
学校インターンシップカリキュラムの 

開発に向けた実践と検討 
A Practice for Curriculum Development of School Experience 

峯村 恒平*   山本 礼二**   枝元 香菜子*** 
Kohei Minemura*   Reiji Yamamoto**   Kanako Edamoto*** 

  渡邉 はるか**    藤谷 哲** 
Haruka Watanabe**   Satoru Fujitani** 

目白大学高等教育研究所* 目白大学人間学部** 金沢学院大学文学部*** 
Research Institute for Higher Education, Mejiro University* 

Faculty of Human Sciences, Mejiro University** 

Faculty of Letters, Kanazawa Gakuin University*** 

＜あらまし＞ 本研究は，平成 28 年の教育職員免許法改正を受けて導入されることとなった

教職課程における科目である学校体験活動，いわゆる「学校インターンシップ」について，そ

のカリキュラム開発を行うことを目的としている．過去２年間の研究進捗として，具体的なカ

リキュラム案を作成してきたところであり，本報告ではそれをもとに実践を行った結果と，実

践結果から見えてきた課題を整理・検討した結果と，改善されたカリキュラムを報告する． 
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1. はじめに 

2019 年 4 月 1 日に施行された改正教育職員

免許法及び施行規則では，教職課程における教

職に関する科目として，学校体験活動，いわゆ

る「学校インターンシップ」が導入された．峯

村ら（2020）は 2018 年に教職課程をもつ各大

学に行った調査報告で，①多くの大学で，再課

程認定の前においても，学校インターンシップ，

学校ボランティア，観察実習，体験実習等，実

際に学校を訪問する科目ないし課外活動を，教

職を目指す学生に展開していること，②同時に，

施行規則第二条表中，「教育実践に関する科目」

として位置付けるいわゆる学校インターンシ

ップについての検討も一部の大学でされてい

ること，の 2 点を明らかにしており，これまで

も多くの大学で多様に取り組まれてきた一方，

今後，新たな位置づけとともに，さらに内容に

ついても運用についても必要な検討がされて

いる段階にあるといえる． 

教育職員免許法改正の前提となった，2015年

の中央教育審議会答申では，学校インターンシ

ップの実施にあたり，「既存の教育実習との間

で役割分担の明確化を図るとともに，その円滑

かつ確実な実施に向けて，受入れ校の確保や実

施内容の検討等のための教育委員会や学校と

大学との連携体制の構築，大学による学生に対

する事前及び事後の指導の適切な実施，学生側

と受入れ校側のニーズやメリットを把握する

ための情報提供の実施など，環境整備について

今後十分に検討することが必要である」（中央

教育審議会，2015）としている．学校インター

ンシップは必修科目ではなく，教職に関する科

目として設定するかどうかは，各大学に判断が

ゆだねられているところだが，教職課程の各段

階における実施イメージを想定した上で「既存

の教育実習との間で役割分担の明確化を図る」

ことについて，これまで研究的蓄積がされてき

ているとは言いがたい．本研究では，①教育実

習前に実施する想定で，②教職としてのキャリ

ア形成を促すという視点で，これまで学校イン

ターンシップカリキュラムの開発を進めてき

た（これまでの経緯とカリキュラム案は山本ら

(2020a)で詳しく述べている）． 

本発表では，上述のような課題意識，方針で

作成したカリキュラム案をもとに，プレ実施を

行った結果について報告するとともに，その結



果から見えてきた課題から，改善した学校イン

ターンシップカリキュラムを提示し，今後の展

望について述べる． 

 

2. プレ実施前のカリキュラム案の紹介 

前述の通り，山本ら（2020a）で詳記してい

るが，簡単にプレ実施前に作成していたカリキ

ュラム案とその経緯について述べる． 

 

2.1. 開発の流れ 

本研究は，これまでに以下の 5 つの視点から

基礎的な調査を行ってきた． 

まず 1 つ目は，学生を対象とした調査で，都

内A大学で実施していた観察実習に参加する2

年次生を対象としたアンケート調査を行い，学

校体験活動に対する要望やニーズに関して調

査した(山本ら，2019)． 

2 つ目に，現職教員や指導主事等へのインタ

ビュー調査で，教育実習における現状の成果や

課題，学校インターンシップへのニーズに関し

て聞き取りを行った（山本ら，2020b）． 

3 つ目に課程認定を有する大学への調査票調

査で，現時点で「学校を体験する活動」をどの

ような目的や位置づけで行っており，どのよう

な成果や課題があるのかを明らかにした（峯村

ら，2020）． 

4 つ目に，国内におけるカリキュラム事例の

調査で，本研究では特にキャリア形成という視

点から教育実践のカリキュラムを構成してい

る上越教育大学（2007）の教育実習ルーブリッ

クや，兵庫教育大学（2012）の教員養成スタン

ダード等を参考に，教師としての資質・能力に

ついて検討をした． 

5 つ目に，海外・国際動向として，OECD の

初期教員準備(Initial Teach- er Preparation：ITP）

として行われた各国の制度的・政策的な教員養

成アプローチの調査等から考察を行い，「養成

前段階」における課題を見出した（藤谷ら，

2019）． 

これら一連の学生，教員，大学という視点か

らの調査と，国内，国外という両面からの検討

を踏まえ，本研究では山本ら(2020a)が示した

通り，以下の表 1 のような位置づけでカリキュ

ラム開発を進めることとした． 

 

表１ カリキュラム開発の基礎的要素 

1.「学校・教職を知る」「子どもを知る」こと

に関する要素 

2.「キャリア形成」を意図した要素 

3.「社会性や礼儀やマナー」といった要素 

 

また，本研究の中で見出された教員養成に関

する課題は，OECD-ITP における 4 段階目「質

の高い ITE プログラムの実施」の前提となる，

3 段階目「教員に必要な知識と行動の獲得」に

あたる部分と考え，多くの先行研究（例えば中

山(2009)や太田(2005)）で指摘されてきたよう

に，その後の教職科目につながるような，前提

となる知識や行動，あるいは意欲の喚起といっ

たことを一つの視点にしつつ，また現行の教職

課程認定の審査・認定において活用される教職

課程コアカリキュラム（教職課程コアカリキュ

ラムの在り方に関する検討会，2017）の内容も

参考にしつつ，その要素を検討してきた． 

 

2.2. プレ実施前のカリキュラム案 

このような経緯で作成したカリキュラム案

は，表２の通り，キャリア形成の促進を考慮し

たカリキュラムの領域として，「コアカリキュ

ラムの領域」，「教職課程の領域」，「大学のカリ

キュラムで育成すべき領域」，「課外活動を含め，

多様な学生生活の中で身につけさせたい領域」

の 4 つの領域を設定した．また，ルーブリック

で評価できるように，それぞれに大項目，中項

目，小項目としての要素を盛り込んだものを開

発した． 

 

表２ 大項目・中項目の構成 

 



3. プレ実施 

この開発したカリキュラムをもとに，以下の

通りプレ実施を行い，実際に大学生が小学校で

学校インターンシップを行った． 

 

3.1. プレ実施の目的 

作成した学校インターンシップカリキュラ

ム案について，実際に学生，及び受け入れ校側

に提示し，そのカリキュラム内容に沿って学校

インターンシップを実施することを通じて，①

実質的なカリキュラムとなっているかどうか，

②修正すべき点は無いかどうか，を検討するこ

とを目的とする． 

 

3.2. プレ実施の概要 

プレ実施は，2020 年 2 月～3 月にかけて一連

の実施を行った（以下に詳記）．参加者は，東京

都内A大学に在籍する教職課程を履修する1年

次生で，公募した結果応募があった 4 名が参加

した．学校インターンシップを実施した学校は，

東京都内の B 区立 C 小学校であり，本研究の

概要について説明し受け入れに同意が得られ

た学校で実施した． 

参加者に対しても，受け入れ校に対しても，

研究目的で実施すること，研究としての検討は

全て学生からの提出物をもとに行うこと，提出

物の個々の内容は公表せず，その検討結果につ

いてのみ公表することなどを説明し，実際の教

育実習等でも求められる守秘義務等に十二分

に配慮した研究を行うことを説明した． 

 

3.3. プレ実施の流れと内容 

プレ実施は，以下の流れで実施した． 

3.3.1. 学校への説明 

 まず 2020 年 1 月に，C 小学校への説明を行

った．研究の目的と方法，手続きや流れ，デー

タ管理の方法や研究成果の公表等について説

明した．またあわせて，同意頂けた場合の学校

インターンシップ実施の内容について説明し，

目的，日時・期間，依頼する学生数，学校にお

ける体験内容（目安），指導上の留意点，評価の

方法，費用・保険等，健康管理の在り方，危機

管理について説明すると同時に，学校インター

ンシップカリキュラムの内容を示し，学校側と

その内容について共有・確認をした．これら内

容を踏まえ，研究参加・実施の同意について同

意書・承諾書による同意・承諾を得た． 

3.3.2. 事前指導 

参加内定者には，2020 年 2 月上旬に 2 時間

程度かけて，事前説明・事前指導を実施した．

ここでは，事前説明として，研究の目的と方法，

手続きや流れ，データ管理の方法や研究成果の

公表等について説明し，研究参加の同意を得た．

その上で，事前指導として，学校インターンシ

ップ実施の目的，実施の日時，学校における体

験内容，持ち物や準備が必要なもの，心構え，

学校インターンシップカリキュラムの内容，学

校インターンシップ日誌の内容，評価の方法，

事後指導について等，一連の流れと内容につい

て説明した． 

3.3.3. 実施 

実際の学校インターンシップの実施は，2020

年 2 月 17 日（月）～21 日（金）にかけて，1

週間，毎日朝 8 時～17 時を目安に，C 小学校で

の学校インターンシップを行った． 

実施期間中は，日誌として当該参加日の一連

の流れについて記録するとともに，学校インタ

ーンシップカリキュラムの中項目に則り，振り

返りを行った． 

3.3.4. 事後指導 

2020 年 3 月上旬に，3 時間程度，事後指導を

行った．各人が日誌の内容を踏まえて各参加日

にどのような活動を行ったか報告すると同時

に，学校インターンシップカリキュラムの中項

目に従い，振り返りを行った．また，学校イン

ターンシップカリキュラムのルーブリックに

従い，A（できた），B（やろうとしたが十分に

はできなかった），C（できなかった）による評

価を行った．教員も発表内容と学校インターン

シップ日誌に基づき，同様に A（できていた），

B（やろうとしていたができていなかった），C

（できていなかった）で評価した． 

3.3.5. 事後インタビュー 

事後指導に引き続き，1 時間程度かけてグル

ープインタビューを行い，学校インターンシッ

プカリキュラムやプレ実施全体を振り返って

もらい，活動そのものの課題や困難やニーズ，

カリキュラム内容の課題や困難について聞き

取り調査を行った． 

また，その後，研究者同士でも同様に検討会



を実施し，学校インターンシップカリキュラム

や実施の流れについて，修正が必要な内容を検

討・協議した． 

 

3.4. 成果と課題 

学校インターンシップのプレ実施そのもの

は，無事に終了し，総じて学校からも参加者か

らも好意的な反応を得た．これは評価内容を事

前に示し，ルーブリック評価を用いることで一

般的にそうなることではあるが，内容や到達点

を明示することによって，学校側も何をどこま

ですることが求められているか，参加者側もど

ういったことを意識して参加すれば良いかが

明確になり，活動や振り返りがしやすかったと

いう反応である． 

一方で，①学生の発表内容の研究者による評

価が低く当該項目について十分な活動が出来

ていない項目がある，②学生自らが評価したル

ーブリック評価で 2 名以上が「C」評価となり

活動ができておらず項目内容が適切では無い

と思われる項目の存在，③学校インターンシッ

プ日誌の記述で2名以上が学校インターンシッ

プカリキュラムの小項目と関連した記述がな

く活動あるいは振り返りがし辛い項目の存在，

があり，これら①～③の内容を研究者らで検討

した結果，以下表 3 の内容を改善が必要な検討

事項として整理された． 

 

4. カリキュラム案の改善 

 上記のプレ実施を通じて明らかとなった，改

善が必要な内容について，それぞれの項目ごと

に再度検討し，また全体を通じて実施をイメー 

 

表３ 改善が必要と判断した内容 

① 抽象度が高い小項目の具体化 

② 振り返りがしづらい小項目の具体化 

③ できるかできないかという，評価が「A」

か「C」しかつけづらい項目の修正 

④ 「自らの教師の在り方」のようなまだ学

生が十分相対化出来ていない概念の修正 

⑤ インクルーシブ教育の考え方の追加 

⑥ 実施をイメージした各項目の質やレベル

の全体的な統一 

⑦ 文言の統一 

 

ジした各項目の質やレベルの統一や，文言の統

一を行った結果が，表 4 の修正された学校イン

ターンシップカリキュラム（案）である． 

 このカリキュラム案では，従来と同じく領域

を 4 つにわけ，大項目を 5 項目，中項目を 10

項目，そして小項目として計 28 項目を盛り込

んだものとした． 

 

5. 今後の課題と展望 

 今後は，修正された表 4 のカリキュラムをも

とに再度実践を行い，前述したような，①学生

の発表内容の研究者による評価が低く当該項

目について十分な活動が出来ていない項目が

ないか，②学生が自ら評価したルーブリック評

価で 2 名以上が「C」評価となり項目内容が適

切では無いと思われる項目の存在がないか，③

学校インターンシップ日誌の記述で2名以上が

学校インターンシップカリキュラムの小項目

と関連した記述がない項目はないか，といった

点に留意し，その改善の程度を評価すると同時

に，例えば学科単位等，大規模な実施の場合に

もカリキュラムとして適切かについても評価

しながら最終案に向け検討を進めていきたい． 
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表４ 修正された学校インターンシップカリキュラム（案） 

領域 大項目 中項目 小項目 

課
外
活
動
も
含
め
、
多
様
な
学
生
生
活
の
中
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
領
域 

大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
育
成
す
べ
き
領
域 

教
職
課
程
の
領
域 

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
領
域 

観察及び参加並びに 

教育実習校の理解に 

関する事項 

観察及び参加と省察 
1.自ら課題意識をもって主体的に参加し、体験や経験を振り返ることができる 

2.常に自らを省察し、課題を見つけて改善することができる 

学校と子ども・ 

環境への理解 

3.発達や特別支援教育に関する基礎的知識を踏まえ、年齢、特性、障がいなどによる子どもの違いを観察できる 

4. 特性や障がいがある子も含め、どんな子にも不得意があることに気づき、またどんな子にも良さや役割があるこ

とに気づける 

5.教室掲示や座席配置など、子どもが生活や学習がしやすい教室環境の工夫を観察できる 

6.学校生活の様々な場面で子どもの興味・関心・意欲を喚起するための工夫を観察できる 

学習指導及び 

学級経営に 

関する事項 

観察及び参加と省察 
7.学級担任の役割と学級指導の様子を観察し、学級での教師の在り方について考えることができる 

8.授業における教師の役割と学習指導の様子を観察し、授業での教師の在り方について考えることができる 

学習・授業・ 

学級経営への理解 

9.学齢に沿った子どもの基本的生活習慣を踏まえて、学校での生活の様子を観察できる 

10.板書、発問、指示の仕方など、授業や指導を行う上での基本的な指導技術を観察できる 

11.学習内容の習熟度などを踏まえて、個に応じた指導の必要性を理解し、また補助できる 

  

教員の役割・ 

教員の職務内容・ 

キャリアに 

関する事項 

教職とキャリアに 

関する省察 

12.何故教職を目指すかについて考えを整理し、目指す教師像について、目標や見通しを考えることができる 

13.目指す教師像に向けて自らが今後どのような学修や経験をすることが必要か考えをもつことができる 

14.教師としての役割と職務内容について理解するとともに、その使命感について考えをもつことができる 

教員組織や 

職務内容への理解 

15.チーム学校の姿として、先生同士のつながりの大切さやそれぞれの先生に役割があることを理解している 

16.学校と保護者・地域・他の専門家・他校種との連携について見聞きし、大切さについて考えをもつことができる 

  

大学生として 

身につけるべき 

技能・態度・技術 

自らの資質・能力の 

陶冶 

17.服装、マナー、言葉遣い、挨拶、礼儀など、他の模範にもなれる社会人としての常識に沿った行動を意識できる 

18.時と場合に応じた言動を身につけており、他の模範にもなれる、言動について考えることができる 

19.必要な場面に応じて素直な気持ちで周りの大人に相談することができる 

20.周りの大人の意見に対して謙虚に耳を傾けることができる 

21.自らのストレスと身体の健康を適切に自己管理することができる 

  

職業人たる 

教職特有の 

基礎となる 

技能・態度・技術 

子どもと関わる 

資質・能力 

22.子どもに対して正しくわかりやすい言葉遣いを意識できる 

23.公平かつ受容的・共感的態度をもって子どもと関わろうと意識できる 

24.子どもとの信頼関係の重要性を理解しその構築のために必要なことについて考えることができる 

教職特有の 

コミュニケーション 

25.様々な場面で自分ができそうなことを積極的に手伝おうとし、先生方と協働しようとする姿勢を意識できる 

26.気になったことを他の実習生（学生）や他の先生に伝えあい共有し、様々な子どもの状況を理解しようとできる 

ICT（情報通信技術）の 

活用とモラル 

27.特に情報モラルの面から、ICTの特性を踏まえ、自らの利用を律することができる 

28.学校内の ICTの整備状況や利用場面などを観察し、ICTの適切な活用法について考えることができる 
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