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「総合演習」の授業デザインの変遷と今後の課題について
第一報 「総合演習Ⅲ～子どもの福祉と人権～」での取り組みを中心に

Historical transition of Integrated study Ⅲ and future issues
新保

幸洋

Yukihiro SHINPO

１．はじめに
平成28年に行われた教員免許法の改正及び

する学生にとっても負担感が増大しているこ
となど、多くの課題を抱えている。そのため、

平成29年同法施行規則の改正によって、これ

開設する科目は、法に定める必要最小限に留

まで以上に教職課程カリキュラムの標準化が

めようという力学が運営者側にも働きやすい

目指されるようになった。今回の再課程認定

といえる。そのため、大学独自の科目を積極

によって、これまで大学毎に、バラバラだっ

的に設置して、上記したカテゴリーを大幅に

た教職課程の質を均一化する方向で、国は動

充実させようという動きはなかなか生まれに

いたと考えてよいだろう。それによって本当

くい。しかし、筆者はこのカテゴリーにこそ、

に、教職課程カリキュラムの質の担保が出来

それぞれの私立大学教職課程の独自性が表現

たのかという点については、今後も議論をし

されると考え、むしろ積極的に充実化を図る

てゆく必要があると思われる。しかし、上記

ことが開放性教員養成の主旨にかなうと考え

したような標準化への圧力は、ともすれば北

る。今回本稿では、本学理学部教職課程にお

は北海道から南は沖縄まで、金太郎飴のよう

いて、大学が独自に定める科目というカテゴ

に、どこに行っても同じような教育内容を実

リーに位置付けた科目の一つである「総合演

現する方向に働くことになったのではないだ

習」に焦点を当てる。なぜなら、この科目に、

ろうか。いわゆる個性のない教育カリキュラ

我々が育てたい教員の理想像の一端が投影さ

ムを大量に生み出すことにつながったのでは

れているからである。ただ、この総合演習と

ないかという点を筆者は危惧している。もち

いう科目については、教育職員免許法の改正

ろん、今回の改定において、大学が独自に定

とともに、その位置づけが変わってきたとい

める科目というカテゴリーが初めて導入さ

う歴史がある。それらについても触れるとと

れ、そこが今回の改定の目玉の一つになって

もに、現在行われている総合演習の特徴や、

いることは指摘しておくべきであろう。しか

実践する中で浮かびあがってきた課題などに

し、多くの私立大学においては、既に教職課

ついて考察し、第一報としたい。次年度以降

程を保持してゆくこと自体が経営上のかなり

に発刊が予定されている「教職課程研究」に

の負担になっているという現状や、教職課程

は、第二報として、受講学生の感想表及び成

のカリキュラム自体が相当過密になり、履修

果発表会後の感想の記述内容等を分析するこ
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とによって、総合演習で、何がどのように学

方法については、履修学年等に応じ、例え

ばれたのかという、学習成果の質的な分析を

ば、可能な限り実地の見学・参加や調査等を

中心に行いたいと考えている。

と入り入れるなどして教員を志願する者が現
実の社会の状況を適切に理解できるよう必要
な工夫を凝らすことや、幼児・児童・生徒へ
の指導という観点から指導案や教材を試行的

２．「総合演習」の本学教職課程カリキュラ

に作成したり模擬授業を実施することなども

ムの中での位置づけ、ねらいの変遷

期待される。」としている。更に「今日求め

現在開講している「総合演習」は、教育職

られる資質能力の形成を促進するという視点

員免許法の改正に伴い、３度の変遷を経て今

から、テーマ設定や演習内容が特定分野に集

日に至っている。以下に、法改正の流れとと

中しないように、できる限り、今日的な種々

もに、本学教職課程における位置づけやねら

の課題を取り上げていくことが必要である。」

いについて記述する。

としている。なお、上記の文献には記載され

（１）平成１０年の教育職員免許法改正におけ
る位置づけとねらい

ていないが、本科目において「総合的な学習
の時間の指導法」を学ぶことはねらいからは

本学教職課程において、この総合演習とい

外れるという点も強調されていたことを付記

う科目を設置したのは、平成１０年に教育職

しておきたい。上記の主旨を踏まえ、本学に

員免許法（以下、免許法と略す）が改正され、

おける「総合演習」の設置は、当初「総合学

平成１２年度入学生から適用されることに

習演習」という名称で主として１年次生を対

なったことが最初である。具体的には教育職

象として開講し、選択必修科目２単位として

員免許法施行規則に定める「教職に関する科

「総合学習演習Ⅰ～Ⅲ」
（選択必修、２単位）

目」の第５欄に「総合演習」が必修科目（２

の３科目を開講していた。

単位）として位置づけられ、履修が義務付け
られたことが契機となっている。「教職課程

（２）
平成20年の改定に伴う位置づけとねらい

担当者のための手引き「教職本（平成２０年

その後、教育職員免許法の法改正が行わ

度改訂版）第４分冊」
（２００８）によれば、

れ、平成２２年４月１日以降の入学生からは

科目設置のねらいは、「人間尊重・人権尊重

新課程の適用となり、
「教職実践演習」
（必修

の精神はもとより、地球環境、異文化理解な

２単位）の習得が必要になった。それに伴い、

ど人類に共通するテーマや少子・高齢化と福

法令上「総合演習」は廃止となり、科目の存

祉、家庭の在り方など我が国の社会に関わる

続は各大学の判断に委ねられることになっ

テーマについて、教員を志願する者の理解を

た。この為、教職課程を有する多くの大学に

含めその視野を広げるとともに、これら諸課

おいては、「総合演習」という科目自体を廃

題に係る内容に関し適切に指導することがで

止して負担の軽減を図り、「教職実践演習」

きるようにするため、「教職に関する科目」

のみの開講に向けて準備を進める流れが生ま

として新たに「総合演習」
（仮称、２単位）を

れた。

設ける必要がある」としている。また、
「こ

しかし、本学教職課程においては、「総合

の「総合演習」においては、上記のような諸

演習」本来の設置主旨等の重要性を鑑みて、

課題のうちのいくつかについて選択的にテー

そのまま存続をさせることにした。その理由

マを設定した上で、ディスカッション等を中

を次に述べる。当時から現在に至る教員養

心に演習形式の授業を行うものとする。授業

成カリキュラムにも共通していえることだ
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が、教育実習及び教育ボランティア活動関係

した。このときに本学における名称を「総合

科目を除けば、基本的には各科目毎の縦割り

学習演習」から「総合演習Ⅰ～Ⅵ」に変更し

の学習が中心となっており、それまで学んだ

ている。後に、「総合演習Ⅶ」と「総合演習

ことを総合的、多面的に理解し、活用すると

Ⅷ」を追加し、科目のバリエーションの拡大

いう科目は非常に少ない。総合演習で取り上

を図った。また本学のカリキュラム上、最初

げるテーマは、どれも複合的かつ複雑で、解

の頃は教養教育科目である「日本語文章表現

決が容易ではない課題ばかりである。しか

Ⅰ」と「総合演習」を含めた科目群の中から

し、それだけに、教員になるにあたり一度は

１科目選択するとしていたものを、後に「日

深く考えておいて欲しいものばかりであっ

本語文章表現Ⅰ」をそのグループ群から外

た。その意味においては、当初文科省が「総

し、「総合演習Ⅰ～Ⅷ」の中からどれか１科

合演習」を設置した主旨や意義は、決して間

目を選択必修とすることへ変更した。

違っておらず、古びてもおらず、寧ろその重
要性は増すばかりであると我々は認識したの

（３）３回目の改正と本学教職課程における位
置づけ、ねらい

である。教育職員免許法に定める科目は、教

平成２８年１１月の教免法及び同法施行規

員免許状取得のためには、必須であるため必

則（平成２９年１１月）の改正によって、教

ず履修しなければならない。しかし、そこに

職課程の科目の大幅な改変が行われた。これ

定められた科目は、いわばミニマムエッセン

まで「教科又は教職に関する科目」としてい

シャルズであり、それさえ習得すればよいと

たカテゴリーを「大学が独自に定める科目」

いうものではないはずである。教員養成に関

に変更することになったのである。それに伴

わる大学が置かれている状況は各大学によっ

い本学においても、これまでの経緯を踏まえ

てかなり異なる。ならば各大学の地域特性や

「教科又は教職に関する科目」に位置づけて

現状などをよく考え、かつ履修学生の実態を

いた「総合演習Ⅰ～Ⅷ」をそのまま「大学が

分析し、彼らにどのような能力を身につけさ

定める独自科目」に位置づけて１単位科目と

せる必要があるのかを検討することが、教員

して設定し直すことにした。そして、低年次

養成を行っている各大学には求められている

生（履修配当学年は１年次生）で履修するこ

のである。そして、もし国の定める教員養成

とを前提とした科目の位置づけやねらいは変

カリキュラム以外に必要な科目があるのだと

えずに、今日に至っている。

した場合には、大学独自の判断によって学生

尚、総合演習Ⅲの２０１３年度、２０１４

のニーズに合った科目を新たに設置し、実施

年度、２０１９年度のシラバスを添付するの

するということが、本来開放性の教員養成と

で参照して欲しい。

して正しい在り方だと筆者は考える。このこ
とは、平成28年の再課程認定時において「大

３．現在開講している「総合演習Ⅰ～Ⅶ」の

学が定める独自の科目」というカテゴリーと

備える基本的特徴

なって実現してくることになった。手前味噌
ではあるが、我々の考えはむしろ時代の変化
を先取りしていたと言ってよいだろう。

（１）テーマの設定に配慮する
①現代の学校教育に関係した今日的かつ
重要な課題を含んだものであること。

この平成22年の改定において、本学では

②科目責任者である教員の専門領域に深

「教科または教職に関する専門科目」のカテ

く関係し、またそのテーマに関連した一

ゴリーに、「総合演習」を位置づけ、選択必

定数の研究・教育業績を有しているこ

修科目の１つとして１単位を与える形で実施

とが担当者の前提条件となっている。
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③これまで受けてきた学校教育では余り
経験してきていないもので、かつ教員に
なったときに役立つものであること。
（２）科目の基本的デザイン
①フィールドワークを取り入れた体験学
習を中心に据える

する
総合演習の成功の鍵を握るのは、受
講学生が自ら能動性を発揮して、学習に
取り組めるか否かという点にある。本科
目の場合、講義形式の授業と違って、授
業担当講師が学習をコントロールするこ

具体的にはコルブの経験学習のサイ

とには限界がある。科目担当者は、学習

クルの概念を取り入れ、具体的経験→内

が生起するような場を設けることは可能

省的省察→抽象的概念化→積極的実践

だが、そこで意味ある学習をするかどう

というサイクルを繰り返し、受講学生の

かは受講学生が決めることになるから

経験の深化をねらうことにした。そのた

である。その意味で、総合演習は受講学

め、必要最小限の講義は行うが、むし

生の能動性に依存した構造になっている

ろ現場での体験を重視することにした。

といってよい。それはつまり受講学生個

②フィールドワーク先の選定

々の学びにかなりの個人差が反映される

フィールドワーク先の選定は、科目

ことを意味する。本科目を受講する学生

担当者が授業のテーマに沿ったものと

には、１）フィールドワークを体験す

なるように自己開拓によって行った。必

る前にしっかりと事前学習に取り組み、

要な交渉の全ては、科目担当者が担っ

内容の理解や本番での質問事項を考えて

た。最低でも３か所以上の場所でフィー

おくこと、２）フィールドワーク体験先

ルドワークをで実施することを目標に

の担当職員に対して、積極的にインタビ

した。

ューを試みたり、質問を投げかけるな

③リフレクションのプロセスを重視する
授業における節目々（日々の授業、各

どの能動的行動をとることが強く期待さ
れている。

フィールドワーク終了、全授業終了）
ごとにリフレクションを行うとともに、
その結果を感想表に記入し、体験の言語

（３）総合演習Ⅲのテーマ、授業の目的、期待
される学習効果、授業の具体的目標

化と意味付けの促進を受講学生相互及

本稿において、総合演習Ⅰ～Ⅷまでの全て

び科目担当者の支援によって行った。最

の科目のねらいを記述することは、紙幅の関

終段階では、体験の総括として、成果発

係上許されない。そのため、本稿では筆者が

表会の場を設け、必ず一人一回はクラス

科目責任者として運営をしている「総合演習

メンバー全員の場で体験に関する発表

Ⅲ」に限定して、以下の記述を行う。

の場を設けるようにした。
④クラス及びグループの規模を最小限に
抑える
クラスでの最大受け入れ人数は概ね
２５名程度を基本にした。更にクラスを

１）総合演習Ⅲのテーマ
「子どもの福祉と人権～地域の教育資源の教
材化～」
２）授業の目的

分割し、５名から６名程度のミニグルー

子どもの福祉と人権の擁護や向上に寄与し

プでのディスカッションを数多く取り

ている様々な教育機関の存在を知るとともに、

入れた授業を実施した。

それらの機関の果たしている役割や機能を理

⑤受講学生の能動性の発揮を前提条件と

解し、学校教育との効果的な連携を図ること
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ができるようになることを目的とする。

ルドワーク→事後のふりかえりと質疑応答等

３）期待される学習効果

を含んだ概ね３時間から４時間程度の学習ま

本授業を履修することにより、どのような

とまりのことである。このユニット毎に取り

機関が学校教育と連携して子どもの福祉と人

上げるテーマが、受講学生にとって魅力的に

権の擁護や向上に寄与しているかを具体的に

映るかどうかが問題だと考える。そのために

理解できるようになる。その事により、受講

は設定されたテーマが、１）これまで余り学

学生達が教職に就職した後、関係各機関との

習したことがないという新規性を有してい

連携がスムーズに出来るようになり、子ども

る、２）歴史、政治、経済、社会などと深く

達にとっての最善の支援策を考えることが出

関係した多面的かつ深いレベルでの学習可能

来るようになることが期待される。

性を含んだものである、３）これから学ぶ教

４）授業の具体的目標

職課程での他の学習内容との関連性や応用可

１．授業で設定した子どもたちに対する
様々な支援機関の特徴を知る。

能性を持っている、４）授業終了後も、興味・
関心を持ち続け、自己学習を続けられるよう

２．各機関がどのような社会的背景を持

な性質を持っているなどの諸々の条件を満た

ち、現状がどうなっており、どのよう

すことが理想である。これら全ての条件を満

な課題を抱えているのかを理解する。

たすようなテーマを設定することは非常に困

３．見学が可能な施設については、実際の

難ではある。しかし要は魅力あるサブテーマ

体験を通して、事前講義の際に抱いて

のラインアップを数多く用意出来るか否かが

いた疑問や質問を担当者にぶつけ、明

ポイントになるということに尽きる。

確化を行う。
４．体験した内容を言語化し、他の受講生
と分かち合い、学びの成果を発表する
ことが出来る。

（２）テーマに即したフィールドワーク先の
確保／講師の選定／事前打ち合わせ
フィールドワーク体験先（以下、体験先と
略す）の確保に際しては、幾つかの点に留意

５．受講生は各自が教員になった時に、ど

して決定する必要がある。例えば、１）授業

のように支援機関と連携をとればよい

のテーマに合致していること、２）体験先に

かを考えることが出来る。

到着するまでの所要時間が出来るだけ短いこ
と、３）金銭的な負担（交通費）が出来るだ

４．科目責任者の立場から見た「総合演習Ⅲ」

け少ないこと、４）極度に大きな精神的・体

実施上のポイント

力的な負荷がかからないこと、５）比較的身

（１）魅力的なテーマの設定

近にあったり、なじみのある場所であるこ

総合演習Ⅰ～Ⅷそれぞれの科目の多くに

となどの条件を満たしていることが望まし

は、サブタイトルがつけられている。それを

い。しかし、そのような条件を全て満たすよ

見れば、おおよそ何を重視した授業になるか

うな体験先は、それほど多くない。そのた

の予想はつく。受講学生はそれを受講判断の

め、フィールドワーク先及び講師の選定に際

一つの目安とするため大きな意味を持つ。し

しては、かなり苦慮するケースが多い。仮に

かし、より重要なことは、個々の科目内で設

体験先が決まったとしても、その体験先機関

定される各ユニットのテーマである。ここ

及び当日の講師を務めて下さる方との事前打

でいうユニットとは、科目内で実施予定の

ち合わせも非常に重要となる。これらの事

フィールドワークに関した一連の学習単位を

が、全て科目責任者の両肩にのしかかってく

指す。具体的には事前学習→本番でのフィー

るため、かなりの負担になることは間違いな
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い。それ故、体験先で何を最優先課題として

害の要因になる場合もある。しかし、新しい

フィールドワークを実施するかという選定基

ことを学ぶ場合には、何某かの知的な枠組み

準が重要になる。そして最終的に選定した体

がないと、教授された内容をうまく把握し、

験先が受講学生に多くの負荷を強いる場所に

理解し、消化することが出来なくなってしま

なった場合には、その主旨、意図や留意点に

うことも事実である。フィールドワークに臨

ついてしっかりと説明を行い、十分な了承を

む前に、ある程度の基礎的・基本的な学習は

得て実施する必要がある。

しておき、自分自身の中で分かったことと分

（３）フィールドワークに要する時間（拘束
される時間）の長さ

からないことを区別し、分からないことの中
で、興味・関心を持ち、当日是非担当者に聞

体験先が大学から遠方である場合、現地で

いてみたいと思った事柄は何かという絞り込

の学習時間に加え、現地への到着及び帰宅に

みをして本番に臨むことが受講学生に強く求

要する往復の時間も考慮する必要が出てく

められる。筆者はそのような事前学習を本番

る。受講学生達の拘束時間が長くなる可能性

前までにどれだけ積めるかという事が、体験

があるからだ。たとえば、「総合演習Ⅲ」の

を深化させ定着させる上で非常に重要なのだ

場合には、国立ハンセン病資料館（東京都東

ということを、授業実践を通して痛感するよ

村山市）をフィールドワーク先の一つとして

うになった。それ故、最近ではフィールド

いる。しかしここは東邦大学近辺に居住して

ワークに向かう前の段階で、事前にビデオ

いる学生にとっては、かなり遠方になる。そ

を見せたり、啓発用のパンフを配布したり、

のような場合には、日曜日にフィールドワー

関連文献の読解を指示したりするなどして、

クを設定するなどして他の授業に影響が出な
いように配慮を行っている。また、船橋市適
応指導教室「ひまわり」は東船橋にあり、大
学から比較的短時間で行くことが出来るのだ

「学習の構え」の形成により多くの力を注ぐ
ようになってきた。
（５）中間まとめと質疑応答の重要性（ふり
かえりと意味付け、理解度の促進）

が、それでも往復の交通に要する時間及び現

本科目を実践する中で、授業の節目ごとの

地での学習時間を含めると３時間弱程度は見

ふりかえりと質疑応答が、受講学生の獲得し

ておく必要がある。そのため５限の授業を履

た知識と体験の定着に非常に大きな影響を及

修している学生は、授業に出ようとすると間

ぼすことが分かってきた。ここでいう授業の

に合わないという事が起きる可能性が大であ

節目とは、１つあるいは複数のフィールド

る。従って総合演習Ⅲの履修者には、日曜日

ワークが終わった中間段階（授業回数的には

や祝日にフィールドワークを行う可能性があ

３，４回分程度のまとまり）を指す。このよ

ることや５限の授業の履修が難しくなる場合

うな時期に、学生同士でこれまでの体験で学

があることを、事前に説明し、それを考慮に

んだことや感じたことなどを自由に出し合っ

入れて履修の有無を判断するように指示して

て共有したり、疑問点を抽出して、担当講師

いる。

にぶつけ、質疑応答を行うことが、いわゆる

（４）事前学習の重要性

「腑に落ちる（肚落ち）」体験として重要な意

フィールドワークでの体験が実り多いもの

味を持つ。従って、現行の授業においても成

になるかどうかは、事前学習の中身に依存す

果発表会を除いた授業の中で、３回から４回

る。通り一遍の浅い学習をして、分かったつ

程度、上記したフリーディスカッションの場

もりになって、本番での学習に臨んでしまう

を設け、体験の深化と定着につなげようとし

と、かえって負の学習転移が起きて、学習阻

ている。
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（６）書かせること、話し合わせること、発
表させること、質問させることの重要性
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が、現時点において、現状を改善できるよう
な具体的なアイデアは思いつかない。授業終

（５）に述べた部分とやや重複するが、受

了後のアフターフォローを組み込んだ授業デ

講生の能動性を引き出し、体験したことを身

ザインをどのように考えるか。これからの大

体化させていくためにも、書くこと、話し合

きな課題である。

いを持つこと、発表することという３つのポ
イントを重視するようになってきた。受講学

（２）他の教職課程の科目との接合性（カリ
キュラムとしての一貫性）の確保

生はこの総合演習において、これまで中学校

（1）に述べたこととも多少関係してくるの

や高等学校で学んできたテーマや内容などと

だが、総合演習で学んだ経験を、教職課程で

はかなり異質なものに取り組むことになる。

開講している他の科目での学習に応用してゆ

そのため、特に動機づけを行わない場合は、

く機会が非常に少ないというのが、問題点と

どうしても受け身的で講師に依存的な学習姿

して挙げられる。教職課程カリキュラムとし

勢に陥りがちである。そこから脱却し、自ら

ての相互の関連性という点に難があるという

が研究主体となって、テーマに取りくんでゆ

ことである。現行の教職課程のカリキュラム

けるようになるのが、本科目のねらいであ

は、基本的に縦割りの構造になっている。一

る。その為の手段として、１）毎回の授業終

見すると余り関連性のないように見える科目

了後に感想表を記入し、提出する、２）上記

を必要単位数分ひたすら履修して単位を取得

したようなフリーディスカッションの場を定

してゆくと教員免許状が取得できるわけであ

期的に設けて、体験のシェアや相互に質問し

る。そこでは、科目間での横のつながりや、

あい、他者に対して自己の体験の説明をする

これまで学んできたことを総括したり、応用

経験をさせること、３）学習の最終段階で、

する機会は、教育実習を除いてほとんどな

これまで学んできたことを振り返り、その学

い。それを多少なりとも補おうとして位置づ

習成果について、クラスメンバーの前で発表

けたのが総合演習なのであるが、当初考えて

をすることを組み入れるようにしている。こ

いたほどには、うまく機能していない印象を

れらの学習体験の積み重ねによって、徐々に

持っている。総合演習で得た経験を、他の教

学習者が能動的になってゆくことを筆者は経

職課程の科目に自然に援用出来るように、カ

験してきた。

リキュラム自体をデザインしなおす必要を感
じている。そのためには、総合演習という科

５．授業実践を通して浮かび上がってきた課題
（１）アフターフォローの機会がない。
総合演習Ⅲでは、最終回の成果発表時に全
員の受講生に対して、今後この総合演習Ⅲで
得た疑問や問題意識を、日常生活の中でどの
ように具体化し、実行してゆくのかという学

目のデザイン改変のみにとどまらず、本学教
職課程のカリキュラムにおける科目間の有機
的な関連性をいかに担保してゆくかという観
点からの検討が必要になってくる。
（３）配当学年が主として１年次生になって
いる点

習行動計画を開陳してもらっている。しか

総合演習Ⅰ～Ⅷの科目配当学年は1年次に

し、それらが本当に実行されたのかどうかを

なっている。それは、1年次生が総合演習で

確かめる術はない。本来は受講生本人が宣言

取り上げ追及する具体的なテーマや内容を学

した内容を、第三者が検証できるような仕組

習することによって、学校教育や教師という

みを作れれば、学習の定着度がかなり変わっ

仕事、教職課程での学習などに、興味を持っ

てくるはずである。ただ残念なことではある

てもらいやすくなるのではないかと思ってい
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るからである。簡単に言えば、この授業を通

（端的にいえば学力差）が顕著に表れる。こ

して教育（あるいは教職課程）全般へのモ

れまで本稿で述べてきたように、フィールド

チベーションのアップを図りたいというの

ワークが本当に意味あるものになるかどうか

が、ねらいである。しかし、実際に授業実践

は、事前学習の深さや本番での取り組み方、

を重ねてみると、取り上げる内容や方法にも

体験後のふりかえりと意味づけにかかってい

よるのかもしれないのだが、受講学生が取り

る。それらが十分に為されれば、かなり深い

くむ内容のレベルが高く、しっかりとした理

学習体験をすることが出来るであろうし、そ

解をするためには、かなりの知識と経験が必

れらが出来なければ、ただフィールドに出か

要だということが浮き彫りになってきた。つ

けて疲労して帰ってきたという体験になる可

まり、1年生で取り組むよりも、3年生、4年

能性が高い。学習者間の個人差を完全に埋め

生ぐらいの高学年で取り組んだ方が、本当は

ることは出来ないが、体験学習のプロセスそ

実りの大きいものになる可能性があるという

のものがうまく進むように配慮することが、

ことに、我々教員が気づいたということであ

結果的には、極端な個人差を生まず、受講学

る。その観点から考えると、配当学年を1年

生全員がある一定以上の学びの体験をするこ

生にしておいて本当に良いのかという点が議

とにつながると考えられる。その意味から

論のポイントになる。これについては、この

も、特に事前学習と事後の振り返り学習の充

総合演習という科目で何をねらって授業を行

実を今後の重点課題として取り組む必要性を

うのかという点が重要になってこよう。モチ

感じている。

ベーションのアップなのか、与えられたテー

（５）曜日、時限の設定

マをより深く多面的に考えるような力の育成

総合演習Ⅲは、月曜日4限（14：40～16：

なのかという点を議論する必要があるように

10）に設定されている。主たる受講対象学年

思われる。ただ、1年生で取り組んだフィー

である1年次生である。しかし物理学科と情

ルドワークを高学年になって、再度繰り返し

報科学科の学生たちは、上記した時間帯に

経験してみる（ただし、切り口は少し変えみ

は、所属する専門学科での必修授業への参加

ることが前提である）ことも実際に試みてお

が義務づけられていることもあり、登録・履

り、そこでは一定の学習成果が出ているよ

修自体が出来ない状態になっている。もちろ

うにも思われる。従って二項対立的に考え

ん、より多くの学科の学生たちの履修チャン

ず、ねらいを明確にすること、重要な内容を

スを増やすために、他の曜日や時限に開講す

何度も繰り返し学ぶスパイラル構造を高学年

るという選択肢も理論上はあり得るのだが、

になった段階で意図的に組み込むことなどし

フィールドワーク先の確保/講師の都合/移動

て、この課題の克服に取り組みたいと考えて

に係る時間等の授業を成り立たせる要因につ

いる。

いて総合して考えると、開講曜日・時限の変

（４）個人差への対応

更は決して容易ではない。このような悩み

どれほど授業を工夫して実施しても、それ

は、他の教職課程科目を土曜日以外に開講す

を受講する学生のレディネスによって、学習

る際にも共通している。本来1年次生の時間

成果はかなり違ったものになる。しかし、総

割では、月曜日の午後は教養科目の開講のた

合演習Ⅲのように、授業の中核にフィールド

めに確保されており、専門学科の授業はそこ

ワークのような体験学習を組み入れて行うタ

に組み込まないという暗黙の了解が理学部内

イプの授業では、通常よく行われている講義

にあったはずなのである。しかし、いつの間

形式の授業よりも更に、学習者間での個人差

にかその約束が反故にされ、今日のような有

「総合演習」の授業デザインの変遷と今後の課題について
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様になっているというのが実情である。実は

高める上で有効であることが明らかになっ

その点が一番大きな問題なのである。この問

た。また、１）アフターフォローの機会がな

題に関して抜本的な解決を行うための処方箋

い、２）他の教職課程科目との接続性の確保、

を書くことは現段階では難しい。理学部内で

３）配当学年が１年生になっている、４）個

の大幅なカリキュラム改変を行うタイミング

人差への対応、5）曜日・時限の設定などが

が来れば、その時に取り組むことが可能にな

今後の検討課題として浮き彫りになった。

るかもしれないというレベルに留まる。
６．終わりに

今回明らかになった課題について、改善可
能なものについては順次取り組んでいく所存

本稿の前半においては、本学教職課程で開

である。また、「はじめに」の箇所で述べた

講している「総合演習Ⅰ～Ⅷ」
（但し、Ⅷは２

ように、第二報においては、本科目を受講し

０２０年までの段階では閉講中）の歴史的な

た学生の授業感想表の記述内容の質的な分析

変遷を記述し、その法的な位置づけ、ねら

を通して、学習成果に関する報告を行う予定

い、特徴等について述べてきた。また、本稿

である。

の後半では、筆者が担当している「総合演習
Ⅲ

子どもの福祉と人権」という科目での実

践を踏まえ、受講学生にとってどのような点
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