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.はじめに

今日の教育実習で、の課題は、教員採用試験がますます厳しくなる中で，単に点数を高

くとる人たちしか教師になれないという現状になりつつある。つまり，受験戦争を勝ち抜

いてきた，点数絶対主義が幅を利かせてきていないでしょうか。その中で学生たちは，教

育本来の目的を失ってはいないでしょうか。教育実習に参加する学生の傾向も，教員を志

望する学生は，５０％を切ってきています。また，指示待ちの学生が増えてきています。

現在，学校教育においては，個を重視する学習が叫ばれてきています。単に学力のみな

らず，それぞれの生徒たちのもつ個性を大事にし，可能性をのばすことを「新しい学力観」

では，うったえています。

教育実習においても，それぞれの学生がもつ個性を大切にし，それを互いのよさとして

認めあえる環境が必要であると考えます。

また，学生たちが教壇に立ち，育てるこどもたちが〉社会に出たときの状況を考えると，

２１世紀は，現在より，ネットワークが完備され，いまよりさらに，相互のコミュニケーショ

ン能力を問われる時代になるでしょう。

現在の状況では，そのこどもたちを育てる教師が，コミュニケーションがうまくこなせ

ないものもででくる可能性があります。

そこで，今，必要なのは，

人とひととのかかわり

－「ヒューマン・ネットワーク」－

では，ないでしょうか。

人とひととの関わりは，直接，接することで学ぶことが多いでしょうが，現在の学校現

場の状況では，それは，時間的にも地理的にも困難な状況です。

そこで，インターネットを利用した，学生の指導も必要になってくると考えます。

インターネットは，時間と空間を短縮します。電子メールによって，時間は，短縮され，

ＷＷＷのホームページやテレビ会議システムによって，空間は短縮されます。

学生は，大学にいながら実習校との関わりを持つことができます。そうすることで，密

度の濃い教育実習が実施されるのでは，ないかと考えます。
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また，学生が，卒業してからも電子メールなどで，教師とコミュニケーションをとりな

がら，自分の勤務する学校でその教員の資質をのばすことができるでしょう。また，後

輩の学生に対しても，自分たちの現場の経験を伝えることができ，学生からは，違った視

点での考えをえることが可能であると考えます。

つまり，ヒューマン・ネットワークによって，人とひととのコミュニケーションの輪が

広がり，学生のみならず，現場の教員にとっても有益なものとなると考えます。

また，教育以外の分野からのネットワークへの参加も可能であるので，視野を広くもっ

た，とらえかたが教員に備わるのではないかと考えます。

そこで，インターネットを有効利用し，教育実習のみならず生涯教育としての教員の資

質向上の方法を提案したい。

･教育実習の課題

教育系大学に於いて，教員を目指す学生の減少傾向が見られ，教員採用試験もさらに厳

しくなってきています。そのような状況の中で，学生の教育実習に対するとらえ方にも変

化が見られてきました。学生の中には，単なる単位取得のために教育実習に参加し，意欲

を持って参加する学生の減少が見られます。

また，教育実習を受け入れる学校では，仕事の煩雑さが増加し，学生に対して十分な指

導の時間をとることができなくなってきています。

ＮＨＫの「教育トゥデイ・教師はこうしてつくられる」（1996.6.22放送）という番

組でも，教育実習の課題について，

・教員採用試験が難しい現在，暗記と受験要領のよいものだけが教師になれる。

個性ある教員の減少

自ら考え行動する教師の減少

・期間の短い教育実習で学生とって，十分な指導ができない。

教育実習期間の延長を実施している大学もある。

・継続的な指導が，困難である。

・こどもとの関わりが不足している。

であると，放送されていました。

今，教育実習を，見直す時期にきています。

本校では，実習期間については，現在，２週間から４週間（中学校では，３週間）になっ

ています。この短い実習期間で，教員としての資質の向上を求めることは，困難であると

考えます。

力､といって，実習期間の延長は，実習受け入れ校にとって，無理なのが現状です。

教育実習で本当に必要なものは，教育技術もとより，こどもたちと，いかに関わり理解

することができるかということだと考えます。

そのことは，指導教官と学生との関わりにおいても大切なものであると考えます。

現在の状況では，実習期間や学生との関わりに於いて十分なコミュニケーションが図れ

ていないと考えられます。
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･和歌山大学の現状

・ネットワーク設備について

現在，大学等の情報基盤の整備が急速に進んでいる。文部省では，従来から独創的，先

端的な優れた学術研究を生み出すための基盤として，大学等の研究者が必要とする学術情

報を迅速・的確に提供するとともに，研究成果を国内外に普及するための総合的な学術情

報システムの整備を進めてきています。通産省においても100校プロジェクトに見られる

ように，教育現場に対しても情報ネットワークの整備を進めてきています。

和歌山大学においても学内ＬＡＮの整備が進んでいます。ＯＲＩＯＮＳ地域ネットワー

クに参加し，インターネットを通じて全世界とつながっています。附属小・中学校におい

ては，約10Kｍ離れた大学と光ケーブルで専用回線（通信速度通常128Ｋしかし1.5Ｍに

も対応）がひかれ，附属養護学校では，ＰＰＰ接続で，各種コンピュータを有機的に結び

高速に大容量の情報通信を実現し，インターネットを通じ，ホームページによる情報の

発信・受信，データベースの検索，電子メールの交換など多様かつ高度の情報サービスの

提供を可能としています。

また，附属小・中学校では，校内にイーネットが引かれ】各普通教室・メディアホール・

特別教室・研究室などすべての部屋に情報コンセントが設置され，端末としてのコンピュー

タが設置されています。

また，大学においては，‘情報処理センターや教育実践研究センターに端末が，かなりの

台数設置されています。

それらの端末は，それぞれの学校で児童・生徒・学生・教官が自由に使える環境にあり

ます。

･教育実習の現状

教育実習の事前実習は，２月の中旬に大学での講義と附属学校での実習を含め３日間実

施されており，またう事後実習は，１１月に２日間本実習のあと実施されています。本実習

は，９月に３週間実施されています。

大学と附属学校は，同じ敷地内になく，紀ノ川をはさんで約10KＭ離れています。その

ため，２月の事前実習から本実習までの６ヶ月間は，学生と実習指導教官との間で，コミュ

ニケーションをとる機会がほとんどとれません。また，学生も生徒の様子を観察する機会

も余りとれないのが現状です。

こどもたちの情報を十分得ることなく実習に望まなければならないのが現状です。

学生たちの意欲の喚起と，目的意識の向上，充実した実習のためコミュニケーションの

活発化をはかる必要があると思います。
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･インターネット利用による効果

教育実習指導にインターネットを使うことで，次のような効果があると考えます。

（１）リアルタイムな情報の伝達および収集ができる。

○テレビ会議システムの利用

ビデオカンファレンスシステムによる，授業公開および研究討議

遠隔授業

○電子メールによる交流（チャトなど）

電子会議室の設置によるテーマ別討議

メーリングリストによる，交流

○ホームページによる学生と生徒・学生と教官・学生同士の交流が可能

ホームページによる教育実習指導

実習受け入れ校と学生・大学教官とのホームページ上での交流及び指導

実習受け入れ校のこどもの生活の情報をホームページよりえることが可能。

（３）生涯にわたり交流が可能である。

学生のときのみならず，将来に渡り交流を持つことができる。

これらのことを，活用することで，先に述べた，教育実習の課題が解決でると考えます。

和歌山大学教育学部附属中学校のホームページ（http://www,ajhs,wakayama-u,acJp/）
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｡実際の指導

現在，実施されているインターネットを利用した教育実習の指導は，

（１）電子メールによるコミュニケーション

（２）ホームページによる指導

（３）オフラインミーティングによる指導

です。

（１）電子メールによる指導

1994年より数学科の学生を対象に教育実習の電子メールによる指導を実施しました。

現在は，数学科だけでなく他の教科や学級指導についてもおこなっています。

事前実習が前年度２月に実施されてからのち，９月の本実習までの間，電子メール

によって，実習までの課題の提供，および学生からの質問などを個別及び全体に指導

してきました。

学生は，大学の端末からや家のコンピュータから，メールを送り，教育実習までの

自己研修に役立てることができました。

また，実習受け入れ校と学生・大学教官の三位一体となった指導により，本実習に

おいて，今までの実習指導以上の効果が上がったと考えます。

教育実習の部屋のホームページ
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（２）ホームページによる指導

附属中学校のホームページには，「教育実習の部屋」というページがあり，この中

で，学生に対して様々な情報を提供しています。

内容は，

・教育実習の実施案内（日程や内容について）

・教科別課題

・実習生の研究課題（教育実習での学生ごとの研究テーマ）

・実習情報

・先輩や教官からの実習に関するアドバイス

教科指導について・生徒について・生活についてなど

・中学校の各学級のホームページヘのリンク

学級のホームページ・生徒会活動・学級日誌

です。

学生は，事前にインターネットを使って，これらの情報を得たり，また，教育実習に関

する質問のページで実習担当教官に個別に指導の電子メールを送ることが可能です。

爪RDJ柚■ご甲迅、且■ｙａｍ＞u_“ａDOC心1ｓ卜U9ehDca･Mhw8h8mmo4JA8.｣｢HphS炉｡CLINTERN-IIwq 淀pﾉ.‐■町nｓ■璽句一一寡｣α00.,9ｍ￣ＰＳＷ-列１町、90向=A夕G二Ａ二にnlEm7yo=:、

’９６５三度裁育実翌生の辰秀テーマ ④教育実習情報（学生用）⑦

教育実習生の本実習までの研究テーマです。

直筥、ニカデーマ6こつ､､では、閉■中学皮の政官、謡毎を受ﾄｬてし､念も､力で、
今ＵＬ氏わっていくと思い童Ｔ４ｚ、衷了．打互b､iニどん雄二とをテーマi二とて、
取り阻んでb､るあ､みて．弓死テーマごとに閃■交喚として、本実習i二室皀､吟で<電
ごｂ､９

本実習宮でｎGヶ月あり倉十．その召i二自分の研究テーマ瞥理塗ごi+て
本奥留守その夷館をぉ二贈える主う漣しておき責し＝うり

息だ、近子メールや．頁間刀ページで、担当Ｂｒ百6二自分のテーマi二つb､て゜
頁問しだりしで．自分の冴えを倉どのでおき裏し＝う。

URi二、本其習弼二シンポジュームもあり室十ので、完査できるようi二二■して
おき史し生う，

ＵｙＥＦ－ﾉＶｇＴ

教官・先輩たちからのアドバイス

ニのページは、教育実習のいろいろな情伍を提供するろです。

画型ツゼージ釣｡〈［Ba亀k］

■先輩からのアドバイス

Ｌ鮫科について

２.生捷について

３.全本について

４.突暫中の生活について

■教官からのアドバイス

隈墾'･'…:.'壁且'.i望'･'…!.'…'.'…空!.'…'.'…'･'曇

実翌に宝する訂司

国語科

生還とのかかわり方i二ついて（入呆ヨ要子）
わかりやＴｂ､畏宣（守安史禽司）
区梧の佼其方雲i二つb､て（西村逗子）
国居の面ヨさ己:労から展衷（鉛三轡子）
わかりやすい蜜貢・只咲のある蚤亘（蚕蟹司子）

社会科

国先輩からのアドパイスユ

■教科について
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ｃ自分方8大研呰うけても、その２回科全図が淫力し会う二とが大切署０（4ラハ”〒）
巨促の回春字館iさ、雄か心か便利です矢。だけど、いるし､ろも､ろ１，､ろ空蔚客（パチン＝霊．テテン企ど）２５
あり虫寸匡趣して。㈹５Ａ網）

ｃ自分のｗ凌刀単元（彊史や亀理・化学や均亀盆ご）’二卓ろとi含思う翁b､、で．耳亥戦捧の内容も館、して
おくと妄}､で十塁。（Ｏ５Ａ３０６）

･実習前に．「だい定b､二ん婚二とやウ定b､鞍，」とｂ、ラニとi吉、■えており､全iニラ」;＝1,､でし上う．やウ
たb､二と力ziさっきDしむb､と主憧は、雲っ担ぐ理解もてくれなb､し．堅力もして<左宕b､と思い衷十
。（４５Ａ３２１）

＝授衷裏I吉、早の早のi二・ためると大麦。（４５Ａ314）

口実断り渇合、枠'二屋月の畳白をするとき．そり陰や作巷i二ついで爾色って■ベでおく雇うが篭対よb､で十
。（４５Ａ５０４）

ご汝学でIき、当主ヮ的と思ってb､左定理にっb､てりt詞し企けれ窟堵ら宅6､ので大正‘（縄４７０１）
Ｅ色字Iさ、ティームディーチングを勉強してお卜､てくださｂ､。m３Ａ鉤2）
巨音喪で、宴習中にしくて．と゛アノの領習i食でき宮ぜん：事前i二演習とておち､定雇う島E生も､で十衣。（OSA

罰)6）

ｃ英蟹i宝、Bi竃中他を使う二とが多いので．イラスト禽魯用回しておも､主l竜う35良b､で＋主。（４５Ａ6,23）

概蝿瀦蝋『,;字………(糧'''jQ豪）
生徒とともIニオたてb､ける畳苞（百出研超）
只譲２６だせる二台刀できる受白（島三妓三）
=える段衷（覇■閂子）
暗記で鞍も､吐会②（周密光矢）
生徒6二悶砠哲■壱昇って与えざをろ授寅（出口事ご）
写える畏宴（宇野君こ）
百畳魯勾えさきう筵の'二（下記三莞子）
生還i二貝壕をも＝含ろ91竃（垳毛星行）
せ､､どの心をも､２，iこつか心念０．－万可i二竃りや戸、､詮全科でとつ表うに竺担と天売十己か（岩吸晋憂）
室建の呼吸でで色ら撞更（岩本里寮）
楽しく､わかりやＴｂ扱重（宮宅拭莞）
生淀6二牙えさをろ妥禽（福山鐘一）
一つの蜜史をあるわら目で見＝う（±二重行）
理23ＬやPrb､長倉（幹斧太）
も､ろb､ろ危二とi二つ.､で駆り．そ辰｡二つで､て自分左りり汀えをもてる揖耳（信幻嘗行）
全撞き6自ら与え．自ら字ポニと刀で省る垂重（谷口正一）
生徒倉か吋緒、堂万（三上始圭里）
目分か二ととして．弓える甦会巴.ﾜ受寛（衷璽丑）
可_えさ士ら辰宣・負亮力津てる壷茸信一尋）
些会乎皮と敢邸方容と、岡わり（二下智子）

■△愛ｾｰｼﾞ動､<ロムと,二`量る
07⑩Zｍ０００２１４１
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本実習までのあいだ，今まで課題となっ…!…＝

ていた，生徒の情報の不足や，実習担当，，`雫２年率の藷自篝２月學ｘ`同~2,日

教官とのコミュニケーションの不足をこ

こで，解消できます。

また，学生と生徒とのコミュニケーショ墜竺

ﾝも電子メールやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより行露鱈:議溌…
うことが可能で，本実習までに生徒との：擬護鍵慧謹一難…~鯰…、

コミュニケーションを図ることも可能に奪塗垂
なりました。 堅の蜜、人も壱んでB､竺らＬｂ､命で．孚鼓で活と台亀=傘｡っ罠と思う

学生同士については，同じ教育実習研鐙ﾕ…塁Ｌ

欝競房二稟菫二と鷺警馳蝋篝藁妻三ニヅ蕾…鰻
麓鮮ﾊ…病･＝…了うきして・した。

と0ニラ．《・弩讃ぞし宅分0つ色ら・軟蜜i=・ごう毛ろオ､.・・・－宝亀のしでみ失う．．．、

今まで，十分に時間を確保できなかつ駐誇鯛專餅霊……に…し亀

た実習指導がインターネットを活用する二…一人~……し…………

ことで，学生個別に，継続的に，より充
A｣互里互墨'空二互竺Ｌ旦二上里且.２〃の〃毎Ｊａ夕～２９亘里旦里旦星/且鍾愛歩く/京一当竺f＝２２/

実した内容で行うことが可能となりまし……鐘`…………

た。

ホームページという一つの空間を共有することで，互いに情報を共有することができ，

より効果的に教育実習指導できると考えます。

(3)オフラインミーティングによる

しかしながら，ネットワークだけの指導に終始しては，実際のこどもたちとの関わ

りのおいて，不十分であると考えます。

より，深い関係を持つためには，オフラインミーティングにおり，実際に顔をつき

あわせて，コミュニケーションを図ることが大切であると考えます。

電話によるコミュニケーションから，コンピュータネットワーク（マルチメディア）

によるコミュニケーションへと世界は，変化しています。しかし，大切なものは，人

と人とのつながり．.「ヒューマンネットワーク」・・の構築では，ないかと考えま

す。

学生と教育実習指導教官・大学教官とのネットワークがより意欲のあるまた，す

ばらしい教員を育てることができるのではないかと考えます。

つまり，教育実習とは，２，３ヶ月の指導に終わるものではなく，生涯にわたり，

必要なものではないかと考えます。

･学生の声

学生たちのインターネットの指導についての感想は，

・学校や生徒の様子が事前にわかり，本実習に生かすことができた。

.様々な質問に対して，個別に指導を受けることができ，疑問を解消できる機会

－１９－



インターネットの教育実習での指導方法についてＩ

が増えた。

・こどもとのコミュニケーションが事前にとることができた。

･教育実習についての様々な情報（先輩や教官からのアドバイス）がホームページで

紹介されているので，事前に知ることができよかった。

など，今まで，不十分だと思われていたことが，生かされたと考えられる。

･今後の課題

インターネットを利用した教育実習を全教科に於いて開始したのは，本年度（1997年度）

よりです。

今回は，インターネットによる教育実習の構想を提案するにとどまり，今後，利用の実

践の報告と，その効果について提案していきたいと考えています。

また，学生が，ネットワークを自由に使える環境の整備（大学・学生・教師）もさらに

充実していくことが必要で，学生が家からでもインターネットへアクセスできる環境の整

備も必要であると考えています。また，学生に対してインターネットの利用についての大

学での講義の整備なども必要になってくると考えます。現在，１年生で情報の講義を必修

にしています。電子メールの書き方と，基本的なコンピュータの操作についての講義を設

定しています。

学生が意欲的に教育実習に取り組めるよう今後でてくるであろう様々な課題について研

究していくことが必要であると考えます。また，大学を卒業してからも，だがいにネット

ワークを持ち，情報を交換及びコミュニケーションをとることで，相互に教員としての資

質の向上ができるのではないかと考えます。

そのためにも，ひととひととのつながり「ヒューマンネットワークの構築」が必要であ

ると考えます。

･参考資料

和歌山大学教育学部附属中学校ホームページ

http://www,ajhswakayama-u､ac.』p／

教育実習の部屋

http://www・ajhs・wakayama-u､ac・jp/doc/index7.ht、

和歌山大学のホームページ

http://www・wakayama-u､acjp／

和歌山大学教育学部のホームページ

http://jiji2edu､wakayama-u・ac・jp／
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