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Ⅰ 研究論文 

奈良教育大学の「山間地教育入門」2年目の実施と受講生の評価 

 
河本 大地 

（奈良教育大学 社会科教育講座（地理学）） 
中澤 静男 

（奈良教育大学 教育連携講座（ESD）） 
板橋 孝幸 

 （奈良教育大学 学校教育講座（教育学・教育史）） 
 

Implementation of the 2nd Year of " Introduction to Educating in Mountainous Regions " at 
Nara University of Education and Students' Evaluation  

 
Daichi KOHMOTO 

(Department of Geography, Nara University of Education)  
Shizuo NAKAZAWA 

(Department of Education for Sustainable Development, Nara University of Education) 
Takayuki ITABASHI 

(Department of School Education, Nara University of Education) 
 

和文要旨： 

奈良教育大学が奈良県教育委員会との連携により設置した科目「山間地教育入門」の 2年目の内容をふりかえる

とともに、受講生の評価を初年度のものと比較し今後の在り方を提示する。山間地に位置するへき地小規模校へ

の訪問を中心としたスタディツアーとその事前・事後学習に対する、受講生の満足度は高い。ただし、受講生の

評価には、教育実習経験の有無が大きく影響している。今後の課題は、教育実習経験者を中心に受講を勧めるこ

と、フィールドでの地域理解を促進すること、本科目既習者向けに教育実習等の機会を設けることである。 

Abstract:  

This study reviews the contents of the 2nd year of the " Introduction to Educating in Mountainous 

Regions" course, which was established by the Nara University of Education in cooperation with the 

Nara Prefectural Board of Education. It also compares the evaluation of students from the 1st year 

of the course with those from the 2nd year, and presents the future state of the course. Students 

are highly satisfied with study tours, mainly visits to small schools in remote areas located in 

mountainous areas, and with the pre- and post-study programs. However, the evaluation of students is 

greatly influenced by the presence or absence of the experience of practice teaching. Future issues 

are to encourage people with the experience of practice teaching to take the course, to promote 

understanding of the local community in the field, and to provide opportunities for those who have 

already taken this course. 

 

キーワード： 

へき地教育 rural education  山間地域 mountainous area  小規模校 small school 

ESD（持続可能な開発のための教育） education for sustainable development 

ICT information and communications technology 
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１．はじめに 

人類は、多様な自然環境に即した暮らしの形をその

地その地でつくりあげてきたが、地球的規模で社会経

済活動の均質・画一化が進み、地域多様性は急速に喪

失している（河本、2011）。公教育は、多様な地域の暮

らしの持続に不可欠である。しかし日本では、都市部

から離れた農村地域、特に島しょ・山間地域における

「へき地教育」が、急速な少子化や度重なる学校統廃

合などにより大きく姿を変えつつある。 
山間地が面積の多くを占める奈良県では、「奈良教育

大学と奈良県教育委員会との連携協力に関する協議会」

に「へき地教育部会」が設置されている。この部会で

は、本学の教職員が奈良県教育委員会の学校教育課お

よび教育研究所の職員とともに、奈良県におけるへき

地教育の課題の抽出と改善に向けた方策の検討、奈良

県南部・東部の小中学校の現職教員（小規模学級の担

任等）を対象とした「奈良県複式学級・小規模学級担

任等研修会」の開催、持続可能なへき地教育体系の構

築に向けた方策の検討等をおこなっている。本稿が対

象とする「山間地教育入門」は、この部会における協

議の中で、将来の奈良県のへき地教育を担う人材を育

成する科目を本学に開設したいとの意見があって検討

し、2018 年度に設置したものである。ESD ティーチ

ャー認証プログラムの選択科目としても位置付けてい

る 1)。 
本稿では、その 2 年目の内容をふりかえるとともに、

受講生の評価を初年度のものと比較し、今後の在り方

を検討する。特に、初年度の事例を記した前稿（河本・

中澤・板橋、2019）で述べた、「山間地（へき地）の生

活実態や地域資源の活かし方に関する学習や、山間地

の学校との ICT 機器を用いたやり取り等へのニーズ

が確認できる。今後の取組に活かしたい」の内容が改

善できたかを検証するとともに、残された課題や新た

に生じた課題を把握する。 
なお、前稿では、『奈良教育大学史』（奈良教育大学

創立百周年記念会百年史部編、1990）およびその後の

動きから本学のこれまでの教員養成におけるへき地教

育の位置を確認するとともに、全国の教員養成系の学

部等におけるへき地教育関係の科目の比較検討をし、

「山間地教育入門」の初年度の展開や学生による評価

について記している。あわせて参照されたい。 
本稿ではまず、科目「山間地教育入門」の 2 年目の

展開を説明する。そのうえで、受講生の自己評価を初

年度のものと比較しつつ分析し、今後の在り方を検討

する。受講生の自己評価には、本科目の最終段階で配

布した「ふりかえりアンケート」を用いる。設問と分

析方法の一部は河本（2018）および前稿（河本・中澤・

板橋、2019）に倣った。 
 

２．「山間地教育入門」2 年目の展開 

２．１．本科目の特徴と実施形態 
「山間地教育入門」の対象は、前年度同様、山間地

域の教育に関心のある本学の学生すべてとした。これ

は、後述するスタディツアー実施の都合上、受講生数

を制限するため、いずれの学年でも受講できるよう配

慮したものである。また、異なる学年・専修の学生が

学びあうことにより、受講生が山間地域とへき地教育

に対する多様な見方・考え方をもつことを意図した。

前稿で述べたように、教育実習等を経験していない学

生でも、本科目で山間地教育に肌で触れる経験が、本

学でのその後の学びのひとつの土台になると考えられ

る。また、卒業・修了までに奈良県の教育事情をより

深く知りたい 4 回生や大学院生等にも、門戸を開きた

いと考えた。 
実施形態としては、自由科目（演習）として前期に

開設する形をとった。本学が休業中でかつ小中学校等

が授業期間である 9 月に実施する 1 泊 2 日のスタディ

ツアーを中心に、その事前学習・事後学習を組み合わ

せた。 
事前学習として、前期の授業期間中に 7 回の授業を

おこなう計画を立てた。うち 3 回は、山間地域の小中

学校における職務経験のある奈良県教育委員会学校教

育課の方々に、ゲスト講師として来てもらった。 
スタディツアーは、奈良県の山間地域を 1 泊 2 日で

訪ねることを核とした。訪問地域は受け入れ校の負担

を考慮して毎年変えることとしている。奈良県へき地

教育振興協議会の協力により、前の年度に奈良県へき

地教育研究振興大会の開催地となった自治体で実施さ

せてもらえることになっている。前年度は曽爾村・御

杖村であった。本年度は上北山村・下北山村となった。

小学校・中学校の授業参観を中心に据えるとともに、

当該学校区の山間集落の暮らしの様子や過去・現在の

教育事情に触れられるようにしたいと考えた。前年度

は学生および担当教員等が曽爾班・御杖班の 2 つに分

かれて各村の小・中学校をまわったが、本年度は上北

山村立上北山小中学校（小中併設校）、下北山村立下北

山中学校、下北山村立下北山小学校をそれぞれ全員が

訪問した。これらの学校では、児童生徒や教職員との

交流を重視し、へき地教育の実情を実感できるように

したいと考えた。両村教育委員会および訪問校との調

整には、奈良県立教育研究所の職員の協力を得た。ま

た、スタディツアー実施前に河本・中澤も下見を兼ね

て挨拶訪問を行った。スタディツアーは、学生が他科

目の授業を欠席しなくてもすむよう、また授業参観が

できるよう、9 月の実施を前提に計画を進めた。旅費

の一部には学長裁量経費を用いた。 
最後に事後学習として、スタディツアー後の別日に

意見交流会を開き、振り返りとまとめを行った。 
受講生は大学院生 1 名（事前学習にはもう 1 名出席
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していたがその後に海外留学。また、スタディツアー

のみ前年度受講生 1 名が参加）および学部生 13 名と

なった 2)。 
以下ではまず 2019 年度のシラバスを掲載し、その

後に事前学習・スタディツアー・事後学習の実際につ

いて述べる。 

２．２．シラバス 
本科目のシラバスの一部を、表 1 に示す 3)。なお、

スタディツアーの行き先以外は、内容に初年度からの

大きな変更点はない。 
 

２．３．事前学習 
第 1 回は 4 月 10 日（水）と 4 月 17 日（水）の 13:00

～14:30 に、オリエンテーションとしてどちらかの回

に出席を求める形で行った。主に河本が担当し、本科

目の概要と授業計画の説明を中心におこなった。前年

度と異なる点としては、全国へき地教育研究連盟に加

盟している学校を分布図にしたものを見せ、へき地教

育の全国的広がりとその中に占める奈良県の位置を確

認したことが挙げられる。また、スタディツアーの行

き先が上北山村・下北山村に決まっていたため、両村

についても簡単に紹介した。 
第 2 回は、5 月 8 日（水）13:00～14:30 に、「これ

だけは知っておきたい奈良県の山間地域の地理」と題

して河本が授業をおこなった。この回だけは情報館 3
階で実施した。受講生が互いを知る時間をアイスブレ

イクとして設けた後、地理院地図や奈良県のウェブサ

イト、小学校社会科副読本『奈良県のくらし』などを

用いて、奈良県がどのような地域から構成されている

か、奈良県の南部・東部にどのような地形・交通網・

人口・産業等の特徴があるかを確認した。 
第 3 回は 5 月 22 日（水） 13:00～14:30 に、「へき

地教育の概要と複式・少人数指導の特徴」と題して中

澤がおこなった。初任時に住み込みで勤務していた十

津川村立迫西川小学校（後に廃止されたへき地 5 級校）

での経験などをもとに講義した。 
第 4 回は 5 月 29 日（水） 13:00～14:30 に、「奈良

県の山間地教育の特色と課題」と題して河本がおこな

った。第 2 回の内容を振り返り、県内のいくつかの学

校の事例を参照しつつ、市町村合併や学校統廃合、通

学事情の変化、地域社会の変化、教員の異動や加配な

どについて説明した。なお、6 月は教育実習のある学

生に配慮し、授業を実施しないこととした。 
第 5 回・第 6 回は、7 月 10 日（水）13:00～16:10

に、ゲスト講師として勝谷征彦（奈良県立教育研究所

教育経営部学校支援係長）・東畠智子（本学教職大学院

准教授）の両氏を招き、それぞれ十津川村立旧上野地

小学校（2008 年度閉校）・旧上野地中学校での 1990 年

代前半の勤務経験を中心に話してもらった。両校は運

動場とプールを共有する形で隣接しており、また両氏

の勤務時期はほぼ重なっていた。内容的に重要なので、

この回については詳述する。 
まず、東畠氏から受講生に自己紹介の求めがあり、

各自が氏名・学年、履修の動機、これまでの授業で学

んだことを一人 2 分程度話した。次に両氏が自己紹介

し、約 15 分のグループトークに移った。「へき地の学

校やへき地教育についてイメージ、思っていること、

感じていることなど自由に話してください」という内

容であった。各グループからの報告共有後、勝谷氏か

ら旧上野地小学校の児童の活動の様子（授業、田植え、

サツマイモ植え付け、給食、運動会、わらべうた、稲

刈り、遠足等）を中心とした映像 3 本等をもとにした、

公開授業や校務分掌、特別活動などの説明があった。

氏からは最後に、十津川村で長年教員を務めていた向

平達雄氏による、「少人数だから、音楽の授業が難しい。

体育の授業がやりにくい。少人数だから学習意欲（競

争心）がない。少人数だから多くの考えや意見が出な

く、思考が深まらない。複式の授業は直接指導が 1/2
になり学習効果がそれだけ望めない。複式指導は学年

差があってやりにくい........等、その通りである。が、

止むを得ないと消極的にならないで、その通りなのだ

けど、本当に全くその通りなのか、と発想を転換して、

創造的な教育実践をしたい。特に異年齢集団の教育力

を充分活用し、積極的な面を広げていこう。 」という

メッセージが紹介された。 
東畠氏からは、十津川村立上野地中学校での勤務経

験から、へき地の中学校における教育活動と教員生活

についての講義がなされた。教育活動についてはまず、

中学校の特徴である教科担任制と、勤務校における複

数担任制についての説明があり、「一人で 3 学年を担

当することはどうか？」、「一人で複数教科を担当する

ことはどうか？」、「幼児期から人間関係に大きな変化

がないことはどうか？」という 3 つの問いが発せられ

た。へき地教育のデメリットととらえられがちなこれ

ら 3 つをメリットに転換する術を考えた。また、当時

の小中連携の実態や、進学先が十津川高校の場合以外

は村外になるため、親元を離れて生活できる力や、集

団の中で誰とでも臆せずコミュニケーションがとれる

力、自立した学習者としての確かな「学力」が必要と

されたことから、中学校教育は重要で責任が大きいと

の説明があった。教員生活としては、同僚とのつなが

り、地域とのつながりが密であったことが写真ととも

に示された。最後に、へき地の学校（特に中学校）の

魅力として、少人数の生徒を全教職員でみるため深い

生徒理解が可能なこと、自分の教科は全学年を一人で

担当するため教科指導力を高める必要があるし高まる

こと、同僚との深いつながりがあり共に切磋琢磨する

ことで生涯の友が得られること、地域との深い関わり

が地域を知ることや生徒の生活を知ることになるとの

まとめがなされた。 



 

4 
 

第 7 回・第 8 回は、7 月 17 日（水）13:00～14:30
に、スタディツアーの詳細を示し、訪問先に関する学

習をするとともに、上北山村立上北山小中学校とのス

カイプ交流をおこなった。その後、14:40～16:10 には

ゲスト講師として依頼した柳井孝文氏（奈良県立教育

研究所教育経営部学校支援係）による「へき地教育の

今」と題した講義があった。東吉野村で生まれ育った

氏が幼少時から感じていたこと、へき地の学校やへき

地教育に対する一般的なイメージ、現在の宇陀市にあ

った室生村立田口小学校等での勤務経験に続き、川上

村立川上小学校での勤務経験が詳しく紹介された。そ

して、へき地教育の魅力（良さ）、課題（問題点）、対

策等がまとめられ、「へき地の学校での授業づくりにお

ける工夫」として、少人数での授業における言語活動

の充実（多様な意見を多角的に考えられるような場面

設定、異学年との対話、過去の児童生徒の考えや表現

を用いる、ICT の活用）と、授業力の向上（学習のめ

あて（ねらい）の明確化とまとめ・振り返りの確実な

実施、ICT の効果的な活用）が挙げられた。最後に、

「小規模校だからこそできる実践と可能性」とこれか

らのへき地教育への期待が示された。 
事前学習としては当初、7 回分を予定していたが、

さらに 7 月 31 日（水）9:00～10:00 頃に下北山村立下

北山小学校とのスカイプ交流も実施した。先方の都合

のよい日時にあわせたため他の科目と重なった受講生

もいたが、スタディツアーにつながる学びの機会とな

った。 

２．４．スタディツアー 
スタディツアーは、9 月 26 日・27 日（木・金）に

実施した。まず吉野町の近鉄大和上市駅に 9 時 50 分

に集合し、10 時に貸し切りバスで出発した。 
11 時半頃に、旧上北山小学校を活用した「とちの木

センター」に到着した。上北山村教育委員会はこの施

設内にある。簡単な挨拶の後、上北山村の食材を活か

した弁当を食し、センター3 階のとちのき資料室にお

いて上北山村の教育長から、自作の掲示資料などをも

とに、同村の学校のあゆみや地理的特徴等について説

明を受けた。 
13 時すぎに上北山小中学校に到着し、日程確認等の

後、校長等から学校の説明を受けた。そして、13:50～
14:40 は 5 校時の授業参観を行った。小学校は全児童

（1 年 2 名・3 年 1 名・5 年 1 名）が合同で体育館で

のダンスの練習、中学校は 2 年 1 名が技術・家庭科（情

報）、3 年 2 名が数学の授業であった。続いて、上北山

小中学校の教員との懇談の時間を 1 時間程度もった。

全員が円になって互いに話す和気あいあいとした時間

になった。その後、奈良県のドクターヘリが校庭に着

陸して村から患者を運ぶという知らせがあり、児童・

生徒もしばらく下校できなくなったため、中学校の生

徒の教室に学生も入り、生徒による本の紹介を聞いた

り、互いに将来の夢について語り合ったりした。教職

員との集合写真を撮り、17 時に同校を離れてバスで下

北山村へ移動した。国道沿いとは異なる景観を有する

上北山村小橡の谷の集落群や、池原ダムのダム湖など

を車窓から見学した。 
宿泊先は、ペンションながい（下北山村下池原）と

した。スポーツ合宿参加者やダム湖でのバス釣り愛好

者によく利用されている宿である。17 時 49 分の到着

後、部屋に荷物を置いて夕食を楽しんだ。その後、近

くにある「きなりの湯」のある「きなり館」まで 20 分

ほど村中心部の旧街道を歩き、入浴と買い物をした。

20 時 20 分頃にきなり館を出て宿に戻り、その後は自

由時間とした。 
翌朝は 7 時半からの朝食後、集合写真を撮って 8 時

27 分に宿を出発し、徒歩で下北山中学校に向かった。

道中で、下北山小・中学校の教員住宅、池原の町並み

や主要施設、旧池原小学校の校地・建物の外観などを

見学した。また、下北山中学校の運動場で進められて

いた「下北山村立下北山保小中合同校舎新築工事」の

様子や、道向かいにある現在は使われていないプール

も眺めた。 
下北山中学校には 8 時 55 分に到着した。日程確認

等の後、校長等から学校の説明を受けた。そして、9 時

半～10 時 20 分は 2 校時の授業参観を行った。1 年が

音楽、2 年が国語、3 年が道徳の授業であった。続い

て、下北山中学校の教員との懇談の時間を 1 時間程度

もった。3 グループに分かれてそれぞれが円になり、

下北山中学校の教員が各グループで 20 分間ずつ懇談

する形で、上北山小中学校同様に和気あいあいとした

時間になった。11 時半にバスで出発し、国道 425 号の

つづら折りから下北山中学校や宿のある池原地区を一

望したり、車窓から明神池・池神社を見学したりした。 
下北山小学校には、11 時 50 分頃に到着した。校長・

教頭から家庭科室において日程確認と学校説明を受け

た後、12 時 23 分からランチルームで交流給食の時間

をもった。普段よりも食数が多いため、事前に依頼が

あって学生 3 名もエプロン等を着用して配膳をおこな

った。学生は小学生や教職員の間に入り、カレーライ

ス・サラダ・フルーツポンチ・牛乳の給食を楽しみつ

つ交流した。さらに、全校歯磨きを見学し、13 時 15
分まで昼休み交流の時間をもった。保健室での百人一

首かるた取り、体育館でのしっぽ取りゲームなどを楽

しんだ。続いて 13 時半まで、各学年教室に 3 名ずつ

入って、担任の指導のもと、児童とともに清掃体験を

おこなった。13 時 40 分からは、各教室で 5 校時の見

学をおこなった。1 年は算数、2 年は国語、3・4 年は

合同の社会、5 年は家庭科、そして特別支援学級の授

業で、学生は自由に移動しながら参観した（6 年は欠

学年）。その後、14 時 35 分から映像による学校の取組

紹介（15 分間）を鑑賞し、教員との懇談を 30 分間ほ

ど実施した。最後に 15 時 30 分頃から体育館で再度、
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児童と遊び、15 時 45 分にスクールバス下校の見送り

を教職員とともにおこなった。 
その後、下北山小学校の近くにあるコワーキングス

ペース BIYORI を訪ねた。ここは下北山村地域おこし

協力隊の仲奈央子（訪問直前まで旧姓で間瀬奈央子）

氏が管理人を務めている施設で、氏から地域おこし協

力隊の活動や村での暮らし、村での新たな取組等につ

いて学び、議論した。また、近くにある改装中の空き

家も少し見学した。16 時 45 分にバスで出発し、川上

村の道の駅で途中休憩して、18 時 30 分ごろに近鉄大

和上市駅で解散した。 

２．５．事後学習 
10 月 2 日（水）の 13:00～と 14:40～の 2 コマで振

り返りを行った。事前にメールで受講生に配布し全員

からの回答を回収していた「ふりかえりアンケート」

について、結果の概要を共有した。また、その結果気

づいたこと等を追記させた。 

３．学生の学びの分析 

本章では、ふりかえりアンケートの結果を用いて、

学生が学んだことを整理・考察する。まず、学生の出

身校の規模を把握したうえで、スタディツアーの学習

達成度自己評価、本科目全体を通じた学生達成度の自

己評価、本科目の学びの今後への活用意思、既修者向

け新科目のアイディアについて述べる。 

３．１．出身校の規模 
本科目における学生の学びには、出身校の規模が影

響する可能性がある。そこで、ふりかえりアンケート

の冒頭の設問として、「まず、あなたの出身校の卒業時

における総学級数（全学年の合計）を教えてください。」

を設けた。 
結果は小学校が 6～36 学級、中学校が 12～27 学級

（一貫校についてはそれぞれの該当学年分で計算）と

なった。初年度には小学校が 12～33 学級、中学校が

14～27 学級であったので、少し幅が広がった。しかし、

2 名の小学校段階を除き、小学校で 1 学年 2～7 学級

程度、中学校で 1 学年 4～9 学級程度の規模と考えら

れる。受講生には小規模校出身者がほとんどいないこ

とがわかる。 

３．２．スタディツアーの学習達成度自己評価 
本科目はスタディツアーを中心に据えている。そこ

で「スタディツアーについて、１（全く）・２（あまり）・

３（普通）・４（少し）・５（とても）の５段階で自己

評価し、（）に理由や内容を簡潔に記してください。」

の質問を設けた。その結果が図１である。いずれの項

目でも、1 を選択した学生はいなかった。項目の設定

にあたっては、前稿と同じく川前（2008）を参考にし

た 4)。これは、へき地小規模校に初めて赴くことによ

る「感動体験」を中心とした北海道教育大学釧路校の

2007 年度の新入生研修における 1 年生 196 人の事後

アンケートを分析したものである。比較すると、本取

り組みも傾向は類似しているが、5 や 4 の割合は全般

にやや小さい。 
「山間地の課題や可能性を理解できたか」では、初

年度は 3 と答えた学生が 2 名おり、いずれも課題をあ

まり感じなかったとしていたが、2 年目はそうした回

答はなくなった。課題（あるいはデメリット）として、

学生は「30 代 40 代の教員が少ないこと」、「30、40 代

の中堅教員が少ない。ミドルリーダーの養成を早急に

しなければならないのだと感じた」を挙げている。 
他方、可能性（メリット）については、「ICT や電子

機器の扱いが巧い」、「その学校独自の考えをもって指

導していることを理解しました」、「隣接する村との連

携や村への愛着などを感じられたから」、「義務教育学

校など先進的な取り組みを行っていた」等の内容が挙

げられている。さらに、「協力隊の存在など履修前に想

像していたよりも若年層の取り組みがあり高齢化問題

の解消や町の活発化に向けた動き(自伐型林業)に触れ

て可能性を感じたから」といった内容が記されている。

さらに、「先生方に学校現場の様子だけでなく、地域の

様子等についてもお話しいただいたことで山間地の課

題について様々な面から知り理解することができたか

ら」、「自立するための環境がそろっている」、「現職の

先生方からの話を聞けたことで山間地教育の現状の課

題と可能性を理解できたと思う」とし、現地の学校で

現職教員等を通じて理解を深めたことがわかる。4 を

選んだ学生と 5 を選んだ学生との間で属性や記述内容

に明瞭な違いはみられない。 
「子どもたちとの交流・触れ合いができたか」は、

初年度よりも 5 を選んだ学生が増えた。「特に最終日

の下北山小学校は、給食を一緒に食べ、休み時間を一

緒に過ごしてとても交流できたと思います」、「授業中

に子どもに声をかけ、コミュニケーションをとること

ができた」、「上北山の体育の授業で体育祭のダンスの

練習と、下北山小で休み時間にしっぽとりなどができ

た」、「苦手なグリーンピースを頑張って食べた子がい

た」など、具体的な内容が記されている。さらに、「給

食をはじめとする場での現地での生徒との交流、

Skypeチャットでの交流で相互に覚えていたことから

親密に接することができたと判断できたから」と、事

前学習における ICT 交流に効果を実感した学生もい

る。しかし反対に、3 を選んだ 1 名は「限られた時間

でコミュニケーションをとるのが難しかった」と記し

ている。また、4 を選んだ学生の中にも、「特に交流し

た下北山小学校で一部の生徒としか仲良くなれなかっ

た」、「触れ合うには少し時間が足りなかったと思う」

などと述べており、交流をもっと深めたかったという

気持ちが伝わってくる。 
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「へき地校の子どものよさを発見できたか」につい

ては、初年度はほとんどの学生が 5 を選択していたが、

若干減少した。4 を選んだ学生は、「生徒にもよるが素

朴で良い子が多い印象を受けた。もちろん『へき地だ

から』ということが理由かどうかは分からないが。自

分が通っていた小・中学校が荒れていたこともあり、

余計にそういう印象を受けた」、「素直な子が多いと感

じた。よく話しかけてきて来てくれた」、「みんな、思

いやりがあるところ。はきはきと話していたところ」、

「へき地校ならではの個別指導授業によって先生・生

徒間の仲もよく学力も高水準を維持できることが理解

できた」等と記しており、1 例目以外は 5 をつけるの

にためらった理由が明らかでない。5 を選択した学生

は、「多学年の子どもたちと一緒に授業や行事を行うこ

とで、上回生がとても面倒見の良いしっかりした性格

になっており、素晴らしいと思った」、「へき地校なら

ではの授業の工夫や子どもたちの純粋さ、コミュニケ

ーション能力の高さなどを交流することで発見するこ

とができたから」、「素直な子が多い。人数が少なくて

も元気に遊ぶ」、「少人数だからこそ画期的な取り組み

に取り掛かりやすい」、「子どもたち一人ひとりがのび

のびと成長していると思う。本来の教育の在り方とい

うものがへき地校にはあると思う」などを挙げている。

1 回生の多くにとっては入学して初の学校訪問となっ

たはずであるが、記述内容に上回生との違いはあまり

みられない。 
「へき地校の先生になりたいと思ったか」は、3 と

4 を選んだ学生の数が増えた。3 を選んだ学生は、教育

実習を経験済みの 4 回生や大学院生に 2 名、未経験の

1 回生に 1 名いる。前者は、「少人数による授業など、

教師として働く面では良さそうだと思った。しかし、

生活面では、ある程度都会のほうに住むほうが良いと

思うので、必ずしも、へき地学校の先生になりたいと

は言えない。新任で 2、3 年働くなら良いかもしれな

い。しかし、もし 30 代や 40 代のときに、もし自分に

家族がいたりすれば、へき地に移住してそこで働くの

は、正直ハードルが高い気がする」、「魅力は沢山ある

がやはり私生活の面が心配」と記している。自分ごと

として考えた時の壁が表現されている。下級生では、

「なってもよいとは思ったが、時と場合にもよるかな

と思う」とある。5 を選んだのはいずれも 2 回生で、

「なりたいと思う。授業づくりや学校経営について、

かなり実力がつくと感じた」、「へき地校へ実際に行く

ことで具体的で楽しそうなイメージを持てた」と述べ、

意欲的である。初年度同様、赴任した場合の生活面を

不安視する声があるものの、教育実践や教育環境に魅

力を感じた学生が多いと言える。 
「へき地校のプラス面を発見したか」は、初年度は

4 と 5 が半々であったが、2 年目は 5 が多数派となっ

た一方で 3 を選ぶ学生もいるという結果になった。5
を選んだ学生が多く述べているのは、学習指導におけ

るプラス面である。「授業においても生活指導において

も、先生の目がいきわたりやすいところ（中略）例え

ば、英語の授業のスピーキング指導において、40 人の

生徒を、それぞれ個々の実情に合わせて、完璧に指導

するのには無理がある。少人数での指導は本当に良い」、

「子ども一人一人にフォーカスがあてられるため、そ

の子にあった学びを考えたり、指導方法を試行錯誤し

たりできるので、学力はかなり向上すると思った」な

どが挙げられている。地域社会とのつながりについて

も、「教員同士の仲の良さや地域とのつながりはへき地

ならではのプラス面だと感じる」、「学校の門戸が広く

持たれていること。下北山小学校では、様々なイベン

トが開かれており、だれでも訪問してよい事になって

いる。地域と良好な関係を持っていること」等の形で

挙げられている。児童生徒と教員との関係についても、

「人数が少ない分先生と子どもの距離が近く、信頼関

係を築きやすいと思いました」、「生徒と教師の密接な

関係は教育に好影響をあたえる」等と記している。他

方、3 にした学生 2 名のうち 1 名は 3 回生で、「人数が

少ない分先生と子どもの距離が近く、信頼関係を築き

やすいと思いました」としており、特にマイナス要素

を記していない。もう 1 名は 1 回生で、「不登校の経

験のある生徒の多さに驚いた」と述べている。 
最後の、「大学での新たな目標が見えてきたか」は、

初年度に多数を占めていた 3 が減って 4 が増えた半

面、2 を選んだ学生もいる結果となった。2 にした 1 名

（4 回生）は、「選択肢が増えたという良い意味で悩み

が生まれました」と記している。3 を選んだ 1 名（大

学院生）は、「正直、へき地教育に関連する明確な目標

が出来たか言えば、はいとは言いがたい。院生なので、

自分の研究分野等に対する目標はある程度もっている

ので。そういった意味では、新たな目標が見えてきた

とはいい難い。しかし、山間地における教育などは、

英語教育専修の人は（授業の中で）おそらく出会わな

いであろう分野だと思う。今回のツアーで、少しでも、

山間地の教育について考えるきっかけになったので、

そういった意味では良かったと思う」と述べている。

全般に 4 や 5 は 1・2 回生に多く、「もっと様々な教育

形態について学ぼうと思いました」、「もっと学びたい

ことや教師について考える機会になった」、「自分のや

りたいことを明確にして教師になったときに実行でき

るような下準備をする必要を感じた」のようにやや漠

然としたものが多い。一方で、個に着目したコメント

も目立つ。「へき地の学校は、教員は子どもたちと深く

かかわることは必然的である。子どもたちが学校で過

ごす時間をより深く見守ってあげられるように、発達

心理などの専門的な知識も必要であると考えた」、「自

分にやりやすい授業にするのではなく、子どもに合わ

せた授業を考える力をつけること」、「人数が多くても

少なくても子どもたちの状態や状況に合わせた最適な

学習へのサポートができるようになるべきだと考えて
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いる」などである。 
図２は、学年ごとに各設問の自己評価の平均値を積

算したものである。全般的な傾向は、初年度と 2 年目

とで共通しており、「へき地校の先生になりたいと思っ

たか」と「大学での新たな目標が見えてきたか」がや

や低い。また、初年度は学年間の差異が数字にはほと

んど表れていなかったが、2 年目はそれらの項目にお

いて院生・4 回生が低い結果となっている。「へき地校

の先生になりたいと思ったか」は 1 回生もやや低く、

これは比較対象となる非へき地校をまだあまり見てい

ないことに起因すると思われる。3 回生で子どもに関

する項目がいずれも満点となっているのには、教育実

習で学習指導等を経験した直後にあったかれらが子ど

もとの深い交流を欲していたと見ることができるかも

しれない。 
 

３．３．本科目を通じた成長の自己評価 
３．３．１．概要 

スタディツアーだけでなく事前・事後学習をも含め

た「この科目全体を通じて、あなたはどう伸びました

か（あるいは伸びませんでしたか）？ 新学習指導要

領に示されている 3 つの資質・能力に分けて、なるべ

く詳細に述べてください。」という項目を設けた。（1）
知識・技能、（2）思考力・判断力・表現力、（3）学び

に向かう力、人間性等の 3 つに分けて、学生に成長の

自己評価をさせた。いずれも文章による自由回答であ

る。初年度には、「新学習指導要領に示されている 3 つ

の資質・能力に分けて」の部分を「『学力の 3 要素』別

に」、「（3）学びに向かう力、人間性等」を「（3）主体

性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」としてい

たが、ほぼ同じ内容である。 
これらの記述は、他大学の実践結果と比較すべく、

初年度同様に寺嶋ほか（2008）に倣って 6 項目に分類

した。寺嶋ほかの実践は、長崎大学教育学部 4 年生の

必修科目「学校教育実地体験実習」の中で「離島実習」

を選択し、小学校で 1 週間にわたって授業を参観した

20 名を対象にしたものである。学生が毎日執筆した

「ふりかえりシート」における「今日学んだこと」の

自由記述を、帰納的に抽出・整理している。「子どもの

特徴」には児童の性格、児童の運動能力、教師との関

係などが、「子どもを取り巻く環境」には児童の遊ぶ環

境、登下校の距離の長さ、通常の活動環境などが、「教

師の職務」には教師の職務の多様性、休日の活動、職

務への心構えなどが、「学習指導」には学び方の指導、

個々に合わせた指導、小規模校ならではの指導などが、

「地域と学校のかかわリ」には学校運営における地域

の力、地域と子どもとの関係性などが、「地域の実情」

には地域の連帯性、人間関係の大切さ、伝統行事に対

する心構えなどの記述が含まれている。本科目の受講

生の自由記述のうち、これらの 6 項目に当てはまらな

いものは「その他」とした。 
また、こうした回答には、教育実習の経験の有無が

関係してくると考えられる。上記の寺嶋ほか（2008）
の対象学生は全員が教育実習を経験済みである。そこ

で、教育実習を経験済みの大学院生・4 年生・3 年生

（計 4 名）と、未経験の 1・2 年生（計 10 名）とに分

けて分析した。 
以上をふまえた結果の概要を、表 2 にまとめた。記

述のあったものを 1 ポイントとして集計している。こ

こから読み取れる傾向について、学生の記述を適宜引

用しながら、3 つの資質・能力に分けて整理・考察す

る。 
各項目に該当する記述の有無を表中の「左記合計」

に見ると、初年度は「子どもの特徴」のみ記述が少な

かったことがわかる。これは寺嶋ほか（2008）と同じ

傾向である。ただし「教師の職務」と「学習指導」に

ついては寺嶋ほか（2008）に比べて記述の割合が大き

く、本取り組みの特徴と考えられた。それが 2 年目に

は、「子どもの特徴」がわずかになり、「学習指導」に

大きく集中したことがわかる。教育実習経験のある学

生は、「学習指導」を中心に「地域と学校とのかかわり」

や「地域の実情」に関する記述が多い。他方、教育実

習経験のない学生は、「学習指導」を中心に、「教師の

職務」について多く記している。 
 
３．３．２．知識・技能 

最も記述の多い「学習指導」に関しては、複式指導

や少人数指導が多く挙げられた。教育実習経験者で、

「複式学級での授業の実践例を見ることができたので、

へき地校の中で授業を進める方法に関する知識を得る

ことができたと思う。この科目全体を通じて、どのよ

うな知識・技能を身につけることができたというより、

へき地学校で教員をやる上で、どのような技能・知識

が必要であるか、自分の中で明らかになったほうが大

きい。（例、少人数学級での指導（後略）」、教育実習未

経験者で「そもそもへき地における教育方法自体に知

識が無かったため、大規模校とは違う教育方法の技能

を理論的に身に付けることができた。実際に訪れた学

校では、（中略）発表の機会を設ける方法など、新しい

実践を学ぶことができ、様々な事例を知ることができ

た」、「この講義の前半で、私は初めて渡り授業という

ものを耳にした。へき地の学校では全校生徒の人数が

少ないことにより、一つの教室に複数の学年が存在す

る複式学級という学級がある。しかし学年が違えば、

学ぶ内容も違ってくる。（中略）30 人学級では、人数

の多さにより、どうしても児童生徒を教材に合わせて

いかなければならない状況にある。しかしへき地の授

業では、教材を児童生徒に合わせていけるという。子

どもの学習する力はそれぞれである。ならば、教材も

その子にあったものにすべきだろう。後者では、少人

数の授業なのでそのやり方が叶うのだ。（中略）教材の
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ありかたについて考えさせられた」、「少人数ならでは

の授業方法の知識と授業方法それぞれのメリット・デ

メリットを学び、デメリットをどう解決すべきかを考

える力。複式教育の内容と教師の努力を理解し、もし

自分がへき地に就職したら、どのような工夫をすべき

かを考える力がついた」など、いずれも詳しく学びに

ついて記述している。 
「地域の実情」に関する内容も、教育実習経験者は

多く記している。「へき地に等級があること、住宅やそ

の他手当など生活面の待遇が良いこと、奈良県南部の

土地のつくりや歴史などを知ることができた」、「幼小

中高大と奈良市から出たことがなく、同じ奈良県にあ

る村なのにもかかわらず知らないことがたくさんあり、

講義を重ねるごとに自分の無知さを実感していたが多

くの知識が身に付いたと感じる（今、へき地はどうい

う状況なのか等）」、「スタディツアーに向けて何度か講

義を受け、山間地教育やへき地の様子についての知識

が深まりました。そもそも日本にどれくらい『へき地』

と呼ばれるところがあるのか（中略）も授業を受ける

まで知りませんでした」と、いずれも事前学習でへき

地教育の特徴について扱った部分を中心に記している。

教育実習未経験者も同様である。 
教育実習未経験者、特に 1 回生が「子どもを取り巻

く環境」について多く記しているのも特徴である。「想

像以上に若い先生が多く、中堅層（30・40 代）の先生

がいらっしゃらなかった」、「少人数学級のほうがきめ

細やかな教育ができ、メリットのほうが多いのではな

いかと以前は思っていたが、へき地校の教員の方にお

話を聞くと、人間関係が複雑になり学校に通いづらく

なる児童・生徒が少なくないとおっしゃられていた。

少人数教育には様々な側面があることに気付かされた」

など、スタディツアー訪問先の学校で現職教員から聞

いた悩みを、驚きをもって受け止めたことがわかる。 
なお、「その他」に分類した記述の多くは、へき地教

育自体に関する知識が身についたというものである。

「へき地に生きる子どもたちや先生の生活について、

最初は困難な面ばかりがイメージされていたが、授業

やスタディツアーを通して、へき地ならではの魅力、

特に学校でのメリットを新たに学ぶことができた」等

が該当する。 
 
３．３．３．思考力・判断力・表現力 

ここでも「学習指導」に関して記している学生が多

い。教育実習経験者のうち 1 名は、「へき地は人数が少

ない分授業内で発言の機会が多く与えられるため、自

分の意志や意見を言語化して伝えるのが上手な児童生

徒が多い印象を受けた。先生→生徒の一方通行の授業

ではなく、アウトプットさせることも大切であると知

ることができた。上北山小中学校では全校生徒の前で

のスピーチが行われているそうであるが、そのような

発表の場は大規模校の生徒にも設けられるべきである

と感じた」と、発言・発表機会について記している。 
教育実習未経験者では、「授業をより自由に子どもの

理解に合わせた内容で考えたりすることができるとい

う点を学び、自分の母校とは違った学校の状況や可能

性を考えることができた」、「大人数学級での教え方の

難しさもあるが、少人数学級での教え方の難しさも同

じように存在し、工夫を凝らした授業を見せていただ

いたことはその難しさを乗り越えるきっかけになった

ように思う。子どもたちのことを考えた上で授業を組

み立てたり、生活指導をしたりするのが一番良い方法

であると感じた」など、比較的規模の大きい母校と比

較する形で少人数指導について記した学生が多い。た

だし、「中学校では基本１つの教科に教師が１人のため、

授業づくりが難しいのではないかと思った。手本にな

る中堅層の先生がいないため指導案づくりなど初年度

の先生にとっては苦しい部分があると思った。少人数

だからといって楽ではなく、児童・生徒一人ひとりの

学びをどのように授業・支援していくか、へき地なら

ではの思考力が必要であることを感じた」など、少人

数指導の課題も見つけている。これには、現職教員と

の会話から学ぶ機会を設けたことがうまく機能したと

言える。1 回生が、「へき地に行って先生方の話を聞く

うちに、自然と自分が得意な教科や範囲（自分の場合

は歴史分野）において授業やカリキュラムにどんな工

夫をできるのかを考えてみたり、数少ない他校との遠

隔連動授業では何をするべきであるのかを考えたりす

ることができました。例えば、生徒の距離が近い分デ

ィスカッション型授業ではより深く実のある議論や結

論が出そうだし、他校のそれと比較することで視野を

広げることもできそうだ、など具体的な考えもまとま

りました」等と自分の将来に引き付けて考えている事

実にも、それが表れている。 
教育実習経験者は、4 名中 2 名が「地域と学校のか

かわり」に関しても記している。1 名は、「あるへき地

学校の教育課題を考えていく上で、その学校にいる子

どもだけを見て考えるのではなく、それらの周りにあ

る地域や人々の実情も含めた上で考える癖が、この授

業を通して付いたように思う。地域全体の中での学校

の在り方を考えることが大事というのは（中略）知識

レベルでは理解していたが（後略）」としている。地域

と学校との連携・協働は各所で強調されており、コミ

ュニティスクールなどの仕組みを導入する例も増えて

いるが、その具体的なイメージをもつのにへき地小規

模校は適していると思われる。もう 1 名は、学校の統

廃合について記している。「私は、子どもの人数が減少

することで、小学校を合併するなどといったニュース

に対して『しょうがないな』といった感情しか持たず

何も考えずに流していた。しかし、その合併などとい

ったことの裏には、地域の方々などのたくさんの思い

と葛藤があり、子どもたち地域の方たちみんなが望む

ような形にするにはどうしたらいいかと苦労していた
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と知った。（中略）合併という方法はただのその場しの

ぎになっていないか、他に方法はなかったのかなどと

考えさせられた。自分が知っているものとは違う学校

について学んだことで、考えが深まった」と記してい

る。近年急速に進む学校統廃合について、実施が考え

られないような地域で育った学生も社会的課題として

具体的に考えられるようになった点は、本科目のひと

つの成果と言えよう。 
 
３．３．４．学びに向かう力、人間性等 

「学習指導」について、教育実習経験者は授業等に

おける工夫と情熱に対する記述が多い。「『電子黒板に

加え、スカイプやユーチューブなどありとあらゆる電

子媒体を利用する』『授業のない時間は積極的に他教科

の授業に混ざり生徒役をし、意見交流を活性化する』

先生方の姿を見て、人数が少なくとも工夫次第で大規

模校と変わらない、またはそれ以上の授業の質が保た

れることを身をもって感じた。また、へき地校の生徒

と先生の仲の良さを見て、小規模校、大規模校のいず

れに配属されたとしても生徒とのコミュニケーション

は積極的に取ろうと思うようになった」、「見学に行っ

たすべての学校の子どもたちは、積極的に学びに向か

い、授業を受けていました。また、教師もその子ども

たちがより良い教育を受けることができるか考えて、

例えば道徳の時間は、空いている教師が生徒役になっ

て授業に入るなど、工夫されていると思いました。へ

き地の学校では、先生がとても情熱をもって積極的に

考え、子どもたちも素直に教育に取り組んでいました。

（中略）へき地の先生のように情熱をもって子どもた

ちと関わりたいと思いました」という記述にそれが表

れている。 
他方、教育実習未経験者は、大半が子どもの学力の

高さと、子どもおよび教員の学びに向かう姿勢に着目

している。「へき地の児童・生徒は勉強熱心な子が多い

と思った。へき地で教師歴を積んで大人数の学校に赴

任する方がよいとおっしゃっていた先生方の意見がな

んとなくわかった気がした」、「私は先日訪れた学校の

生徒たちの学力の高さに驚かされた。教員の方々の話

を聞くと、放課後や夏休みに塾の代わりに補習を行っ

ているそうだ。将来私が教員になったときは、授業や

学級経営以外の部分でも生徒のために精力的に活動し

ていきたいと思うようになった」、「（前略）教員の方々

からお話を聞く中で一人ひとりの方が学ぼうとする意

欲がとても高く、どうやって少人数授業で工夫を凝ら

していこうかといった姿勢がよくわかりました。この

ような学びに向かう力がまだまだできてないと思うの

で今回のスタディツアーでの経験を生かして培ってい

きたいと思います」等と述べている。 
教育実習未経験者の記述は、「教師の職務」に関する

内容にも集中した。「教員は、生徒にとって親の次に身

近な大人であるということを心にとどめておかなけれ

ばならないと思った。へき地ではコミュニティが狭い

ため、学校外でも生徒や保護者と接する機会が多い。

そのため常に子どもに見られていると思いながら、大

人として正しい行動をすべきだろう」、「生徒との心理

的距離が近い少人数教育を特色とする僻地教育は、生

徒にどう向き合うかという課題に真摯に向き合うこと

ができ、それが教師としての人間性を育てることがで

きると考える」という記述は、自らの目指す教員の在

り方を、子どもにとって身近な大人という形で問うて

いる。 
教職への意欲を向上させた学生もいる。「これからは

へき地の教員になるということも視野に入れつつ学び

を進めていきたい。私は子どもたちが良い夢や未来を

思い描き、現実を踏まえてそれを実行できるようにサ

ポートしていこうと考えている。私の夢は私に関わる

人々が未来に希望を持てて、自分は自分であってその

ままでいいのだということを感じてもらえるような人

間になることである」、「今後教職を目指す者として間

近にその姿を見たことによる目標の再意識ができたこ

とです。具体的に今まで将来について考えていたこと

があまりなかったのでいい機会になったと思っていま

す」という記述にそれが表れている。 
訪問した学校の教職員のチーム力に学んだ学生もい

る。「下北山小学校（中略）自主的な会議がよく開かれ

るという。普通の会議とは違って、リラックスしたも

のだと聞いたが、内容は、日常的な発見や学びについ

て、報告、意見を話し合うものだという。教員になっ

ても、（中略）常に学びに向かう姿勢を崩さない力は、

重要であり、職能を伸ばしていくにあたり、意義のあ

るものなのだと感じた」が該当する。 
教育実習経験者はあまり「教師の職務」について記

していないが、「講義の中で、『学校で行っていること

は子守ではなく教育だ』という話があった。それを聞

いて非常に納得した。教員はそのために、全校児童へ

の指導を充実させる必要があり、常日頃から学ぶ姿勢

を止めてはいけないのだと改めて学んだ。この話を聞

いた後、実際にへき地校で授業をしている先生たちの

学ぶ姿勢やどうやって授業を作っているのかを聞いて、

私自身の中で大きな意識改革が起こった。『教員は学び

続けなければならない』という言葉は知っていたし、

その通りだと思っていたが実際に子どもからも周りの

先生たちからも地域の人たちからも学ぼうとしている

先生たちの様子を見て、素直に『かっこいい』『こんな

先生になりたい』と思った。今自分ができること自分

が学べることは、貪欲につかみ取っていきたい」が該

当する。 
なお、「その他」の記述として、「スタディツアーの

のち、小規模校やへき地校に対してあまり理解のない

人と話す機会があった。私自身、小規模校やへき地校

に対して、最初はあまり詳しくなく深い理解もなかっ

たが、授業を通して学んだことをその人に伝えられる
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ようになれたことは人間性の深化であると思う」は特

筆したい。へき地教育に対する社会的認識は、いまだ

ネガティブなものであることが多く、また実態と乖離

している場合もある。本科目の受講経験者からそれを

改善し社会を変容させていくことには、ESD としての

へき地教育の観点から大きな意義があると考えられる

（河本、2020）。 

３．４．本科目の学びの今後への活用意思 
「この科目で学んだことを今後にどう活かしたいで

すか？」に対する回答は、ここまでの内容と多くが重

複する。しかし、教育実習経験者はいずれも、初年度

同様、卒業後に学校教員としてどう活かしていきたい

かを具体的に挙げている。たとえば、「教員になったら

へき地校の先生方のように生徒と真っ向から向き合え

る先生になりたいと思った。（中略）児童や生徒の様子

に目を配ろうと思った。また、上級生と下級生とのか

かわり方はへき地の強みだと感じたため、自身が大規

模校に配属されたら、より縦のつながりを持てるよう

な機会を作りたいと思った」、「私は、この科目で少人

数ならではの先生と子どもの関わり方を学んだ。一人

ひとりをしっかりと見て授業を行うことや、授業だけ

でなく普段から良好な関係を築くことで、子どもにと

って先生はよき理解者であり相談者になる。これを私

は、どのような状況・場面でも活かしていきたいと思

う（後略）」のように、いずれの学生もへき地校以外に

おいても本科目での学びを生かそうとしている。 
教育実習未経験者の記述は、学校教育に関しては教

育実習経験者ほど具体的ではないものが多いが、同様

の内容となっている。初年度には教育実習で経験を活

かしたいという学生が 3 名いたが、本年度はへき地に

赴任した際に活かしたいとするものが多い結果となっ

た。また、「将来的に特別支援学校の教員を目指す私に

とっては、へき地の少人数教育と特別支援教育に繋が

りがあると感じた。どのように学んでもらいたいかを

考えていくことは今後の課題であると思う。少人数だ

からできることといったどこの視点から児童・生徒に

問いかけるか、一人一人のニーズにあう教育をしてい

きたい」のように、本科目での学びが他の学校教育の

場でも応用できるとする記述もある。 
そのほか、「どうすればへき地での教育が持続可能に

運営できるかを考えていかなければいけないと感じた。

ESD の学びにも結び付け、還元していきたいと考え

た」、「在学中に教育について考える授業や機会があっ

たとき、どうしても大規模校をイメージして考えがち

である。しかし、日本全体で見た時、必ずしも大規模

でなく小規模の学校もあり、教育の方法は一概に規定

できないということを思慮に入れることが大事だと気

付くことができた。今回の学習を参考に、様々な状況

を想定できるようになりたい」のように、へき地・小

規模校の存在に意義を感じてその持続可能性に関心を

抱いたり、今後の学びのひとつの前提としたりした学

生もいる。 

３．５．へき地校実習への参加意欲 
初年度には、「『山間地教育入門』既習者向けの新科

目をつくるとしたらどんなものがよいですか？」とい

う自由記述の問いを設けた。本年度は板橋の発案でそ

こから一歩進め、「へき地校で教育実習をやりたいです

か？」とした。これは、「はい」か「いいえ」を問うた

後、その理由を記す形式にした。 
「はい」を選んだのは 14 名中 11 名であった。教育

実習経験者は 4 名ともに「はい」を選んでいる。ただ

しそのうち 1 名は、「正直、難しい質問。もし、一般的

な学校の実習をした上で、へき地校の実習が出来るの

であれば『はい』と答えると思う。しかし、もしどち

らかしか選べないとしたら、おそらく一般的な学校で

の実習を選ぶと思う。（中略）両方の種類の実習ができ

れば、へき地校でも実習をやりたいが、へき地校しか

選択肢がなければ、おそらくへき地で教育実習をしよ

うとは思わない」としている。他の 3 名は、「基本人と

の距離が近く、２～４週間の限られた時間でもより濃

密なコミュニケーションが取れると思うため」、「（前略）

先生からの指導も丁寧で、子どもも少ないので子ども

が理解できたかできてないのかがわかりやすいと思う

から」、「（前略）自分で積極的に関わっていけば、指導

面でも多くの経験をさせてもらえるのではないかと感

じた。一つの教科に偏らず、多くの教科を実践するこ

ともできるかもしれないし、先生方の指導に対する思

いも非常に熱かったので、自分の行ってみたい授業実

践などを考えた時協力してもらうことができるのでは

ないかと考えた（後略）」など、子どもや教員との距離

が近いことをメリットとして考えていることがわかる。 
教育実習未経験者については、「４点あり、教師とし

ての実力が高められるという点と、自然が豊かで心が

落ち着くという点、そして地域の人々や施設とのかか

わり方、関わっていく上で重要なことを学ぶことがで

きるという点、子ども一人一人に対して真摯に向き合

い全力を注げるという点がある」という回答がうまく

まとまっている。他の学生も、少人数指導だから個を

見取る力が付く、子ども主体の授業が作りやすいなど

のメリットを挙げている。 
「いいえ」と答えた学生はいずれも 1・2 回生であっ

た。高校の教員を目指している、「まずは基本的な教育

現場を経験し、ある程度経験を積んだ後に僻地教育に

取り組むことを自分の中で順序付けている」といった

回答であった。 

３．６．へき地校の教員に必要な学びとは 
初年度になかった問いとして、「へき地校の教員にな

るとしたら、どんな学びが必要だと思いますか？」も

設けた。これも板橋の発案によるものである。 
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この結果にはあまり教育実習経験の有無は影響して

いない。約半数の受講生が、地域に関する学びを挙げ

ている。「指導科目の専門性や生徒理解は、どの学校で

も必要だと思うが、へき地の教員になるうえでの必要

な学びについて自分なりに思うのは、学校とその地域

がどのように関わりを持っているかを見通す力（中略）

ある学校が地域やそこに住んでいる人々にとって、ど

のような意義を持つかを正確に見通す力の基盤を育て

る上で、地理と歴史の勉強をきちんとすることが必要

だと思う」、「その地域の特産や、伝統、風習などにつ

いての知識や、地域の人々と関わるコミュニケーショ

ン能力が必要だと考える」といった回答が挙げられる。

地域に関する知識や見方と、地域と関わるコミュニケ

ーション力を挙げた学生が多い。前者に関して、自然

災害のリスクマネジメントも挙げられている。 
少人数教育について柔軟さをもつことを指摘してい

る学生も目立つ。「少ない人数で出来ないことは様々な

手段を駆使してうまく補い、逆に少ない人数でしかで

きないことは積極的に行う。臨機応変に、柔軟な対応

をとることがへき地で教員をするうえで大切だと感じ

る」、「与えられた環境の中で可能性を探し出す力」、「実

際に見学に行ってみて、教え方の上手下手より、いか

に情熱をもって一生懸命教育をできるかだと思いまし

た」といった回答である。これらには、山間地の小規

模校の教員からじかに学んだことが大きく影響してい

ると考えられる。 

４．おわりに 

本稿の目的は、奈良教育大学に奈良県教育委員会と

の連携によって新設した科目「山間地教育入門」の 2
年目の内容をふりかえるとともに、受講生の評価を初

年度のものと比較し、今後の在り方を提示することで

あった。結果として、受講生は初年度と同様に、山間

地域およびそこに位置する小規模学校の課題と可能性

への理解を深めた。また、山間地域の小規模学校の教

員に必要な資質能力を考えて自らの学びと照合した。 
ただし、初年度の受講生のニーズから今後の課題と

していた、山間地（へき地）の生活実態や地域資源の

活かし方に関する学習や、山間地の学校との ICT 機器

を用いたやり取り等については、あまり振り返りに記

されていなかった。これは、担当教員がこれらを意識

して内容改善を図った成果とも言えるし、それらへの

関心のひきつけが弱かったとも言えるだろう。それよ

りも顕著なのは、対象校における学習指導面や教師の

職務に着目した受講生の多さである。それは、教育実

習を経験していない 1・2 回生の受講が多数を占めた

ことに起因すると考えられる。教育実習経験者は、自

らの経験と比較する形で、より地域の実情や、小規模

学校における教室の工夫や情熱に関心が向いている。

山間地における子どもとの深い交流や教育実習へのニ

ーズは、どちらにも確認できる。 
以上をふまえた本科目の今後の在り方は、基本的に

はこのやり方の継続でよいと思われる。受講生の満足

度は高そうである。課題としてはまず、本科目ならで

はの学びの効果を生かすべく教育実習経験者を中心に

受講を勧めることが挙げられる。ただし、初年次教育

にへき地小規模校訪問を位置づけ、そこで感動体験を

させて教職への意欲を高めるという川前（2008）の実

践例は、本学にとっても参考になる。当面は本科目の

対象を全学年とするものの、将来的には教育実習経験

の有無によって別の学習機会を設けることも視野に入

れたい。第二に、学校現場に触れるばかりでなく、学

校区をしっかりと歩き、地域住民にじかに触れて、地

域理解を図ることが挙げられる。第三に、本科目を履

修した学生向けに、へき地での教育実習あるいはそれ

に代わる機会をつくることである。複式学級が現在あ

まり設けられていない奈良県においては、学生が複式

指導の場を経験する機会をつくることもひとつの課題

である。 

付記 

2019 年度の「山間地教育入門」の実施にあたり大変

お世話になりました上北山村・下北山村の教育委員会

や学校、住民の皆様、そして奈良県教育委員会の皆様

に、厚くお礼申し上げます。また、本科目の実施には

奈良教育大学の学長裁量経費を使用しています。本稿

の執筆は、基本的に河本が担当しました。また、実践

内容や研究枠組みについては全員で協議し、各章を加

筆修正しました。 

注 

1） ESD ティーチャー認証プログラムは、奈良

教育大学の特色プログラムのひとつである。持続

可能な社会づくりの担い手を育むことを目的と

した教育活動である ESD を体系的に学び、学校

や地域において ESD を適切に計画、実践できる

力量を備えた教員を認証する。  
2） 単位を取得した 14名のうち大学院生は 1名

で、英語教育（異文化理解を含む）専修 2 回生で

あった。学部生は 13 名で、4 回生が 1 名（音楽教

育専修）、3 回生が 2 名（社会科教育専修 1 名と保

健体育専修 1 名）、2 回生が 3 名（国語教育専修、

社会科教育専修、美術教育専修が各 1 名）、1 回生

が 7 名（社会科教育専修 4 名、特別支援教育専修

2 名、教育学専修 1 名）であった。前年度同様、

担当教員が直接誘った学生が全体の半数近くに

のぼるが、多くの学年・専修にまたがる多様な学

生の関心を得ることができた。 
3） スペースの都合上、時間割番号（G3538）、単位数
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（2）、年度・学期（2019 年度前期）、曜日・時限

（集中）、Cuffet 項目（6 学校と地域社会との連

携）、準備学習等、テキスト・参考図書・教材等（授

業で適宜紹介します。）、評価方法、受講上の注意、

メッセージ等は除いている。 
4） 選択式の設問のうち、「子どもたちとの交流・触れ

合い」、「小規模校・子どものすばらしさを発見で

きたか」、「へき地校の先生になりたいと思ったか」、

「へき地・小規模校のプラス面を発見したか」、「大

学での新たな目標が見えてきたか」の結果が示さ

れている。 
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表１「山間地教育入門」シラバス（2019 年度）の抜粋 
目
的 

 日本の陸地の 3 分の 2 は森林です。奈良県南

部には、広大で奥深い山間地域が広がっていま

す。そこには、都市部や奈良盆地とは異なる暮

らしの姿があり、学校教育をめぐる事情もまた

大きく異なっています。しかし、その姿は都市

部や奈良盆地だけをみていてはわかりません。

そこで本科目では、1 泊 2 日のスタディツアー

とその事前・事後学習を通じて、奈良県南部の

山間地域とそこでの「へき地教育」の実状を学

び、持続可能な社会のあり方を考えます。 
 なお、本科目は奈良県教育委員会と連携して

実施します。 
到
達
目
標 

①奈良県南部の山間地域の教育をはじめとす

る「へき地教育」の課題を理解し、可能性を考

え、他者に説明できるようになる。 
②学校訪問や現職教員との意見交換を通じて

山間地域の学校教育の実情にふれ、山間地域で

の教育活動に対する参加・参画意欲を高める。 
授
業
計
画
（
内
容
と
方

第１回：オリエンテーション・本科目の概要と

授業計画の説明 
第２回：これだけは知っておきたい奈良県の山

間地域の地理 
第３回：へき地教育の概要と複式・少人数指導

の特徴 

第４回：奈良県の山間地教育の特色と課題（山

間地域の学校との ICT を用いた交流など） 
第５回：山間地での教育経験者に学ぶ①（小学

校における指導および校務分掌について） 
第６回：山間地での教育経験者に学ぶ②（中学

校における教科指導および生徒指導について） 
第７回：山間地での教育経験者に学ぶ③（へき

地における地域との連携について） 
第８回～第 13 回：スタディツアー（上北山村・

下北山村） 
 ・1 日目の午前： 地域の概要把握（役場な

ど） 
 ・1 日目の昼すぎまで： 集落散策および廃

校見学 
 ・1 日目の午後： 授業見学および児童生徒

との交流 
 ・1 日目の夜： 現地の教員との意見交流 

 ・2 日目の午前： 授業見学 

 ・2 日目の午後： 児童生徒との交流 

第１４回：意見交流会①・スタディツアーでの

学びの発表と交流 
第１５回：意見交流会②・まとめ 
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図１ スタディツアーの学習達成度の自己評価 
（上が 2018 年度、下が 2019 年度。） 

 

 
図２ 学年でみたスタディツアーの学習達成度自己評価 
（左が 2018 年度、右が 2019 年度。） 
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表２ 本科目全体を通じた成長の自己評価 
（上が 2018 年度、下が 2019 年度。） 

 

左記合計
寺嶋ほか
（2008）

↓分類 教育実習の経験→ 有(n=5) 無(n=7) 有(n=5) 無(n=7) 有(n=5) 無(n=7)
1 子どもの特徴 1 3 2 2 1 1 10 25%
2 子どもを取り巻く環境 3 3 3 2 3 3 17 80%
3 教師の職務 3 4 3 5 2 0 17 60%
4 学習指導 3 5 4 4 0 0 16 45%
5 地域と学校のかかわり 4 3 3 3 2 2 17 90%
6 地域の実情 2 6 3 2 2 2 17 90%
7 その他 3 5 0 6 5 7 26 -

左記合計
↓分類 教育実習の経験→ 有(n=4) 無(n=10) 有(n=4) 無(n=10) 有(n=4) 無(n=10)
1 子どもの特徴 0 0 0 0 0 1 1
2 子どもを取り巻く環境 1 3 0 2 0 0 6
3 教師の職務 1 1 0 1 1 5 9
4 学習指導 3 8 1 4 2 4 22
5 地域と学校のかかわり 1 2 2 0 0 1 6
6 地域の実情 3 2 0 0 0 2 7
7 その他 3 4 1 1 1 1 11

思考力・判断力・表現力
主体性を持って多様な人々
と協働して学ぶ態度知識・技能

知識・技能 思考力・判断力・表現力 学びに向かう力、人間性等


