
釜田・濁川：教職をめざす学生にとっての「学びクラブ in妙高」の意義　163

教職をめざす学生にとっての「学びクラブ in 妙高」の意義
－上越教育大学のフレンドシップ事業 (自然体験・宿泊学習）

における学生の「学び」について－
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Significance of “Friendship Projects（Manabi Club in MYOKO)”
:for the Student Who Aims at the Teaching Profession
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【要旨】

　本報告は，自然体験・宿泊学習の中で，教職をめざす学生が，子どもたちとかかわり，仲間と

かかわり，自分自身とかかわる中で，何を学び，どのような成長をとげたかを，「ア 子ども理解，

イ 仲間とのかかわりにおける有能感，エ 教職適性への自己理解，オ  教職観と志望度」の４領域

と学生が設定した自己評価とその達成状況から明らかにし，大学カリキュラム改革のための示唆

を得ることを目的とする。

　子どもと教職をめざす学生との自然体験・宿泊学習は，双方に豊かな学びの場を提供する。と

りわけ，学生にとっては，数多くのことを学び，教職のための自己課題のみならず，自分自身の

在り方・生き方そのものを問いなおうそうとする様子が確認できた。

【キーワード】

　教師教育，フレンドシップ事業，自然体験・宿泊学習

Ⅰ　問題の所在

１　「感動の涙」と教師の卵としてのまなざし

Ｄさん「先生，感動しました。子どもたちっ

て最高です」。

Ｋさん「学生たち，みんな泣いています。こ

んなに感動できる行事ってすごい」。

これは，本年度 (平成16年度 )，独立行政法
人国立少年自然の家「国立妙高少年自然の家」

で実施された「学びクラブ in妙高」(1)(２泊３日）
に参加した学生たちから寄せられた感動の声で

ある。

本年度の「学びクラブ in妙高」は，８月24
日 (火 )～26日 (木 )の２泊３日の日程で実施
し，本学学生107名，大学周辺の子どもたち

152名が参加した。

３日間のプログラムが順調に進み，最終日の

閉会式の準備を進めていた時のことである。　

　閉会式会場の入り口に，リーダー格のＳさん

（３年生）が，怒りに満ちた表情でたたずんで

いた。

「どうした？」と問い掛けると，「信じられな
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い！。あれだけ言ったのに・・・。めちゃくち

ゃです。自分が楽しもうとしている学生ばかり

です」と，怒りに声を震わせながら，一気に語

った。

Ｓさんは，閉会式の前に，子どもたちや学生

が３日間使用した部屋等を最終点検するため，

見回りをした。その結果，子どもたちの部屋ば

かりか，学生の部屋までも十分な清掃や後片付

けがなされていなかったことに心を痛めたので

あった。

本来，参加学生は，子どもたちの活動のみな

らず，生活面全体の指導をすることが求められ

る。しかし，多くの学生は，目の前の子どもた

ちとの活動を楽しむことに心を奪われ，大切な

指導者としての視座をもてないばかりか，自分

自身の生活さえも制御できなかったのである。

たしかに，入学して間もない学生が，教師と

してのまなざしをもち，子どもと活動をつくり

あげることは困難なことではある。しかし，そ

れを乗り越えることが，教職をめざす学生にと

っての試金石であり，本学フレンドシップ事業

の (2)ねらいの一つなのである。

２　自然体験学習と教師教育

自然体験活動の教育成果については，これま

で数多くの実践が報告されている。たとえば，

濁川・柴田 (1998)は「教員養成課程における
体験実習の意義－自然体験実習の試みを通して

－」(3)で，学生に自然体験実習を試み，その体

験が教職をめざす学生に，どのような変容をも

たらしたかについて分析し，教員養成課程にお

ける体験的学習の意義を論述した。(4)

また，別惣ら（2003)は，「自然体験活動の
体験を通して教員や教員をめざす学生にどのよ

うな新しい資質能力の形成が期待できるのか」

などの問題意識から実践的な研究に取り組み，

「子どもの頃の自然体験活動と教員をめざす学

生が体験する自然体験活動は質的に異なるこ

と」を明らかにし，「教員をめざす学生には，

たとえ子どもの頃に自然体験活動や野外活動等

を体験していても，在学中に再び自然体験活動

をさせる必要がある」(5)と論究している。

また，国立大学教員養成学部においては，平

成９年度からのフレンドシップ事業の導入によ

り，自然体験を通じた教師教育の実践が数多く

報告されている。

フレンドシップ事業については，全国の学生

同士が連携し，平成12年３月，第１回全国学

生フレンドシップ活動が開催された。平成15

年３月には，当時の国立妙高少年自然の家にお

いて，第３回全国フレンドシップ事業が開催さ

れ，上越市・長野市の小学生3～6年生約70名

と７大学34名の学生が参加した。(6)

筆者ら (2004)は，このような実践の広がり
と研究上の成果と課題をふまえ，本学の「学び

クラブ」(7)（継続的な子どもたちとのふれ合い活

動）を通じて，教職をめざす学生が，何を学び，

どのような成長をとげたかを，「ア 子ども理
解，イ 仲間とのかかわりにおける有能感，エ 
教職適性への自己理解，オ  教職観と志望度」
の４領域から明らかにした。(8)しかし，そこで

は「学びクラブ」という年間の活動を通じて，

学生が何を学び，どのような成長をとげたかを

明らかにしたものであり，教職をめざす学生た

ちが，自然の中で，子どもたちと宿泊を共にす

ることで，何を学び，どのような成長をとげた

かについて論じてはいなかった。

そこで，本稿では，自然体験・宿泊学習と教

職をめざす学生の成長に焦点を当て，教職をめ

ざす学生が，自然のなかで，子どもたちと宿泊

体験を共にすることで，何を学び，どのような

成長をとげたかを，本年度の実践を通じて明ら

かにする。

本研究の意義は，教職をめざす学生にとっ

て，子どもたちとの自然体験・宿泊学習が，ど

のような意味があるのかをとらえ直すことであ
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る。そうすることで，実践的指導力の育成をめ

ざす大学カリキュラム改革のための示唆を得る

ことができると考える。

Ⅱ　研究の目的と内容・方法

１　研究の目的

本稿では，問題の所在で言及した研究上の諸

課題をふまえ，自然体験・宿泊学習の中で，教

職をめざす学生が，子どもたちとかかわり，仲

間とかかわり，自分自身とかかわる中で，何を

学び，どのような成長をとげていったかを，「ア 
子ども理解，イ 仲間とのかかわりにおける有
能感，エ 教職適性への自己理解，オ  教職観と
志望度」の４領域や学生が設定した自己評価と

その達成状況などから明らかにし，大学カリキ

ュラム改革のための示唆を得ることを目的とす

る。

２　研究の内容と方法

本年度，本学のフレンドシップ事業の一環と

して，平成16年８月24日 (火 )～26日 (木 )に

実施された「学びクラブ in妙高」での活動と，
そこに参加した学生を研究の対象とする。

なお，本研究の考察については，調査用紙（ア

ンケート調査用紙）の回答・記述を中心に行う

が，必要に応じて３日間の学生の活動の様子と

事前の取り組み，活動後の振り返りの様子等を

参考する。

(1) 本年度のプログラム

　－本年度の本学フレンドシップ事業におけ

る「学びのクラブ in 妙高」－

本学のフレンドシップ事業は，必修科目「体

験学習」(9)（１年次），選択科目「ボランティ

ア」(10)（２年次），学生の自主的活動である「学

びクラブ」（各学年）から構成されている。

本稿が研究の対象とする「学びクラブ in妙
高」は，学生の自主的活動である「学びクラブ」

の年間活動計画の一つの活動として位置付いて

いる。

本年度の「学びクラブ」の実施状況と計画は

次の通りである（表１）。

表１　平成16年度「学びクラブ」実施計画

(1) 本年度の「学びクラブ」
基本的な考え方
・年４回を継続参加し子ども理解を深める。また，各クラブ毎に毎回の振り返りを重視していく。
・シンポジウムでは，学生自身が子ども達との関わりの中で具体的に経験したこと，考えさせられた
こと，反省したこと，学んだことなど，具体的な学びを大切にして話し合いを深めていく。

・ホームページが，家庭や他大学の情報の架け橋となるように充実させる。
ア，クラフトクラブ    中・高学年　30名程度
目標：ものをつくる楽しさを子ども達に実感してもらいたい。また，活動を通して，子ども達同士の
輪が広がることを目指す。

内容：素材を吟味し，創ったもので遊んだり，生活の中で使ったりできる内容としたい。また，保護
者にも製作したものをみていただくようにしたい。

イ，サイエンスクラブ   中・高学年   30名程度
目標：「どうして，なんで」という問いを大切に，子ども達の興味を高めていきたい。学生達一人ひと
りも目標を持って触れ合いに参加することを大切にしたい。      

内容：学生組織が出来たら，その中で具体化していく。
ウ，キッズクラブ  低学年　60名程度
目標：子ども達との関わり後の振り返りや話し合いを重視していく。
内容：回毎に子ども達の反応を見ながら，柔軟に対処していく。その部分を学生間で話し合い，実践
していくことで意味を見いだしたい。
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毎回の活動に向けては，学生事務局が中心と

なり，各クラブ単位で指導教師の助言を受けな

がら活動計画の立案等を行う。活動後には，各

クラブごとで，事前の準備や当日の活動につい

て，振り返りを行い，次回以降の活動に生かす

ように心掛けている。

本年度の「学びクラブ in妙高」の概要は次
の通りである。

①日時　平成16年８月24日 (火 )～26日 (木 )
②参加者　本学学生107名，児童152名

　　　　　（大学周辺在住の小学3～6年生）

③主な活動プログラム（表２参照）

エ，青空教室     中・高学年　30名程度
目標：「水・風・太陽」をテーマに活動を創造する。活動を通して，児童一人ひとりの良いところをみ
つけ，相互に尊重しあえる関係をつくり出す。

内容：水鉄砲づくり，風車，火おこし，太陽時計等々
オ，自然探求     中・高学年　25名程度
目標：自然の不思議に触れ，それを共に追究して発見する感動を共有する。
内容：常に活動のねらいを明確にして，それをどのように子ども達に提示し，共感や感動を共に出来
るかに心掛けて取り組む。　

カ，アウトドア    中・高学年   30名程度
目標：単発的な活動に終わらぬように，毎回夢が広がっていくような活動の連続性を大切にしたい。
また，活動を通して人間関係の深まりを大切にし，自分は成長したと感じれる活動にしたい。

(2) 募集予定　　児童数 250名   学生参加予定数　100名
(3) 実施予定日
         第一回「学びクラブ」      　　　　　６月19日（土曜日）
         第二回「学びクラブ」      　　　　　７月10日（土曜日）
         第三回「学びクラブ in 妙高」　     　８月24日（火曜日）～26日（木曜日）２泊３日
         第四回「学びクラブ」              　　　10月10日（日曜日）
         第五回「学びクラブ」              　　　12月４日（土曜日）

表２　平成16年度「学びクラブ in 妙高」活動プログラム

 　１日目：８月24日 ( 火 )    ２日目：８月25日 ( 水 )   ３日目：８月26日 ( 木 )
 8:30
 9:10
10:00
10:20
10:50
11:30

受付（上越教育大学）
出発（バス）
到着（妙高自然の家）
開会式
宿泊室移動，荷物整理
昼食

 6:30
 7:00

 7:30
 9:30

10:00

起床
朝の集い
  体操，諸連絡
朝食，宿泊室清掃
荷物整理，活動準備，
宿泊室清掃等
活動③各クラブの活動

 7:00
 7:30

 7:45
 8:30
10:00

起床
朝の集い
　体操，諸連絡，
　写真撮影
朝食，宿泊室清掃
荷物整理，荷物移動，
活動⑤

13:00
16:30
17:20
19:00
21:30
22:00
22:10
22:30

活動①各クラブの活動
活動終了，休憩
夕食，入浴，休憩
活動②各クラブの活動
就寝準備
児童就寝
学生ミーティング
学生就寝

16:30
17:20
19:00
21:30
22:00
22:10
23:30

活動終了，休憩
夕食，入浴，休憩
活動④振り返り
就寝準備
児童就寝
学生ミーティング
学生就寝

12:00
13:30
14:00
15:00
15:20
15:40
17:00

昼食
閉会式
出発（バス）
大学到着
児童解散
学生振り返り
学生解散
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【主な活動の内容】

源流体験，ロ－プワ－ク，火おこし体験，ネイチャ－クラフト，野外炊飯，

その他（各種レクリェ－ション等）

(2) 評価計画

①調査対象者

平成16年度「学びクラブ in妙高」に参加し
た学生107名を対象に実施（質問紙を配布）。

74の有効資料を得た。回収率69％。

②調査方法

無記名・質問紙調査法。

「学びクラブ in妙高」の終了後，学生が主体
的に振り返りの場を設定し，個人として，各

写真１　アウトドアクラブ：レクリエーション 写真２　青空教室：流しうどん

表３　「学びクラブ in 妙高」振り返りアンケート用紙（一部省略）

　この調査は，今回の「学びのクラブ in妙高」において，どのような成長を実感し，どのような課題を
見いだしたかを確認するための調査です。正直にこたえてください。

１　「自己目標」に対して，あなたの評価（達成度）はどうでしたか？
 　最も当てはまる記号に○印を付け，その理由を書いてください。

 Ａ 予想以上の達成感があった。　　      　Ｂ おおむね達成できた。　Ｃ どちらかといえば達成できた。
 Ｄ どちらかといえば達成できなかった。    Ｅ 達成できなかった。　    Ｆ まったく達成できなかった。

２ 　「学びのクラブ in 妙高」に参加する前（事前）と参加後（事後）を比較して，次のア－エの１～４
　(5) について，最も自分の気持ちに近い項目（Ａ～Ｄ）に○印を付けてください。

 Ａ そう思う　　　Ｂ どちらかといえばそう思う　　　Ｃ どちらかといえばそう思わない
 Ｄ 思わない

クラブの一員として，教職をめざす学生として

の視座からの振り返りを行った。その後，筆者

が，アンケート用紙（振り返り用紙）を配布し，

後日，各クラブ長を通じて回収した。

③調査日

2004年９月上旬－中旬。

④調査項目

調査は，主に学生の自己評価形式で行った。

主な質問項目は次の通りである（表３）。
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Ⅲ　研究の結果と考察

ここでは，調査項目１～３の結果について記

す。

１　「自己目標」に対して，あなたの評価（達

成度）はどうでしたか？

　最も当てはまる記号に○印を付けてください。

(1) 結果と考察

Ａ，Ｂ，Ｃの選択者合計は60名である。約

81％の学生が自己目標の達成状況を肯定的に

とらえている。

一方，Ｄ，Ｅ，Ｆの選択者合計は14名とな

り，約19％の学生が自己目標の達成状況が不

十分だったと考えている。

ここでは，「Ａ 予想以上の達成感があった」
と回答した４名の学生の理由と，Ｅ，Ｆを選択

した（自己目標達成に否定的な）学生６名に着

目して考察する。

表４　自己目標達成度一覧  ( ) 内数字は人数

A　予想以上の達成感があった。（４）　
B　おおむね達成できた。（37）　
C　どちらかといえば達成できた。（19）
D　どちらかといえば達成できなかった。（８）
E　達成できなかった。（５）
F　まったく達成できなかった。（１）

表５　抽出学生の自己目標と自己評価及び考察

自己目標と評価 考　　察

　①自己目標の達成度に対して「Ａ予想以上の達成感があった」と回答した学生４名

ｏ学生Ａ（１年生）　
自己目標：活動上での子どもたちとのかかわり。　
理由：初めは行きたくないくらいの気持ちだった。
活動の中で子どもたちとふれ合うことで，楽しさを
感じ，子どもたちが成長する様子を間近で見られた。

　Ａさんは，子どもとのふれ合いに不安感をもって
いたが，実際に子どもたちとふれ合うことで，払拭
できた。また，予想以上に子どもたちが心を開き，
Ａさんになれ親しんだようである。その結果，Ａさ
んは子どもとのふれ合い自体に楽しさを感じ，その
子どもの成長さえも実感することができたといえ
る。

ｏ学生Ｂ（３年生）
自己目標：人とのかかわり。クラブが一つになれる
こと。
理由：自由時間に自然とクラブで一つの輪ができて，
みんなでレクを始めた。この姿を見て，本当に感動
した。チーフとして最高に嬉しい瞬間だった。

　Ｂさんは，クラブのリーダーとして，事前，当日
と，極めて多忙な日程をこなすとともに，こまや
かな気配りをしてきた。目標を「人とのかかわり。
クラブが一つになること」と設定した。Ｂさん自身，
３年生でもあり，単なる子どもとのふれ合い活動と
いうよりも，子どもと仲間，後輩がいかに充実

ア 子ども理解
　1 私は子どもをかわいいと思う。　2 私は子どもは素直だと思う。　3 私は子どもは多様だと思う。
　4 私は子どもは難しいと思う。  　5 私は子どもはこわいと思う。
イ 仲間とのかかわりにおける有能感
　1 私はリーダーシップがあると思う。　2 私は協調性 (協力性 )があると思う。
　3 私は積極性があると思う。　        4 私は企画調整力があると思う。
ウ 教職適性への自己理解
　1 私は子どもを理解できると思う。  　2 私は子どもとかかわることができる。
　3 私は自分とかかわることができる。  4 私は教材 (素材）とかかわることができる。
エ  教職観と志望度  
　1 私は教職へ強い希望がある。 　     2 私は教職は厳しい職業だと思う。
　3 私は教職はやりがいがあると思う。  4 私は教職に向いていると思う。
３ ２で回答したもので，事前と事後を比較し，最も印象的な項目（変容の大きな項目）を一つ選び，
具体的にその理由を　説明してください。
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した活動をつくり上げることができるかに価値を求
めたのである。その結果，Ｂさんは，クラブが一つ
になった光景を見て，何ものにもかえがたい感動体
験を得た。教職をめざす学生としては，全体を見渡
しつつ，自分をかかわらせようとする段階といえる。

ｏ学生Ｃ（１年生）
自己目標：子どもと仲良くする。
理由：子どもから自分に近づいてきてくれた。
ｏ学生Ｄ（１年生）
自己目標：子どもとたくさんふれ合う。
理由：子どもは接し方で，反応が変わることが分かっ
た。

　ＣさんとＤさんは，ともに１年生であり，純粋に
子どもたちとのふれ合いを求め，活動に参加した。
当然，期待と不安が入り交じった複雑な気持ちで目
標を設定したと思われる。しかし，予想以上に，子
どもたちが自分に近づいてきてくれたので，素直な
喜びを表出している。また，Ｄさんは，自分のはた
らきかけで，子どもの応答も変わるという，初歩的
な気づきをした。今後の活動への新たな課題を見い
だした段階といえる。

　②自己目標達成度に対して「否定的な」回答をした学生６名

ｏ学生Ｅ（１年生）
自己目標：子どもをよく見る。
理由：子どもとふれ合うことによって，よけいに子
どもの気持ちが分からなくなった。
ｏ学生Ｆ（１年生）
自己目標：全体を見る（子どもと学生の動き）
理由：まだまだ見きれていない。個人の動きや部分
しか見ていなかった。

　Ｅさんは，子どもとふれ合うことで，子どもの多
様性に直面し，やや自信を失った状態である。また，
Ｆさんは「全体を見る（学生と子ども）」と目標を
設定したが，目の前（現在）の子どもの姿しかとら
えきれなかったという厳しい自己評価をしている。
ＥさんとＦさんの状態は，さらなる飛躍のための新
しい気づき，新しい悩みに直面している段階といえ
る。教職をめざす学生にとって，体験を通じて，自
分自身を深く見つめようとする視座をもつことは，
極めて意義あることである。

ｏ学生Ｇ（１年生）
自己目標：子どもに余裕をもって接する。
理由：事前の準備が間に合わず，当日までドタバタ
した。そのため，子どもにゆとりをもって接するこ
とができなかった。

　Ｇさんは，これまでの反省から，ゆとりをもって
子どもに接することを目標にした。しかし，子ども
のためにと思って，徹夜の連続で準備をした。その
結果，妙高では，身体的にも精神的にもゆとりを失
い，子どもにゆとりをもって応対することができな
かったと反省している。

ｏ学生Ｈ（１年生）
自己目標：子どもの安全，健康の維持。
理由：子どもの体調の異変に気付かなかった。子ど
もの「大丈夫！」という言葉を耳にして，こちらで
追求しなかった。
ｏ学生Ｉ（１年生）
自己目標：安全第一，子どもの発見を生かす。
理由：危機管理を意識しすぎて，子どもの自由を制
限しすぎた。危機意識と過保護を区別する必要があ
る。

　ＨさんとＩさんは，ともに「安全」を目標に設定
した。教職をめざす学生にとって，最も大切で，基
本的な構えである。しかし，Ｈさんは，子どもが発
熱し症状が重くなるまで，子どもの変調に気付かな
かったことを深く反省している。
　また，Ｉさんは，過保護になりすぎて，子どもへ
の過剰なまでの干渉を反省している。
　両者とも，安全，あるいは危機管理の大切さを認
識していながらも，その実践の困難さを身をもって
体験したといえる。

ｏ学生Ｊ（１年生）
自己目標：準備に参加できなかったので，当日の活
動では迷惑をかけない。
理由：やはり打合せに参加できなかったので，こま
かな動きが分からず，学生はもちろんのこと，子ど
もたちにも迷惑をかけた。

　Ｊさんは，活動日まで，ほとんど打合せ等に参加
できなかった。そのため，活動に参加することは，
自分自身不安であったし，何よりも仲間や子どもた
ちに迷惑をかけないようにと思っていた。しかし，
自分自身の不安感と，活動内容を十分に把握してい
ないことから，納得できる３日間にならなかったよ
うである。
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以上，10名の自己目標と自己評価について

検討してきたが，10名の学生に共通している

ことは，自己目標を設定する際，前回までの

活動の中での自分の位置を自分なりに把握して

いることである。つまり，これまでの活動を振

り返りながら，その不安と反省点を吟味し，今

回の活動における自己目標を設定しているので

ある。その結果，上記の10名のように，自己

評価がよくも，悪くも，３日間の貴重な経験か

　　　　　　　　　　　　　表６　事前・事後の自己評価の比較  　　　    　表中数字は人数

ア　子ども理解
事　　　前 事　　　後

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１　私は子どもをかわいいと思う 54 15 5 0 62 12 0 0

２　私は子どもは素直だと思う 30 36 8 0 36 30 8 0

３　私は子どもは多様だと思う 50 20 4 0 52 20 2 0

４　私は子どもは難しいと思う 35 31 4 4 50 22 2 0

５　私は子どもはこわいと思う 8 12 18 36 6 13 23 32

イ　仲間とのかかわりにおける有能感
事　　　前 事　　　後

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１　私はリーダーシップがあると思う 4 26 24 19 6 28 23 17

２　私は協調性 (協力性 )があると思う 15 40 14 5 16 41 13 4

３　私は積極性があると思う 13 27 31 3 19 29 24 2

４　私は企画調整力があると思う 7 20 31 16 8 23 28 14

ウ　教職適性への自己理解
事　　　前 事　　　後

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１　私は子どもを理解できると思う 7 28 32 4 10 36 22 6

２　私は子どもとかかわることができる 25 32 17 0 32 36 6 0

３　私は自分とかかわることができる 21 33 19 1 24 36 13 1

４　私は教材 (素材）とかかわることができる 12 32 26 4 14 35 21 4

エ　教職観と志望度
事　　　前 事　　　後

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１　私は教職へ強い希望がある 43 18 7 4 48 16 5 4

２　私は教職は厳しい職業だと思う 51 21 2 0 67 6 0 0

３　私は教職はやりがいがあると思う 59 13 1 0 64 8 0 0

４　私は教職に向いていると思う 16 28 25 5 14 27 23 6

ら，自分自身を見つめなおす視座を獲得し，教

職をめざす学生としての新たな課題を見いだし

ているといえる。これらは，３日間，自然や子

ども，仲間の中に，「自分」のすべてをぶつけ

ることによって得ることができる成果である。

２ 「学びのクラブ in 妙高」に参加する前（事前）

と参加後（事後）を比較して，自分の気持ち

に最も近い項目に○印を付けてください。

(1) 結果
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各項目ごとに，事前事後の結果を統計処理

（χ2検定）した結果，次のようになった（Ｃと

Ｄのカテゴリーを包括した）。

ア　子ども理解について

　２  χ2(2)=1.090，ns　Phi=0.085
　３  χ2(2)=0.705，ns　Phi=0.069
　４  χ2(2)=7.775，p<.05　Phi=0.229
　５  χ2(2)=0.334，ns　Phi=0.047
イ　仲間とのかかわりにおける有能感

　１  χ2(2)=0.575，ns　Phi=0.062
　２  χ2(2)=0.155，ns　Phi=0.032
　３  χ2(2)=2.263，ns　Phi=0.123
　４  χ2(2)=0.550，ns　Phi=0.061
ウ　教職適性への自己理解

　１  χ2(2)=2.468，ns　Phi=0.130
　２  χ2(2)=6.355，p<.05　Phi=0.207
　３  χ2(2)=1.389，ns　Phi=0.096
　４  χ2(2)=0.742，ns　Phi=0.070
エ　教職観と志望度

　１  χ2(2)=0.585，ns　Phi=0.063
　４  χ2(2)=0.057，ns　Phi=0.019
ア・１，エ・２，エ・３については，ＣとＤ

のカテゴリーを包括後の集計表に度数０のセル

があるため統計処理から除外した。

(2) 考察

ここでは，統計的処理（χ2検定）の結果，

有意差が見られた「ア・４」についてと全体の

傾向に着目して考察する。　

「ア 子ども理解（４ 私は子どもは難しいと
思う）」について，「そう思う」と答えた学生は，

事前が35名 (約47%)，事後が50名 (約68%)，
「どちらかといえばそう思う」を含めると，事

前が66名 (約89%)，事後が72名 (約97%)が
肯定的に回答した。

多くの学生は「子どもはかわいい，素直，多

様である」など，子どもの姿を肯定的にとらえ

ている。

しかし，２泊３日の自然体験・宿泊学習にお

いて，子どもたちの多様な姿にふれ，わがまま

な側面を垣間見て，既得の子ども像が大きく揺

さぶられた学生は多い。これまで「理解してい

た」と思っていた子ども像が崩され，新たな子

ども像の構築と教職をめざす学生としての自分

の在り方を問うことを余儀なくされたのであ

る。

次の文は「私は子どもは難しいと思う」につ

いて肯定的な回答を寄せた学生のコメントであ

る。

Ａ「子どもの対応について，どう対処してよい

か分からないときがあった。子どもの『どう

して集団行動をしないといけないの？』の問

いにこたえられなかった」。

Ｂ「子どもの行動をどこまで制限してよいか分

からなくなった。甘やかしすぎるところがあ

り，子どもをわがままにさせてしまった」。

Ｃ「子どもと接すれば接するほど難しく思う。

毎回新たな問題が出てきて対応するために苦

労する」。

Ｄ「その子にとって一番よい接し方は何かを見

出すことが難しかった」。

子どもは，活動を通じていろいろな発見や感

動したこと，疑問などを学生にぶつける。そ

れに対して，学生は柔軟に，そして適切に応答

することが求められる。さりげなく子どもと応

答的な関係を構築できることは，教職をめざす

学生にとっては不可欠な力量である。Ａさん

は，子どもからの問い掛け「どうして集団行動

が必要なの」に対して，子どもの目線に立って

こたえられなかった経験から，子どもの対応の

難しさと自らの力量不足を痛感することになっ

た。教職の入り口に立とうとしている学生にと

っては，最も基本的，かつ重要な課題を経験を

通じて感得したといえる。

Ｂさんは，３日間の活動を通じて，特定の子

どもと自分との関係が固定化し（甘やかし），

子どもがＢさんに対してわがままを表出するよ
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うになったことに反省点を見いだしている。今

後，自分と子どもとの関係を再構築することが

求められる。

Ｃさんは，３日間，継続して子どもとかかわ

ることで，子どもが次々に発する問いに対応で

きず，子どもに正対することに困難を感じ始め

ている。単に「子どもがかわいいから」と活動

に参加している状態から，教職をめざす学生と

しての視座をもちはじめた段階といえる。Ｃさ

んのような経験を経た学生は多い。単に子ども

の遊び相手の「自分」から脱却し，教職をめざ

す学生としての「自分」を強く意識し始めたと

き，子どもとの遊びから，子どもとの「学び」

の必要性に気付くのである。

Ｄさんは，目の前の子どもが何を考え，何を

したがっているのかを把握し，そのために自分

が何をすべきかを考え，悩んでいる。教職をめ

ざす学生として，子ども理解への入り口に立っ

た姿といえる。

Ａ～Ｄさんに共通することは，４人とも，子

どもとのふれ合いを通じて生起した課題をしっ

かりと自分の課題として受け止めていることで

ある。さらに，自己課題から，その解決方法，

さらには自分の在り方，生き方にまで問い掛け

ようとする姿勢は，ドナルド・ショ－ンのいう

「反省的実践家」(11)の一つの姿といえよう。

３ ２で回答したもので，事前と事後を比較し，

最も印象的な項目（変容の大きな項目）　を

一つ選び，具体的にその理由を説明してくだ

さい。  

(1) 結果　　　　  　　　     （　）内数字は人数

ア 子ども理解 ３１人

1 私は子どもをかわいいと思う。 （４人）

2 私は子どもは素直だと思う。 （９人）

3 私は子どもは多様だと思う。  （９人） 
4 私は子どもは難しいと思う。  （７人）  
5 私は子どもはこわいと思う。   （２人）

イ 仲間とのかかわりにおける有能感 ２９人

1 私はリーダーシップがあると思う。 （４人）
2 私は協調性 (協力性 )があると思う。 （９人）
3 私は積極性があると思う。       　　  （９人）
4 私は企画調整力があると思う。 　　 （７人）

ウ 教職適性への自己理解 　 １３人

1 私は子どもを理解できると思う。 （８人）
2 私は子どもとかかわることができる。（４人）
3 私は自分とかかわることができる。 （１人） 
4 私は教材 (素材）とかかわることができる。 （０人）

エ  教職観と志望度                １２人

1 私は教職へ強い希望がある。          （３人）
2 私は教職は厳しい職業だと思う。     （３人）
3 私は教職はやりがいがあると思う。  （２人） 
4 私は教職に向いていると思う。         （４人）

(2) 考察

「最も印象的な項目」について，「ア 子ども理
解」を31名（約42％）の学生があげ，「イ 仲間
とのかかわり」については29名（約39％）の

学生があげている。

全体の傾向として，子どもと仲間との関係に

ついて，深く考えたことが分かる。つまり，２

泊３日の活動を構成するため，107名の学生た

ちが何回も打合せを行い，当日を迎えた。学

生の中には，ほぼ徹夜状態で活動日当日を迎え

た者もいる。そうした経過において，仲間とぶ

つかり合い，自分自身の在り方や仲間との関係

について問題意識をもつに至ったといえる。ま

た，３日間継続的かつ集中的に特定の子どもと

かかわることから，良くも悪くも子どもたちの

素顔に接する機会が多くなる。そこで，お兄ち

ゃん，お姉ちゃんとしての「自分」，教職をめ

ざす学生としての「自分」，一人の青年として

の「自分」，目の前の子どもとその延長線上の

「自分」の在り方，関係性について問題意識を

もつことになった。

以上のことから，学生は「子ども」「仲間」

から多くのことを学び，それを自分のこととし
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てとらえ直す。次に，自らの教職の適性と照ら

し合わせながら自らの教職観と進路について検

討しようとしている学生の姿が浮かび上がって

くる。

Ⅴ　まとめにかえて                  

－学生の「学び」と教員養成大学のカリキュラム－

「自然」「宿泊」「子ども」「仲間」は，教職を

めざす学生に，スケールの大きな学びの場を提

供する。本活動においても，「自然」のなかで，

「子ども」から，「仲間」から，数多くのことを

学び，時には悩みながら自分を見つめようとす

る学生の姿がうかがえた。

今，多くの教員養成系の大学・学部では，実

践的指導力の育成のための学部カリキュラム

の改革に着手している。とりわけ，初等教育の

教員養成においては，体験的・実践的な学習の

場が重視されている。教職をめざす学生にとっ

て，子どもや仲間とのかかわりの中で生起した

課題は，多くの場合，学生を成長させる。本稿

では，多くの学生がそうした経験を自分の成長

課題として前向きに受け止めていることを報告

した。

ところで，大学学部のカリキュラムは，この

ような学生の切実な課題意識にこたえるもの

になっているのだろうか。つまり，実践的指導

力の育成をかかげて，多様な体験的・実践的な

「場」は設定しつつあるが，それを支えるカリ

キュラムは旧態依然のままなのではないだろう

か。体験・実践後の切実な課題に直面した学生

の声に耳を傾け，教師集団は適切な指導・支援

をする場はあるのだろうか。

学生たちが，現場に出れば出るほど，生身の

子どもとのふれ合い，ぶつかり合いから生じ

た切実なる悩み，課題意識・問題意識に応答的

な大学カリキュラムを構築することが急務であ

る。

学生から，「大学の授業は，もはや教育の現

実から離れ，役に立たないものばかり」とレッ

テルを貼られないためにも。

＜注，引用及び参考文献＞
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けるフレンドシップ事業の意義－継続的な子どもた
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