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第一章 全学教員養成責任者対象調査 

 

はじめに 

 

中央教育審議会答申『今後の教員養成・免許制度の在り方について』（2006 年）では、「教

職課程の運営や教職指導を全学的に責任を持って行う体制を構築するため、平成９年の教

養審第一次答申で提言された教員養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化を図ること

が必要である」としている 1。そこでは、「教職課程の編成やカリキュラムの検証と改善、

教職実践演習(仮称)の実施と評価、教職指導の企画・立案・実施、教育実習やインターン

シップ等における学校や教育委員会との連携協力」など、大学全体として教職課程を責任

を持って運営していくシステム構築の必要性が提言されている。 

また、同答申では、「教員として必要な資質能力は、本来的に時代の進展に応じて更新が

はかられるべき性格を有しており、教員免許制度を恒常的に変化する教員としての必要な

資質能力を担保する制度として、再構築することが必要である。教員免許状に一定の有効

期限を付し、その時点で求められる教員として必要な資質能力が確実に保持されるよう、

必要な刷新(リニーアル)を行うことが必要で有り、このため、教員免許更新制を導入する

ことが必要である。」とし、教員免許更新制の導入が提言されている。 

 教員養成の充実・向上に関する調査(以下、本調査とする)では、中教審答申のこれらの

提言を踏まえた取組に焦点をあて、全学的な教員養成の実施体制の現状、及び、教員免許

更新講習(以下、更新講習とする)の実施状況を明らかにすることを目的としている。 

本調査は、全学的な教員養成の実施体制に関して責任を負う人(例えば、教員養成担当の

副学長、教員養成カリキュラム委員長、全学教職センター長など)を対象としたもので、平

成 22 年度に四年制大学(通信制除く)で教員養成を行っている 1,664 学部の中から、700 学

部を無作為抽出し、その学部を有する 389 大学に対して実施した。 

 

【図表 １－０－１】調査対象の設置者別回収率 

 母集団 送付数 回収数・回収率 全体に占める率 

国立  76 大学（12.9％） 56 大学（14.4％） 48 大学（85.7％） 16.4％ 

公立 50 大学（8.5％） 37 大学（9.5％） 26 大学（70.3％） 8.9％ 

私立 464 大学（78.6％） 296 大学（76.1％） 218 大学（73.6％） 74.7％ 

全体 590 大学（100％） 389 大学（100％） 292 大学（75.1%） 100％ 

                             
1 教育職員養成審議会一次答申『新たな時代に向けた教員養成の改善方策について』（1997

年）では、「各大学は、……総合的視点に立って特色ある教員養成を進める観点から、各

授業科目に関する内容調整や情報交換を促す、例えば『教員養成カリキュラム委員会』と

いった仕組みを適切に整備する必要がある」と提言している。 
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1.全学的な運営組織の設置 

 

 各大学に対して、「貴大学には、全学部等の教員養成に関して、企画・調整・実施・評価

などを行う機関や組織(例えば、全学教職センターや教員養成カリキュラム委員会)は設置

されていますか。最も近い番号に一つだけ○をつけて下さい」と質問した。 

設置者類型別の結果は【図表１－１－１】の通り、全学的な運営組織の設置状況につい

ては、国立 42(82.5％)、公立 20(76.9％)、私立 192(88.1％)、全体 254(87.0％)と、全体

では９割近くの大学で設置されていた。設置者(国公私立大学)別の実施率について、直接

確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分析（有意差 5％水準）を行なっ

た結果、設置者類型別の全学的な運営組織設置率に有意な差はなかった。 

 

【図表 １－１－１】設置者類型別の全学的運営組織の設置 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                            国立     公立     私立     全体 
 

 
・全学的な運営組織が設置されている       実施率(％)   82.5     76.9     88.1     87.0 

国：48  公：26  私：218  全体：292    （実施者数）   ( 42       20      192      254) 

        （上は回答者実数）                            

・現在はなく、今後も設置の予定がない              8.3      7.7      3.7      4.8 
            (  4        2        8       14) 

 

・現在はないが、今後設置の予定がある              4.2     15.4      8.3      8.2 
           (  2        4       18       24) 

 

 

 

また、上記の質問で「2.現在はなく、今後も設置の理由がない」と回答した大学に対し

て、その理由について自由記述を求めたが、その結果は以下の通りである。 

第一に、「現在の運営体制でとくに問題がないから」という理由が４件あった。具体的

に示すと、「現存の教職課程実施体制を適宜改善していくことにより充分な教職課程教育

を実施することが可能であると考えるため」、「２学部の大学であり、教育学部の協力、

連携が図られており、特に設置の必要がないため」、「各学部ごとに対応しているため」、

「①教員志望は教育学部教員養成課程の学生が大多数であること。②少数ではあるが、教

育学部以外の学部学生については、各学部の方針のもとに責任を持って教員養成を行って

おり、必要に応じて、全学的に集まり検討等している」などであった。 

 第二に、「教育課程をもつ学部が少ないから」という理由が３件あった。具体的な記述と

しては、「教職課程を設置している学部が１つだけだから」、「看護学部において養護教
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諭一種免許状の取得ができるだけ」であるため、「教職課程認定を受けている教員免許教

科が高等学校教諭免許状の「工業」」のみであるから、などがあった。 

 その他、「教員を志望する学生の数が少ないため」、「実施をつづけているのは一学年

１０名定員の小学科のみ」であるため、「教員養成課程のある２学部は、約４０Ｋｍ離れ

たキャンパスにそれぞれがあるため」など、対象となる学生数の規模やキャンパスの立地

状況を理由に挙げるものもあった。 

 

2.全学的な運営組織の担う業務－設置者類型別－ 

 

各大学に対して、中教審答申『今後の教員養成・免許制度の在り方について』(2006 年)

で提言されている全学的な運営組織に期待されている業務内容を整理して、【図表１－２－

１】に示している質問項目を準備した。業務内容の分類としては、教員養成の基本的な考

え方や方針に関する「Ａ．理念・枠組み」、具体的な運営上の計画に関する「Ｂ．企画・立

案」、実際の教員養成の遂行に関する「Ｃ．実施」、採用試験や就職の相談や対策などに関

する「Ｄ．学生支援」の４つを設けた。また、それぞれの質問項目について、「1.担ってい

る」「2.担っていない」という選択肢を設け、質問した。 

 結果については、回答者の設置者(国公私立大学)別の実施率に関して、直接確率計算法

による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分析(有意差 5％水準)を行なった。そこで示

された国公私立大学間の反応の違いは【図表１－２－１】のようであった。この調査結果

から、以下の３点を指摘したい。 

第一に、全学的な運営組織の担う業務について、肯定率の高かった８割以上の項目を挙

げてみると、「A-3:教職課程運営の基本方針の検討(93.7％）」、「B-1:教職実践演習の企画

(88.9％)」、「C-7:教職課程認定の情報提供(88.5％)」、「A-5:教育課程カリキュラムの検証

と改善(85.8％)」、「A-8:教職課程実地審査への対応(82.5％)」であった。「Ａ．理念・枠組

み」の項目、及び、教職実践演習の企画で肯定率が高い背景には、とくに教育実践演習の

導入されたインパクトが大きく、それに対応するための教職課程のカリキュラムの整備が

求められたことがあると思われる。 

第二に、肯定率が低かった６割以下の項目は、「B-5:教職課程の授業を含む全学の時間

割の調整(43.5％)」、「A-7:教職課程に関わる教員人事案の検討(49.4％)」、「A-4:教育課程

運営の予算案の検討(54.4％)」、「B-4:教職課程の授業を含む全学のカリキュラムの調整

(56.1％)」、「D-2:教員採用試験の情報提供、論作文の添削、模擬面接などの教員採用試験

対策(58.7％)」の順であった。教員人事案や予算案の検討など組織運営の根幹に関わる項

目、及び、全学の時間割やカリキュラムの調整といった運営上の業務に関する項目などの

肯定率が低かった。 

第三に、調査対象の肯定率を設置者類型で比べてみると、一般に、私立大学が高く、国
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立大学が低い傾向が見られた 2。特に、この傾向は、例えば「教育実習やインターンシッ

プのトラブル対応を担っている」、「教職実践演習の実施を担っている」等の具体的活動の

実施に関する項目群である「Ｃ.実践」や、例えば「教職に就くことに関する相談活動を担

っている」、「教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬面接などの教員採用試験支援

を担っている」、「免許状取得申請への対応を担っている」等の項目群である「Ｄ.学生支援」

の取り組みにおいて顕著である。 

 

【図表 １－２－１】全学的な運営組織の担う業務 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

Ａ．概念・枠組み 

                            国立     公立     私立     全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
A-1:卒業時に見に付けさせる教員としての 

最低限の資質能力の明確化を担っている    実施率(％)  73.2     70.0     82.1     79.7 
国：41  公：20  私：190  全体：251    （実施者数）  ( 30       14      156      200) 

        （上は回答者実数）                            

A-2:教職課程カリキュラムの開発を担っている※         45.2▼   75.0     80.6△   74.3 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 19       15      154      188) 

 

A-3:教職課程運営の基本方針の検討を担っている         90.5     95.0     94.2     93.7 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 38       19      180      237) 

 

A-4:教職課程運営の予算案の検討を担っている          36.6     35.0     60.2     54.4 
国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 15        7      115      137) 

 

A-5:教職課程カリキュラムの検証と改善を担っている       73.8     85.0     88.5     85.8 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 31       17      169      217) 

  

A-6:教育委員会等の要望の教職課程への反映を担っている     65.9     75.0     75.7     74.0 
国：41  公：20  私：189  全体：250            ( 27       15      143      185) 

 

A-7:教職課程に関わる教員人事案の検討を担っている       41.5     45.0     51.6     49.4 
国：41  公：20  私：190  全体：251            ( 17        9       98      124) 

 

A-8:教職課程実地審査への対応を担っている            76.2     80.0     84.2     82.5 
国：42  公：20  私：190  全体：252            ( 32       16      160      208) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

                             
2 この点について、吉田は、「私立大学においては、教職課程委員会のような運営組織が

教員養成を実施していることが一般的である。……私立大学の教員養成においては、その

質を保証するという観点から、私立大学における教員養成の運営組織がいかに機能するか

が重要であるといってよい。」と私立大学における全学的な運営組織の重要性を指摘して

いる。（吉田武大「私立大学の教員養成の現状と課題－運営組織を中心に」『教員の質の

向上に関する調査研究（1 年次報告書）』、国立教育政策研究所、2008 年、293 頁。）  
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Ｂ．企画・立案 

                            国立     公立     私立     全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
B-1:教職実践演習の企画を担っている※             76.2▼   95.0     91.1     88.9 

国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 32       19      174      225) 

 

B-2:教育実習やインターンの企画を担っている※         53.7▼   75.0     84.7△   78.9 
国：41  公：20  私：190  全体：251            ( 22       15      161      198) 

 

B-3:教員が学生の教職課程の履修状況を把握で 
きる仕組みの作成を担っている                75.6     70.0     76.4     75.8 
国：41  公：20  私：191  全体：252             ( 31       14      146      191) 

  

B-4:教職課程の授業を含む全学のカリキュラム 
の調整を担っている                     57.1     60.0     55.5     56.1 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 24       12      106      124) 

 

B-5:教職課程の授業を含む全学の時間割の調整を担っている     47.6     50.0     41.9     43.5 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 20       10       80      110) 

 

B-6:教職課程の授業の常勤・非常勤講師の配置 
の調整を担っている                     50.0     75.0     60.5     59.9 
国：42  公：20  私：190  全体：252            ( 21       15      115      151) 

 

Ｃ．実施 

 
C-1:教育委員会の教職課程に対する要望の 

聴取の窓口を担っている                   56.1     75.0     72.0     69.6 
国：41  公：20  私：189  全体：250            ( 23       15      136      174) 

 

C-2:校長会等の教職課程に対する要望の 
聴取の窓口を担っている                   48.8     55.0     66.1     62.4 
国：41  公：20  私：189  全体：250            ( 20       11      125      156) 

 

C-3:教育実習やインターンのトラブル対応を担っている※     48.8▼   70.0     82.7△   76.2 
国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 20       14      158      192) 

 

C-4:教職実践演習の実施を担っている※             54.8▼   75.0     81.6△   76.6 
国：42  公：20  私：190  全体：252            ( 23       15      155      193) 

 

C-5:教育実習の評価を担っている※               39.0▼   60.0     68.6△   63.1 
国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 16       12      131      159) 

 

C-6:教職実践演習における学生の評価を担っている※       42.9▼   50.0     67.9△   62.3 
国：42  公：20  私：190  全体：252            ( 18       10      129      157) 

 

C-7:教職課程認定の情報提供を担っている            82.9     95.0     89.0     88.5 
国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 34       19      170      223) 

  

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 



35 
 

Ｄ．学生支援 

                            国立   公立    私立    全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
D-1:教職に就くことに関する相談活動を担っている※       39.0▼   55.0     70.7△   64.3 

国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 16       11      135      162) 

 

D-2:教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬面接 
などの教員採用試験支援を担っている※            29.3▼   55.0     65.4△  58.7 
国：41  公：20  私：191  全体：252            ( 12       11      125      148) 

 

D-3:免許状取得申請への対応を担っている※           38.1▼   60.0     76.4△   68.8 
国：42  公：20  私：191  全体：253            ( 16       12      146      174) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

 なお、「この他に、実施していることがあれば下記にご記入ください」という質問を行っ

た結果を、業務内容の４つの類型に分けてみてみると、以下のような記述が見られた。 

 「Ａ．理念・枠組み」に関わるものとしては、学部と大学院との連携：「六年一貫教員養

成コースの運営」、大学間ネットワークの事務局：「全国私立学校教職課程研究連絡協議会

等の事務局運営」、教職課程に関するＦＤ：「教職課程におけるファカルティ・ディベロッ

プメントに関すること」、教員養成に関する情報共有：「教職課程をめぐる現状、課題等を

具体的事例を挙げながら検討」などがあった。 

 「Ｂ．企画・立案」に関わるものとしては、教職関連行事の企画：「学習支援ボランテ

ィアの窓口(学生募集．配置)と(地域)コーディネーターとの調整及び定例会議、教職

合宿(１泊２日、離島)、教職学びの旅(３泊４日、台湾又は韓国)、教職行事実行委員

会(学生)による行事運営、教育実習訪問調整：「教育実習訪問指導の調整」、入学前準備

教育の企画：「入学前準備教育の企画」などがあった。 

「Ｃ．実施」に関わるものとしては、教職課程に関する学生の審査：「卒業生(科目等履

修生)の教職科目履修可否の審査」「教育実習実施学生の審査」「ＧＰＡを導入し、成績不振

者に指導している」、ボランティア派遣：「近隣小・中・高校への教育ボランティアの派遣」、

入学前準備教育の実施：「入学前準備教育の実施」などがあった。 

 「Ｄ．学生支援」に関わるものとしては、卒業生や現職教員への支援を含めると、合格

者への支援：「合格者への支援」、卒業生支援・ネットワーク：「卒業生を対象とした現職教

員研修会の開催」「教職にある卒業生の資質向上を図るため、年一回研修を含むホームカミ

ングデ―の実施」、現職教職員支援：「(現職)教職員等からの電話相談を実施している」「教

員のメンタルヘルス相談への指導助言及び、教育相談事例への指導助言」「教職公開講座」、

当事者との場づくり：「教育実習校や介護等体験施設関係者との報告会及び懇談会を開催し、

実習校、受入施設、学生の意見・情報交換の機会を設けている」「本学卒業生と語る会にお

ける教職課程履修学生との話し合い」「教育・養護実習指導者連絡協議会」「教職課程を履
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修する学生相互及び教員との交流の場の設定と運用」などがあった。 

 その他には、教職ハンドブックの刊行：「教職ハンドブックの刊行」や教員養成に関する

研究紀要の刊行：「資格課程年報」の刊行など出版に関わるもの、免許更新講習、免許法認

定講習：「免許更新講習、免許法認定講習に関すること」「高等教育コンソーシアム熊本教

員免許状更新講習事業部会への参画」など教員免許の更新や認定に関するものがあった。  

 

3.全学的な運営組織の規程分析 

 

 本調査では、全学教職センターや教員養成カリキュラム委員会など、全学的な教員養成

を行う機関や組織がある場合に、当該機関・組織の設置の根拠を示す規程、要項の送付を

依頼した。ここでは、資料提供のあった 88 の大学の規程をもとに分析する。 

全学的な運営組織については、大学の組織運営の方針や経緯、教員養成を目的とする大

学・学部、大学の規模やキャンパス立地、学部・学科構成などの違いのため、教員養成を

担う機関や組織は大学によって独自の展開があり極めて多様な形態がみられる。一方で、

全学的な運営組織の特徴については、収集した規程の分析から以下の２点が指摘できる。 

第一に、全学的な運営組織を組織体制の視点からみてみると、大きくは、(1)センターな

どの運営組織への業務の一本化、(2)複数の機関や組織による業務の分担・連携、の２つに

分けられる 3。 

(1)教員養成に関する業務がセンターなどの組織に一本化されている場合 

たとえば愛媛大学教職総合センターでは、その業務として、「①教員養成カリキュラムの

総合的研究とカリキュラム改善の企画・立案に関すること、②教職指導に係る指針の策定

に関すること、③教職教育全般の点検と改善策の立案に関すること、④「教職実践演習」

及びリフレクション・デイの実施に係る全学的な調整に関すること、⑤教員実習のプログ

ラム開発と全学的な調整に関すること、⑥実践プログラムの企画・立案に関すること、⑦

教育委員会、地域教育機関及び教育現場との連携協力に関すること、⑧教職教育に関する

各種研修(教育免許状更新講習等)の全学的な調整に関すること、⑨教員のメンタルヘルス

相談及び教育相談事例への指導助言に関すること、⑩その他愛媛大学教育・学生支援機構

長の支持する業務」が挙げられており、教員養成に関する業務が一元化されている。 

(2)複数の機関や組織で教員養成の業務を分担し連携しながら進めている場合 

たとえば宮城教育大学からは、「法人室規程」と「カリキュラム委員会規程」が全学的な

                             
3 岩田は、「『センター』型組織による運営は、窓口の一本化、責任体制の明確化という

点で大きなメリットを持つが、反面で組織全体の〈協働〉体制の構築する上ではマイナス

に作用しかねない。」と、運営組織の一本化をめざすよりむしろ〈協働〉体制を構築して

いくことが重要であると指摘している。(岩田康之「教師教育の組織・カリキュラムの改革

動向」東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター編『教師教育改革のゆくえ－

現状・課題・提言－』創風社、2006 年、93 頁。) 
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運営組織に関する資料として送付があった。このことは、教員養成を目的とする大学であ

るため、「法人室規程」に定められた大学全体の各組織及び運営自体が、教員養成の企画・

調整・実施・評価に関わるものになっていることを示している。さらに、同大学では、と

くに教員養成の教育課程に焦点をあてたカリキュラム委員会が設置されている。窓口が一

本化されていない大学では、センター、委員会、会議、部局、学部・学科などを含む多様

な形態・組織のもとで、業務が分担され、連携しながら教員養成が進められている。 

 第二に、全学的な運営組織を業務内容の視点からみてみると、大きくは、(a)カリキュラ

ム重視型、(b)学生支援重視型、(c)総合型の３つに分けられる。  

 (a)カリキュラム重視型 

全学的な運営組織が教員養成の業務内容のうち、とくにカリキュラムの編成・実施・評

価などを重視しているもので、前述の業務内容の分類では、「Ａ．理念・枠組み」、「Ｂ．企

画・立案」、「Ｃ．実施」に関わる場合である 4。たとえば岐阜聖徳学園大学では教員養成

カリキュラム委員会を設置しているが、その規程には「①教員養成の理念と目的に関する

こと、②教員養成カリキュラムの編成に関すること、③教職に関する科目、教科に関する

科目及び教育実習の実施に関すること、④教員養成カリキュラム充実のための地域との連

携に関すること、 ⑤その他教員養成カリキュラムに関すること」が挙げられており、カリ

キュラムに関する内容が中心になっている。教員養成カリキュラムの編成・実施・評価に

ついては、とくに教育実践演習の実施を契機にその取り組みが進んでいるという動向があ

る。 

(b)学生支援重視型 

全学的な運営組織が教員養成の業務内容のうちとくに学生に対する相談や就職指導など

を重視しているもので、前述の業務内容の分類では、「Ｄ．学生支援」に関わる場合である。

学生支援重視型は、設置者類型別では私立大学に多い傾向が認められる 5。たとえば明星

大学では教職センターを置いているが、その規程では「①教員免許及び保育士資格の取得

並びに就職支援(以下「教員養成等」という)に係る学生指導、情報提供、②教員養成等に

係る学外実習の事前・事後指導、③教職課程を有する他学部との連絡調整、④教員養成等

に係る外部機関等との連携、⑤その他教員養成等に係ること」が挙げられており、就職、

                             
4 小池は、全学的な委員会については、教育実習の運営を担う教育実習委員会から発展的

に解消した組織として、教職課程の全体を視野におさめた教職課程委員会が設置されるよ

うになったことを指摘している。(小池源吾「私立大学における教職課程管理運営組織の研

究」『福岡大学総合研究所報』通号 96、福岡大学総合研究所、1988 年、44－47 頁。)  
5 吉田は、「私立大学においては、受験生の確保という経営の観点から、大学の質をいか

に保証するかが課題とされてきた。例えば、4 年間の大学教育を通じて学生に付加価値を

つけ、学生の就職を支援し、就職率の維持向上を図っていくことはその典型であるといえ

る。この就職支援に関しては、キャリアセンターのような全学的組織が関与し、質の保証

に取り組んできた。」と、私立大学において学生への支援が重視されてきたことを指摘し

ている。(吉田(2008)、前掲論文、293 頁。) 
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実習などについての学生支援が重視されている。このことは、学生の確保という私立大学

の経営上の要請を背景としていると思われる。 

 (c)総合型 

先に示した教員養成の業務内容の分類の、「Ａ．理念・枠組み」、「Ｂ．企画・立案」、「Ｃ．

実施」、「Ｄ．学生支援」、がおおむね網羅されている場合である。たとえば、岡山大学教師

教育開発センター規程では、その業務内容として、「①全学教職コア・カリキュラムの開発

及び研究に関すること、②教育実習の企画・運営・研究に関すること、③教職支援・教職

相談に関すること、④教育学部附属学校園との連携協力事業の実施に関すること、⑤岡山

県等との連携協力事業の実施に関すること、⑥理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャ

ー)養成事業に関すること、⑦その他センターの目的を達成するために必要な事項」が挙げ

られており、教員養成に関わる包括的な内容が示されている。これは、教員養成の体系的

な組織運営を実現するために、カリキュラム重視型と学生支援重視型の両者が発展的に解

消した形といえるかもしれない。 

 

4.全学的な教員養成の実施体制に関する特色 

 

本調査では、「全学的な教員養成の実施体制に関する特色」について、自由に記述しても

らった。その内容を全学的な運営組織が担うことが期待される業務内容Ａ～Ｄに分類しな

がらコード化した結果、30 個のカテゴリーに分けることができた。なお、全部で 219 校か

ら自由記述があり、件数は 306 件であった。結果は、【図表１－４－１】の通りである。 

 記述の多かった上位５位を挙げてみると、①委員会中心の運営(28 件:9.2%)、②センタ

ー中心の運営(25件:8.2%)、③実習指導の重視(21件:6.9%)、③学校体験の取組(21件:6.9%)、

⑤カリキュラムの全学的特徴(17 件:5.6%)、⑤特徴的なカリキュラムの試み(17 件:5.6%)

であった。全学的な運営組織の特色については、業務内容の分類では「Ａ．理念・枠組み」

に関するものが大部分を占めており、カリキュラム開発や教職課程の運営についての内容

が多かった。 

 

【図表 １－４－１】教員養成の実施体制に関する特色 

カテゴリー 例 度数 ％ 

Ａ．理念・枠組み 

A－１．カリキュラムの開発 

大学の理念に

基づく養成 

本学では、…（大学の基本理念）を踏まえたうえで、教員養成にお

いて、総合的な教養（教職や教育に関する総合的な教養も含む）を

重視するとともに、各教科に関する最先端の専門的知識の提供を行

8 件 2.6% 
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うことによって、「実践的指導力」を兼ね備えた専門的職業人の育

成に向けてカリキュラムの質を向上させることを目的とする。 

カリキュラム

の全学的特徴  

学部・学科での専門教育と併せて学際的・国際的な視点を大学生活

を始め、体験活動、高度教養教育、地域貢献等を通して修得するプ

ログラムを展開している。  

17 件  5.6% 

教職課程カリ

キュラム開発  

教育養成プログラムが確立している。１年次：授業実践演習(学校、

教師の全体像を認識)、２年次：観察実習(児童理解の深化)、３・４

年次：教育実習 (実習を通して教育力のアップ )も４年次：教育実践

実習(インターンシップを通して課題を把握)。  

5 件  1.6% 

資質能力の明

確化  

新任教員に求められる資質能力目標に基づく教員養成のためのカ

リキュラム・フレームワーク (７つの目標資質能力基準)を定め、学

生が各授業科目から何を学び、どのような資質能力を身につけたか

を自覚しつつ、教育実践力を備えた教員として育つことができる体

制構築に取り組んでいる。  

1 件  0.3% 

特徴的なカリ

キュラムの試

み  

「特別支援教育概論」「環境教育概論」を全学必修化し、教育現場

で求められる力をつけている。  

17 件  5.6% 

特徴的な指導

の試み  

教職にかかわる実践的な学びを大切にする。  9 件  2.9% 

Ａ－２ 教職課程の運営  

全学的体制  学校種の枠を越えて教員養成課程に関する情報を全学的に共有す

るようにしている。  

11 件  3.6% 

センター中心

の運営  

センターに教員と事務職員を常駐させ、協働体制で対応している。

学内の教職に関わる事務のほとんどを、センターで一元的に行な

い、教職に関する事項のワンストップサービスを実施している。教

職に関する委員会への提案もセンター教職員が教職協働で行って

いる。  

25 件  8.2% 

委員会中心の

運営  

大学として掲げている教員養成の理念に基づいて、教職課程運営委

員会が作成したカリキュラム・企画の原案を協議し合意を形成して

実施している。  

28 件  9.2% 

室、部、会議

等中心の運営  

教職支援室を設けて、教職に関する指導を一元化している。又、教

職支援学習室を設け、個々の学生の学習支援を行っている。  

9 件  2.9% 

複数部局・組

織の連携  

全学的な意思決定機関「教職課程運営委員会」と事務局「教育研究

支援センター」で教職課程の組織運営がなされている。  

10 件  3.3% 
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 教育学部学科

等中心の運営  

教員養成課程である教育人間科学部を中心に実施する体制をとっ

ている。  

13 件  4.2% 

 各学部学科を

中心の運営  

各学部が独自に課程認定を申請し、行っている。  10 件  3.3% 

 教育と他の学

部学科別の運

営  

教育学部と，それ以外の学部(人文，理工，農学生命，医学部保健学

科)を担当する「全学教員養成担当実施委員会」のふたつが独立して

教員養成にあたっている。   

6 件  2.0% 

 学校種別の免

許による運営  

全学の中学校・高校免許の課程は全学の教職課程が、小学校・幼稚

園免許の課程は現代教育学部が運営を担当する二本立てである。  

5 件  1.6% 

 教職担当教職

員中心の運営  

各学部に分属する「教職に関する科目」担当常勤教員が核となって、

各学部教員を巻き込み、学部教育と教員養成教育を融合して推進す

る体制を整えている。  

7 件  2.3% 

 小規模・単科

を特徴とする

運営  

一学年１００名の定員という小さな大学であるので、教員養成に限

らず、一つひとつのプログラムのための組織をもつことより、一人

ひとりの様々なニーズとその教育のために全学が臨機応変に対応

していくことができている。  

14 件  4.6% 

 キャンパス別

の運営  

キャンパスが分散しているため、実務的な面、並びにカリキュラム

の内容的な面等については、東地区３学部と西地区３学部に分か

れ、それぞれの教職に関する科目担当者が責任をもって行なってい

る。  

12 件  3.9% 

 人事上の特徴  教員の現職経験を有する教員がそのほとんどを占めているのが最

大の特徴である。 (教員、指導主事、校長経験者 )その為、実践に即

した教育内容となっている。  

6 件  2.0% 

Ｂ．企画・立案  

 履修履歴把握

システム  

今年度から導入した「(教職課程に係る)履修カルテ」につき、現在、

電子化を進めている。  

2 件  0.7% 

全学カリキュ

ラムの調整  

学部・短大教員、専任と非常勤教員が、ＦＤ研修及びＴＴ授業によ

り緊密に連絡をとり協力して実施している。  

3 件  1.0% 

教職実践演習

の企画・実施  

１年次に全学で教職オリエンテーションを実施し、教職課程への登

録を行ったうえ、履修カルテの作成を開始させ、４年後期の教職実

践演習に向かって取り組み体制をとっている。  

2 件  0.7% 

Ｃ．実施  

 実習指導の重  

 視  

学生が教育実習を行うためには、ＧＰＡで一定の点数を収めていな

いと実習は許可されない。従って、一定のＧＰＡの境界線前後にい

21 件  6.9% 
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る学生に対しては、クラスアドバイザー (クラス担任 )が成績向上の

ための面談指導を個別に行っている。教育実習の指導については、

教職関連だけでなく他の教員も同様に学生を担当し、個別に事前指

導や事中指導(学校訪問指導)や事後指導に当たっている。  

 実習校の訪問  教育実習 (４年次 )の実習校訪問指導に全学部の全教員が参加できる

体制となっている。  

7 件  2.3% 

 教育実習プロ

グラムの評価  

教育実習終了後、近隣の政令都定都市・市別に、実習校の校長を対

象に教育実習に関するアンケートを実施し、事前指導、実習中等の

大学の指導体制、内容等についての意見、要望を聴き、次年度に活

かすよう努めている。また、校長会会長・副会長、教育実習受け入

れ調整担当教諭等を招き、各学部代表の専任教員(教職課程委員会委

員 )、教職センター長・同副センター長の出席により、協議会 (上述

のアンケート集計結果の報告、具体的な改善方策など)を開催し、次

年度における指導の改善等に活かすよう努めている。  

2 件  0.7% 

 学 校 体 験 の 

取組  

教育実習やそれ以外に学生が子どもに接する機会を設けてのプロ

ジェクト的な教育実践研究などの取り組み、更には教職大学院での

拠点校を中心とした協働実践研究やインターンシップの取り組み

など特色的なプログラムを実践している。  

21 件  6.9% 

対外連携  ＯＢ・ＯＧ教員の公認団体(教育学会)との連携。  14 件  4.6% 

Ｄ．学生支援  

 教員採用試験

支援  

夏期・春期は、教育法規等の補充的な学習を１０日間ほど行ってい

る。  

4 件  1.3% 

 相談活動  教師を目指す学生のサポートとして、教員就職指導室を開設し、校

長経験者をアドバイザーとして雇用している。学生の進路相談、教

員採用情報提供、就職支援を行っている。  

13 件  4.2% 

 合格者の実績  理系の私立大学であるが、全学的に教職に対して深い理解があり毎

年多くの優れた学校教員を送り出している。  

4 件  1.3% 

 

5.全学的な教職課程運営の直面している課題 

 

本調査では、「全学的な教育課程の運営の直面している課題」について、自由に記述して

もらった。その内容を全学的な運営組織が担うことが期待される業務内容 A－D に分類しな

がらコード化した結果、26 個のカテゴリーに分けることができた。なお、全部で 216 校か

ら自由記述があり、件数は 305 件であった。結果は、【図表１－５－１】の通りである。 
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 記述の多かった上位５位は、①教職員の増員や人事(38 件:12.4%)、②全学的体制づくり

(27 件:8.9%)、③全学的なカリキュラム開発(22 件:7.2%)、④教職実践演習(20 件:6.6%)、

⑤センターや委員会の体制づくり(19 件:6.2%)であった。全学的な運営組織の直面してい

る課題は、特色の場合と同様に、分類では「Ａ．理念・枠組み」に関するものが大部分を

占めており、カリキュラム開発や教職課程の運営についての内容が多かった。 

 

【図表 １－５－１】全学の教育課程の運営に関して直面している課題 

カテゴリー  例  度数 ％ 

Ａ．理念・枠組み 

Ａ－１．カリキュラム開発 

 全学的なカリ

キュラム開発  

５部門の書類の統一から始めたが、部門によっては教員養成を目的

とする学科もあり、全学共通のカリキュラム開発までには至ってい

ない。  

22 件 7.2% 

 部分的なカリ

キュラム開発  

教科に関する科目について、教職課程としての認識・位置づけが不

十分である。  

12 件 3.9% 

 カリキュラム

の接続  

「教職に関する科目」と「教科に関する科目」との間の教育方針（教

育内容の一貫性を含む）を一致させるよう努力しているが、それが

なかなか難しい。  

7 件 2.3% 

 指導上の課題  学科の独自性は認めつつ、教職に関する指導の一元化を強化した

い。  

4 件 1.3% 

Ａ－２．教職課程の運営 

 全学的体制づ

くり  

全学的な教職課程の運営体制が十分ではない。  27 件 8.9% 

 センターや委

員会の体制づ

くり  

全学部等の教員養成に関して、企画・調整・評価などを行う組織と

して、教職課程委員会が組織して対応していますが、今後は、全学

教職センター等の機関の設立を検討し、本学の教育理念と各学科の

人材養成の目的のもと、教員組織の強化と、より充実した指導体制

を目指したいと考えます。  

19 件 6.2% 

 財政上の課題  教職課程を維持していくための財政的課題。  4 件 1.3% 

 教職員の増員

や人事  

学部・学科の増加などにより、履修者が増え続けており、現在の教

職課程教員数では、学生への十分な教育が維持し難くなっているこ

と。教員増員要求を大学執行部に求めている。  

38 件 12.4% 

 教育課程の評  

 価  

教育成果の検証と改善の取組。  3 件 1.0% 
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 教員の意識向  

 上  

専門学科の教員の中には各学科が課程認定を受けているという認

識の薄い方々がいる。その教員達の協力が得にくいこと。  

12 件 3.9% 

 Ａ－３ その他 

課程認定・免

許状取得業務

支援  

定員や予算が厳しく制限されるなか、課程認定の基準をクリアする

ことに苦慮している。  

3 件 1.0% 

Ｂ．企画・立案 

教職実践演習  『履修カルテ』を使用した「教職実践演習」開講前の指導方法や指

導時期に関する学内における合意形成。  

20 件 6.6% 

 教育実習の指  

 導  

教育実習校の状況と受講生の質の変化に対応して教育実習に送り

出す学生に対する事前指導体制の拡充方策、及び適性の確認方法に

ついて鋭意研究中である。教育実習へ送り出す学生の適性の確認方

法・教育実習中の実習校と大学の連携方法。  

18 件 5.9% 

 実習校の確保  母校から教育実習の受け入れを断わられるケースが頻発しており、

また都の斡旋の一次で決まらないケースがある。  

9 件 3.0% 

 ボランティア

等の充実  

教育インターンシップや教育ボランティア等、学校に積極的に行く

ことを勧めている。受入校は、半日とか一日とか連続して関わって

ほしいという願いを持っている。大学としては、こういった活動の

時間を学生にどう与えることができるかが課題である。  

2 件 

 

0.7% 

対外連携  教育委員会や、学校現場との連携強化。  13 件 4.3% 

カリキュラム

の調整  

教職に関する科目開講が全学部にわたっているため、学部学生（履

修者：約 2,000 人）が望む履修しやすい時間割作成が課題である。 

16 件 5.2% 

Ｃ．実施 

Ｄ．学生支援 

 履修履歴の把  

 握  

現在の教職履修カルテの今後に向けた改善およびＷＥＢ化。  12 件 3.9% 

 採用試験支援  教員採用試験合格者を増やす方策。  5 件 1.6% 

 教職に就く支  

 援  

全学的な学生への相談体制の充実。  15 件 4.9% 

 合格者の実績  教員免許状を取得する学生は卒業生の過半数を超えるが、在学中に

教員採用試験に合格する学生は少数である。学生の在学中での合格

者数を今後どのようにして増加させるかが、課題である。  

11 件 3.6% 

Ｅ．その他 

 学生の資質能 教職課程履修者の教職に対する意識・意欲の向上をどのように図る 10 件 3.3% 
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力の向上  か。  

 履修者の減少

傾向  

福祉教員の採用が０名の県がある等、福祉教員を含めた福祉ばなれ

で、年々、教職課程履修者数が減少の傾向にある。  

8 件 2.6% 

 免許更新  教員免許状更新講習の開設・運営。  2 件 0.7% 

 文部行政への

対応  

教員養成に関わる制度(教職実践演習の設置、教員養成年限の延長な

ど)の改革が、近年大きく進められており、その(最新 最良)の情報

(行政や他大学の動向など)の入手に苦労している。  

7 件 2.3% 

 その他  大学 (とくに私学 )としての教員養成の特色をいかんなく表わすよう

な、理念ありアドミッション・ポリシーの作成具体化が急務である

と実感する。大学内のパソコンシステムの利用。  

６件 2.0% 

                                   (松尾知明) 

6.教員免許更新講習の実施の有無 

 

次に、全学の教員養成責任者を対象に実施した本調査の結果をもとに、平成 21 年度の

教員免許更新講習の実施状況・体制について明らかにする。具体的には、調査対象大学の

更新講習の実施の有無、実施内容、対象者、実施体制について報告する。 

まず、各大学に「貴大学は、平成 21 年度に免許更新講習を実施しましたか。最も近い番

号に一つだけ○をつけてください」と質問し、「実施」もしくは「不実施」のいずれかを回

答してもらった。結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者別

の実施率について、直接確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分析(有

意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公私立大学間の反応の違いは【図表１

－６－１】のようであった。なお、図表に記載していないが、回答のあった国立大学の中

でも教員養成大学 6は全 39 大学が講習を実施していた。 

 

【図表 １－６－１】教員免許更新講習の実施 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立    私立    全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
・更新講習を実施している※          実施率(％)  94.7△   69.2     71.0▼   75.3 

国：57  公：26  私：217  全体：300    （実施者数） ( 54       18      154      226) 

        （上は回答者実数）                            

     

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

                             
6 国立の教員養成大学は、平成 23 年 3 月 31 日現在、教員養成課程を有している国立大学

をさす。富山大学は平成 18 年度に教員養成系の学部から一般学部への改組を行なったた

め、除外している。 
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直接確率計算法による検定の結果、講習の実施率について有意差が認められた。実施率

はいずれの設置者も 6 割以上であった。国立大学は９割以上(94.7%)とほぼすべての大学が

実施し、公立大学と私立大学は約 7 割の大学が実施していた。この結果から講習の実施率

は設置者によって違いがあり、国立大学は高く、私立大学は低いことが考えられる。 

また、国立の教員養成大学は全大学が実施していたが、この理由として教員養成大学特

有の事情が考えられる。教員養成大学は、毎年教育現場に多くの教員を輩出している。今

現場で働いている多くの卒業生が更新講習の受講対象者であるため、教員養成大学は卒業

生の身分や資格に関わる更新講習の実施を、責務であると考えていると思われる。そのた

め、すべての国立の教員養成大学が講習を実施していたと考えられる。 

 

7.教員免許更新講習の実施内容 

 

教員免許更新講習を実施している大学を対象に「講習の実施について、該当する番号に

○をつけてください」と質問し、必修領域(以下、必修とする)と選択領域(以下、選択とす

る)の講習について「実施」もしくは「不実施」のいずれかを回答してもらった。結果につ

いて、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者別の必修と選択の講習のそれ

ぞれの実施率について、直接確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分

析(有意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公私立大学間の反応の違いは【図

表１－７－１】のようであった。なお、図表に記載していないが、回答のあった国立の教

員養成大学は全 39 大学が必修と選択のいずれも実施していた。 

 

【図表 １－７－１】必修と選択の講習の実施 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立     私立     全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
・必修を実施している※           実施率(％)  90.7△   61.1     70.8▼   74.8 

国：54  公：18  私：154  全体：226    （実施者数） ( 49       11      109      169) 

        （上は回答者実数）                

・選択を実施している                   100.0    94.4     95.5    96.5 
                ( 54       17      147      218) 
 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、必修の実施率にのみ有意差が認められた。必修につ

いて言えば、国立大学の９割以上(90.7%)が実施しており、公立大学の約６割(61.1％)と私

立大学の約７割(70.8％)に比べ高い割合であった。選択は国公私立大学のいずれも９割以
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上が実施していた。この結果から必修の実施率は設置者によって違いがあり、国立大学は

高く、私立大学は低いことが考えられる。 

必修は、国立の教員養成大学とその他の大学との実施率に違いがみられる。この理由は

2 つ考えられる。1 つめは、大学に在籍している教員の専門領域が違うことである。必修の

講習内容は「免許状更新講習規則」によって、4 つの事項(「教職についての省察」、「子ど

もの変化についての理解」、「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における連携

協力についての理解」)が定められている。これらの事項はいずれも教育学に関する内容で

あるため、国立の教員養成大学は自分の大学に在籍している教員を講師に充てて講習を実

施できる。それに対し、比較的小規模の私立大学は教育学を専門にしている教員の数は限

られているため、学内の教員だけでは講習を実施できるほどの数の講師を得にくいことが

考えられる。その結果、選択は実施しても必修を実施しない大学が一定数あることが考え

られる。 

2 つめは、更新講習を実施する上で、近隣の大学同士で役割を分担したことである。す

べての国立の教員養成大学は必修を実施しているため、国立の教員養成大学の近隣にある

その他の大学は、無理をしてまで必修を実施する必要はない。国立の教員養成大学が必修

を担当し、その近隣の大学は得意な分野に特化できる選択の実施に専念したと考えられる。

大学間の更新講習のための共同実施体制については、この後の報告でもふれるが、大学間

でコンソーシアムなどを組織し共同で講習を実施した大学もあった。あえて限られた受講

者数を大学間で取り合うのではなく、大学間で調整を行い、受講予定者数に見合った規模

の講習を実施していたことが考えられる。 

 

8.教員免許更新講習の対象者 

 

教員免許更新講習を実施している大学を対象に「講習の実施について、該当する番号に

○をつけてください」と質問し、各大学の講習の受講対象者について調査した。ここでは

(1)受講対象者の職種、(2)受講対象者の学校種に分けて述べる。複数の職種や学校種を対

象に実施していた場合には、該当するすべての項目を回答してもらった。 

 

(1)受講対象者の職種について 

 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者別に教諭対象と養

護教諭対象の講習のそれぞれの実施率について、直接確率計算法による検定(両側検定、有

意差 5％水準)と残差分析(有意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公私立大

学間の反応の違いは、【図表１－８－１】のようであった。なお、図表には記載していない
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が、回答のあった国立の教員養成大学は教諭対象の講習は全 39 大学が実施しており、養護

教諭対象の講習は 1 大学を除いた 38 大学が実施していた。 

 

【図表 １－８－１】教諭向けと養護教諭向けの講習の実施 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 
                           国立   公立    私立     全体 

【実施率に有意差あり※】 
 

・教諭向けの講習を実施している       実施率(％) 100.0    94.4     99.4     99.1 
国：54  公：18  私：154  全体：226    （実施者数） ( 54       17      153     224) 

        （上は回答者実数）                               

・養護教諭向けの講習を実施している※    実施率(％)  83.3△   83.3△   34.4▼   50.0 
    （実施者数）( 45       15       53     113) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、教諭向けの講習の実施率にのみ有意差が認められた。

教諭対象の講習は、いずれの大学も９割以上が実施していた。養護教諭対象の講習は国立

大学と公立大学は約８割(いずれも 83.3％)、私立大学は約３割(34.4％)実施していた。 

養護教諭の免許を取得できる大学の数が限られているため、全体的に養護教諭対象の講

習の実施率が低かったことが考えられる。特に私立大学については、更新講習を実施して

いる大学の中に養護教諭の課程認定を受けていない大学がかなり含まれているため、養護

教諭向けの講習の実施率がより低くなったと考えられる。この結果から、養護教諭対象の

講習の実施率には設置者によって違いがあり、国立大学と公立大学は実施率が高いが私立

大学は低いことが考えられる。 

 

(2)受講対象者の学校種について 

 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者別に対象学校種(幼

稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)ごとの実施率について、直接確率計算法

による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分析(有意差 5％水準)を行なった。その結果

から示された国公私立大学間の反応の違いは【図表１－８－２】のようであった。なお、

図表に記載していないが、回答のあった国立の教員養成大学は全 39 大学がすべての学校種

の講習を実施していた。 

直接確率計算法による検定の結果、高等学校の教員を対象にした講習を除きすべての学

校種の実施率に有意差が認められた。設置者別による実施率をみると、いずれの学校種の

講習も国立大学の実施率が最も高く、実施率はいずれも８割以上だった。一方で、どの学
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校種の講習でも私立の実施率が最も低く、その中でも幼稚園と特別支援学校の教諭を対象

にした講習の実施率は５割程度(幼稚園：53.9％、特別支援学校：48.7％)と特に低かった。 

 

【図表 １－８－２】対象学校種別の講習の実施 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立    私立     全体 
【実施率に有意差あり※】 

 
・幼稚園の教員向けの講習を実施している※  実施率(％)  83.3△   72.2     53.9▼   62.4 

国：54  公：18  私：154  全体：226    （実施者数）( 45       13       83      141) 

        （上は回答者実数）                                

・小学校の教員向けの講習を実施している※          94.4△   94.4     81.9▼  85.8 
                ( 51       17      126      194) 

                              
 

・中学校の教員向けの講習を実施している※        100.0△  100.0     89.6▼  92.9 
                ( 54       18      138      210) 

 
 

・高等学校の教員向けの講習を実施している       100.0   100.0     92.2    94.7 
                ( 54       18      142      214) 

 
 

・特別支援学校の教員向けの講習を実施している※    83.3△   77.8     48.7▼  59.3 
                ( 45       14       75      134) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

この結果から、講習の実施率は設置者によって対象学校種に違いがあることが考えられ

る。本調査の結果からは、国立大学は多様な学校種の教員を対象にした講習を実施してお

り、私立大学は小学校、中学校、高等学校などの限られた学校種の教員を主な対象に講習

を実施する傾向にあることが分かった。 

 

9.教員免許更新講習の実施体制 

 

教員免許更新講習を実施している大学を対象に「講習の実施について、該当する番号に

○をつけてください」と質問し、更新講習の実施体制について調査した。ここでは(1)受講

者の受付業務、(2)講習の実施業務、(3)大学内の実施体制、(4)専任教職員の有無について

述べる。 
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(1)受講者の受付業務 

 

更新講習の受付業務について、「自身の大学のみで行なった：貴大学のみですべてを行

なった」、「コンソーシアムや他大学との協議会などを組織し共同で行なった」、「他大学が

主体になり本学とともに行なった」、「その他」の中から選択してもらった。 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。「コンソーシアムや他大学

との協議会などを組織し共同で行なった」と「他大学が主体になり本学とともに行なった」

の回答数を合計し、「他大学と共同で行なった」として結果を示す。設置者別に受講者の受

付業務方法に関する各回答のそれぞれの割合について、直接確率計算法による検定(両側検

定、有意差 5％水準)と残差分析(有意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公

私立大学間の反応の違いは【図表１－９－１】のようであった。 

 

【図表 １－９－１】受講者の受付業務について 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立    私立    全体 
 

・自身の大学のみで行なった        回答率(％)  75.9     55.6▼   85.0△   80.4 
国：54  公：18  私：154  全体：226    （回答数）  ( 41       10     130      181) 

        （上は回答者実数）                              

・他大学と共同で行なった                  16.7     44.4△   11.8▼   15.6 
                (  9        8       18       35) 

                              
 

・その他                                        7.4      0.0      3.3      4.0 
                (  4        0        5        9) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、それぞれの受講者の受付業務方法の割合の差につい

て有意差が認められた。受付業務方法を設置者別にみると、いずれの設置者も半数以上が

「自身の大学のみ」であった。「他大学と共同」は国立と私立が１割～２割程度であるのに

対し、公立は約半数の 44.5%であった。 

この結果から、受講者の受付業務方法は設置者によって違いがあることが考えられる。

多くの大学が受講者の受付業務を「自身の大学のみ」で行ない、その中でも私立大学は特

にその割合が高かったこと、公立大学は他の設置者の大学に比べ「他大学と共同」して実

施していた割合が高かったことが考えられる。 

もし近隣の複数の大学で講習を受講したいと考えた場合、受講申込を行なうたびに連絡

先が異なることは、受講者にとって負担である。そのため、受講者の受講受付の手続きが

簡単になるように、各大学は他大学と協力して受付業務を行なっていくことが期待される。 



50 
 

(2)講習の実施業務 

 

更新講習の実施業務について、「自身の大学で行なった：貴大学のみですべてを行なっ

た」、「コンソーシアムや他大学との協議会などを組織し共同で行なった」、「他大学が主体

になり行なった」、「その他」の中から選択してもらった。 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。「コンソーシアムや他大学

との協議会などを組織し共同で行なった」と「他大学が主体になり行なった」の回答数を

合計し、「他大学と共同して行なった」として結果を示す。設置者別に講習の実施業務方法

とその割合について、直接確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)と残差分析

(有意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公私立大学間の反応の違いは【図

表１－９－２】のようであった。 

 

【図表 １－９－２】講習の実施業務について 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立    私立     全体 
 

・自身の大学のみで行なった         回答率(％)  77.8▼   83.3     90.8△   87.1 
国：54  公：18  私：154  全体：226     （回答数）  ( 42       15      139      196) 

        （上は回答者実数）                              

・他大学と共同で行なった                   13.0     16.7      8.5     10.2 
                 (  7        3       13       23) 

                              
 

・その他                                         9.3△    0.0      0.7▼    2.7 
                 (  5        0        1        6) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、それぞれの講習の実施業務方法とその割合の差につ

いて有意差が認められた。実施業務方法を設置者別にみると、「自身の大学のみ」の回答率

は、国立大学が約８割程度と最も低く、私立大学は約９割程度と最も高かった。「他大学と

共同」はどの設置者とも１割～２割程度であり、ほとんどの大学が「自身の大学のみ」で

講習を実施していた。 

この結果から、講習の実施業務は設置者によって実施方法に違いがあることが考えられ

る。国立大学は公立大学や私立大学に比べ「自身の大学のみ」で講習を実施する割合が少

なく、私立大学は「自身の大学のみ」で実施することが多いことが考えられる。また、受

付業務に比べ、他の大学と協力して業務を行なっている割合が全体的に少ないことを考え

ると、講習実施に関わる業務は他大学と共同で行ないにくいことが考えられる。 
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(3)大学内の実施体制 

大学内の実施体制について、「全学的な取り組みで行なっている：全学的な企画室や実

施委員会などを組織して行なった」、「特定の学部のみで行なっている：特定の学部のみが

担当して行なった」、「学内に組織体制はない：学内には企画室や実施委員会などを組織し

ていない」、「その他」の中から選択してもらった。 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者別に各大学の学内

の実施体制とその割合について、直接確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)

と残差分析(有意差 5％水準)を行なった。その結果から示された国公私立大学間の反応の

違いは【図表１－９－３】のようであった。 

 

【図表 １－９－３】大学内の実施体制について 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立     私立     全体 
 

・全学的な取り組みで行なっている      回答率(％) 85.2△    55.6     58.0▼   64.4 
国：54  公：18  私：154  全体：226    （回答数）   (46        10       87      143) 

        （上は回答者実数）                              

・特定の学部のみの取り組みで行なっている           3.7       0.0     12.0△    9.0 
                 ( 2         0       18       20) 

 
・学内に実施体制はない                    2.0      16.7      8.5     10.2 

                 ( 2         4       18       24) 
                              

・その他                                         7.4      22.2     18.0     15.8 
                 ( 4         4       27       35) 

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、それぞれの専任教職員の配置率について有意差が認

められた。大学内の実施体制を設置者別にみると、いずれの設置者も半数以上が「全学的

な取り組み」であった。「特定の学部のみ」は国立大学と公立大学は 1 割にも満たなかった

が、私立大学は 1 割程度の回答があった。「学内に組織体制はない」は公立大学が最も回答

率が多く 2 割程度であり、それに次ぐ私立大学は 1 割程度の回答率があった。 

この結果から、大学内の実施体制は設置者によって違いがあることが考えられる。国立

大学は教員免許更新講習の実施を「全学的な取り組み」で取り組んでいるのに対し、私立

大学や公立大学は国立大学に比べ特定の学部のみの取り組みであり、学内に更新講習実施

のための組織体制が設けられていない割合が高いことが考えられる。 
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(4)専任教職員の有無 

 

大学内の免許更新講習のための専任教職員の有無について「いる」、「いない」のいずれ

かを選択してもらった。 

結果について、回答者の設置者(国公私立大学)別に考察する。設置者に各大学の専任教

職員の有無とその割合について、直接確率計算法による検定(両側検定、有意差 5％水準)

と残差分析(有意差 5％水準)の結果から示された国公立私立大学間の反応の違いは【図表

１－９－４】のようであった。 

 

【図表 １－９－４】専任教職員の有無 

回答者の所属(国公私立大学)別比較 

 

                           国立   公立    私立     全体 
【専任教職員の配置率に有意差あり※】 

 
 

・専任教職員を配置している※        回答率(％)  38.9△    5.6     13.1▼   18.7 
国：54  公：18  私：154  全体：226    （回答数）   ( 21        1       20       42) 

        （上は回答者実数）                                      

 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

直接確率計算法による検定の結果、専任教職員の有無とその割合について有意差が認め

られた。専任教職員の有無を設置者別にみると、国立大学の約４割が専任の教職員を配置

しており、公立大学や私立大学に比べ割合が高かった。 

この結果から、設置者によって、教員免許更新講習実施のための専任教職員の配置率に

違いがあり、国立大学は公立大学と私立大学に比べ配置する割合が高いことが考えられる。

また、図表には記載していないが、国立の教員養成大学に限ってみれば、国立大学よりも

配置している割合が高く約半数の 19 大学(48.7%)であった。これらのことから、国立大学

は更新講習の実施に他の大学よりも人員をかけていることが分かる。 

(望月耕太) 

終わりに 

 

 本調査の結果、(1)全学的な教員養成の実施体制、及び、(2)教員免許更新講習の実施体

制について、明らかになった主な内容は以下の通りである。 
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(1)全学的な教員養成の実施体制について 

 

・全学的な運営組織の設置状況については、国立大学 42(82.5％)、公立大学 20(76.9％)、

私立大学 192(88.1％)、全体 254(87.0％)と、全体では９割近くの大学で設置されてい

た。 

・全学センター等の担う業務について肯定率の高かった８割以上の項目を挙げてみると、

「A-3:教職課程運営の基本方針の検討(93.7％)」、「B-1:教職実践演習の企画(88.9％)」、

「C-7:教職課程認定の情報提供(88.5％)」、「A-5:教育課程カリキュラムの検証と改善

(85.8％)」、「A-8:教職課程実地審査への対応(82.5％)」であった。 

・肯定率が低かった６割以下の項目は、「B-5:教職課程の授業を含む全学の時間割の調整

(43.5％)」、「A-7:教職課程に関わる教員人事案の検討(49.4％)」、「A-4:教育課程運営の

予算案の検討 (54.4％ )」、「 B-4:教職課程の授業を含む全学のカリキュラムの調整

(56.1％)」、「F-2:教員採用試験の情報提供、論作文の添削、模擬面接などの教員採用試

験対策(58.7％)」であった。 

・調査対象の肯定率を設置者類型で比べてみると、私立大学の肯定率が高く、国立大学の

肯定率が低い傾向が見られた。とくに、この傾向は、Ｆ.学生支援及びＣ.実践において

顕著であった。 

・全学的な教員養成の実施体制に関する特色については、多かった項目を５位までみてみ

ると、①委員会中心の運営(28 件:9.2%)、②センター中心の運営(25 件:8.2%)、③実習

指導の重視(21 件:6.9%)、③学校体験の取組(21 件:6.9%)、⑤カリキュラムの全学的特

徴(17 件:5.6%)、⑤特徴的なカリキュラムの試み(17 件:5.6%)が挙げられていた。 

・全学的な教職課程の運営の直面している課題については、多かったものを５位までみて

みると、①教職員の増員や人事(38 件:12.4%)、②全学的体制づくり(27 件:8.9%)、③全

学的なカリキュラム開発(22 件:7.2%)、④教職実践演習(20 件:6.6%)、⑤センターや委

員会の体制づくり(19 件:6.2%)が挙げられていた。 

 

(2)更新講習の実施体制について 

 

・教員免許更新講習の実施率は、国立大学は９割(94.7%)、公立大学と私立大学は７割の大

学で実施されていた。講習の実施率は設置者によって有意な違いがあり、国立大学は高

く私立大学は低くかった。 

・更新講習の必修領域の実施状況は、国立大学が約９割(90.7%)、公立大学が約６割(61.1%)、

私立大学が約７割(70.8%)であった。選択領域の実施状況には、設置者による違いはみ

られなかった。 

・教諭対象講習はいずれの大学も９割以上が実施していた。養護教諭対象の講習は国立大
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学と公立大学が約８割(いずれも 83.3%)、私立大学は約３割(34.4%)実施していた。 

・対象学校種(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)ごとの実施率について

は、いずれの講習も国立大学の実施率が８割以上と最も高く、私立大学が最も低く、と

くに幼稚園と特別支援学校を対象とした講習の実施率は５割程度(幼稚園:53.9%、特別

支援学校:48.7%)であった。 

・更新講習の受付業務については、いずれの設置者も「自身の大学のみ」が半数以上であ

った。「他大学との共同」は国立大学と私立大学が１割～２割程度であるのに対し、公

立大学は４割をこえる 44.5%であった。 

・更新演習の実施業務については、「自身の大学のみ」の回答率は、国立大学が約８割と最

も低く、私立大学は約９割と最も高かった。「他大学との共同」はどの設置者とも１割

～２割程度であった。 

・大学内の実施体制については、いずれの設置者も「全学的な取り組み」が半数以上で、

「特定の学部のみ」は国立大学と公立大学は１割に満たなかったが、私立大学は１割程

度の回答があった。「学内に組織体制はない」は公立大学が２割程度、私立大学が１割

程度となっていた。 

・専任教職員の有無については、国立大学が約４割(38.9%)と、公立大学(5.6%)や私立大学

(13.1%)に比べ高かった。 

(松尾知明) 


