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はじめに

　2020 年度は新型コロナウイルス感染症のため、大学を含めた教育機関は、その臨
時休業をはじめとして、多くの臨機応変な対応が求められた。本稿は、その一例とし
て、2020年度の東北工業大学の教職課程の運営の報告を行っていきたい。具体的には、
教育実習を中心として、教職実践演習や教員採用試験の対策指導についても、どのよ
うに運営をしたのかについて報告を行う。

１．関連する通知、決定と教職課程の活動の経過一覧１

　まず 2020 年２月 27 日の内閣総理大臣によって要請された全国の学校の臨時休校以
降の関係各所の活動の経過をみていきたい。教育実習は教員職員免許法等の法令によ
る規制に従いながら、実習先である高校との連携も必要とするため、それぞれの動向
を見ながら慎重かつ迅速に対応を取る必要があった。そこで、教職課程の運営に関係
する、国や文部科学省、地方自治体や教育委員会、そして東北工業大学全体の動向を
示し、その中で東北工業大学の教職課程はどのような判断を行い、運営をしたのかに
ついて以下、時系列に示した。

コロナ禍における教職課程の活動報告
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１… 通知等の概要は、東北工業大学の教職課程に関連するものに限定している。
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日付 主体 概要

2/27 国 内閣総理大臣「全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、
３月２日から春休みまでの臨時休業を行う」要請

2/28 文科省
通知等

文部科学省「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等
学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について（通知）」
・３月２日から春季休業の開始までの間、臨時休業を行う。

2/28 県教委
通知

宮城県教育委員会「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業について（通
知）」
・宮城県立学校において３月２日から 24 日まで臨時休業を行う。

3/24 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における教育活動の再開等について（通知）」
・「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライ
ン」を提示。

3/25 岩手
県教委

岩手県教育委員会「令和２年度における教育活動の再開等について」
・新学期から学校を再開する。

4/1 大学
全体 大学の授業開始を４月 27 日まで延期。

4/1 教職 教育実習のガイダンスを４月 27 日の授業開始まで延期する。

4/3 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における教育実習の実施に当たっての留意事項につ
いて（通知）」
・新型コロナ感染症の状況によって、教育実習の実施時期、期間、内容等の
調整を行うことを検討する。
・「新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン」（令和２年３月 24 日）
に基づき、学生への教育実習の事前指導を行う。
・十分に教育実習を実施できなかった場合には、事後指導等で補充的な内容
の授業を行う。

4/6 県教委
通知

宮城県教育委員会「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた県立学校に
おける臨時休業について（通知）」
・宮城県立学校において春休み明けから４月 14 日まで臨時休業を行う。

4/7 教職

「令和２年度　教育実習指導について」【資料１】
・教育実習を行う学校に対して教育実習の実施時期変更の調書への回答を求
める。
・４月３日の文科省「令和２年度における教育実習の実施に当たっての留意
事項について（通知）」に基づき、教育実習の時期の変更の検討も依頼する。

4/7 教職 ・４年生に対する教育実習のガイダンスを実施。配付資料をメールと郵便で
送る。

4/7 教職 教員採用試験を受験する学生に、都道府県の過去問や問題集を郵送する。
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4/13 県教委
通知

宮城県教育委員会「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた県立学校に
おける臨時休業について（通知）」
・宮城県立学校において５月６日まで臨時休業を延長する。

4/16 国 政府による「緊急事態宣言」発令。

4/17 大学 5/6 まで学生のキャンパス内立ち入り禁止。

4/17 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関
するＱ＆Ａの送付について」（４月 17 日時点）
・大学設置基準等に定める１単位当たりの時間数の範囲内で実習期間を短縮
することも可能
・「教職実践演習」は原則として４年次の後期の実施だが、それ以外の時期に
実施することもやむを得ない場合がある。
・「教職実践演習」は面接授業に代えて遠隔授業を行う事も可能だが、それに
相当する教育効果を担保する。

4/29 県教委
通知

宮城県教育委員会「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休校の延長等につ
いて（通知）」
・宮城県立学校の臨時休業を、当面、５月 10 日まで延長する。

5/1 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における教育実習の実施期間の弾力化について（通
知）」
・臨時休業が延長されている学校が相当数ある状況を踏まえた通知。
・教育実習の科目の総授業時間数のうち、３分の１を超えない範囲を大学・
専門学校等における授業により行うことができる。

5/1 教職 教員採用試験の願書の添削をメールで行う。（以降、出願が終わるまで継続。）

5/4 国 政府による「緊急事態宣言」の延長。

5/5 大学 当面の間、キャンパス内への入講禁止の継続。

5/11 秋田
県教委 県立学校の学校再開。

5/11 山形
県教委 県立学校の学校再開。

5/14 国 緊急事態宣言解除（東北６県含む）。

5/15 県教委
通知

宮城県教育委員会「県立学校の学校再開に向けた対応等について（通知）」
・臨時休業を５月 31 日まで延長し、６月１日から学校を再開する。
・５月 18 日以降の臨時休業中は、時差登校や分散登校を段階的に行う。

5/18 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関
するＱ＆Ａの送付について（５月 18 日時点）」
・教育実習では場合によっては生徒を前にした授業をしなくてもよい。
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5/20 教職

「令和２年度　教育実習指導について（第２報）」【資料２】
・教育実習を行う学校に対して、大学の方針を周知する。
・文科省の通知とその後のＱ＆Ａの内容を踏まえ、教育実習の期間が短縮さ
れた場合には、大学が代替授業を行うことを伝える。

6/17 大学 ７月２日から実験・実習等の授業に限定して、対面授業を再開する。

7/15 大学 在学生の新型コロナウイルス感染が判明。全面オンライン授業に移行。

7/15 市教委

仙台市教育委員会「令和２年度　教育実習生の受け入れ再開について（通知）」
・仙台市内の小中学校の教育実習は 10 月 19 日から 11 月 30 日の間に受け入
れる。
・教育実習の期間は２週間を基本とする。
・実習生に対し２週間前から健康状態を記録する「教育実習生健康チェック票」
の提出を義務付ける。

7/28 教職

「令和２年度　教育実習指導について（第３報）」【資料３】
・教育実習を行う学校に対して、市教委が作成したガイドラインに準じて
「教育実習生健康チェック票」の提出を行う等の大学の新型コロナ感染症対
策を周知する。

8/3 教職
教員採用試験の二次対策（面接と論作文）をMicrosoft…Teams の会議機能を
使って実施。
（以降、９月前半まで継続的に実施）

8/11 文科省
通知等

文科省「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（通
知）」
・新型コロナウイルス感染症の影響により教育実習ができなかった場合は、
教育実習以外の教職科目の単位をもってあてることができる。

8/18 教職 教育実習オリエンテーション　
・Microsoft…Teams の会議機能を使って遠隔で実施する。

8/19 教職 ・同上。

8/28 文科省
通知等

文部科学省「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関
する…Ｑ＆Ａ…の送付について…（８月…28…日時点）」
・教職実践演習について、感染対策を講じた上での面接授業の実施を検討する。

9/15 文科省
通知等

文部科学省「大学等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイル
ス感染症の感染防止対策について（周知）」
・感染対策を講じた上で面接授業が適切と判断される場合には、面接授業の
実施を検討する。

9/29 教職 教職実践演習　第１・２回（教職実践演習の進行は【表２】を参照の事）
・Microsoft…Teams の会議機能を使って遠隔で実施。
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２．教育実習について

　経過一覧にある通り、学校は２月 28 日の全国一斉臨時休業から延長を繰り返し、
宮城県内の高校は５月末まで休校となった。それも「当面は」という条件がついてお
り、４月から５月の間は、いつ学校が再開されるのか見通しが立たない状況が続いた。
また、岩手県の高校は春休み明けの新学期から、秋田県や山形県の高校もゴールデン
ウィーク明けの５月 11 日からそれぞれ学校を再開していたが、他県からの人の移動
を制限する方針を取っていたため、教育実習生を受け入れられるかどうかは分からな
かった。
　このように４月から５月は、高校側が教育実習を実施するかを決めるのが困難な状
況であったが、その段階では教育実習ができなかった場合の代替措置がなかったた
め、大学としては何とかして教育実習を実施しなければならないという思いがあっ
た。そのため、大学から教育実習先に対して、教育実習を実施することができるよう、
実習校宛の文書を三度送付した。一度目は４月７日に送付しており、教育実習をいつ
実施する予定であるのかを聞いている【資料１】。その際、４月３日の文科省の「令
和２年度における教育実習の実施に当たっての留意事項について（通知）」を受け、
教育実習の時期を秋に移動させる事も提案している。二度目は５月 20 日に送付して
おり、５月 18 日の文科省「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程等の実
施に関するＱ＆Ａの送付について（５月 18 日時点）の文書を受け、教育実習の期間
を短縮することも可能であること、そして感染症対策を徹底して指導していくことを
伝えている【資料２】。三度目は７月 28 日に送付しており、仙台市教育局による「教
育実習生の受け入れについて（通知）」に書かれている感染症対策を遵守して教育実
習を行うことを伝えている【資料３】。このように、大学としての感染症対策や教育
実習の負担の軽減策を提案することによって、高校に過度な負担や心配をかけない範
囲で教育実習生を受け入れてもらえる方法を探っていった。
　【表１】は令和２年度の教育実習の期間の変更とその経過の一覧である。同表にあ
る通り、元は前期の５月から６月にかけて実施される予定であった教育実習が、何度
かの大学とのやりとりを経て、秋田県の一校を除いた全ての教育実習が後期の９月か
ら 10 月の間に変更になった。その多くが、４月７日に送付した依頼文書【資料１】
に応じる形で、４月中に時期の変更の連絡があった。ただし、この段階では学校の多
くは休校しており、それがいつ再開されるのか分からない状況にあり、「例年通り５
月や６月に実施することは現段階では不可能なので、とりあえずは秋に延期する。」
という暫定的な判断であった。ある高校は感染症への対策として、県外からの教育実
習を受け入れないという方針をとったため、４月の段階では教育実習ができないと
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なったケースもあった。
　秋田県は感染者が少なかったため、早期に学校が再開され、そのうちの一校は教育
実習を予定通り５月末から６月初頭にかけて実施した。ただし、教育実習の２週間前
から秋田県に滞在し、体調の経過観察を行うことが求められた。同様の対応は、山形
県、秋田県、岩手県で行われた全ての教育実習でも行われた。
　６月に宮城県内の学校が再開された後も、再び休校になることが想定されたため、
教育実習を実施できなかった場合はどうなるのかという問題は解消されないままで

【表１】　教育実習の期間の変更とその経過

教育実習高校 実施日程 経過

宮城県　私立高校A （旧）6月 22 日～ 7月 3日
（新）10 月 5 日～ 10 月 16 日

4 月 22 日：後期に変更
5月 22 日：10 月実施を決定

宮城県立高校A （旧）6月 24 日～ 7月 7日
（新）10 月 12 日～ 10 月 23 日

4 月 14 日：秋以降に変更
5月 27 日：10 月実施を決定

宮城県立高校B （旧）5月 21 日～ 6月 3日
（新）10 月 8 日～ 10 月 22 日

4 月 15 日：実習の延期を決定
4月 16 日：10 月に変更

宮城県立高校Ｃ （旧）6月 22 日～ 7月 10 日
（新）9月 28 日～ 10 月 16 日

6 月 9 日：9月に変更

宮城県立高校Ｄ （旧）未定
（新）10 月 5 日～ 10 月 16 日

4 月 13 日：10 月に変更

宮城県立高校Ｅ （旧）未定
（新）10 月 1 日～ 10 月 14 日

4 月 17 日：状況次第で秋に変更
5月 14 日：10 月に変更

山形県立高校A （旧）6月 1日～ 6月 12 日
（新）9月 14 日～ 9月 25 日

4 月 13 日：9月に変更
4月 21 日：9月の実施を決定

福島県立高校 （旧）6月 1日～ 6月 12 日
（新）9月 7日～ 9月 18 日

4 月 17 日：9月以降の実施を決定

岩手県立高校Ａ
（旧）未定
（新）10 月 12 日～ 10 月 23 日

4 月 6 日：県外受け入れ不可
4月 9 日：10 月に変更、

状況によっては中止。

秋田県立高校A （旧）5月 18 日～ 5月 29 日
（新）10 月 16 日～ 10 月 29 日

4 月 10 日：10 月実施に変更

秋田県立高校Ｂ （旧）5月下旬～ 6月上旬
（新）9月 7日～ 9月 18 日

4 月 16 日：9月に変更

秋田県立高校Ｃ 5月 25 日～ 6月 5日 予定通り 5月から実施

秋田県立高校Ｄ （旧）6月 1日～ 6月 15 日
（新）8月 31 日～ 9月 11 日

4 月 20 日：8月に変更
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あった。８月 11 日にようやく、文科省の「教育職員免許法施行規則等の一部を改正
する省令の施行について（通知）」が出され、令和２年度だけの特例として、教育実
習が実施できないときには、教育実習以外の科目の単位をもってあてることができる
ようになったため、教員免許を取得できないという事態は避けられることになった。
　教育実習の多くが９月から 10 月にかけて実施されることになったため、８月 18 日
と 19 日に改めて教育実習のオリエンテーションをオンラインで実施した。既に４月
７日にメールと郵送で、教育実習のオリエンテーションは行っていたが、新型コロナ
感染症への対策の方針が定まったので、それを徹底するよう指導をした。また、教育
実習が行えなかったとしても大学が代替措置を取る事ができることも伝えた。学生と
は常にメールや電話で連絡をとるようにしており、大学と高校、学生間で情報が共有
されるようにしていた。
　幸いにも全員が教育実習を実施することができたが、大学教員の県外への出張は控
えるようにとの方針が大学で出されたため、県外の高校の巡回指導は実施できなかっ
た。また、県内の高校の巡回指導についても、高校側の許可が取れた場合にのみ実施
をするという方針とした。

３．教職実践演習について

　教職実践演習は４年次後期に開講される教職課程の総括科目であるが、コロナ禍に
おいては次の２点の問題が生じた。１点目は開講時期についてであり、教育実習が９
月から 10 月にかけて実施されることになったため、９月半ばから始まる後期の授業
と時期が重なってしまった。特に県外の高校で教育実習を行う学生は、教育実習の期
間の２週間前から現地に滞在しなければならなかったため、１か月以上も大学に来ら
れなかった。最も遅い時期の教育実習が 10 月末に実施されるため、それを待って授
業を開始すると、次は卒業研究が佳境に入るタイミングと重なってしまい、教育実習
で１か月以上大学を離れていた学生にとっては、さらなる負担となってしまうことが
明らかであった。２点目の問題は、この授業にはロールプレイングや事例研究、現地
調査、グループワーク等の対面授業に適した授業形態が求められているが、新型コロ
ナ感染症の対策の観点から、そうした授業形態で実施することができなくなってし
まったことである。
　これらの点に関して、「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程の実施に
関するＱ＆Ａ（４月 17 日時点）」において、以下の質疑応答が掲載された。
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　このように、４月の早い段階で教職実践演習の実施時期や形態について柔軟な対応
が可能であることが明らかになったが、８月 28 日に文科省から出された「文部科学
省「令和２年度における大学・専門学校等の教職課程等の実施に関するＱ＆Ａの送付
について（８月 28 日時点）」では、「感染対策を講じた上での面接授業の実施が適切
と判断されるものについては面接授業の実施を検討」することが新たに求められた。
また、その後の文科省から９月 15 日に出された「大学等における本年度後期等の授
業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について（周知）」においても
同様に、対面授業を実施する事を検討するよう周知があった。
　以上の事から、遠隔授業と対面授業とを併用して実施することとした。【表２】は
令和２年度の教職実践演習の進行表である。多くの学生が９月から10月にかけて教育
実習やそのための２週間の待機を行っていたため、Microsoft の Teams を利用して、
リアルタイム型とオンデマンド型の授業を行った。リアルタイム型の授業は、教育実
習を終えた学生が教育実習の振り返りと行い、それを通して「良い授業とは何か」に
ついてディスカッションを行うものである。第５回から８回に行われたオンデマンド
型の授業は、教員に必要な資質の観点から選択されたテーマについて教員が講義をし
た動画を学生が視聴し、レポートを書くというものである。そして、第 11 回と第 12
回は対面で実施し、第５回から８回の授業に関する質疑応答や、教職のための学修

（問）「教職実践演習」について、いわゆる面接授業に代えて、遠隔授業で行うことは可能か。

（答）「教職実践演習」について、面接授業に代えて遠隔授業を行うことも可能であると考えら
れますが、当該科目が演習として開設されている趣旨を踏まえ、遠隔授業で実施する場合で
あっても面接授業に相当する教育効果を担保することに留意することが必要です。

（問）教育実習の実施時期を秋以降に変更した場合、「教職実践演習」の後期での実施が困難と
なることから、今年度は「教職実践演習」を夏までに実施してもよいか。

（答）
○　「教職実践演習」については教職課程の履修を通じて、教師として最小限必要な資質能力
が身に付いたか最終的に確認することを目的とした科目であることから、「教職実践演習の
実施に当たっての留意事項」（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定）２. において、履
修時期は、原則として、４年次（短期大学の場合には２年次）の後期に実施することとされ
ています。

○　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、「教職実践演習」
を後期以外の時期に実施することもやむを得ない場合があるものと考えられますが、上記の
科目の目的を損なうことのないよう授業の実施の方法を工夫する必要があります。
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ポートフォリオを用いた教職課程の総括を行う授業を行った。
　制約の多い中で実施された授業であったが、特に教育実習の振り返りとそれを踏ま
えた「良い授業とは」のディスカッションは、教育実習を終えた直後に行われた事も
あり、非常に良かったとの意見が学生から多く聞かれた。この授業は、Teams の会
議システムを用いてディスカッションを行うものである。ディスカッションは教育実
習を終えたばかりの６名程度が行い、それ以外の学生はそれを視聴している。教員は、
ディスカッションの内容を記録し、それを画面共有しながら、適宜ディスカッション
の進行の手助けをした。【写真１】はその時の様子である。感染を避けながら対面でディ
スカッションをするのは難しいため、オンラインで行うことによって、気兼ねなく意
見交換ができたのも良かったのではないかと思われる。全員が発言する機会があり、
対面よりも良かったとの意見もあった。教育実習で出席ができなかった学生は、後日、
録画した動画を視聴することができたのも、オンラインで実施した利点であった。

【表２】　令和２年度　教職実践演習　進行表

授業回 日にち 授業形態 内容

第１回
第２回 9/29（火） Teams　リアルタイム

オリエンテーション
・教育実習の振り返り
・「良い授業とは」に関するディスカッション

第３回
第４回 10/20（火） Teams　リアルタイム ・教育実習の振り返り

・「良い授業とは」に関するディスカッション

第５回 10/13（公開） オンデマンド 教師の使命と役割

第６回 10/13（公開） オンデマンド 学校安全とは

第７回 10/20（公開） オンデマンド 教員が知るべき法

第８回 10/20（公開） オンデマンド 心理的応急処置

第９回
第 10 回 11/4（水） Teams　リアルタイム ・教育実習の振り返り

・「良い授業とは」に関するディスカッション

第 11 回
第 12 回 11/10（火） 対面

・第５～８回までのオンデマンド授業の質
疑応答
・「良い授業とは」各グループ報告
・教職のための学修ポートフォリオを使っ
た振り返り
　「教員に必要な資質は何か」



10

東北工業大学　教職研究紀要　第６号

４．教員採用試験対策について

　教員採用試験の対策として、例年は４年次の５月から一次選考のための教職教養の
勉強会、８月からは二次選考のための模擬授業や面接の練習や作文の添削指導を対面
で行ってきた。しかし、新型コロナ感染症によって対面による指導ができなくなって
しまったため、2020 年度はメールやMicrosoft…Teams を使った指導を行った。
　二次選考の模擬授業や面接の対策のための指導は、あらかじめ履歴書や志望動機が
書かれた用紙や指導案をメールで共有し、それに基づいてMicrosoft…Teams の会議
機能を使って、二名の教員が面接官役となり、模擬面接や模擬授業を行った。論作文
についても同様に、学生が書いたものをメールで送り、それを教員が添削をして、
Teams の会議機能で細かな指導を行った。
　教育実習が９月から 10 月に変更となったため、教員採用試験の受験生の中には、
教育実習よりも前に教員採用試験の二次選考を受けることになった者もいたが、結果
としては、３名の４年生が県立高校の教諭に合格する等、例年にない良い成果を上げ
ることができた。模擬授業や面接は対面で行った方が効果的だと思われたが、オンラ
インで実施することによって、教員採用試験を受験する卒業生も容易に参加をするこ
とができたのは良かった。例年、卒業生も含めて教員採用試験のための指導を行って
いるのだが、仕事等の関係で平日の昼や夕方に大学に来て指導を受けることが難しく、
参加できない事が多かった。しかし、オンラインで行うことによって、参加が容易に

【写真１】　Microsoft…Teams でディスカッションを行っている様子。
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なり、その卒業生から大学４年生も多くの刺激を受けることができた。この取り組み
は、コロナ禍が明けても継続して行っていきたい。

おわりに

　以上、東北工業大学における事例の報告を行った。教職課程を運営するためには、
国や地方自治体、そして教育実習先の高校との情報共有と調整が必要であり、特に新
型コロナ感染症によって刻一刻と変わる状況下にあっては、関係各所との連携が常時
必要とされた。残念ながら、2021年度も同様の対応が必要になる事が予想されるため、
この報告がその対応の改善に資することを願っている。
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