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九州大学教育社会学研究集録第 18号 2016年度

特別活動の指導を支える生徒理解と教師の経験：

職業学科担当教員養成における課題と実践

Student understanding and experiences of teachers to support the instruction of 

special activities: 

issues and a practice in the teacher training program for vocational-specialized 

courses 

稲永由紀

1. 本稿の目的と背景

本稿の目的は、特別活動の指導・計画の土台となる状況理解の醸成について、特に職

業に関わる専門学科（以下、職業学科） i教員の養成・採用要件と（入職前の）経験に着

目し、職業教育を担う教員の観点からその課題を明らかにすることにある D 更に、予備的

職業的社会化の場である教員養成課程で求められる工夫について、職業教科教員養成課程

における「特別活動指導法」での筆者の実践の中から検討する。

我が国の初等中等教育における特別活動は、戦後、時々の政治・経済的状況に左右さ

れながら、「自由活動j 「特別教育活動」などと名前を変えつつ、一貫して教育課程の一部

として位置づけられてきた（山田 2010）。特別活動は、学習指導要領上の文言に従えば

「望ましい集団活動を通じて」、つまり集団活動という学習方法を用いる点が要であり、

その点で、教科や総合的な学習の時間など他の教育課程を編成する要素とは一線を画して

し、る。

加えて、特別活動は各教科とは異なり、特定の教科書を持たない。どのようなテーマ

を取り扱うのかについては、「…学校の創意工夫を生かすとともに、学校の実態や生徒の

発達の段階および特性等を考慮し、生徒による自主的、実践的活動が助長されるようにす

ること D …」（高等学校学習指導要領「第 5章特別活動」第 3の 1( 1）。下線は筆者によ

る）とあるように、勤務校の実情に即した、柔軟でかつ幅広い課題選択の可能性を持つO

特別活動の指導において教師の指導力量が大きく問われるのは、集団活動という方法論を

用いつつ「教師の適切な指導の下に、生徒の自発的、自治的な活動が展開されるようにす

る」（同第 3の 2 ( 1））ための高度な指導技術が必要であることに加え、指導内容が学校

現場なかんずく教師の裁量に大きく左右されることに起因する。

特別活動の指導では、ロールブρレイングやディベートなど、集団活動という方法を用

いた効果的かっ具体的な指導技術の引き出しを教員自身が豊富に持っておくことが重要で

あることは間違いない。一方、特別活動が幅広いテーマ選択可能性を持つが故に、いくら
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指導技術を持っていても、教師による「学校の実態や生徒の発達の段階および特性等」へ

の深い理解がなければ、適切なテーマ設定も、適切な指導技術の適用もあり得ない。

生徒理解を含め、学校・生徒をめぐる状況理解は、教師の経験を中心とした認識枠組

に大きく左右される。大抵の場合、教師は、自ら生きてきたこれまでの経験をベースに状

況理解を試み、現場経験の中で認識枠組を修正・充実させてし、く。ただし、特に職業学科

の場合、後述する現行の教員養成・採用システムの下では、眼前の生徒とは異なる（ある

いは異なるであろう）経験を持つ教師が担当することができる。このことは、職業学科に

おける特別活動の指導・計画上、その状況理解を支える認識枠組の構築において大きな課

題となるものであり、これは高度な指導技術力の獲得とともに無視できない課題である
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以下、本稿ではまず、教師による状況理解について、認識論、とりわけ社会学におけ

る象徴的相互作用論（symbolicinteractionalism）の基本的な考え方を援用しながら、経

験の違いが状況理解に与える影響について説明を試みる。次に、職業教育の観点から職業

教科教員の養成・採用要件について分析し、現行の教員養成・採用システムにおいて職業

教科教員にレリバントな経験の欠如がどのように生じるのかについて指摘する。その上

で、教員養成段階からこの経験の欠如を自覚させる取組について、実践事例を踏まえなが

ら論じることにする D

2. 状況理解における経験値の限界：時間軸と事象軸のズレ

学校・生徒をめぐる状況理解に必要な経験とはどのような経験なのだろうか。それを考

えるために、ここでは認識論的な枠組を援用しながら考えてみることにする。

人間がある場面に遭遇した場合、その場面にある人・モノ・空間すべてを視野に入れ

て状況を理解しているわけではない。その場面のなかの構成要素を選択的に知覚し、解釈

をおこなうことによって、状況の定義（definitionof situation）を行う。象徴的相互作用論

ではしばしば、表示(indication）－解釈（interpretation）過程として示される説明である

（船津 1976）。言い換えると、眼前の場面が自分にとってどのような場面かを認識／解

釈することが、状況理解だということになる。ものごとの意味や解釈は、自らの文脈を離

れ客観的に存在するものではなく、あくまで自身との関係性の下で生起するものであり、

これこそが、状況理解における経験の重要性を示すものである。選択的知覚も解釈も、そ

れまでの自らの経験を参照しながら、時に無自覚におこなわれるからである。

学校・生徒をめぐる状況理解において、教師と生徒等当事者との間にズレが生じるの

も、この状況理解の過程を考えれば必然的である。ズレには時間軸と事象軸の 2つがあ

る。前者はいわゆる世代の問題で、自らが過ごした時代とは異なる状況が出現して一方の

状況理解が閤難になった場合や、自らの認識枠組が時代遅れになってしまったことに気が

つかない場合などが挙げられる。他方、後者は時代というよりはむしろ経験する事象の共
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通性に起因する問題で、教員自身が経験してきた事象と生徒等当事者が経験してきた事象

が一致せず、教員・生徒等当事者双方に共通した状況理解が成立しない場合がその典型で

ある。

時間軸のズレにしても、事象軸のズレにしても、自覚しさえすれば、他者の経験の共

有を通じて自らの経験を補完することが可能である。ただし、現行の教員養成・採用シス

テム下において、事象軸のズレの問題については、職業学科担当教員の場合更に深刻な問

題として認識されることになる。

2.状況理解を支える経験の欠如：職業教育の観点から

職業学科担当教員の状況理解を支える経験の問題を考えるために、ここでは職業教科

教員の養成と採用要件から、職業教科教員の経験を考えてみたい。職業学科担当教員に

は、大きく 2種類ある。 1つは職業教科を担当する教師（職業教科教員）であり、もう 1

つは国語や数学など各学科に共通する教科を担当しているが職業学科の生徒を担当してい

る教師である。ここで検討する前者（職業教科教員）は、職業教科に関する専門知識を学

んでいる点で、後者に比してまだレリバントな経験を持っていると位置づけられる。

2.1養成・採用要件にみる、職業教育教員の入職に必要な経験

国内外の職業教育教員の資格および採用要件について分析した稲永（2014）によれば、学

習歴、指導する分野での職業実務経験、教育指導の資格のいずれかあるいは複数の組み合

わせが職業教育教員の採用要件になっているが、オーストラリアやイギリスなどの職業教

育教員資格がある国であっても、入職条件として多くの国が職業実務経験を必須にしてお

り、特に高等教育段階での職業教育を担当する教員の職業教育教員資格の取得は、入職後

でもよい国が多いことが指摘されている。

これに対して、日本の場合、まず初等中等教育で教諭として教鞭を執るには、教育職員

免許法に基づき教育職員免許状を取得する必要がある。教育職員免許状は大きく、いわゆ

る教育学部のような教員養成課程に在籍して取得する方法と、学科・コース等専攻の学習

とは別に教職課程を受講し所定の単位を取得する方法とがある。だが、職業教科担当教員

の免許状を取得する場合であっても特に職業実務経験を必要とするわけではない。採用の

段階で職業経験を持つ者が応募してくることはあるが、職業実務経験が採用要件に必須で

あるというわけではない。つまり、専門の知識・技能を大学等教育機関で学んでいたとし

ても、生徒の就職先ともなり得る専門分野の職業の世界に身を置く経験を持たないまま、

進路指導や職業指導を担当することが可能で、ある。

一方、学習経験についても、すべての教職課程受講生が高校の職業学科や関連する学校

を経て大学に入ってきているわけではない。大半は、普通科高校を卒業直後に大学へ進学

し、教職課程を受講する。職業学科に関連した経験値を欠いた状態で教師になった場合、
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自らの経験をベースにくみ上げられた認識枠組が娘前の生徒の状況理解に上手く働かない

ことが予想される。学生の（高校への）進学動機、教育課程編成、将来の進路への準備な

どといった外形的なことから、生徒が感じ取っているであろう社会的な状況や自己認識ま

で、自ら経験してきた普通科での経験、また大半の生徒が進学するような学校での経験と

は異なる状況への理解について、少なくとも経験値だけでは難しい局面におかれることに

なる。

2.2.経験から見た職業教科教員の状況理解の限界

議絞殺憾での番号遼総築学科
｛あるいは学校〕経験あり

④ ① 

③ 

関遼職業
総験あり

震譲渡験談
経験なし

② 

高校段諮での欝遼事業業学科
ぐあるいは学校〉経験なし

図1 職業学科教員の状況認識枠組のベースになる学習経験、職業経験のパターン

図 1は、前節までで論じた、我が国の職業教科教員における入職前の学習経験と職業

経験のパターンを単純化して図式化したものである。横軸には当該職業学科に関連した職

業経験の有無、縦軸には高校段階での関連職業学科（あるいは学校）経験の有無を取っ

た。第 1象限（①）はいずれも経験があるタイプで、世代問題に気をつければ、経験値

が学校・生徒の状況理解に有効に機能する。第 2象限（②）は、当該学科に関連した職

業経験を持っているが、高校段階での関連職業学科（あるいは学校）での学習経験は持た

ないタイプである。例えば、普通科高校から民間企業等での勤務経験を経て大学に進学

し、卒業直後に教師になる場合や、普通科高校から卒業直後に大学に進学し、大学卒業後

に民間企業等での勤務経験を経た後で教師となる場合がある。この場合、進路に関しては

進学・就職両方について経験値が機能する可能性は高いが、眼前の生徒理解には経験値が

機能しない可能性がある。第 3象限（③）は両方の経験を持たないタイプで、典型的に

は、普通科高校から卒業直後に大学に進学し、大学卒業後の初職が教師となる場合であ

る。この場合は、大学での学習以外の経験値がほとんど機能しない可能性がある。第 4

象限（④）は、職業経験はないが職業学科（あるいは関連学校）在籍経験を持つタイプで、
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典型的には職業学科あるいは関連学校から大学へ進学し、大学卒業後の初職が教師となる

場合である。この場合は、限前の状況理解には経験値が機能する可能性が高いが、職業現

場に関わる経験値の欠如が状況理解を妨げる可能性があると言える。

図 1の①②であれば諸外国の職業教育教員に求められる最低限の経験をクリヤしたこ

とになる。④であっても、普通科さらには進学校とは異なる学校の先輩として、状況理解

にまだ経験値が機能する。だが我が国の場合、現行法制上、③、つまり高校普通科から大

学に進学し、就業経験を持たずに教師になることが可能である。職業教科の教師であって

も、職業学科に生徒として在籍した経験も、専門に関連した職業経験も、両方ないまま、

教師になることが可能となっていることである。これは高等教育段階を含め、我が国の職

業教育を担う教員について指摘できることでもある（稲永 2014）。こうした教員の場

合、高校時代を経験した先輩としても、職業の世界を経験した先輩としても、教師自身の

経験はそのまま生徒理解の枠組や生徒指導のベースとして使えず、この経験の差違に対し

て教師自身が自覚的になることが問われるのである。

更に言えば、本章冒頭で指摘したように、職業学科担当教員は必ずしも職業教科教員

だけではなく、各学科に共通する教科の教師が担任等を担当する可能性はある。そうなれ

ば③問題はなおのこと深刻になる。経験の欠如を自らの経験で補うのには、現実的には限

界がある。だとすれば、現状は、教師の自覚次第で、特別活動における課題設定自体が

「学校の実態や生徒の発達の段階および特性等」への深い理解に基づく適切なものになり

得るかどうかが相当に左右されていることになる。

3.状況理解の限界を超える実践： A大学 B学部教員養成課程「特別活動指導法」での工

夫から

職業学科教員の経験の欠如に基づく状況理解の限界を、自らの経験以外にどうやって

超えることができるのだろうか。入職後であれば、現場での経験によって自らの経験の幅

を広げることができる。だが、生徒にとって教師は、入職後初日から、もっと言えば教育

実習の初日から教師なのであって、入職の段階であっても「経験がなし1から、理解できな

しリという言い訳は通用しない。そうすると、教師の予備的職業的社会化の場である教員

養成課程では、指導技術の向上と同時に、生徒理解に関わる認識の再構築（少なくともそ

の自覚を持たせること）も求められることになる。第 1章で述べたように、特に学校・

生徒の状況理解がその成否を左右する特別活動では、それは必須となる。

では教員養成課程の段階でどのような工夫をすれば、こうした生徒理解に関わる認識

の再構築が可能なのだろうか。 1つは、実際に職業学校・学科の現場で活動している教師

などによる、状況認識に必要な経験をしている者を介した経験の追体験の機会を提供する

ことが考えられる。これは、近年の学習指導要領で求められている「地域との連携Jによ

る教育充実の上で必要な、教師の社会関係資本（socialcapital)構築の重要性の自覚に
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繋がる話であるiii。

ただし、学習集団の構成員の経験に多様性がある場合には、その経験の多様性を利用

する方法がある。筆者は 10年ほど前から、 A大学 B学部で非常勤講師として、教職科目

である特別活動指導法を担当し、受講生の経験の多様性を意識的に利用することで、職業

教科教員としての自らの経験の欠如を自覚できるような試みをいくつか重ねてきた。本章

では、そこでの実践を振り返りながら、職業現場の文脈から切り離された教員養成課程で

の場において自らの経験の欠如を乗り越える試みが如何にして可能か、について考えてみ

ることにしたい。

3.1事例のプロファイル

今回使う事例は、 2009年度から 2016年度にかけて A大学 B学部で筆者が担当した、

「特別活動指導法Jでの取り組みである。授業目的および構成については、表 1に纏めた

とおりである。 B学部は工学系の学部であり、複数の学科・コースが存在する。 B学部で

取得可能な免状は、高等学校第一種教員免許状（商船）および同免許状（工業）であり、

学科・コースによって取得できる免許状は異なるが、いずれであっても、教師になる場合

は、職業学科に職業教科教員として就職することになる iv0 

受講学生は毎年 10～20人程度であり、比較的担当教員の目が行き届きやすい。工業し

か取れない学科から受講する学生の大半は、高校普通科を卒業した後に A大学に進学して

教職課程を履修している者であるが、高校工業系学科を卒業後に進学した者がいる年もあ

る。一方、商船が取れる学科の受講学生の場合、年度にもよるが、 1/3から 1/2が後期中等

教育段階あるいは高等専門学校ですでに商船分野の学習経験を持った上で入学・編入学し

た者である（図 1のタイプ④）。また全体では職業経験を持たない者がほとんどだが、まれ

に、大学を卒業後に職業経験を持った上で、教師になろうと教職課程を履修する者もいる

（図 1のタイプ①あるいは②）。つまり、本事例の学習集団は少人数かっ多様性があり、特

に図 1のタイプ④に属する受講生に対し、その他の受講生の経験を共有することで、自ら

の経験の欠如を補うのが可能な状況にある。

講義は 3年次後学期に 4日間、集中講義として実施している。受講生はすでに、教育原

理や生徒指導など教職課程のほとんどの科目の履修を終えた段階で本講義を受講するため、

指導案の書き方などの基本的な事項については修得済である口講義内容等については、表

1に纏めたとおりである。全体は、基本編と応用（指導計画作成）編に分かれており、時

間数は、オリエンテーションと「1.基本編」が 2日間（8コマ）、「2.指導計画作成編j が 2

日間（うち最後の 3コマを 1日で実施）である。ただし、指導計画案作成にしっかり取り

組んでもらうために、4日間を連続して実施するのはなく、少なくとも 4日目については、

3日目から 1週間以上空けて実施している。
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表 1 A大学 B学部教職科目「特別活動指導法J概要

本授業では、最初に、特別活動の目標と内容、成立と変遷、現代的意義など、特別活動の特質およびそ
の指導に関する基本的な事項について学習する。続いて、特別活動の特質および現在の児童・生徒を取
り巻く課題を踏まえながら、自ら指導計画案を実際に作成するプロセスを経験することによって、学校現場
において特別活動を有効活用した教育を構想できるような基礎的技能の習得を目指す。

1.特別活動の目標と内容、成立と変選、現代的意義など、特別活動に関する基本的な事柄について、説
明することができる。
2. 1.に基づいて、自ら特別活動の指導計画を作成し、人前で説明することができる。

第1回（後半）～第7回： 1.基本編
第1回（後半）特別活動とは何か
第2回 特別活動の目標と内容
第3回 特別活動と他領域との関係
第4回 特別活動の成立と変遷（1)：「特別活動J（課外活動）の起源／戦前日本の「特別活動」
第5回 特別活動の成立と変遷（2）：戦後日本の「特別活動jの変遷
第6回 特別活動を考えるための、いくつかの視点：組織論／リーダーシップ論／準拠集団論
第7回 特別活動の評価
第8回 ミニチェック（45分）とまとめ

第9回～第15回：2.指導計画作成編
第9回 指導計画案作成のポイント：展開事例から考える
第10回～第12回 指導計画案作成
第13回～第14回 指導計画案発表・検討
第15回 振り返りとまとめ

3.2.受講生の多様性を利用した取り組み

以下、受講生の多様性を利用した授業での取り組みについて触れることにする。

3.2.1オリエンテーション（第 1回）

初回に自己紹介を通して、学生の状況理解の基礎となるプロファイノレ情報の獲得を行う。

一人あたりの自己紹介の時間は、受講生数により年によって長短はあるが、長くても 3分

以内としている。自己紹介の前に学生に対し、「コンパクトにかっ担当教員（筆者）に一発

で顔を覚えてもらえるような内容にすること Jと、基本情報（所属学科・コース、学年、

名前、その他）と同時に「経験でも何でもよいので、特別活動と開いて思い浮かべること」

について話をするよう条件を出した上で、まず 5分ほど時間を与えて内容を考えさせる。

学生にとってこの時期は就職活動を控えた時期でもあり、教師にならない場合でもこの種

の経験を積み重ねておく必要性はある。

すると、職業学科・学校や他大学を経てきている学生や職業経験を持っている学生、帰

国子女として入学してきた学生などは大抵、教員に覚えてもらえるよう、「他者とは異なる」
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言い換えると高校普通科から直接進学してきた学生とは異なる自分の経験について官頭で

語ろうとするため、次に続く学生もそれを踏襲する形をとることが多い。この段階で学習・

職業経験に関する情報を得られなかった場合には、各学生の自己紹介終了直後に担当教員

から確認を取ることにしている。このほかにも、教員に覚えてもらえるような「他者とは

異なる j さまざまな経験やアピールが出てくるが、特別活動、教師、学校に関連すると思

われる関わることは特に、突っ込んだ質問をしたり、担当教員から補足の情報を与えたり

することで、受講へのレディネスを高める工夫をしている。

一方、特別活動と聞いて思い浮かべることを開くと、戸惑って言葉に詰まる受講生が毎

年数名はでるものの、大半の受講生が、印象に残っている自らの経験を語る。このときに

取り上げられる話題は、 HR活動などでの問題行動への対処、そして修学旅行や研修旅行

に集中する。時々、 3年次の段階でまだ教育課程編成自体を明確に理解できていないと思

われる受講生が、総合的学習の時間での経験や部活動（課外活動）での経験を特別活動と

勘違いして語り出すこともある。後期中等教育段階で職業学科を経てきている学生の中に

は学科特有の活動や経験を語る者もおり、その場合は、職業学科ならではの特別活動等で

の取り組みがあることを担当教員が意識的に受講生に伝え、教師になったら職業学科の生

徒を相手に授業をするのだということを自覚させるようにしている。

3.2.2.特別活動の目標、内容および他領域との関係（第 2回、第 3回）

オリエンテーションが終わると、学習指導要領や関連法令を中心に、現在の公教育上で

の特別活動の概要を押さえる作業に入る。学習指導要領はほぼ 10年おきに改訂され、時

代時代の政府による状況認識が有識者会議や答申を通して学習指導要領に反映されていく

形を取るが、特別活動の指導・計画は教員の裁量にかなり任されるため、課題設定に関し

てその状況認識の影響を強く受けやすい。この後に続く第 4回・第 5回に特別活動に関す

る歴史的変遷を取り扱っているのは、時代時代に政府としてどのような状況認識があり、

それがどう当時の指導要領改訂に反映されるかを確認する意味合いがある。

学習指導要領の内容自体は各学科に共通する形で書かれているため、職業学科を意識さ

せるような記述は基本的にはない。だが、特別活動で取り扱われる課題のうち職業学科の

特殊性（言い換えると非職業学科との違い）をことさら意識せざるを得なくなるのは、進

路指導やキャリア教育に関わるテーマであろう。そこはまさに、教師の状況理解が直接的

に間われる場面でもある。そこで、特別活動での進路指導やキャリア教育については、先

輩職業教科教員の力を借りながら職業学科の進路指導をおこなった教師の実践事例V （尾場

2010）を取り上げながら、職業学科を担当する教師が実際に直面する課題について考える

時間を設けているvi。その中で、職業学科・学校出身者には、自分が在籍した学校の状況や

受けてきた進路指導について詳しく説明してもらうことにしている。職業経験者には、職

業経験と同時に、経験した業種・職種が当該職業教科と関連する場合には、高校職業学科
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出身者がどのような職に就いているか、高校でイ可を学びどのような経験をしてきて欲しい

と感じているのか、などの話をしてもらう。一方で、職業学科と非職業学科が併置されて

いる高校へ勤務する場合があることも考え、非職業学科出身の受講生にも、出身校の状況

や受けてきた進路指導について説明してもらう。こうすることで、オリエンテーションよ

りも具体的な形で自らの経験の欠如を認識すると同時に、他者の経験を参照することによ

って自身の経験の欠如を乗り越える経験も可能な設計にしている。

3.2.3指導案の作成（第 10回～第四回）

こうした経験の欠如への意識は、「1.基本編j に続く「2.指導計画作成編j において具体

的な形で間われることになる。

教科の場合、単元（テーマ）と指導内容は学習指導要領に明記されており、これをどの

ように教えるかを指導計画で示すことになる。一方、特別活動の場合、単元が予め決めら

れているわけではない。場面（状況）によって適切なテーマが何であるかが異なる。更に、

授業形態も、 HR活動 1時間だけを割り当てればよいテーマもあれば、他教科や他の特別

活動（生徒会活動や学校行事など）とのコンビネーションで 1つのテーマに関する学習を

進める場合もある。年次も、短い期間に集中して実施することが有効なテーマもあれば、

年次をまたがって計画する必要があるテーマもある。そのため、 1授業時間内での詳細な

指導内容作成以前に、単元全体、つまりテーマ全体の指導計画が必要で、ある。そこで同時

に、対象学科・学年やテーマ設定の前提となっている学校・生徒の状況理解についても、

明確にしておく必要がある。

これらの課題を踏まえて、現在実施している指導案の作成は、完成までに 2段階のステ

ップを踏む設計にしている。第一段階は、テーマとテーマ設定の理由、そして指導計画全

体の明確化である。第二段階は、全体指導計画のうち、要となる 1授業時間分（ただし特

別活動の形態を取るものO 学校行事等の場合は 1回分）の具体的な指導案の作成と、当該

テーマで特別活動という授業形態を用いて工夫した点のまとめ（明示化）である。

受講生は、第一段階を終えた段階で担当教員（筆者）のチェックを受け、第二段階へ進

むのに不十分な点があれば、担当教員からゴーサインが出るまで加筆・修正を繰り返す。

この段階で受講生は、対象となる学科や学年、テーマ設定の背景となる状況理解や指導目

的について、適切かっ論理的整合性がとれているか、あるいは、配当時間や授業形態が適

切かつ現実的であるか否か、など、 1授業時間分の具体的な指導案を組むのに必要な場面

設定と全体計画を、担当教員とのやりとりの中で明確化させる。教室内では他の受講生と

議論して情報を得ながら作業を進めることを勧めている。なお、第二段階は授業時間外で

の作業を余儀なくされるケースが大半であるため、必要で、あれば担当教員へメールで問い

合わせをすることができる。

実際に第一段階を終えた段階でチェックしてみると、まず、受講生自身の経験をそのま
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ま参照して指導計画を組もうとするケースが続出する。本授業を開講した最初の数年は、

指導案作成の作業に入る前に対象学年等の条件をつけなかったため、特に職業学科・学校

出身ではない受講生が、実際には教師として担当する可能性のない中学生や高校普通科の

生徒を対象に指導計画を組もうとするケースが相次いだ。そこで現在は、対象を高校職業

学科の生徒にするよう、当初から制約条件を課すことにしている。

もっとも、テーマによっては各学科に共通するものもあるのだが、その場合でも詳細を

詰めていくと、無意識のうちに自ら経験した進学校向けの内容になってしまうこともあり、

細かなチェックを必要とする。職業学科・学校出身の受講生も自らの経験を基に指導計画

を書いてくるケースが多いが、その場合でも、教師として必要な考慮などは担当教員から

指摘を受けないと即答が難しい場合が多い。

特別活動の指導案作成の場合、教師の裁量も大きいが、実際には冶学校・学年の全体の

計画との関係、学校・生徒の特性との関係など、制約条件が多く課される。内容が柔軟で

ある分だけ、こうした状況理解の重要性を意識した訓練方法をとらなければ、応用編であ

る指導計画作成であっても、非現実的な訓練に陥る可能性は高いと思われる。

3.2.4.指導案の発表とまとめ（第 13回～15回）

自分の指導計画が実際にも通用するものであるかどうかは、実際の生徒に対してそれを

実施してみなければよく分からない。当然、生徒の置かれている状況によっても、通用す

るかどうかは異なってくる。養成課程段階での指導法の指導の限界はここにあり、これを

乗り越えようとすれば、少なくとも教育実習など実際の生徒を相手にする機会を待つほか

ない。だが、授業時間中であっても、現有資源を用いて疑似的環境を整えることはできる。

本授業では、最後の 3時間を使い、受講生一人一人が指導案について人前で説明する機

会を設けている。報告者 1名に対し、コメンテーターを 1名つける。時開設定は毎年の受

講生数によって前後するが、 1報告あたり 15分確保できる場合は、報告 8分、コメンテー

ターからのコメント 1分、報告者によるリプライ 1分、フロアとの質疑応答 5分の構成に

している。報告者とコメンテーターの組み合わせは、「2.指導計画作成編Jの冒頭の説明の

時に、公平性を期すためにくじによる抽選で決めておく。報告者は事前に配付資料（全体

指導計画と 1授業時間分の授業案）を準備するが、報告当日はプロジェクターが使えるよ

うにしてあり、希望者はこれを使って効果的な説明を企てることができる。

まず、報告開始前に、図 1に示したスライドを提示し、報告者、オーデイエンスの役割

について確認をする。報告者には教師、コメンテーターを含め他の受講生には生徒あるい

は同僚教員という役割を与え、それぞれの役割から質疑に参加するというものである。ま

た、あくまでも議論は指導計画案を改良するためのものである（ため、批判するのであれ

ば代替案を必ず提示する）ことも、合わせて確認しておく。
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・あなたは教闘です。教障として、喪主援を、わか
りやすく、報告してください。

・オーヂィヱンスのみなさんは、 2つの接点を持
ちながら、額いてください。

ーもし、ま憲主だったら？
ーもし、お幾数議だったら？

・コメントば、もっと捜業巷ょくするためであるこ
とを蕊れないようにしてくださL、。

ーよい点と思惑ミま薫支ゑ点よ義肢煎提議提案熊よ

図 2 指導計画発表において受講生に周知しておくルール（スライド提示）

報告の制限時間を越える受講生は少ないが、この種の報告になれていない学生が多いの

か、下を向き続けて話をしてしまう受講生も多くいる D オーディエンスに自分の言いたい

ことがなかなか伝わらないもどかしさを感じる受講生もいる。オーディエンスからは厳し

コメントが相次ぐ。テーマに対する自分の状況理解がオーディエンスの状況理解と異なり、

指導法を巡って議論を闘わすこともある。ただしいずれも、ルールにのっとり、具体的な

代替案を伴った批判がおこなわれるため、感情的な言い争いに陥ることはほとんどないv・lo

本報告の後、振り返りのレポートを A4用紙 1枚で簡潔に纏めて、担当教員に提出する。

レポートに含まれる内容は、コメンテーターやフロアとのやりとりの内容と、報告全体を

振り返って感じたことの 2点である。このレポートの中で毎年指摘が多いのは、他人に対

して自分が言いたいことを伝えることの難しさと同時に、コメンテーターやフロアからの

指摘によって、周到に考えたつもりの指導案が、実際には抜けだらけであることが分かつ

たという主旨のものである。コメンテーターやフロアにいた者は、本物の生徒や同僚教員

ではない。しかし、そこで受けたコメントは、確実に指導計画を立てる際にどのような考

慮が必要かに関する追加の情報を報告者に与えている。振り返りのレポートの提出と同時

に、希望者には指導案発表の結果を受けて指導計画等の加筆・修正を施した「最新版Jの

提出も認めており、毎年 1/3～1/2の受講生がこの「最新版」を提出している。

なお、昨年は遠隔授業等で用いる授業録画システムの利用を試行した。今年度から希望

者に自分の報告分の映像を提供することで、教壇に立つ自分の姿がどういうものであるか

を客観的に確認できるようにする予定である D

4.おわりに

本稿では、特に現行システム下における職業教科教員養成において、特別活動の指

導・計画上、経験の欠如による教師の状況理解の困難が集団活動の指導技術に加えて考慮、
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すべき重要な課題であることを指摘した。その上で、職業現場の文脈から切り離された教

員養成課程での場において自らの経験の欠如を乗り越え、職業学科・学校にレリバントな

状況認識に近づく試みとして、学習集団の多様性を利用した経験の共有という実践事例を

検討した。そこで強調されたのは、自らの経験の欠如を自覚することであり、加えて、社

会関係資本の活用と蓄積の延長上に教育の充実を図ることが重要であることであった。そ

の点で、実際の授業での受講生とのやりとりや提出されたレポートなどからは、こうした

企てが確かに、受講生の経験の欠如を乗り越える経験になり得ていることであった。本稿

で検討した実践事例は、担当教員である筆者自身の経験の欠如viiiを乗り越える姿を見せ

る試みでもあり、職業現場から切り離された場における職業準備教育において可能な、指

導法の授業実践の 1つである。
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i現在、我が国の後期中等教育で設けられている学科の種類は、法律上、普通科、専門教

育を主とする学科、総合学科、の 3種類である（高等学校設置基準第 5条、第 6条）。う

ち、専門教育を主とする学科には、農業や工業など職業に関連する学科と同時に、理数や

美術など職業に関連しない学科も含まれるため、本稿では前者を示す意味で「職業に関連

する専門学科（職業学科） Jという言い回しを用い、タイトルの英訳も国際的に通用する

職業教育訓練（vocational education and training）ではなく日本の専門学科を意識した

言い回しにしている。なお、文部科学省は中等教育あるいは職業教育関係の各種審議会等

向け資料において、普通科、職業学科、その他の専門学科、総合学科の 4区分に分けた

集計結果をしばしば用いており、職業学科として、農業、工業、商業、水産、家庭、看
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護、情報、福祉の 8学科を取り上げている。

ii なお、職業教科教員養成ならびにキャリア形成に関する先行研究には、工業系教員を対

象にした伊藤（2001）、君和田（1998）などがある。これらの研究が焦点を当てているのは、

工業科の指導内容と教師のキャリアとの関係などの職業指導に関わる部分であり、本稿の

ような学校・生徒の状況理解をめぐる課題に直接的に焦点を当てたものではない。

i 教師の「つながり」（社会関係資本）が生徒の学業成績などに影響を及ぼすことは、既

に指摘されているとおりである（例えば日本で、は志水・若槻編 2017)0 

iv B学部教職課程担当専任教員によれば、特に商船については、停年による教員の大量

退職と教員不足問題を抱えており、一人でも多くの学生を教師として就職させるよう、学

校現場から要請が来ているということであった。現実としてこの要請に応じようすれば、

職業経験のないまま学部卒業直後に入職する者を想定した教育がどうしても必要となる。

更に考えてみれば、職業経験はおろか職業学科への在籍経験も有しない者、つまり生徒の

リアリティに全く重ならない経験ばかりした者が教師になることを想定した職業準備教育

が必要になっており、ここに本稿の着想点がある。

v 尾場（2010）の記述には明示されていないが、本事例で取り扱われている教員は、おそら

く職業学科経験のない共通教科担当の教師だと思われる。各教科同様、特別活動について

もさまざまな解説本が出版されているが、編著者自身（研究者あるいは共通教科担当の教

師）の経験の限界について自覚的に書かれてあるものは少ない。

vi この時間に、職業教科教員としての勤務経験を持つ現役教師にゲストとして講義の一

部を担当してもらうのも 1つの有効な方法である。

i いうまでもなく、本実践が可能だったのは、 B学部教職課程担当専任教員による不断

の努力によるところが大きい。この教員は一人一人の学生の状況を細かく把握しており、

教職課程受講生という 1つの学習集団を上手く作り上げ、率いることができている。

viii筆者自身の専門は教育社会学である D 研究経歴上、認識論ならびに職業教育論に関連

した業績はあり、また教職課程を経由して教員免許状も取得している。だが、職業学科・

学校の出身でもなければ、 A大学 B学部で取得可能な職業教科教員免許状に関係した業

種・職種での勤務経験もない。
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