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【開会行事】 

 

Ⅰ 趣旨説明       

附属学校委員長 金 本 正 武 

（千葉大学教育学部附属小学校長） 

 

 今日は年末のお忙しい中、こんなにもたくさ

んの方々にご出席いただきまして本当にあり

がとうございます。最初にお礼を申し上げます。

今日はまた、文部科学省大臣官房審議官小松親

次郞さまにご臨席いただき、さらにシンポジウ

ムにおきましては、文部科学省高等教育局大学

振興課教員養成企画室長渡邉倫子さまご出席

いただくことになりました。そして、千葉県教

育委員会教育長鬼澤佳弘さまにも地域の代表

としてご出席いただくことになりました。その

ようなことで、今日は広い視野から国立大学附

属学校の問題を皆さんで一緒に共有できる場

を作り上げていきたいという思いで、この会を

設定させていただきました。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 この第１回の附属学校研究協議会は、日本教

育大学協会において初めての企画ですが、戦

前・戦後を通じて附属学校に特化した協議会は

初めてかもしれません。ところで附属学校は、

師範学校時代から様々な面において我が国の

学校教育の発展に大きく寄与して参りました。

それは我が国の近代学校教育を確立していく

上で大きなエネルギーともなり、現在は世界を

リードする学校教育の制度と内容を創り上げ

てきた原動力ともなるものと考えられます。そ

の意味で附属学校が果たしてきた役割は、非常

に大きなものがあると思います。 

 しかし、戦後 60 年経ち、独法化という大き

な波を経た今、公立の学校教育は充実し校内研

究体制を整え、教育課程研究あるいは教科指導

研究、さらには生活指導や特別支援教育の研究

においてめざましい成果を上げつつあります。

平成元年の学習指導要領に新設された生活科

や平成 10 年新設の総合的な学習の時間につい

ては、昭和 60 年前後から公立学校で積極的に

模索され実践的に検証されてきたことは記憶

に新しいことであり、また昭和 53 年以降、実

験学校制度が研究開発学校制度に転換します

と、従来附属学校が行ってきた研究領域を公立

学校が率先して取り組むようになりました。 

 こうした約 30 年の教育界の流れを見ていま

すと、公立学校ならではの研究や問題意識もあ

りますが、附属学校はそれに対して、どのよう

な連携研究を進め、学校教育が抱える様々な課

題に対する解決策を示したり、あるいは学習指

導に関する模範を示したりしてきたかという

ことが大きく問われるようになったのではな

いでしょうか。国立大学の法人化以後６年経っ

たわけですが、その附属学校は本当に本来のそ

の役割を果たしているかどうか、現状を見つめ、

そして自己を知り、また足りないものがあれば

何なのかをしっかり把握した上で、これからの

附属学校を考えていかなければならない時期

にさしかかっていると思います。 

 折しも本年３月 26 日、国立大学法人評価委

員会が取りまとめました「国立大学附属学校の

新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」に

ついて、文科省から全国の国立大学に通知され

ました。そこでは、大学は学長のリーダーシッ

プを持って附属学校の運営にあたるべきこと、

大学の教育研究に役立つ研究組織としての附

属学校が、その本来の機能を果たしていないこ

と、教育実習についても大学は附属学校に丸投

げの状態が見られるという指摘が、冒頭に縷々

述べられています。そして、これからの附属学

校がその存在意義を示そうとするならば、国の

拠点校であれ。地域のモデル校とならなければ

ならない。さらに国を挙げて科学立国というこ

とで理数教育の推進や、今回の学習指導要領の

基となる中教審答申が重視する言語活動の充

実、道徳教育の充実などの課題に附属学校が自

ら率先して取り組む必要がある。また、特別支

援を要する子供が、附属学校といえども多くな

ってきており、この面でもしっかりした模範を

示す時期に来ている。こういったことがこのと

りまとめの中では整理され、厳しく提言されて

います。 

 日本教育大学協会は、附属学校委員会を昨年

度より常設委員会として設置し、ちょうどこの

ような内容についての問題意識を強く感じ、本

格的な調査研究に入ったところでございまし

た。この文科省からの通知内容につきまして、

日本教育大学協会としても適切に対応し、附属

学校委員会を通して明確な答えを出す動きを
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しなければならないと考えました。そのために

は各附属学校が個別に努力するだけではなく、

また個々の取り組みや努力を文科省が認める

か認めないかということではなく、附属学校間

の交流も含め、全国の国立大学附属が一体とな

って何が問題なのか、何を悩みとしているかを

明らかにしなければなりません。それを共に解

決できるものはないか、あるいは単独に解決す

るにしてもそれを発信することによってお互

いに勇気づけあって、本来の附属学校というも

のの本質を取り戻せるようにできないかと考

えました。そこで、しっかりとした現状把握に

基づく研究協議会を開いていくことが大事だ

ということになり、今日、第１回の研究協議会

を開くことになりました。 

 皆様のお手元には、附属学校委員会が取りま

とめました二つの調査の分析・検討をした結果

が、冊子としてお配りしてあると思います。こ

の分析結果から現状を浮き彫りにし、そのエキ

スたる問題を今日ここでシンポジウムあるい

はそれに先立つ実践発表を通して、皆さんで共

有していきたいというのが願いでございます。 

 大変お忙しい中、これだけの方々にお集まり

いただいたわけですから、皆様にも本来ならご

意見をここで頂きながら、一緒になって議論し

たり協議したり考えていくのが筋だと思いま

した。しかし、時間がありませんので、事前に

６項目のアンケートをお願いしまして、皆様方

からご意見を伺い、ホチキス留めで冊子にさせ

ていただき、配布させていただきました。そう

いったことで今日はフロアとステージが一体

となって、一緒に考える会を５時まで持ちたい

を思います。 

 どうか最後までご協力をよろしくお願いい

たします。 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Ⅱ 来賓挨拶       

文部科学省大臣官房審議官 

（高等教育局担当） 

小 松 親 次 郎 

 

 まず、本日のシンポジウムでございますが、

非常に重要であると同時に、大変画期的なもの

だと思っております。いま金本先生の話にもご

ざいましたように第１回ということで、これだ

けの研究協議会を組織される大変さというこ

とは容易に想像がつきます。まず関係者の皆様

方に敬意を表し、日頃私どもはいろいろと附属

学校にお世話になっておりますが、そのことの

積み重ねの上に今日の研究協議会があるとい

う認識の下に、この研究協議会が盛会になりま

すように、心から願っているところでございま

す。 

 挨拶ということですが、時間もございません

し、せっかく全国からお集まりのところですの

で、私ども文部科学省の立場というのは、いま

申し上げた通り、積極的にぜひこの会議が展開

されますように支援していきたいということ

のみを申し上げまして、若干の情報提供及びそ

の説明を少しさせていただいて、何らかのお役

に立てばと思います。 

 この会議の趣旨につきましては、いま金本先

生のほうからご説明がございました。附属学校

につきましては、日頃から教育の内容・方法あ

るいは学校運営等につきまして、文部科学省と

しても常にさまざまな教育研究あるいは研究

開発をお願いしてきております。この点は非常

に重要なことでございまして、いろいろ課題を

抱えているにせよ、私どもとしては非常に頼も

しい、日頃から本当にお世話になっている相手

でございます。私は現在、高等教育の担当をし

ておりますが、初中局でいろいろ悩みながら新

しい政策を考えていくときに、これはなかなか

難しいな、現場で実践していくには何とか苦し

いところをお願いしなければいけないという

ときには、最後はいつも附属学校にご相談する

ということをしてきているわけで、こういった

意味で初等中等教育政策と非常に密接に関係

していただいているのが附属学校でございま

す。 

 しかし、初等中等教育をどうしていくかとい
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うことは、非常に大きく揺れ動いてきておりま

す。昔から、教育が大事だという意味では、大

事さは変わらないわけですが、さまざまな世論

あるいは政治的な流れといったものの中で意

見がたくさん出てきて、ともすると落ち着かな

い状態になりかねないという中で、初等中等教

育行政そのものを国としてどのように展開し

ていくかということを、現場で地に足を付けな

がらやらなければならない。そういう意味にお

いて、附属学校には、国としての政策を立案し

ていく上で、現場の先導的な立場をより発揮し

ていただきたいということが、先ほど金本先生

のお話にもあった、今後の国立大学附属学校に

関するこの今年３月の提言にも出てきている

わけでございます。 

 国の政策といったときに、ときどきすぐ国家

権力のような抽象的なお話と結びつくという

のが危惧されることがあるのですが、そのまと

めなどでいえば、例えば特別支援教育が各学校

教育の中でどのように展開していくのか。ある

いは国際化にちなむ問題、あるいはそれらを含

めて、全体の教育課程の展開の問題というよう

なことについて、どうしていくかということを、

国民みんなというか、国みんなで考えていかな

ければいけない。そういったところを、どのよ

うにしていくのかということを新しく地平

（？）を開いていってほしい。国の政策と協力

しながらというのは、そういったことを中心に

やっていき、しかもやっていることが、国民の

目に見える形で示される必要がある。大部分の

先生方はこの文書に目を通されていると思い

ますが、もし目を通されていない方は、ぜひそ

の辺りは見ていただければありがたいと思い

ます。 

 そういう意味で本日のご発表などについて

も、ある意味その辺を踏まえた実践の発表にな

っていると思っております。こういう観点で国

との関係は、国と協力するというのがあります

が、国を活用するということも含めて、どのよ

うに展開していったらいいか、ぜひ考えていた

だくきっかけにしていただければと思ってお

ります。 

 もう一つは、今のそういったお話が出てきた

のは、法人化も含めた社会的な流れの中で国立

大学附属学校のあり方については、正直いって、

非常に厳しい批判もございます。極端な人は、

無用論をぶつ。これは昔からそうでございます

が、そういう意見も非常にたくさんございます。

そういったさまざまな批判があるわけでござ

いますが、そういった点について、時代背景が

どんどん変わっていく中、どのように国立大学

附属学校としてその意義を果たしていくのか、

あるいは果たしているのかということを説明

していかなければいけません。 

 これが先程来申し上げております、国立大学

附属学校のあり方に関する３月の文書になっ

たわけで、いちばん新しい象徴的なお話として

は、11 月 25 日に、いわゆる最近有名な行政刷

新会議というところの事業仕分けというのが

ありまして、国立大学の運営費交付金というこ

とも取り上げられたわけです。その中でも附属

学校について問題意識を持っているというこ

とが、特定の課題として挙げられています。そ

もそも、その中で財務省が自分達が疑問に思っ

ている論点を説明し、我々が全体の説明をし、

それから仕分け人達とやり合うわけです。私ど

もの説明は運営費交付金全体を７分で説明す

るという話ですから、個別事項にはまったく触

れなかったのですが、財務省でも同じ話ですが、

本当に短い時間の中で個別のお話に触れた一

つが附属学校です。 

 その考え方としては、附属学校というより教

員養成系というか教員養成学部の問題でござ

います。その中に附属学校の問題意識が日頃か

ら含まれているという意味で、いま申し上げた

わけで、附属学校だけを独立して取り上げたわ

けではないですが、その中で特に教員養成系大

学あるいは教員養成系学部について、要は社会

のニーズにちゃんと合っているか、地域配置が

だぶっていたり無駄になっているのではない

か、ということを取り上げておられたわけでご

ざいます。そういった中で私どもとしては、教

員養成系学部と国立大学の教員養成系は一生

懸命にがんばっているということは、とにかく

反論はしておきました。 

 行政刷新会議の仕分けというのは、片方では

非常に乱暴でけしからんという話があります

が、多くは、いわば直接利害関係のない人達が

どのようにそれを見ているかということがお

互いに分かるようになって、国民のあいだで話
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題になるようになったという意味ではよかっ

たのだという論調が非常に高いわけでござい

ます。こういう中で日本の学校の先生をどのよ

うに育成していくかということで、国立大学の

役割が改めて問われております。質と量の両面

でございます。 

 これらについて私どもとしては、課題になっ

ているところは今までのいろいろな文書で示

してもおりますが、それは先ほど金本先生から

もお話があったので、そういうことも踏まえて

今日もご議論いただければいいと思います。も

う一つ、やはり世の中に説明をしていくことが

求められます。私は先ほど申し上げましたよう

に、本当に附属学校はすごくがんばっている、

あるいは教員養成系大学との連携でもすごく

がんばっているという点は十分あると思うの

ですが、どのくらい理解されているのかという

ことを今回議論していても感じました。非公開

での打ち合わせもやりましたが、やはり、相変

わらずただのエリート校を作っていて、害をた

れ流しているのではないか、もう意味を失った

のではないかと。聞くと、附属学校がどのよう

に活動しているかということに対する認識や

知識が、結構古いという有識者もたくさんおら

れるわけでございます。 

 その意味でも成果をもって説明していかな

ければいけませんし、それからまた先ほどの金

本先生の話にもありましたが、文部科学省とし

ては大学との連携、つまり附属しているもとの

大学との連携が、ややもすれば非常に弱いので

はないかというところのガバナンスの問題を

問われているので、しっかり連携していただく

ということが大事だと思っております。もう一

つは地域の核ということも大事だと思ってお

りますが、全国の中でお互いが地域を越えた研

究成果なり知恵を交換しあって、ネットワーク

として日本全体の教育の向上に貢献している

かということを示していくことが必要だと思

っております。全国の教育長協議会などもあり

ますが、学校全体が恒常的にこういう形でやれ

るいちばんのネットワークは附属学校だと思

っておりますので、その意味におきましてもこ

の第１回ということの意味は非常に大きく、こ

れが今日いい形で進んで、それが２回になり３

回になって、こういう形で全国的に発展してい

くのに貢献していくのだということが、より目

に見えるようになるきっかけになることを心

から願っているわけでございます。 

 若干最近の動きということのご説明と併せ

てさせていただきましたが、本日の成果をお持

ち帰りになりまして、またいま現在のそうした

さまざまな動きにつきましても、どうぞ大学内

あるいは附属学校内で、いまこういうことの中

で対応していかなければいけないのだという

ことを共通認識にしていただいて、ますますそ

の教育研究が発展されますようにお祈りいた

しまして、挨拶に代えさせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 
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Ⅲ 主催者挨拶 

日本教育大学協会長  

鷲 山 恭 彦（東京学芸大学長） 

 

 大変お忙しい中、このように多数ご参集いた

だきまして、本当にありがとうございます。第

１回ということで、附属学校研究協議会の開催

を皆さんとともに喜び合いたいと思います。こ

れまで教大協も全附連もそれぞれ、あるいはま

た協力し合いながら調査活動、研究活動を展開

してまいりました。教大協の組織が改編し、企

画委員会、附属学校委員会、年報編集委員会の

体制で出発したのですが、委員長の金本先生と

相談し、附属学校の抱える問題をとにかく全面

的に研究する、その研究協議会がぜひ必要であ

るということになり、今日のこの会の運びとな

りました。 

 いよいよ第二期の中期計画が、来年度から始

まろうとしております。「附属学校の活用方策」

というものも出されました。やはりこの時期に

我々として積み残した課題があるだろう、それ

と同時に新しく要請されている課題があるだ

ろう、それをはっきりしていくということ、そ

して国民の要求に応える、いま小松審議官から

国民に対してきちんと説明していく必要があ

ると言われましたが、それに応えていかなけれ

ばならないと思います。 

 大学と附属学校との関係も共同研究あるい

は研究開発をめぐる連携、あるいは総人件費抑

制と絡みまして人員削減の問題など、課題がた

くさんあります。一方、民主党政権の下で「教

員養成の６年制」ということが言われまして、

「教育実習は１年間」というような考え方も示

されつつあります。いずれ附属学校としても、

これをどう受け止めていくかという課題もあ

るかもしれません。他方では、附属学校は要ら

ないのではないかという意見もあります。「エ

リート学校なら国費を投ずる必要はない」「国

費を投ずるなら特別支援学校に全部するなら

分かるというような意見も聞いたことがあり

ます。私達に求められていることは、これまで

の私達の実績を踏まえ、そこで流れている不易

と流行といえますが、これをきちんととらえて

我々の方針と見識を示していくことだろうと

思います。 

 第１回の附属学校研究協議会ということで、

大変おめでたい日でもありまして、いま小松審

議官から重要かつ画期的だというお言葉を頂

きました。開催に向けて大車輪の活動をされた

金本委員長以下、附属学校委員会の皆さんにお

礼を申し上げます。実り多い会にしていきまし

ょう。挨拶といたします。 
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【第一部】実践発表と協議 

 

 

実践発表司会  
 
附属学校委員会委員 藤野 祐一（山形大学附属学校運営部副部長） 

附属学校委員会委員 奥田 晴樹（金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校長） 

 

 

○「附属学校における特別支援教育の取り組み」 

～共生社会形成の基礎となる学校づくりを目指して～ 

 

千葉大学教育学部附属小学校副校長        大西 眞彰 

千葉大学教育学部附属特別支援学校副校長     國井 光男 

 

 

○「国際理解教育推進の取り組み」 

 

東京学芸大学附属国際中等教育学校主幹教諭    赤羽 寿夫 

東京学芸大学附属大泉小学校主幹教諭       細井 宏一 

 

 

○「読解力指導について」 

 

横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校副校長 米澤 利明 

 

 

○「中学校における実地研（教育実地研究）のあり方」 

－ 教育実習の事前指導プログラム － 

 

横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校副校長 中田 朝夫 
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Ⅰ 「附属学校に於ける特別支援教育の取り組み」 

～共生社会形成の基礎となる学校づくりを目指して～ 

 
千葉大学教育学部附属小学校 副校長 大 西 眞 彰 

千葉大学教育学部附属特別支援学校 副校長 國 井 光 男 
 
 
１ 附属学校に於ける特別支援教育推進の取り組み、 

その重要性 

  平成１８年１２月に公布・施行された改正教育基本法 

第４条の教育の機会均等において，障害のある者に対す 

る支援が新たに規定された。教育振興基本計画の特に重 

点的に取り組むべき事項として，手厚い支援が必要な子 

どもの教育を推進するとなっている。文部科学省はその 

翌年の４月、障害の有無やその他の個々の違いを認識し 

つつも，様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の 

形成の基礎づくりを重視することを理念に盛り込んだ「特別支援教育の推進」について通知した。 

 戦後、国立大学附属学校園は、先進的カリキュラムの検討、あるいは優秀な人材の輩出などを重

視するあまり、こうした特別支援教育の必要性を十分に感じないまま今日に至った側面が強い。し

かし現状では、多くの公立学校が直面している「特別支援を要する子どもへの対応」と同等の問題

を抱えるようになり、専門的な知見の助け無しには、学校教育そのものが成立しない状況に追い込

まれているのが現実である。千葉大学附属小学校もその例外ではない。 

 そうしたことから附属小学校は６年前より、特別支援を要する子どもの受け入れ及び取り組みを

開始し、組織的な対応への整備を行ってきた。その過程で、千葉大学の専門教員の助言や指導を受

けること、そして千葉大学附属特別支援学校の専門的な知見に学び活用していくことを重要視して、

校内の組織整備を進め、実践的な取り組みを進めてきた。一方、千葉大学附属特別支援学校では、

今まで以上に地域や県との連携を深め、これまでの実践研究で得てきた成果をより深め確実なもの

とするため、附属小学校との連携、公立の小・中・高等学校との新しい連携、そして地域住民や関

係機関との連携充実を図り、協力支援体制の強化に努めてきたところである。 

 

２ 附属小学校における特別支援教育の取り組み例～ 附属特別支援学校との連携を重視して ～ 

(1) 基本方針  

     ①児童と教師、児童同士の豊かな人間関係づくりの推進 

 ②生徒指導の機能を取り入れた「学びを深める授業」の展開 

 ③生徒指導体制の確立及び教育相談活動の充実、全教職員による取り組みの強化。 

 ④家庭や専門機関（大学，医療機関，附属特別支援学校，市教育委員会等）との連携 

⑤支援体制の確立（コ－ディネーターの機能強化、特別支援校内委員会設置、少人数指導の充

実、など） 

(2) 校内体制の見直し 

特別支援教育は，児童一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し，教職員が一丸となって適切

な指導・支援を行うことが大切。そのため、①校長のリーダーシップに基づく取り組み、②教務

部及び特別支援教育コーディネーターの役割の明確化、③学級担任の専門性の向上と職員の研修

計画の立案と研修の徹底、⑤職員全体・学校全体で取り組むことへの意識向上（情報の共有化）

を図ることとした。 
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(3)校内委員会の見直し 

対象児童の実態把握，障害の理解と適切な指導及び必要な支援に関する検討や研修の場として

の校内委員会を定例化し、月１回実施。また構成職員の見直しを行い、校内に於ける児童の相談

を行いやすくするとともに、保護者の理解推進を円滑に進めるようにした。                

(4) 実践事例(６年男児（Ａ児）への支援例） 

①これまでの経緯 

Ａ児は附属幼稚園から内部連絡進学で入学する。学習の遅れ，自閉的傾向が見られるが，穏

やかな性格である。小学校入学時に幼稚園と保護者が協議し，通常学級の子どもたちと学校生

活を共にしていくことで，Ａ児と他の子どもたち双方が理解していく機会として考え推薦され

た。中学年になって，学習の遅れが見られるようになり，非常勤講師を配置し個別指導を行う

体制をとった。 

 ②本年度の関わり 

 【校内委員会】 

     ＜第１回＞個別指導に関する担当者及び場所の検討。具体物を多く用いて理解を深める指導

方法の工夫を共通理解。 

     ＜第２回＞生活・学習状況の確認。 

＜第３回＞ ＜第４回＞中学進学に関する保護者の相談について，学級担任からの報告をも

とに共通理解を図る。 

   ＜第５回＞中学進学に関して、特別支援学級の見学を計画。 

  【附属特別支援学校との連携】 

本校特別支援担当職員の指導力向上を図るとともに，Ａ児と保護者の体験や参観をとおして，

Ａ児と保護者が特別支援学校の理解を深めていくことを目的にして，附属特別支援学校との連

携を推進した。 

   ＜第１回＞ 特別支援学校の児童・生徒の生活及び学習の様子を参観し、特別支援担当職員

の指導力向上を図る。特別支援教育の在り方や指導方法についての研修。 

     ＜第２回＞ 運動を共に行い、集会活動に参加して、体験を通して，特別支援学校の理解を

深める。 

   ＜第３回＞ 実習生のお別れ会、カレー作り、牛の餌やりなどの体験活動に参加し、特別支

援学校の理解を深める。 

  【保護者との連携】  

学級担任が中心となって，保護者と随時情報交換を行ってきた。主な内容は，学校での様

子，特別支援学校の参観と体験・進学相談等であった。その際，常にＡ児にとって最善の方

策を一緒になって考えていく姿勢を大切にした。 

  【学級の子どもたちとの関係】 

 「クラスの仲間として共に生活していこう。」と，担任の呼びかけや姿勢が，クラスの子

どもたちに浸透し，Ａ児に対して温かく接している。また，特別支援担当職員が「なるべく

自分の力でするように声をかけてください。」と子どもたちに呼びかけることにより，子ど

もたちはＡ児に気づかせるような声かけをし，自分の力でするようにしている。 
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Ⅱ 「国際理解教育推進の取り組み」 

 
東京学芸大学附属国際中等教育学校 主幹教諭 赤 羽 寿 夫 

東京学芸大学附属大泉小学校 主幹教諭 細 井 宏 一 
 
 
１．東京学芸大学大泉地区における研究 
（１） 大泉地区の歴史 

・帰国生を 40 年前から受け入れている、日本最 
初の学校。 

・附属大泉中学校、小学校、高等学校大泉校舎の 
三校があったが、平成 19 年度に中学校と高等 
学校を統合再編し，国際中等教育学校という中 
高一貫校を創立。 

（２） 大泉地区共同研究テーマ 
平成 21～22 年「中等教育学校等における国際カリキュラムの開発による実践」 
～外国人児童生徒の小中高等学校への受け入れについての調査研究～ 
【研究①】外国人児童生徒の受け入れ体制の整備 

・就学促進カウンセラーの配置 
        ・編入学時の児童生徒の日本語能力の測定基準の開発 

【研究②】日本語教育の内容・方法の開発 
・初期日本語教育の公開授業等を通した教員研修の実施 
・JSL カリキュラムの実践及び成果の集積・発信 

【研究③】国際中等教育学校におけるイマージョンプログラムの実践 
・英語パーシャルイマージョンプログラムの研究 
・中国語，韓国語パーシャルイマージョンプログラムの試行 

【研究④】グローバルな学力の定着・活用についての開発 
・OECD のキーコンピテンシーを中心とした教科・領域の見直し 
・グローバルな視点に立った教員の資質向上のための研修 

 
２．東京学芸大学附属国際中等教育学校 
（１）研究経緯 

平成 18～20 年 特別教育研究 
「中等教育学校等における国際カリキュラムの開発」 

【概 要】帰国生を積極的に受け入れてきた本学大泉地区の附属学校において、国際

化時代に対応する先進的な中高一貫教育校を実施し、今日的スタンダードと

なる新しい国際教育カリキュラムや教材等を開発して、全国的に発信する。

～外国人児童生徒の小中高等学校への受け入れについての調査研究 

【研究①】イマージョン教育教材開発 

社会、数学、理科で行うイマージョン教育テキスト・補助教材等の 開発 

【研究②】ＪＳＬプログラム教材開発 

日本語を母語としない子どものための学習支援 

【研究③】国際教養実践支援システム開発 

国際理解・人間理解・理数探究という３つの柱で構成された学習領 域群
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「国際教養」のプログラムおよびその実践支援システムを開発 

【研究④】創造科学実習支援システム開発 

多様なインターフェイスを備えたモバイルコンピュータを用いて、 生徒

が創造的な科学探究活動が行えるシステムを開発 

【研究⑤】多様な食文化理解教育支援システム開発 

多様な食文化理解教育の実践を支えるシステムを開発 

 

平成 21～22 年 特別教育研究（小学校との共同研究） 
「中等教育学校等における国際カリキュラムの開発による実践」 

～外国人児童生徒の小中高等学校への受け入れについての調査研究～ 
 
３．東京学芸大学附属大泉小学校 
（１） 小学校の国際理解教育の研究 
     ・昭和 44 年海外帰国子女学級を第４～６学年に設置（現在は３学年から）  

・一般学級と国際学級の交流を密に共生して，帰国子女・外国人子弟児童と一般児童と

がよい影響を与え合い国際社会で活躍できる力を育成する。 
・帰国児童・外国人子弟の学校生活・学習への適応指導研究成果を発信する。 

 
（２） 大泉地区の研究に沿って 国際中等教育学校との共同研究 

【研究①】外国人児童の受け入れ体制 
・日本語判定基準の作成 
・特設学級から一般学級へ混入するカリキュラム・時間的整備・人的配置（就学

促進カウンセラー等）を含めた配置 
【研究②】日本語教育の内容・方法の開発 

・「個別学習」の取り組み 
・一般学級に混入した際の問題点を克服する研究・新しい授業展開 

【研究④】グローバルな学力「コミュニケーション力の育成」 
ⅰ）コミュニケーション力の基盤を育成する 

「人と関わる有用感」「自己肯定感」「トレランス（寛容性と耐性）」 
ⅱ）話し合い活におけるコミュニケーションスキルの育成を軸として、系統的・

教科横断的にカリキュラム化し，コミュニケーションしようとする情意面の

意識と同時に高めていく学習をする。３段階。 
「習得」…主に国語科を中心としてスキルを系統的に育成 
「活用」…主に各教科や話し合い活動で教科横断的に育成 
「実践」…主に総合学習や心の学習で実践的に育成する 

 
４．今後の課題（共通） 

（１） 児童生徒の変容を追跡調査 
（２） 海外生活経験児童・生徒の受け入れ基準・資格の問題 
（３） 英語学習の連続性 
（４） 小学校の課題…初等教育プログラム（PYP）の要素を取り入れたカリキュラム 
（５） 国際中等教育学校…MYP を、教育課程に関して、どう実践していくか 
（６） 「人材確保」「研修等の積み重ね」 
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Ⅲ 「読解力指導について」 

 
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 副校長 米 澤 利 明 

 
こんにちは。横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校副校長の 

米澤でございます。よろしくお願いいたします。さて、ただいま、ご 

紹介がありましたように、「読解力指導について」というテーマで発 

表させていただきます。ただし、本日の発表につきましては、「読解 

力指導そのもの」ではなく、この会の趣旨に則りまして、読解力指導 

を本校単独で研究するのではなく大学や地元の教育委員会と協力して 

研究するという観点から、サブテーマは「附属学校を活用した大学と 

県教育委員会等との連携による研究の推進事例として」ということで、 

お話をさせていただきたいと思います。 

＜以下は発表内容の概略です。＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○「附属学校を活用した大学と県教育委員会等との連携による研究」の概要は、附属横浜小学校、附属横浜中学校、

神奈川県立光陵高等学校、さらに横浜国立大学において、読解力等のリテラシーや高いコミュニケーション能力

等を身に付けた次代を担う人材を育成するための教育について研究することと、横浜国立大学の教育資源を活用

しながら、神奈川県教育委員会と協力し、読解力等リテラシーの育成やコミュニケーション能力の育成を図るた

めの、小・中・高・大連携による一貫カリキュラムを共同で開発していこうというものです。 

○この研究の推進の中心になっているのは、横浜国立大学と神奈川県教育委員会とのあいだで締結された「『連携型』

中高一貫教育に関する協定書」です。 

○研究の具体的な進め方ですが、組織として、まずこの協定書に基づき、横浜国立大学教育人間科学部、神奈川県

教育委員会高校教育課を中心に、附属横浜小学校、附属横浜中学校、神奈川県立光陵高等学校、それから神奈川

県立総合教育センターの５者で、小・中・高・大連携によるこれからの教育実践モデルの構築に係る「実践研究

会」というものを設置しております。実践研究会には、実務部会としてワーキング部会、作業チーム企画会、作

業チームを設置し、それぞれ設置及び運営に関する要綱を作成し、それに基づき研究を進めているという形を取

っております。 

○作業チームの構成員は県立光陵高等学校の教員、附属横浜中学校の教員、総合教育センターの指導主事、横浜国

大の教員。現在は総勢 73 名で構成しております。今年度は附属横浜小学校の方がオブザーバーとして参加してい

るという形です。 

○今年度の主な連携内容を簡単にご紹介します。教育展開での連携、特別活動での連携、保護者による連携、横浜

国立大学との連携ということで、具体的にその場面を写真でご紹介します。（資料参照） 

○この研究の成果の発信としましては、中学校 1 年から高校 3 年までの各教科等における読解力とリテラシー育成

のためのイメージシートの作成、さらに書籍『思考力・判断力・表現力等を育成する方策』（三省堂 2010）の発

行ということで、これは作業チームを組んだ附属横浜中学校、県立光陵高等学校、横浜国立大学の各教員が共同

で執筆しております。 

○この研究で期待される効果ということですが、これからの社会に求められる読解力等リテラシーの育成に向け、

「かながわの中等教育の先導的モデル」を示し、県内中学校及び高校にとっての今後の教育改善（学校改善、授

業改善）の指針となるように、それを確立していくことです。 

○まとめとしまして本事例の意義ですが、学長と教育長の締結した「協定書」に基づき、さらに大学・学部の中期

目標・中期計画の重点目標として位置づけ推進していること、個人同士のレベルでの研究ではなく組織として附

属学校を活用する研究というような形で推進していること、地域の教育委員会と連携し公立学校のモデルとなり

学校改善や授業改善に貢献する研究として推進していること、今回メインで出しています読解力の育成等の現代

的課題について国の教育政策に寄与する先進的な研究として推進していること、です。ちょっと手前みそではあ

りますが、このように自覚を持ちながら推進しているということです。 



- 35 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 36 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 37 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 38 - 
 

Ⅳ 「中学校における実地研（教育実地研究）のあり方」 

－ 教育実習の事前指導プログラム － 
 

横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 副校長 中 田 朝 夫 
 
 
１ 実践的授業科目の体系的配置 
 横浜国立大学教育人間科学部では、教員養成にかかわる実践 
的授業科目として、１年次に「基礎演習」を設置しています。 
この授業のねらいは、学生が教育活動や支援活動を対象化し、 
教育に興味・関心を持つことにあります。２年次に履修する授 
業は、「教育実地研究」で、学生が教育課題を発見したり、そ 
の解決の方向性や方法を獲得したりすることをねらいとしてい 
ます。そして、これらの経験をもとに、学生は３年次、４年次 
で教育実習に取り組みます。現在、大学では、大学院と学部の 
カリキュラム改革に取り組んでおり、社会の変化や子ども達の状況等を踏まえた教員養成のあり方を議

論しているところです。ここでは、大学と附属学校との連携の基軸になっている「教育実地研究」の実

践内容について述べていきます。 
 
２ 「教育実地研究」における大学と附属学校の連携 
 「教育実地研究」の授業は、大学教員と附属学校教員との密接な連携の上に成り立っており、これか

らの教員にとって不可欠な資質、能力に焦点を当てています。このような取り組みは、教員養成カリキ

ュラムの改訂においても変わらぬ価値を有していると考えられます。連携の内容をわかりやすくするた

め、４つの場面（シーン）に分けて説明します。 
（１） シーン１「打ち合わせ」 
 この場面では、大学の教員と附属学校の教員が、「教育実地研究」の意義を確認し合うための打合せ

を行います。特に、大学の授業と学校での日々の実践とを結び付ける観点をクローズアップすることを

ねらいとします。両教員にとって、貴重な情報交換の場です。 
（２） シーン２「実際の授業に学ぶ」 
 この場面では、附属学校の教員が授業を行い、それを大学教員と学生が参観します。大学教員は授業

を参観する際の視点を学生に提起します。例えば、子ども達の学びの実態、指導方法、教材・教具等で

す。これらの視点を受けて、附属学校の教員は、発問を工夫したり、ワークシートやノートの作り方を

強調したりして授業を行い、学生が授業を考察しやすくなるよう連携します。 
（３） シーン３「授業の実施」 
 この場面は、学生が、大学教員から示された指導案をもとにグループで指導案を作り、附属学校教員

とチームを組んで授業を行います。学生は、教科教育の大学教員はもちろん、教育に関する諸科学や教

科専門科学を担当する大学教員からもアドバイスを受けることができます。学生にとって、大学の授業

に必然性を強く感じる場面です。 
（４）シーン４「さらなるステップ」 
 大学生による授業が終わった後、再び３者が集まって協議を行うのがこの場面です。大学教員は、研

究者としての視点から、子ども達の学びを広げ深める指導の手だてや評価の視点等をアドバイスします。

また、附属学校教員は、具体的な指導方法に加え、生徒理解の視点等も含めてアドバイスをします。ま

とめでは、学生がこれまでの「教育実地研究」の授業をふり返り、当初、大学教員から提起された視点

に沿って課題点を整理します。 
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協議（質疑応答） 
 
Ｑ 「国際理解教育推進の取組」について 

北海道教育大学札幌附属中学校 
 外国人子弟等の受け入れ体制の整備に関する、非常に先進的な取り組みを、たいへん興味深く伺

いました。２点質問させいただきたいと思います。 
 グローバルな学力を育成するために、レジュメの中でも、PPT の中でも、「今日的スタンダード

として」とうたわれております。これは OECD のキーコンピテンシーを中心に指導要領との融合

を図られたということで、どういうカリキュラムか非常に興味を持っております。今日的スタンダ

ードという言葉を使われているのですが、東京学芸大学附属学校は外国人子弟がたいへん多く、そ

して海外生活の経験のある生徒達が多いという意味で、ある意味ユニークな学校ではないかと思っ

ているのですが、外国人子弟が多くない学校において、どのように活用できるのだろうかという視

点で、今日のお話を伺っておりました。 
第１の質問ですが、今日的スタンダードのカリキュラムであるとおっしゃるのですが、それは外

国人子弟等の多くない学校でも通じるという意味での今日的スタンダードで、そういうことも視野

に入れたカリキュラムを創られたのでしょうか。 
 ２点目ですが、後半の小学校のコミュニケーション能力については非常に構造的にカリキュラム

化されていて、たいへん分かりやすく伺いました。中等学校のカリキュラムの内容は、イマージョ

ンと、割とユニークで、学芸大ではというところは分かったのですが、もし外国人子弟等の少ない

学校であれば、国際教養という科目の辺りは、とても参考にさせていただけるのではないかと思っ

たのですが、残念ながら今日は時間の関係で省略されてしまいましたので、その辺について少しご

説明いただければと思います。 
Ａ 赤羽東京学芸大学附属国際中等教育学校主幹教諭 
 今日的ということで、一般的な学校でどのように活用していくのか考えさせていただいたときに、

私どもも実践していて、はじめは外国人の子が多く、また帰国生が多く、その中に一般の子が一部

いるような場合のパターンを考えていたわけではないのですが、多いことは条件にしていました。

ただ、実際に実践していくと、例えば先ほどのイマージョンの授業にしても、一般の子どもたちの

方がより率先して授業を取っていく、もともと海外で英語の力のある子達の方が日本語での授業を

取っていくというような、逆転現象があったりします。そうすると、そこで行われた実践は、当然

のことながら、一般の学校に一部でも入っているお子さん達に対して、実践的なことができるので

はないか。また、逆に全然いなかったとしても、英語力をいかに活用する場を作れるかということ

では、実践的ではないか、今日的ではないかと考えます。 
 また、国際教養につきましては、今日お話しさせていただいた時間より３倍ぐらい時間がかかる

内容でありますので、もしよろしければ、ぜひうちの学校に来ていただけたら、もしくは研究紀要

を毎年出させていただいていますし、来年も研究発表する予定ですので、ご来校いただければと思

っております。 
 
Ｑ 「附属学校における特別支援教育」について  

福井大学附属小学校 
 最初の特別支援教育絡みの事柄で、このキーワードは、いわゆる一斉指導ではなく、ある程度個

別的な支援教育も含めた、個々の子どもの特徴などを踏まえた教育というものに関するテーマかと

思います。ご承知のように附属学校にも、いわゆる気掛かりと呼ばれるような子供達も最近増えて

きました。先ほどの千葉大の支援教育は非常にすばらしいと思うのですが、そこで一つ、うらやま

しいと思ったのは、Ａ君の事例でしたか、こういう子がいたときに非常勤を配置したとおっしゃい

ました。こういう子供達がいた場合に、個別的な支援が必要であり、教員もそれだけの認識がある
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としても、やはり一斉指導では難しいので、ある程度、個々の支援や教育が必要であるとすれば、

それに関する人員の確保が非常に重要になってまいります。 
 このときに公立学校であれば、多くの場合にいろいろなサポーターのような形で支援員が配置さ

れていたり、加配があるわけですが、おそらく全国の附属学校園はそういう加配や教員の増員は非

常に難しい情勢にあるかと思うわけです。したがって、そういう子供達がいたときに、具体的に関

われる人員が非常に不足しているかと思うのですが、その辺のところを各学校園の先生方は、どの

ように考えて確保しておられるのかということです。 
 おそらく学生などを利用されていると思うのですが、ただ、学生では専門的な知識などの面では

難しいし、小中学校の場合では、特別支援学校からの支援ということもあり得るでしょう。でも、

特別支援学校も実際は、例えば発達障害の子供に関しては必ずしも専門家ではないというところも

ございますから、そういう点でのある程度専門的知識を持った人の確保をどのようにされているの

かということをお伺いしたいと思います。 
 もう１点は、それに関わって、いわゆる附属学校園は公立とは違う、先進的なモデル校というこ

とが基本的に求められているのですが、実際、この特別支援教育に関しては、はっきり言って、お

そらく公立校より遅れていると思われます。したがって、では特別支援教育絡みの、こうした個々

のニーズに応じた教育といったときに、今後、附属学校園は、どういう形で公立校とは違う先進的

なモデルを出し得るのか。その辺をいま、私は非常に悩んでいるところなので、何かいいお考えや、

いい試みがあれば、お聞かせいただきたいと思います。 
Ａ 大西千葉大学教育学部附属小学校副校長 
 Ａ君の場合ですが、週５日、１日５時間程度、非常勤講師をお願いしたいということで、教育学

部に平成 16 年からお願いしてきました。そして、その非常勤講師ですが、特別な専門知識を持っ

ている方ではなく、中学校の教員採用試験を目指している方にお願いしました。ですから、専門性

ということについては、あまり知識として持っているということではなかったのですが、その辺の

ところは学部の先生と学校とその先生が話し合いながら、教育活動を通して専門性の向上、そして

附属特別支援学校との連携を進め、さらに専門性を向上していこうと進めてまいりました。これが

Ａ君です。 
 
Ｑ 福井大学附属小学校 
特別な配慮を要する子供だけの問題ではないと思うのですが、人員確保という点でいけば、公立

校は各県・市によっていろいろ工夫され、加配的なというか非常勤といっても、いろいろな名目を

作って、学校にいろいろな人が出入りしているということが現状だと思うのです。例えば、そのう

ちの一つはスクールカウンセラーのような者ですし、学習支援員とかいろいろな名前が付いている

のは、おそらく各都道府県・各市などで配置されているところが多いかと思うのです。でも、附属

学校園というのは、その辺が非常に限られています。また、大学のひも付きということもあるので、

非常勤等をお願いする場合に、なかなか大学に言っても認めてもらえないことがあるのです。した

がって、そういう人員確保という点で、逆に言えば、大学のひも付きということを逆に利用し、そ

こから本当に先進的なことができるかどうかということなのです。極端な言い方をすれば、はたし

て特別支援教育絡みに関する附属学校園の先進的な試みが可能かどうかといったときに、支援員の

確保ができなければ、なかなかできないと思います。そういうものがない、あるいはそれが確保で

きない段階で、例えば特別支援教育絡みのことを例にとると、附属として先進的なモデル校となる

ような、何か方針や方向性があるかどうか。私はちょっと分からないものですから、その辺につい

て何かいいお考えや、何かいい実践をされている学校園がありましたらお聞かせいただきたい。 
Ａ 北海道教育大学附属札幌小学校 
回答となるようなものはないのですが、やはり私が抱えている部分として、そういう支援の実践

などを市内や地域の学校の先生方に広めていくところでの難しさですが、千葉大学では、特別支援
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学校がセンター的役割をしていますので、そこでたぶん実際に行われている実践をうまく広めなが

ら助言などをされていると思うのです。 
 ただ、私も特別支援学級の担任として通常学級の先生とお話しするときに、どうしても何か視点

のずれというものを感じているのです。「この子はこういうところが困難だから、このようにした

らいいんじゃないの」というような話をし、「そうだね」という話はするのですが、やはりずれを

感じていることがあるのです。ですので、特別支援学校がセンター的役割でそういう研修などを行

っても、実は先生と生徒のような感じで、教えられるというような立場の違いで、なかなか本当の

共通理解が生まれていないのではないかということも感じております。本校の通常学級の先生方と

話をしているときに、通常学級の先生が「あの子はこういうことだったんだね」「昔受け持ってい

たあの子の、この事例とも、こういうところでつながったな」というようなお話を伺ったときに、

そういう実感のわいた通常学級の先生が、やはり市内の学校や地域の学校に広めていくことが大事

なポイントになってくるのではないかと思いました。 
 ですので、附属学校の通常の学級で、こういう特別支援教育の実践が行われているのを通常学級

の先生がどのように感じ、支援が必要な子というように明確に診断が出てきていないお子さんにも、

たぶん同じような困り感を感じながら支援していると思うのですが、それをどのように地域の先生

方に伝えていけるかということがすごく大事かと思っております。その辺はたぶん、特別支援学校

の先生より、通常学級の先生同士の方がより近い目線で伝えていけるのではないかと思いました。 
 
Ｑ 「読解力指導について」について 

奈良女子大学附属中等教育学校 
既に光陵高校に進学は１回、１年生は出されましたでしょうか。 

Ａ 米澤横浜国立大学教育人間科学部附属横 
浜中学校副校長 
今年度の中学校１年生からが連携の対象になっております。 

 
司会 
 こういう趣旨での会議というのは、今回初めての試みでございます。全体を通じまして、既存の

附属学校園、あるいは教員養成系大学・学部の人的、あるいは物的な資源というものを再配置・再

配分して、何とか新しい社会の要請の課題に応えようという実践であったかと。そのような再配

置・再配分以外に、そういう新しい実践を作り出す条件はないのか。それは根本的な疑問ですが、

しかし、現在の我が国の状況を考えてみれば、そのような方法でものを考えていく以外に、現実的

な選択肢があるのかという問題でもあろうかと思います。実は今回、これから第二部としてシンポ

ジウムを行いますが、その辺でどういう問題があり、課題があるのかということを考えていくこと

になろうかと思います。 
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【第二部】基調提案とシンポジウム 

 

 

１ 基調提案   「国立大学附属学校の現状と課題」 

 

２ シンポジウム 「国立大学附属学校の新しい活用方策について」 

    ～ これからの附属学校の意義・役割を問う ～ 

 

全体司会  附属学校委員会委員   坂下 伸一（奈良教育大学附属小学校副校長） 

 

附属学校委員会副委員長 藤堂 良明（筑波大学附属中学校長） 

 

基調提案者 附属学校委員会副委員長(愛知教育大学教授･附属岡崎中学校長) 野澤 博行 

 

附属学校委員会委員（静岡大学教育学部附属学校園総括長）  塩川  亮 

 

 

シンポジスト 

柳澤 保徳（学校法人帝塚山学園学園長・前奈良教育大学長） 

 

城後  豊（北海道教育大学副学長（札幌校担当）・前附属札幌中学校長） 

 

柳  和枝（宮崎大学教育文化学部附属幼稚園副園長） 

 

鬼澤 佳弘（千葉県教育委員会教育長） 

 

渡邊 倫子（文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室長） 

 

コーディネーター 

金本 正武（千葉大学教育学部附属小学校長） 
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１ 基調提案 

 

「国立大学附属学校の現状と課題」 

 

 平成 21 年 3 月 26 日、文部科学省は「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とり

まとめ」を示し、附属学校の存在意義をより明確にした取組の推進を求めた。日本教育大学協会と

しては、このことに応えるため、常設 2 年目を迎える附属学校委員会を中心に新たな調査研究を行

うこととした。それは、平成 20 年度に行った二つの調査を比較検討し、各附属学校園の現状と各

学校園が抱える課題や問題をより明確化し、これからの附属学校園の望ましい運営実現への提言を

行うことである。二つの調査とは、大学法人担当者に対して行った調査「大学・学部の附属学校園

における改革の現状と問題点、今後の展望に関する調査～法人化後５年を経て、次なる中期目標・

中期計画に向けた改革の実態と課題・問題点、これからの学校づくりへの展望～」(平成 21 年 3
月 日本教育大学協会附属学校委員会）と、附属学校関係者に対して行った調査「国立大学法人化

後における附属学校園の現状についての実態調査報告書」(平成 21 年 3 月 全国国立大学附属学校

連盟)のことである。 

 この調査研究については、その結果を、組織運営上の課題、業務運営上の課題、予算・人事の課

題の各視点において整理し、それを基にこれからの附属学校園のより円滑な運営推進について提言

を取りまとめ、「大学・学部の附属学校園における改革の現状と問題点 今後の展望に関する調査

報告書」（日本教育大学協会附属学校委員会 平成 21 年 12 月）として報告させていただいた。本

日の基調提案は、この報告書の【１】－３全体提言を基にして行ったものである。 

  

（上記の理由から基調提案内容については省略する。報告書を参照されたい。） 

 

 

２ シンポジウム 

 

「国立大学附属学校の新しい活用方策について」 

～ これからの附属学校の意義・役割を問う ～ 

 

金本（コーディネータ） 

○ シンポジストの紹介 

 本日のシンポジウムは、３月 26 日に文科省が示した「国立大学附属学校の新しい活用方策に関

するとりまとめ」（以下「とりまとめ」とする）にどう対応していくかという問題意識の下に企画

したものです。あらかじめ用意した意見を型どおりに述べていくような形ではなく、あるときは対

話形式で、あるときはフロアの意見や課題意識を少しでも反映した議論や意見交換を進めたいと思

います。私のイメージするのは「日曜討論」といったところでしょうか。しかし、十分な協議の時

間をとれない状況もあり、シンポジウムにおいて直接皆様からご意見をお伺いすることが出来ない

と思われます。そこで、事前に次のような六つの観点についてのご意見を予めお送り頂き、要点整

理的な紹介の仕方をさせていただきました（配付資料）。協議の過程でときどきご紹介しながら、

皆様方の気持ちと一緒になっていければと思います。 

  

質問１ 国立大学附属学校園の本来的な役割である、大学／学部における教育研究への協力及 
び教育実習への協力実施をより充実していくためには、どのような課題があると思われ 
ますか。 

質問２ 法人化された国立大学は、今後ますます地域の期待に応え、開かれたものとなること 
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が強く求められているが、附属学校園は地域（教育委員会を含め）の期待や要望に応え 
ていくためには、どのような工夫が必要となるのか。（第２期中期目標・中期計画に盛 
り込んでいる内容も含め、現状と課題に基づく取り組みの工夫を述べていただきたい。） 

質問３ 附属学校園における研究の能力を高めるためにも、優秀な人材(教員)の確保、教員の 
労働条件の整備、適切な子どもの選抜などを含めた組織の見直しが求められている。そ 
のためには、今後、人事や予算も含めて大学・学部としてどのような取り組みを進めた 
らよいか。 

質問４ 全国の国立大学附属学校は、今後、「国の拠点校」、「地域のモデル校」として大き 
く役割を果たしていくことが求められている。このことについて、意見を頂きたい。 

質問５ 附属学校園の現状における問題点は何か。 

質問６ その他、附属学校に関する悩み。 

 

 本日のシンポジウムのテーマは「国立大学附属学校の新しい活用方策について ～これからの附

属学校の意義・役割を問う～」です。 

 ５つの視点で考えていきたいと思います。１点目は、国立大学附属学校がどのような役割・意義

を果たしていくべきか。その確認をしながら課題を浮き彫りにしていく。２点目は、このきっかけ

となった３月 26 日の「とりまとめ」について、どのように捉え、考えていくか。３点目は、では

現在の附属学校園は実際にどのような問題を抱え、現状はどうなのか。４点目は、今後、附属学校

はどのような姿を発信していくべきか、新しい附属学校像について考えてみたい。そして５点目に、

今後そのために大学はいったい何をすべきなのか議論を深めたいと思います。 

 それでは最初に、「とりまとめ」について若干触れておきたいと思います。本日配布させていた

だいた報告書の 34 ページに資料として載せてあります。必要に応じてご覧ください。また 45 ペー

ジにはその要点が一覧表に整理されております。さらに、次のページに、21 年 6 月 5 日の業務全

般の見直しについての大臣決定や、さまざまな関係資料が載っております。そういったものにも、

ときどき目をお通しいただきたいと思います。なお、今日のシンポジウムはこうした新しい活用方

策の通知に基づいて行うものでありますので、その視点から附属学校委員会が努力してまとめさせ

ていただいたこの分析結果も、ときどき開いてご覧になりながら、一緒に歩んでいただけたら幸い

です。 

 

Ⅰ 国立大学附属学校の役割･意義を考える 

 

１ 国立大学附属学校園の本来的役割と言われる「教育実習」の実施状況、「教育研究」の現

状及び課題について 

 金本 「とりまとめ」の大元になったものは、21 年 1 月の大学法人評価委員会の提言でした。

その提言をいま、ご紹介します。こんな内容です。 

 『附属学校は学部・研究科等における教育に関する研究に組織的に協力することや、教育実習の

実施への協力を行う等を通じて、附属学校の本来の設置趣旨に基づいた活動を推進することにより、

その存在意義を明確にしていくことが必要ではないか。』 

 この提言（指摘）内容の背景には、教育実習や教育研究への協力が十分でない状況が附属学校に

見られるという認識が強いということがあります。そこで、附属学校の本来的な役割といわれるこ

の二つの点について、まず、附属学校園の立場からお話しいただきたいと思います。 

 城後 最初の教育実習の課題としては、先生方もご存じだと思いますが、基礎実習、介護実習、

あるいは主専攻や副専攻など様々なものがありますが、一つの教育実習の方針や内容に一貫性が十

分にあるのかどうかということがあります。先ほどの横浜国大の附属鎌倉中学校のご発表にもござ

いましたように、教育実習が２年生で行われるということの、いわゆる教育実習の一貫性・整合性
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が十分に取り計らわれているかどうかということについては、私自身は少し疑問を持っているとこ

ろでございます。 

 また、教育実習そのものに関しては、例えばカリキュラム委員会、実習委員会など、大学のいろ

いろな委員会がありますが、附属学校がその使命を果たしていく上で、大学との連携といういわゆ

るシステム的な組織の中で教育実習が進められているのかどうか、もしかすると大学が丸投げをし

ているのではないかという状況が、多々あるような気がいたします。教育実習に関する三つ目の課

題は、いわゆる事前・事後指導における大学教員の参入の仕方の問題でございます。最近の大学の

教員は指導力が低下しており、学校というものを知らない。そのため、附属学校の先生方のリーダ

ーシップというものが必要になってきている状況がございます。教員養成系の大学に対して、この

教育実習を通して「学校とは」とか「教員とは」を提言・喚起する必要性があるのではないかと思

います。 

 次に研究課題ですが、本学の一つの例を挙げますと、教育フィールド研究というものがございま

して、これは学校支援ボアンティアということで、単位化していく状況がございます。学校へ出か

けていって、学生達が教員の資質向上のための準備をしていく教育フィールド研究がございまして、

それが単位化し、４年間に様々な学校種へ出かけていきまして現場を体験するということです。北

海道教育大学は 11 の附属を持っていますので、附属学校園がそういう役目をどう果たしていくの

かということが、課題となっております。 

 それから、大学との連携による教育研究の柱は、やはり教科教育の一つの柱を充実させることだ

ろうと思います。附属学校の実践教育の成果をどのように大学に反映させていくのか。例えば非常

勤講師として教科教育の担当をやっていただくとか、これは勤務条件のいろいろな問題がございま

すが、大学のカリキュラムの中に参加できるような一つのシステムを作っていく必要があるだろう

と思います。 

 それから、教育の拠点校としての役割です。教育委員会との連携、教育センターとの連携、５年

目研修・10 年目研修とか、当然今度の免許法の問題についても附属の先生方が参入し、そこで参

画しながら進めていくとか、いわゆる実務実践型の一つの教育内容に対して、どのように貢献して

いくのかという辺りが連携の一つの柱として必要ではないか。以上でございます。 

 金本 いま大学の立場からご発言いただいたのですが、附属学校の立場からご意見はありますか。 

 城後 附属学校における学生の実習期間の問題があります。小・中学校の通常学級に特別支援と

してやってくる学生のローテーションの問題、はたして１日ぐらいでいいのかどうか、２、３日延

ばすのか、１週間ほどやるのかという基礎実習、それから５週間にわたる主免実習の期間の長さな

ど、学校種によっても教育実習のあり方が異なりますので、附属学校はどのように対応していけば

いいのかという問題です。 

 金本 それでは、柳さん、幼稚園副園長という立場からご意見をください。 

 柳 宮崎大学では大学改組がございまして、質的保証のための教職課程の改革が行われ、ステー

ジ論に基づく実習が平成 20 年度より始まっています。そのため、本年度は、従来の実習と新しい

ステージ論に基づく２年生を対象とした実習が行われています。幼稚園では３日間ですが、新設さ

れた教育フィールド体験、教育福祉体験学習があります。小・中学校では昨年度から教職大学院の

実習が始まりました。このように大変多岐にわたる実習が附属学校で実施されております。附属の

先生方は、日程調整を苦慮しながらも、しっかりした先生を育てていこうと、使命感を持って本当

にがんばっていらっしゃいます。 

 組織については、学部教員と附属教員が一緒になっての教育実習運営委員会がございます。これ

も内容等についても話し合いがかなり持てるようになりましたし、本年度は教職大学院の運営委員

会のほうも設置されております。小中学校でも、担当レベルで結構風通しのいい話し合いができて

いると聞いております。しかし大きな課題がございます。大学改組に伴って宮崎大学では平成 25
年度に大量退職が見込まれているため、学校教育課程の学生が 1.5 倍に増えました。それに伴って
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実習期間を延長するとか、物理的な条件整備も望まれる状況にあります。つまり、実習が多岐にわ

たること、それに伴って指導教諭の負担も増すこと、そのために通常の教育活動に支障が出てくる

のではないかという懸念がございます。 

 次に教育研究についてです。宮崎大学では、学部・附属学校園の教員による共同研究を月１回実

施しており、日程は年間予定に組み込まれております。そのおかげで、附属間の連携も進んできて

おります。本年度から、この研究組織を大学の研究組織の中に位置づけることにしました。そのこ

とによって、やはり大学・学部の先生方や附属学校園の職員の意識の高揚につながったのではない

かと思われます。 

 こうした研究を進める上で予算的な問題も重要なこととなります。本学では学部独自のプロジェ

クト研究があります。附属学校園と学部教員がプロジェクトを組んで共同研究していくもので、予

算措置がなされています。学長裁量経費による戦略重点経費です。附属学校園と大学がいま、11
本の研究に取り組んでいるところです。これは学部の先生方がリードしてくださり、研究成果は、

教育実践総合センターの紀要等に集録されるということです。それから「外部予算の獲得」という

ことで、今年は幼稚園で科研費による研究が１本採択されました。これまで平成 17 年度に１本、

18 年度に３本、科研費を獲得して研究に取り組んできております。職員は大変ですが、大学附属

だからこそできる研究であることを園の一人ひとりが感じ、それがまた自信となっている状況が見

られます。 

 課題としては、附属学校園と大学との連携研究はどの学校園でも増えてきており、充実してきて

いるように思いますが、附属学校園に対する関心が薄い大学の先生もいらっしゃって、教科や領域

によっては共同研究へのかかわりが少ない大学の先生もいらっしゃるということです。さらにもう

一つ、研究内容については、公立学校園のニーズを集約していくシステム等を構築しなければいけ

ないのではないかと思います。 

 金本 お二人の話から、附属学校はしっかり取り組んでいることが伝わって参りました。しかし、

課題をよくよく考えると、大学側の附属に対する理解・予算措置が薄い。また、附属ならではの研

究だけれども、それがどこまで地域に貢献できるか、まだなかなか自信の持てないような雰囲気も

ちょっと感じたところですが。 

 では、大学の立場からご意見を伺いたいのですが。 

 柳澤 奈良教育大学は小規模単科大学ですので、附属と学長との距離が相当近いということが、

一つのメリットとしてあります。その逆の意味は、総合大学、特に地方の総合大学で病院もあると

いうところでは、学長から見ると附属は教育学部のまたもう一つ向こうにあるということで、客観

的にという意味ですが、相当距離感を持たざるを得ない。ですので、少なくとも附属の校長先生や

副校長先生から、学部長あるいは直接学長にアプローチするというように、駄目もとでもいいので、

前向きに進んでいただけるとありがたいということを前提に、お話しいたします。 

 附属学校の役割で最も重視されるべきものは、大学教育の一環としての学生諸君への教育実習で

あろうと思っています。先ほどの横国の教育実習系科目、実践科目群を１年から４年までそろえて

いく。その内容については、まだちょっと首をかしげるところもあるという城後先生のお話だった

のですが、奈良教育大でも基本的には４週・２週実習、二つの異校種免を取得させる取組をしてい

ます。それに伴い、従来の取組に加え、１年生の観察参加、そして２年生がどう実習にかかわるか

が実は課題です。さらに今回免許法が改正されて教職実践演習を新たに４年生に位置づけますが、

４年間を通した教育実践にかかわる教育実習で得るべきもの、身に付けるべきものを見直す、それ

を全学的に検討するのだという考え方を大学の先生方が共有していく必要があると思っています。 

 それから、先ほど話に出ました、学内だけではなく学外でのさまざまな学校支援、これはいずれ

地域連携の観点から教育委員会との話等もあるかと思うのですが、やはり附属学校、あるいは地域

の公立学校で学生諸君を受け入れ、彼らに実践する場を提供していただけるとありがたい。しかし、

ここで大切なことは、ただ行って体験を積めばいいんだということではなく、送り出す側の責任と
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して、行ったらここまで力が付いたという評価をすることです。あえて申し上げると、教育実習に

関する評価のある部分については、大学の教員も責任を持ってタッチするというところまで進める

べきではないかと思っています。 

 それから、研究面では、これも単科の大学だとやりやすかったのですが、学長裁量経費で、学部

の先生と附属学校の先生が、例えば教育改善や子ども達の指導法の改善について共同で提案するこ

とを積極的にお願いし、単年度ではなく数年間にわたって研究経費を付けました。先ほど科研費の

話も出たのですが、奈良教育大学では、附属の先生が主体的に大学の先生に呼びかけて科研費を得

ることはできませんでした。その意味で、特別教育研究経費の要求とか、学長裁量経費とかできっ

かけづくりをする。それで、附属の先生方を励ますというようなところをまず考えました。 

 私自身は、各大学がその地域のニーズに応じた研究課題にどれだけヒットしているかということ

はもちろん大切なことだと思っています。先ほどの東京学芸大学の国際理解教育についての発表の

ように、ESD というか、ユネスコスクールに加盟して市内の中学校のモデルになってみたらとい

うようなことも、環境が整えばできるということがありますので、これはそれぞれの地域で、それ

ぞれの特色を打ち出す、おしなべて全国津々浦々ということではない教育が可能だろうと思ってい

ます。 

 それから実は、特別支援教育も大きな柱だと思っているのです。基本的には特別支援学校が設置

されているのですが、国内には単科教育大学を含めて、特別支援学校ではなく特別支援学級という

ことで、小・中学校に併設しているところが４大学ほどあります。もちろんそれはデメリットでは

なく、特別支援教育を通常学級の中でどうやっていくかという課題に対して積極的なきっかけを与

えています。そのとき、特別支援教育センターを学内組織として創る。これは、専攻科があったり

して教員組織も若干しっかりしているというところがありますので、打ち出してほしいというお願

いをし、その前提として附属の先生方との連携、あるいは地域との連携が必要ですというお話をし

て進めていただいています。 

 

 ２ 参加者の意見（事前アンケート質問１）の紹介と課題の整理 

 

金本 いま柳澤さんから、附属学校園の課題に対して、明るい見通しのある提言をいただきました。

しかし、本日配布しましたアンケートの集計をご覧いただくとよく分かるように、全国的には非常

に大きな悩みをお持ちです。例えば教育研究における悩みとしては、大学教員が附属の児童生徒を

単なる研究材料と見ている。子どもたちを育てるという意識で研究を進める姿が薄い。それから、

大学の教員の研究内容を見ていきますと、確かに教育現場のいろいろなデータを使っているが、そ

れは必ずしも附属ではなくても構わない。附属である必然性がないという研究が多い。附属は何の

ためにあるのでしょうか。大学教員はそのことをしっかりと考えているのでしょうか。 

 一方、附属学校の教員にとってみれば、一生懸命時間を作って大学の研究に協力した。ある研究

成果を出した。しかし、それが認められない。要するに、研究者的な要素でも認められないし、交

流人事で公立学校に戻ったときにそれが生きてこない。かえって逆に邪魔になる。特別視されてし

まう。こういう現状を考えますと、附属と大学との連携研究というのは、一体どう進めればよいの

だろうという問題点がでて参ります。 

 また、教育実習については、確かにいまのご発言の中にもありましたが、丸投げで、大学側の研

究面の意識が薄い。そういう中で、実習が実際には制度のみを考えて行われているという意見も強

く出ておりました。このようにアンケート集計を見ていきますと、全国的に問題が非常に多いんだ

な思います。 

 教育実習については千葉大学でも悩みが尽きません。１学年 400 名を超える小学校教員養成課程

の学生の教育実習は附属学校では賄いきれません。結果として千葉市、市原市、船橋市に実習の協

力校をお願いし、100 人を超える学生の面倒をみていただいています。そうした学校の校長先生や
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実習担当の先生方と定期的に、大学・附属も交えて協議会を持っております。そういう中でよく言

われるのは、学生達は、ボランティアに熱心な子は教育実習も熱心ですね、しかし、そうでない子

は本当に教員になるんですかという姿もありますと、厳しい意見をいただきます。 

 

３ 地域の望む附属学校の役割意義について 

 

 そうした意味で、これから地域との関連は非常に重視されると思うのですが、鬼澤さん、地域と

のかかわりということから、附属学校への期待ということも含めてご意見いただけますか。 

 鬼澤 私自身は附属学校の関係者でもございませんし、附属学校の行政を経験したこともないも

のですから、ある意味で素人でございますので、非常識で無理解なことを申し上げるかもしれませ

んが、ご容赦のほどをお願いしたいと思います。 

 私も千葉県の教育委員会に勤めておりまして、特に金本さんのいる附属小学校、附属中学校は非

常に身近な学校でございます。それから、私自身も子供のときから附属学校というものを、別に在

籍したわけではないのですが、友人等の姿から見ておりまして、やはり伝統ある国立の附属という

イメージの中で、優れた人材を輩出し、優れた教育実践を行い、公立のモデルになってきているし、

そこの先生の教育実践を公立の先生が非常に注目し、例えば授業公開などがあると大勢の人が集ま

っていったというような話も聞いております。そういう意味で、私個人というより一般的に見ても、

附属学校の教育に対する期待は非常に大きいし、そういうイメージがあるのではないかと思ってお

ります。 

 ただ、一方で先程来議論が出ているように、今日において附属学校というものが不要ではないか、

本当に必要なのかという議論も出ているというのは、ある意味で残念ですが、そのための基本的な

理解を得て附属学校が存在していくという視点として、やはり地域との関係はきわめて大事です。

それは、そこに住んでいる住民、国民にとっていちばん身近な視点ですから、附属学校がどう地域

とかかわり、またそういう意味で貢献できるのかという視点はすごく大事なことなのだろうと思っ

ております。 

 これはこれからいろいろご議論になり、先ほどご紹介があった「在り方」に関するレポートの中

にも出ていますが、なかなか附属学校、あるいはその大学との関係において課題はあるのかもしれ

ませんが、やはり大学という非常に知的拠点を基盤としながら行われているという意味で、どうし

ても先導的な教育、附属学校としての独特なご意見も出ていましたが、学校文化というものを持ち

ながら、教育内容でリードしていただきたいということもあります。 

 それから人材育成です。附属は、これまで教員の人材育成という面で大きく貢献してきた。これ

は養成課程の活性化という側面ももちろんございますし、いったん採用された公立学校の教員が、

附属学校と人事交流でお世話になることが非常に多いわけです。千葉県でも、いま、千葉大学や筑

波大学と交流しております。それも人事交流の協定書を結びながらやっておりますが、その大きな

狙いは、そこで教員の資質を高めさせていただくということで、協定書の中でも具体的に、大学・

附属学校における教育研究に従事する中で資質・能力を向上するということを大きな狙いとして位

置づけさせていただいているわけです。したがって、力を付けていただくということを、大学・大

学院との教育研究の連携の中で大きく期待したいと思っています。 

 それから教育行政です。公立学校の教育行政に対する、いろいろな意味での貢献も当然期待して

います。一般公立教員の研修や研究協議会とか、そういうところでアドバイスも日常からいただい

ているところもございますが、例えば新しい学力、考える力、表現する力を新しい学習指導要領の

下で、どういう形で伸ばしていくのか、指導資料作成のリーダーとして、附属中の校長先生にお願

いし、それが県全体の中学校教育、あるいは小学校教育に大きく貢献いただければというような期

待も持っているわけです。 

 大前提として、大学学部や大学院が持つ教育研究機能をバックにしながら、先導的研究をする中
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で人材育成、地域教育への貢献、教育行政を通じての貢献を期待しているわけです。あれもこれも

といいますと、先ほどお話が出ていた附属学校の先生方の多忙感とか、そういう問題が一方にある

ので、その程度や兼ね合いは確かにあるのでしょう。教育委員会側からすると、ちょっと欲張りな

感じもしましょうが、そういう点は基本的な期待としてあります。 

 金本 お話をお伺いし、地域や教育委員会の附属学校への期待がいかに大きいかということがよ

く分かりました。 

 この事前アンケートの中身を見ますと、必ずしも研究意識や研究のリテラシーを持った教員が、

公立から交流人事で派遣されているとは限らない。むしろ附属に来て初めて、研究とは何かと考え

るようになり、ゼロからスタートする教員も多い。そういう中で研究ができる教員に育てつつ、な

おかつ、先導的・先進的な教育研究を附属が請け負うということは、相矛盾するのではないかとい

う意見もありました。これは附属にとっての正直な悩みだと思います。そういう現実と、本来附属

はこうあらねばならぬということと、周りからの期待に押しつぶされない附属を作っていくために

は、この「とりまとめ」をどのように具体化していったらいいのか、このことを考えていくことが

大事だろうと思います。 

 

Ⅱ 文部科学省「国立大学附属学校の新しい活用方策に関するとりまとめ」について 

 

１ 「とりまとめ」の趣旨・意図について 

 そこで渡邉さん、この「とりまとめ」の発信者の立場から、その趣旨や意図、心といったものに

ついてお話しいただけますでしょうか。私たちももう一度原点に立ち帰る意味でお聴きしたいと思

います。 

 渡邉 渡邉でございます。よろしくお願いします。パンフレットの 34 ページから、その検討と

りまとめというのが出ております。おそらく内容についてはご存じだと思いますので、細かいこと

よりも、その背景や趣旨を端的にお伝えできればと思っております。 

 私はこの４月から教員養成企画室に来まして、この「とりまとめ」のときは、初等中等教育局財

務課で義務教育国庫負担金の担当をしており、教職員の定数改善などの仕事をしておりました。そ

うしたことから、初等中等教育行政から見た国立大学附属学校ということについても、いろいろお

伝えできればと思っております。 

 まず、この「とりまとめ」は、34 ページを見ていただくと分かるのですが、附属学校園を置く

各国立大学法人担当理事あてに送られたものです。そのきっかけは、各大学における中期目標・中

期計画の検討の際に、「とりまとめ」の趣旨や内容について考えていただきたいということで、つ

まり、大学に向けてメッセージを送ったわけです。当然、附属学校にも、この趣旨に合わせていろ

いろ考えて欲しいとは思いますが、附属学校がやっていればいいで終わるのではなく、大学の問題

として受け取っていただきたい。このことがまず前提になっているわけでございます。 

 以前、ある附属学校の先生と「とりまとめ」についてお話をしたとき、『「活用方策」というタ

イトルがちょっとどうかと思う』と、ちょっとどきっとすることを仰いました。その方は非常にが

んばっておられる先生でした。つまり、「活用」というのは、附属学校の方々からすれば、「活用

される側」なのかという受け止め方もあるのですね。私もちょっとおっしゃる通りかなと思ったと

ころもあるのですが。実はこの「活用方策」とは、まさに大学が附属学校という貴重な財産を、大

学との連携などを通してどう生かしていくのかという趣旨の「活用」という意味なのです。 

 そしてもう一つ、「とりまとめ」が３月に出たあとの動きですが、行政刷新会議の中で、運営費

交付金自体がまず仕分けの対象になり、その中で、本体の教員養成大学や学部自体の存在意義がま

ず問われている状況にあります。基本的には、国民の税金が投入されているものについては、なぜ

それが必要なのか、ということを我々がきちんと説明していかなければいけないのです。 

 その場合、同じ公教育を担う国立大学の附属学校だけが、なぜこんなに存在意義を問われるのか、
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いろいろ考えるところもあります。公立学校は、ご存じの通り、児童生徒が１人でもいれば市町村

は必ず設置しなければならない。もちろん教員養成大学・学部も設置されれば附属学校を創らなけ

ればいけないのです。しかし基本的に行政から見て置く義務・責務はないわけです。つまり、置く

必要がないのに置いているという存在であることは事実なのです。 

 ですから、なぜ置いているのか、なぜ必要なのか。ここは、我々文部科学省も含めてなのですが、

きちんと整理して発信できないといけないのですね。そういう意味で、当然、公立学校と同じでは

いけないということになり、存在理由についての議論が起こってきます。もちろん私は、教員養成

企画室長である限り、必要だという声を叫び続けるつもりですが、やはりいちばんの声は国民の声

です。もしも国民が難しいのであれば、地域の教育委員会や地域の先生方の声がいちばん強い応援

になると思います。そういうことを意識し、ぜひこの「とりまとめ」を読んでいただき、取り組ん

でいただきたいと思います。 

 

２ 「とりまとめ」の内容、その実現性について 

 金本 そうですね。この「とりまとめ」の活用方策を見ると、どうしても附属学校も必死に何か

考えなければいけないという気持ちになってしまうのですが、いま、大学に向けてという大きなメ

ッセージをいただきました。大学の教科教育の先生は熱心だけれども、教科専門の先生は附属につ

いては理解が薄いというアンケート内容もたくさんありました。いま大学が考えなければならない

という、まさに今日、教大協としてこの協議会を設定した意味付けをしていただいたような気持ち

です。 

 

① 附属本来の役割に対する指摘を受けて（教育実習および教育研究） 

 さて、地域の声ということも言われました。柳さん、幼稚園を運営し、学生がそこに来る、ある

いは大学との研究をする中で、その中身について地域も共有できるようになっているのでしょうか。 

 柳 一つには、公開研究会で公開するということと、科研費で研究したものについては公開のテ

ーマと全然違うので、ポスターセッションという形で公開する場を持ちました。それから、国公立

幼稚園協会がございますので、宮崎県の場合は、私が事務局をしたり副会長をしたり、何でもしま

すという姿勢を示し、さらに様々な研究会などで、附属はこういうことをしているのでぜひご活用

ください、いつでも資料等も差し上げますと言うようにしております。 

 金本 まさに附属学校のモデル的な姿ですね。附属学校の管理職のあるべき姿を示していただい

たような気がします。つまり、地域のさまざまな研究会の中心も附属が請け負うということも含め

て、地域との連携をやっているわけですね。 

 多くの仕分け作業などを見て聞いて感じるのは、数値目標がちゃんと達成できているのか、この

成果は数値に表したらどの程度かということをよく聞かれている場面があるのですが、教育ほど数

値で表しにくいものはない。でも、地域の声としたときに、本当に附属があって地域もいい勉強を

しましたという声が聞けない限り、あれこれやっていると言うだけでは、なかなか通用しないと思

います。その点で、城後さん、中学校などではいかがでしょうか。大学と連携した過程や成果とい

ったものは、地域が賛同してくれているのでしょうか。 

 城後 研究発表会等の紀要がございますが、そういうものをカウントするのかどうか、評価に値

するのかという問題、また先導的ないわゆる学指導要領の具体化に向けて、その成果が研究授業等

で問われるということ、そういうものについては、地域の教育委員会の指導主事が研究発表会に参

画していますので、ある意味では貢献の度合いが高いというように評価されていると思います。そ

の背景には、札幌市や北海道教育委員会等と、どういう成果を上げることが連携・支援・協力とな

るのか、懇談会や連携会議を持って、附属学校の価値について評価していただく場を活用する取り

組みを進めています。 

 金本 地域の声によって、附属の取り組みがさらに活性化するようにするのか、あるいは方向転
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換をするのかという柔軟性が、大学としては大事なのですね。 

 

② 「国の拠点校」であるためには 

 ところで、柳澤さん、この「とりまとめ」の中で、特に後半に、国の拠点校ということを強調し

ています。この「とりまとめ」の有識者会議のメンバーの一人として、そこで起こった議論も踏ま

え、ご意見をいただけないでしょうか。 

 柳澤 おっしゃるように２月下旬から３月まで検討会が数回持たれました。金本先生とともにメ

ンバーの一員でした。国立大学関係者ももう少しおられたのですが、当初、私が先ほど申し上げた

ように、教育実習を担う学校、あるいは少なくとも地域のモデルとなる学校であってほしいという

願いは、附属の先生とほぼ共通するところがあると思います。 

 さらに、文科省のほうから附属は国の拠点校なんだと。これがちょっとピンと来なかったのです。

この「とりまとめ」では、活用方策の中身について六つの事項が例示されていますが、改めていま、

そのことを考えますと、国のいわゆる拠点校という位置づけなのかということが理解できると思い

ます。 

 おそらく附属学校の先生方は、地域のモデル校でありたい、モデル校にしたいお気持ちが強いと

思います。そして、国の拠点校になるということにはちょっと戸惑いがあるのだろうと思います。

学部の先生方もその点どうなのでしょうか。例えば、あるＡ大学、Ｂ大学だけが国の拠点校なんだ、

国としてのモデル校なんだということはないのだろうと私は思っています。ある分野でその特色あ

る教育学部の附属学校が、国のいわゆる拠点的な役割を果たすのだということは、この具体的な中

身を見ますと十分可能です。ただそれは、もう少し申し上げると、単独で自分のところだけでとい

うことではおそらくないのだろうという気がしています。つまり、ご近所なのか、もう少し遠く離

れたところなのか分からないのですが、例えば国際理解教育ということを一つのネットワークの柱

にしたいということをお考えであれば、東と西、あるいは南と北というように、いろいろな日本国

内の拠点をめぐってのネットワークを作っていくべきなのだろうと思います。 

 それをいままでは自分の県の中でということを視野に入れておられたわけですが、それを飛び越

える。そのときに、同じ悩みというか課題を抱えている地域や附属校と連携が取れるといった可能

性が、むしろ国の拠点校の役割として出てくるのかなと。実は検討会の中では、そんな話は必ずし

も明らかではありませんでした。ちょっとカルチャーショックが大きすぎて、どういったことがで

きるのだというところまで考えが及ばなかったのですね。しかし少し時間が経ってみると、そうい

った方策を全国 48 の教育学部が考えていける段階に達したのかという気がしています。 

 金本 私も「拠点」という言葉とか、よく国が使う「戦略」とかそういうタームが、どうも豊か

な心の育成を目指す教育の世界で馴染みにくい言葉だなと、ときどき思うことがあります。ところ

で渡邉さん、いま、国の拠点校について柳澤さんから若干お話しいただいたのですが、この「とり

まとめ」で求めている意図は何か、伝えたいものがあったらお話しいただけますか。 

 渡邉 いま柳澤学長のほうから話があって、逆に私がちょっとびっくりしたのは、国の拠点校と

いう言葉が何を期待されているのかということがピンと来なかったというお話です。やや衝撃を受

けております。先ほども申し上げましたように、私は初等中等教育局の財務課にいたときに、いろ

いろな学校現場での課題を解決するために、教員の定数を増やしていきたいということで、必死に

なって課題を明確にしたり分析したりしていました。それが附属もそうですが、教育に携わってい

る皆様に共有されているものと思っていたのですが、それはまったく初中局の中だけでの発信だっ

たんだ、省内でさえもつながっていなかったんだと、自分の反省も含めて感じております。 

 そういう意味では、正直申し上げまして、初中局内で課題だと思うことに関して、参考となる附

属学校の取り組みは残念ながら１つも見つけられませんでした。そこには省内における情報や我々

自信のつながりの問題も非常に大きくあると思います。しかし「とりまとめ」の中で示しました六

つの課題はそれぞれ別々の意味を持っておりますが、どれもいまの学校現場にとって重要なものば
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かりです。 

 例えば学習指導要領の改訂に伴って、おそらく理数教育の話は学校現場にとっては非常に大きな

課題です。それから、学校現場の多忙化ということも、このマネージメントのところに大きくかか

わってくるのですが、どうやって学校全体をマネージできる人材を育てるのかということは、いま

学校現場で一番の問題になっております。主幹教諭制度はその表れでもありますが、それに見合う

人材をどうやって育てていくのか、そういう意識を新人のときからどう育てていくのかということ

は、初中局とっても非常に大きな課題です。あと、特別支援教育ですが、ご存じのように発達障害

が非常に増えておりまして、特別支援学校だけの課題ではなく、普通学級の中でどうやって特別支

援教育に対応していくのか、またそういう知識をどう持てるようにしていくのかということも、初

中局では非常に大きな課題となっています。 

 それぞれいろいろな課題がある中で、もちろん全て拠点校になるのがいちばんいいのだと思いま

すが、非常に限られた予算や人材の中では難しいかと思います。私が希望していることは、この課

題についてはこの学校、特別支援と言えばこの学校、国際理解と言えばここというように、この分

野はこの附属が群を抜いて一番だということを、我々も感じて、それを初中局や省内もそうですが、

公立学校を含めた全国で意識できるような状況を目指していただきたいということです。 

 金本 教育課題に応じた拠点校なるということですね。確かに義務教育を定着させる時代はもう

終わった。むしろその取り組みが老朽化してきて、今は逆にいろいろな問題を抱えるようになった。

いま、一人ひとりの子どもが手厚く教育されるために何ができるかという視点に立った教育課題と

いう問題が出てきたわけですが、これは非常に大事な課題だと私も思います。 

 ところで城後さん、北海道の非常に広い土地を眺めながら子どもたちのことをいつもお考えにな

っていると思いますが、北海道の拠点という意識もおありでしょうけれども、国の拠点ということ

を先生はどのようにお考えになりますか。 

 城後 非常に難しいですね。一つは、いま教職大学院大学を発足させたところなので、附属学校

をどう位置づけるのかという問題がございます。いわゆる実務型の教員を育てるため、実務型のフ

ィールド校として附属学校の存在価値が上がってきています。それは、ストレートマスターの学生

たちが附属学校へ来て、教育実習と附属の実践研究を体験的に行っているのです。そこには、フィ

ールド校的な意味での大学からの要求と、附属学校の特色、ある意味で得意な部分での貢献に基づ

く施策ができる拠点校としての意味合いが深まってきていると思います。 

 それからもう一つは、先ほどから話題になっている特別支援教育のあり方です。大学には、それ

ぞれが特色のある教育課程を持っています。例えば北海道教育大学札幌校には、特別支援の専攻コ

ースがございまして、軽度発達障害等も含めた支援対策をセンター化しようということから、附属

を中心に特別支援の研究、学習の環境・施設等を整備していく取り組みを進めています。ある意味

では全道もしくは全国の一つのモデル校として発信し、特別支援のプログラムも含め、実践した成

果を披露していこうという狙いを持っているのです。 

 金本 いまのお話で意を強くしたのですが、いくら国の拠点校であっても、やはり地域の公立が

参考にできるような教育内容をしっかり実践できないと附属としての意味がないと思います。現在

の日本は、新しいこうした施策を常に東京から発信することが当たり前のようになっていますが、

細長い日本の国土を見たときに、どこでも共通の意識を持ちにくいものも出てまいります。現実に

はそれぞれの地域や土地の特徴に立脚した学校教育が日々実践されているんだということを、我々

は常に意識していなければいけないと思います。その意味から、国の拠点という意識が土地によっ

てまた変わってくるケースもあるのではないでしょうか。 

 

③「地域のモデル校」であるためには 

 では、「地域のモデル校」ということに話を移したいと思います。これも「とりまとめ」の中で

は非常に強調されていることです。柳さん、先生の学校園、あるいは隣の小学校も含めて、どのよ
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うな実践がありますか。 

 柳 幼稚園も小学校も中学校も、県教委主催の初任者研修、５年・10 年研修などのための授業

公開や、会場を提供しております。また小・中学校では、課題別研修もかなり受けていらっしゃい

ますし、県レベルの教科等研究会の事務局を担当しています。このように地域への貢献を図ること

で、附属を知っていただく機会にもなると思います。それから優秀な人材の確保という観点からも、

教育委員会と人事面での密なる連携はとても大事な部分だと思います。 

 金本 いま、附属学校が一生懸命になって地域へ発信する努力を伺い、心強く感じました。しか

し本日のアンケートの中にこういう大学側からの回答があるのです。「教育委員会が地域のモデル

校として附属学校を活用してくれない状況がある」と。これは回答してくださった大学の特殊事情

なのか、我々の共通する問題なのか、私には分かりません。仮に、実際にこういう現状があるとす

るならば、その原因は附属にあるのか、大学にあるのか、あるいは教育委員会側にあるのか、ここ

は明らかにしておきたいのですが。鬼澤さん、いかがでしょうか。 

 鬼澤 重大な問題提起ですね。私自身は、附属学校をモデルにすべきではないという立場ではご

ざいません。先ほども申し上げましたが、千葉県の附属学校の先生の９割方が交流人事で公立学校

から行っておりますので、むしろ附属学校にいろいろな意味で期待しているわけです。 

 先ほどからお話が出ている〈国の拠点校〉と〈地域のモデル校〉は、論理的にはなかなか両立し

ないような言葉ですが、内容面から考えてみますと、先ほど渡邉さんが言われた通り、きらっと光

る国家レベルでのテーマで、この課題だったら、この取り組みだったら、この附属学校の成果ある

いはこの附属特別支援学校の成果を各地域で活用していく、ということになれば、それは必ずしも

その附属学校の地元と直接ではないけれども、いわゆる地域と連携するということはあると思いま

す。さらにもしもそれが地元の地域のモデル校という意味合いがあれば、地元の抱える教育課題を

どこまで敏感に取り入れ、まさに地域の各学校のモデルとしての一つとして取り組めるということ

だと思うのです。 

 今日も先程来の発表や、とりまとめの中にも出ていましたが、大きな流れとして、私ども千葉県

でも、最近の子どもたちのコミュニケーション能力の低下の問題、あるいは発達障害を抱える子ど

もたちが小・中学校さらには高等学校の普通学級にも入ってきているということに対して、教職員

もそれを非常に深刻に受け止め、そういうテーマの研修を県でやりますと、応募者が非常に多いの

です。参加したいということで、枠が足りないぐらいです。そういうテーマ、あるいは先ほど金本

さんが言われていた道徳・徳性の問題をどうしていくのか。いろいろな意味で問題行動の問題もあ

りますし、規範意識の低下の問題もあります。それについて、道徳、道徳とよくいいますが、実際

どういう取り組みが効果的なのか、ぜひ先導的に取り組んでいただく必要があると思います。 

 それは必ずしもそのまま公立学校で役に立たない取り組みかもしれません。しかし、よく図形の

問題を解くときなどに補助線を１本引くとすっと先が見えることがあるように、先導的な取り組み

の中であっても、それをちょっとアレンジすれば公立学校でも使えるというようなものの道を示し

ていただければ、これはまさに地域のモデル校としての役割を果たしたことになります。 

 そういう課題や取り組みのレベルがいろいろ相まって地域のモデル校として、本当の意味で評価

され、連携が深まっていくということは当然、期待したいと思っています。それをどう発信してい

くかというレベルの問題もまたあろうかと思いますが、それはまた後ほど申し上げたいと思います。 

 

Ⅲ 附属学校園の現状における問題点は何か 

 

１ 論点は何か 

 金本 ありがとうございます。アンケートにもたくさんありますように、附属学校園が地域のモ

デル校となるためには、地域のニーズ、教育委員会からのニーズ、他附属からのニーズにきちんと

応えていくような、土台のしっかりとした、かつ問題意識の明確な研究が基本になければならない
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と強く感じました。 

 ところで、渡邉さん、国の拠点校の取り組みの一つに、研究開発学校としてのシステムを使えな

いかという話題もありました。これは予算の問題も含んだ話ですが、いかがでしょうか。 

 渡邉 それは現行システムとは別枠でということでしょうか。 

 金本 そうです。「とりまとめ」を審議する過程で、研究開発学校制度を率先してもっと使いや

すくできないかという議論があったように思うのですが。 

 渡邉 ちょうどそのとき、私はまさに初中局にいまして、そういう話が議論になっているという

ことは伺いました。そのときに、附属学校のいままでの研究開発学校での実績は当然議論になるわ

けですが、そこで、もちろんしっかりやっていただいているということは、非常に評価していただ

いていました。公立学校にも、おっしゃったように、実はたいへんよくがんばっている学校がござ

いまして、そういう意味では、その中の一つという認識だったのです。ですから、あえて別な形で、

附属学校に対して、研究開発学校の制度を使ってやるという議論に至らなかったというのが正直な

ところです。 

 金本 分かりました。この「とりまとめ」の中で、研究開発学校が明確に示されているものです

から、そういったところを過大に受け取って、予算はいつでも付けてくれるんだという気持ちにな

ると安易な取り組みになってはいけないと思い、お聞きしたのです。 

 いま話題にしている拠点校という考え方には、逆に言えば、国の施策に一つの注文を付けたり、

また道筋を付けたり、あるいは国すらも考えていなかった新しい先導的な研究・組織・研究体系を

研究できていたりということが、附属学校ならではの研究の中身となる可能性があるのです。しか

し、これから話題にします、さまざまな問題を考えますと、なかなかそれは実現しにくいという状

況もあると思います。 

 ということから、ここで、あえて附属学校委員長として発言しますが、各附属学校園の意識の高

まりを考えるなら、ネットワークを作って、附属学校同士が地域を越えて連携し、大きな発信をし

ていくことも大事ではないか。そうして初めて国の拠点校という役割・意識が実現できるような気

もするのです。そのためにこそ国大協、教大協、あるいは文科省との協力が求められるのだろうと

思います。 

 柳 ここで一つ、国の拠点校として附属学校園から発信するという取組をご紹介させていただき

たいのですが。本年度、全附連の幼稚園部会は、全園が文科省の研究委託を受けました。研究テー

マは「共同して遊ぶことに関する指導のあり方」です。「共同して遊ぶ」というのは今回も強調さ

れている部分ですが、なかなか幼稚園ではどう捉えていいか分からないのが現状です。そこで、全

ての園が共通テーマで取り組むことにし、またさらに附属幼稚園１０園を研究協力園として選び、

各地域で講演会をしたり、事例集を作ったり、報告書を配ったりして、私立・公立の先生方にも広

めていこうという取り組みを進めています。これは、全附連というすばらしい組織のネットワーク

を生かした一つの新たな取り組みかなと言えると思います。 

 金本 そうですね。全附連が大きく機能していくチャンスですね。柳さんのお話のように、附属

が発信する内容を書類やビデオといったもので受け取り、理解して参考にしていくということが多

いと思います。それはそれで大事なことだと思います。しかし、やはり教育というのは現場に行っ

て、その現場の雰囲気の中で子どもたち同士、子どもと教師、そして教師間のかかわりを、しっか

り肌で感じ取ることが大事だと思います。公開研究会やいろいろな研究会はその良い機会なのです

が、アンケートを見ますと、他附属に附属の教員が出張することもままならない。忙しいという理

由と予算のことから、自由に、かつてのようにできなくなったという意見もあります。 

 そういったことから附属はいろいろな悩みを抱えております。ちょっとご覧いただきたいのです

が、特に質問の３には、附属学校が質を高めるためには優秀な人材を確保しましょうとか、教員の

労働条件を整備しましょうとか、適切な子供を入調で入れていきましょうとか、組織を見直しまし

ょうとか、そういった問題をどう考えていますかという設問です。これを見ますと、どれもこれも
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悪いという意見が 50％を超えているのです。これが現状なのです。我慢してやっているんだと。

いや、それより、こういう研究の機会を与えてもらったら、こういう悪条件をものともせずがんば

っているんだという意見もありました。 

 しかし、現実問題としては超過勤務が労働基準に抵触するのではないかという教員の不満も出て

きている現状があります。これが蔓延していきますと、予算がなければ人間は働かないという環境

が教育の現場にも出てしまう。これは非常にきつい問題でもあります。やはり我々の熱意がいろい

ろなことを動かすということが大事ではないか。このように考えますと、本日のアンケートへの回

答内容は、本当にどれもこれも何とか解決したい問題ばかりですが、それは大学の問題だと片付け

られると、それで終わってしまうようなところもあって、非常に悩むところでございます。 

 

２ 解決策はあるのか 

 そこで城後さん、何か解決策はないものでしょうか。 

 城後 ご存じだと思いますが、教員養成系大学はどこも人件費がだいたい平均 80％です。そう

したことから、５％ずつぐらい人件費を削減しようとしており、さらに非常勤を増やせとか、人材

を増やせということは非常に難しい状況にあります。このことは、附属学校をどのように支援して

いくのかという問題と絡んでくるのですが、例えば附属の先生方が非常勤講師を受けて講座を持ち

ます。その場合、高資格の身分は審査が必要でしょうけれども、そういう身分を附属の先生方に保

障することが必要ではないかと思います。 

 また、非常勤講師として教壇で教科教育等の実務型の指導をしていただくときには、何らかの非

常勤講師分の手当を出さなければならない。しかし、非常勤講師は兼務や兼担ということが引っか

かっていまして、なかなかお金を出してもらえないということから、そういう支援は同窓会も含め

て教育基金の中からそれを補助しているという状況がございます。 

 金本 ありがとうございます。では柳澤さん、元学長としていかがですか。 

 柳澤 現在、現職ではないということから自由な発言が期待されていると思いますが、まず１点

目に、今回の資料は全附連と教大協附属学校委員会で調査された結果の対照表です。あえて最新情

報という言い方をするのであれば、平成 20 年度の業務実績に関する報告書が、大学法人評価委員

会の評価も付けて文科省のホームページでオープンになっています。全国の国立大学教育学部、特

に附属病院と附属学校は、今回、公表が義務づけられる形になりました。これは、各大学の学長、

学部長、校長先生の知恵も借りてまとめたものだと思うのですが、本来は 21 年度の結果を公表す

べきだとも思うのですが、その書式は、評価の観点、あるいは実績の観点などを見ますと、おそら

くこの「とりまとめ」とリンクしているのだろうと思うようなまとめ方をしたものがあります。 

 例えば、先ほど話題になっていた教育研究開発校としての取り組みを多々列挙している大学や、

教育実習について各附属校で数も含めてこれだけ受け入れていると報告しているもの、また先ほど

横浜国立でご紹介されたような書きぶりで特色ある取り組みを報告しているケースもあります。そ

ういうものを拝見しますと、国の拠点校的な役割を積極的に果たそうとする大学の姿勢がかなり明

確になっています。こうした報告書は学長の許可も必要ですから、単科大学を含め、附属病院があ

るなしに関わらず、８割くらいの学長たちが附属学校についてもしっかりしなければということを

お考えになってきている状況にあるかと思います。その意味で、非常に心強い状況になりつつあり

ます。 

 ２点目は、附属学校副校長、校長先生が大学の教員と一緒に、組織的な取り組みとして、学部長

なり学長に提案される。例えば 40 人学級についても、後で話題になるかもしれないのですが、既

に報告書を拝見すると３大学ないし４大学で大学の方針として、30 人学級にする、あるいは、し

たということになっています。ただ、これは勤務条件の整備という観点だけで見ますと、何だこれ

となるのですが、むしろ教育改善、プラス一貫教育の観点からさまざまな内容があるかと思うので

すが、それは大学としてお取りになることがいいのではないか。従来、文科省の縛りがかなりきつ
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かったような感じを私などは持っているのですが、やはり大学で、このほうがいいんだと思えば、

やれるようになったというところではあるかと思いました。 

 金本 ありがとうございます。ところで渡邉さん、この「とりまとめ」を３月 26 日に通知した

後、文科省は各大学に予算を付けますと言ってくれていたのです。そして、特に新しい活用方策に

関して研究するところがあったらどんどんやってくださいと発信していただいたにもかかわらず、

実はそれが教育学部あるいは大学理事さんのほうにきちんと伝わっていなくて、下りてこなかった

という現状があります。現在、手を挙げてやってくださっているのは山梨大学附属だけなのです。

そういったことから、教大協のさまざまな理事会やいろいろな場面でも、文科省のほうから堀さん

に来てもらったりして、ご説明願った経緯がありました。でもそのときは既に期限を過ぎてしまっ

ていました。 

 そういったことで、この大事な、予算を付けてもらえるんだということに関する文書が、大学内

できちんとしたところに行かないという問題が非常に多いと感じています。そうした状況を考えま

すと、今後、大学も大学附属も要求するばかりではなく、内部努力をしなければいけない面が、特

に組織の改善においてまだまだあるのではないかと思います。そうした意味も含めて、これからも

文科省からもどんどんエールを送っていただけたらありがたいなと思っております。 

 話題は尽きないわけですが、いま 40 人学級、30 人学級の話が出ました。これもいろいろな悩み

があろうと思います。もちろん現場にとっては 30 人学級がいいに決まっています。しかし現児童

数をそのままにして 30 人学級にすると、学級数が増えます。そうすると、附属学校の予算は学級

数で付いているものですから、それはノーと大学に言われてしまいます。そうすると、学級数はそ

のままにして 30 人学級にしなさいということになると、児童数を減らすということが起きてしま

います。児童数が減ると保護者からの援助が少なくなる。より良い制度を考えようとするとき、非

常に難しい問題が出て参ります。ですから、大学と附属がしっかりと相談していくことが大事では

ないかと感じております。そういったことから、柳さん、宮崎大学の場合、大学と附属の間でこう

した問題で会話し意思の疎通を図るような会議は設定されていますか。 

 柳 はい、附属学校運営委員会がございます。これは学部長が中心になって、大学側と附属学校

３校園から代表が入ってのものです。 

 金本 代表は管理職ですか、それとも教員ですか。 

 柳 管理職です。校園長、副校園長でございます。 

 金本 この「とりまとめ」が強く要望しているのは、もっと厳しい大学の経営陣である学長・理

事と附属のあいだをきちんとつないでいくようなラインを、もっとしっかりしろということが言わ

れていると思うのです。そういった意味から、渡邉さん、この件については、どう期待していらっ

しゃいますか。 

 渡邉 私もいろいろ附属学校にお伺いして感じるのは、附属学校と大学本体の本部のトップの

方々は距離感が非常にあるということです。どこか具体的には申し上げませんが、私が１回ちょっ

と附属学校に行ったときに、学長さんとご一緒しました。私が、初めて附属に来ましたと申し上げ

たので、学長さんも一緒に回ってくださったと思うのですが、そのとき、その学長さんご自身も、

毎日の多忙な業務の中で、附属に伺う時間がなかったと仰っていました。その方は単科大の先生で

したので、ましてや総合大学の学長さんというのは、なかなかそういうのは難しいのかなと思いま

す。 

 ただ、学長が直接やり取りすることができなくても、本部にきちんとつなぐ役割の方がどうして

も必要ですね。附属学校の先生方は、日々子どもたちと向き合うのに精一杯で、またそれが大きな

役割です。ですから、それは技術的な問題なのですが、どこでお金があるという情報があって、そ

れをどうすれば申請できて、それをいつまでにやって、もし必要があればそれを適切に大学に伝え

るということを担う方が必要なのかと思います。もちろん先ほど言ったような、形としての委員会

を整えることも非常に重要だと思います。そういう意味ではつなぐ役割の人はまた、さらに実働部
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隊として重要なのかと、私は最近感じております。 

 金本 ありがとうございます。私も同感です。ところで今、私の予定メモをお渡ししてあるもの

以外の質問に関する議論を 30 分ほどしました。と申しますのも、今日はアンケートの集計したも

のを会場の皆さんもお持ちですので、一緒になって考えていただけると思ったものですから、失礼

な質問をどんどんしてしまったわけです。ここでちょっと総括させていただきたいと思ます。やは

りさまざまな悩みや要望が、この事前アンケートには質問３と質問５で浮き彫りになりました。さ

らに質問６を見ますと、もっと辛らつにいろいろなことも出ておりました。 

 そう多くの意見は、附属学校といえども公立学校と同じ学校なんだ。単なる実験場ではない。そ

こで学び生活する幼児児童生徒の側に立って、改めて学校というものをきちんと意識の根底に据え

て学校としてあるべき基盤を整える必要がある。そうしたことから考えると現在の附属学校に共通

して、校舎の老朽化、プールの問題、安全の問題、これは防犯カメラも含めてですが、さらに教具

の問題、環境の問題、そしていちばん大きな問題として、いわゆる人事の問題、人材の保障といっ

た問題がある。こうした指摘がいろいろな形で全国から提出されています。 

 これを本当に解決していくには、どんな教育を附属がしようとしているのか、附属自身が明確に

意識を持つこと、さらにそのことを周囲がしっかりと理解することが大切です。そして、大学が、

附属学校はどういう教育をしようとする施設であるかということをきちんと発信できる状況にあ

るのか、そうした意味でしっかりと予算化しようとしているのかが重要なこととなります。大学内

での理解もしっかり得られた上で予算配分していくことができないと、附属があえぐだけで終わっ

てしまうからです。せっかく地域の教育委員会の理解を得て、いい人材を得たとしても、教員が超

過勤務、超過労働によって疲弊してしまうだけでは、解決できません。 

 

Ⅳ 今後、附属学校は何を発信し、新しい学校像を示すべきか 

 

 そういったことから、今後、附属学校は何を発信していったらいいのか、そしてどうあったらい

いのかといったことを含めて、第三者の立場から、鬼澤さん、附属学校にこうあってほしいという、

お気持ちを述べていただけないでしょうか。 

 鬼澤 繰り返しのようなことになりますが、やはり地域の教育界と連携協力していただいて、地

域の教育のモデル校として、地域の教育界での解決・改善においてリードを取ってもらいたいと、

つくづく思っております。そのため、地域の教育界で取り組んでいる課題について、附属学校の研

究テーマ・内容において、公開研究会といった機会を捉えて具体的に示唆を与えてくれるような存

在であってほしいと思います。地域の教員の資質・能力向上につながる教師力向上につきましても、

授業力というか授業を運用する力、学年や学級を経営する力、研修カリキュラムを構築・企画する

力といったさまざまな観点から、附属学校から県内の教育界に情報発信・アピールを積極的に進め

ていただきたいと思っております。 

 先ほど、せっかく附属学校で頑張った教員の努力が公立に戻ったときに評価されていないのでは

ないかというような厳しいご指摘もありましたが、少なくても附属学校に行こうという先生方は、

皆さんが、附属学校での一定の高いレベル、先導的な研究をして自分の力量を高めたいという希望

というか熱意に燃えて行っている方でございます。予算が少ないということで、むしろ待遇面では

厳しいという実態があるようですが、それでも附属学校に行くという先生方は、自分の力量をしっ

かり高めてたいという気持ちを持って附属学校に行って、何年かしてまた公立の現場に戻ってその

経験を生かそうとする存在です。 

 やはり公立学校も教育機関ですので、そうした研究という側面だけで評価するのは難しいのです

が、その研究は結局自分の血となり肉となっているわけですから、それを生かし、県の研修とか、

教育資料の作成とか、いろいろな場で、その先生を活用させていただいています。私どもはそうし

た地域の教育あるいは教育行政への貢献ということを期待して、人事を行うときにそのことを加味
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するようにしております。最終的には、附属でのいろいろな経験、あるいは附属で得られた情報が

先生方の大きなパワーアップにつながっていると評価していますし、それはシステムとして、もう

できているのではないかと思っています。 

 もし足りない部分があれば、さらにご指摘いただきたいと思いますが、もちろん附属学校に行っ

てそのまま研究者になられてしまうという先生もいるので、そこについてはまた私どもの手の届か

ない世界がありまして、むしろ若干困るなというところもあります。また公立に戻ってきてやろう

という先生方につきましては、附属時代があまり長すぎると逆にマイナスになるという側面も、問

題意識として我々も持っていますが、ある程度の期間でしっかりと力量を高めていただいて、公立

の教育でまたお世話いただく、そこでまたリーダーとして活躍いただけるようなことは当然期待し

ているところです。 

 附属の特徴は、やはり目の前に子どもたちがいるということです。その子どもたちをどう生かし、

どういう教育をするか。そこは学部・大学にはできない、まさに貴重な財産があるわけで、それを

生かしながら、全体としての教育力、教師力をどう高めていけるかということが大きな鍵だと思い

ます。 

 金本 先生のお話をお聞きすると、何か勇気がわきます。ありがたいです。かつての附属では、

指導主事になれるとか、大学の教官になれるという考え方があったと思います。それは現在のよう

な交流人事ではなく、大学採用の場合だったかもしれません。時代は確実に変わり、附属学校園の

意味も変わってきたと思います。教育大学協会としても、いまの期待に応えるようにしていかなけ

ればいけないと思いますし、今日はこうした認識を持ついいチャンスとなったのではないでしょう

か。 

 これまで、これから附属は何を発信すべきかということを中心に話を進めてきましたが、最後に

重要な話題は、これから大学が何をすべきかということだと思います。先ほどの実践発表で、横浜

国立大学附属から読解力に関する発表をしていただきましたが、確か平成 17 年でしたか、文科省

の依頼を受けた資料集をお作りになりましたね。私はその資料集を、文部科学省におじゃましたと

きに拝見しました。千葉大学で手にしたのではありません。また附属小学校に行って見たわけでも

ありません。つまり、私は高等教育の機関にいて、その報告書を見ることができなかったことを申

し上げたいのです。このことに代表されますように、全国的に、各学校でこんなにいい研究をして

いるのになぜその情報を手にすることができないのか、そのルートがしっかりと作られていないこ

とが問題だと思うのです。先ほど渡邉さんからお話がありましたが、あの学校にいけばこんな研究

が行われているというように、国の拠点校となる成果がスムーズに全国各地に伝わっていくルート

ができていない。各学校の成果が、きちんと皆さんの手に入るようなルートが確立されていないこ

とに、大きな問題点があると思います。 

 

Ⅴ 今後、大学は何をすべきか 

 

 そういったことも含めて、柳澤さん、今後附属のために大学は一体何をすべきなのでしょうね。 

 柳澤 最初に言おうと思って言うチャンスがなかったのですが、大学教員から見て当然学生はか

わいいですね。先ほどの話ではないですが、附属学校の先生方が目の前にいる子どもたちを大事に

するという気持ちと同じです。このことをクロスして考えますと、大学教員は、附属の子どもたち

を自分の教えている学生と同様に愛すべき対象なのだと思っていただきたい。また附属の先生方も

大学の学生を附属の子どもたちと同じレベルで、愛すべき子どもたちなのだという気持ちを持って

いただく。このように大学と附属の一体感を何とか醸成していくことが大事なことだと思います。 

 もう一つは、大学は実は経済的・財務的に厳しい状況にありますので、ストレートに言うと大学

のできることはほとんどないかもしれません。しかしまず、こういう取り組みがお金がないから出

来ないんですということを、これまでの実績も踏まえながら、大学内で学長あるいは学部長にしっ
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かりと伝えることが大切です。大学が文科省に概算要求等で伺うときこのことが大切なのですね。

実績もないのに文科省に行って説明するのは、なかなか学長、学部長はつらいところがあるのです。

その意味で、本当は学部長裁量経費等をうまく活用するなどして、附属と大学の組織的な連携を立

ち上げていくような仕組みを作っていくことですね。あえて言うならば、これは学部長の実力いか

んが発揮されるところでもあると思うのですが。附属の先生方が、財政支援がないからつらいとい

うところを、励ましの意味も込めて何か出していくということを学長、学部長達が心するようにし

ていただきたい。 

 先ほど話題になった「とりまとめ」の検討会の席上、私達が文科省の初中局の方々にお願いした

こと（研究開発学校制度の活用など）は、国としてもサポートしてほしいということでした。この

ことは結果的には実現しなかったのですが。教育関係者の中には、お金がなくてもやるのは当たり

前だと、ばっさり切り捨てるような意見もあるかもしれません。しかしそうじゃないんです。私た

ち大学や附属はやるべきことはやっているんです。その上でさらにもう少し背中を押してほしいん

ですと言いたかった。予算、財政的支援を。附属学校は今後、いいプランをもってさまざまな形で

要求していくようにして、大学の教員は良きパートナーとして一緒に努力していただきたいと思っ

ています。 

 金本 なかなか言いにくいこともおありだと思いますが、どうもありがとうございました。最後

に渡邉さん、この「とりまとめ」についての説明の冒頭で、大学への発信としての中身ですとおっ

しゃいました。これは非常に心強いメッセージですが、そうしたことも踏まえながら、いま、これ

から大学として、この教員養成にかかわる大学として何をすべきかということについて、希望や期

待がありましたら、一言いただきたいと思うのですが。 

 渡邉 実はお配りいただいたアンケート集計冊子を拝見していまして、これはまた衝撃の内容な

のですが、「大学教員の中で附属学校に行ったことがない者がいるので、採用時のオリエンテーシ

ョンの中に設定することが必要」と書いてあります。これを拝見しまして、大学教員の採用時にオ

リエンテーションをやらないと附属とのつながりは最後までもてないのではと私も感じました。先

ほど学長の話をしました。学長はお忙しい立場ですから致し方ないと思うのですが、大学教員の皆

さんは、まさに実践の研究の場が本来附属であるはずなので、こうしたことを設定しなければいけ

ないのかという現状に驚いています。 

 もう一つ、アンケートの中で、これは非常に感銘したことですが、こちらは教員養成系大学です

が、「学部もそうだと思いますが、附属学校は本質的に必須な部分であって、附属学校が消えれば

必然的に大学も消滅することを大学人が自覚すべきである」と書いてございます。私としても、そ

ういう部分の要素は非常に大きいと思っております。 

 実は今回の刷新会議の場でもそうですが、教員養成系大学や学部の存在意義を説明しようと思う

と、何が違うのかということを説明しようと思うと、実はなかなか難しい。一般学部とは違う意味

で、教育学部が必要だという大きな理由の一つは、やはり附属学校との連携、つまり教育実習が１

年生のときからしっかりできるということです。先ほど教育実習の一貫性ということで問題を指摘

しておられたのですが、そういう場が教員養成大学や教育学部にはあります。このことを我々は一

般学部との非常に大きな違いとして説明しているわけです。 

 ですから、その附属学校がなくなってしまえば、教員養成系大学や教育学部の意義は大きく低下

すると思いますし、そこはぜひ大学の方にも認識していただきたいと思っています。今後、議論は

どうなるか分からないところもあるのですが、教育実習の期間をもっと延長していこうという話も

ございます。これから教員になる学生さんにとっても、実践の場は非常に必要で、そういう意味で

附属学校は欠くことができない。そういう意味でも、大学の方々に附属学校の大切さを認識し、も

う一度この「とりまとめ」を読んでいただき、一緒に取り組んでいくという気持ちを持っていただ

きたいと思っております。 
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Ⅵ シンポジウムのまとめ 

 

 金本 力強い言葉をどうもありがとうございました。附属学校は危ない。附属学校が危ないとい

うことは、大学も危ないことになる。「あり方懇」以前のあの議論がまた起きるのか。いや、それ

を飛び越すのか。いま、もっともっと我々は危機感を持たなければいけないということを強く感じ

ました。大学の中の人間が、附属学校そのものをエリート校であるという認識を持ちすぎているの

ではないか。ただ、附属学校に行ったことがない大学教員がいるということは、どういう形で表現

するのかという問題ですが、大学校内に附属があれば、そう言えます。「あなたは行ったことない

んですか」と強く迫ることはできますが、１時間も２時間もかけないと附属学校に行けない立地条

件の場合には、大学のコマを何とかしてから行かなければいけなくなるということもございます。 

 そういうさまざまな事情もある中で、いかに大学と附属が連携を図っていくかということが問わ

れていると思います。その根底となるのは、いま渡邉さんが最後におっしゃった、大学人の意識の

問題です。いま、これを深め、高めていく必要があるのだろうと。私はこのことを、今日の教大協

のこの研究協議会の一つに結論にもしたいと思います。 

 もう時間がまいりましたので、本日のシンポジウムの議論をまとめさせていただきます。一つは、

このシンポジウムに先立つ全体的な基礎提言の内容はぜひ吟味し、また活用していただきたいと思

います。二つ目は、いま申し上げた、大学あるいは教育学部の教員の附属に対する意識をいかに高

めるか、お互いに努力したいと思います。三つ目に、附属は要求ばかりするのではなく、勤務条件

についても、労働時間についても、自ら努力しなければならない。それができる教員としての資質

を高めることも大事である。パソコンを立ち上げてから切るまで、気が付いたら夜の 10 時とか、

９時とかと言うのではなく、それを夜７時には必ず切るとか、そういうことができるようにしてい

かなければいけない。四つ目に、連携研究の重要性です。形はいろいろと違っても、地域との連携

も含めながら、大学との連携、あるいは附属間の連携といったものをもっともっと深めていく必要

があるだろうと思います。そして５番目に、地域の教育委員会ときちんと連携し、一緒に協力して

いく必要がある。相互の情報交換、あるいは一緒になって仕事をすることもやっていくべきだろう。

そして最後に、これはちょうど渡邉さんもいらっしゃいますから、強くお願いしたいところですが、

国の積極的なサポートを得て、しっかりした国立大学附属としての教育研究、あるいは学校の営み

ができるようにしていきたい。ここでお願い申し上げておきたいと思います。 

 今日は５人のシンポジストの方々に、こうした厳しい中で発言をお願いしました。私も十分な司

会ができませんでしたし、失礼なことも申し上げたかもしれません。しかし、今日は、ともに考え

るという日であったということからお許し願いたいと思います。改めてここで５人のシンポジスト

の方々に拍手を送っていただきたいと思います。（拍手） 

 それでは、本当にどうも今日は長時間シンポジウムに付き合っていただきましてありがとうござ

いました。（拍手） 

 司会 これをもちまして第１回の全国国立大学附属学校研究協議会を閉会します。なお、本日の

研究協議会につきましてのご意見などがございましたら、日本教育大学協会の事務局にまでご連絡

いただければと思います。お帰りの際にはお忘れ物のないようにご注意願いたいと思います。本日

はお忙しい中、多数お集まりいただきありがとうございました。これをもちまして終了といたしま

す。 


