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私たちが兵庫教育大学
教職大学院を選んだ理由

教育・言語・社会棟

兵庫教育大学大学院学校教育研究科は，修士課程と専門職学位課程（教職大学院）から構成される。２つを合わ
せた定員は１学年300名と全国最大規模を誇る。今回その指導教員２名と院生４名（現職教員，ストレートマス
ター各2名）の方にお集まりいただいた。教師を志した理由，実際の授業，今後の抱負まで話は多岐にわたった。
まとめ／協同出版

出席者

吉川芳則氏（教授・教育実践高度化専攻長）
伊藤良介氏（院生2年・現職教員）
池田涼香氏（院生2年・ストレートマスター）

経験 則 を 理 論 か ら 考 え た か っ た

奥村好美氏（准教授・学校臨床科学コース）
小川珠代子氏（院生2年・現職教員）
西村英晃氏（院生2年・ストレートマスター）

緒に実践的な見地でタッグを組むことによって，教師の
指導力や力量の形成に大きく寄与するのではないかと思

――加治佐哲也先生が再度学長になられました。いま中

っています。教職大学院が拡充されることを契機に，教

教審の委員をやっておられますが，兵庫教育大学を教職

科教育や教職領域と教科内容領域の結びつきがさらに強

大学院のモデル校にしようとご尽力されています。今日

くなると期待を新たにしているところです。

の座談会では，若いストレートマスターの方も，現職教

――これから院生の皆さんにうかがっていきます。教職

員の方も，ざっくばらんにその教職大学院の魅力をお話

大学院には基本的に学部から進学するストレートマスター

いただきたいと思います。まず吉川先生から，専攻長と

と，すでに教職に就いている現職教員がいらっしゃいます。

してのお考えをお聞かせください。

伊藤さんは小学校の教員を何年おやりになりましたか。

吉川 これまで本学の教職大学院は4つのコースで構成

伊藤 今年で20年目になります。実は7，8年前にも，
「こ

されていましたが，今年度から言語系，社会系，理数系

ちらに来させていただこうかな」と大学院の説明会に来

など各教科のコースも加わり，8つのコースに再編されま

たことが2，3回ありました。

した。全国的にもこれだけ規模の大きな教職大学院はあ

――現場で教えていると，理論的なことについて学びた

りません。

いという欲望が出てくるということでしょうか。

私の専門は国語教育ですが，再編によって，古典文学，

伊藤 これまですべて自分の経験則でやってきたのですが，

国語学などを専門とする教員が教職大学院に加わること

「それがほんとにいいのか」
「もっとうまくなりたいけど，

になりました。こうした教科内容を専門とする教員と一

その方法って何があるんだろう？」って考えるようにな
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小川 教科は英語ですが，コミュニケーション力を付け
るという教科の特性に対して，しっくりこないというか，

全国的にも

すが，教職大学院に進もうと思ったきっかけはなんですか。

これだけ規模の大きな

――小川さんは，神戸市の中学校で教鞭をとられていま

教職大学院はありません

って，一度じっくりと学びたいなあと思っていました。

吉川芳則氏（教授・教育実践高度化専攻長）

何かコミュニケーションの授業を展開したい」と思って
いたときに，兵庫教育大学の大学院を知ったのがきっか
けです。

兵庫教育大学では

ので，2年くらい前，
「ドラマ教育と英語教育とコラボした，

ＦＤ活動にも

力を入れています

モヤモヤ感がずっとありました。私は演劇が好きだった

――ストレートマスターの方にお伺いします。池田さん
は関西学院大学教育学部のご出身ですが，教員免許は小
学校ですか？ それとも中学校ですか？

奥村好美氏（准教授・学校臨床科学コース）

池田 小学校と中高の英語の教員免許を持っていますが，

力量も高めていきたいという思いで進学しました。

教育実習だけでまだ現場に出たことはありません。ただ，

――奥村先生は京都大学の教育学部から兵庫教育大学に

教育実習は大阪と奈良と兵庫の3か所でやりました。

来られました。実践研究というよりやや理論的な勉強を

――なぜそんな3か所もおやりになられたのですか？

されたご経験から，この大学に来て学生指導の難しさを

池田 母校が大阪なので，まず大阪で実習がありました。

感じたというのはございますか。

それから中高の免許をとるために，母校の奈良の学校で

奥村 私が京都大学でお世話になった田中耕治先生は，

実習をしました。あと関西学院大学の取り組みとして，

理論はもちろん大事にされますが，学校現場との関わり

大学1年から兵庫県の学校で実習をさせてもらえるので，

も大事にしておられました。大学院時代から実際の学校

兵庫県でも実習ができました。

の現場に関わって，例えば指導案検討から授業観察，実

――4年間でずいぶん実習をされましたね。教職大学院

際に研究授業に立ち会って，事後研までを年数回，関わ

に来て，こちらも教育実習を重視していますが，事前に

らせていただきました。現場と理論を橋渡ししながら研

相当経験しているということになりますね。西村さんは

究を進めることを教えていただきましたので，ギャップ

どちらの大学のご出身ですか。

というのは少なかったと思います。

西村 実は兵庫教育大学が4つ目の大学でして（笑）
。最
初に愛知淑徳大学の福祉貢献学部を出ました。そのあと
滋賀大学大学院の障害児教育専攻に進みました。その後，

教職大学院で学ぶメリットとは

1年間，名古屋市で常勤講師をした後，大阪教育大学の

――教職大学院で学ぶメリットとしては，どのようなこ

特別支援教育特別専攻科に進み，現在は兵庫教育大学の

とが考えられるでしょうか。

教職大学院にお世話になっています。

吉川 ストレート生の場合は，現場の経験がなくて来る

吉川 勉強が好きやなあ（一同笑）
。

わけです。教職大学院では実習をかなり重視するので，

――ストレートマスターとしては珍しい経験をされてい

学部生からそのまま教員になる人に比べて，実習でいろ

ますが，今までにどんな面白い体験をされましたか。

いろな経験をして入りますので，教員になって最初に感

西村 教育現場では，特別支援学校と，通常中学校で担

じるストレスはかなり少ないと思います。もう1点は大

任を受け持ちました。特別支援教育については理論なり

学院ですから，修士論文を書かないまでも，授業や実践

実践経験があったのですが，通常学校で担任を持ったとき，

において，教育を科学するという手法や見方はかなり身

自分のなかで力量が足りないんじゃないかという思いが

に付けられると思います。

すごくあり，兵庫教育大学の教職大学院で通常学校での

――兵庫教育大学の教職大学院はグローバル化推進教育
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リーダーコースを設けています。急速なグローバル化が

村先生は教員の質保証ということについて，どのように

日本に求められ，海外から働きに来るブラジル人だとか，

お考えですか。

そういうご家族も普通学級に入ってきます。またJICA

奥村 大学教員の立場から考えますと，まず大学教員自

を中心として，日本の教育実践や教育方法をアジアやア

らも学生，院生に力を付けることができるような教育活

フリカに伝えることが求められています。英語がご専門

動ができているかを自身だけでなく，共同で考えていく

の小川さんはどう思いますか。

ということが大切なのかなと思っています。兵庫教育大

小川 自分が担任をした子どもで，中国籍やベトナム籍

学ではFD活動にも力を入れておりまして，例えばベス

の子がかなりいました。まったく日本語が分からない状

トクラスというようなものを，毎年学生の授業評価結果

態で来て言葉が通じないので，コミュニケーションはジ

等をもとに，選定をいたしまして，その授業を翌年に先

ェスチャーをしたりして関係づくりからやっていました。

生方に公開して互いの授業を見合い，力量形成につなげ

異文化理解をテーマにした，そういうコミュニケーショ

る取り組みなどをしています。そういった視点がすごく

ンの教育が，これから教科の枠を越えて，必要かなと感

大事になるのではないかなと思います。

じています。

教育現場のハードさをどう考えるか
博士 課 程 を 持 つ こ と の 強 み と は 何 か

――皆さんのように教育に理想を持たれている方がいる
教員採用試験の受験者が減っている一因にもなっている

西村 はい。私が兵庫教育大学を選んだ志望理由として，

と思います。伊藤さんと小川さんに伺いたいのですが，

博士課程があるということもあります。

教員のハードワークは後輩たちにどう説明しますか？

吉川 博士課程がある大学院は，それだけ実力のある教

伊藤 仕事はハードで99％大変です。ただ，残り1％が

員がスタッフにいるということになります。そのことが

その99％をはねのけてくれるから，続けられると思い

修士課程や専門職学位課程の教育にも影響を及ぼします。

ます。一つのことをやろうと自分がどんどん追及してい

兵庫教育大学でもそうした教員が大学院や学部の教育に

ったら，時間はいくらでも掛かります。たった45分の

当たるので，学生は，教員としての確かな力量を身に付

授業を考えるのに2時間，3時間考えることもあったり

けることができるのだと思います。

します。だけど何かしら子どもが一瞬伸びた，その瞬間

――いま文科省は教員養成の質保証を求めています。奥

というのが，きっとそれを埋めてくれるんじゃないかな

経験を積みながら

皆さんは，博士課程への進学をお考えですか。

勉強もできるという

一方，最近は教育現場がブラック職場であると言われ，

すごく恵まれた環境です

――兵庫教育大学は，連合の博士課程を持っています。

と思います。
小川 私もやっぱりハードだと思います。中学校，高校
では部活の指導が入ってきます。授業とそのあとの部活
や会議，家庭訪問もあります。私は一番最初，指導困難
校と呼ばれるところに行きましたので，ほぼほぼ24時
間営業。
「コンビニと一緒や」と思ってました。

現職教員と

ストレートマスターで

ひとつの授業を作り上げる

西村英晃氏（院生2年・ストレートマスター）

これがすごくいいと思います

池田涼香氏（院生2年・ストレートマスター）

――コンビニでも24時間営業は問題になっています。
小川 まさにタイムリーで，すごく大変なんですけど。
そのときある先輩の方が「先生はすごく大変な仕事やと
思うけれど，
『大変』っていう漢字は大きな変化って書
くよね。その子どもたちの変化を見れる職業っていうの
は，教師しかない。それをあなたがネガティブにとるか，
ポジティブにとるかは，あなたの心次第だ」と言われて

﹁経験が理解できる﹂

れでチャラかなみたいな感じがすごくあります（笑）
。

これが教職大学院の

ときにヤンチャな子たちが笑って卒業してくれたら，そ

一番の魅力です

グサッときました。確かにしんどいけれども，卒業式の

――チーム医療という言葉があります。それと同じよう

伊藤良介氏（院生2年・現職教員）

に，国はチーム学校を導入して，教員の負担を軽くした

省は教科担任制の導入を考えています。実際に小学校の
先生をされていて，外国語（英語）が入ってきたら相当
負担になりますか。
伊藤 英語が入ってくるのは，それほど負担感はありま
せん。10年前に改訂されたとき，私はその係をしてい
ましたから，自分自身いろんなセミナーに行ったりして

教職大学院は

では外国語や道徳が教科になりました。また，文部科学

これまでの自分の考えを

リセットできる場所です

いと考えています。学習指導要領の改訂により，小学校

小川珠代子氏（院生2年・現職教員）

学んでいます。私自身はそんなに負担感はないです。

なりたいと思いましたか。

――来年から修士課程の学生が国家試験である公認心理

池田 漠然と思い始めたのが小学校の終わりごろでした。

師の受験ができるようになります。学校現場でのカウン

両親ともに教師をやっていまして，
「今日はねえ，こう

セリングについて，担任の先生の仕事なのか，それとも

いううれしいことがあったんだよ」と食卓でそういう話

スクールカウンセラーのような専門家を入れたほうがう

が出るのですね。それで「ああ，先生って，こんな仕事

まくいくのか，教育実習などのご体験で，池田さんどう

なんや」と興味を持ったということが最初です。それに

思いますか。

中高の先生がすごく親身になってくださる方でした。若

池田 私はそういう専門の方にどんどん入っていただい

い先生だったんですけど，すごく夢を持たせてくれまし

た方がいいと思っています。担任だけでカバーしきれな

た。大学でいろんな子たちと話し合ったり，議論したり

いところ，子どもが見せてくれないところもあります。

とか，関わったりするなかで，だんだん「教師になりた

そういう専門の方の目から見てどうなのか。より多くの

い」という思いが強くなったというのが経緯です。

大人が子どもを見ることができる環境をつくったほうが

西村 私は小学校高学年のときに，教員になろうと最初

いいと思っています。

に思いました。その理由は担任の先生です。すごく楽し

吉川 25年前，私がまだ現場の教員をしていたとき，

い学級がつくれたり，その反対もあったりすることを体

アメリカの学校を見学したことがあります。小学校でし

験するなかで，先生方が持つ力やマネジメント力がすご

たが，
「スクールカウンセラーは普通にいるよ」と。ま

く違うところに魅力を感じ，そのときに教員になりたい

だ日本にはそういうのがない時代。
「そんな人が学校に

と思いました。

入って，大丈夫かな？」
「なんでそんな必要があるのか」

――皆さん方はたいへん恵まれた環境で勉強されていま

と不思議に思っていましたが，それからどんどん日本に

す。後輩たちに「兵庫教育大学の教職大学院に来たれ」

も入ってきました。子どもも社会的要請も変わってきて

というのを順番にお願いします。

いて，これからはいろんな立場の人が専門性を発揮して

池田 兵庫教育大学の教職大学院の大きな魅力は，実習

学校のことにあたったり，子どもにあたっていく時代に

の多さだと思ってます。ほかの教職大学院に比べて長期

なっていくと思います。

であり，経験を積みながら，勉強もできるという，すご
く恵まれた環境にあると思います。ぜひ欲張った2年間

教員 に な り た い と 思 っ た 日 は い つ か
――ストレートマスターのお二人はいつごろから教員に

を過ごしてもらえたらなと思います。
西村 兵庫教育大学の魅力は教授陣だと私は思っていま
す。先生方が率先して，地域のコミュニティーとか人脈
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を駆使して，様々なところに連れていってくれますし，

メンターの悩みも知ることができるので，将来自分がメ

学外での体験や学内での学びというものを総合的につく

ンターになったとき，若手を育成する大変さもちょっと

ってくださいます。

感じられ，交流していて勉強になるところです。

――現職の先生方が教職大学院に入学するにはいろいろ

西村 教育現場で関わる先生方ですと，すごく肩の力が

な入り方があります。伊藤さん，小川さんは教育委員会

入った状態で議論をしなければいけない場面が多くある

からの派遣ですね。現職で「10年目にちょっと悩んだ」

と思うんです。それが大学で現職の先生方と関わると，

「20年目で一気呵成にこの大学へ来た」という人たちが

肩の荷が下りていたり，すごくカジュアルに討論を繰り

いると思います。そういう人たちに再教育，スキルアッ

返すことができる。現職教員の方とストレートマスター

プの面白み，大切さをお話しいただけますか。

の学生がひとつの授業を作り上げたり，ワークショップ

伊藤 まず，
「経験が理解できること」が一番の魅力だ

形式の授業を作り上げていくということはすごくいいと

と思います。今までは，経験でなんとなくやってきたも

思います。

のが，理論立てて理解できることによって，指導に自信

――現職である伊藤先生と小川先生に伺います。
「若い

がもてるようになりました。また，先生方が親身になっ

人の発想はすごいな」という場面も含め，歳の離れた世

て相談にのってくれることも魅力です。

代と机を共にするメリットをお話しいただけますか。

小川 私の場合，教職大学院は今まで大変だったことな

伊藤 現場にいたら，僕が授業をしたとき，20代の先

どをすべてリセットする場所と捉えています。今までの

生方は僕に「こうじゃないですか」
「これ，こういうこ

自分の生き方とか，考え方をまずリセットして，いった

とですか」って聞きにくいと思います。だけど，こちら

ん止まって，正しい方法といいますか，自分のあるべき

に来て，たとえばここにいる池田さんにも授業を見てい

方向を探っていく。兵庫教育大学は他府県の方と接する

ただいて，
「ここはこうじゃなかったんですか」と言っ

機会もありますし，留学生との交流もあります。いろん

てくれる。すごく新鮮で，すごくありがたい。それは1

なところで視野が広がるっているのをすごく実感してい

年ぐらい前に自分のなかで起きた変化のひとつ。今まで

ます。

批判的に言われるのがあまり好きじゃなかったんです。
プライドも高かったので。ところが今は，逆に批判的に

現職 と ス ト レ ー ト ， 交 流 の メ リ ッ ト

言ってもらわないとなんか物足りなくなってしまって。
小川 若い現役生たちのほうが，私よりも非常に精神年

――ストレートの学生と，現職の先生を経験している学

齢が上だなと感じることがたくさんあります。道徳の授

生の交流のメリットはありますか。

業案とかキャリア教育で，一緒に授業案をつくったりす

池田 授業で現職の先生にメンターになっていただき，

るんですけど，私は普通に導入，展開と今までのありき

授業をつくって検討するというのがあります。そのとき，

たりなパターンで考えてしまう。そこを「いや，そうい

自分に見えない教材の深さであったり，こういうことを

う枠組みを取っ払って，まず枠から外して考える」と提

気にして授業をやっているんだということも分かります。

案されて，今までのすごく頭の固いものがガツーンと石
で打たれたような感覚を覚えました。
――最後に吉川専攻長からどういう学生に来てほしいか，
一言お願いします。
吉川 人と一緒に関わり合って学ぶ，そのことのよさを
感じられる人，教育や学校について夢を語り合いたい人
はぜひ本学に来ていただきたいと思います。それに対応
できるスタッフがたくさんいます。
――本日はこれで終わりにいたします。どうもありがと
うございました。

