、個別に教育実習
に関わっての指導をしています。それとは別に、
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PTA、教員の社会性、社会人としてのマナーと
いう教育内容も入っていて、そのようなところも
私が 1 回分、担当しています。
　そんなところが非常に大きく変わってきている
ところです。
　中川先生が言っていた卒業生が出身校に行くこ
とは、文部科学省は答申の段階では原則禁止とな
っています。母校実習は避けてくれということで
す。しかし、現実は守られているわけではないと
思います。本学は基本的に忠実に守ってはいるの
ですが、今年の 3 年生、4 年生あたりから例外が
出てきています。
　答申後、文部科学省中央教育審議会初等中等教
育分科会教員養成部会の委員が、といっても大半
は大学の教員ですが、実地視察ということで各大
学の教職課程の調査をするしかけができました。
その制度ができて 2 年目か 3 年目に本学にも文部
科学省から二人の委員がやってきて、学内組織を
点検しました。評価結果については文部科学省の
ホームページに出ています。いいところ、悪いと
ころあり、本学は真ん中ぐらいでした。
　委員として宮城教育大学の学長をやられた横須
賀薫先生が来られて、やりとりしましたが、母校
実習については「文部科学省は禁止と考えている
けれども、養成校として言いたいことがあれば言
いなさい」と言われたので、「趣旨はわかるけれど
も、現実的には難しいところもあるから、認めて
ほしい」と言っておきました。絶対にやっては駄目
だということではないのですが、次の答申のとき
に議論になる問題ではないかと思います。
　教職課程への実地調査はたぶん、認証評価と同
じように 7 年か 8 年に 1 度はやってくるのではな
いかと思います。調査項目については全部、文部
科学省のホームページに出ていますので、本学の
ものも見ていただけます。
　そういった大きな変更があった上で、本学の福
祉科教員に関わっての養成について資料を二つ用
意しました。
　一つは、「高等学校教諭 1 種免許状福祉、2015、
2014 年度生用」（表 1）をご覧ください。

　教員免許は、教科に関する科目と教職に関する
科目で成り立っています。それ以外に、教育職員
免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目が入っ
てきます。
　福祉科の場合、教科に関する科目が文部科学省
の基準では最低修得単位 20 単位ですが、本学では
51 単位を必修にしています。
　さらに、「社会福祉士指定科目と本学開講科目の
対応表」（表 2）があるかと思いますが、教科「福祉」
の免許を取る学生は、社会福祉士の国家試験受験
資格を取得しないと福祉科の教員免許が取れない
仕組みにあえてしました。この仕組みは、他大学
ではあまりやっていないと思います。
　教科「福祉」の新設が答申されたのは 1998（平成
10）年ですが、2000（平成 12）年に他教科をもって
いる現職教員への免許取得講習会が夏休みにあり
ました。そのときに私は講師をしました。中川先
生や鈴木先生とは、そこで出会いました。講師陣
も前年度の春休みに 1 週間泊まり込みをさせられ
て、教科の趣旨を叩き込まれました。そこで、本
学は専門性を高めるために社会福祉士の受験資格
取得を前提にしました。そのぶん、他大学とは学
びの厚みがかなり違っています。
　それから「相談援助実習」（当時は「社会福祉援助
技術実習」）を少し工夫しまして、実習で高齢者施
設、障害者施設、つまりケアが必要な施設に行か
ないと福祉科の教員免許は出さないしかけにもし
ました。介護の現場に触れるような仕組みをつく
って、教科「福祉」の教員養成にあたっています。
　2000 年頃は福祉ブームもありまして、本学は定
員 200 人のところ 250 人ぐらい入れていました。
そのときは教科「福祉」だけでも 1 学年 10 人近い
学生が履修していました。いまは定員 150 人ぎり
ぎりで、福祉士の課程を履修するのは 6 割弱ぐら
い、80 人強になっています。
　その中でこのようなしかけをしているせいか、
今年（2015 年）3 月に免許を取得して卒業した学生
はゼロ、来年（2016 年）3 月（4 年生）は一人、再来
年（2017 年）（3 年生）は二人です。2 年生はいまの
ところわかっているのは一人です。ここ数年、一
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人か二人ぐらいしか免許を取らない状況になって
います。
　ただし、この免許は福祉系学科でしか取れない
ので、就職状況はかなりいいです。本学部ではこ
の 13 年間卒業生を出してきましたが、現在、教員
をしているのは 14 人です。これだけ教員を輩出し
ているところはたぶん日本社会事業大学と本学ぐ
らいだと思います。日本福祉大学よりひょっとし
たら多いのではないかと思います。養成比率から
するとかなりの学生が教員になっています。
　実習に関しては、「教育実習指導」という科目が
ありますが、私ではなく、教職課程の教員が担当
しています。ただ、教育実習の巡回には私が行っ
ています。本学の養成は以上です。

高校における指導［Ⅰ］（原 加奈江）

　私どもの学校は私立です。教育実習の受け入れ
についてお話しします。本校は積極的に教育実習
生を受け入れています。人材を育てて、私学のよ
さを知り、現場へ戻ってほしいという思いもあり、
前向きに受け入れています。
　生徒を育てるのも教員の卵を育てるのも一緒で、
本当に体験でしか学べないことがあります。実践
を多くして、いっぱい失敗をして、学んでもらう
ようにしています。
　福祉科は専門学科で生徒を育てるのがとても大
変な状況です。実習生の受け入れは福祉科として
も本当は大変なのですが、私学ということもあっ
て、マンネリ化しやすいので新しい風を吹き入れ
てもらっていると思っています。
　資料 2「教育実習生の心得」です。本校の教務部
にすべて受け入れを準備してもらっている状態で
す。福祉科としての心得はありません。
　前年度の夏ぐらいに連絡があって、事前打ち合
わせを 3 月の終わりにします。今年（2015 年）と去
年（2014 年）は福祉科での受け入れはありませんで
した。資料 3 は、2013 年に受けた実習生に出した
打ち合わせのプリントです。
　事前打ち合わせでは、学校の紹介は教務部から

行ない、福祉科では、どんなことをやりたいのか
などの打ち合わせをして、教科書を渡して、見て
きてもらうよう伝えます。打ち合わせは 1 回のみ
ですが、必要があれば行なうことから、電話番号
を交換などして、連絡を取っています。
　指導案の見本がない実習生には資料 4 を渡しま
すが、大学の指導案を持ってきている実習生は、
そちらでやっています。資料 5 は、教育実習計画
の一部です。
　ホームルームは普通科へ行って、授業は福祉科
です。研究授業をする関係で、本当は福祉科のホ
ームルームに入ってもらうと名前も早く覚えられ
ていいと思うのですが、いろいろな人たちと関わ
るという趣旨のため他教科へ行ってもらっていま
す。
　2、3 日間は見学をしてもらっています。例え
ば、板書の上手な先生とか、とてもコミュニケー
ション力のある先生とか、先生のいいところを見
てもらおうと、こちらで授業参観の時間も決めて
います。第 1 週の 3 日目または 4 日目から実践に
入ってもらっています。最初は大変だと思うので
すが、2 週間で 10 回ぐらいは教壇に立ってもらう
ことが一番の学びになると考え、計画しています。
　研究授業が終わった後、反省会をします。福祉
科の授業ですが、広い視野で、いろいろな教科の
先生に見ていただきます。厳しいことも言われま
すし、反省会で涙を流してしまう実習生もいます。
それもすごく大事です。時間どおりにできてよか
ったということではなく、短い期間の中ですが自
分のこころとからだを通して体験し、その中で教
員としての魂が持てればいいと教育実習をやって
います。
　資料 6 は、反省会のときに配る本校の教頭が書
いたプリントです。こういう資料を用いて反省会
をやって、次世代の福祉科教員を育てています。
　「教育実習の受け入れについて」（資料 7）には、
本日お話しした内容などが書いてあります。実習
生によって知識などには差があります。資質も大
切だと思うのですが、多くの経験から学びを深め
る、芽を育てることに力を入れています。
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　一番下に過去の受け入れ数が書いてあります。
少し前は大勢の実習生が来ていたのですが、最近
は少なく、来年度は一人です。教員を目指す方が
少なくなっているのかと感じています。

高校における指導［Ⅱ］（中川 裕輝）

　教育実習生の指導の流れは、資料 8 にまとめま
した。教育実習は学校での受け入れの流れが細か
く決められているわけではなく、受け入れの窓口
は教頭ですが、そこから先は教務部と科に任され
て、必要な書類は教務部が担当することになって
います。
　受け入れ時期は学校内で合わせるのですが、3
科あるので、科に大きい行事があると受け入れが
ずれる場合もあります。受け入れ期間が 2 週間と
4 週間の人がいて違うこともあるので、それも科
に任されています。ほとんどの対応を科でやって
います。これはあくまでも福祉科が受ける場合の
例です。他の科の教科の先生が同じことをしてい
るわけではありません。
　最初に話しましたように、本校の卒業生が実習
生で来ることは最近ないのですが、私が赴任した
12 年前は、卒業生でなければ受けない方針でした。
私はそれに疑問を持ったのです。本校で大学へ行
く生徒もだんだん減りましたし、全国の研修会な
どで県外の先生と話していると「福祉科の実習生
は卒業生限定で受けていては駄目だよ。後輩をつ
くれないでしょう」と聞いたので、福祉科で話して、
通えるのならば受け入れる方針に切り替えました。
　その後、本校出身ではない実習生が 2、3 年に
一度、あるいは続けて 3 年間のときもあるのです
が、来ています。
　卒業生の場合は、福祉科を知っているので、学
校の様子がわかるから省くのですが、普通高校を
出た実習生は福祉科という専門学科がわからない
だろうから、3 年生のときに依頼が来ますので、
その年度内に 1 回来てもらっています。ちゃんと
通えるかを自分自身で確認してもらう意味も含ん
でいるのですが、その場でパンフレットを渡し、

「本校はこんな学校です」と話します。そのときは
簡単に済ませて帰ってもらいます。
　実習年度になったら、正式な書類のやりとりの
後、もう 1 回事前訪問をしてもらって、そこで教
科書の余裕があったり見本本がたくさんあったり
すれば渡しています。2 回目の事前訪問のときに
は担当クラスや日程も決まっていますので、それ
を伝えます。いままで受けた実習はほとんどが 2
週間でした。
　実習生は、以前は東北福祉大学から来たり、長
野大学からも来たりしましたが、ここ数年は日本
社会事業大学からが多いのです。
　資料 9 が 1 回目の訪問に渡すものです。この学
生のときは前年度の訪問が立て込んでいた関係で
できなくて、当年度の 4 月の初めになってしまっ
たので、具体的な内容がたくさん盛り込めたので
す。実習前には基本的な注意事項などを話してお
き、実習開始後、実習中に細かい話をするように
しています。学校統一の教育実習のしおりが本校
にはないので、福祉科でつくっています。
　資料 10 は、実習開始の 1 カ月前くらいに訪問し
てもらうときの資料です。具体的に時間割も何時
間目に何をするとか、全部決めて、こんな感じで
いきますと示しています。
　本校の場合、行事をなるべくぶつけていまして、
6 月の実習生には体育祭です。そういった特別時
程の日程を載せたり実習の計画を書いたり、注意
事項もより具体的に細かく載せています。
　資料 11 は、実際に実習が始まってから実習生と
相談して、やりやすいように授業変更をして研究
授業を迎えるようにしているので、変更した内容
を表にしたものです。
　最初に戻りまして、資料 1 の＜情報交換したい
こと＞に挙げたのですが、本校の場合、2 週間ど
う過ごしてもらっているかですが、まずは見学を
3 日目くらいまでします。そうするとひととおり
1 回ずつ授業が見られるので、早速、教壇に立っ
て授業をしてもらいます。教壇に立つ時間を多く
したいと思っています。自分の教育実習がそうだ
ったということもあります。エクセラン高校の原
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先生も言っていましたが、「失敗してもいい」、失
敗のフォローは私がやればいいと思っていますの
で、とにかく生徒の前に立って授業をやってもら
おうと思っています。
　学校行事もなるべく入れたいです。授業とは違
う生徒の姿を見てほしいと思うのです。
　しかし、それは大学が教育実習として求めるも
のかは確認していません。ある大学の先生から「あ
れはただやらせているだけ」で「あの教育実習はな
いよね」みたいな話を回り回って聞いたことがあ
ります。何を言いたいのだろうと考えてしまい、
ちょっと不安ではあります。
　指導案ですが、本校所定の書式はなく、実習生
に「大学で習っているものはありますか」と聞きま
す。すると何かしら持ってきます。書式を見ても、
項目ごとの内容や書き方等でどのような指導がさ
れているのかがわかりにくく、この項目に何を書
かせたらいいのか判断に迷うことがあります。「大
学で習った書き方はないですか」と聞くと「ないで
す」と言われ、「どうやって指導したらいいのだろ
う」というのが正直な悩みです。「ここをこういう
ふうに書いてもらえると指導案ぽくなるから、そ
れでお願いします」と逆に私から提案するのです。
大学が「こう書きなさい」と言っている指導と、私
が「こう書いたら」という指導が違っているとまず
いと思っているのですが、大学がどうやって指導
しているかがわからないので、どこまで言ってい
いのかわからないのが悩みです。
　事前訪問のときに教科書を渡す際、「どこでもい
いから自分なりに授業を考えて、指導案の練習を
しておいてください」と言っています。実習生によ
って差があるのですが、一生懸命「幾つも書いてき
ました」という実習生もいれば、「練習して来まし
たか」という実習生もいて、練習して来ない実習生
だと正直、研究授業でそれを仕上げるのがすごく
大変で、ほとんど私が作ったような指導案もあり
ます。書かせ方も本当に悩ましいところです。
　本校の福祉科は、教員が授業プリントをつくっ
て学習させますので、実習前に授業プリントを作
成する練習をしてくるように話をしています。ア

ドバイスもするのですが、全く準備をしていない、
またその努力の跡も見られない実習生もいれば、
一生懸命自分の学んだことを書きこんでくる実習
生もいます。
　実習生は実習日誌を書いて、私がコメントを書
くのですが、同じ大学でも実習生によって、自由
欄に書くことが違います。大学では、学んだこと
を書くのか、感想を書くのか、どういう指導をし
ているか知りたいと思うことがときどきあります。
学生に聞いても、ちゃんとした答えが返ってきま
せん。どこまで添削指導したらいいのかと思って
います。
　それから、これは個人に起因するところが多い
と思うのですが、インターネットやスマートフォ
ンの時代なので、生徒と仲良くなってくれるのは
いいのですが、その写真を Facebook に載せたり
LINE に書き込んだりしてしまうのです。その扱い
を大学ではどうやって指導しているのか知りたい
のです。
　教員が病気になった日があり、そのときに朝会
で「先生、病院に行かなきゃ駄目だよ」というやり
とりをしていたら、その日の実習生の日誌に朝の
打ち合わせのことが書いてあったので、「授業もし
ましたよね。そのことを書いてください。大変だ
ろうけれど、この内容だと教育実習の日誌として
ちょっと問題だと思うので、書き直してください」
と言ったら、終わった後、探したわけではないで
すが、たまたま Web 上で見つけたのです。「実習日
誌、全部書き直しってマジあるんだ」みたいなこと
を書いていていたので、指導したのです。
　こういうことは高校では指導するのですが、大
学は指導しているのでしょうか。他の学校でそう
いった問題は起きていないですか。時代だと思う
のですが、こういうことに対する指導もどうやっ
たらいいのかがわからなくて、疑問に思っていま
す。
　本校の説明をしつつ、問題提起までさせていた
だきました。私からは以上です。
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高校側の指摘に対する指導や対応（中島　豊）

　中川先生から出た話について、大学ではどうし
ているのか話をします。
　実習先ですが、本学の場合は協定校を原則にし
ています。大学で協定している高校が幾つかある
のですが、そこに行かせています。上田千曲高校
とは協定は結んでいないのですが、卒業生も教員
ですし、場所も近いので、行くこともあります。
エクセラン高校、高遠高校など数校あります。そ
こに行かせるようにしています。
　教科教育法の前学期は、教材研究です。学習指
導要領に基づいて「福祉情報活用」を除いて教材研
究をして、それに対応して後学期は模擬授業をし
ています。模擬授業が始まる前に指導案の書き方
を 3 週から 4 週かけて教えています。
　指導案の書き方、考え方をインターネットで検
索したら、数年前に長崎県教育委員会の山﨑先生
のものが出ていて、この方は国語科ですが、ご本
人にメールを送って、使っていいとの了解を取り
ました。
　それをテキストに学生に指導案の書き方、考え
方の基本をやった後、各教科にわたって学習指導
要領の最初の項目、理念のところが多くて、学生
たちは大変だと思うのですが、その項目の模擬授
業を全員といっても、今年でいえば、二人に書か
せて、交互に発表させていくやり方をしています。
　実習日誌については、取り立てて指導していま
せん。先ほど申し上げましたように本学では、た
ぶんどこもそうですが、「教育実習指導」は教職課
程の教員がやるので、そちらにお任せしています。
ただし、教科「福祉」の課程に乗っている学生たち
は社会福祉士の課程を取っていて、3 年生の夏休
みと春休みに相談援助実習に行きます。そのとき
に観点は違うのですが、記録の書き方を、これも
教員によって差がありますが、かなり指導されま
すので、その応用になっているのではないかと思
います。
　最近の大学生の Facebook や LINE の使用は指導

の盲点かもしれません。相談援助実習を受講する
前提科目として本学では 2 年次に「社会福祉基礎
実習」があります。3 泊 4 日ないしは 2 泊 3 日で、
県内の市町村に泊まり込んで、学生 6 人から 8 人
に教員が一人か二人ついて実習をさせているので
すが、そのときの施設や実習の話題が Web 上にア
ップされたことが今年ありました。今後、考えな
ければいけないと初めて大学で意識が共有化され
たところで、対応はまだ十分できていないのが本
学の状況です。

私の教育実習経験（土屋 麗央）

　自分が経験したことを＜情報交換したいこと＞
に沿ってお話しさせていただきます。よろしくお
願いします。
　①「教育実習のあり方について」の 2 週間をどう
過ごしているかです。教育実習は県内の介護福祉
士の養成校に行ってきました。母校は上田千曲高
校です。
　1 週目はほぼ見学で、週の終わりの金曜日から
2 週目も含めて授業を計 4 回しました。
　見学については「自分が見たい授業を見ていい」
との配慮がありました。授業の時間割をいただい
て「自分が行きたいところ、空いているところで行
っていいよ」と言われました。しかし、どの先生が
どのような授業をされているのかがわからなかっ
たので、アドバイスをいただきながら実習を行な
いました。
　実習に行ったのは 11 月 9 日から 21 日までです。
学校行事は生徒会の選挙がありました。
　②「学習指導案の書式について」は、授業で中島
先生からもらったものと教職課程の先生方からも
らったものを参考に、自分でいい部分を組みあわ
せて指導案を書きました。他の 4 年生の教職課程
にいる学生たちもみんな、そのようなかたちでや
っていると思います（中島より、「高校の様式があ
るなら、それに合わせてよい、というアドバイス
をしています」との補足あり）。
　実習校からは指導がなかったので、大学のもの



長野大学地域共生福祉論集　第 11 号　2017

－ 67 －

を使いました。指導案は毎回、書きました。4 回
授業を行なったのですが、4 回とも略案ではなく
て、正式なものを書きました。
　③「実習日誌について」は、先ほどお話があった
とおり、相談援助実習で一度書いていることもあ
り、スムーズに取りかかることができました。今
日はどのようなことをしたのかを左側に書き、自
由欄はそのできごとを踏まえてどう思ったかと考
察中心に書くようにしました。
　④ SNS に関してですが、大学での指導は「守秘義
務をきちんと守るように」でした。高校では「SNS
関連の問題は最近、非常に話題になっているから、
載せないように」と指導がありました。自分でも特
に気をつけたところです。
　研究授業を含め授業に関しては「社会福祉基礎」
を担当しました。また、座学以外で実技や実習を
見せていただくときがあり、「授業をやってみない
か」と言われました。千曲高校のときにはやってい
ましたが、大学では「生活支援技術」しか実技を学
ぶ科目がないので、忘れているところがかなり多
く、大学で実技を学べればよかったというのが正
直な感想です。

補足と質疑

中島：中川先生、原先生、補足がありますか。新
たな問題提起でもいいです。その後、少し時間が
ありますので、フロアの皆さんから質問をいただ
ければと思っています。エクセラン高校は学校と
して受け入れの手びきがあるのですか。
原：福祉科の内容はこちらで用意をするのですが、
例えば、ネットの件は教務部のオリエンテーショ
ンの際に伝えます。さまざまな生徒がいますので、
理解を深めてもらってから実習してもらいます。
教科は福祉科で全部やるのですが、細かい部分は
教務部が担当します。
中島：八海高校は、ちょっと違うということです。
中川：教務部が実習初日にオリエンテーションを
最近してくれるようになりました。もしかすると
その場で 1 枚配られているのかもしれないのです

が、学校共通の資料はずっとなかったので、担当
科でこんなものだろうと注意事項を並べて、事前
訪問のときに「こういうところに気をつけてくだ
さい」と指導をしています。時間が取れないときは、
教務部のオリエンテーションもないまま実習に入
るので、科で行なっています。
中島：高校によって受け入れ方も変わるというこ
とですね。それぞれの高校のやり方があるわけで
す。ご質問、問題提起を受けたいのですが、いか
がでしょうか。
知久（上田千曲高校）：何点か質問です。まず一つ
は、授業を自由に見学させたり、指定して見学し
てもらったりした後、その授業で「この発問は何で
やったのか」とか、「こういう流れはなぜやったの
か」とか、「このクラスの特徴はどうだ」とか、そう
いう細かいやりとりの時間を毎回、取るのがいい
のかどうか教えてください。
　もう一つは、班（部）活動等をされていると思う
のですが、例えば実習生が吹奏楽をやっていたか
ら、吹奏楽班（部）の見学に毎回行くことを設定し
ておいたほうがいいのかどうか、それとも放課後
の時間は各科での話し合いや打ち合わせなどに使
うので、そういうことはしないのか、何か工夫を
されていたのかを先生方にお聞きしたいのです。
　さらに、大学側にお聞きしたいのですが、社会
福祉士の課程を取っている学生は 6 割で、そのう
ち福祉科の教員になるのが年に一人、二人という
ことです。かなり少なくなっているというイメー
ジですが、何か理由があるのでしょうか。
原：エクセラン高校では部活をやりたい申し出が
あったり、何かを見たいことがあったりした場合
は、積極的に参加してもらっています。例えば、
バスケットボールをやっている実習生の場合はバ
スケットボール部に行ったり、茶道の見学に行っ
たりしてもらっています。
　授業後の教員と実習生のやりとりは、放課後、
毎日行ないます。授業参観や担当した教科の教員
と今日の授業について「ここがよかった」「ここは
こうしたほうがいいのではないか」といったこと
をしています。
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中川：部活の見学は、申し出があれば「行ってくだ
さい」と話しています。過去に「どうぞ」と言ったら、
行ったきり帰ってこなくて、5 時を過ぎても 6 時
になっても帰って来ないのです。部活が終わった
6 時半頃にやっと帰ってきて、「あなた、明日の授
業の準備はどうするの」「何もできていません」と
いうことがあったので、「そこまではやめてくれ」
と話をしているのです。最近は遠方から来る実習
生が多いこともあって、実態としてはありません。
　授業後の質問などは、空き時間があれば、随時、
受け付けています。毎日必ず、放課後にミニ反省
会をします。そのときに「今日、どうでしたか」と
聞くと質問が出てきますので、そこで対応してい
ます。他の先生の授業で、その先生に聞いたほう
がいいことは「聞いてきて」と言いますし、忙しく
て会えなければ、私が把握していることは答える
ようにしています。
中島：土屋さん、実習校ではどうでしたか。
土屋：授業後のフォローに関しては、その後の時
間、例えば 2 限が授業で、3 限が空いていれば、
その時間にやろうという感じで、しっかりと時間
を取ってというわけではありませんでした。研究
授業のときは、反省会を行ない見に来てくださっ
た先生方を含め、放課後に行なっていただきまし
た。部活動は、ずっとやっていた吹奏楽に、授業
の準備がない日に 1 時間ちょっと行かせてもらっ
て、そこで生徒と関わりました。
中島：フォローはしてもらいたいですか。
土屋：毎時間、先生が見ていて、どうだったのか
は知りたいところであるので、フォローしていた
だきたいと思います。
中島：本学への質問ですが、一番大きい原因は学
生数が減っていることではないかと思います。加
えてカリキュラムが改訂されたこともあるかもし
れません。現在、150 人の定員で 3 年次に社会福
祉士課程を取っているのは 70 人から 80 人ぐらい
です。2000 年頃は定員 200 人で入学者が 200 人を
超えていて、180 人ぐらい実習に行っていました
から、その半分以下になっています。その頃は教
科「福祉」の教職を取るのは 4 ～ 5 人いたのです。

しかし、いまは二人程度です。学生数の問題が一
番大きいと思います。
山野井（長野大学）：エクセラン高校の原先生が作
ってくれた資料の最後に、「先生とは」とか「知識は
体得したもの」とか、教育実習の心得を要領よくま
とめられています。その中で、そうだなと思った
点は、三つめの「教師はエンターテナーでなければ
ならない」ということです。とても重要です。
　学級指導や部活の指導が三分の一あるという高
校もあります。実習生が部活、特に運動部に行っ
たときに、連携が取れていなくて、せっかくクラ
ブ顧問が積み上げてきたものを実習生が、大事な
教育活動の一つだということを忘れて、面白がっ
て生徒を指導してしまい、生徒と一緒になって遊
び半分で帰ってきてしまうのは非常にまずいと思
うのです。そういうこともあるので、とても注意
しなければいけません。指導教員がそこらを配慮
することもときには必要だろうと思います。
　中島先生が先ほどおっしゃった、文科省は母校
実習を避けよということですが、私もその場に出
ましたが確かにそういう会話をしました。しかし、
私の経験ですと母校実習は結構、知らない学校に
行くよりも厳しいのではないかと思います。特に
私立高校は異動がないですから、知っている先生
がたくさんいます。かえって厳しい指導が行なわ
れて、いい面もあるのではないかと思っています。

　Ａ氏：知久先生のお話からお答えすると、今年は

二人の実習生を同じ期間で 3 週間受けました。

　クラブですが、藤松先生と二人でやっていても、
やはり厳しかったので、クラブの顧問と話して、

「できる限り教科にいてもらって、時間が空いたと
きに来てもらえばいいです」という打ち合わせを
した上でやらせました。
　指導ですが、放課後は常に話し合ってきました。
各大学の方針などあると思うのですが、二人とも
卒業生ということもあったので、こちらも協力し
合って指導しました。
　二人のうち一人は本校で福祉の教科を取って、
当時のホームヘルパー 2 級などいろいろ資格を取
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ってきた学生で、もう一人は当時一切、福祉科目
を取らず、大学で学んできた学生でした。
　一人は福祉一辺倒で、実技もいろいろやってき
たので、問題はなかったのですが、もう一人は「公
民」中心で来たものですから、差が出てしまいまし
た。私は「地理歴史」「公民」を持っているので、対
応はうまくできましたが、ちょっと難しいと思い
ながらやっていました。
　その教育実習生が言っていたのは採用試験のこ
とです。私が卒業するとき、長野県は採用がなか
ったので、どうしても教員になりたくて、全国を
飛び回って受けてきました。いま福祉の教員採用
試験をみると教育指導要領に則って介護福祉士を
取っていないと受験できないという教育委員会が
ほとんどです。その実習生はどこも受けられない
状態になってしまいました。エクセラン高校のよ
うに、介護福祉士を高校生のときに取れて実習生
で来られるといいのですが、採用試験もなかなか
スムーズにはいきません。受講生が減っているの
もわからないわけではないと思っています。
　土屋さんのお話にもあったとおり、実技はちょ
っとの時間でも入れています。将来、教員になっ
たときに少しでも経験してもらっていたほうが採
用されやすいというのと、本校であった話ですが、
常勤講師を雇ったときに『全く実技はやっていま
せんから、授業をやりません』と言われたことも
あったので、少しの時間でも簡単な実技をやって
もらうようにしています。決して難しい実技では
なくて、ボディメカニクスを教える時間をとって
臨んでいます。
　今後は、介護福祉士を持っていないと採用試験
の受験資格もないのではないかと思います。長野
県は採用試験がないですが、全国的に見ると社会
福祉士だけではなく、介護福祉士も取らないとい
けない厳しい状況でもあるので、大学でも考えて
いただければと思います。
中島：介護福祉士は養成課程が違うので、難しい
です。
Ａ氏：せめて実技を少しでもやってきてほしいと
思います。長野大学の場合は社会福祉士の実習に

行かないと教育実習が受けられないとしていただ
けているので、いまのところは問題ないとは思い
ます。他の大学では「全く実技をやっていない」と
言われるところもあり、受け入れ側としてはちょ
っと困っています。
中島：本学では、ソーシャルワークだけではなく、
実習に行くときにはケアワークも重要になるので、
それを今後どう強化していくか話をしています。
実技が伴うと担当する教員が必要になってきて、
そこがネックでできていないところではあると思
います。「生活支援技術」はあるのですが、全員受
けられる状況ではありません。将来的にはその対
応も考えていかなければいけないと思っています。

　本稿は、2015 年 12 月 23 日に開催された第 8 回
長野県 高等学校「福祉科」教員研修会において行
なわれたシンポジウムを収録したものです。

（構成・編集　中島　豊）
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