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教員養成の必要性とインターンシップを利用した教員育成の実践事例 

 
五十嵐 誠 

神奈川県立横浜清陵総合高等学校 数学科／情報科 
arashi50@pen-kanagawa.ed.jp 

 
１．はじめに 

 
 昨年のジョーシン2006において、情報処理学
会より新・試作教科書の提案があった。その席で、

「大変意義深いが、なぜ『同時に、この教科書を

教える教員を養成している』と宣言しないの

か？」と質問した。情報教育をしっかり根ざさせ

るため、教える内容と併せて、指導する教員が必

要であり、その教員は大学において養成されるか

らだ。10年後には高校教員の半数が入れ替わる
状況で、特に情報科の教員のニーズは高い。 
 その質問の背景には、教育実習で受け持った学

生が、指導要領にある専門教科情報の科目どころ

か、情報 A・B・Cの教科書の内容も理解してお
らず、実習生を休日返上で指導して対処した苦い

経験がある。 
そのような学生に対して教員免許を与えてし

まうことに疑問を持つが、学生自身が高校で情報

の授業を受けておらず、多くの教職課程の担当者

が指導体制を確立していないという過渡期の実

情は理解している。 
そこで、本校の情報科教員は本当に教員を目指

す学生のために、２~３年次から現場で育てるシ
ステムが必要であると考えた。総合学科という多

彩な情報の科目と施設を備えた学校ゆえに、次世

代の優れた情報教員の加入が必要であり、その先

行投資として教員育成に貢献する義務を感じて

いる。 
そのためには、学生が参加しやすい「短期集中

講座」の授業を利用することが最適だと判断し、

上月情報教育研究助成を受けて、学生をインター

ンシップとして受け入れる体制を整えた。３年間

の実践により、教員育成システムの一形態として

完成することができた。 
現在は、この応用例の普及のため、関東都県高

等学校情報教育研究会でのインターンシップ生

による報告、今回の発表、ブログ「総合学科情報

日誌」での現場の報告などの広報を続けている。 
 
２．（参考）教科情報の新カリキュラム 

 
2007年 9月の中央教育審議会初等中等教育分
科会教育課程部会の検討素案によると、教科情報

の必履修を継続する方針が示され、普通教科情報、

専門教科情報の科目構成が見直されている。科目

の概要を示すため、以下、公開資料から抜粋させ

ていただく。 
 
【普通教科情報】 
・「社会と情報」（仮称）（２単位） 

情報が現代社会に及ぼす影響を理解させるとと

もに、情報機器や情報通信ネットワーク等を効果

的に活用したコミュニケーション能力や情報の

創造力・発信力等を養うなど、情報化の進む社会

に積極的に参画することができる能力・態度を育

てることに重点を置く。 
内容は、例えば、情報社会への参加と個人の責

任、コミュニケーションと情報の発信・収集、情

報社会とメディアなどで構成する。 
・「情報の科学」（仮称）（２単位） 

現代社会の基盤を構成している知識や技術を

科学的な見方で理解し習得させるとともに、情報

機器等を利用して合理的な判断・理解に基づいた

問題解決能力や情報発信力等を養うなど、社会の

情報化の進展に主体的に寄与することができる

能力・態度を育てることに重点を置く。 
内容は、例えば、情報通信ネットワークの仕組

みと情報システムの利用、情報社会を支える情報

技術、問題解決における情報の活用などで構成す

る。 
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【専門教科情報】 
科目の新設、名称変更等を行い、現行の 11科

目を 13科目とする。 
情報産業と社会、課題研究、情報の表現と管理、

マイニングとソリューション（仮称）、情報テク

ノロジー（仮称）、アルゴリズムとプログラム、

ネットワークシステム、データベース、情報シス

テムの開発、情報デザイン、情報メディア、メデ

ィアの編集と表現、情報コンテンツの開発 

 
・新設する科目について 
「マイニングとソリューション（仮称）」 

高度情報人材に求められる、問題の発見力・解決

力や自立した行動力をはぐくむことをねらいと

する。 
「情報テクノロジー（仮称）」 

高度情報人材に求められる、情報技術の理論と技

術の習得をねらいとする。 
「データベース」 

システム設計・管理分野を担う高度情報人材に求

められる、データベースにかかわる知識や技術の

習得をねらいとする。 
「情報メディア」 

コンテンツの制作・発信分野を担う高度情報人材

に求められる、様々なメディアの特性の理解と処

理技術の習得をねらいとする。 
 
・削除する科目について 
「情報実習」 

現行の内容である各種の実習は、各専門科目の内

容に盛り込んでいく。 
「モデル化とシミュレーション」 

現行の内容については、新設科目「マイニングと

ソリューション」に移す。 
 
・整理統合する科目について 
「メディアの編集と表現」 

コンテンツの制作・発信分野を担う高度情報人材

に求められる、情報メディアの編集と表現に関わ

る理論と技術の習得をねらいとし、「図形と画像

の処理」と「マルチメディア表現」とを整理統合

する。 

・名称変更する科目について 
「情報の表現と管理」 

高度情報人材の基礎的な能力である、情報の表現

力と管理力をはぐくむことに重点を置くことと

し、「情報と表現」を名称変更し「情報の表現と

管理」とする。 
「アルゴリズムとプログラム」 

システム設計・管理分野を担う高度情報人材に求

められる、アルゴリズムにかわる知識や技術の習

得に重点を置くこととし、「アルゴリズム」を名

称変更し「アルゴリズムとプログラム」とする。 
「情報デザイン」 

コンテンツの制作・発信分野を担う高度情報人材

に求められる、情報デザインに係わる理論や技術

の習得に重点を置くこととし、「コンピュータデ

ザイン」を名称変更し「情報デザイン」とする。 
「情報コンテンツの開発」 

コンテンツの制作・発信分野を担う高度情報人材

に求められる、様々なメディアと各種ソフトウェ

アを活用するとともに、知的財産に配慮しつつコ

ンテンツを開発、発信できる能力や態度をはぐく

むことに重点を置くこととし、「マルチメディア

表現」を名称変更し「情報コンテンツの開発」と

する。 
 
３．大学の教職課程に期待すること 

 
 私自身、平成 12年の免許講習会にて普通教科
情報・専門教科情報のカリキュラムを提示された

が、とても範囲が広くて未だに教材研究が追いつ

かない。前項に挙げた専門教科情報の新しい科目

の内容になるとさらに厳しい。 
 さらに、３週間の講習会で免許を取得した現職

の情報科の教員は、過去の学習経験よりデザイン

に苦手意識を持っている傾向があり、例えば「情

報デザイン」という科目を指導することはハード

ルが高い。いきおい、新採用の教員に期待される。 
 情報の免許を取得できる学部・学科は多様であ

る。養成される教員には、それぞれの専門分野に

ついて深く理解しているのは当然として、専門教

科情報の他の分野についても高校で扱う程度ま

では理解し、教科の全体像を俯瞰できるレベルが
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期待される。その為には学科内の科目以外も学習

できる仕組みと指導が大学側に求められる。教員

養成のための学科であっても、実際に教員になる

学生が少ない時代だが、大学側の教員養成の姿勢

はぜひ堅持していただきたい。 
 教員に向いていない、または採用試験を目指す

意志がない学生に、無用に教職課程を取らせない

指導も、教員養成の質を高めるために意義がある。

この 10月に中教審より教員免許更新制の検討経
過が示された。免許を失効したペーパーティーチ

ャーに対しても、採用の門は閉ざさない方針が示

されているが、安易な免許取得の抑止力にはなる

であろう。 
大学の教職課程の担当者に、情報科の教員養成

の状況をたずねると、「教員採用の枠が少なく、

積極的には教職を勧めていない。」という回答（伝

家の宝刀）が返ってくることが間々ある。逆に、

少数精鋭で教員を養成していただきたい。 
 日経コンピュータ 2005年４月号の特集「実態
は“町のパソコン教室”以下～これでよいのか！

高校 IT教育」で指摘されたように、講習会で免
許を取得した現職教員の力不足は否めない。社会

が期待する情報教育を実現するためには、これか

らの教員養成の如何にかかっている。 
 
４．教員採用試験の受験資格 

 
 例えば、今年の東京都の募集要項では、情報科

の受験資格として、次のように示されている。 
 
・情報の高等学校教諭普通免許状  
・数学又は理科の高等学校教諭普通免許状 
※情報の他、数学又は理科の免許状も必要です。 
※情報で採用された場合、数学又は理科の授業 
を担当することもあります。 

 
 また、埼玉県でも「情報以外」の免許の所有が

条件であり、このような条件が一般的である。 
 そのために、情報の免許を取得できる大学では、

他の教科の免許も取得することを勧めているよ

うだ。 
 一方、遅ればせながら今年から情報科の教員を

採用することになった神奈川県では、情報科の免

許以外を必要とせず、願書にも受験教科の免許以

外は記入できない。これは珍しい例であり、次の

カリキュラムで情報の必履修継続の発表の前に

実施されたことにも意義がある。情報科は３名の

募集に対し、72名が応募、２名が合格した。 
この情報の免許だけを資格とする採用方式が、

他の自治体に影響することを期待している。次の

２種類の高校のように、専門的に情報を教える学

校が存在するからだ。 
 

５．専門学科「情報科」を設置する高校 

 
 知る限りで全国に 13校が開校しており、専門
教科情報の 11科目を中心に科目を配置している。 
 
・秋田県立仁賀保高等学校／情報メディア科  
・群馬県太田市立商業高等学校／情報科  
・東京都立新宿山吹高等学校／情報科 
・岐阜県立大垣商業高等学校／情報科  
・三重県立亀山高等学校／システムメディア科  
・京都府立京都すばる高等学校／情報科学科  
・奈良県立奈良情報商業高等学校／総合情報科  
・鳥取県立鳥取湖陵高等学校／情報科学科  
・鳥取県立倉吉総合産業高等学校／マルチメデ 
ィア技術科  
・岡山県立玉野光南高等学校／情報科  
・香川県立坂出商業高等学校／情報技術科  
・福岡県立嘉穂総合高等学校／ＩＴシステム科  
・沖縄県立美来工科高等学校／情報システム科・

コンピュータデザイン科 
 
 この他に、専門学科「情報科」ではなくとも、

同等のカリキュラムを持つ学校が多数存在する。 
 
６．総合学科高校 

 
 総合学科を設置する公立高等学校が高等学校

の通学範囲に少なくとも 1校（全国で約 500校）
整備されることを目標に、平成６年度から既に

300校ほどが開校している。 
総合学科で行われる教育の特色として、 
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・幅広い選択科目の中から生徒が自分で科目を選

択し学ぶことが可能であり、生徒の個性を生か

した主体的な学習を重視すること。  
・将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への

自覚を深めさせる学習を重視すること。  
  
などが挙げられる。普通科と専門学科を統合した

学校として、各教科の専門科目の配置を推進して

いる。 
 本校も開校４年目の総合学科であり、情報科学

系列を含む６つの系列の科目が設置されている。 

参考までに本校の情報に関する科目を紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このように、専門教科情報の科目および学校設

定科目を多く配置しており、教員の自主的努力に

よって授業レベルを維持している。 
 
７．インターンシップ受入れの講座「ＤＴＰ基礎」 

 
 インターンシップ生を受け入れるために、夏休

み中に「DTP 基礎」という講座を、別日程で二
講座用意した。授業だけで合計１２日、事前指導

や体験発表などを入れると、大学生のインターン

シップとして十分なボリュームになる。まず、こ

の講座について説明させていただく。 
 本校では、短期集中講座を５講座開講している。

校外学習活動等によって学習の効果が高まる内

容であれば、夏休み等の長期休業中を利用したこ

の学習形態が認められる。「DTP基礎」という科

目は６時間×６日間の１単位の科目で、期間中に

専門学校での実習や印刷工場の見学などを取り

入れて学習効果を高めている。 
 神奈川では、県内 14校の総合学科高校が、夏
休み中に公開講座を設置して互いの生徒の受講

を可としている。外部講師を招いたり、校外学習

をしたりと、時間数を含め、柔軟な学習スタイル

の講座が開講されている。この「公開講座」とし

て、「DTP基礎」をもう一講座開講している。総
合学科生ならば誰でも受講することができ、学校

外の学修（校外講座）で単位認定も可能である。 
 この２つの同名の講座は、校外学習の有無の違

いはあるが、内容も目指すものも一致しており、

情報の収集から選択・加工・発信・相互評価を繰

返しながら実習し、読み手を意識して情報をデザ

インする力を身につけていく。 
 
８．インターンシップ実施のスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）学生の推薦を募集する 

 ６月中に県内の１１の大学で情報の教職課程

を担当される方と連絡を取る。授業内容と実習期

内容 備考

７月中 面談 教材の配布と予習の説明・実習内容の紹介

8月1日 水 事前指導 校内ネットワーク・授業の進め方の紹介など

8月2日 木

8月3日 金

8月4日 土

8月5日 日

8月6日 月 校内授業 短期集中講座「DTP基礎」開始

8月7日 火 校内授業

8月8日 水 校内授業

8月9日 木 校内授業

8月10日 金 校外授業 （横浜デジタルアーツ専門学校にて）

8月11日 土

8月12日 日

8月13日 月 校内授業 短期集中講座「DTP基礎」終了

8月14日 火 実技指導 実習指導・技術指導

8月15日 水 校内授業 総合学科公開講座「DTP基礎」開始

8月16日 木 校内授業

8月17日 金 校内授業

8月18日 土

8月19日 日

8月20日 月 校内授業

8月21日 火 校内授業

8月22日 水 校内授業 総合学科公開講座「DTP基礎」終了

8月23日 木 まとめ 実習のまとめと発表の準備

8月24日 金 実習発表 情報部会関東大会、分科会にて発表

平成１９年度　高大連携インターンシップ　日程
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間を示して、情報の教員を目指す３年次生までの

学生を紹介していただいた。期間が長いために都

合がつく学生がいないという回答が多く、最終的

には、異なる大学から４名の学生の推薦を受けた。 
（２）面談と事前指導 

 ７月中に面談を行い、授業内容と実習内容を説

明し、使用するテキストで予習を指示する。事前

指導として初日の授業内容を実習した。 
（３）短期集中講座「ＤＴＰ基礎」／８月６日～ 

 授業の前日の放課後、私が翌日に行う授業を学

生に対して行う。授業展開や指導の工夫を理解し

て、翌日の授業で TAの役割に活かす。 
 TAの時間は、生徒はどのような行動をとり、
どのような場面でミスをするかなどをチェック

させる。高校生は年齢の近い大学生には気軽に質

問をしたり、休み時間には数学を習ったり、進路

相談をしたりと、インターンシップ生をフルに活

用している。高校生への手厚い学習環境を整備す

るという別の目的は十分に達成できた。 
 期間中の一日、専門学校に引率して Mac で
Illustratorを使った本格的な DTP作業をした。 
（４）公開講座「ＤＴＰ基礎」／８月１３日～ 

 この講座は全日程を校内で行う。36 コマを単
元で分け、２名ずつの担当（主と副）を割り振っ

て主担当が実際に講師となる。もちろん私も隣席

し、必要に応じて補佐していく。 
講師担当は授業指導案を用意し、前日の放課後

には、私と他の学生の前でリハーサルを行う。私

の短期集中講座の授業で高校生の理解が不十分

であった部分には副教材を用意させる。 
 他のメンバーが講師を行う最中は、TAとして
サポートする。全員がリレー形式で講座を完成さ

せるので、協働作業として手を抜けない。質の高

い学習環境が実現し、素晴らしい作品が続出した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実習の振り返りと発表 

 今年は、実習終了の翌々日に、関東都県高等学

校情報教育研究会が開催されるという日程。ここ

で、自分たちの実習体験と得たことを発表させる。

一日かけて、発表内容と役割分担を決めさせ、現

地に引率してリハーサルも行った。 
 当日は、各自の授業の成果物である三つ折りチ

ラシ（授業内容を振り返るポートフォリオ）を配

布する役、PCの操作をする役、プレゼン役を分
担してグループ発表の形を体験した。さらに、

「Officeでできるベクトル描画」というポスター
セッションで説明と実演を行った。やらされてい

るのではなく、将来の為に自らが体験しておくこ

との必要性を感じているので積極的である。 
 この発表時の資料（A4×１枚）は、この報告
の最後に紹介する。 
（６）実習期間中の指導 

 放課後は、翌日の授業の準備を行うが、余裕の

ある限り、本校での他の授業内容を説明したり、

その一部の実習を体験させたりした。PC の分
解・組立の実習も行った。毎日１９時頃まで、さ

まざまな知識・技術を吸収していく。 
 教育実習では実習ノートをつけるが、４名分の

ノートに記述を行う時間がない。そこで、帰宅後

にブログにて報告させ、私がコメントを書き込む

という方法を取った。インターネットへの発信が

初めてという学生もいたが、良い体験になった。 
 ブログ日誌は、現在も継続している学生もいる。 
 
９．インターンシップ生の感想 

 
 実習後、４つの項目を設定してレポートを課し

た。各５枚ほどのレポートには、実習内容の感想

だけでなく、教職への夢や現状の不安などが綴ら

れている。教職を目指す学生の生の声として、原

文のまま一部を抜粋する。それぞれの思いを伝え

るため、内容が重複しているものもある。 
 
（１）ＤＴＰ技術を学びながらの情報デザイン教

育について 

■授業で習った技術を実生活で利用できること

は生徒にとって大きな魅力であるし、実際に利用
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することは授業内容を定着させることになる。私

も DTP基礎で学んだ知識を利用してサークルの
出版物を作成してみたが、よい勉強になった。こ

ういった入りやすさの面から見ると、「情報デザ

イン教育」として DTP技術を教えることは適し
ている。 
■基礎的な DTP技術を教えることは「入りやす
さ」、「応用性」、「授業を行う上での利便性」など

の面から「情報デザイン教育」の入門として非常

に有効である。ある程度の基礎的な知識を DTP
を通して学べば、複雑なソフトウェアを利用する

ときや Web ページを作成するときにも十分に効
果は発揮されていく。 
■今回は１週間という短い期間での学習でした

が、これを通年授業として行った場合、もっと多

くのことを学ぶことができるのではないかと思

います。さらに通年授業の場合はその間に学校行

事が多くあるので教員側がねらいに応じたテー

マや条件を与えやすいのではないかと思います。 
■今回のインターンシップの多くの内容となり

ました「DTP 基礎」という科目は、デザイン教
育の目標の多くを達成しているように感じられ

ました。DTPというのは、Desktop publishing
の略語であり、日本語で卓上出版を意味し、書籍、

新聞などの編集に際して行う割り付けなどの作

業をコンピュータ上で行い、プリンターで出力を

行うことです。今回はそれの基礎授業ということ

で、難しい技術は必要とせず、基礎と日本語入力

さえ理解することが出来れば、誰にでも書籍、新

聞などの編集を行うことが出来るものです。その

ため、情報のデザイン教育が目標とする「情報の

受信者が情報の意図するところを的確に理解で

きる作品や製品を製作する」ことが可能であり、

さらには見せる・読ませたいという工夫を行うこ

とから、形態や色彩、様々なデザインの基本的な

要素の特色を十分に理解することが出来る上、色

彩に関しては、色の体系、配色、混色の勉強も行

うことが出来、デザイン教育の目指す目標を

DTP 基礎という授業でほとんど網羅することが
出来るので、情報のデザイン教育に関しての幅広

い知識と技術を、一度に与えることが出来ます。

限られた実習時間や普段の授業で DTPを取り入

れることは難しいことですが、短期集中講座や情

報の特別授業のひとつとして DTPの講座を取り
入れ、デザイン教育に不足している今の社会に対

応出来るようにすべきだと考えました。 
■現在の情報の授業において、主に「Word」や
「Excel」そして「PowerPoint」などのソフトウ
ェアを使いこなす為の勉強が行われている。しか

しその一方で授業として「情報デザイン教育」を

行っている学校は非常に稀である。 
では何故「情報デザイン教育」が一般的ではない

のか。理由の一つとしては教科情報を担当する教

師が情報デザインに関する勉強にあまり関わっ

ておらず、その為コンピュータ活用能力やプログ

ラミング重視の教育が行われる。 
 
（２）授業の工夫として学んだこと 

■今回の DTP基礎のように生徒が作品を作り上
げて行くような授業を通常の時間割の中で行う

と、ほかの教科の課題にも追われている生徒たち

は満足に自分の作品を作りこむことは難しいが、

夏休みの期間であれば作品を作るためにかけら

れる時間も十分にあるためストレスを感じるこ

となく生徒たちは自分の作品に集中することが

できるし、能力も育つ。短期集中という形のよさ

が実感できた３週間であった。 
■今回の授業内でのオリジナル課題をどれも現

実的なものに指定してあったことも興味深い。プ

レゼンテーションにしても Web ページ作成にし
ても、もちろん DTPにしても現実味のないもの
を題材にしても授業の効果は上がらない。そこで

今回の DTP基礎講座では学校紹介のはがきであ
ったり、生徒も体験したことのある学校行事の新

聞のリメイクであったり、生徒にとって身近なも

のにオリジナル課題は指定されていた。生徒たち

を見ると身近な題材だけに熱心に取り組んでい

るように見えた。現実的な題材を生徒に示すこと

が授業の効果を高めることを実感できた。 
■今回授業を行う上で私が一番重要だと感じた

ことは、生徒に不必要なストレスを与えずに授業

を行うことだ。それを行うためには教師は常に生

徒への配慮を忘れてはいけない。操作を説明する

ときに言葉で説明した後も画面は元のままにし
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ばらくしておくことや、生徒がよくする失敗は事

前に予測しておき、作業を行う前にそれを全体で

やって見せること、図の挿入をしやすいように全

画面表示で作業を行わないようにするといった

些細な事にも気を配らなければならない。 
■教員側が作業を示しワンテンポ遅く操作する

ことで操作方法を聞き逃してしまった生徒が画

面で操作方法を確認できたり操作方法に不安を

持っている生徒のストレスを減らしたりするこ

とができることを学びました。 
■私が担当した授業です。このときの授業内容は

公式な名刺のデザインを学び自分の名刺を作る

というものでしたが、導入として名刺のマナーや

実際に使われている名刺を見せるということを

しました。授業の導入で興味を持たせることがで

きるかどうかによってその後の生徒の授業に対

する姿勢も変わると思うのでとても大切だと思

いました。 
■教員側がよくあるミスについて画面上で見せ

て対処法を教えるだけでなく生徒に実際にやら

せることによって教えるということです。ここで

は教えるだけでは不十分なことがあるので実際

に生徒にやらせた方が良いことを学びました。 
■これはどの教科でも言えることだと思います

が、何をやるのかという先を示し、そのためには

どのような対策で行くのかをいうことをしっか

りと伝えることです。当たり前のことですがこの

力が足りずに今回のインターンシップで注意さ

れました。 
■どうすれば一方的にならず、授業が行えるかと

いうと、生徒に授業を聞かせる工夫が必要になり

ます。生徒が知識を得ようと授業を聞いてくれさ

えすれば、授業は一方的になりません。そこで授

業を行っていく期待を持たせることが必要にな

ります。これは実習の授業の場合の例えですが、

実習を行う上で作業を指示する場面が幾度も出

てくると思います。その時に最後の完成図や、次

に行う作業を少しずつ記してあげることで、生徒

が授業で行うべき作業に期待を持ち、授業を聞こ

うとします。こうして、授業の中に期待出来る場

面を取り入れることで、生徒の興味・関心を引く

ことが出来ます。 

（３）３年次までに行う情報のインターンシップ

の価値 

■実際にもし情報の教員になったときにはプロ

グラミングだけを行っていればいいはずもなく、

情報の ABCにある様々な内容を教えることが求
められるはずだが、今私が受けているだけの授業

では到底それを教えるだけの知識や技術は身に

付きそうもない。こういった授業形態のままだと

情報科も教員免許をもったペーパーティーチャ

ーがどんどん増えていくことだろう。さらに、大

学での授業の不十分さは多くの情報科の教員を

目指す学生に不安感を与えており、こうした不安

感から教員を諦めてしまう学生も多い。事実、私

も自分が高校で情報を教えている姿を想像でき

なかったから今回のインターンシップに参加し

たのである。 
■この時期にインターンシップを行う良い理由

として就職活動が本格的にスタートする前に行

える点があげられる。 
■情報科の教員ということに限って言うと、教育

実習の無視出来ない現状がある。普通教科情報は

授業数が少ないため通常の高校での教育実習の

受入数が他教科と比べてもかなり少ない。そのた

め情報の免許と数学の免許の両方をとることが

出来る私は数学での教育実習を推奨されたし、情

報の免許しか取得できない学生のなかでも教育

実習を中学の数学で行うものもいる。もしこうし

た学生が新卒で情報の教員に採用されたら、情報

という授業が良くわからないまま実際の学校で

授業を行っていくことになる。このような事態は

本人にとっても不幸であるし、授業を受ける生徒

も不幸になる。こういったリスクを軽減する上で

も、インターンシップを行う価値はあるし、私の

ように複数科目の免許の取得が可能な者にとっ

ても両方の授業をみるチャンスになるので価値

がある。 
■特に学生が自分に教師としての適正があるか

どうかを見極めさせたり、自分にいま足らないも

のを実感させたりすることは大学の通常の授業

では難しいので、今後こういった活動は必要とさ

れていくだろう。 
■三年という時期は、就職活動や卒業研究に向け
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ての研究が始まる時期であり、とても重要な時期

であり、将来についての考えを出すべき時期でも

あります。この時期にインターンシップを経験す

ることは就職先の決定に非常に便利であり、意思

決定にもなります。 
■学科を超えた知識とスキルが必要になる教科

「情報」のインターンシップ。今後、こういった

情報科に関係したインターンシップや学校見学

などがありましたら、是非進んで参加し、情報の

視野を広め、幅広い知識を得てから教育実習に向

かいたいと思います。教育実習は教員として挑む

実習であるので、曖昧な知識で臨むべきではない

でしょう。その為には、三年次までに教育の現場

に立ち入らせて頂き、多くのものを身につけるこ

とが重要になります。 
■正直な感想を申し上げると、私はこのインター

ンシップを受けるまで安易な気持ちでいた。普段

から何かを教えることは好きな方であり、人前で

話をすることにも慣れていたからだ。しかし、実

際に生徒を前に授業を行うことは非常に緊張す

る。また、どこで生徒がつまずくかも解らない。

また、他の実習生たちの情熱を見て、今のままで

は教師になれる訳もない。このままではいけない。

もっと教育実習までに自分を磨かなくてはいけ

ないという危機感を持った。 
 もし、このインターンシップを受けていなかっ

たら私はこの危機感をもたずにのんびりとした

日々を過ごしていただろう。そして教員採用試験

を間近に控えているのにも関わらず教育実習で

挫折をしていたかも知れない。 
 そう思うと、本当にこの夏にこの企画に参加で

きて本当に良かったと思う。この様な企画がもっ

と一般的になって教職課程の中に「教える力」を

育成するための本当の意味での「授業」が増えれ

ばきっと教育環境はもっと良くなると思う。 
 
（４）今回のインターンシップ全体の日程と計画

について 

■今回のインターンシップの日程は最初に１日

ガイダンスがあり、その後６日間の短期集中

DTP 基礎講座、１日準備期間があって６日間の
公開講座 DTP基礎を通しての実習があり、最終

日には情報部会の関東大会で今回のインターン

シップについて発表を行った。 
■教育実習と違ってその授業の始めから最後ま

で全てを見ることができることはとても良いと

思いました。教育実習は 5月～6月の 2～3週間
という期間で行われるので授業の途中から途中

までしか見ることができません。今回のように初

めから最後まで見ることができると生徒がどの

ように成長していくのかというのを見ることが

できました。 
■短期集中 DTP基礎講座では先生の TAという
形でインターンシップ生は授業に参加した。基本

的には授業中に期間巡視をし、生徒のミスを防い

だり質問に答えたりするものであったが、生徒の

成長していく様子を直に見ることが出来、教員と

してのやりがいを感じられる６日間であった。ま

た生徒からはインターンシップ生も「先生」とい

う立場で見られるため、教師として生徒とかかわ

る貴重な経験をすることが出来た。この期間中に

は生徒の作品を講評する機会を私たちインター

ンシップ生は与えられた。これにより生徒の前で

発表する機会が出来たし、生徒の作品を見ること

によって私たち自身の力も鍛えることが出来た。 
■公開講座からはインターンシップ生が前期の

講座の経験を踏まえて授業を行っていった。それ

ぞれのインターンシップ生が２回ほど授業を受

け持つことができたが、どの学生にとっても素晴

らしい経験になっていた。もちろんいきなり授業

を行うわけでなく、担当の単元の前日に授業のリ

ハーサルをしていた。コンピュータの操作方法を

教えることはもちろんはじめてであったので戸

惑いはしたがこのリハーサルもあり授業を行う

ことができた。二度目の授業では自分で教材を作

成して授業を行ってみた。その反応が良かったこ

とに関しては自信を持つことが出来た。 
■授業終了後には予習や授業実践のリハーサル

などの時間が十分にあり、私たちが授業に参加す

る上で問題がないように先生は計画してくださ

っていた。また DTP基礎に関することだけでな
く、先生が行っている情報 A の授業の紹介や知
っておくと便利なフリーソフトを紹介してくだ

さるなどしていた。昼休みでは他の様々な先生に
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私たちを紹介していただき、教員を目指す上でた

めになるお話を伺うことが出来た。 
■夏季休業の時期にこのインターンシップが行

われたのはとてもいいと思います。 
１つめの理由はインターンシップ生が参加しや

すい時期ということです。先日行われた情報部会

の関東大会である先生が曜日を決めて大学生が

高校に実習に来るのは、という提案をされていた

が、私の経験からそれは難しいと考えます。その

理由として教育学部に在籍して教員を目指して

いるのではなく教職課程を取って教員を目指し

ていることです。そのため教職課程を取っていな

い学生に比べて授業コマ数が多いということで

す。私は現在週６日大学へ行っているので、長期

休業以外で参加できるとしたら授業の空き時間

と日曜日しかありません。また授業の空き時間に

参加すると仮定すると大学のキャンパスから実

習先との距離も問題になります。 
2 つ目の理由は最初から最後まで授業を担当で
きたことです。教育実習のように通年授業の一部

を担当すると普段教えている先生と授業の進め

方が異なり、生徒は戸惑うと思います。集中講義

のように最初から最後までだとこのような問題

が生じにくいと思います。 
 
（５）その他・自由記述 

■私の高校では情報の授業はありましたが、教科

「情報」が学習指導要領に取り入れられる前のも

のだったので情報という教科がどのように行わ

れているのか知るすべがありませんでした。大学

の授業で情報 A、B、Cなどの授業内容を聞いた
ところで自分がその授業を受けてきていないの

で明確なイメージを持つことが出来ませんでし

た。インターンシップの価値のところでも述べま

したがそれからくる不安感は少なからずありま

したし、大学での授業ではそれを解消するのは無

理だと感じていました。今回のインターンシップ

で「情報」がもつ教科と教科をつなぐ役割などを

含めて、高校の「情報」を理解できたことは大き

な収穫でした。 
■今回は実習先が総合学科ということで、総合学

科の高校の教育の現場を見ることができたのは

良かったと思います。私自身、普通科だったこと

と、私が高校生のときに近くにそのような学校が

なかったので（入学した翌年にできた）、総合学

科についてほとんど知りませんでした。 専門科

目を持つ高校に着任することを考えると、早いう

ちからいろんな学校を知ることが必要だと思い

ました。 
■実際に総合学科に行ってみると普通科高校に

はない、特色ある科目が多数用意されていること

がわかりました。コンピュータ関連の科目も豊富

で、自分もこうした学習が高校時代から出来れば

よかったと思う反面、今のままでは総合学科で開

講されているレベルの情報教育を行うことは難

しいと思い知らされました。 
■今回は短期集中講座の日程ならではの指導方

法や、利点、得られるものを学べました。三年次

という大切な年の夏休みにこのような大変貴重

な経験を行えたということは、夏休みの期間を無

駄に過ごすことなく将来のために最善を尽くせ

たということで、自分自身に多くの期待と自信を

持つことが出来ました。けしてこの経験が無駄に

ならないよう、今後も情報科に対する意識や役目

について考え、教育実習や模擬授業、最終的には

教員採用試験に挑めるよう、精一杯努めていきた

いです。 
■私は実習を始める前までは対して気にはなら

なかったのであるが、DTP を勉強し初めて２週
間目辺りから街の中に溢れる広告のレイアウト

が目に付くようになった。例えば見やすい広告は

シンプルではあるが伝えたい情報がスッキリと

まとめられている。それに対して文字がたくさん

羅列している文章はあまり好感を持てなかった。 
つまり、DTP を勉強することはレイアウトやデ
ザインをいつの間にか習得できる非常に画期的

な勉強方法なのである。 
 
１０．インターンシップを実施して 

 
（１）この教員育成プログラムの完成まで 

この連続する「DTP 基礎」２講座を利用して
教員を目指す学生を受け入れて３年目になった。

初年度は専修大学大学院生の１名であり、教員免
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許を取得している上、「情報科」を設置する高校

で非常勤講師を務めていたので、何も問題はなか

った。２年目は、リピーターである専修大学の大

学院生と、横浜国立大学の大学院生、さらに、免

許をまだ取得していない専修大学と関東学院大

学の学部生であり、「生徒に教える」という行為

の切り分けに配慮が必要だった。 
今年度は、プログラムの完成形として３年次生

までに限り、大学とはインターンシップ協定書を

交わし、誓約書その他の各書式も整備した。そし

て、十分な事前指導を行った上で、本校の正規の

授業である「短期集中講座・DTP 基礎」は TA
として、世間一般の講座と同じ扱いである「総合

学科連携の公開講座・DTP基礎」では、（私が隣
席して）講師として実際に指導させた。同じ内容

の講座で２つの役割を体験することで、教師とし

ての基礎力と、科目を教える力を育成することに

成果を上げた。もちろん、教員としては担任業務

や校務分掌業務なども覚える必要があるが、この

時点では、教員を目指す意欲と、視野を広げる意

欲を高めることが優先である。 
教員育成のシステムの一形態として、応用事例

の開発のたたき台になれば幸いである。 
（２）大学生のメリット 

インターンシップ生は、大学では学ぶことのな

かった DTPの知識・技術の習得を通して画像処
理や情報デザインの力を身につけた。そして何よ

りも、自分達が１単位分の授業を完結して、高校

生を成長させたという実体験は、将来への不安を

解消し、教員への意欲を高めることに繋がった。

この３週間が実りの多いものであったことは、レ

ポートの感想から読み取ることができる。 
今後、教員免許更新制度の施行に伴い、教員免

許を取るだけの学生は減ると考えられる。３年次

までに現場を体験することは、自分の適性を判断

する機会にもなる。 
（３）高校生のメリット 

短期集中講座では１３名、公開講座では５名が

受講した。４名のインターンシップ生がいること

で、適度な緊張感の中で、緻密な技術指導やデザ

インのアドバイスを受けることができた。後に成

績処理のため、生徒の作品を評価したところ、従

来のレベルをはるかに超えるものが続出した。こ

れはインターンシップ生が付き添う学習環境の

充実がもたらした結果であり、その教育効果は予

想を上回るものだった。 
（４）大学の教職課程のメリット 

 実習期間に３大学の教職課程の職員が学生の

様子を見に来られ、総合学科ではあるが、高校の

授業の様子を見学していただいた。今後の教職課

程の指導に役に立つ機会になったと思われる。 
 また、インターンシップ生が大学の教職課程の

授業で報告することにより、多くの学生に影響す

ることが期待できる。ある学生からは、自分の体

験が大学内のサイトで紹介される話があるとい

う連絡を受けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）来年に向けて 

来年度もインターンシップの受け入れを行い、

神奈川県内だけでなく通える範囲の大学生を募

集したい。受入れ人数も拡大したいのだが、本校

では６人が限度であろう。 
そこで、他地域でも応用的な事例が開発される

ように支援活動を行っていく。現在、千葉県の高

校の先生から教員養成の為のインターンシップ

受入の相談を受け、各種書類資料の提供やアドバ

イスを行っている。来年度の実施に向けて大学と

の調整も進んでいると伺っている。 
高校現場が大学生を受け入れる場を設定する

ことがスタートになるので、場合によっては科目

開発なども支援することも必要であろう。全・定

一体型の単位制普通科高校である前任校からの

経験が、少なからず役に立つと考える。 
多くの都道府県で教員育成プログラムの応用

例が実現することを期待し、力を尽くしていく。 


