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第二章 学部教員養成責任者対象調査 

                             

はじめに 

 

この調査は、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て行われた。2006 年に出された中教審答申『今後の教

員養成・免許制度の在り方について』では、教員養成・免許制度の改革の具体的方策とし

て、①教職課程の質的水準の向上、②教職大学院制度の創設、③教員免許更新制の導入を

提言した。 

①教職課程の質的水準の向上に関しては、「現状では、学部段階の教員養成が中心になっ

ていることを踏まえれば、まずは既存の教職課程、特に学部段階の教員養成教育の改善・

充実を図ることが重要である。学部段階で、教員として必要な資質能力を確実に身につけ

させ、学校現場に送り出すことが、本来、教職課程に期待される役割であり、そのことが

国民や社会の要請に速やかに応えることにつながるものと考える」と提言した。具体的に

は、「(1)基本的な考え方－大学における組織的指導体制の確立－」、「(2)『教職実践演習（仮

称）』の新設・必修化－教員として必要な資質能力の最終的な形成と確認－」、「(3)教育実

習の改善・充実－大学と学校、教育委員会の共同による次世代の教員の育成－」、「(4)『教

職指導』の充実－教職課程全体を通じたきめ細かい指導・助言・援助－」、「(5)教員養成カ

リキュラム委員会の機能の充実・強化」、「(6)教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充

実」が提言された。さらに、「課程認定大学においては、これらの答申をいま一度真摯に受

け止め、学内に周知するとともに、学長・学部長等がリーダーシップを持って、カリキュ

ラム編成や教授法の改善・向上、成績評価の厳格化、現職教員を含む教職経験者の大学教

員としての積極的活用等に取り組むことが必要である」と述べ、学長・学部長等の「リー

ダーシップ」への期待を述べた。 

この調査では、この中教審答申を踏まえて、学部における教員養成の状況について調査

することがねらいであり、学部の教員養成の実施体制に責任を負う人(例えば、学部長、副

学部長など)に回答を依頼した。2008 年に出された中教審答申『学士課程教育の構築に向

けて』では「学部・学科等の縦割りの教学体制が、ともすれば学生本位の教育活動の展開

を妨げている実態を是正することが強く求められる」として、課程(プログラム)中心の考

え方に再整理していくことを提言した。学部も大学全体の教職課程の運営に共同してリー

ダーシップを発揮することが期待されている。教育職員免許法施行規則第 22 条には「課程

認定を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、

体系的に教育課程を編成しなければならない」（第 1 項）、「前項の教育課程の編成に当たっ

ては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養

するよう配慮しなければならない」（第 2 項）という規定が置かれている。ここで規定され
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ているように、大学は体系的な教育課程の編成を義務づけられており、学部長もまたその

義務を大学から委任されていると考えられる。 

398 通(56.9%)の回答を得たが、8 通は無効回答であったことから、有効回答数は 390 学

部であり、有効回収率は 55.7％であった。また、この調査のサンプリングの対象に選ばれ

なかった 29 の国立大学教員養成系大学・学部全てに対しても、参照のため調査を行った。

27 通(93.1%)の有効回答が得られた。したがって、国立大学教員養成系大学・学部に対し

ては全てを対象に調査したことになり、44 の国立大学教員養成系大学・学部のうち、41

通(93.2%)回答が得られた。なお、分析には統計解析アプリケーションＳＰＳＳ18.0 を利

用した。 

 

【図表 ２－０－１】設置者類型別回収率 

 母集団 送付数 回収数・回収率 回収率【タテ軸】 

国立 294 学部（17.6%） 125 学部 (17.8%) 86 学部（68.8%） 22.1％ 

公立 111 学部（ 6.7%） 57 学部 ( 8.1%) 27 学部 (47.4%） 6.9％ 

私立 1259 学部（75.7%） 518 学部 (74.0%) 277 学部（53.4%） 71.0％ 

全体 1664 学部 (100 %) 700 学部 (100 %) 390 学部（55.7%） 100 ％ 

 

それぞれの学部において取得可能な免許の種類を設置者別に区分すると以下の通りであ

る。多くの学部が従事しているのは「中学校・高等学校教員の養成」であることがわかる

1。 

 

【図表 ２－０－２】設置者類型別の課程認定を受けている免許の種類 

 国立 公立 私立 合計 ※ 

幼稚園教諭 16(18.6%) 2( 7.4%) 36(13.0%) 54(13.8%) 40(97.6%) 

小学校教諭 16(18.6%) 0(   0%) 32(11.6%) 48(12.3%) 41(100 %) 

中学校教諭 63(73.3%) 16(59.3%) 221(79.8%) 300(76.9%) 41(100 %) 

高等学校教諭 85(98.8%) 22(81.5%) 258(93.1%) 365(93.6%) 41(100 %) 

特別支援学校教諭 15(17.4%) 1( 3.7%) 15( 5.4%) 31( 7.9%) 39(95.1%) 

養護教諭 7( 8.1%) 4(14.8%) 14( 5.1%) 25( 6.4%) 13(31.7%) 

栄養教諭 0(   0%) 9(33.3%) 23( 8.3%) 32( 8.2%) 0(   0%) 

※全ての国立大学教員養成系大学・学部を対象に行った調査 

                             
1幼稚園教諭、小学校教諭の教職課程は「教員養成を主たる目的とする学科等でなければ認

定を受けることができない（教職課程認定基準）」こと、また、大学設置基準第 39 条によ

って附属学校を置くことが義務付けられていることから、幼稚園教諭、小学校教諭の教職

課程の認定は中学校、高等学校と比較して一般的にはハードルが高い。 
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 また、有効回答の中で平成 21 年度に新たに課程認定を受けた学部は、国立大学 1 校（1

÷86 校＝1.2％）、公立大学 2 校（2÷27 校＝7.4％）、私立大学 37 校（37÷277 校＝13.4％）

であり、私立大学の課程認定の変更が国立大学より頻繁に行われていることが推測される。

免許種毎の採用状況の変容や学生のニーズに対応して、私立大学では教職課程の在り方が

国立大学より変化に富んでいる可能性がある。 

また、私立大学を中心に卒業生が在籍校では課程認定を受けていない小学校教諭免許を、

通信教育課程 2を活用して取得し就職しているケースが見受けられた。一般的には通信制

教育課程にて小学校教諭の免許状を取得する場合は、正科生の学籍であり、大学は科目等

履修生の学籍で単位を取得することは認めていないことが多い。こうした原則があるが、

大学によっては、これらの大学の通信教育課程と協定を結び、学生が科目等履修生となっ

て小学校教員免許を取得できるようにしている。これらの仕組みは、文部科学省への手続

きを何ら必要としないが、この点に関しても、私立大学の免許種毎の採用状況の変容や学

生のニーズへの対応の早さがうかがえる。 

但し、国立大学においても、従来、教員養成に消極的であった工学部において、学生の

就職という観点、工学部出身の教員の増加による子どもの工学への関心の喚起という観点

から、工業以外の数学、理科の課程認定を受け、それを契機として教職課程の質の向上を

図る動きが回答から見受けられた 3。 

公立大学に関して言えば、例えば都留文科大学など小学校教員養成に歴史と伝統を有す

る大学はあるが、一般的には、教員養成を主たる目的とする学科等に置かれる幼稚園教諭

と小学校教諭の教職課程は少なく、この点では教員養成にそれほど重点を置いていないと

言える 4。公立大学の多くが既に国立大学に教員養成課程が置かれている状況の中で後発

的に創られたことを考えれば当然かもしれない。しかし、養護教諭と栄養教諭の教職課程

が他に比較すると多く、養護教諭が教育系ではなく看護系で養成されていること、国立大

学には置かれていない栄養教諭が栄養学科等で養成されているという点で特徴を有してい

る。さらに、平成 22 年度に教員養成を行っている公立大学 50 校のうち、21 校(42％)が一

つの学部だけが課程認定を受けており(国立大学の場合には、76 校のうち 19 校(25%)、私

立大学の場合には、464 校のうち 161 校(34.7％))、機動的な教員養成が可能であること、

また、地域の特色と関連した教員養成を行える可能性もある。 

                             
2現在、通信教育課程で一種の小学校教諭免許を取得できるのは 13 大学(星槎大学、淑徳大

学、聖徳大学、創価大学、玉川大学、東京福祉大学、東京未来大学、日本女子大学、明星

大学、佛教大学、神戸親和女子大学、近大姫路大学、環太平洋大学)である。 
3 例えば、秋田大学工学資源学部、信州大学工学部、長崎大学工学部など。 
4 同趣旨の主張として、松本裕司「公立大学における教員養成の現状と課題」『総合政策』

第 10 巻第 1 号、2008 年、1-13 頁。小学校教諭の課程認定を受けているのは都留文科大学

と愛知県立大学。幼稚園教諭の課程認定を受けているのは、岩手県立大学、新潟県立大学、

山梨県立大学、愛知県立大学、名古屋市立大学、福岡県立大学。 
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1.教職課程の授業の実施体制 

  

各学部に対して「教科に関する科目」と「教職に関する科目」のそれぞれの授業の実施

体制に関して「貴学部に所属する常勤教員・非常勤教員が担当している」、「他学部に所属

する常勤教員・非常勤教員が担当している」、「全学センターに所属する常勤教員・非常勤

教員が担当している」、「その他」の中から選択してもらった。設置者類型別に教職課程の

授業の実施体制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)を行った。 

その結果、「教科に関する科目」については、92％の学部が「学部に所属する常勤教員・

非常勤教員が担当している」と回答し、設置者類型と実施体制には関連性はなかった。し

かし、「教職に関する科目」に関しては、有意差が見られた。この違いは、私立大学の場合

には、教職課程を担当する常勤教員が学部に分属されていることが国立大学より多いため

と思われる。 

 

【図表 ２－１－１】『教職に関する科目』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 
国：85  公：27  私：274  全体：386 

・学部に所属する教員が担当         回答率(％)  29.4%▼   55.6%   50.4%△   46.1% 
      （回答数） ( 25        15     138       178 ) 

        （上は回答者実数）                              
・他学部に所属する教員が担当                 60.0%△   29.6%   24.1%▼   32.4% 

                 ( 51         8      66       125 ) 
 

・センターに所属する教員が担当                10.6%     11.1%   16.1%     14.5% 
                 (  9         3      44        56 ) 

                            
・その他                                         0.0%▼    3.7%    9.5%△    7.0% 

                 (  0         1      26        27 ) 
 

△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

2.各学部における免許取得率 

 

各学部に対して、平成 21 年度の①学部の卒業生数と②教員免許を取得した人数(複数免

許を取得した人も一人と数える)を回答してもらった。免許取得率は、②を①で除し、百分

率で表現したものである。0％～100％まで実に幅広い範囲(平均値＝16.94、中央値＝7.67、

標準偏差＝22.3)に分布している。ただし、学部によっては、教員免許の質の水準確保のた

め教職課程の登録は認めても免許取得を厳しく制限しているところもあることから、免許

取得率が高いことが直ちに質の高い教員を輩出しているということを意味しない。また、
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卒業時の免許取得者よりも教職課程の登録者の方が多い。しかし、免許取得率が 20％以下

の学部が 75.5％に達しており、多くの学部では教職課程とは一部の学生のオプションのプ

ログラムであるという位置づけになっている。 

 

【図表 ２－２－１】教員免許取得率 

免許取得率 ～10% ～20% ～30% ～40% ～50% ～60% ～70% ～80% ～90% ～100% 

学部数 

(計 342) 
199 59 26 12 11 9 7 5 8 6 

％ 58.2% 17.3% 7.6% 3.5% 3.2% 2.6% 2.0% 1.5% 2.3% 1.8% 

国立の場合 47.6% 15.9% 12.2% 2.4% 1.2% 2.4% 4.9% 4.9% 4.9% 3.7% 

公立の場合 34.8% 34.8% 26.1% 4.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

私立の場合 64.1% 16.0% 4.2% 3.8% 4.2% 3.0% 1.3% 0.4% 1.7% 1.3% 

                          (調査対象 390 学部のうち、48 学部が未記入・未完成年度等) 

 

卒業生の 50％以上が教員免許を取得する学部は 35 学部であり、全体からすると 10.2％

に過ぎない。これらの大学は小学校教諭の教員養成を行っている、あるいは音楽・美術・

体育に関して専門性の高い学部であるという特徴を有している 5。 

この免許取得率の高低が各学部における教員養成の在り方に影響を持つことが予想され

ることから、342 学部を免許取得率という観点で、「低い免許取得率の学部」、「高い免許取

得率の学部」という二つのグループ（それぞれ 171 学部）に区分した。 

 

【図表 ２－２－２】設置者別の教員免許取得率のグループ 

 国立 公立 私立 合計 

低い免許取得率の学部 35(42.7%) 4(17.4%) 132(55.7%) 171 

高い免許取得率の学部 47(57.3%) 19(82.6%) 105(44.3%) 171 

全  体 82(100%) 23(100%) 237(100%) 342 

 

3.各学部における教員就職数 

 

既に述べたように、多くの学部にとって教員養成とは「中学校・高等学校教員の養成」

                             
5 「教員養成系大学・学部のようにその間の大学の授業を休講にして教員も学生も教育実

習に専念することができる教員養成系大学では何ら問題はないが、一般大学においては授

業は平常通り行われており、教職課程を履修する学生のみがそれらの授業に 4 週間も出席

できないということになる」（奥田泰弘「21 世紀に向けて新たな開放制教員養成の展開を」

浦野東洋一・羽田貴史編『変動期の教員養成』同時代社、1998 年）と指摘されているよう

に免許取得率によって教職課程経営の在り方は違うことになる。 



60 

 

であることがわかる。そこで、中学校教諭と高等学校教諭の両方の課程認定を受けている

300 学部の中学校・高等学校（常勤・非常勤とも合算）の就職者数を調査した。0 人～164

人まで分布している。設置者別の中学校・高等学校就職者数の平均と標準偏差を分析した

結果が【図表 ２－３－１】である。 

 

【図表 ２－３－１】設置者別の中学校・高等学校の就職者数 

 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

国立  60 17.93 33.795 0 167 

公立  11  3.91  2.737 0   8 

私立 186  7.81 13.463 0 129 

全体 257 10.0 20.355 0 167 

 

また、257 学部がほぼ同じ数になるように、就職者数が「中高教員就職者少（0 人～3 人）」、

「中高教員就職者多（4 人以上）」の 2 つの学部に区分してグループ化を行った。 

 

【図表 ２－３－２】設置者別の就職者数によるグループ 

 国立 公立 私立 合計 

就職者数少（0 人～3 人） 28(46.7%) 5(45.5%) 98(52.7%) 131 

就職者数多（4 人以上） 32(53.3%) 6(54.5%) 88(47.3%) 126 

合計 60 11 186 257 

          

4.学部の教員養成の現状－設置者類型別－ 

 

各学部に対して、「A.目標の明確化について」、「B.カリキュラムの体系性について」、「C.

入学時の学生への周知について」、「D.教職概論の重視について」、「E.履修履歴の把握につ

いて」、「F.教育実習の厳格さについて」、「G.教職実践演習の重視について」、「H.学生への

支援について」、「I.教職員への周知について」、「J.組織体制の確立について」、「K.現場等

との連携について」、「L.FD の取組について」に関して、それぞれ３項目の質問項目を準備

した。これらの質問項目は 2006 年の中教審答申『今後の教員養成・免許制度の在り方につ

いて』で提言された望ましい取り組みを参照して作成した。その上で、「1.取り組んでいる」

「2.取り組んでいない」という選択肢を設け、質問した。 

小学校教諭の養成をしている学部（48 学部）とそうでない学部（342 学部）の間で取り

組みが違うことが想定されることから、両者を区分した上で、国公私立大学の設置者別に

分析する。設置者類型別に学部における教職課程運営の取り組みに関する各回答のそれぞ
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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)を行った。 

ほぼ全ての項目で「小学校教員免許状の課程認定を受けている学部」の取り組みの肯定

率が他の学部と比較すれば高い。「小学校教員免許状の課程認定を受けている学部」のうち、

国立大学と私立大学の間で有意差が認められたのは、「A-1：育成すべき教員像が明確化さ

れている」、「B-3：教職課程全体の授業、実習等の間の関連性が鳥瞰できるような図表が作

成されている」、「G-2：教職実践演習は、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員

が共同で行うこととなっている」、「K-2：教員養成に対するニーズを卒業生である現職教員

から聞く機会が設けられている」、「K-3：教員養成の在り方について教育委員会や現職教員

から外部評価を受ける仕組みがある」であった。これらのうち、「K-2：教員養成に対する

ニーズを卒業生である現職教員から聞く機会が設けられている」を除けば、国立大学の肯

定率の方が高いという結果であった 6。 

小学校教員養成を行わない「その他の学部」のうち、国立大学、公立大学、私立大学間

で有意差が認められたのは、20 項目であるが、18 項目が「国立大学の取り組み率は低く、

私立大学の取り組み率は高い」という結果となった。 

 

【図表 ２－４－１】学部における教員養成の取り組み 

                           国立   公立     私立    全体 

A-1：育成すべき教員像が明確化されている                   
(全 体) 国：85  公：26  私：277  全体：388         43.5%    65.4%     63.2%    59.0% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     93.8%△      62.5%▼ 72.9% 
(その他) 国：69  公：26  私：245  全体：340     31.9%▼ 65.4%     63.2%△ 57.1%   
 
A-2：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が明文化されている                   
(全 体) 国：86  公：26  私：277  全体：389         57.0%    53.8%     56.7%    56.6% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     87.5%        68.8%   75.0% 
(その他) 国：70  公：26  私：245  全体：341     50.0%   53.8%     55.1%  54.0%   
 
A-3：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が到達目標として明文化されている              
(全 体) 国：86  公：25  私：275  全体：386         53.5%    52.0%     48.7%    50.0% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     75.0%        50.0%   58.3% 
(その他) 国：70  公：25  私：243  全体：338     48.6%   52.0%     48.6%  48.8%   
 
B-1：各学年、教育実習毎の主な学習のねらいと活動が明文化されている                   
(全 体) 国：84  公：26  私：277  全体：387         47.6%    57.7%     60.6%    57.6% 

                             
6 その背景には、国立大学教員養成系大学・学部の危機感があると理解できる。この危機

意識は 2001 年に出された国立の教員養成大学学部の在り方に関する懇談会報告『今後の国

立の教員養成系大学学部のあり方について』を契機とするものであるが、その後も「2006

年の中教審答申が教員養成・免許制度の全体像（グランドデザイン）の見直しに至ってい

ないこと、規制緩和・民間開放推進会議などの新自由主義的「外圧」が存在すること、東

京都の「東京教師養成塾」などの「大学外」の教師教育改革が存在すること」岩田康之・

金子真理子・坂井俊樹・三石初雄「今日の大学と教員養成をめぐる情勢と課題」東京学芸

大学教員養成カリキュラム開発センター編『教師教育改革のゆくえ－現状・課題・提言－』

創風社、2006 年、11～26 頁。こうしたことから、「エンドレスの危機意識」が醸成されて

いると分析されている(水本徳明「教育システムの作動としての教師教育と教師教育改革」

日本教師教育学会編『教師教育改革の検証(年報 19 号)』2010 年、18-26 頁)。 
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(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     75.0%        78.1%   77.1% 
(その他) 国：68  公：26  私：245  全体：339     41.2%▼  57.7%     58.4%△ 54.9%   
B-2：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像と教職科目の各科目との関連が理解できるよ

う明文化されている                   
(全 体) 国：85  公：25  私：276  全体：386         40.0%    28.0%     14.5%    39.7% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     68.8%        50.0%   56.3% 
(その他) 国：69  公：25  私：244  全体：338     33.3%   28.0%     43.4%  40.2%   
 
B-3：教職課程全体の授業、実習等の間の関連性が鳥瞰できるような図表が作成されている         
(全 体) 国：85  公：26  私：277  全体：388         40.0%    19.2%     41.5%    39.7% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     68.8%△       34.4%▼  45.8% 
(その他) 国：69  公：26  私：245  全体：340     33.3%   19.2%▼   42.4%△ 38.8%   
 
C-1：教職課程のオリエンテーションで卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が学生に説

明されている                   
(全 体) 国：86  公：27  私：276  全体：389         54.7%    77.8%     75.7%    71.2% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     87.5%        75.0%   79.2% 
(その他) 国：70  公：27  私：244  全体：341     47.1%▼  77.8%     75.8%△ 70.1%   
 
C-2：教職課程のオリエンテーションで学部の教員養成カリキュラムについて学生に説明されている                   
(全 体) 国：86  公：27  私：277  全体：390         75.6%    96.3%     95.3%    91.0% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     100.0%          96.9%   97.9% 
(その他) 国：70  公：27  私：245  全体：342     70.0%▼  96.3%     95.1%△ 90.0%   
 
C-3：教職課程のオリエンテーションで教職課程への入学者受入方針(アドミッションポリシー)につい

て学生に説明されている                   
(全 体) 国：85  公：27  私：275  全体：387         35.3%    51.9%     72.0%    62.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     62.5%        84.4%   77.1% 
(その他) 国：69  公：27  私：243  全体：339     29.0%▼ 51.9%     70.4%△ 60.5%   
 
D-1：教職概論(入門科目)の授業は、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が共同で行って

いる                   
(全 体) 国：79  公：25  私：274  全体：378         24.1%    16.0%     22.3%    22.2% 
(小学校) 国：15  公： 0  私： 32  全体： 47     53.8%        31.3%   38.3% 
(その他) 国：64  公：25  私：242  全体：331     17.2%   16.0%     21.1%  19.9%   
 
D-2：教職概論(入門科目)の授業は、計画・実施・評価などに教職経験者が関与している                   
(全 体) 国：77  公：25  私：274  全体：376         64.9%    48.0%     75.5%    71.5% 
(小学校) 国：15  公： 0  私： 32  全体： 47     66.7%        65.6%   66.0% 
(その他) 国：62  公：25  私：242  全体：329     64.5%   48.0%▼   76.9%△ 72.3%   
 
D-3：教職概論(入門科目)の授業で、学生の教職課程受講に向けての意欲・適性が確認されている                   
(全 体) 国：77  公：26  私：271  全体：374         51.9%    73.1%     76.4%    71.1% 
(小学校) 国：15  公： 0  私： 32  全体： 47     60.0%         78.1%   72.3% 
(その他) 国：62  公：26  私：239  全体：327     50.0%▼ 73.1%     76.2%△ 70.9%   
 
E-1：教員が学生の教職課程の履修履歴を把握できる仕組みができている                   
(全 体) 国：86  公：27  私：277  全体：390         80.2%    77.8%     84.5%    83.1% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     87.5%        84.4%   85.4% 
(その他) 国：69  公：26  私：245  全体：340     78.6%   77.8%     84.5%  82.7%   
 
E-2：学生が教育実習等の各段階において満たすべき到達目標に照らして自己評価できるような仕組み

ができている                   
(全 体) 国：86  公：27  私：276  全体：389         65.1%    59.3%     64.5%    64.3% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     81.3%        65.6%   70.8% 
(その他) 国：70  公：27  私：244  全体：341     61.4%    59.3%     64.3%  63.3%   
 
E-3：学生の教職課程の履修履歴に基づいた指導体制の仕組みができている                   
(全 体) 国：86  公：27  私：277  全体：390         57.0%    51.9%     71.8%    67.2% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     81.3%        75.0%   77.1% 
(その他) 国：70  公：27  私：245  全体：342     51.4%▼ 51.9%     71.4%△ 65.8%   
 
F-1：教育実習の履修に先だって、実習に行くべき資質を備えているか確認するためのテスト等が実施

されている                  
(全 体) 国：83  公：26  私：276  全体：385         20.5%    34.6%     48.9%    41.8% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     31.3%        50.0%   43.8% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：337     17.9%▼ 34.6%     48.8%△ 41.5%   
 
F-2：教育実習の履修に先だって、学生が満たすべき到達目標が明文化されている                  
(全 体) 国：83  公：26  私：277  全体：386         57.8%    46.2%     71.8%    67.1% 
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(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     75.0%        65.6%   68.8% 
(その他) 国：67  公：26  私：245  全体：338     53.7%▼ 46.2%▼   72.7%△ 66.9%   
F-3：教育実習の履修に先だって、事前の修得単位数や習得科目の設定がなされている                  
(全 体) 国：85  公：27  私：277  全体：389         91.8%    92.6%     97.1%    95.6% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     100.0%       100.0%   100.0% 
(その他) 国：69  公：27  私：245  全体：341     89.9%   92.6%     96.7%  95.0%   
 
G-1：教職実践演習は、教職経験者が実施・評価に関与することとなっている                 
(全 体) 国：80  公：25  私：274  全体：379         71.3%    64.0%     82.8%    79.2% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 31  全体： 47     62.5%        87.1%   78.7% 
(その他) 国：64  公：25  私：243  全体：332     73.4%   64.0%     82.3%△ 79.2%   
 
G-2：教職実践演習は、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が共同で行うこととなってい

る                
(全 体) 国：80  公：26  私：274  全体：380         72.5%    84.6%     64.2%    67.4% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 30  全体： 46     93.8%△       63.3%▼ 73.9% 
(その他) 国：64  公：26  私：244  全体：334     67.2%   84.6%     64.3%  66.5%   
 
G-3：教職実践演習の成績は、複数の教員が評価する仕組みとなっている                 
(全 体) 国：80  公：26  私：270  全体：376         77.5%    88.5%     70.4%    73.1% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 30  全体： 46     87.5%        70.0%   76.1% 
(その他) 国：64  公：26  私：240  全体：330     75.0%   88.5%     70.4%  72.7%   
 
H-1：学部の学生には、教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬試験などの教員採用試験対策が

組織的に(有志の教員による取り組みではなく)実施されている                 
(全 体) 国：86  公：26  私：276  全体：388         43.0%    38.5%     63.4%    57.2% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     100.0%        87.5%   91.7% 
(その他) 国：70  公：26  私：244  全体：340     30.0%▼ 38.5%     60.2%△ 52.4%  
 
H-2：学部の学生には、教職に就く上での相談が日常的に受けられる体制が組織的に(有志の教員による

取り組みではなく)整備されている                 
(全 体) 国：85  公：26  私：276  全体：387         43.5%    65.4%     71.7%    65.1% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     81.3%        87.5%   85.4% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：339     34.8%▼ 65.4%     69.7%△ 62.2%  
 
H-3：学部の学生には、希望すればインターンシップ等で学校等を訪問できる仕組みが組織的に(有志の

教員による取り組みではなく)整備されている                 
(全 体) 国：85  公：26  私：276  全体：387         36.5%    34.6%     50.0%    46.0% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     75.0%        75.0%   75.0% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：339     27.5%▼ 34.6%     46.7%△ 41.9%  
 
I-1：学部の教職員全員に向けて、学部の教員養成の理念・教員養成カリキュラムが説明されている                
(全 体) 国：86  公：26  私：276  全体：388         39.5%    53.8%     50.4%    48.2% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     81.3%        65.6%   70.8% 
(その他) 国：70  公：26  私：244  全体：340     30.0%▼ 53.8%     48.4%△ 45.0%  
 
I-2：学部に所属する、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員に向けて、学部の教員養成の

理念・教員養成カリキュラムが説明されている                
(全 体) 国：85  公：27  私：276  全体：388         41.2%    51.9%     59.1%    54.6% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     87.5%        71.9%   77.1% 
(その他) 国：69  公：27  私：244  全体：340     30.4%▼ 51.9%     57.4%△ 51.5%  
 
I-3：教職課程科目を担う非常勤講師に対して、学部の教員養成・教員養成カリキュラムが説明されて

いる               
(全 体) 国：85  公：26  私：277  全体：388         36.5%    57.7%     54.2%    50.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     18.8%        43.8%   35.4% 
(その他) 国：69  公：26  私：245  全体：340     40.6%   57.7%     55.5%  52.6%  
 
J-1：学部段階の教員養成の責任者の役割が明確化されている           
(全 体) 国：86  公：26  私：276  全体：388         39.5%    46.2%     45.7%    44.3% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 31  全体： 47     62.5%        64.5%   63.8% 
(その他) 国：70  公：26  私：245  全体：341     34.3%   46.2%     43.3%  41.6%  
 
J-2：学部段階の教員養成の理念・教員養成カリキュラムが教授会等で検討されている           
(全 体) 国：86  公：25  私：277  全体：388         46.5%    52.0%     54.2%    52.3% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     87.5%        81.3%   83.3% 
(その他) 国：70  公：25  私：245  全体：340     37.1%   52.0%     50.6%  47.9%  
 
J-3：学部段階の教員養成の現状と改善策についての自己評価が毎年文書化されている          
(全 体) 国：85  公：26  私：276  全体：387         12.9%    26.9%     25.0%    22.5% 
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(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     50.0%        37.5%   41.7% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：339      4.3%▼ 26.9%     23.4%△ 19.8%  
K-1：教員養成について地元の教育委員会等と協議会等が設けられている          
(全 体) 国：86  公：25  私：276  全体：387         39.5%    40.0%     42.8%    41.9% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     93.8%        68.8%   77.1% 
(その他) 国：70  公：25  私：244  全体：340     27.1%   40.0%     39.3%  36.9%  
 
K-2：教員養成に対するニーズを卒業生である現職教員から聞く機会が設けられている          
(全 体) 国：86  公：26  私：276  全体：388         31.4%    34.6%     62.0%    53.4% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     31.3%▼       65.6%△  54.2% 
(その他) 国：70  公：26  私：244  全体：340     31.4%▼  34.6%     61.5%△ 53.2%  
 
K-3：教員養成の在り方について教育委員会や現職教員から外部評価を受ける仕組みがある          
(全 体) 国：86  公：26  私：275  全体：387         15.1%     3.8%      6.9%     8.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     50.0%△       12.5%▼  25.0% 
(その他) 国：70  公：26  私：243  全体：349      7.1%    3.8%      6.2%   6.2% 
 
L-1：教職課程の授業の公開を年に一回以上実施している          
(全 体) 国：86  公：26  私：276  全体：388         23.3%    19.2%     28.3%    26.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     68.8%        50.0%   56.3% 
(その他) 国：70  公：26  私：244  全体：340     12.9%   19.2%     25.4%  22.4% 
 
L-2：教員養成に関する講演会を年に一回以上実施している         
(全 体) 国：85  公：26  私：276  全体：387         15.3%    19.2%     34.8%    29.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     37.5%        53.1%   47.9% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：339     10.1%▼  19.2%     32.4%△ 26.8% 
 
L-3：教員養成に関する学習会を年一回以上実施している         
(全 体) 国：85  公：26  私：276  全体：387         17.6%    26.9%     34.8%    30.5% 
(小学校) 国：16  公： 0  私： 32  全体： 48     62.5%        53.1%   56.3% 
(その他) 国：69  公：26  私：244  全体：339      7.2%▼  26.9%     32.4%△ 26.8% 

 
△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い 

 

5.学部の教員養成の現状－教員免許取得率類型別－ 

 

ここでは、「低い免許取得率の学部」、「高い免許取得率の学部」という教員免許取得率の

類型に基づいて、「取り組んでいる」という実施率について、χ二乗検定による検定(両側

検定、有意差 5％水準)を行った。なお、既に述べたように、小学校教員養成課程を有して

いる学部の取り組みは他と異なるため、小学校教員養成課程を有している学部を除いて分

析する。有意差が認められた項目は以下の通りである。 

 

【図表 ２－５－１】学部における教員養成の取り組み×教員免許取得率類型別 

低       高         全体 

C-2：教職課程のオリエンテーションで学部の教員養成カリキュラムについて学生に説明されている            

低：171  高：137  全体：308           87.7%        94.9%        90.9%    

                          
G-1：教職実践演習は、教職経験者が実施・評価に関与することとなっている 

低：166  高：133  全体：299           73.5%        85.0%        78.6% 

 

H-1：学部の学生には、教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬試験などの教員採用試験対策が

組織的に(有志の教員による取り組みではなく)実施されている 
低：171  高：137  全体：308           45.0%        62.0%        52.6% 

 

H-3：学部の学生には、希望すればインターンシップ等で学校等を訪問できる仕組みが組織的に(有志の

教員による取り組みではなく)整備されている 
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低：170  高：137  全体：307           36.5%        50.4%        42.7% 

 

I-1：学部の教職員全員に向けて、学部の教員養成の理念・教員養成カリキュラムが説明されている 

低：171  高：136  全体：307           39.2%        52.2%        45.0% 

 

J-1：学部段階の教員養成の責任者の役割が明確化されている 

低：171  高：137  全体：308           37.4%        50.4%        43.2% 

 

6.学部の教員養成の現状－中学校・高等学校就職者数類型別－ 

 

ここでは、「中高教員就職者少（0 人～3 人）」、「中高教員就職者多（4 人以上）」という

中学校・高等学校就職者数の類型に基づいて、学部の教員養成の現状を分析する。既に述

べたように、小学校教員養成課程を有している学部の取り組みは他と異なるため、小学校

教員養成課程を有している学部を除いて分析する。 

 

【図表 ２－６－１】学部における教員養成の取り組み×教員就職者数類型別 

低       高         全体 

H-1：学部の学生には、教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬試験などの教員採用試験対策が

組織的に(有志の教員による取り組みではなく)実施されている 
低：123  高：101  全体：224           47.2%        67.3%        56.3% 

 

H-3：学部の学生には、希望すればインターンシップ等で学校等を訪問できる仕組みが組織的に(有志の

教員による取り組みではなく)整備されている 
低：170  高：137  全体：307           36.6%        56.0%        45.3% 

 

就職率の高低によってその取り組みに差がある項目は、「H-1:学部の学生には、教員採用

試験情報の提供、論作文の添削、模擬試験などの教員採用試験対策が組織的に(有志の教員

による取り組みではなく)実施されている」、「H-3:学部の学生には、希望すればインターン

シップ等で学校等を訪問できる仕組みが組織的に(有志の教員による取り組みではなく)整

備されている」に限定されている。今日、従前からこうした学生支援に力を入れていた私

立大学に加えて国立大学においても力が入れられつつある 7。「学生支援」は単なる教員採

用試験対策のためとみられがちであるが、「教職に就く、あるいは教職を遂行するにあたっ

て最低限必要な『知識、見識』を培うことであり、またそれを聞き手に間違いなく伝える

『プレゼンテーション・スキル』を磨くことにある」という意味づけをしている大学もあ

る 8。 

                             
7 これらの「学生支援」の必要性は国立大学の中でも認識されている。例えば、駿河克宏・

佐藤史人・松浦善満「和歌山大学教職・キャリア支援室の活動状況と教員採用試験の合否

状況について」『和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター紀要』第 20 号、2010 年、

小川潔・松原泰通「教員志望学生の指導のあり方(3)－」『岡山大学教師教育開発センター

紀要』第 1 号、2011 年。 
8 川路澄人・廣兼志保・高旗浩史「教員養成学部における『教職パフォーマンス』の育成

に関する一考察」『島根大学教育学部附属教育臨床総合研究センター紀要』第 3 号、2004
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7.学部における教職課程の位置づけ 

 

 各学部における教職課程の位置づけを問うため、以下の４つの質問項目について「そう

思う」、「だいたいそう思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の選択肢を用意し

て質問した。 

 

【図表 ２－７－１】学部の卒業生の有力な就職先として重視している 

 そう思う だいたい 

そう思う 

あまりそう

思わない 

そう 

思わない 

わからない 合計 

【ヨコ軸】 

国立 26(31.0%) 17(20.2%) 22(26.2%) 18(21.4%) 1(1.2%) 84(100%) 

公立 5(19.2%) 8(30.8%) 7(26.9%) 6(23.1%) 0(0%) 26(100%) 

私立 74(27.0%) 86(31.4%) 81(29.6%) 31(11.3%) 2(0.7%) 274(100%) 

計 105(27.3%) 111(28.9%) 110(28.6%) 55(14.3%) 3(0.8%) 384(100%) 

 

【図表 ２－７－２】教員免許取得を学部として奨励している 

 そう思う だいたい 

そう思う 

あまりそう

思わない 

そう 

思わない 

わからない 合計 

【ヨコ軸】 

国立 18(21.4%) 18(21.4%) 31(36.9%) 16(19.0%) 1(1.2%) 84(100%) 

公立 1( 3.8%) 10(38.5%) 10(38.5%) 4(15.4%) 1(3.8%) 26(100%) 

私立 56(20.3%) 110(39.9%) 88(31.9%) 19(6.9%) 3(1.1%) 276(100%) 

計 75(19.4%) 138(35.8%) 129(33.4%) 39(10.1%) 5(1.3%) 386(100%) 

 

【図表 ２－７－３】教職課程を通じた学生の成長を重視している 

 そう思う だいたい 

そう思う 

あまりそう

思わない 

そう 

思わない 

わからない 合計 

【ヨコ軸】 

国立 23(27.4%) 20(23.8%) 25(29.8%) 12(14.3%) 4(4.8%) 84(100%) 

公立 7(26.9%) 12(46.2%) 7(26.9%) 0(0%) 0(0%) 26(100%) 

私立 112(40.6%) 109(39.5%) 36(13.0%) 16(5.8%) 3(1.1%) 276(100%) 

計 142(36.8%) 141(36.5%) 68(17.6%) 28(7.3%) 7(1.8%) 386(100%) 

 

【図表 ２－７－４】教員免許を取得できることを本学部の魅力として重視している 

 そう思う だいたい 

そう思う 

あまりそう

思わない 

そう 

思わない 

わからない 合計 

【ヨコ軸】 

                                                                                       

年、81 頁。 
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国立 25(29.8%) 28(33.3%) 26(31.0%) 5(6.0%) 0(0%) 84(100%) 

公立 5(19.2%) 12(46.2%) 8(30.8%) 1(3.8%) 0(0%) 26(100%) 

私立 111(40.1%) 112(40.4%) 40(14.4%) 12(4.3%) 2(0.7%) 277(100%) 

計 141(36.4%) 152(39.3%) 74(19.1%) 18(4.7%) 2(0.5%) 387(100%) 

 

次にこの結果を、回答種の属性(国公私立大学)別に考察しよう。各項目における未回答

者と「わからない」と回答した欠損値として扱い、分散分析・多重比較(Tukey のＨＳＤ)

結果から示された国公私立大学間の反応の違い(有意差 5％水準)は、【図表２－７－５】の

ようになった。 

 

【図表 ２－７－５】「教職課程の位置づけ」回答者の所属(国公私立大学)別間比較 

                             国立   公立    私立    全体 

【国公私の三者間で有意差なし】 

 

Ａ：学部の卒業生の有力な就職先として重視している 平均値   2.39     2.54     2.25     2.30 

      国：83  公：26  私：272  全体：381  （標準偏差）(1.146    1.067    0.982    1.026) 

        （上は回答者実数）                                                                             

 

【国私の二者間のみで有意差あり※】 

 

Ｂ：教員免許取得を学部として奨励している                  2.54     2.68     2.26     2.35 

      国：83  公：25  私：273  全体：381               (1.039    0.802    0.862    0.909) 

                                                          ┗━━━ ※ ━━━┛ 

   

Ｃ：教職課程を通じた学生の成長を重視している              2.33     2.00     1.84     1.95 

      国：80  公：26  私：273  全体：379               (1.053    0.748    0.868    0.922) 

                                                          ┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

Ｄ：教員免許を取得できることを本学部の魅力として 

重視している                                          2.13     2.19     1.83     1.92 

      国：84  公：26  私：275  全体：385               (0.915    0.801    0.835    0.861) 

                                                          ┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

8.学部における教員養成の課題 

  

「学部における教員養成の課題」を把握するため、A～M までの 13 項目の内容それぞれ

に対して「そう思う」、「だいたいそう思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」、「わ

からない」の 5 つの選択肢を用意して質問した。その結果、教員養成に関して直面してい

る課題のうち上位 4 位は、①「M.実習先との連携を強化すること」、②「K.大学全体で協力

して教員養成に取り組む体制をつくること」、③「F.教職課程の担当教員(教科及び教職担

当)の間のコミュニケーションを活性化させること」、④「L.教育委員会との連携を強化す

ること」となった。①「M.実習先との連携を強化すること」に関しては、81.3％の学部が

課題として認知している。 
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【図表 ２－８－１】学部における教員養成の課題 

次に、この結果を回答者の所属(国公私立大学）別に考察しよう。各項目における「わ

からない」という回答者と未回答者は欠損値として扱い、分散分析・多重比較(Tukey のＨ

ＳＤ)結果から示された国公私立大学間の反応の違い(有意差 5％水準)は、【図表２－８－

２】のとおりである。 

 国公私立大学の三者間で、相互に何らかの有意差が認められた項目は、13 項目中 3 項目

のみであったが、いずれも、私立大学の方が積極的反応が高いというものであった。 

 

 

【図表 ２－８－２】「学部における教員養成の課題」回答者の所属(国公私立大学)別比較 

                             国立     公立     私立     全体 

【国私の二者間のみで有意差あり※】 

 

Ｂ：教員養成カリキュラムの特色の明確化     平均値      2.45     2.42     2.13     2.22 

      国：84  公：26  私：272  全体：382 （標準偏差）  (1.080    0.987    0.961    0.998) 

        （上は回答者実数）                                  ┗━━━ ※ ━━━┛                                           

 

Ｃ：重点的に取り組む課題の明確化                      2.41     2.38     2.00     2.12 

      国：85  公：26  私：270  全体：381               (0.930    0.752    0.851    0.880) 

                                                          ┗━━━ ※ ━━━┛ 
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Ｇ：学部に所属する教員間の育成すべき教員像の共通理解      2.43     2.15     2.03     2.12 

      国：82  公：26  私：271  全体：379               (0.903    0.967    0.851    0.884) 

                                                          ┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

【いずれの間も有意差が認められない】 

 

Ａ：教員養成の理念の明確化                         2.19     2.27     2.10     2.13 

      国：84  公：26  私：273  全体：383               (0.988    1.041    1.003    1.001) 

                                                           

Ｄ：学部段階での教員養成の責任者の役割の明確化          2.39     2.58     2.34     2.37 

      国：84  公：26  私：267  全体：377               (0.994    0.758    0.992    0.978) 

 

Ｅ：学部段階での教員養成を担う組織の見直し                2.60     2.50     2.41     2.46 

      国：83  公：26  私：268  全体：377               (0.962    0.990    0.996    0.989) 

 

Ｆ：教職課程の担当教員間のコミュニケーション促進          2.27     1.88     2.07     2.10 

      国：83  公：26  私：272  全体：381               (0.885    0.766    0.947    0.925) 

 

Ｈ：教職課程担当教員の教員養成に対する意欲向上            2.34     2.46     2.31     2.32 

      国：83  公：26  私：271  全体：380               (0.941    0.859    1.003    0.979) 

 

Ｉ：教職課程担当教員の教員養成に関する能力の向上          2.40     2.35     2.32     2.34 

      国：85  公：26  私：271  全体：382               (0.928    0.797    1.006    0.975) 

                                                           

Ｊ：教職課程の責任者の教員養成に関する知識習得期          2.27     2.35     2.07     2.13 

      国：83  公：26  私：268  全体：377               (0.885    0.745    0.931    0.913) 

 

Ｋ：大学全体の教員養成実施体制の確立                      1.82     2.23     1.89     1.90 

      国：85  公：26  私：273  全体：384               (0.902    0.863    0.874    0.882) 

 

Ｌ：教育委員会との連携を強化すること                    2.20     2.08     2.03     2.07 

      国：84  公：26  私：269  全体：379               (0.902    0.796    0.841    0.853) 

 

Ｍ：実習先との連携を強化すること                       1.96     1.96     1.82     1.86 

      国：84  公：26  私：270  全体：380               (0.813    0.662    0.780    0.781) 

 

9.教職課程の担当教員の間のコミュニケーション活性化 

 

以上の質問項目の中で、「F.教職課程の担当教員(教科及び教職担当)の間のコミュニケー

ションを活性化させること」が教員養成の課題として強く認識されている。本調査では、

各学部で「教職課程の担当教員(教科及び教職担当)の間のコミュニケーションを活性化す

るために、貴学部が積極的に取り組んでいること」があれば自由に記述してもらった。記

入されたものの内、「特になし」「今後の課題」などの実質的な内容を含まない回答を除き、

その内容を全部で以下の通り、11 個のカテゴリーにアフターコード化した。全部で 105 学

部からの自由記述があり、件数は 127 件であった。 
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【図表 ２―９－１】教職課程の担当教員間におけるコミュニケーション活性化の手立て 

カテゴリー 例 度数 ％ 

委員会・会議 教職課程委員会を設置し、情報交換・共有を行っている。学科

会議時に教職課程に関する話題や意見を交換する機会をできる

だけ設けている。 

74 件 59.7％ 

ＦＤ・ 

共同研究 

学部・大学院の正式な組織として「教育内容・教材開発研究会」

を立ち上げ、実践的な教育と研究の発表とＦＤ研修の場にして

いる。学部長裁量経費で教育プロジェクトの申請を公募し、予

算措置している。毎年、プロジェクトの成果を発表する場を設

けて教員間のコミュニケーションを促進している。 

20 件 16.1% 

合同授業 教科専門と教科教育の橋渡し領域として「教科内容構成研究科

目」を新設、教科と教職の担当者が協同して開講する等、協力

関係を構築、その成果と課題を検証するため、プロジェクト型

研究組織を構築している。 

9 件 7.3％ 

コミュニケー

ション活性化 

メーリングリストなどによるコミュニケーション促進、情報共

有化。 

6 件 4.8％ 

教職センター 教員養成と地域連携を推進するための学部附属センター「教育

デザインセンター」は、シンクタンク部分として、教育デザイ

ン研究会を擁し、会員は教育学研究科(教育人間科学部学校教育

課程)教員、附属学校・地域学校教員、教育学研究科院生で構成

されている。この研究会は教育デザインフォーラムを主宰し、

紀要『教育デザイン研究』を公刊している。この教育デザイン

フォーラムが中心となって教師教育のための議論を展開してい

る。 

4 件 3.2％ 

実習参加 教職課程の担当教員の多くが音楽教育学科に所属しており、学

科では年度ごとの課題を掲げ、全員で対策について協議し、取

り組む体制をつくっている。ピアノ・声楽などの実技系学科も

協力して、事前テストや補充指導を行うなど、日頃から教育実

習を念頭においた指導を心がけている。 

3 件 2.4％ 

学部分属 本学は教職に関する科目の担当教員を各学部に分属させ、他の

所属教員と同様の業務に従事させており、日常的にコミュニケ

ーションがとれているものと思われる。また、文学部では教職

に関する科目の担当教員を含めて、教育研究内容をＦＭ放送で

広報する機会を設けており、教職・教科双方の教員が教員養成

2 件 1.6％ 
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に関心を向ける場面が多い。 

指導用資料の

共有 

教職教育センターには専任教員４名、事務職員１名が常駐して

いる。月１回第２火曜日に会議をもち、１年生から４年生まで

の学生の実態について、情報交換し把握している。１年間使用

して指導テキストは、お互いに閲覧できるように書庫に保管し

ている。 

2 件 1.6％ 

常駐スタッフ 

・スペース 

教職課程担当者による委員会の開催、専用の部屋の確保等。 2 件 1.6％ 

重点化 学部内で教職採用試験に向けた取り組みを、学部を挙げて行っ

ている。このようなことが教員相互のコミュニケーションの促

進に役立っていると思われる。 

1 件 0.8％ 

組織 教職授業を複数で担当。教科ごとのコース編成にし、教科と教

職を同じコースに入れている。 

1 件 0.8％ 

   （その他に分類された 3 件を除いた 124 件） 

 

10.学部における教員養成の改善度と促進要因 

  

「学部における教員養成の改善度」を把握するため、「貴職の立場から判断して、貴学部

の教員養成の質の向上に関する取り組みの状況はどうですか」という質問を４段階の評定

尺度で回答してもらい、その反応結果をとらえようとした。 

 

【図表 ２－１０－１】学部における教員養成の改善度 

全体：390  

とても改善が進んでいる  6.9％ 

まあまあ改善が進んでいる 44.1％ 

あまり改善が進んでいない 39.5％ 

改善が進んでいない  4.4％ 

未回答  5.1％ 

 

次に、この結果を回答者の属性（国公私立大学）別に考察しよう。未回答者は欠損値と

して扱い、分散分析・多重比較(Tukey のＨＳＤ)結果から示された国公私立大学間の反応

の違い(有意差 5％水準)は、【図表２－１０－２】のようであった。小学校教員養成を行っ

ている学部とそれ以外の学部を含めて分析すれば、国公私立大学間の反応の違いはない。

しかし、小学校教員養成を行っている学部とそれ以外の学部を区分して分析すれば、それ
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以外の学部において国立大学と私立大学において有意な差が見いだされた。 

 

【図表 ２－１０－２】改善度 回答者の所属（国公私立大学）別比較 

 

                              国立     公立     私立     全体 

 

・小学校教員養成                平均値      1.81            2.03     1.96 

      国：16  公：0  私：31  全体：47   （標準偏差） (0.655           0.657    0.658) 

        （上は回答者実数）                                                                             

 

・その他                                     2.75     2.54     2.43     2.50 

      国：64  公：24  私：235  全体：323                (0.735    0.658    0.646    0.675) 

                                                           ┗━━━ ※ ━━━┛ 

   

・全体                                 2.56     2.54     2.39     2.44 

      国：80  公：24  私：266  全体：370                (0.809    0.658    0.659    0.696) 

 

※有意差あり 

 

 また、この結果を回答者の属性（「教職に関する科目」実施体制類型）別に考察した。未

回答者は欠損値として扱い、分散分析・多重比較(Tukey のＨＳＤ)結果から示された「教

職に関する科目」の実施体制類型間の反応の違い(有意差 5％水準)は、【図表２－１０－３】

のようであった。 

 

【図表 ２－１０－３】改善度 回答者の所属(「教職に関する科目」実施体制類型)別間

比較 

 

     学部所属   他学部所属 センター所属       その他     全体 

       教員担当   教員担当    教員担当 

  平均値      2.24          2.72          2.47          2.30          2.43 

（標準偏差）  (0.701          0.613         0.716         0.465         0.693) 

         ┗━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━━━━━━ ※ ━━━━━━━━━┛ 

※有意差あり 

 

続いて、上記の質問で「改善が進んでいる」と回答した人に「改善が進んだ理由の中で、

特に重要であった要因についてご記入ください」という質問を行った。教員養成教育の改

善の促進要因を探索するためである。ここでの分析は、サンプリングによる調査対象以外

の国立大学教員養成系大学・学部による記述も含める。その内容を全部で以下の通り、14

個のカテゴリーにアフターコード化した。208 学部から記述があり、計 275 件の記述があ

った。 

指摘が多かった上位 5 位は、①「学科再編や教員養成教育組織の改編、委員会の権限・

メンバーの改革」、②「教職員の意識変革・力量形成」、③「教職員間の課題の共有の促進」、

④「カリキュラム・指導法開発」、⑤「ＧＰ、補助金、課程認定等」であった。この他に、
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「教員養成コンソーシアム四国」のように大学という枠を超えて教員養成の質を改善する

取り組みも指摘されている。 

 

【図表 ２－１０－４】改善の促進要因 

カテゴリー 例 度数 ％ 

育成すべき教員

像の明確化など

ビジョン設定 

学部の教職員全員に向けて、学部の教員養成の理念・教員養

成カリキュラムが説明されるようになったこと。「教職実践演

習」の履修に結びつけるかたちを採った「履修カルテ」の作

成や学生に向けての個別相談の機会の提供という面で、学生

の自己形成を促すための施策が充実したこと。 

17 件 6.2％ 

カリキュラム 

・指導法開発 

カリキュラムの体系化（ＡＰ、ＤＰ、ＣＰの作成）・教育実習

を含む実習科目群の体系化と省察科目群の設置・実習や省察

を担う実習カリキュラム委員会の設置。 

31 件 11.3% 

教職実践演習と

履修履歴の整備 

履習カルテの作成によって、教職に関わる教員が、具体的到

達目標を明確に持ち、学生一人ひとりの学習内容の習得につ

いて、授業後ばかりか、授業中においても、意識的に評価し

て、場合によっては「補完指導」をその場でなすなど教員の

姿勢、授業への取り組み方が変わってきた。 

15 件 5.5％ 

学科再編や 

教員養成教育組

織の改編、委員会

の権限・メンバー

の改革 

平成２３年４月に、初等教育に重点をおく教育学部が開設さ

れることになっており、それが人文科学部(⇒中・高の教員養

成)にとっても刺激になった。・今年度(平成２２年度）、教職

課程委員会が立ち上がり、改革を進める体制ができた。各教

科の教科教育研究担当者に、新たに現場にベテランを複数、

非常勤講師として採用し、学校現場とのつながりを重視して

授業展開をおこなって頂いている。 

55 件 20.1％ 

教職員間の課題

の共有の促進 

平成２０年度に既存の「工業」に加えて高等学校「理科」の

免許課程が新設され、２年経過したばかりですが、「教職課程

運営委員会」を中心として、学部教育の主たる改善組織であ

る「学務委員会」において、年次毎に教職課程の充実につい

て改善課題を明確化し、着実に課題を解決してきています。

学部における「委員会組織における改善課題の共認と解決」

が肝要と考えます。 

34 件 12.4％ 

当事者の 

意見反映 

文学部、理学部等、教員志望の学生の多い学部との連携・協

力（教員＋学務系職員）が進展したこと。教育実習・介護等

2 件 0.7％ 
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体験懇談会で、学生及び受入校や社会福祉施設側の率直な意

見、感想を聴取できる体制が確立したこと。 

教職員の人事 教科指導法担当者として、それを専門に研究した専門家を導

入したこと。 

21 件 7.7％ 

教職員の意識 

変革・力量形成 

教職課程委員会で「教職課程担当者のためのてびき」と「学

生用の説明書」を整備したため。 

38 件 13.9％ 

教職課程受講生

の水準向上 

養護教諭の養成であり、平成２１年度迄は選択制で希望する

学生は教職課程が取得できる状況にあったが、２２年度から

は５名程度とし選考を行うこととした。 

17 件 6.2％ 

学内連携 教職課程履習カルテの設計、運用（特任講師の増員を含む）

のめどがたった。全学の教職課程委員会と連携し、他学部と

も連携が整いつつある。 

5 件 1.8％ 

ＧＰ、補助金、 

課程認定等 

平成１９年度に文部科学省「教員養成改革モデル事業」にお

いて本学教職教育部を中心に教育養成学部を有しない総合大

学における教員養成カリキュラムの改善モデル構築の最終報

告をおこなって以来、積極的に教職教育部と連携し、協力し

ながら学部独自の教育理念を活かした、教師の育成を目指す、

きっかけとなった。 

23 件 8.4％ 

教育委員会、学校

との連携 

教員養成ＧＤの取り組み（教育臨床、国語教育）・インターン

シップ（教育委員会・学校との連携）・教職専門職大学院の発

足。 

11 件 4.0％ 

研究団体への 

参画、大学間連携 

戦略的大学連携支援事業の指定を受けて「教員養成コンソー

シアム四国」の組織ができ、この組織がこれ迄の教職担当教

員をサポートできるようになったから。 

4 件 1.5％ 

免許更新講習 教職実践演習に対する理解の浸透や更新講習へ参加、また、

学生の意思により参加できる活動（「ちゃぶ台」方式による課

外活動）を組織的に強化してきたことなどにより、教員養成

に対する教員の意識が向上しており、附属学校や公立学校と

の連携・協力も盛んになってきた。 

1 件 0.4％ 

   （その他に分類された 1 件を除いた 274 件） 

 

11.学部における教員養成の改善度と阻害要因 

 

ここでは、学部における教員養成の改善に関する阻害要因について述べる。上記の質問
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で「改善が進んでいる」と回答した人に「改善が進まない理由の中で特に重要であった要

因についてご記入ください」という質問を行った。ここでの分析は、サンプリングによる

調査対象以外の国立大学教員養成系大学・学部による記述も含める。その内容を全部で以

下の通り、9 個のカテゴリーにアフターコード化した。157 学部から記述があり、計 169

件の記述があった。 

指摘が多かった上位 4 位は、①「教員免許取得率・採用率の低さ」、②「教員養成を重視

していない」、③「教員養成の組織体制の不備」、④「学部は教員養成の非責任主体」及び

「教職員の多忙、人手不足」であった。 

 

【図表 ２－１１－１】改善の阻害要因 

カテゴリー 例 度数 ％ 

学部は 

教員養成の 

非責任主体 

本学部では、教職課程の指導体制が各学科・研究室毎に比較

的独立しており、学部全体としての理念や情報の共有が今の

ところなされていないため。 

本学は、学部単位で教員養成課程を設置しているのではなく、

全学的教職課程担当組織があり、そこが一元的に教職養成を

行っているため、学部がそこに関与する余地がないため。 

13 件 8.8％ 

教員免許取得率・ 

採用率の低さ 

教職への就職可能性が小さいため、十分な資源を投入できな

い。 

43 件 29.1% 

教員養成を重視

していない 

本学部の教育において、教員養成にあまり重きをおいていな

いこと。 

31 件 20.9％ 

他の教育改善へ

の取り組み 

本学部では、ＪＡＢＥＥ基準に則した教育改善を行うことに

より、教育内容を保障する教育体制を構築しているものであ

り、教員養成を目的とした改善を行っているものではないた

め。また、本学の教員養成に関る、教職科目等は、学部独自

ではなく、全学で検討・運営されているため。 

10 件 6.8％ 

教職員の多忙、 

人手不足 

教員・職員ともに事務的な仕事が増えてきており、改善策を

検討するための十分な時間が取りにくく現状維持に甘んじて

いる。 

13 件 8.8％ 

学部の 

教職担当者の 

不在等 

教職課程は全学レベルで議論され、対象学生が非常に多いた

め、学生の個別な事情が反映されにくい。教員育成を専門と

する教員がおらず、部局での教育・研究と並行して行なわざ

るを得ない。 

10 件 6.8％ 

教員養成の 学部段階における教員養成の組織上の問題と学部専門教育 14 件 9.5％ 
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組織体制の不備 （理工系）との関係（カリキュラム、時間割等）。 

教職員の意識の

低さ、意識の違い 

教員養成に対する関心が低い。担当科目の講義公開などＦＤ

に対する意識が低い。 

9 件 6.1％ 

学生側の課題 まだまだ基礎学力が低く、その点での底上げにエネルギーを

注いでいる。 

5 件 3.4％ 

   （その他に分類された 21 件を除いた 148 件） 

 

12.全学的な教員養成の実施体制 

  

全学的な教員養成の実施体制に関して、「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

キュラム委員会など）は設置されていますか」という質問をおこなった。また、「1.有」と

回答した人に、「全学的な機関・組織は貴学部における教員養成の質の向上に寄与していま

すか」という質問を行った。その結果が以下の通りである。全学的な教員養成の実施体制

に関して責任を負う人に対し質問した際の「全学的な機関・組織」の設置率は 87.0％であ

ったが、学部段階の責任者の場合には設置率は 83.7％であり、ほぼ一致している。 

 

 【図表 ２－１２－１】全学的教員養成の実施体制と効果 

 度数 ％ 効果 度数 ％ 

1.有 323 件 83.7％ 寄与している 268 件 84.3％ 

寄与していない  50 件 15.7％ 

無回答   5 件 

2.現在はなく、今後も設置の予定はない  35 件  9.1％ 

3.現在はないが、今後設置の予定がある  28 件  7.2％ 

合計 386 件 100％ 

 

13.全学的な教員養成の実施体制と学部における教員養成の取り組み 

 

上記【図表２－１２－１】で示されている通り、「全学的な機関・組織」が設置されてい

る大学のうち、84.3％の回答者が学部における教員養成の質の向上に寄与していると回答

している。 

今回の調査では、学部に対しては学部の取り組みを、大学に対しては全学的教員養成の

実施体制について質問した。後者については、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



77 

 

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つの業務グループの質問項目を準備し、「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。この二つのデータを結合させて、それぞれの業務グループ毎に従

事度が高い全学的組織を持つ学部と低い学部とに区分した。 

 

【図表 ２－１３－１】業務グループ毎の業務の従事度 

 理念・枠組み 企画・立案 実施 学生支援 

高群 144 学部（51.4%） 131 学部 (46.0%) 139 学部（49.5%） 126 学部（44.1%） 

低群 136 学部（48.6%） 154 学部 (54.0%) 142 学部 (50.5%） 160 学部 (55.9%） 

不明 110 学部 105 学部 109 学部 104 学部 

全体 390 学部  390 学部 390 学部 390 学部 

  ※「不明」は全学的責任者からの回答が無かった学部、全学的組織が無い学部等 

 

学部に対して質問した「学部の教員養成の取り組み」の結果を上記の 4 つの業務グルー

プ毎の業務の従事度との間でクロス集計を行い、χ二乗検定(両側検定、有意差 5％水準)

と残差分析(有意差 5％水準)を行った。 

 

【図表２－１３－２】学部における教員養成の取り組み×業務グループ毎の業務の従事度 

                             高群     低群 

A-1：育成すべき教員像が明確化されている 
                   
(概念・枠組み) 高群：143  低群：136   全体：279         65.7%      55.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：154   全体：284     64.6%    57.8% 
(実 施) 高群：138  低群：142   全体：280      63.0%    60.6%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      64.8%    58.1%      
 
A-2：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が明文化されている 
                   
(概念・枠組み) 高群：144  低群：136   全体：280         58.3%      56.6%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154   全体：285     66.4%△   50.0%▼ 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281      57.6%    57.0%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      59.5%    56.3%    
 
A-3：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が到達目標として明文化されている 
              
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         51.4%      48.5%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152   全体：283     55.0%     46.1% 
(実 施) 高群：139  低群：140   全体：279      48.2%    52.9%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：158   全体：284      49.2%    51.3%    
 
B-1：各学年、教育実習毎の主な学習のねらいと活動が明文化されている 
                  
(概念・枠組み) 高群：143  低群：135   全体：278         59.4%      53.3%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：153   全体：283     63.1%△   51.0%▼ 
(実 施) 高群：138  低群：141   全体：279      54.3%    58.2%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      63.2%    51.6%    
 
B-2：卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像と教職科目の各科目との関連が理解できるよ

う明文化されている                   
(概念・枠組み) 高群：143  低群：136   全体：279         43.4%      37.5%      
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(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：154   全体：284     53.1%△   30.5%▼ 
(実 施) 高群：138  低群：142   全体：280      39.1%    41.5%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      45.6%    37.5% 
 
B-3：教職課程全体の授業、実習等の間の関連性が鳥瞰できるような図表が作成されている 
         
(概念・枠組み) 高群：143  低群：136   全体：279         41.3%      38.2%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：154   全体：284     44.6%     36.4% 
(実 施) 高群：138  低群：142   全体：280      39.1%    41.5%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      44.8%    36.3%    
 
C-1：教職課程のオリエンテーションで卒業時に身につけさせる最低限の資質能力の全体像が学生に説

明されている                   
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         68.8%      71.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153   全体：284     70.2%     71.2% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      69.8%    70.9%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：159   全体：285      73.8%    68.6%  
 
C-2：教職課程のオリエンテーションで学部の教員養成カリキュラムについて学生に説明されている                   
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：280         88.9%      89.7%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154   全体：285     88.5%     90.3% 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281      89.2%    89.4%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      91.3%    88.1%  
 
C-3：教職課程のオリエンテーションで教職課程への入学者受入方針(アドミッションポリシー)につい

て学生に説明されている                   
(概念・枠組み) 高群：144  低群：133   全体：277         65.3%    54.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：151   全体：282     64.9%     57.6% 
(実 施) 高群：139  低群：139   全体：278      64.0%    56.8%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：159   全体：283      65.9%    57.3%  
 
D-1：教職概論(入門科目)の授業は、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が共同で行って

いる                   
(概念・枠組み) 高群：140  低群：130   全体：270         17.9%      23.1%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：127  低群：147   全体：274     21.3%     19.0% 
(実 施) 高群：136  低群：134   全体：270      16.2%    24.6%      
(学 生 支 援) 高群：122  低群：153   全体：275      18.0%    21.6%  
 
D-2：教職概論(入門科目)の授業は、計画・実施・評価などに教職経験者が関与している                   
 
(概念・枠組み) 高群：142  低群：127   全体：269         76.1%      66.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：128  低群：145  全体：273     71.9%     70.3% 
(実 施) 高群：136  低群：133   全体：269      72.1%    69.9%      
(学 生 支 援) 高群：124  低群：150   全体：274      72.6%    70.0%  
 
D-3：教職概論(入門科目)の授業で、学生の教職課程受講に向けての意欲・適性が確認されている                   
 
(概念・枠組み) 高群：141  低群：126   全体：267         70.2%      69.0%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：127  低群：144  全体：271     65.4%     73.6% 
(実 施) 高群：135  低群：132   全体：267      66.7%    74.2%      
(学 生 支 援) 高群：122  低群：150   全体：272      70.5%    69.3%  
 
E-1：教員が学生の教職課程の履修履歴を把握できる仕組みができている                   
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：136   全体：280         84.0%      80.1%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154  全体：285     78.6%     85.7% 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281      83.5%    81.0%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      82.5%    82.5%  
 
E-2：学生が教育実習等の各段階において満たすべき到達目標に照らして自己評価できるような仕組み

ができている                   
(概念・枠組み) 高群：143  低群：136   全体：279         66.4%      64.0%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：154  全体：284     64.6%     66.9% 
(実 施) 高群：138  低群：142   全体：280      65.9%    64.8%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：159   全体：285       64.3%    67.3%  
 
E-3：学生の教職課程の履修履歴に基づいた指導体制の仕組みができている                   
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：136   全体：280         69.4%      63.2%      
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(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154  全体：285     65.6%     68.2% 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281       64.7%    68.3%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      66.7%    67.5%  
 
F-1：教育実習の履修に先だって、実習に行くべき資質を備えているか確認するためのテスト等が実施

されている                  
(概念・枠組み) 高群：143  低群：133   全体：276         41.3%      36.1%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：130  低群：151  全体：281     41.5%     37.1% 
(実 施) 高群：137  低群：140   全体：277      40.1%    37.9%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：282      48.8%△   31.2%▼  
 
F-2：教育実習の履修に先だって、学生が満たすべき到達目標が明文化されている                  
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：133   全体：277         68.8%      62.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：151  全体：282     69.5%     63.6% 
(実 施) 高群：138  低群：140   全体：278      66.7%    65.0%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：157   全体：283      75.4%△   59.2%▼  
 
F-3：教育実習の履修に先だって、事前の修得単位数や習得科目の設定がなされている                  
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         96.5%      94.1%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     94.7%     96.1% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      97.8%    92.9%      
(学 生 支 援) 高群：122  低群：150   全体：272      96.8%     94.3%  
 
G-1：教職実践演習は、教職経験者が実施・評価に関与することとなっている                 
 
(概念・枠組み) 高群：142  低群：132   全体：274         85.2%△    70.5%▼      
(企 画 ・ 立 案) 高群：128  低群：151  全体：279     78.1%     78.1% 
(実 施) 高群：136  低群：139   全体：275      83.8%    74.8%      
(学 生 支 援) 高群：124  低群：156   全体：280      87.9%△   70.5%▼  
 
G-2：教職実践演習は、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が共同で行うこととなってい

る                
(概念・枠組み) 高群：141  低群：132   全体：273         65.2%      67.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：128  低群：150  全体：278     58.6%▼    73.3%△ 
(実 施) 高群：136  低群：138   全体：274      66.9%    67.4%      
(学 生 支 援) 高群：123  低群：156   全体：279     65.9%     66.7%  
 
G-3：教職実践演習の成績は、複数の教員が評価する仕組みとなっている                 
 
(概念・枠組み) 高群：139  低群：131   全体：270         71.9%      71.0%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：127  低群：148  全体：275     65.4%▼    77.7%△ 
(実 施) 高群：135  低群：136   全体：271      73.3%    72.8%      
(学 生 支 援) 高群：121  低群：155   全体：276      76.0%     69.0%  
 
H-1：学部の学生には、教員採用試験情報の提供、論作文の添削、模擬試験などの教員採用試験対策が

組織的に(有志の教員による取り組みではなく)実施されている                 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         63.9%    53.3%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     62.6%      56.9% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      64.7%    56.0%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      71.2%△    50.6%▼  
 
H-2：学部の学生には、教職に就く上での相談が日常的に受けられる体制が組織的に(有志の教員による

取り組みではなく)整備されている                 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         68.8%      61.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     70.2%      61.8% 
(実 施) 高群：138  低群：141   全体：279      70.3%    63.1%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      78.4%△   56.0%▼  
 
H-3：学部の学生には、希望すればインターンシップ等で学校等を訪問できる仕組みが組織的に(有志の

教員による取り組みではなく)整備されている                 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         54.9%    43.3%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     52.7%      46.7% 
(実 施) 高群：138  低群：141   全体：279      50.7%    50.4%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      56.0%    44.7%  
 
I-1：学部の教職員全員に向けて、学部の教員養成の理念・教員養成カリキュラムが説明されている                
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         48.6%      47.4%      
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(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     48.9%      49.0% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      46.0%    52.5%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：159   全体：285      50.0%     47.8%  
 
I-2：学部に所属する、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員に向けて、学部の教員養成の

理念・教員養成カリキュラムが説明されている                
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         52.1%      47.0%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     51.9%      49.3% 
(実 施) 高群：139  低群：140   全体：279      50.4%    51.4%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：158   全体：284      51.6%     49.4%  
 
I-3：教職課程科目を担う非常勤講師に対して、学部の教員養成・教員養成カリキュラムが説明されて

いる               
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         48.6%      45.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284      46.6%      48.4% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      49.6%    44.7%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：159   全体：285      52.4%     43.4%  
 
J-1：学部段階の教員養成の責任者の役割が明確化されている           
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：136   全体：280         47.2%      40.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154  全体：285     45.8%      42.9% 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281      45.3%    44.4%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      50.8%    38.8% 
 
J-2：学部段階の教員養成の理念・教員養成カリキュラムが教授会等で検討されている           
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：136   全体：280         52.8%      54.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：154  全体：285     58.0%      50.6% 
(実 施) 高群：139  低群：142   全体：281      54.7%    54.2%      
(学 生 支 援) 高群：126  低群：160   全体：286      54.8%     53.1%  
 
J-3：学部段階の教員養成の現状と改善策についての自己評価が毎年文書化されている          
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         23.6%      19.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     22.1%      20.4% 
(実 施) 高群：139  低群：140   全体：279      21.6%    21.4%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      28.0%△    15.7%▼  
 
K-1：教員養成について地元の教育委員会等と協議会等が設けられている          
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         44.4%      44.4%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     45.8%      43.1% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      45.3%    44.7%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      47.2%      41.9%  
 
K-2：教員養成に対するニーズを卒業生である現職教員から聞く機会が設けられている          
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         63.2%△    46.7%▼      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     67.2%△    45.1%▼ 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      61.2%    50.4% 
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      68.8%△    44.4%▼  
 
K-3：教員養成の在り方について教育委員会や現職教員から外部評価を受ける仕組みがある          
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279          9.7%       9.6%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     13.0%     6.5% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280       8.6%     10.6%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      10.4%       8.8%  
 
L-1：教職課程の授業の公開を年に一回以上実施している          
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：135   全体：279         23.6%      28.9%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：153  全体：284     26.0%      27.5% 
(実 施) 高群：139  低群：141   全体：280      24.5%     29.8%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：160   全体：285      29.6%      24.4%  
 
L-2：教員養成に関する講演会を年に一回以上実施している         
 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         38.2%△    24.6%▼      
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(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     39.7%△    23.7%▼ 
(実 施) 高群：139  低群：140   全体：279      35.3%     27.9%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      40.0%△    23.9%▼  
 
L-3：教員養成に関する学習会を年一回以上実施している         

 
(概念・枠組み) 高群：144  低群：134   全体：278         35.4%      29.1%      
(企 画 ・ 立 案) 高群：131  低群：152  全体：283     37.4%    27.6% 
(実 施) 高群：139  低群：140   全体：279      34.5%     30.7%      
(学 生 支 援) 高群：125  低群：159   全体：284      39.2%△    26.4%▼  
 

 
△＝期待値よりも有意に高い、▼＝期待値よりも有意に低い  

 

  

終わりに 

 本調査で明らかになったことは以下の通りである。 

・学部における教職課程の実施体制において、「教職に関する科目」の実施体制に関して設

置者類型(国立・公立・私立)と実施体制に関連性があることがわかった。 

・免許取得率（平成 21 年度の教員免許を取得した人数を学部の卒業生数で除したもの）は、

0%～100％まで実に幅広い範囲に分布しており、免許取得率が 20％以下の学部が 75.5％

であることがわかった。 

・2006 年の中教審答申『今後の教員養成・免許制度の在り方について』で提言された望ま

しい取り組みを参照して作成した学部の取り組みに関して、小学校教員養成を行ってい

る学部の取り組み率が他の学部と比べて高いことがわかる。「その他の学部」のうち、国

立大学、公立大学、私立大学間で有意差が認められたのは、20 項目であるが、18 項目が

「国立大学の取り組み率は低く、私立大学の取り組み率は高い」という結果となった。 

・小学校教員養成を行っている学部をのぞいて分析した場合、教員免許取得率の類型の違

いによって差がでるのは「入学時の学生への周知について」、「教職概論の重視について」、

「学生への支援について」、「教職員への周知について」、「組織体制の確立について」に

関わるものであった。 

・小学校教員養成を行っている学部をのぞいて分析した場合、教員就職者数の累計の違い

によって差が出るのは、「学生への支援について」に関わるもののみであった。 

・「教職課程の位置づけ」は、「A.学部の卒業生の有力な就職先として重視している」とい

う点は国公私立大学間で差がないが、「B.教員免許取得を学部として奨励している」、「C.

教育課程を通じた学生の成長を重視している」、「D.教員免許を取得できることを本学部

の魅力として重視している」という質問項目においては、私立大学の肯定率が高く、国

立大学と私立大学の間で有意な差があることがわかった。 

・教員養成に関して直面している課題のうち上位 4 位は、①「M.実習先との連携を強化す

ること」、②「K.大学全体で協力して教員養成に取り組む体制をつくること」、③「F.教

職課程の担当教員(教科及び教職担当)の間のコミュニケーションを活性化させること」、

④「L.教育委員会との連携を強化すること」であった。 



82 

 

・各学部で「教職課程の担当教員(教科及び教職担当)の間のコミュニケーションを活性化

するために、貴学部が積極的に取り組んでいること」があればその取り組みを自由に記

述してもらい、アフターコード化した後に分類した結果、上位 3 位は、①「委員会・会

議」、②「ＦＤ・共同研究」、③「合同授業」であった。 

・学部の教員養成の質の向上に関する取り組みの改善度について質問したが、「とても改善

が進んでいる(27 学部：7.3％）」、「まあまあ改善が進んでいる(172 学部：44.1％）」、「あ

まり改善が進んでいない(154 学部：39.5％）」、「全く改善が進んでいない(17 学部：

4.4％）」という結果となった。 

・学部における教員養成の「改善が進んでいる」と回答した人に「改善が進んだ理由の中

で、特に重要であった要因についてご記入ください」という質問を行った。アフターコ

ード化した後に分類した結果として、指摘が多かった上位 5 位は、①「学科再編や教員

養成教育組織の改編、委員会の権限・メンバーの改革」、②「教職員の意識変革・力量

形成」、③「教職員間の課題の共有の促進」、④「カリキュラム・指導法開発」、⑤「Ｇ

Ｐ、補助金、課程認定等」であった。 

・学部における教員養成の「改善が進んでいない」と回答した人に「改善が進まない理由

の中で、特に重要であった要因についてご記入ください」という質問を行った。指摘が

多かった上位 4 位は、①「教員免許取得率・採用率の低さ」、②「教員養成を重視して

いない」、③「教員養成の組織」、④「学部は教員養成の非責任主体」及び「教職員の多

忙・人手不足」であった。 

・全学的な教員養成の実施体制に関して、「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

リキュラム委員会など)は設置されていますか」という質問をおこなった。83.7％の学

部が「1.有」と回答し、その内、84.3％が「全学的な機関・組織は学部における教員養

成の質の向上に寄与している」と回答している。 

・全学的な教員養成の実施体制に関して、業務グループ毎の業務の従事度が高いグループ

の方が低いグループよりも有意に学部段階の教員養成の取り組み度が高いものが見いだ

された。 

                              （岩田康之・藤原文雄） 

 


