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第四章 教職課程授業担当者の実践力の規定要因 

 

1. 教職へのポジティブな取り組みの規定要因 

 

 本章では、ここまで見てきたデータをもとにして、教職課程の授業担当者の実践力が何

によって規定されているのかについて、簡単な検討を行う。本章では「1.とてもそう思う」、

「2.少しそう思う」、「3.あまりそう思わない」、「4.全くそう思わない」等を「３－２

－１－０」と得点化し分析した。 

 まず、教職課程授業担当者用調査票のⅡ－（３）の「教職に関連した授業に対する取り

組みや考え」などに関する 17 の質問項目を得点化し、その総得点（ＢとＧは逆転項目）を

従属変数として回帰分析を行った。17 の質問項目は例えば「情熱をもって熱心に取り組ん

でいる」、「使命感を持って取り組んでいる」などの項目から構成されている。 

モデルⅠは、規定要因として、教職教育の経験年数や教員免許の有無などキャリアに関

わる項目群を仮定し、モデルⅡではⅣ－(1)(2)(3)の「学校現場との関わりに関する活動」、

「大学内での活動や同僚との連携」、「自身の教職教育担当者としての力量形成の活動」を

問うた質問群を用いて具体的な経験の影響を概観する。モデルⅠの結果は【図表４－１－

１】の通りである。 

 

【図表 ４－１－１】教職の授業へのポジティブな取り組みへの規定要因 

（モデル１:キャリア） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 39.022 2.144  18.201 .000 

年齢 .105 .032 .136 3.302 .001 

本年度の担当授業数 -.019 .011 -.098 -1.697 .090 

教職関連授業 .029 .019 .088 1.526 .128 

教職教育に携わっている経験年数 -.031 .028 -.044 -1.126 .261 

教員免許の有無（－） -4.362 .641 -.257 -6.799 .000 

卒論・卒研の指導業務の従事の有無（－） 1.322 .649 .080 2.038 .042 

教職実践演習の準備に関する業務の従事の有無（－） -3.973 .537 -.276 -7.394 .000 

従属変数: 教職へのポジティブな取り組み得点 51 点    調整済みＲ２=270   Ｆ値=32.715 

 

まず、【図表４－１－１】の「有意確率」を見て、有意確率 5％水準で有意な関連性を

持つ変数を確認し、標準化係数のプラス・マイナスを確認し、正か負の相関を確認する。 

モデルⅠでは、「教職の授業へのポジティブな取り組み」が、年齢、教員免許の保持、
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教職実践演習の準備への参加と正の相関があり、卒論・卒研の指導に従事していることと

負の相関があった。教職教育の経験との間には相関がない。以上の結果を総合すると、退

職校長などの高年齢になってから採用され、教職教育に専門特化されたスタッフと、教職

教育に限らず、大学教育に長いキャリアを持つスタッフが、教職教育にポジティブに取り

組んでいることが推察される。 

 続いて、モデルⅡにおいて、具体的な活動内容の影響を確認しよう。【図表４－１－２】

の「有意確率」を見て、有意確率 5％水準で有意な関連性を持つ変数を確認し、標準化係

数のプラス・マイナスを確認し、正か負の相関を確認する。有意な関係が確認されたのは、

「現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する」「卒業して教師を務めている教

え子の相談にのったり、アドバイスをしたりする」「現職の先生と日常的に交流がある」

という学校現場とのつながりと、「学生の教育実習等の現場体験を参観する」「教職志望

の学生に学習や進路のアドバイスをする」という学生への指導助言の経験であった。また、

「大学での教授法」や「現在の大学生の特質や課題」などの自身の教育技術や大学生への

対応に関わる学習や、「日本における望ましい教育のありかた」や「子どもの特質や課題」

などの教育の内容に関して積極的に研究・学習する経験にも正の相関が確認された。 

 

【図表 ４－１－２】教職の授業へのポジティブな取り組みへの規定要因 

（モデル２:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 18.103 .820  22.066 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める .013 .172 .002 .073 .942 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

.168 .210 .023 .800 .424 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

.889 .193 .131 4.593 .000 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

.646 .183 .090 3.526 .000 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

.520 .194 .076 2.688 .007 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

.184 .211 .020 .872 .383 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

-.122 .174 -.017 -.705 .481 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

.231 .208 .025 1.109 .268 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

.332 .182 .038 1.823 .068 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.412 .172 .062 2.395 .017 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.234 .160 .033 1.462 .144 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

1.648 .208 .204 7.910 .000 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

.331 .211 .038 1.571 .116 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-.237 .265 -.017 -.893 

 

.372 
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(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

.924 .255 .108 3.626 .000 

(C)子どもの特質や課題 

 

.940 .217 .121 4.332 .000 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

.234 .292 .027 .801 .423 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

.311 .259 .038 1.197 .231 

(F)現在の大学生の特質や課題 -.544 .238 -.057 -2.284 .023 

(G)大学での教授法 

 

1.607 .214 .170 7.521 .000 

従属変数: 教職へのポジティブな取り組み得点 51 点   調整済みＲ２=.529   Ｆ値=76.789 

 

次に、教職教育に関わる中でネガティブな影響を持つ要因について考察する。ここでは、

教職教育を行うにあたって中で感じている悩みや不満に関する 17 の項目（教職課程授業担

当者用調査票のⅡ－（５））について、先ほどと同様に得点化を行い、その総合点に対し

て、重回帰分析により、モデルⅠとモデルⅡの影響関係を確認した。結果は、【図表４－１

－３】、【図表４－１－４】の通りである。「教職の授業へのポジティブな取り組みの規

定要因」の分析の際と同じように、「有意確率」を見て、有意確率 5％水準で有意な関連

性を持つ変数を確認し、標準化係数のプラス・マイナスを確認し、正か負の相関を確認す

る。 

 モデルⅠでは、ネガティブな規定要因として、キャリアは全く相関が確認されなかった。

モデルⅡでは、「現職の先生と日常的に交流がある」「同僚に大学での授業についてアドバ

イスする」といった活動や、「担当している授業に関わる専門領域の内容」や「大学での

教授法」を学習・研究することとの間に負の相関が、また、「学生の教育実習等の現場体

験を参観する」ことや、「現在の大学生の特質や課題」を学習し研究することとの間に正

の相関が確認された。 

教職教育の実践上の悩みは、学校現場とつながりを持つことや、同僚からアドバイスを

もらうことや、大学教授法の学習によって一定程度解消されていることがわかる。一方、

教育実習等の参観は、スタッフにとって、それ自体が負担になっているものと推察される。 

 

【図表 ４－１－３】教職の授業への取り組みのネガティブな規定要因 

（モデル１:キャリア） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 13.699 2.233  6.134 .000 

年齢 -.024 .033 -.036 -.747 .456 

本年度の担当授業数 -.003 .011 -.017 -.259 .796 

教職関連授業 .009 .019 .031 .467 .641 

教職教育に携わっている経験年数 .022 .029 .035 .773 .440 

教員免許の有無（－） .355 .673 .023 .527 .598 
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卒論・卒研の指導業務の従事の有無（－） -1.065 .678 -.072 -1.570 .117 

教職実践演習の準備に関する業務の従事の有無（－） .595 .557 .046 1.067 .286 

従属変数: 取り組み上の悩み得点 51 点   調整済みＲ２=003   Ｆ値=1.291 

 

 

 

 

【図表 ４－１－４】教職の授業への取り組みのネガティブな規定要因 

（モデル２:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 19.498 1.038  18.789 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める .018 .215 .003 .084 .933 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

.109 .263 .017 .415 .679 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

-.394 .242 -.065 -1.632 .103 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

-.125 .230 -.020 -.546 .585 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

-.670 .242 -.109 -2.769 .006 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

.349 .265 .042 1.315 .189 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

.140 .218 .022 .643 .521 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

.194 .261 .024 .743 .457 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

-.165 .230 -.021 -.717 .473 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.647 .217 .110 2.980 .003 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.242 .201 .039 1.202 .230 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

-.099 .263 -.014 -.378 .705 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

-.686 .266 -.088 -2.580 .010 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-1.258 .333 -.104 -3.777 .000 

(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

-.275 .322 -.036 -.853 .394 

(C)子どもの特質や課題 

 

-.421 .273 -.061 -1.538 .124 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

-.630 .365 -.083 -1.727 .084 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

.102 .324 .014 .316 .752 

(F)現在の大学生の特質や課題 .605 .299 .071 2.028 .043 

(G)大学での教授法 

 

-.704 .268 -.084 -2.626 .009 

従属変数: 授業担当上の悩み得点 51 点   調整済みＲ２=.067   Ｆ値=5.816 

 

教職教育への取り組み上の悩みは多様である。悩みの内容別に見てみよう。悩みに関す

る 17 項目（教職課程授業担当者用調査票のⅡ－（５））を因子分析にかけたところ、4

つ因子が抽出された。  
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【図表 ４－１－５】教職の授業へ悩みや不安の因子構造（因子分析） 

 因子 

１ ２ ３ ４ 

 授業の 

成立 

 

学生の 

問題 

 

授業負担 
ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

ｷﾞｬｯﾌﾟ 

 (B)学生に意欲や関心を持たせることができない .610 .317 -.019 .144 

(F)学生の気持ちや要望がわからない 

 

.606 .253 .075 .079 

(A)実践に役立つ内容を教えることができない 

 

.523 .076 .040 .338 

(K)授業がマンネリ化している 

 

.515 .136 .136 .099 

(C)授業に使命感や意欲が持てない .515 .082 .124 .189 

(D)教師をコントロールできない .471 .109 .093 .074 

(L)授業時間分の授業内容が用意できない 

 

.445 -.044 .256 .018 

(M)授業について相談できる同僚が身近にいない 

 

.348 .011 .265 .130 

(H)学生の到達度や理解度が低い .126 .920 .060 .080 

(G)学生の基礎学力が低い .054 .840 .097 .115 

(I)理解が不十分な学生へのケアができていない 

 

.410 .477 .166 .038 

(J)自分が思い描いている望ましい教師が育っていない 

 

.243 .411 .138 .131 

(O)教職の授業に時間と手間がとられ専門の研究ができない 

 

.048 .154 .761 .223 

(N)担当する教職に関連する授業の数が多すぎる 

 

.096 .089 .604 .105 

(E)授業の準備をする時間が十分にとれない 

 

.304 .090 .498 -.006 

(P)自分が専門とする研究内容と授業の内容の間に大きな 

ギャップがある 

 

.175 .172 .256 .710 

(Q)現在自分が持っている教職に関する経験知と現場の現実 

との間に大きなギャップがある 

 

.369 .124 .114 .494 

※主因子法、バリマックス回転、累積寄与率 41.8% 

 

４つの因子はそれぞれ、「授業の成立」因子、「学生の問題」因子、「授業負担」因子、「ア

イデンティティ･ギャップ」因子と命名された。各因子の負荷量の高い項目群を得点化し、

合計した得点を、「授業の成立」悩み不満得点、「学生の問題」悩み不満得点、「授業負担」

悩み不満得点、「アイデンティティ･ギャップ」悩み不満得点とし、それぞれについて前出

のモデルⅡによる重回帰分析を行った。 

 

【図表 ４－１－６】「授業の成立」の悩み不満の規定要因（重回帰分析:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 7.565 .399  18.954 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める .009 .083 .004 .106 .916 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

-.001 .102 .000 -.009 .993 
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(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

-.134 .094 -.055 -1.423 .155 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

-.047 .089 -.018 -.532 .594 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

-.280 

 

.093 -.114 -2.995 .003 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

.405 .102 .122 3.959 .000 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

.110 .084 .042 1.304 .192 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

-.206 .101 -.063 -2.042 .041 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

-.088 .088 -.028 -.999 .318 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.172 .084 .073 2.050 .041 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.079 .078 .031 1.011 .312 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

-.352 .101 -.122 -3.476 .001 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

-.294 .102 -.094 -2.881 .004 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-.624 .128 -.129 -4.860 .000 

(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

-.169 .124 -.055 -1.359 .175 

(C)子どもの特質や課題 

 

-.156 .106 -.056 -1.475 .140 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

-.126 .141 -.041 -.892 .373 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

.163 .125 .056 1.302 .193 

(F)現在の大学生の特質や課題 .048 .115 .014 .418 .676 

(G)大学での教授法 

 

-.346 .104 -.102 -3.341 .001 

従属変数: 授業の成立に関する悩み 24 点   調整済みＲ２=.127   Ｆ値=10.941 

 

【図表 ４－１－７】「学生の問題」の悩み不満の規定要因（重回帰分析:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 5.843 .427  13.690 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める -.040 .089 -.016 -.454 .650 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

-.005 .109 -.002 -.045 .964 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

-.105 .100 -.043 -1.052 .293 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

-.117 .095 -.045 -1.236 .217 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

-.072 .100 -.029 -.720 .472 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

-.112 .110 -.033 -1.018 .309 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

-.074 .090 -.028 -.826 .409 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

.208 .108 .064 1.930 .054 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

.004 .095 .001 .037 .970 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.113 .090 .047 1.262 .207 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.035 .083 .014 .417 .677 



160 
 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

.249 .108 .085 2.304 .021 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

-.114 .110 -.036 -1.041 .298 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-.095 .137 -.019 -.692 .489 

(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

-.099 .133 -.032 -.747 .455 

(C)子どもの特質や課題 

 

-.318 .113 .113 -2.817 .005 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

-.160 .151 -.052 -1.064 .288 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

.057 .133 .020 .427 .669 

(F)現在の大学生の特質や課題 .296 .123 .086 2.406 .016 

(G)大学での教授法 

 

-.075 .110 -.022 -.681 .496 

従属変数: 学生への不満 12 点   調整済みＲ２=.039   Ｆ値=2.710 

 

【図表 ４－１－８】「授業負担」の悩み不満の規定要因（重回帰分析:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 2.786 .343  8.122 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める .065 .071 .032 .910 .363 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

.112 .087 .053 1.289 .198 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

-.031 .081 -.016 -.387 .698 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

.073 .076 .035 .958 .338 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

-.131 .080 -.065 -1.633 .103 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

-.029 .088 -.011 -.329 .742 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

.106 .072 .049 1.462 .144 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

.108 .086 .040 1.248 .212 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

.005 .076 .002 .069 .945 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.295 .072 .151 4.104 .000 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.068 .067 .033 1.015 .310 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

.020 .087 .008 .228 .819 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

-.135 .088 -.052 -1.533 .126 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-.178 .111 -.045 -1.614 .107 

(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

-.078 .106 -.031 -.738 .461 

(C)子どもの特質や課題 

 

.152 .090 .066 1.678 .094 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

-.297 .121 -.118 -2.459 .014 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

-.025 .107 -.011 -.237 .813 

(F)現在の大学生の特質や課題 .135 .099 .048 1.371 .171 

(G)大学での教授法 

 

-.207 .089 -.074 -2.339 .019 

従属変数: 授業負担 9 点   調整済みＲ２=.043   Ｆ値=4.105 
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【図表 ４－１－９】「アイデンティティ･ギャップ」の悩み不満の規定要因 

（重回帰分析:具体的な活動） 

モデル 

標準化されて 

いない係数 

標準化

係数 

ｔ値 

有意 

確率 B 

標準偏

差誤差 ベータ 

(定数) 3.432 .233  14.739 .000 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める -.014 .049 -.010 -.296 .768 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で 

観察する 

 

.020 .060 .014 .336 .737 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 

 

-.105 .055 -.076 -1.916 .056 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、 

アドバイスをしたりする 

 

-.036 .052 -.024 -.694 .488 

(E)現職の先生と日常的に交流がある 

 

-.216 .055 -.153 -3.951 .000 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 

 

.083 .060 .044 1.389 .165 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進して 

いる 

 

-.002 .049 -.001 -.032 .974 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 

 

.048 .059 .026 .821 .412 

(D)大学の FD に積極的に参加している 

 

-.044 .052 -.024 -.841 .400 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 

 

.048 .049 .036 .988 .323 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加 

している 

 

.037 .046 .026 .812 .417 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 

 

.043 .059 .026 .725 .468 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 

 

-.137 .060 -.076 -2.285 .022 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 

 

-.397 .075 -.143 -5.278 .000 

(B)日本における望ましい教育のありかた 

 

.058 .072 .033 .800 .424 

(C)子どもの特質や課題 

 

-.093 .062 -.059 -1.516 .130 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 

 

-.057 .082 -.033 -.696 .486 

(E)日本の教師の特質や課題 

 

-.051 .073 -.031 -.699 .484 

(F)現在の大学生の特質や課題 .110 .067 .056 1.628 .104 

(G)大学での教授法 

 

-.132 .060 -.069 -2.191 .029 

従属変数: アイデンティティ・ギャップ 6 点   調整済みＲ２=.083   Ｆ値=7.168 

 

【図表４－１－６】～【図表４－１－９】に示すように、悩みや不満の種類によって、

関係している活動は異なっている。授業成立に関する悩みでは、「現職の先生と日常的に交

流がある」ことや、「同僚と教育や学校について意見交換をする」こと、「教職志望の学生

に学習や進路のアドバイスをする」「同僚に大学での授業についてアドバイスする」「担当

している授業に関わる専門領域の内容」を勉強していること、「大学での教授法」を学んで

いることが、その解消に役立っていること、「同僚から大学での授業についてアドバイスを

受ける」ことと「学生の教育実習等の現場体験を参観する」ことが悩みや不満につながっ

ていることが確認された。 

同様に、学生の問題に関する悩みや不満では、「教職志望の学生に学習や進路のアドバ
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イスをする」ことや「現在の大学生の特質や課題」を学ぶことが悩みや不満につながり、

「子どもの特質や課題」を学ぶことがその解消に役立っている。 

授業の負担では、「学生の教育実習等の現場体験を参観する」ことが悩みや不満につな

がり、「現在の学校の問題や将来の学校の在り方」や「大学での教授法」を学ぶことがその

解消に役立っている。 

アイデンティティ･ギャップに関しては、「現職の先生と日常的に交流がある」こと、「同

僚に大学での授業についてアドバイスする」こと、「担当している授業に関わる専門領域の

内容」や「大学での教授法」を学ぶことが解消に役立っていると推察される。 

以上の結果からは、教職の授業を担当する上で、現職の教員や同僚としっかり連携する

ことが一定程度悩みや不満の解消に役立つこと、しかし、それが必ずしもすべてを解消で

きるわけではないことが確認される。また、「大学での教授法」を学ぶことは、比較的多く

の点で有効であることと、一方、「学生の教育実習等の現場体験を参観する」ことが問題を

直視させるものとして悩みや不満を強めていることが確認された。  

 

2.教職への距離と教職への取り組み 

 

 前節では、教職の授業の取り組みとキャリアや日常的な活動との関係を概観した。以下

では、個人的要因と学校組織要因の２つに問題を絞って、詳細に検討する。まず、本節で

は個人的な要因を取り上げる。 

 ここで取り上げる個人的な要因は、教職との距離である。教職との距離としては、教職

経験があるかどうかが問題とされることが多いが、ここでは、教職経験者という変数と教

員免許状の保持という変数を組み合わせて、《教職あり･教免あり》《教職なし･教免あり》

《教職あり･教免なし》《教職なし･教免なし》の４つの群をつくり、分散分析により、各群

の比較を行った。結果は【図表４－２－１】～【図表４－２－８】の通りである。 

 

【図表 ４－２－１】教職との距離と授業内容で重視するもの 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)担当する授業内容の最新の研究成果            2.183     2.098     2.018     2.015 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(B)担当する授業内容の科学的体系性                      2.065     2.109     2.084     2.246 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)高等教育としての教育内容の専門性                    2.272     2.281     2.277     2.320 
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教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(D)教科書の掲載内容                                    1.988     1.644     1.572     1.602 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(E)改訂された新しい学習指導要領                        2.184     1.826     1.104     1.351 

┗━※━┛┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(F)教員採用試験の過去問題                              1.192     1.033     0.476     0.788 

          ┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(G)子どもや学校の現状                                  2.209     1.941     1.452     1.669 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(H)現代的・社会的な課題や問題                          2.377     2.263     2.163     2.243 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(I)地域や現場の意見や要望                              1.855     1.540     1.461     1.418 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(J)自身の理念や哲学                                    2.160     2.029     1.994     1.913 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(K)自身の学校体験や教育体験                            2.215     1.659     1.770     1.498 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(L)これからの日本社会についてのあなたのビジョン        1.923     1.756     1.831     1.713 

┗━※━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(M)大学の教員養成に関する理念や養成する教師像          2.157     2.055     1.584     1.778 

          ┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(N)教員に求められる高度専門職業人としての資質・教養    2.443     2.335     2.000     2.109 

          ┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 
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教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(O)一般社会人としての常識や態度                        2.228     2.102     2.169     2.066 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

※5％水準で有意となった箇所に※を付した（本節の以下の図表も同様）  

 

【図表４－２－１】は授業の内容を決めるにあたって重視しているものを比較した結果

である。15 項目中、「担当する授業内容の科学的体系性」を除く 14 項目で《教職あり･教

免あり》群が際立って高い値を示している。唯一「担当する授業内容の科学的体系性」は

《教職なし･教免なし》がもっとも高い数値を示した。《教職あり･教免あり》が高い値を示

した 14 項目では、「教科書の掲載内容」「教科書の掲載内容」「子どもや学校の現状」「地域

や現場の意見や要望」「自身の学校体験や教育体験」「これからの日本社会についてのあな

たのビジョン」の 6 項目については、《教職あり･教免あり》と《教職あり･教免なし》の間

にも有意差が認められたが、半数を超える他の 8 項目では有意な差は確認されなかった。 

 また、《教職あり･教免なし》と《教職なし･教免なし》の間に有意な差が確認された項目

がわずか 1 項目にとどまっている。《教職あり･教免なし》と《教職なし･教免なし》の 2

つが、同質的なグループであることがわかる。 

次に教職に関連した授業に対する取り組み方を、同様に 4 つの群で比較する（【図表４

－２－２】）。 

 

【図表 ４－２－２】教職との距離と授業内容で重視するもの 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)情熱をもって熱心に取り組んでいる                    2.674     2.604     2.608     2.591 

 

(B)自分の教育の成果に疑問や不安を抱いている            1.130     1.286     1.295     1.215 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(C)使命感を持って取り組んでいる                        2.587     2.491     2.416     2.372 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(D)自分が担当している授業はうまくいっていると思う      2.111     2.047     2.121     2.054 

 

(E)学生一人ひとりの興味や関心を大事にしている          2.140     2.015     2.049     1.935 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(F)教員養成に携わっていることに生き甲斐を感じている    2.335     2.131     1.546     1.656 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 
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教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(G)自分の教職の授業担当者としての適性に戸惑うことが    0.852     0.956     1.012     1.033 

ある                                                   ┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(H)新しい学習指導要領の趣旨や理念を理解して取り組んで  2.150     1.876     1.146     1.469 

   いる                                                   ┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(I)いまの学校や教育を変えたいと考えて取り組んでいる    1.991     1.902     1.560     1.688 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(J)現場ですぐに使える知識や技術を教えようとしている    2.021     1.679     1.715     1.661 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(K)学生自身の生きる力や問題解決力の育成を目的にして    2.342     2.229     2.223     2.261 

いる 

 

(L)教員採用試験に合格させることを目的としている        1.520     1.288     0.818     0.996 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(M)教職に就いてからも成長し続ける教師を育てようとして  2.522     2.411     1.842     2.080 

いる                                                             ┗━※━┛┗━※━┛ 

                                                       ┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(N)すぐに辞めない教師を育てようとしてる                1.956     1.724     1.309     1.420 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(O)教師になる人は全員自分の授業を受けてほしいと思う    1.834     1.650     1.297     1.323 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(P)授業計画を作成するにあたって同僚や恩師にアドバイス  1.453     1.393     1.187     1.290 

を受けたことがある                                     ┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(Q)他からアドバイスがあれば現在の自分の授業を変える    2.008     2.037     1.963     1.989 
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【図表４－２－２】に示すように、「情熱をもって熱心に取り組んでいる」「自分が担当

している授業はうまくいっていると思う」「学生自身の生きる力や問題解決力の育成を目的

にしている」「他からアドバイスがあれば現在の自分の授業を変える」の 4 項目は、いずれ

のカテゴリー間にも有意な差は確認されない。残る 9 項目では、「自分の教育の成果に疑問

や不安を抱いている」「自分の教職の授業担当者としての適性に戸惑うことがある」の２つ

において《教職なし･教免なし》が最大値を示した他は、《教職あり･教免あり》が最大値を

示している。その中で、《教職あり･教免あり》と《教職なし･教免あり》の間に有意な差が

確認された項目は「教育の成果に疑問や不安を抱いている」「教員養成に携わっていること

に生き甲斐を感じている」「新しい学習指導要領の趣旨や理念を理解して取り組んでいる」

「現場ですぐに使える知識や技術を教えようとしている」「教員採用試験に合格させること

を目的としている」「教師になる人は全員自分の授業を受けてほしいと思う」の６項目であ

り、いずれも実践的な項目や教員採用試験を強く意識した項目である。 

では、実際の教授法や学習形態の工夫の仕方の違いはどうだろうか。【図表４－２－３】

に示すように、《教職あり･教免あり》の教員がもっとも積極的に様々な教授法や学習形態

を採用していることがわかる。また、ここで注目したいのは、13 項目中実に 11 項目で、

《教職あり･教免あり》と《教職あり･教免なし》の間に有意な差が確認されたことである。

これは、教職経験がないことと教員免許を持たないことが決定的に異なることを示してい

る。教職経験があることよりも、教員免許を持つことの方が、教授法や学習形態の取り入

れに積極的である。 

 

【図表 ４－２－３】教職との距離と学習形態の取り入れ 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)学生がグループになって集団で取り組む学習            2.059     1.861     1.434     1.617 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(B)学生同士のディスカッション                          2.062     1.974     1.548     1.703 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)スライドなど ICT 機器を用いた授業                    2.047     2.044     2.265     2.025 

 

(D)学生と授業担当者の意見交換や対話型の学習            2.189     2.055     1.819     1.986 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 
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教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(E)授業や実践のビデオの視聴                            1.668     1.480     1.325     1.324 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(F)自分の研究データや調査結果の紹介                    1.779     1.601     1.807     1.484 

┗━※━┛┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(G)学校等の教育機関の参観                              0.954     0.729     0.554     0.634 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(H)模擬授業等の教師の仕事を摸した活動                  1.898     1.411     0.825     0.961 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(I)課題解決・問題探求型の学習                          2.062     1.912     1.867     1.877 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(J)机間巡視指導を含む個別の指導                        1.848     1.641     1.307     1.417 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(K)授業等の事例研究                                    1.748     1.281     0.801     0.950 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(L)複数名の教員が同時に参加して一緒に行う授業          0.846     0.828     0.576     0.704 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(M)現場の教員や教育実践家等がゲストティーチャ―として  0.962     0.854     0.602     0.648 

参加する授業                                                     ┗━※━┛ 

                                                       ┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

教職の授業を行うにあたっての悩みや不安、大学における教員養成に関する意見につい

ても、同様に４つのグループ間の比較を行ったが、いずれにおいても有意差を示した箇所

は多くなかった（【図表４－２－４】、【図表４－２－５】）。ここまでの結果と併せて考えるなら

ば、教職への距離は、具体的な授業の作り方に違いをもたらすものではあるが、基本的な

教育養成の考え方や、悩みや不安といった側面に関しては、大きな差を生み出すものでは

ないことが確認されたと言って良いだろう。 
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【図表 ４－２－４】教職との距離と教職の授業における悩みや不満 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)実践に役立つ内容を教えることができない              0.569     0.712     0.628     0.627 

┗━※━┛ 

 

(B)学生に意欲や関心を持たせることができない            0.723     0.844     0.855     0.859 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)授業に使命感や意欲が持てない                        0.202     0.215     0.289     0.253 

 

(D)教室をコントロールできない                          0.134     0.215     0.217     0.188 

┗━※━┛ 

 

(E)授業の準備をする時間が十分にとれない                1.126     1.273     1.030     1.195 

┗━※━┛ 

 

(F)学生の気持ちや要望がわからない                      0.651     0.720     0.807     0.711 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(G)学生の基礎学力が低い                                1.676     1.680     1.771     1.625 

 

(H)学生の到達度や理解度が低い                          1.427     1.418     1.515     1.404 

 

(I)理解が不十分な学生へのケアができていない            1.278     1.396     1.404     1.332 

 

(J)自分が思い描いている望ましい教師が育っていない      1.093     1.022     0.925     0.817 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(K)授業がマンネリ化している                            0.646     0.786     0.657     0.686 

┗━※━┛ 

 

(L)授業時間分の授業内容が用意できない                  0.266     0.258     0.259     0.178 

 

(M)授業について相談できる同僚が身近にいない            0.500     0.476     0.467     0.429 

 

(N)担当する教職に関連する授業の数が多すぎる            0.578     0.617     0.335     0.511 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(O)教職の授業に時間と手間がとられ専門の研究ができない  1.003     1.124     0.886     1.007 

 

(P)自分が専門とする研究内容と授業の内容の間に大きな    0.747     0.880     0.849     0.931 

ギャップがある                                         ┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(Q)現在自分が持っている教職に関する経験知と現場の現実  0.769     0.967     0.926     0.906 

間に大きなギャップがある                               ┗━※━┛ 
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【図表 ４－２－５】教職との距離と教員養成への意見 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)大学が教員養成を重視していない                      1.243     1.429     1.291     1.282 

┗━※━┛ 

 

(B)大学の教員養成の理念が不明確である                  1.408     1.484     1.476     1.414 

 

(C)教育や研究以外の仕事(校務や地域連携など)が多すぎる  2.008     2.174     2.127     2.235 

┗━※━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(D)カリキュラム外の実習、補講などの学生指導の負担が    1.535     1.591     1.470     1.534 

大きい 

 

(E)教員間の仕事の負担にばらつきがある                  2.109     2.232     2.279     2.171 

 

(F)大学で決定できるカリキュラムの自由度が低い          1.477     1.567     1.506     1.566 

 

(G)現在の大学は実践力のある教員を育てることができて    1.621     1.600     1.503     1.522 

いない 

 

(H)教職課程を担当する教員数が少なすぎる                1.819     1.786     1.622     1.681 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(I)教職課程をサポートする組織体制が確立されていない    1.758     1.792     1.756     1.681 

 

(J)教育実績が大学人の実績として正当に評価されていない  1.736     1.843     1.777     1.785 

 

(k)教師には実践知以上のより高い専門的知識や技能が必要  2.197     2.277     2.188     2.269 

である 

 

(L)大学は教員養成よりも現職教育を充実させるべきである  1.163     1.095     1.382     1.114 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

 

(M)日本の教員養成の将来像が不透明である                2.187     2.233     2.150     2.164 

 

ここまで、教職への距離に関わって４つの教師について比較を行ってきた。本節の最後

に、４つのグループの持つ意味、その違いがどこにあるのかを確認しよう。  

【図表４－２－６】、【図表４－２－７】､【図表４－２－８】は学校現場との距離、同

僚との関係、自身の授業の質向上のための努力について確認したものである。  
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【図表 ４－２－６】教職との距離と学校現場との距離 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)校内研究・校内研修の講師を務める                    1.375     1.114     0.898     0.918 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で  1.916     1.595     1.012     1.361 

観察する                                               ┗━※━┛┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する    1.734     1.402     0.922     1.071 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、    1.825     1.590     1.012     1.186 

アドバイスをしたりする                                 ┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(E)現職の先生と日常的に交流がある                      2.153     1.748     1.287     1.472 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

 

【図表 ４－２－７】教職との距離と同僚・学生との関係 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける      1.188     1.233     1.359     1.238 

 

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進      1.198     1.196     0.964     0.929 

している                                               ┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする              2.060     2.116     1.964     1.933 

 

(D)大学の FD に積極的に参加している                     2.036     2.087     2.126     2.071 

 

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する                2.326     2.062     1.174     1.601 

┗━※━┛┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 
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教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加    1.793     1.599     1.270     1.537 

している                                               ┗━※━┛┗━※━┛ 

 ┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする        2.397     2.186     1.521     1.851 

┗━※━┛┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする            1.199     1.245     1.341     1.150 

 

 

【図表 ４－２－８】教職との距離と授業の質向上の努力 

 

教職あり 教職なし 教職あり 教職なし 

教免あり 教免あり 教免なし 教免なし 

 

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容              2.658     2.698     2.725     2.704 

 

(B)日本における望ましい教育のありかた                  1.788     1.695     1.377     1.541 

┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(C)子どもの特質や課題                                  1.739     1.582     1.198     1.466 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方                1.763     1.662     1.323     1.546 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(E)日本の教師の特質や課題                              1.690     1.502     1.114     1.331 

┗━※━┛┗━※━┛ 

┗━━━ ※ ━━━┛ 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

 

(F)現在の大学生の特質や課題                            1.688     1.640     1.587     1.651 

 

(G)大学での教授法                                      1.909     1.818     1.802     1.753 

┗━━━━━ ※ ━━━━━━┛ 

【図表４－２－６】は学校現場との距離を比較したものであるが、ほとんどの項目で、

《教職あり･教免あり》＞《教職なし･教免あり》＞《教職なし･教免なし》＞《教職あり･

教免なし》という平均値の大小の関係が確認された。学校現場との距離は、《教職あり･教

免あり》がもっとも近く、《教職なし･教免あり》、《教職なし･教免なし》、《教職あり･教免

なし》の順に遠くなっていると断定してよいだろう。 
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【図表４－２－７】の同僚との関係でも、【図表４－２－８】の授業の質向上のための

努力でも、同じ傾向、すなわち《教職あり･教免あり》＞《教職なし･教免あり》＞《教職

なし･教免なし》＞《教職あり･教免なし》というように平均値の順番であることは確認で

きる。 

ここで特に注目したいことは、《教職あり･教免なし》と《教職なし･教免なし》の関係

である。【図表４－２－６】～【図表４－２－８】に限らず、本節で紹介した図表の多くで

最小値（逆転的に最大値）を示したものが《教職あり･教免なし》の教員であった。ここに

は重要な意味が推察される。それは、《教職あり･教免なし》群は、《教職なし･教免なし》

群よりも教職に近いものとして位置づけることができるが、現実には、《教職なし･教免な

し》よりも遠いという事実である。おそらくこれは、《教職あり･教免なし》という群が持

つ特質によるものだろう。 

《教職あり･教免なし》は、教員免許を持たないで教職の経験を持っていることを自己

申告しているグループである。この奇妙な回答で考えられるケースは、彼らが大学で教員

を務めていることを教職ありと判断して回答しているというものである。すべてではない

にしろ、そういうケースは決して少なくないに違いない。もしそうであるならば、この《教

職あり･教免なし》グループは、《教職なし･教免なし》グループと同じものとして考えるこ

とが可能である。けれども、調査結果は２つのグループが異なることを示している。 

おそらく、この回答は、幼稚園や小学校、中学校、高校という学校種と大学を同じ「学

校」としての同一視するまなざし、その違い（特殊性や独自性）を過小に見ているものと

考えることができる。それは、結果的に幼稚園や小学校、中学校、高校との主観的な距離

を決定的に遠いものにしているのである。 

つまり、教職との距離とは、教職をどれだけ理解しているか、どれだけ尊重しているの

かということなのであり、物理的、時間的、経験的にどれだけ親密であるのかということ

ではないということなのだろう。このことは、《教職あり･教免あり》群と《教職なし･教免

あり》群の違いにもあてはまる。教職の経験があるかないかは決定的な違いであるはずだ

が、【図表４－２－８】において明らかなように、教員免許を持っているという共通項があ

ると、その差は縮小される。これは、教員免許を持つことに付随する、教職への理解、大

学とは異なる学校への理解、そして幼稚園や小学校、中学校、高校への敬意が作用してい

るからだと考えることができる。今回の調査結果は、教員養成の充実の鍵が、まさにこの

点にあることを示唆しているのである。 

 

3.教職課程の全学的組織化と教職の取り組み 

 

 前節では、教職の授業に関わっている個々の教師の資質や経験に基づいて、教員養成の

充実に必要なものを確認する作業を行った。本節では、現在進められている、教員養成に
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関わる全学的な組織化が、所属教員の取り組みにどのような作用を及ぼしているのかを確

認する。ここで取り上げるのは、全学センターの存在と、その機能である。  

 全学教員養成責任者を対象とした調査において、全学センターがどのような仕事をして

いるのかを確認したが、その結果をまとめたところ、全学センターの機能は、「理念・枠組

み」「企画・立案」、「実施」、「学生支援」の４つに集約された。それぞれの項目を 1 or 0

にポイント化し、それぞれの機能別に総合ポイント化したものを低い大学と高い大学に分

け、所属教員の教職への取り組みをＴ検定により比較分析した結果が、【図表４－３－１】

～【図表４－３－６】である。 

【図表４－３－１】は授業内容の充実のためにどんなことを重視しているのかを確認し

たものである。全学センターの企画機能が低い大学と高い大学では、低い大学の教員の方

が「担当する授業内容の最新の研究成果」「地域や現場の意見や要望」「一般社会人として

の常識や態度」を重視して授業内容を決める傾向が高いことが明らかになった。学生対応

の機能に関しては、学生支援の機能が高い大学の教員は、「教科書の掲載内容」「改訂され

た新しい学習指導要領」「自身の学校体験や教育体験」「一般社会人としての常識や態度」

を重視する傾向が高い。なお、理念機能と実施機能の高低は、授業内容に影響を及ぼして

いない。 

 

【図表 ４－３－１】センター機能と授業内容の充実 

 

※5％水準で有意となった箇所に不等号を付した（本節の以下の図表も同様）  

 

【図表４－３－２】は教職の授業の取り組みについて比較分析を行った結果であるが、

企画機能に関しては低群が「現場ですぐに使える知識や技術を教えようとしている」と「教

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)担当する授業内容の最新の研究成果 2.153 2.083 2.196 > 2.016 2.105 2.136 2.117 2.122

(B)担当する授業内容の科学的体系性 2.122 2.140 2.142 2.115 2.098 2.164 2.138 2.122

(C)高等教育としての教育内容の専門性 2.324 2.283 2.334 2.262 2.321 2.280 2.321 2.279

(D)教科書の掲載内容 1.809 1.831 1.830 1.804 1.837 1.807 1.761 < 1.898

(E)改訂された新しい学習指導要領 1.841 1.834 1.861 1.805 1.817 1.872 1.772 < 1.929

(F)教員採用試験の過去問題 0.965 0.998 1.000 0.966 0.976 1.004 0.882 < 1.132

(G)子どもや学校の現状 1.953 1.926 1.995 1.873 1.934 1.945 1.917 1.974

(H)現代的・社会的な課題や問題 2.306 2.295 2.320 2.276 2.291 2.308 2.282 2.331

(I)地域や現場の意見や要望 1.662 1.632 1.704 > 1.568 1.642 1.646 1.631 1.675

(J)自身の理念や哲学 2.066 2.074 2.066 2.077 2.086 2.047 2.052 2.098

(K)自身の学校体験や教育体験 1.862 1.903 1.893 1.873 1.900 1.868 1.836 < 1.953

(L)これからの日本社会についてのあなたのビジョン 1.824 1.831 1.845 1.810 1.838 1.826 1.812 1.859

(M)大学の教員養成に関する理念や養成する教師像 1.977 1.992 2.024 1.939 1.991 1.984 1.961 2.016

(N)教員に求められる高度専門職業人としての資質・教養 2.290 2.303 2.328 2.253 2.284 2.306 2.271 2.326

(O)一般社会人としての常識や態度 2.151 2.156 2.207 > 2.084 2.153 2.161 2.096 < 2.241

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念
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師になる人は全員自分の授業を受けてほしいと思う」で高い値を示した。実施機能におい

ても、低群が「自分が担当している授業はうまくいっていると思う」が高い。 

学生支援機能に関しては、【図表４－３－１】と同様、高機能群が「教員採用試験に合

格させることを目的としている」の値が高い。２つの結果は、全学センターが学生支援を

担っている大学では、学生を教員採用試験に合格させることを主要な目標として、教員が

そのための学生に対する指導、支援を行う傾向があること示している。  

 

【図表 ４－３－２】センター機能と教職の授業への取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)情熱をもって熱心に取り組んでいる 2.669 2.629 2.669 2.624 2.678 2.622 2.634 2.671

(B)自分の教育の成果に疑問や不安を抱いている 1.205 1.180 1.195 1.190 1.203 1.182 1.205 1.176

(C)使命感を持って取り組んでいる 2.518 2.521 2.550 2.482 2.539 2.506 2.493 2.556

(D)自分が担当している授業はうまくいっていると思う 2.083 2.095 2.109 2.070 2.135 > 2.053 2.107 2.073

(E)学生一人ひとりの興味や関心を大事にしている 2.087 2.064 2.108 2.036 2.075 2.083 2.068 2.089

(F)教員養成に携わっていることに生き甲斐を感じている 2.042 2.095 2.097 2.041 2.056 2.101 2.016 < 2.148

(G)自分の教職の授業担当者としての適性に戸惑うことがある 0.946 0.924 0.934 0.943 0.919 0.951 0.959 0.901

(H)新しい学習指導要領の趣旨や理念を理解して取り組んでいる 1.840 1.853 1.879 1.808 1.816 1.897 1.801 1.914

(I)いまの学校や教育を変えたいと考えて取り組んでいる 1.865 1.868 1.876 1.850 1.899 1.834 1.854 1.878

(J)現場ですぐに使える知識や技術を教えようとしている 1.838 1.859 1.891 > 1.789 1.861 1.848 1.831 1.869

(K)学生自身の生きる力や問題解決力の育成を目的にしている 2.275 2.308 2.303 2.270 2.301 2.275 2.285 2.296

(L)教員採用試験に合格させることを目的としている 1.259 1.312 1.298 1.274 1.267 1.320 1.188 < 1.430

(M)教職に就いてからも成長し続ける教師を育てようとしている 2.320 2.344 2.350 2.313 2.322 2.338 2.308 2.363

(N)すぐに辞めない教師を育てようとしてる 1.703 1.738 1.746 1.689 1.709 1.737 1.681 1.779

(O)教師になる人は全員自分の授業を受けてほしいと思う 1.634 1.647 1.702 > 1.555 1.639 1.639 1.606 1.687

(P)授業計画を作成するにあたって同僚や恩師にアドバイスを受けたことが
ある

1.369 1.403 1.408 1.356 1.368 1.415 1.367 1.420

(Q)他からアドバイスがあれば現在の自分の授業を変える 2.000 2.012 2.041 1.966 2.017 2.008 2.008 2.014

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念
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【図表 ４－３－３】センター機能と教授法や学習形態の工夫

 

 

【図表４－３－３】は、教授法や学習形態の工夫との関係を確認したものであるが、こ

こでも先の結果と同様の回答傾向が確認される。「スライドなど ICT 機器を用いた授業」「学

生と授業担当者の意見交換や対話型の学習」「学生と授業担当者の意見交換や対話型の学

習」「授業や実践のビデオの視聴」のいずれも、企画機能の低い大学の教員が高い数値を示

している。一方、実施機能と学生対応機能は共に、低い大学が「複数名の教員が同時に参

加して一緒に行う授業」をより実施している事が明らかになった。ここでも、低い大学の

方が新しい教授法、学習形態に積極的であることがわかる。 

以上の【図表４－３－１】～【図表４－３－３】からは、全学センターの機能の強さに

よる、個々の教員の教職の授業実践への直接的な影響は全体的に必ずしも大きなものでは

ないことがわかる。特に、理念機能に関しては、有意な差が確認された項目は皆無であっ

た。 

また、相関が確認された企画機能や実践機能についても、機能が低い大学にポジティブ

な回答が多いという結果であり、唯一機能が高い大学のポジティブな回答が高い値を示し

た学生支援機能では、機能の高い大学が教員採用試験対策という結果志向が高いことが明

らかになった。 

それでは、間接的な効果について確認しよう。【図表４－３－４】～【図表４－３－６】

は、教職の授業担当者の学校現場とのつながり、同僚･学生との関係、授業の質向上のため

の努力への影響･効果を確認したものである。 

 

 

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)学生がグループになって集団で取り組む学習 1.859 1.874 1.888 1.846 1.890 1.861 1.893 1.836

(B)学生同士のディスカッション 1.894 1.925 1.904 1.925 1.921 1.909 1.932 1.883

(C)スライドなどICT機器を用いた授業 2.131 2.056 2.174 > 1.986 2.131 2.056 2.146 2.028

(D)学生と授業担当者の意見交換や対話型の学習 2.072 2.050 2.121 > 1.989 2.107 2.008 2.076 2.044

(E)授業や実践のビデオの視聴 1.557 1.506 1.607 > 1.436 1.539 1.530 1.566 1.501

(F)自分の研究データや調査結果の紹介 1.730 1.665 1.755 > 1.627 1.713 1.691 1.725 1.668

(G)学校等の教育機関の参観 0.825 0.759 0.842 0.729 0.837 0.758 0.814 0.767

(H)模擬授業等の教師の仕事を摸した活動 1.385 1.516 1.466 1.432 1.457 1.459 1.401 1.536

(I)課題解決・問題探求型の学習 1.977 1.992 2.012 1.952 1.966 2.000 1.995 1.967

(J)机間巡視指導を含む個別の指導 1.654 1.638 1.652 1.651 1.679 1.636 1.613 1.705

(K)授業等の事例研究 1.338 1.378 1.387 1.328 1.373 1.346 1.335 1.399

(L)複数名の教員が同時に参加して一緒に行う授業 0.793 0.727 0.811 0.703 0.855 > 0.672 0.835 > 0.662

(M)現場の教員や教育実践家等がゲストティーチャ―として参加する授業 0.803 0.845 0.835 0.821 0.848 0.806 0.858 0.789

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念
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【図表 ４－３－４】センター機能と学校現場とのつながり 

 

 

【図表 ４－３－５】センター機能と同僚・学生との関係 

 

 

【図表 ４－３－６】センター機能と授業の質向上のための努力 

 

 

学校現場とのつながりについては、先ほどの結果と同様、センター機能の弱い他大学の

方が、教職担当の教員が積極的につながりを築いていることがわかる（【図表４－３－４】）。 

 同僚や学生など、大学内のつながり・連携についてもほとんど効果は確認できない。し

かし、これもまた機能の低い大学の方が個々の教員が積極的に関わっているというもので

あった（【図表４－３－５】）。 

同僚や学生との関わりや授業の質向上のための努力については、相関のある項目は一項

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)校内研究・校内研修の講師を務める 1.179 1.154 1.223 > 1.084 1.218 1.113 1.232 > 1.075

(B)学校を訪問し、学校や授業、子ども、教師を自分の目で観察する 1.642 1.626 1.696 > 1.554 1.669 1.604 1.670 1.583

(C)現職の先生が参加している勉強会や研究会に参加する 1.466 1.420 1.478 1.395 1.520 > 1.368 1.459 1.421

(D)卒業して教師を務めている教え子の相談にのったり、アドバイスをしたり
する

1.559 1.539 1.587 1.505 1.581 1.527 1.574 1.515

(E)現職の先生と日常的に交流がある 1.854 1.826 1.888 1.776 1.844 1.842 1.824 1.860

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)同僚から大学での授業についてアドバイスを受ける 1.196 1.259 1.220 1.244 1.257 1.210 1.239 1.219

(B)同僚と学校教育、教育実践に関わる共同研究を推進している 1.142 1.075 1.134 1.070 1.153 1.060 1.129 1.072

(C)同僚と教育や学校について意見交換をする 2.048 2.044 2.047 2.056 2.112 > 1.990 2.056 2.035

(D)大学のFDに積極的に参加している 2.119 2.066 2.092 2.088 2.134 2.040 2.090 2.095

(E)学生の教育実習等の現場体験を参観する 1.979 2.023 2.012 1.989 2.009 1.996 2.011 1.991

(F)カリキュラム外で行われている学生指導の事業に参加している 1.623 1.625 1.652 1.587 1.658 1.599 1.641 1.600

(G)教職志望の学生に学習や進路のアドバイスをする 2.152 2.145 2.161 2.135 2.155 2.149 2.131 2.175

(H)同僚に大学での授業についてアドバイスする 1.211 1.226 1.221 1.215 1.272 > 1.168 1.224 1.213

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念

低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群

(A)担当している授業に関わる専門領域の内容 2.743 > 2.656 2.707 2.686 2.721 2.671 2.722 2.663

(B)日本における望ましい教育のありかた 1.674 1.703 1.699 1.672 1.713 1.661 1.673 1.711

(C)子どもの特質や課題 1.541 1.628 1.608 1.549 1.564 1.593 1.561 1.619

(D)現在の学校の問題や将来の学校の在り方 1.658 1.682 1.679 1.661 1.687 1.655 1.656 1.688

(E)日本の教師の特質や課題 1.497 1.536 1.506 1.530 1.546 1.484 1.484 1.558

(F)現在の大学生の特質や課題 1.628 1.671 1.644 1.657 1.667 1.623 1.631 1.672

(G)大学での教授法 1.825 1.853 1.846 1.826 1.845 1.827 1.835 1.840

センター：企画 センター：実施 センター：学生支援センター：理念
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目に過ぎなかった（【図表４－３－６】）。現状のセンターの機能の充実は、ほとんど影響も

持っていないと言ってよいだろう。唯一相関が確認されたのは理念機能の「担当している

授業に関わる専門領域の内容」だが、これも他と同様、機能の低い大学の方が積極的とい

う結果であった。 

 

ここまで紹介してきた結果は、全学センターの設置や機能充実が無意味なものであるか

のような印象を与えるかも知れない。確かに、ここにあげたデータはいずれも、全学セン

ターの機能が高い大学ほど教員養成が積極的なものであることを示してはいない。つまり、

全学センターが十全に(あるいは強力に)機能すれば、教員養成の作用が強化されるという

わけではないのである。おそらく、今回このような結果になったのは、全学センターが強

い機能を持っていない大学の方が、そもそも教員養成機能が相対的に充実した大学である

という現実が影響しているものと思われる。したがって、ここで明らかになった結果は、

機能の高い大学の値が未だそれに追いついていないことを示していると理解できるだろ

う。それは、全学センターの機能を強化･充実させれば、そもそも弱体だった教員養成機能

が強力になるという楽観的な未来像が、安易には描けないことを示唆してもいる。全学セ

ンターの設置はそのためのスタートであったとしても、改善の十分条件ではない。今後の

取り組み内容の充実こそが求められるのである。 

そうした中で、留意すべき点は、本節のはじめに紹介した【図表４－３－１】、【図表４

－３－２】の結果である。全学センターが学生対応にも対応している大学では、教員採用

試験に合格させるというゴールに向けて、教員が学生指導や支援に力を入れている。全学

センターが、一定の、そして明確な機能を果たすことを期待するならば、そうしたあり方

はひとつの可能性を示していると言えるだろう。けれども、それはどのような大学にもあ

てはまるものではないし、必要とされているものでもない。個々の大学の固有の問題や課

題に対応した全学センターのあり方を各大学が主体的に検討し、構築していくことこそが、

必要である。 

 

4.まとめ  

 

本節では 3 つの作業を行った。第一は、教職の授業担当者の実践力を概観することであ

る。そこでは、学校現場とつながりを持つことや、同僚からアドバイスをもらうこと、大

学教授法の学習によって、教職教育の実践上の悩みが一定程度解消され、実践の向上が期

待できることが明らかになった。 

第二は、教職への距離が教職の授業の実践力に及ぼす影響の確認である。教職の経験が

なくても教員免許を持っていることが一定の効果を持つこと、また大学と幼･小･中･高を同

じ学校と見る教員群の特殊性から、教職の理解と教職への敬意と表現できる教職の距離が、
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教員養成において重要であることが確認された。 

第三は、全学センターの設置と機能の充実が、どのような成果を上げているのか、そし

てどのようなことが期待できるのかを検討することである。この点については、残念なが

ら、今回の分析では、全学センターの機能が高まることによる成果は、ほとんど確認でき

なかった。唯一指摘できることは、全学センターが学生対応の機能を担った場合、教員採

用試験の合格を目標とした教員の取り組みが強化されているということである。 

今回の特定の課題に絞った分析の中で浮かび上がってきたことは、個々の大学や学部が

持つ個別性や特殊性を、教員養成機能の充実に向けて適切に位置づけていくことの必要性

である。今回の分析が、そうした個別性、特殊性の上に立った総合的な分析のたたき台と

なれば、幸いである。                         (紅林  伸幸

) 


