
教育実習反省会 発表要旨（No.1） 
 
実習高等学校の区分： 専門系高等学校（農業） 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
研究授業を通して、授業の準備不足を感じました。もちろん、抜け目の無いよう自分なり

に十分に教材研究を行いました。自分ではきちんと準備したつもりでも、実際に授業をして

いくと、生徒が理解しやすい説明になっていない部分があったり、スライドに間違いがあっ

たりと準備不足が感じられる場面があり、私の研究授業での大きな反省点となりました。研

究授業では、それまでの授業参観や授業実施を通して学んできたことを活かして、気を付け

ようとしたことに対応出来たのですが、十分な準備にはまだまだ届いていないと痛感しま

した。学習指導案については、その 1 時間のメインとなる部分を分かりやすくして授業の

核となる部分は何かを示すことを意識した方が良かったと思いました。深く掘り下げて学

ぶ部分とそうでない部分を明確にし、授業の中でもこれを意識していくことで、生徒が学習

した範囲の中で何を身に付ければ良いのか・どこが大事なのかが分かることに繋がると感

じました。また、授業をする上で自分がその知識について理解しておくことは当然ですが、

それを生徒にいかに分かりやすく伝えるか、どのような工夫をすれば生徒は理解してくれ

るのかということを考えて授業計画を練ることが何より大切だと実感しました。実習初め

の方の授業実施ではこれが出来ていませんでしたが、徐々に生徒の立場になって授業づく

りをすることが出来るようになり、実習後半の授業実施では知識に対する理解を深められ

ていることが生徒達の反応から感じられました。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
学校には多様な生徒がいて、学校が好きな度合いや授業が好きな度合い、学校に行くこと

への抵抗感の有無は人それぞれで、そんな多様な生徒への担任の先生の熱心なサポートの

様子を見ることが出来ました。担任の先生は、生徒達の情報を副担任や農業科の先生方にも

共有していました。専攻するコースによって受ける授業は生徒ごとに異なるので、専攻コー

スを担当している先生はその生徒についてよく知っている可能性が高いからこそ、様々な

先生に情報を共有することで問題解決に繋がるのだと感じました。このことから、やはり生

徒の問題を担任 1 人で抱え込むのではなく、教職員全体で共有してチーム意識を持って生

徒指導していくことが大切だと分かりました。さらに、生徒指導のために必要なことは日頃

から生徒と沢山コミュニケーションを取ることだと実感しました。教育実習初日に、担任の

先生から「生徒と仲良くなってくれれば一番です」と言われました。これを聞いて私は正直

簡単だと思っていたのですが、生徒と関わる時間が限られていることに気付けずに、自分か

ら生徒に話しかけるのではなく生徒から来てくれるのを待ってしまっていました。これで



はダメだと思い生徒に以前より話しかけたりして、少しですが生徒との距離を縮められ、最

後の方には生徒から色々な話を聞くことができました。生徒との積極的なコミュニケーシ

ョンは、生徒のことを知ることに繋がり、生徒と関わっていなければ生徒を知ることすら出

来ないと気付きました。初めからもっと積極的に生徒達とコミュニケーションを取るべき

だったと思います。 
 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教育実習を終えて、私が一番に学んだことは、生徒の立場になることの大切さです。生徒

の目線を踏まえて授業の仕方を考えると、教材ごとの効果的な使い分けや生徒の活動内容

を視覚化することを心掛けることができ、分かりやすい授業に繋がると分かりました。ただ

知識を教えるのではなく、実習との繋がりを持たせて教えたり、具体例を示して生徒の興味

関心を高めたり、考えさせることを取り入れ生徒の理解度を深めるということを意識して

授業することで、知識以外の技能や思考力、表現力等を育むことが出来るのだと感じました。

特に、生徒に「なぜ」を意識させることを多くの先生が授業の中で実践しておられ、私も生

徒にまず考えさせるという過程を忘れないようにしていくと、授業が良くなったと感じま

した。生徒の「なぜ」を大切にした授業をしていくと良い教師に近付いていくのではないか

と思います。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
私は農業高校での教育実習だったので、今後農業高校で教育実習をする人がいればと思

い、実習や農業クラブ活動について書いておきます。 
実習については、その実習の持つ意味やなぜこの時期にこの作業が必要なのか等を説明

すると生徒の理解度は深まり、身に付く力が増えるということを学びました。また、実習や

課題研究では実際に生徒が農作業をする為、危険が伴うこともあります。特に、課題研究は

生徒主体の活動であり、生徒は気が緩みがちになってしまうことがあると分かりました。先

生からは「最初の 5 分と最後の 5 分は特に気が緩みやすく、事故が起きやすい」と教えて

頂きました。生徒の安全に気を配り声掛けを忘れないことや危険なことが起きた場合の対

処を生徒に伝えておくことがとても大切だと実感しました。座学だけではなく実習にも参

加するの思うので、その際はこれらのことを意識すると良いと思います。また、生徒達は農

業クラブ活動や資格取得に励んでおり、放課後も発表練習や実技練習をしている生徒がい

ます。先生から教育実習生に対して、放課後の生徒達の活動の様子も見て欲しかったとのご

指摘を頂きました。今後教育実習に行かれる方は、忙しい中ですが余裕がある時は是非放課

後も生徒と触れ合ったり、その高校独自の活動を見学したりして教育実習でしか体験出来

ないことをして欲しいと思います。 



教育実習反省会 発表要旨（No.2） 
 
実習高等学校の区分： 専門系高等学校（水産） 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
私は授業実習を 2 時間、研究授業を 2 時間の計 4 時間（1 年生 3 時間、3 年生 1 時間）の

座学を担当した。まず授業を行うにあたり、指導教員の先生からは「自分の好きな内容を好

きなようにやれば良い、どんな授業になっても思い切ってやれば良い」という言葉をもらっ

た。教育実習事前打ち合わせの際に、今までで学習し終わった内容はある程度聞いていたた

め、それ以外の範囲で、自分自身が話したいと思った内容で授業を考えた。 
まず、授業を行うにあたって、教材研究、授業準備をどれだけ行うことができるかが、授

業を決めると言っても良いと思った。私は、パワーポイントや配布プリントを用意したり、

板書をしたりと様々な形態で授業を行ったが、どの授業形態でも授業準備にはかなり多く

の時間を割いた。準備をしたつもりであってもなかなか思い通りにはいかないこともある

が、この 1 時間でどんなことを伝えたいのか、どんなことを分かってほしいのかを明瞭に

することが重要だと感じた。 
また、授業を行うクラスの雰囲気を掴んでおくことも授業をする上で重要になると分か

った。どの生徒が積極的に授業に参加しているなど、ある程度知っておくと授業を展開（発

問など）する上で、かなり重要になると感じた。 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
まずは、実習生である自分自身の方から積極的に生徒と関わることの重要性を感じた。所

属クラスを中心にどれだけ多くの生徒と関わり、誠実な対応をすることが教育実習を決め

るといっても良いのではないかと感じた。私の実習校は水産高校であったため、実習も多く

あり、また教育実習中に学校行事が 2 日間あるなど、座学のみではない環境のため、生徒と

関わりやすい環境ではあったが、実習生側からの積極的な対応は生徒との距離を縮めるこ

とができる一番の方法だと思った。その中で、生徒と関わる上で実習生である自分自身に積

極的な生徒も多く居る一方、消極的な生徒もいる。生徒の人数分だけ、性格は各々であるた

め対応は難しいが、その対応の中にも教員としての魅力もあるのではないかと感じた。 
また、生徒対応をする上で、教員のなかで生徒と最も年齢が近いことから、あまりかしこ

まった対応ではなく、ある程度フレンドリーな対応をすることも重要だと感じた。担任の先

生からは「若いうちは少し歳の離れた兄弟の対応をするような感じでも良い」と教えていた

だいた。 
さらに、様々な特性をもつ生徒もいるため、そのような生徒への対応など難しい点でもあ

ったが、担任の先生や学科の先生などと情報を共有するなど、教員間での連絡はかなり重要

になると感じた。 



 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教育実習を通じて、教師という仕事の大変さだけでなく、教師という職業の魅力や素晴ら

しさを多く感じ取ることができた。私は母校で教育実習を送ったが、生徒の時には分からな

かった先生たちの大変さや生徒に対する思いなどを知ることができた。 
また、生徒は教師のことをよく見ており、信頼できる先生かどうかを見分けている。教育

実習という限られた期間でも、生徒は教育実習生のことをよく見ていると感じた。 
教育実習中も、日々沢山の生徒と関わっておくことで、生徒が助けてくれることもあった。

そのため、授業を見るだけでなく、生徒と関わることから得られる楽しさ、魅力などを学ぶ

ことができた。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
教育実習は一生に一回だと思うので、大変だとは思いますが、是非充実した日々を過ごし

てもらいたいと思います。授業を見ることはもちろん重要なことですが、たくさんの生徒と

関わり、生徒のことを知り、生徒対応をするという面も教員としての重要な役割であるため、

その点にも重点を置いて実習を送っていってほしいと思います。 



教育実習反省会 発表要旨（No.3） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
私は２年生の生物で「呼吸」の内容に関して研究授業を行いました。生物の学習内容の中

でも重要で試験に出やすく、内容も複雑なため、どのように授業するかとても悩みました。

高校では ICT 機器の授業での積極的な取入れも進められており、それを用いようと準備を

しました。また反応の説明は、言葉や図だけでは理解しにくいものだと思ったので、自分で

手作りの教材を作り、黒板にマグネットで貼って動かしながら説明し、ICT のデジタルな部

分と自分で作ったアナログな部分を組み合わせた授業にしました。授業後の先生方からの

フィードバックでは工夫をよく凝らせていたと褒めて頂いた一方で、もっと生徒の活動を

取り入れた授業展開ができたら良かったともアドバイスを頂き、自分でも多くの反省点、改

善点に気づくものとなりました。特に印象的だった先生からの御言葉は、「分かりやすくし

てあげよう、理解しやすいように教えてあげよう、と思って授業すると、それは生徒にとっ

てつまらない授業になる」という言葉で、確かに自分は、いかに学習内容を理解してもらえ

るかばかりを考え、生徒が考えを膨らませられるような授業構想ではなかったと思いまし

た。主体的・対話的で深い学びと言われる授業は、生徒が参加できる授業であり、自分の知

識を披露し一方的に教える授業ではないと感じました。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
今回私は２年生のクラスに配属され、２週間過ごしました。実際には授業をたくさん任せ

て頂いて、文系だった受け持ちのクラスの生徒達とはほとんど関わる機会がありませんで

した。それ以外でも、授業準備が忙しく、昼休みや放課後に生徒と接する時間をあまり作れ

なかったことが心残りです。しかし限られた時間、掃除時間やホームルームでは、実習生と

いう生徒にとってより身近な立場を活かして積極的にコミュニケーションが取れました。

また、授業を利用して、自分の大学での体験などを話してあげて、生徒に進路について考え

るきっかけを作れたかなと思います。実際、ちょうど進路相談なども行われていた時期だっ

たため、生徒の反応は良く、休み時間や放課後に話しをもっと聞きたいという生徒が個別に

来てくれて嬉しかったです。実習中は上手くいかないこともあり、落ち込む時もあるけれど、

生徒との関わりが教師として志す自分の気持ちを前に向かせてくれていたと感じます。 
 
 
 



【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教育実習を終えて、改めて、学校という場が何のためにあるのか考えました。例えば、塾

と学校は良く比較されますが、単に勉強を教えるだけなら塾で十分なはずです。しかし学校

は必要です。その意義は人それぞれだと思いますが、私は今回の実習から、「生徒に何かを

教えまた生徒から何かを教えられる場」として学校が重要なのだと感じました。「何か」と

は言い換えると「何でも」です。勉強かもしれないし、生活の様々なことかもしれない、時

には社会についてかもしれないし、世界についてかもしれない。教師は学校のあらゆる場面

で生徒と接し、その度に生徒から色んな質問や要求をされます。それは生徒がまだ真っ白な

キャンバスで、これから自分を知って色をつけていく途中だからです。だから教師の一挙一

動に素直に喜怒哀楽の反応を示します。生徒のそのような姿に教師として何ができるのか、

真剣に考え向き合っていくことの大切さをこの実習から学びました。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
教育実習はとても貴重な経験です。行く前は面倒だったり、緊張したり、楽しみだったり、

色んな想いがあると思います。ですが、行った後には言葉にできない感情が自身の今後の進

路を決定付けると思います。 
実習先でお世話になった先生方、本当にありがとうございました。そして、これから実習

へ行く方々へ、頑張って下さい！！！ 



教育実習反省会 発表要旨（No.4） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
私は研究授業において「DNA の抽出」実験を行った。実験を行う上で大切であると感じ

たことは、探求の過程に基づき疑問から最後の結果、考察まで一本の柱を確立することであ

る。つまり、生徒がこの実験を何のために行っているか、実験から得られた結果、考察が疑

問の答えとなっているかという点が一致しており、それを生徒が把握できていなければな

らないと感じた。そのための授業づくり（実験プリント、授業スライド）や生徒への問いか

けを行うタイミングに工夫が必要であると感じた。特に生徒の問いかけは、授業づくりにお

いて重要なポイントとなる点であり、生徒が「Yes or No」で答えられる質問（〇〇は分か

りましたか？）であるか、「〇〇についてどう思いますか？」という Open Question のどち

らを投げかけるかにより生徒の授業への関わり方も変わってくる。この点と関連して、授業

内の声のメリハリも重要であると感じた。生徒に指示を通すためには声を張ることも大切

だが、質問を投げかける場面やまとめを行う場面では話すスピードや声量に関しても工夫

することで生徒により届くものになると感じた。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
実際の学校現場で実習を行い、一番に感じたことは「生徒指導」を行う場面は非常に多い

という事である。例えば、ホームルームの時間だけでなく、掃除や授業間、部活動など様々

な場面において生徒指導を教員は行っている。その中で大切であると感じたことは、上記で

も述べたように生徒がどのように考えているかが聞き、それを受けて生徒に指導するであ

る。生徒の意見を聞かない一方的な指導は、生徒にも伝えるべき内容が響かない事が多いと

感じる。生徒の考えていることを教員が理解した上で、その生徒が今後どのように生活して

いくことで学校生活がより充実するか、また将来のビジョンに向けて良い選択ができるか

伝えることが重要であると感じた。その際にも、生徒と同じ目線になり考えることも大切だ

が、生徒よりも一つ先を考えて指導することも重要であると考える。 
 
 
 
 
 
 



【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
私が教育実習を終えて一番に学んだことは、教員にとって一番大切なことは「自分として

の一本の軸」を持つことである。教員を行う上で自分がどのようなことを大切にして指導を

するかが明確でなければ、指導の方針もぶれることにつながると感じる。また、「生徒に対

して〇〇してあげたい」という気持ちを常に持つことは重要であると考える。例えば、授業

であればいかに一時間の中で生徒の興味関心を引き出せるものにするか、また分かりやす

い授業にするかなどである。そこには自分働く時間中で生徒の為にいかに自分の労力を費

やすことができるかにつながると考える。そして、生徒の為に何かしてあげようと工夫する

ことで生徒からのフィードバックに対してうれしい気持ちや、自分が改善すべき点を生徒

から学べる部分は教員という仕事の特徴であると感じた。私は、この教育実習を通して日々、

生徒から教えられることが多く、そのおかげで成長することができたと思う。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 

3 年生になり、本格的に教職科目の履修が始まる前に 3 年生・4 年生で受講しなければな

らない教職科目の日程が把握できれば良いと思う。学科のどの講義と教職のどの講義がか

ぶるかを事前に把握できれば先を見た履修計画が立てられると感じた。 



教育実習反省会 発表要旨（No.5） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
今回の研究授業では眼の盲斑の検出実験をおこないました。実験をする上で生徒に怪我

をさせないことが大切なので、実験中は生徒から目を離さないことや、危険が起こるかもし

れないと思い、細かい指示を行うことが大切だということを感じました。また、実験の手順

を生徒に伝えるために板書やプリント作り、見本を見せるなどの工夫が細部まで考えるこ

とが必要だということが分かりました。そしてこの実験を通して生徒に何を学ばせたいの

かというところを一番考えて授業を構成していくことが大切だと感じました。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
実験方法を伝えたつもりでもうまく理解できていない生徒や違ったことをしている生徒

などがいるため実験中は机間巡視を徹底して行い、生徒が危険のないに確認し、実験方法に

ついて間違えていれば指導することが大切だと感じました。また、実験が進行に差が生じる

ため、早く終わった生徒への対応も考えておかなければ事故が起きる可能性があるなと感

じました。 
 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
自分は初めの授業で、全然生徒の顔を見ることができておらず、板書や説明することに必

死でした。指導教員の方から黒板に話すのではなく、生徒に話すよう注意を受け、生徒の顔

を見て話すことの大切さを感じました。そうすると、生徒が頷いている様子や、ノートに板

書を写すスピードに生徒によって差があることなど気づくことができました。生徒を見る

ことで生徒とのコミュニケーションも増え、授業にメリハリをつけることができたと感じ

ました。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
 



教育実習反省会 発表要旨（No.6） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
教育実習を通して感じたことは、教師と言う職業のやりがいです。朝は大学の講義よりも

早い時間に出勤し、翌日の準備等をしていると帰宅は 20 時くらいになり、帰宅しても翌日

の準備の続きがあります。周りから教師という職業はブラックだと言われる理由もこの実

習中に何度も体験しました。でも、不思議と苦ではありませんでした。翌日の準備の大半を

占めるのが、授業準備でした。ありがたいことに、4 クラス分担当させてもらうことができ

ました。その分準備する量も増えました。クラスごとに理解度や授業スピードが異なるため、

同じプリントを使うにしても、授業構成を変える必要がありました。また、そのようなクラ

スには授業プリント以外にも、理解度を深めるための副教材の準備など、正直 4 クラスは

大変でした。しかし、一生懸命準備した教材で理解してもらえると、大変だった準備のこと

を忘れるくらい嬉しかったです。授業後に実施したアンケートで「分かりやすかったです。」

や、「楽しく授業を受けることができました。」、「生物が好きになりました。」と言う意見が

多く、そこに教師という職業のやりがいを感じました。決して楽な仕事ではないけれど、そ

の分やりがいの多い仕事だと確信しました。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
教育実習中に心がけたことは、「生徒とのコミュニケーションを大切にする」ということ

でした。実習初日はお互い緊張していたため、あまりコミュニケーションがとれませんでし

た。そこで一冊のノートを準備し、交換日記のようなものを設けました。そこには私に対す

る質問、生徒一人一人の自己紹介などを書いてもらうようにしました。2 日目の朝に始めた

のですが、その日の帰りの会の時には、ノート数ページ分ほどの質問が書いてありました。

すると共通の話題ができ、生徒の方から話しかけてくれるようになり、1 週目が終わる頃に

はかなりコミュニケーションが取れていたように感じます。担当の先生は「生徒との積極的

なコミュニケーションが、生徒指導において一番重要な要素である。」とおっしゃっていま

した。小さな変化に気づくためにも、日頃から積極的に会話することが大切とのことでした。

そのなかで、オンとオフをしっかりと切り替えられる教師こそ、生徒から信頼される教師な

のだと気づきました。 
 
 
 



【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
私は教育実習を終えて、教壇に立つことの難しさを学びました。教壇に立ち、教室を見渡

すと、生徒は教師である私のことを見ています。全員の視線が集まるため、緊張からか、話

すスピードが早くなったり、内容を忘れたりすることがありました。授業準備として、資料

を準備するだけでなく、授業全体の流れをイメージしたり、模擬授業をすることで緊張はい

くらか緩和されました。しかし、いざ教師になったときに毎回このような準備をしていたら、

時間がいくら合っても足りないと思います。経験を積んで教壇に立つことに慣れる必要が

あるなと感じました。 
 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
上記 3 の通り、母校ではない高校に実習に行くことをオススメします。知らない先生が

多い環境だと、甘えることなく、自分自身の力で実習を走りきることができると思います。

また、自信の高校生の印象は母校に大きく影響されているということが分かるため、新しい

発見がたくさんあると思います。もちろん、その分大変なことはたくさんありますが、比例

して達成感も大きかったです。 



教育実習反省会 発表要旨（No.7） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
教科：生物基礎 
 研究授業を行い気づいた研究授業の重要な点は主に２つで、1 つは他の先生からの客観的

な視点が得られる事、２つ目は指導案の重要性です。 
１つ目の他の先生からの客観的な視点を得られる事についてですが、実習中の授業は基

本的に担当の先生が見てくれますが、他の先生に授業を見てもらう機会は多くはありませ

ん。なので同じ理科でも異なる科目、もしくは全く異なる教科の先生が授業を見てくださる

研究授業は自身の授業を多角的にかつ客観的に評価してもらえる貴重な機会です。私の自

習では、理科の教科の先生からは授業内容の配置、導入、内容の正確性、など教科に関する

ことを、社会科・英語科の先生からはパワポのメリット・デメリット、質問の使いかたなど

授業作りや授業展開などを教えていただきました。 
２つ目の指導案の重要性について。自身が重要だと思って取り入れた内容であっても授

業全体、単元や章を通してみたときには実はあまり好ましくないタイミング、内容であるこ

とがあります。その時、授業や単元を通して俯瞰的に見ることができるのが指導案なので、

授業を作る際には指導案、特に細案を作る事は重要です。 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
生徒に指導をするにあたって感じたことは、生徒との日頃のコミュニケーションが重要

だと感じました。生徒にＨＲで話をするときでも、放課後や休み時間に話をした生徒としな

かった生徒とでは反応に差がありました。 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
 教育実習を終えて一番学んだ事は、生徒と先生、働くうえで関わる人としっかりコミュニ

ケーションをとり協力することが重要だと学びました。生徒とのコミュニケーションは指

導する立場である以上必ずする必要があり重要です。しかしそれだけでなく、多くの場面で

他の先生に授業について助言を求める時や情報の共有、行事の分担などコミュニケーショ

ンをとる必要があり、先生同士もまたしっかりと日頃からコミュニケーションをとる必要

があると感じました。業務上行わなければならない連絡以外でも話す先生とそうでない先

生との間では、授業や生徒の情報交換の量や頻度に差があると職員室や休憩室で話を聞い

て感じたため、授業を行うこと以外にも生徒や他の先生とコミュニケーションをしっかり

とることは重要だと学びました。 



 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
事前に実習がどのように行われるのか具体的な内容、日時を確認したほうがいいです。私

の場合は見学の日程が組まれておらず、すぐに授業を行い、また見学は自分で他の先生にお

願いをし、見学をしなければならず初めはとまどいました。 



教育実習反省会 発表要旨（No.8） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
私は約 1 週間かけて教材研究を行い、模擬授業や授業参観、実習授業を通して、知識を正

しく伝える方法や記憶に残りやすいイメージをさせる方法を模索することに大きな意義が

あると感じた。今回は高校 1 年生を対象に研究授業を行ったが、彼らは生物用語に関する

イメージをはっきりと持っていない状態で授業を受けるため、教師側は如何に生徒に分か

りやすくイメージさせるかを重要視した。また、授業は教師と生徒で作り上げることが理想

であると考えられている。私の研究授業ではまさに生徒と対話しながら板書をし、最後に授

業プリントに記載させる流れをある程度実現させることが出来た。教師は、学級ごとでどの

ように対話を取り入れていくか、観察や実験に取り組んでいくかを、生徒観に基づいて考え

なければならないと感じた。 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
今回の実習校では、生徒主導で HR 運営や清掃、探求を行っているため、教師の思いがけ

ない方向へ学級が動いていく場合のみ教師側が声掛けを必要とする状況だった。実習期間

内、生徒らは一度指導されたことを二度と指導されないように学級全体で意識付けをする

ことを一つの目標に生活していたため、生徒の表情が少しずつ逞しくなっていく様子を見

ることが出来た。この事実の背景として、教師側は授業前後や休み時間、HR 等を利用して

声掛けをしていることが挙げられる。日々HR などで生徒のモチベーションを上げるお話を

し、普段の言葉に重みを感じ取って貰えるようにしなければならないと感じた。また、毎日

どのような場合でも、自分から挨拶することで生徒から積極的に挨拶をしてくれるように

なった。これを受けて、挨拶をすることは当たり前のことではあるが、生徒とコミュニケー

ションをとる前段階としても重要だと改めて感じた。 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教師は毎週 10 時間以上の教科指導を行いながら、LHR や学級運営の手助け、校務分掌

をこなし、短い時間を使って教材研究を行っているという多忙な生活を目の当たりにした。

実際に私の担当教諭は、自分のクラスの生徒の実態を確実に把握しきれていなかったこと

により、学級のルールの基準を誤ってしまったというお話をされていた。担任のクラスで授

業することが殆どない状況では、工夫して生徒の実態を把握しなければならないことを理

解した。また、授業参観や実習授業でのご指導や、他教科の先生方からの声掛けを多く受け

たことで、私の良い部分や足りない部分を明確にすることが出来た。忙しい中受け入れて下

さったため、常々感謝の気持ちを持ちながら生活しなければならないと感じた。 



 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
教育実習では出来るだけ多くの先生と話しみてください。その中で、教科指導や生徒指導

の考え方が全く異なっている先生もいます。指導の方法にこれといった正解はありません

が、教師になる前に予め自分の指導の仕方を確立しておくべきだと感じました。大学の講義

や教育実習時の先生方の考えをまず受け入れ、それを自分の中で修飾していってから、プロ

の教師として教育現場に乗り込むことをお勧めします。 



教育実習反省会 発表要旨（No.9） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
研究授業を通じて、自分達が受けてきた授業がどれだけ計画されて行われていたかとい

うことを知りました。例えばプリント一つであっても、生徒が保管するのに適切なサイズは

どの大きさなのか、テスト前に見返す時のことを考えてあるかなど、生徒のことをよく考え

て準備する必要があることを再認識しました。そして、授業の内容は、何か一つでも生徒の

琴線に触れて、興味を持ってもらえるような仕掛けができると良いと教わりました。 
実際に教壇に立ってみて、説明することと教えるということは違うのだなと感じました。

教えるということは、多くのことを含んでおり、単なる説明で終わってはいけないというこ

とがわかりました。より良い授業ができるように、自分自身も学び続け、日々成長していく

必要があるということを痛感しました。 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
実習校はカトリックのミッションスクールであり、教育理念としてアシステンツァ（＝共

にいること）を掲げています。まず、生徒達と物理的に共に過ごす時間を増やし、信頼関係

を深めていくことから始める必要があるというものです。実際に実習を通じて、共に過ごす

時間が増えることで、よりお互いのことを理解できるようになるということを経験しまし

た。生徒指導＝叱るではなく、生徒を良い方向へ導くためのものであるということを学びま

した。生徒指導に関しては、まずは共にいて、多くの時間を共有し、互いのことをよく理解

し予防教育を行うことが望ましいと感じました。 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教育実習を終えて、今まで知らなかった先生方の苦労や、生徒たちに慕ってもらえる喜び

など沢山のことを学びした。その中でも特に、教師は教師として教える前に、まず自分自身

が常に学び続ける人間でなければならないということを学びました。これはどの職業でも

同じかもしれませんが、教師は特に学び続ける人間でなければならないと感じました。教え

る内容や生徒の状況は常に変化していきます。その変化に対応していけるよう、常に自分の

中にストックをしていかなければならないと思います。教師も 1 人の人間で、上手くいく

ことも、上手くいかないこともそれぞれあると思います。ですが、常に学び続ける姿勢を忘

れずに、チャレンジ、試行錯誤をしながら頑張っていきたいと思いました。 
 
【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 



教育実習反省会 発表要旨（No.10） 
 
実習高等学校の区分： 普通科高等学校 
 
 
【１：研究授業を通じて感じたこと】 
授業を通して生徒の立場に立って考えることが 1 番重要であると学んだ。授業する事に

精一杯になっていたが、黒板の使い方やプリントの作成などは生徒がどうやったら分かり

やすいかを考えながら授業することが大事であると感じた。また、研究授業を終えて生徒に

助けられたと感じた。生徒に発言を求めた際に答えてくれると授業を円滑に進めることが

できる。私は 1 回目の授業では返答が無くて授業進めることが難しかったが、２回目の研

究授業前に生徒に声掛けをしてコミュニケーションを図ったことで授業が円滑に進めるこ

とができたと思う。研究授業では実験を入れた授業を行ったが、結果が思ってたよりも上手

くいかなかったことや実験の説明が不足していたこともあり、研究授業前に何度も同じ授

業を他のクラスでも試してみたり、家でも実験を行うことが大事なのではないかと思った。 
 
 
【２：生徒指導を通じて感じたこと】 
生徒指導では、生徒の状況を見ながら行うことが大切であると学んだ。生徒の状況で指導

する時はしっかりと指導する。ホームルームを通して生徒と関わって見て、暖かくて生徒も

1 人の大人なので真摯に受け止め向き合うことが大事であると感じた。教育実習期間中はす

ることが多く生徒とのコミュニケーションをあまり取ることは難しかったが、時間を見つ

けては生徒が声をかけてくれて少しでも仲良くなろうとしてくれて嬉しかった。生徒指導

では生徒の意図を少しでも汲み取り、時間があれば生徒とのコミュニケーションを取って

行くことが大事になると思った。 
 
 
【３：教育実習を終えて一番学んだこと】 
教師に大事なことは楽しんで教師を続けることだと思った。生徒の時は感じなかった教

師としての大変さを知った。職員室では笑顔で会話している先生たちが多くいてみんな楽

しんで教師をしていると感じた。また、教師は大変というイメージが強くあったが、確かに

授業の準備やそれ以外でも生徒の問題に関わったりとすることが多い仕事であるが、それ

以上に生徒との会話や関わりを通して大きな力を得ることが出来ると思った。時間が無く

ても生徒との関わる時間を増やしたり、生徒が進路や学力で悩んでいる時には相談に乗っ

て話す時間を増やすことが大切であると学んだ。 
 



【４：その他（伝えたい事項や要望など）】 
教育実習の期間は最初はとても長く感じるが、終わってみるととても早く一瞬で終わっ

てしまうので、教材研究で忙しいと思うが、時間を作って生徒と関わる時間を作っていくこ

とを大切にして欲しいと思う。 
 
 


