
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

教育学部 子ども発達学科 教授 山本 かほる 

最終学歴 学 位 専門分野 

愛知教育大学 教育学部卒業 学士 国語 教師教育 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標）教職へのモチベーションを引き出し、維持向上させる 

教育学部には、やりがいのある「天に事うる職分」として教職を選択して入学してくる学生

がほとんどである。しかしながら、学ぶべき事柄の多さや、コミュニケーション力、しなやか

な人間力が必須であることを知り、自信を失ってしまう学生も少なくない。また、「ブラック職

場」とまで言われる昨今の教育現場の現状や採用試験の厳しさなどから、徐々にその志が萎え

てしまう学生も見受けられる。 

そこで、教育現場の現状を正しく理解させるとともに、学生の教職に対するモチベーション 

を引き出し、維持向上させる授業内容や手立てを工夫していきたい。 

（計画）教職のやりがい、特に若手教師の現場での状況を担当する授業内で伝えていく 

・教育実習事前事後指導（前期） 

事前指導では、建学の精神「真に信頼して事を任せうる人格の育成」を目指し、実習生とい

えども実習中は一人の「教師」であることを自覚させるとともに、子どもと接する楽しさ、指

導を工夫する面白さも伝え、ポジティブな気持ちで実習に臨ませる。特に、全員に指導案作成

および模擬授業を体験させることにより、一定程度の授業力を身に付けさせ、自信をもって実

習に臨めるようにしたい。また、事後指導の振り返りでも「楽しかったこと」「やりがいを感じ

たこと」を共有できるようにするとともに、成果発表会を実施することで、自己の成長を振り

返らせ、自信をもたせたい。 

   ・教職特講（前期） 

     教員採用試験に備えて学習させる中で、抽象的な学習内容であっても、それが学校現場では 

どのように具現化し、どのように役立つのかを意識させる。これにより、受験勉強のモチベー 

ションにつなげるとともに、試験のためだけの勉強にとどまらず、教壇に立ったときに実際に

「使える」スキルとなるようにする。 

   ・ 教職概論（後期） 

     教職に関する歴史や理論・用語を、現場で起きている様々な教育課題の豊富な事例で説き起 

こし、実際の教員のリアルな姿とどのように結びついているのかを理解させる。また、若手教 

員の生の声を紹介し、「教育に正解はない」ことを実感させつつ討論などの対話的な学習を取

り入れたアクティブ・ラーニングをめざす。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 国語、教育実習Ⅱ事前事後指導、教採対策特講、基礎演習Ⅰ、サービスラーニング実習Ⅰ 

（後期） 

 教職概論（幼・小）、国語科教育法、教職実践演習、教採対策特講、基礎演習Ⅱ、 



サービスラーニング実習Ⅱ、教育実習Ⅱ 

 

○教育方法の実践 

・「教育実習事前事後指導」（前期）においては、昨年までの「教育実習Ⅱ事前事後指導の

手引き」に改良を加え、万一急に遠隔授業に変更になっても学習に支障が出にくいよう、

学生が読んだだけで理解できるように改編した。内容も、実習に向けた心構え・指導案作

成や授業実践の他、事務手続きや実習校訪問のマニュアル等、この１冊で実習に必要な実

務と学習が全て網羅されるよう工夫した。 

 また、昨年までの「教育実習日誌」を改良して「教育実習ノート」と「教育実習記録」 

の分冊とし、前者は手続き文書とその記載例、後者は実習の諸記録に分けて、学生や実習 

校に分かりやすいよう改編した。実習前２週間の健康観察カードも掲載した。 

 例年の「小学校教育実習実施要項」についても、本学の「実習における感染症対策ガイ 

ドライン」を新たに掲載し、実習校への送付もこれまでより１ヶ月近く早めるなどの改良 

を行い、実習校の理解と協力が得られるよう努力した。 

 教育実習開始前には、実習生の不安解消のための個別面談や指導案作成のための個別指 

導のどちらも、対面で時間をかけて行うことができたが、指導教員２名が担当する他の授 

業でコロナ感染者が発生したため、実習開始直前に計画していた模擬授業が実施不可能と 

なり、遠隔による個別指導を代替とせざるを得なかったことが心残りである。 

 ・前期「教職特講」においては、昨年度に引き続き、面接・小論文対策を担当した。過去 

問や教育時事を分析して作成した対策資料や、２次の面接対策をマンツーマンで一人あた 

り４時間～６時間集中して行ったことが奏功し、結果的には５人の合格者（うち１名は補 

欠合格）を出すことができた。しかし、小論文については１回の添削指導に１人あたり３ 

時間以上かかることもあって、１０名の受講生に規定の授業時間内で指導するには、２回 

書かせるのが精一杯であった。そこで後期は、規定時間以外にも延長して授業を実施した 

ものの途中でまん延防止等重点措置が発令されて、遠隔指導を余儀なくされた。来年度受 

験生対象の特講では、小論文指導については現在既に２回書かせたところだが、今後も指 

導方法を工夫し、あと３回は書かせ、対面でしっかりと指導して本番に臨ませたい。 

 ・「教職概論」においては、教職に関する基礎的な知識や理論、文部科学省や関係機関か  

ら発表された最新データ及び教育問題についての報道を踏まえつつ、現場のリアルな話や 

悩める教師の生の姿を取り上げたパワーポイントや動画教材を作成した。今年度からコー

ス別の授業になったため、小学校現場の話を中心に、「学校＝ブラック職場」とする昨今の

言説やいじめ・モンスターペアレント、ICT活用教育等現代的な教育課題と、それらの知識

や理論、言説とがどのように関わっているのか、そしてそれらはどうすれば解決できるの

かについて、よりリアルに考えさせることができた。当初はグループ討議やディベートに

より「主体的・対話的」に学ばせていく予定であったが、対面での実施だったため、感染

防止の観点から一人一人に記述・発表させるという形に変え、毎回授業記録・感想考察を

書かせて添削・返却した。 

   授業評価アンケートでは、全ての質問項目で「そう思う」「非常にそう思う」が合わせ 

て１００％、評価は４．６～４．９であったので、学生からは概ね良い評価が得られたと 

感じている。ある学生の「これからの教師像を学ぶことができ、将来教師になりたいと強 

く思うことができた」というコメントのように、第１回の授業において数値で表現させた 

教職へのモチベーションは、授業最終回でほとんどの学生に上昇が見られ、低下した学生 



はいなかった。その他「内容盛りだくさんでとても充実した授業だった」「教師や学校の現 

状を知ることができた」「子どもに対しての接し方や関わり方について理解を深めることが 

できた」「皆と一緒に考える時間や一人一人発言できる時間など工夫があり、授業は大変楽 

しかった」「自分の書いたプリントに感想を書き、回収して次の講義で返してくれるため自 

分でもう一度見返すことができるし、先生からコメントも書いてあるため理解を深められ 

た」などの感想が寄せられた。 

・「基礎演習Ⅰ」「基礎演習Ⅱ」（１年生ゼミ）においては、前期は遠隔での実施ではあ 

ったが、他の教員と共同で作成したパワーポイントを使い、毎回課題を提出させて段階的 

にスタディスキルを身につけさせた。その後そのスキルを踏まえ、個別のテーマでレポー 

ト作成に取り組ませた。遠隔での指導だったこともあり、進捗状況に大きな個人差が生 

じたものの、最終的には全員が納得のレポートを仕上げることができた。初めのうちは狭 

い視野からの自己流の考察で偏った記述になっている学生が多かったが、資料検索の方 

法や視点の定め方について指導したことで、複数の視点から考察して客観的に記述できる 

ようになったことは大きな成果である。完成したレポートを１冊にまとめて製本・配付し 

たところ、保証人からも好評を頂いた。 

 後期はキャリア教育の一環として、履歴書作成やそれをもとにした就職面接シュミレー 

ションを実施した。ゼミ生には強烈な印象を残したようで、厳しかったが１年生のこの時 

期にこれからのことを真剣に考えるきっかけとなった、という感想がどのゼミ生からも聞 

かれた。後半はゼミごとに３グループに分かれ、対面でグループ研究に取り組ませた。担 

当ゼミでは「子どもの発達からみた正義のヒーロー像」「Switchはなぜ子どもを惹きつける 

のか」「アプリケーションツールが子どもに与える影響」という、タイムリーかつ教育に関 

係するテーマを学生が自主的に設定し、前期に学んだ文献検索やアンケート・インタビュ 

ーの手法を活かしてまとめさせることができた。 

 個別面談はきめ細かく実施でき、悩みなどの相談にのることができたものの、前期ずっ 

と遠隔実施だったことによる距離感がなかなか埋められなかった。ゼミ生の中には、ゼミ 

には出席するが他の授業への欠席が目立つ学生がおり、保証人と何度か電話で話して現状 

や実習要件について説明した。本人や保証人からは感謝されたが、出席状況や成績はあま 

り改善されなかったので、次のゼミ担当に丁寧に引き継ぎたい。 

     ・前期「国語」の授業では、大学生活やアルバイトで使う敬語・若者ことばなどに材を取 

って日常の言語生活を振り返らせて、今後教師として、また大人として使っていくことばに 

ついて関心を高めることができた。また、読む・書く・聞く・話すという４種類の言語活動 

を実際に体験させ、教師として必要なことばの力について確認させることができた。 

１５回のうちのほとんどが遠隔での実施となったが、毎回課題を提出させて添削・返却し 

たり、授業動画で前回のフィードバックをしたりし、振り返らせることもできた。 

   授業評価アンケートでは、全ての質問項目で「そう思う」「非常にそう思う」が合わせ 

て８５％～１００％、評価は４．３～４．８で、学生のコメントにも「良いところをほめ 

てくれる」「わかりやすく質問しやすい」「指摘が的確で分かりやすい」「現時点での国語能 

力がしっかりとわかり力を付けることができた」「音声付の授業動画が分かりやすかった」 

「資料がカラフルで分かりやすかった」「語彙力についてはすばらしかった」「フィードバ 

ックがあり理解しやすかった」等、概ね高評価だったのではと感じている。 

     ・「国語科教育法」は対面での授業が実現したので、学習指要領を読み込んで国語科の 



目標や内容について学んだ後、それを踏まえて全員に指導案５種類（物語文・説明文・ 

詩教材・入門期の話す聞く）を作成させ、個別に添削指導を行った。模擬授業は全員が体 

験できるよう、４人ずつの小グループの中で実施し、指導案作成前の共同教材研究と模擬 

授業の事後検討会もグループ内の話し合いで進めた。その際、机上設置型の大型ホワイト 

ボードを黒板に見立て、授業者になった学生は自作のフラッシュカードや挿絵・写真を掲 

示しつつ、実際さながらの授業を行うことができた。（グループ活動は、ソーシャルディス 

タンス厳守で実施） 

授業評価アンケートでは、全ての質問項目で「そう思う」「非常にそう思う」が合わ  

      せて８０％～１００％、評価は４．４～４．９で、学生のコメントにも「最初は赤ばか 

りのダメな指導案だったけど、回数を重ねる中でコツや書き方を教えて頂き、赤が減っ 

ていったことがとてもうれしく、書けるようになる実感も湧き、とても自分の力になっ 

た」「模擬授業で授業のイメージをつかむことができた。」「細かいアドバイスと指導がす 

ごく役に立った」「指導案に先生から〇をもらえるとすごく達成感があり、すごく学べた 

授業だった」「毎回個別のフィードバックがあって良かった」「指導案を５回書いて、児 

童の行動を想像したり、指導上の留意点を考えることが大変だった。」等、概ね高評価だ 

ったのではと感じている。 

     ・「サービスラーニング実習」については、Ⅳ社会貢献 の項目で詳述。 

 

○作成した教科書・教材 

 基礎演習Ⅰ  

    パワーポイント教材「レポートってどんなもの？」「レポートってどう書くの？」 

       悪文撃退！推敲用チェックシート 

 国語  

    パワーポイント教材「国語」 

    身近な言葉について話し合おう（コラム教材） 

       「大丈夫ですってほんとに大丈夫？」～若者ことば「大丈夫です」 

       「揚げ出し豆腐に変身？」～マニュアルことば「～になります」 

       「チワワの店員？」～主語と述語「ペットショップでチワワが売ってる」 

       「『お疲れさま』って言ったら怒られた？」 

 国語科教育法 

    パワーポイント教材「国語科教育法」 

    学習資料 

       「国語科の教材研究ってどうやるの？」 

       「国語科のアクティブ・ラーニングってどうやるの？～単元を貫く言語活動と

は？」 

       「国語科指導案作成例集」Ａ細案編 Ｂ略案編 

       「国語科指導案作成用ワークシート」 

       「模擬授業事前・事後検討会 グループマニュアル」など 

 教職概論 

    パワーポイント教材「教職概論」 

    学習資料・ワークシート 



       「学校現場に影響をもたらした社会のできごと」 

 教育実習事前事後指導 

    学習資料「教育実習 事前事後指導の手引き」全６０ページ 

          「学校ってどんなところ？」 

          「子どもとどう向き合うか」 

          「示範授業のどこをどう見るか」  

          「実録！ 教育実習事件簿」 等 

    「指導案例集（新学習指導要領対応）」（名古屋版）（愛知県版） 

    「教育実習ノート」 

    「教育実習日誌」 

     教職特講 

       「教員採用試験 面接の教科書」 

       「教員採用試験 論文の教科書」 

       「面接・論文用学習資料＆面接想定質問集～人物を問う質問 編」 

       「面接・論文用学習資料＆面接想定質問集～教育観を問う質問 編」 

「面接・論文用学習資料＆面接想定質問集～教職教養を問う質問 編」 

「各自治体の面接・論文過去問集 最新版」 

名古屋編・愛知編・三重編・岐阜編・静岡編・北海道編」 

      「個人面接相互評価表」「集団討論相互評価表」「場面指導相互評価表」 

「小論文相互評価表」 

      

 〇自己評価  

  学生の授業評価アンケートや毎回授業で記述させた感想などから、全般に、担当した授業に関して 

は学生の思考と感情を動かす授業ができたのでは、と感じている。昨年度、国語科教育法や教育実習 

事前指導で指導案を添削する中で、学生が共通してつまずくところがあることに気づいたので、今年 

度はそれを踏まえて指導案見本やマニュアルを作成し直したつもりだったが、実際に学生が作成して

きた指導案にはまだまだ課題があり、さらなる改善の必要があることが分かった。 

特に国語科教育法の授業では、スタート時期の２～３回はほとんど全員が介護実習のため欠席であ

り、全員揃って学べるのは半数回ぐらいで、模擬授業の回数確保に苦慮した。介護実習の日程は学生

によって異なるので、来年度も早めに日程を把握し、１回でも多く模擬授業を実施できるようにして

いきたい。 

  対面授業では、学生の発言や活動を多くしてアクティブな学びをある程度実現できたと感じている。 

遠隔授業に関しては、Googleクラスルームやｍｅｅｔを活用して、少しずつ学びの質の向上ができて

きたと思うが、来年度は teamsに変更になるということで、不安も残る。新学期が始まるまでにしっ

かりと teamｓに習熟し、遠隔授業に備えたい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

「教職課程における、国語科の『見方・考え方』を踏まえた国語科教育の授業」 



 

 

○目標・計画 

（目標）学習指導要領に示された国語科の「見方・考え方」を踏まえて、単元や授業の指導目標を明

確化する。また、学生自身が、教師として社会人として必要な国語力を身につけられるようにする。 

 アクティブ・ラーニング指向の高まりにより、話し合いを中心とした国語科の授業が増加傾向に

ある中、その授業でどのようなことばの力をつけたいのかが曖昧なままの、言語活動ありきの授業

が多い現状がある。いま一度、国語力とは何か、国語科でつけたい資質・能力、国語科における「見

方・考え方」とは何かを見据えた授業を構築していく必要がある。 

 

（計画）「国語」「国語科教育」の授業において、以下のような手立てを工夫する 

・国語（前期） 

  建学の精神にある「真に信頼して事を任せうる人格」に必須な国語力を身に付ける、最後の機会

が大学での学びである。そこで、自信の言語生活を振り返らせながら、様々な言語事象に対する考

察を通じて、教師として必要な国語力としての資質・能力を向上させる。授業内容としては、言語

体験の乏しい学生が多い現状を踏まえ、くりかえし書かせ、添削することで、正しい書き言葉や社

会生活に必要な敬語を身に付けさせることに注力するとともに、「話す」「聞く」「読む」活動も体

験させ、教師として社会人として必要な国語力の習得をめざす。 

 

・国語科教育（後期） 

  新学習指導要領で求められる国語科で目指す資質能力、「見方・考え方」を、単元や授業の目標

にどのように落とし込み、学習活動を設定するか、そしてそれをどのように評価するかを考えさせ

ながら、指導案を作成させる。また指導案をもとにした模擬授業では、全員が授業者となり、めざ

す資質能力を身に付けさせるにはどのような手立てが有効か検証させる。特に授業の事後検討に

力を入れ、グループ討議を通してアクティブな学びをめざす。その際、漫然と話し合わせるのでは

なく、話し合いの目的とそのための手順を具体的に示すことで、事後検討で何が分かったのかが明

確になるように留意する。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

・山本かほる編著『小学校 国語の授業ハンドブック』名古屋市教育委員会、2014年、76頁 

（学術論文） 

・西崎有多子 山本かほる『「資質能力目標」明確化による授業改善試案－この授業で何ができるよう 

にするか』東邦学誌第 48号第１号 2019年 

（学会発表） 

（特許） 

（その他） 

 ・山本かほる『提言 どうしたら国語力は向上するか』（『土曜国語 第 36号』 

                       名古屋市国語教育研究会）2015年、P４～５ 

 ・山本かほる『初任者研修 研修資料集』2019年 

  ・山本かほる『小学校教員採用試験 面接・小論文対策資料集』2019年 

 



 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

 

○所属学会 

 日本国語教育学会 

 

○自己評価 

新学習指導要領で求められる国語科で目指す資質能力、「見方・考え方」を、単元や授業の目標に

どのように落とし込むかを追究するため、学生とともに学習指導要領を読み込んだり、各教科書会

社の指導書を分析したりした。特に現行の指導書については、毎時間の指導目標において、教材の

特性と学習指導要領に示された資質能力とが有機的にリンクしていないケースもあり、単元目標や

授業目標設定の際に授業者が迷いやすいことが明らかになった。実際に学生が指導案を作成する時

にもこの点で悩むケースが多かったので、来年度はこの点をしっかりと分析し、指導書だけに頼る

ことなく、学生が指導案作成の際に困らないような授業資料や指導案の見本を作っていきたい。そ

してその作成過程で、国語科で目指す資質能力、「見方・考え方」を、教材の特性を活かしながら単

元や授業の目標に、どのように落とし込むかをさらに追究していきたい。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標）名東区内の小学校との連携を構築し、現在・そして今後の大学運営に資する 

本学は、１年次のサービスラーニング実習や東邦プロジェクト等において、名東区内の小学校

に学生を派遣するなどして良好な関係を築いてきた。この関係のもとで、昨年度４年次の小学校

教育実習の期間が１週間短縮された折にも、その一部の補填について、区内小学校において学習

支援人材としての学校体験をお願いすることもできた。今年度は、名東区校長会と一層密接な関

係を築き、さらなる連携の強化をめざす。 

 

 （計画）名東区内の小学校を順次訪問し、学校現場のニーズを把握した上で計画する 

  現在学校現場では、いわゆる三密を避けた教育活動の模索や、日々の消毒作業などで人手が不

足する状態が続いている。そこで、コロナ禍が落ち着いたところで、名古屋市立小学校で教職に

ついていた経験や人脈をもとに、名東区校長会長校をはじめとし、順次各校を訪問して、学校現

場のニーズを把握した上で、連携強化の協力を要請したい。 

 

○学内委員等 

教職支援センター運営委員会、幼小課程委員会（副委員長）サービスラーニング運営委員会 

 

○自己評価 

教職支援センター運営委員として、学生が学校現場に関わるボランティアの充実や、実習に向け

た条件整備、とりわけ実習における感染症対策ガイドラインの策定に携わることができた。また、

文部科学省通知にあった「学習支援等のために配置される人材等としての活動」として学生ボラン

ティアを名東区内の小学校に派遣し、運動会や学芸会の準備・実施に携わらせることができた。 

教職支援としては、２月に「教職セミナー」を企画・開催した。まん延防止重点措置期間だった

ためオンラインでの開催となったが、セミナー資料や Meet での個人面接演習、郵送での小論文添



削指導などを工夫し、受講学生からの高評価を得た。また、教務課・教育学部との連携を図りなが

ら教職特講の計画・実施を進め、小学校の教員採用試験に５名の合格者を出すことができた。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標）地域に対する本学のクレドに基づき、地域との連携・貢献の向上・進化をめざす 

  地元の平和が丘小学校に教務主任として数年間勤務した経験や、名古屋市教育委員会で勤務した

経験を活かし、人脈の開発や連携の強化に貢献したい。 

（計画）名古屋市、特に名東区内の諸団体・関係機関・市立小学校と積極的に交流し、学生の諸活動

への参加が円滑にできるようにする。 

   本学の特徴的な活動ともなっている教育学部のサービスラーニングの内容充実を図り、市内小学

校との連携を図る。特に、名古屋市教育委員会からの最新の通知・情報などを踏まえ、諸活動に参加

する学生に、地域の実情や注意点を伝えていき、活動が円滑・効果的に進むよう支援していく。これ

らの努力により、本学のブランド価値向上の一端を担いたいと考えている。 

 

○学会活動等 

特になし 

 

○地域連携・社会貢献等 

 サービスラーニングにおける名東区内小学校へのボランティア派遣のとりまとめ役として、各学

校との交渉・調整にあたり、以下の行事に学生ボランティアを派遣した。 

  前期 

５月２１日（金）猪子石小学校 運動会準備 

    ５月２２日（土）本郷小学校・蓬来小学校 運動会運営 

５月２９日（土）猪高小学校・貴船小学校・香流小学校 運動会運営 

後期 

     １０月２２日（金）平和が丘小学校 運動会準備 

     １０月２３日（土）平和が丘小学校 運動会運営 

     １０月２５日（月）猪子石小学校 就学時健診運営 

   １０月２６日（火）猪高小学校 就学時健診運営 

   １０月２６日（火）・２７日（水） 猪子石小学校 展覧会準備 

   １０月２８日（木）～１１月１０日（水） 猪子石小学校 展覧会運営 

   １０月２８日（木）本郷小学校 就学時健診運営           

１１月 ５日（金）香流小学校 スポーツデイ準備 

１１月 ５日（金）香流小学校 スポーツデイ運営 

１２月 ３日（木）本郷小学校 アートフェスティバル準備 

１２月 ３日（木）香流小学校 展覧会作品展示 

 

○自己評価 

 名東区内小学校へのボランティア派遣については、４月当初に名東区校長会会長（猪高小学校 

斎場先生）を訪問してサービスラーニングについてのご理解を得ておいたため、交渉が円滑に進み、 

昨年度より多くの学生を現場に派遣することができた。学生の事前指導や２週間前からの健康観察 



の徹底などを経て、当日も教員が手分けして現地に出向いて指導した。これまで本学が培ってきた 

名東区内小学校との良好な関係を、この派遣によってつなぎ、発展させることができた。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

 １ アクティブ・ラーニングについて 

昨年度から小学校において本格実施となった新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」

が改訂のポイントとなっている。これは、改訂論議の初期にはアクティブ・ラーニングと称され、

この考え方は、大学の授業改革に端を発しているとも言われている。 

そこで、今年度は昨年度に引き続き、担当する講義において、アクティブ・ラーニングをどのよ

うに具現化していくか、について研究・実践してきた。例えば国語科教育法では、、グループごとに

模擬授業を行い、全員に授業者を経験させた。その際、ホワイトボードを黒板に見立て、板書も全

員に経験させることができた。また、教職概論では、新聞記事や教育雑誌などから時事的な問題を

取り入れ、さまざまな教育課題を「自分ごと」として考えさせることで、思考をアクティブにして

いった。 

２ 教員養成・教師教育について 

校長職を退職後、２年間初任者研修の指導教員を務めながら、若手教員の悩みや喜びと向き合っ

てきた。コロナ禍による教育観の劇的な転換以外にも、教育を取り巻く情勢変化は年々激化してお

り、自分の経験だけでは解決できない問題も多くなってきている。大学教員として教員養成の一端

を担わせて頂くからには、諸文献にあたりながらこれらの経験を体系化し、学生により効果的に伝

えていけるよう、研究・研鑽を積んでいきたい。 

 

Ⅵ 総括 

本学に奉職して２年目となったが、学部をはじめとした多くの教職員の皆様の温かなご指導・ご高

配を得て、何とか１年を過ごすことができた。初めての遠隔授業や遠隔会議でとまどうことが多かっ

た昨年度と比べ、これらの方法にも慣れた今年は、昨年度の学務の取り組みや授業内容を見直し改善

する余裕もでき、落ち着いて取り組むことができた。来年度からは遠隔授業や遠隔会議の方法が変わ

るため、またゼロに近い所からのスタートになるが、今年度のうちに研究して支障なく対応できるよ

うにしておきたい。 

教育活動においては、実務家教員として、小学校現場で培ってきた知見を系統立てて整理し、大学

の授業という場で学生に効果的に伝える、というやりがいを感じることができた。興味を惹きつけ、

意欲をもたせ、主体的にそしてアクティブに学習させるためには、頭を柔軟にして、さまざまな工夫

をこらす必要があるという点では、大学も小学校も変わらないと言ったら過言であろうか。教職への

純粋な期待をもって入学してくる学生の意欲に応えられるよう、今後も工夫改善を続けていきたい。 

学生とともに学ぶ度に新たな発見があるので、授業内容や授業方法を不断にアップデートし、来年

度以降も教育活動と研究活動を有機的に結び付け、両方が充実するように精進しつつ、さらにアクテ

ィブな学びを提供していきたい。実務家教員として大学運営に貢献できることは何かについても、引

き続き考え、実践していきたい。 

以 上 


