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様々なへき地教育実践の教育効果を可視化してとらえるために 

北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター 

センター長 玉井 康之

 各キャンパスではそれぞれ実習体系の中にへき地・小規模校の実習を組み込んで、へき地校の理解や指導力の向

上を目指しています。そしてその実践の中で、Before-After のアンケート等を実施してその成果を検証していま

す。成果をとらえる方法も様々あり、その方法も確立しているわけではありませんが、各キャンパスともその成果

指標を明らかにするために、様々な実践を進めています。 

 今回のニュースでは、釧路校の新入生研修（へき地校1日訪問）のアンケート結果を紹介して、へき地校体験実習

の効果と成果指標の捉え方の一つを紹介したいと思います。釧路校の新入生対象のへき地校体験実習も大変成果が

あったようです。今回は境智洋先生に紹介して頂きました。これからも様々なキャンパスの実践を紹介していきた

いと思います。 

*********************************************************************************** 

新入生対象の「へき地校体験実習」の実施内容と教育効果 
釧路校地域教育連携委員会委員長 境 智洋 

 釧路校では、５月最終週の金曜日に、新入生全員を対象にした「へき地校体験実習」が行われています。この取

り組みは全国の大学の中でも独自の企画であり、釧路市を始め、釧路管内厚岸町、釧路町、標茶町、弟子屈町、浜

中町、鶴居村、根室管内根室市、別海町の２市６町１村の教育委員会及び小中学校の支援と協力を得ながら実施し

ています。平成17年に釧路校では、新入生研修のより効果的な方法を探り、合宿形式から現在の1日の研修に変更し

ました。学生の教員になりたいという意識をより強めさせるためにも、フィールド実習等での市内小学校を訪問と

ともに、市内小学校と小規模校を比較するという意義も加えた「1日のへき地校体験実習」を実施し、4年間の入門

期の学校体験の充実を図りました。学生は、朝6時30分頃から、大学に集合し、８台のバスに分かれて、24校の小中

学校へ移動します。学校の出迎えを受けた学生は、学校の独自のスケジュールに従ってへき地小規模校の児童生徒

と共に、1日の学校生活を体験します。標茶町立中茶安別小中学校では学校林の中の散策、浜中町立茶内第一小学校

では、学校農園に子どもたちと一緒にジャガイモの植え付けを行いました。その他の学校でも、様々な活動を子ど

もたちと共に行います。また、学生は訪問校の複式・少人数授業も参観します。とくに複式学級では、「わたり」

「ずらし」などの授業方法を取り入れた授業を参観させてもらいます。学生は、複式学級の授業方法の難しさとと

もに、子どもと先生が近く、また、一人一人が間接指導の際にグループ、ペア、個人など先生がいなくても自分た

ちで学んでいく姿を目の当たりにします。本物を見ることでへき地学校のイメージがどんどん変わっていくようで

す。終了後に、参加学生全員にアンケートをとり、学生の変容を見取っています。詳細は次頁以降をご覧くださ

い。 

 結果を見ると、「学校での研修経験は有益だった」と回答する学生は9割を超え、「へき地小規模校の教師になっ

てみたいと思うか」という問いに対しては肯定的な考えを持つ学生が7割になります。また、「この研修を通してへ

き地・小規模校への見方が変わったか」という問いに対して8割以上の学生が変わったと回答しました。「へき地・

小規模校はマイナス面が多いと考えてしまうが、実際に行ってみるとプラス面が多くて、経験できて良かったと思

います」「私はへき地はメリットが少ないと思っていたが、実際はへき地でしかできないことがたくさんあり、メ

リットに包まれている場所だと思った」「へき地校ならではの教育法だけでなく、大規模校でも共通して大切だと

思えることがたくさんあり、へき地校、大規模校共通して応用していけることがたくさんあるのだとわかりまし

た」「へき地学校のイメージが変わりました。よりへき地で働きたいと思うことができました」など、肯定的な意

見が多数を占めています。

 釧路校の卒業生は全道、全国で教職に就き、子どもたちと奮闘しています。この実習で訪問している釧路管内、

根室管内には多くの釧路校の卒業生が教師として働いています。その多くが「根室で働きたい」「へき地で働きた

い」と願って教員になっています。たった1日のへき地校体験実習の経験が、学生の中での「釧路・根室で働きた

い」「へき地で働きたい」というきかっけになっていると確信しています。教員養成にとっての体験がどのように

「教員になりたい」に影響を与えていくのか、今後も検討していきます。 

1



設問１ 子どもたちとの触れ合い・交流ができましたか？
項目 人 ％

よくできた 145 79.7%
できた 27 14.8%
ふつう 8 4.4%
あまりできなかった 2 1.1%
全くできなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問２ 学校での研修経験は有益でしたか？
項目 人 ％

とても有益だった 162 89.0%
有益だった 14 7.7%
ふつう 5 2.7%
あまり有益はでなかった 0 0.0%
全く有益ではなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問３ 道東の小規模校・子どもの素晴らしさを発見できましたか？
項目 人 ％

よくできた 130 71.4%
できた 42 23.1%
ふつう 10 5.5%
あまりできなかった 0 0.0%
全くできなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問４ へき地小規模校の教師になってみたいと思いましたか？
項目 人 ％

是非なりたいと思った 59 32.4%
考えてみたいと思った 85 46.7%
ふつう 28 15.4%
あまり思わなかった 10 5.5%
全く思わなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問５ 新入生研修に参加して、大学で学んでいく上での新たな目標が見えてきましたか？
項目 人 ％

よく見えてきた 66 36.3%
見えてきた 98 53.8%
ふつう 19 10.4%
あまり見えてこなかった 0 0.0%
全く見えてこなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問６ 新入生研修に参加して、へき地・小規模校への見方が変わりましたか？
項目 人 ％

かなり変わった 124 68.1%
少し変わった 48 26.4%
ふつう 10 5.5%
あまり変わらなかった 0 0.0%
全く変わらなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問７ 新入生研修に参加して、へき地・小規模校のプラス面を発見できましたか？
項目 人 ％

かなり発見できた 32 17.6%
少し発見できた 86 47.3%
ふつう 46 25.3%
あまり発見できなかった 18 9.9%
全く発見できなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

設問８ 新入生研修に参加して、へき地・小規模校のマイナス面に対するあなたなりの克服方法を発見できましたか？
項目 人 ％

かなり発見できた 32 17.6%
少し発見できた 86 47.3%
ふつう 46 25.3%
あまり発見できなかった 18 9.9%
全く発見できなかった 0 0.0%
計 182 100.0%

【写真1】新入生研修当日、朝の出発式の様子

【写真2】学生が複式授業を参観している様子

【上写真3】少人数指導の様子

【下写真4】は児童と一緒に活動している様
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No.

【設問１】
この研修全体の中で、あなたにとって良かった
ことはどのようなことですか？

【設問２】
この研修を体験したことによって学校や地域、
教師や子どもなど、あなた自身の教育観（価値
観・認識）が変化したことはどのようなことで
すか？

【設問３】
新入生研修全体について意見や感想を自由に記
述してください。

1

複式授業に限らず単式授業や特別学級での授業
など様々な授業形態を見学できたこと。

複式学級（や特別支援学級）だからいつでも複
式授業（個別指導）をする訳ではなく学習内容
や子どもたちのニーズに応じて授業形態を柔軟
に変化させることが大切だと気がついた。

また行きたい

2

へき地校の実際の状況を目の前で見ることがで
きてとてもよかったです。また、母校（札幌）
との違いも見つけることができました。

へき地校だからと変わることもあるけど、意外
と大規模校とも変わらないことも多いなと思い
ました。

担当の学年の女の子と作った折り紙を交換でき
てすごく嬉しかったです。ずっと家に大事に
飾ってあります。

3

初めて複式授業を見ることが出来たこと。少人
数だからこそできること、子どもたちが自主的
に学ぶ姿をみて、学校は教師が子どもたちに教
える場ではなく、子どもたちが学ぶ場だという
ことを改めて認識することができたこと。

子どもはこんなにも賢く、可能性を秘めている
んだなと思った。また授業方法によってこんな
にも変わるのだなと授業の大切さを改めて感じ
た。

とてもいい経験になりました。フィールドとは
違った勉強もできたので良かったです。

4

地域の人との関わりが密だと分かったこと 先生が大人数を相手に指導しているという考え
だったが、そうではなくて、本当は先生が一人
を相手に指導をしているもので、ただそれが何
人もあるのだと実感した。

へき地、小規模校出身者ではない人はなかなか
経験することが出来ないと思うので教師になる
上でとても良い、有意義な研修だと思う。そこ
で今までの学校の価値観が変わったりするので
とてもありがたいと思う。

5

へき地小規模校を実際に見て回ることでより多
くの見聞を広めることができた。

ものを教えるのではなく、教師は子供に考えさ
せるのが仕事だということを学んだ。

複式授業は地域文化論などで講義を受けるだけ
ではなくて、実際に見るのが一番いいと思いま
した。私は今回の新入生研修で初めて複式授業
を見て、子供達の学ぶ意欲を強く感じられ、そ
のような生徒がもっと中心部の学校にもいれば
いいのにだとか、そのためにはどうしたらよい
のかなど、これから自分がどういうことを研究
したいかをよく考えるいい機会となりました。

6
先生方の体験やアドバイスなどを聞けたこと これからへき地校が増えていくと思うので、実

際に見て学べることは貴重なんだなと感じまし
た。

時間が一回だけでは短いような気がした。

7

今まで受けてきた複式学級や先生の一対一の指
導を客観的に見ることが出来たこと。

学校という場は先生が教えるところではなく、
子どもたちが学ぶところであることがわかっ
た。子どもたちが自主的に学ぶ姿や、自分たち
で仕切って授業を進めるところを見てそう思い
ました。

貴重な経験だと思います。

8

へき地校の現場を実際に見れること 複式授業を初めて参観して、想像以上に雰囲気
が良く、子ども全員が積極的で衝撃を受けた。
先生と子どもの関係性が親密で、へき地・小規
模校ならではの温かい雰囲気に心打たれた。

中学校ぶりに根室のおいしい給食が食べれて可
愛くて元気な子供たちと関わることができて楽
しかったです。また、5時間目に自分たちが考
えた遊び企画をさせていただく機会を与えてい
ただいて本当に勉強になりました。是非、将来
海星小中学校で働く日が来るといいなと思って
います！！

9

授業で話は聞いていても実際に見るのとはやっ
ぱり全然違って複式学級の授業の仕方だとか先
生方や児童の雰囲気だとか習ってる以上のこと
が学べたこと

障害を持った子供たちに対する対応への認識が
変わりました。

行く前はなかなかイメージがつかず、ドキドキ
していましたが、行ってみたら子どもたちもと
てと人懐っこくて、元気いっぱいで可愛かっ
た。充実した時間を過ごすことができました。

10

実際に自分の目でへき地、小規模校教育の様子
をみて、イメージを的確にすることができまし
た。子どもたちの自立、自主性を肌で感じ、そ
こにはへき地ならではの教育があり、子どもた
ち一人ひとりが生き生き活動していることがわ
かり、へき地教育の楽しさを知ることが出来た
のは本当によかったと思います。

先生と児童の距離 もう少し、研修時間を長くして欲しい。

11

複式授業ならではの展開方法、指導方法、子ど
もたちの役割を知ることができたこと。レクリ
エーションを学生のみで運営させて頂いて、子
どもたちの笑顔を見ることができたこと、難し
さをしることができたこと。

地域とのつながりが深いことはとても良いが、
だからこそ何か問題が起きると大変であるとい
うことに気付かされた。

複数人の障害を持った子供たちと一緒に過ごし
たことが初めてだったのでとてもいい経験にな
りました。また、小規模校の子供たちと先生方
の繋がりの深さを肌で感じ、小規模校のメリッ
トを実際に見ることができました。合同授業の
利点も見ることができました。

12

障害を持っている子供達と1日一緒に過ごし、
遊んだり勉強したことを通して、集団現場にお
いての障害を持った子供への対応の難しさを痛
感できました。

児童主体の授業が1番身になるということ。 これから教職を目指す上で、大変貴重な経験に
なりました。

13

学校の中の子どもとふれあうことができたこ
と。

へき地・小規模校は子どもの人数が少ないこと
から教材が少なく、子どもにきちんと学習をさ
せてあげられていないと思っていたが、先生な
りに工夫をして子どもたちにわかりやすい学習
を心がけていたこと

ここまで全校人数が少ない学校は初めてだった
ので、貴重な体験が出来たと感じている。

平成３０年度　新入生研修アンケート自由記述
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14

へき地小規模校のならではの良さに直接触れる
ことが出来た。

都会の学校には様々な施設があり、子どもたち
にとってはとても良い環境だと思っていました
が、へき地は自然が豊かで子どもたちがのびの
びと成長できると思いました。子どもたちの協
調性を育むことができると思いました。

へき地・小規模校はマイナス面が多いと考えて
しまうが、実際に行ってみるとプラス面が多く
て、経験できてよかったと思います。

15

自分たちで遊びを企画して、子どもたちと遊ん
だこと。

教員は子どもたちを楽しませるというより子ど
もたちが自分で楽しむことの支えになるという
こと。

根室市の学校で遠かったからか、学校に居られ
る時間が少なく、もっと子どもと関わりたかっ
たなと感じました。貴重な経験をありがとうご
ざいました。

16
へき地・小規模校についての実践的な知識を得
られたこと

子供を第一に考える熱意や真剣さが私には足り
なかったこと

へき地校の運動会に行きたくても遠くて行けな
いので、学校で援助していただけるとありがた
いです。

17
子どもと触れ合えたこと 思ったよりも皆明るい雰囲気で、勉強もとても

集中して取り組んでいたことです。
質問コーナーがとてもありがたかったです。

18

今までへき地校に訪れたことがなかったので、
今回このような機会があってとても良かったと
思います。へき地校はへき地校の良さがあるこ
とがわかりました。子どもたちがのびのびと成
長できるとても良い環境だと思いました。

へき地校のイメージは静かな感じだと思ってい
たが、実際訪れてみるととても温かく、元気
いっぱいな子どもたちかいて、教師のみなさん
も笑顔溢れる優しい人が多かったという自分が
思ってた学校よりも素晴らしかったです。

へき地に行く機会はあまりないので良い経験に
なりました

19
教員としての新しい視点や新たなスキルを多く
学べたことです。

児童と先生は話しやすい環境にあるほうが、い
い話し合いができたり、深い学びができるのだ
なと思った。

虹別小学校さんが設けてくださった、質問コー
ナーが良かったです。

20

子供とふれ合う機会が多かった 人数が少ないため一人ひとりの個人学習が多い
と思っていたが、子どもたちだけで意見交流す
る場面があり、みんなで教え合う場面が多かっ
たこと。

このような機会を作っていただきありがとうご
ざいます。要望を言うと、もう少し長い時間学
校訪問したかったです。子どもたちと仲良くな
れましたが、一人ひとりとは交流できなかった
のが残念でした。なので、もう一度学校に訪れ
たいです。

21

今まで、へき地小規模校の事は書面でしか見た
ことが無かったのですが、実際に行ってみるこ
とで、書面ではわからない学校の雰囲気などを
知ることができたことが良かったです。

信頼関係が崩れた場合は修復がとても難しいこ
と

話しだけ聞いても複式授業を想像できなかった
が、実際に見ると先生がどちらの学年も一度に
教える大変さや工夫を感じることができた。

22

初めて複式授業を見ることができてそろ先生の
指導の仕方だったり、少人数ならではの取り組
みの中で他学年同士での交流が活発にであると
感じたことです。

学年が違っても同じように学べる。学年で差を
つけてはいけない

1年生のはやいうちから経験できてよかったで
す。

23

授業中に児童の話し合いが行き詰まったとき、
先生が違う意見を出しより考えを深めていた。
話し合いの深める方法を1つわかった。

これまでは複式学級のマイナス面ばかりを認識
していましたが、プラス面もたくさん見つける
ことができるようになりました

へき地校ならではの教育法だけでなく、大規模
校でも共通して大切だと思えることもたくさん
あり、へきちこう、大規模校共通して応用して
いけることが沢山あるのだとわかりました。

24

全ての学級の複式授業を見ることができたり、
休み時間や掃除の時間など子どもたちと交流す
る場面が多かったこと。

少人数の学校は子供達が授業に対して非常に能
動的に取り組んでいるという事

【感想】とてもいい経験ができました。来年も
続けていってほしいです。【要望】できること
なら、せっかく複式授業を見ることのできるま
たとないチャンスなので、全員が複式授業を見
学できないか担当してくれる小規模校に打診し
てほしい。また、子供たちや教職員の方々と
もっと交流する時間を増やせないか打診してほ
しい。

25
現場の教員方の授業を観れたこと 複式授業は生徒が能動的に学ぶことができるこ

とが多いため通常授業よりも生徒が理解しやす
いと思った。

子供たちが名前を覚えてくれてたくさんの子と
ふれあいが持ててすごいすごい1日が楽しかっ
た

26

へき地小規模校は経験したことがなかったた
め、身をもって体験できてよかった。へき地の
授業の内容と合わさってよかった。

へき地校のほうが、特別支援教育に対して強い
関心を持ち、子供一人一人にあわせた教育を行
おうと、学校だけでなく地域等も連携して考え
ていること。（個人的主観による）また、児
童・生徒も教師を頼り、親睦を深め、教師も子
供たちを理解しようと積極的に行動しているこ
と。

フィールドでは環境作業しかしない場合が多い
ため実際に教員の子どもとの関わり方に目を向
けづらかったため、教室に入り子どもたちと関
わることができて自分なりに学ぶことも多かっ
たし、よかった。

27

地域文化論で行ったへき地校についての内容を
体感することができたこと

へき地の生徒が先生と距離が近くて学校全体の
雰囲気がすごい良くて、大規模の学校よりも小
規模の学校のほうが人間としての学びが深くな
るんじゃないかと考えが変わりました

へき地校を訪問することで少ない児童と密接に
関われたので良い体験ができました。是非来年
の１年生でも実施して欲しいです。

28
へき地について詳しく知れたこと。 「子どもにとって」というのが本当に重要にな

ると思った
へき地や小規模校を体験したことない人にとっ
てはとても良い経験になるので、もっとへき地
に行き、学びたいと思いました。

29

生徒たちからたくさん元気をもらい複式授業を
客観的に見れたこと

その地域の特性を十分に活かし、子供たち自身
が地域の良さに気づくような教育を進めるこ
と。

素直で溌剌としたへき地の児童達とふれあえて
本当に良い時間を過ごしました。また、複式学
級の中で工夫を凝らす教師の姿を見学できまし
た。この経験を今後自分の大学生活やその後の
人生に生かしていきたいです。
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30

へき地・小規模校というだけでマイナスイメー
ジを持ち、教育に対しても大都市部教育に劣っ
ていると半ば見下しがちな感情を抱いていた
が、実際にへき地・小規模校を訪れたことによ
り、マイナスイメージを払拭できたこと。

児童が少ないことにより、先生との関係がかな
り密接だと感じた。

友好的な児童ばかりで、たくさんの児童と触れ
合えたのでよかった。6年生が学校のパンフ
レットを作って渡してくれて嬉しかった。1回
だけじゃなくもっと研修に入りたい。

31

実際にへき地校に足を運べたこと へき地の子どもたちは、人数が少ないのでコ
ミュニケーション力が少ないのかなと思ってい
たけれど、子どもたちから話しかけてくれたり
していて、そこまでコミュニケーション力がな
いわけではないのだと思った。

とても自分の将来を考える上で、影響を与える
ような研修でした。ありがとうございました。

32

実際の学校現場で教員側で教員の実際の仕事を
見れたこと

へき地の学校の方が複式学級で異学年同士の関
わりも多く、上級生が下級生を引っ張る姿かあ
ること

へき地の先生に興味があったけれど、今回の研
修でぜひへき地の先生になりたいとおもった。

33

どのように接すれば、わからないことを素直に
言える雰囲気を作ることができるかを、色々な
子供達に触れることで深く考えることができた
ことが良かったです。

各学年によって先生と児童の距離が違うこと。 へき地小規模校とは聞いていたけど、実際にど
んなものか想像はつかなかったため行けて交流
できたので良かった。新任の先生もいて、とて
も勉強になった。また、先生の人数も少なかっ
たので、みんな協力的だったのが印象が強かっ
た。

34
普段体験できないような複式授業を間近で見る
ことができたことがよかった。

複式学級だからこそ、できることがあるという
こと。例えば、個人に合わせた授業など。

楽しかった

35
複式授業を見学できた。小中併置校の良さや難
しさを発見できた。

へき地の子供達は教育が遅れるというイメージ
があったが、先生たちが工夫していて積極的で
実りのある授業ができているのだと思った。

フィールド研究ではできないような経験もでき
たので、とても有意義な時間になった。

36

複式学級を直接みれたこととへき地学校で生活
を送ってる子どもたちと関われたこと

少人数だから、固定の友達とだけ仲がいいのか
と思っていたら、全校のみんなが仲良しだった
こと。上の学年が下の学年に教える場面が数多
くあり、責任感や指導力が身につくのだと感じ
た。

1度だけしか会うことがないというのが悲しい
と思った。子どもたちがどのように成長するの
か知りたいと思った。フィールドの子どもたち
とは大きく違うところが沢山あった。人懐っこ
いと感じた。

37
少人数の中でも助け合って学び合う児童の姿が
見れたこと

学校は人としての価値観を育成する場であると
いうことを感じた

1日でなくて数日にわたって子どもと交流し
て、親交をもっと深めたかった。

38

複式授業を間近で見ることが出来た。元気な子
どもたちとたくさん触れ合えた。

授業が自分たちで考えて話し合う方式で、自分
が今まで受けてきた授業とは違ったので、新し
い発見だった。受動的な授業よりも身につきや
すく、置いていかれる子がいないので自分が教
師になった時も意識したいと思った。

全体的にとても有意義な研修でした。次の学年
でもやってほしいと思います。

39
改めて、教師になりたいと再確認できたこと。 へき地・小規模校の子どもの家族は学校に対し

て協力的であること。学校と地域との繋がりが
密接であること。

とてもおもしろい経験だった

40
へき地校の印象が良くなり、大学での新たな目
標を立てることが出来た。

へき地は何も娯楽が無いから子どもたちがかわ
いそうと言う考え。

将来教員になるうえで、とても良い経験ができ
ました。今後もこの活動を続けてほしいと思い
ます

41
へき地の子供達と身近なところで１日生活した
ことで、子供達の素直さを感じて良い一面を見
ることができた。

小規模校の先生も将来なりたいものの候補に
入ったこと。

子どもに対する学生の人数が多かった。

42
少人数に対する、先生の指導方法が学べたこ
と。また、実際に地域を生かした授業はどんな
ものがあるのか考えることができた。

へき地教育には多くの利点があることを知り、
少人数校についての認識が変わった

グループでみんなで意見を出し合えたのでよっ
た。

43

へき地小規模校の良さをたくさん発見できた。
子供との触れ合いの場面が多く、先生の指導も
よく見れた。複式授業について理解が深まっ
た。

小規模校には小規模校にしかない良さがたくさ
んあって、それを残していくことが大切だと思
えるようになった

すごくいい体験になったので今後も続けて欲し
い

44

へき地・小規模校ならではの問題の解決方法を
教員の対応から学ぶことができたこと。実際に
教員の子どもへの接し方を見て学ぶことが出来
たこと。

子どもたちとの関係を大事にすることはもちろ
んだが、地域の方や先生同士の関わりも大切な
ことだと思った。

新人生研修で小規模・へき地校について理解を
深めることができた。小規模・へき地校に対す
る見方が変わり、プラス、マイナス面について
学ぶことができた。

45
実際にへき地教育が見られた点。 成績を上げることだけではなく、人としての価

値観や人格形成の重要性を改めて認識出来た。
小規模校の新しい見方ができるようになりまし
た。

46
小規模校の実際の授業を見ることが出来たこ
と。

子どもの人数が少ない方がより多くの体験や活
動ができるということ。

普段体験のできない貴重な体験ができたのでと
ても良かったです。

47

実際の複式学級の様子を知ることができたこと 児童目線から教師目線に変化した。 新入生研修はへき地校について全く知らない人
でも詳しく知れるとてもいい体験だと思った。

48

へき地の見方が変わった 先生と生徒の距離感 普段経験できないため、今回の研修は本当に将
来の自分に役に立つものだったと思う。また、
今回の研修で教師として大切な子とを考えるう
えでの視野が広がった。

49
へき地小規模校の現状を知ることができた。 教師と子どもの間に、家族のような深い信頼が

築けるんだなと感じた。
この新入生研修は毎年1年目の生徒に実施する
べきだとおもう。

50
道東に多いへき地・小規模校の授業や指導を実
際に見ることが出来て、へき地・小規模校での
教員もいいのではと思えた。

子供たちに全て教えるのではなく、考えさせて
自分なりの考えを持たせることが大切だと学ぶ
ことができた。

楽しいことばかりですごく良かった！！

51
へき地・小規模校に実際に行き、子どもたちや
教師、また建物など実際に体験しないと分から
ないことを見れたこと。

地域に支えられている学校はとても雰囲気が暖
かいと思い、私もこのような場所で教員として
働いてみたいと思いました。

子供達の授業に対する積極性、主体性を知り驚
いた。
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52

へき地校について実際に行って体験できたこ
と。

へき地校はやはり生徒と先生の間がとても親密
であり家族のような感じであることがわかりま
した。またその周辺の地域の協力があり学校運
営が成り立っていることがわかりました。

今回の新入生研修を通して、へき地・小規模校
の学校の魅力を感じました。

53
複学年教育を実際に見れたこと 先生の工夫、努力次第で様々な問題も克服でき

るということ
新入生研修を通して、実際にへき地に訪問する
ことでしか味わえないことがあるので、来年も
実施したほうがいいと思った。

54

小規模校の良さは、小規模校出身の友達からよ
く聞いていたが、想像以上に教師と子どもの仲
がよく、体育の授業がとても楽しそうで、小規
模校の楽しさをたくさん知れて本当によかっ
た。

学校と地域が密接に連携して学校運営していっ
ていることや教師と生徒が家族のように距離が
近いこと

1日という短い時間でも学びはあるので、来年
も行った方がいいと思います。

55

へき地校について聞いたことはあったが、実際
の現場を知らなかったので、今回の研修で学ぶ
ことができてよかった。

教師は単に生徒に教科書の内容を伝えるだけで
なく、生徒の考えを聞くことを重点的にやるこ
とも大切だと思った。子供の社会性やコミュニ
ケーション能力を高めるにはやはり、地域の方
などの支援も必要だと思った。

初めての環境を体験して、いいところを多く感
じることができて、とても充実でき、大変感謝
してます。

56

へき地の小学校を体験したことがなかったの
で、実際に体験出来て良かったです。

教師はいつでも真面目であるべきで雰囲気がか
たいイメージかあったけど、へき地校の先生方
を見てとてもフレンドリーに生徒と接していた
ため、いつも真面目である必要はないのかなと
思った。

小規模校特有の年の離れた子ども同士の関わり
や子どもと教師の関わりが密接で、私が通って
いた札幌の学校とは違った関係性や距離感があ
ることを学び、地域や親との連携があることも
わかったので、有意義な時間を過ごすことがで
きた。

57

へき地校ならではの体験ができ、また今まで
思っていたイメージと異なる発見ができたので
とても良い体験だったし今後教員になった時に
生かせていきたいと思いました。

子供と先生の距離がとても近くて、積極的に関
わる姿勢が見れて、へき地の子はあまり意見を
言わないイメージが変わりました。わたりの授
業を間近で見れたのはすごく良かったです。

複式学級とはどんなものか。文面だけや説明は
聞いてある程度は分かっているつもりであった
が、私が想像していた授業よりはるかに難しい
んだなと改めて実感した。

58
実際の現場に一年生の時から立つことが出来る
ことが嬉しいです。

へき地だからといって過疎のイメージを持つ自
分がいたが、そんなことはなく子供は豊かです
ごくフレンドリーな子たちばかりだった！！

非常に楽しく、たくさんの学びがあった。あり
がとうございました。

59

大規模校と小規模校の違いを体感できたこと 大人数の教室だと１人当たりの発言の回数が減
るなどのことがありますが、少人数の教室だ
と、１人ひとりが主体的に授業に取り組み、先
生とのコミュニケーションが多いということに
気づきました。単に、へき地・小規模校だけで
なく、どの学校でも、こういうことが実践され
ればなと思いました。

もっとへき地教育の知識を身につけて、またへ
き地の学校に訪問したいと思いました。

60

小規模校の子供達について実際見たことが無
かったので今回の研修で実際見ることで、小規
模校の実態についてよく知れたこと

学校と地域が連携して学校運営することの大切
さを感じた。

別海町の温かさに感動しました。運動会にも
伺ったのですが、地域の方々や保護者の方々に
とてもお世話になり、とてもいい町だなと思い
ました。大学4年間、西春別小学校との繋がり
を大切にしたいです。

61

へき地校での先生方の授業の工夫の中で、子供
たちが出した意見は否定せずにできるだけ多く
の考え方をださせて多様な意見を持たせる方法
を学べたこと。また、少ない人数でも楽しく活
動できるようにする工夫を学べたこと。

少人数制のほうが、一人一人の状況や指導を
しっかりできることを肌で感じた。

普段できない体験ができるのでとてもいいと思
う

62

へき地校の見方がこの体験を通して変わったこ
と。また、小学生との関わりの中で児童に対す
る接し方がわかった。授業中に児童の考え方を
否定せずに新しい考え方が思いつくようなヒン
トを与える指導方がとても勉強になったので、
これからのフィールド研修で生かしていきたい

複式学級ならではの日常的な異学年交流があっ
たので自然と下の学年ができないことをサポー
トしたりフォローしたりする場面を見ることが
でき、児童の主体性などを感じることができた
こと。

とても良い経験になりました

63

へき地の学校についてプラス面をたくさん発見
することができた。子供達の関わり方を学べ
た。

2学年同時にやらないと行けないので先生の行
き来が激しいが、ある所では最初にその学年に
与える課題を黒板に書いて、それをやるように
指示するだけの時間もあり、先生方もどの授業
が児童にとってはやりやすいのかなど試行錯誤
しているんだなと感じた。2学年同時に教える
難しさを感じた。

すばらしい経験ができたので、小規模校との良
好な交流をこれからも続けてほしい。

64

へき地の状況であったり、子供達がどういう風
になっているかをとっても有意義に学ぶことが
できた！！！

小学校は、細かいルールがあり、先生方も細か
いことに対しても素早く注意するイメージが
あった。それは今まで自分の中ではマイナスに
捉えていたが、小学生だからこそ一つ一つ教え
ていかなければならないと、むしろプラスなこ
とだったんだと、認識が変化した。

事後指導は特に重視することではない気がす
る。

65
メリット、デメリットがわかった 地域と学校の連携が運営していく上でとても重

要なものだと感じたので、保護者や地域の協力
なくして成り立つものではないと思いました

とても、貴重な体験になりました。ありがとう
ございました。

66

私も小学校の時はへき地で育ちました。今回の
新入生研修を通して、今度は、教師という立場
に立って学校現場の様子を見ることができてよ
かったです。

複式学級では、先生が直接指導していない時、
生徒たちは集中力が途切れてしまうのではない
かと考えていたが、生徒たちは黙々とプリント
学習をして、間違えたところは互いに教えあっ
ていたので、複式学級のイメージが変化しまし
た。

現場の職員、子ども達の様子を実際に見てみ
て、自分もいつかこのような現場で働きたいと
いう気待ちが強くなった。
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67

少人数教育や複式授業の展開の仕方について学
ぶことが出来た。

地域住民が学校づくりに介入してゆくことがと
てもいいことなのではないかと思った。都会の
大規模校でも、地域社会との関わりをもっと大
切にすべきだと考える機会になった。

とても良い経験になった。ですが、学校が遠
かったこともあり活動時間があまりなかったの
でもう少し時間が欲しいと感じた。

68
研究室のメンバーで行くことでいつもと違った
一面を見て良さを見つけられたこと。小規模校
で育つ児童たちの魅力を感じられたこと。

少人数だからといってマイナス面だけではない
ということ

模擬授業を少ししてみたくなった。

69

子供たちの前で短い自己紹介をしたときに、子
供たちに質問をして共通点を見つけることがで
きてよかった。そのことによって、子供たちと
の親近感も最初から高まったように感じた。自
分たちで遊びを考え、じゃんけん列車をしたこ
とも、成功だったと思う。

へき地校だと不便が多いと思っていたけど、へ
き地校の素晴らしさを体験したので是非教師に
なって働いてみたいと思った

教師になるにあたってとてもいい経験になりま
した。

70

今までイメージでしかなかったへき地小規模校
について、複式学級の授業は先生が大変なんだ
ろうな、と漠然と思っていただけだったが、実
態を自分の目で見て子ども達の主体性などを感
じることができたこと。

教師は、教えるのではなく子供を支える仕事だ
と気づけたこと。

教員志望にとっては良い機会なので、続けてい
くべきだと思う

71

複式学級での授業の進め方 今の子どもは電子機器を活用していることと、
素直さに欠けていると思っていたけれど、へき
地校の子どもたちは人数が少ない分、皆が仲良
く笑顔が絶えなかった。へき地校の良さを感じ
ることができた。

バス時間が長いのでトイレ休憩を作って欲し
かったです。

72

子どもと実際に触れ合えたこと 小規模なため、知らない人と関わるのが苦手で
あると思っていたが、実際に交流してみるとと
ても積極的に話してくれた。

  自分は複式授業を受けたことがなく小規模校
でもなかったので今回の新入生研修で複式授業
とはどういうものか、小規模校の雰囲気はどう
いうものなのかなど知ることができてよかった
です。児童が少なく休み時間も全校児童全員で
遊んでいて他学年とのつながりも強いと感じま
したし、教師も少なくコミュニケーションをと
りながら協力して学校を運営してました。今回
は地域との関係性を見ることができなく、他に
もまだ見てみたいものが沢山ありまた今後へき
地小規模校に行く機会があれば行ってみたいと
思います。

73

へき地・小規模校の良いところを見つけること
ができた。自分が小学校と中学・高校のどちら
に向いているか確信を持ち、またそれが何故な
のかを認識することができた。

複式学級というものに対しあまり良いイメージ
がなかったが、実際に大規模校よりも生徒同士
の意見交換の時間や、考える時間が多くとれ、
雰囲気的にもいいクラスにだということが分
かった。

普段見ることのできない、複式授業や小中合同
の授業などを観察できて、とても良い機会にな
りました。

74
へき地の学校のイメージが変わりました。より
へき地で働きたいと思うことができました。

へき地小規模校は大規模校と比べて教育面で差
が出ると思っていたがそうではないということ

とても勉強になったので今後も続けて欲しいと
思う

75
フィールド研究での学校の規模とのギャップが
あり、教員の立ち回り方などの違いを発見でき
た。小規模校ならではの温かさを感じられた。

子どもたちの縦のつながりが多く、学校全体で
成長している気がした

とてもいい研修になったので来年も実施してほ
しい。

76

へき地の学校の良いところを見つけられたとこ
ろ

児童の数が少なくても授業はいくらでもやり方
があり、できないことはない。

とても良い機会になる研修だと思うので今後も
続けていくとこの後の新入生のためになると思
います。

77

初めてへき地校に訪問して実際に体験すること
で良い点がもっと見えてきた

児童がとても自立していて自分の考えを持ちと
ても大人びていて自分は小学生だから教師側が
ほとんどほとんど手を出していかないとダメだ
と思ったのですがもっと児童を信頼し任せても
いいなと思いました。今回行った学校では授業
でコンピューターを使っていてあまりそういう
イメージがなかったのでへき地小規模校の方が
機械を積極的に使えてるなと思いました。

実際にへき地の小学校を訪問することによって
普段授業で習っていることを間近で見ることが
できた。私はへき地のメリットは少ないと思っ
ていたが、実際はへき地でしかできないとこが
たくさんあり、メリットに包まれている場所だ
と思った。

78

小規模校のよさを知ることができたこと。 小規模校の児童の方が自立して自学自習が出来
ていると感じた。タイマーを使って時間を管理
することで時間に対する意識づけができるのだ
と感じた。

来年もやった方が良い

79

講義でしか聞いたことのない複式授業を見るこ
とができた。複式の利点、単式では分からない
ことを知ることができて良かった。

へき地の子どもたちは、初めてとてもフレンド
リーなのかなと思っていました。しかし、触れ
合ってみると意外にシャイな子たちが多かった
ことです。

子供達が温かく迎え入れてくれて、とても楽し
かった。先生になりたい気持ちがより強くなっ
た。

80
複式学級の様子を実際に見ることができたこと 教師の何気ない言動や、行動が児童を大きく動

かしていることを知ることが出来た。
楽しかった

81

児童と沢山ふれあうことができたので、児童に
対する接し方を学ぶことができた。複式の授業
を見させていただいたので、いい経験になっ
た。

1人の教師が複数教科教えることがあり、1人で
5教科も教えるところがあると分かったこと

運動会に行きたくても行けない学校の人も他の
ところで参加できるようにしてほしい。

82

自分よりも年下の子供たちと触れ合えたことが
いい体験だった。

自分が今まで受けてきた授業だけでなく色々な
指導方法があり将来教師になった時こんな見方
もあるのだととても勉強になった。

新入生研修というイベントはとても有り難いイ
ベントでした、ありがとうございました。今回
の研修を通して児童への接し方、先生の考え
方、授業の作り方進め方など様々なことを学ぶ
ことができました。この経験「これからまだあ
るフィールドで活かしていきたいと思います。
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【設問１】
この研修全体の中で、あなたにとって良かった
ことはどのようなことですか？

【設問２】
この研修を体験したことによって学校や地域、
教師や子どもなど、あなた自身の教育観（価値
観・認識）が変化したことはどのようなことで
すか？

【設問３】
新入生研修全体について意見や感想を自由に記
述してください。

平成３０年度　新入生研修アンケート自由記述

83
複式学級の授業を実際に見ることができたこ
と、特別支援学級と5.6年生の交流授業が見れ
たこと、児童たちとたくさん交流ができたこと

人数が少なかろうが、子供たちは元気に明るく
学校生活を送っているのでそこを支えてあげた
いと思うようになった。

初めて複式学級の授業を見て、複式学級の良さ
を知ることができて、とても貴重な体験ができ
た

84

算数の授業でわたりを見ることができたこと 私もへき地出身なので改めてへき地の良さを体
感することができた。少ない人数でも生徒が主
体的に行動することができていた。へき地のメ
リットはたくさんなると思った。

研修は、遠方の学校に参加させていただく為、
仕方ないような気もするが、一度きりの参加と
いうのは少ない研修がする。

85

5、6年生の算数の授業で教えるという体験がで
きて児童にどのように理解させるかどのように
気づきを与えるか考えながら授業をすることの
大変さを知りました。しかもそれを複式授業で
やらすごさを実感したことです。

子ども目線になることが大切だと思った 北海道で教師について学ぶ自分たちであるの
で、へき地小規模校の研修は、本当に意味のあ
るものであると思うし、将来教師になった時に
そのままいきてくる研修であると思いました。

86
へき地小規模校を実際に訪問して、複式授業を
参観できたこと。

大規模校でも取り入れるべき事がたくさんあ
り、へき地という言葉だけでその学校を評価で
きないこと。

初めて複式学級を見て、担任の先生の学習指導
がすごく難しいんだなと改めて実感した。

87

普段交流する機会のない、へき地小規模校の子
供たちと交流できて、へき地校の実態を知れた
こと。

小規模へき地校だからだめなのではなく、小規
模へき地校だからこそできることがあると考え
られるようになった。

引率教員や一緒に学校を訪問した学生とも交流
して、へきち校の子どもたちの様子を学ぶこと
ができてとても良い経験となりました。1年目
からこのような経験をさせてもらい、今後の教
育実習などにいかせていけたらいいと思いまし
た。

88
5､6時間目の授業を任され、自分達なりに創意
工夫をして実践したこと。5時間目に失敗した
ことを6時間目に生かすことができた。

複式授業の形態を学べて小規模校での授業の仕
方を学べた。

小規模校を体験する貴重な経験でしたが、とて
も学校から訪問校が離れていたのでもう少し近
いとこだと嬉しかったです。

89

全校生が3人という学校を経験できたこと 小規模だからマイナスではなく逆にプラスのよ
うな気もしました。小規模だから社会性や児童
間での関係が固定されるという課題はあると思
いますが勉強面で言えば先生が少人数に教える
ので一人一人に対応することができるというこ
とが元の考えと変わりました

普段の学校体験とは別に、純粋に楽しめる部分
があって、モチベーションのアップにもつなが
りました。

90
へき地小規模校のプラスの面をかなりたくさん
見つけられた。また私が考えていたようなへき
地小規模校の課題の改善方法も見つけられた。

教師は児童に対して、冷徹に接する時が存在す
ることを知り、適切な距離感の考えが変わった
こと。

生徒全員が家族みたいなあたたかい雰囲気で良
かった。

91

直に、へき地・小規模校の授業を見ることがで
きて、複式学級の難しさや気を配るべきところ
など実際に見てみないとわからないことを見
て、自分が学ぶべき課題を知ることができた。

複式学級はデメリットが多いと思っていたが、
上の学年を見て育つ分一年生もしっかりしてく
るなど様々なメリットを見つけることができた

へき地校は生徒数が少ないのでひとりひとりと
じっくり向き合いながら関わるという魅力を実
際に体験して気づくことができてよかったで
す。

92

へき地ならではの工夫が観れた。複式学級が観
れた。小学校の雰囲気を見ることができた。先
生がたの技を見ることができた。

以前より、児童や生徒を育てる環境は、学校だ
けでなく、地域の住民や、地域行政、家庭環境
など様々な環境によって成り立っていると考え
ている。今回の研修で参加させて頂いた散布小
中学校は浜中町にあり、浜中町の特徴から、児
童や生徒の家庭環境は漁業と関係しているので
はないだろうかと考えていたが、漁業と学校の
「つながり」はどういったものなのか考えつか
なかった。実際に研修に参加してみると、学校
に「学校水族館」というものがあり、学校に保
護者から魚などの生き物が提供されていた。こ
のことから、保護者の学校、児童、生徒に対す
る関心の深さが感じられ、やはり地域との繋が
りは重要であると改めて認識することができ
た。

へき地小規模校に在籍経験がなかったので、実
際にどのように学校生活が送られているのかが
わかり、とても良い勉強になりました。

93

複式学級でどのような指導や工夫があるかなど
を見れたこと、子どもたちとコミュニケーショ
ンを取り合ったこと

私はこれまで物事のマイナス面ばかりを見てい
た。そしてそのままマイナスの考えばかりして
いた。しかし、それを客観的に見るというふう
に考え方に変え、そこからどのようにプラスの
方に変えていくのかがとても大事だと考え方が
変わった。また、生半可な気持ちでは教師にな
れないことも痛く感じたので、強い想いを持っ
て教師を目指したいと思った。

訪問先に行ってみると改善策がたくさん見つか
るため1回だけでなく、同じ訪問先の小学校は
出向く機会があるともっと自分の考えが深めら
れると思います。

94

実際の小規模校に訪問し、自分の身を持って児
童との距離の近さを感じたこと。

今までは、へき地小規模校の教育と言っても、
それはただ都市部よりも規模が小さいだけで
やっていることは変わらないという見方をして
いましたが、今回の研修を経て、へき地小規模
校の子どもたちが都市部の子どもたちよりも教
師との距離が近く、教師の指導が直に児童の成
長に影響を与えていると感じました。

へき地の学校を体験していなかったため、今回
のような機会は私にとってへき地校の利点や欠
点を知ることが出来た良い経験となりました。
そのため、来年も引き続きこのような機会を設
けるべきだと思います。

95
先生の立場になってへき地教育のいい点や問題
点、課題点を感じることが出来たこと。

へき地校は人数が少なくあまり楽しくないとこ
ろだと思っていたが、実際子どもたちを見てと
ても楽しそうに学校生活をおくっていたこと。

とても良い経験だった。

96

複式授業の形態、進め方、時間配分の工夫など
複式授業というものを進める上で留意しなけれ
ばいけない点を実践の現場で見ることが出来た
こと。また、授業案は何を子どもたちに教えた
いのかという大事なキーワードだけを端的にま
とめて作ることが大切だと考える。

初めて小規模校を体験しました。そこで、先生
方と生徒・児童の信頼関係に魅力を感じまし
た。さらに保護者と学校が連携して、子どもた
ちがよりよい学校生活を送れる環境を整えてい
るようにおもいました。実際に訪れてみないと
分からないことが沢山あり勉強になりました。

とても楽しかったし、有意義な時間でした。運
動会への手伝いが人数があまり集まりませんで
したが、間違いなく良い経験となるのでもっと
積極的に呼び掛けて欲しいと思いました。他に
も、もっとこういった機会を増やして欲しいと
思いました。
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