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実施期間 平成２２～２３年度 ＋ 平成２４～２５年度に継続 
 
調査研究体制と調査研究事項 
 
ア調査分析班 
 大学・学部の教員養成教育体制、意識、実態、取組動向に関する意識調査 
 
イ教員養成改善班 
 特色ある教育活動、教育改善を実施する大学・学部について訪問調査 
 
ウコアカリキュラム班 
 教科別の観点に立った望ましい教員養成及び教員養成教育の在り方を探る 
 理科、算数・数学、保健体育担当教員養成モデルコアカリキュラムの作成 
 
エ（24から）教職課程担当教員あるいは教員養成系学部教員のＦＤの在り方 

１ 国立教育政策研究所における調査研究 
（１）研究所のプロジェクト研究 
  「教員養成等の在り方に関する調査研究」 
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１ 国立教育政策研究所における調査研究（続き） 

（２）協同出版株式会社研究助成制度による研究 
  「開放免許制度における専門職業人としての教員養成 
   に関する研究」 

実施期間 平成２３年１２月～２４年１２月 
 
調査研究事項 
 
 教職課程を置く大規模あるいは中規模の私立総合大学を中心に 
 教員養成教育において特色ある教育活動、教育改善を実施する大学を 
 訪問調査し、分析 
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２ 大学改革の一環としての教員養成教育の改善・充実 

それぞれの大学において 
 
大学教育全体、とりわけ学士課程教育の改善・充実が 
あって初めて教員養成教育の改善・充実も実現でき 
 
また大学運営、とりわけ大学の教育課程管理の改善なし
に教職課程運営の改善は難しい 

教職課程の改善・充実に取り組んでいる大学・学部にあっては、そのこと
を大学全体の教育の改善・充実の取り組みに拡大していくことが必要 

１（１）のイ及び（２）による大学の訪問調査を踏まえ、さらにこれまで
大学行政に携わる中で感じてきたことを勘案すると 
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優れた学生の確保     機能の選択と資源の重点投入 

        経営基盤の安定化      

（参考）様々な大学改革の課題の具現化としてのグローバル人材育成 

大学教育の改善 

 
学士課程教育の構築 
大学院教育の実質化 

大学の国際化 

キャリア教育 
就業力向上 

グローバル人材育成と 

そのための環境整備  

目標の転換 

先行的な又は代表的なプログラムとして
具現化 

大学の成長戦略としての 
  グローバル人材育成 



6 

３ 学位プログラム化の一環としての教職課程の改善 

それぞれの大学において、全体として、 
 
 ①教育目的あるいは人材養成上の目的の明確化とそれに 
  応じた体系的な教育課程の編成 
 
 ②当該教育課程の履修を通じて修得を予定する知識・ 
  技能の明確化 
 
 ③これらに関する関係教員間の共通理解と適切な教育 
  課程の実施管理 
 
を実現しないと、教職課程の改善・充実の効果が継続的に
発揮されない 
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（参考１） 学位プログラム化と教育情報の公表 

大学制度として 

① 教育目的の明確化とそれに応じた体系的なカリキュラムの編成 

② カリキュラムの履修を通じて修得が予定される専門知識・技能等の明確化 

③ 教育目的、修得予定専門知識・技能に相応する学位の設定 

④ 上記の①，②及び③に関する関係教員間の共通理解と協働 

当面の具体策として 

教育成果の質保証を伴う学位プログラムへの転換 

◎ 教育課程の内容と当該教育課程の実施に責任を負う教員が明らか 
 
◎ 教育課程の履修により一定の知識・技能を修得した者に学位を授与という 
 大学教育と学位の関係が明確となり、教育の質保証が実現 
 

○ ①～④に相当する教育情報の公表 
○ ＦＤ制度の導入 
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４ 全学的な共通教育の一環としての教職課程へ 

教員養成教育には、次の①及び②が必要で 
 
 ①子供や人間自体に関する学問の発展を踏まえた教職 
  専門科目の改善 
 
 ②教科の背景となる学問と学習自体に関する学問の 
  両方を踏まえた教科構成専門科目群の開設 
 
教養教育や他の共通教育と併せて一元的な管理の下に、
全学的共通教育として実施する方が効果的 

 
（必要があれば関係学部間の共同実施化） 
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（参考２）教科指導に関する専門科目構成上の課題 

教育対象たる子供自
体に関する学問 

教職に関する専門科目 

教育内容たる事象自
体に関する学問 

教科に関する専門科目 

教科指導法、教育課程編成、 
教育方法・技術など 

学生の知能と精神と 
身体において統合 

これらを具体化する
計画、方法等に 
関する学問 

engineering 

学習や理解等に 
関する学問 

発展途上 

未形成 

新領域の専門科目 

science 
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○ ① 当該担当教科の背景となる学問自体に関する一定程度の包括的な理解 
 
  ② 当該担当教科・科目の目的や内容に関する全体的な理解と専門的な知識 
 
  ③ ②に必要な程度においての当該学問分野における基本的概念等の専門知識 
 
  ④ 学習と発達に関する一定の専門的な知識とそれを活用する技能 
 
○ これらに基づき、当該教科・科目の 
   
  授業計画等を作成し、展開するために必要な知識と技能など 
 
○ 当該担当教科・科目等の授業を通じて、 
 
 ・思考力、判断力、表現力を育成することができる指導力、 
 ・その指導のために効果的な授業形態や教育手法に関する知識と技能 
 
○ 学校教育活動の様々な場面を通じて 
 
 ・事象を当該学問分野の根幹となる原理・方法等を通じて考察し、表現する能力や 
  それらに基づいて判断する態度の育成・形成に資する指導を行うことができる 
  指導力、そのための知識と技能 

（参考３）中・高校の教科担当教員に求められる能力 
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５ キャリア教育の一環としての教員養成教育 
大学全体としてキャリア教育を充実し、①及び②を実施 
 
 ①１年次から各学生に職業的自立を考えさせ、そのため 
  の自己向上に主体的に取り組ませ、その一環として 
 
 ・教職課程の履修についても、職業的自立を目指す 
  選択肢の一つとして、時間をかけて考えさせる 
 
 ②教育課程と厚生補導を通じた職業的自立に向けた指導 
  の一環として 
 
 ・キャリア科目として教職課程の専門科目を開設し 
 ・教職課程を履修する学生の主体的自己向上努力に 
  対する支援と履修や進路変更に関する指導を充実する 
 
結果的に当該大学の教職課程教育の質が高まるのでは 
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（参考4）職業的自立を図るための教育・指導と教職指導 

社会的及び職業的自立を図るための教育・指導 
   
 ○共通教育及び専門教育に関する授業を通じて 
 ○厚生補導を通じて 
 
教職指導  
  
 ○各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じた履修指導 

大学設置基準 第四十二条の二 
 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの
資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課
程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう・・ 

教育職員免許法施行規則 第三条など  
２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たっては、大学は、各科目につ
いての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努め
なければならない。 
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６ 学士課程教育等における授業形態。教育方法の改善 

学士課程教育等の授業形態、教育方法の改善があってこそ 
 
 ①論理的思考力や表現力など21世紀型スキルを育成する 
  ・双方向・協働型学習 ・問題解決型学習、 
  ・討論・報告論文形式による学習 
  による授業などの学習場面における適切な指導 
  
 ②新しい学びと新しい学校 
  ・子 の理解状況や習得過程等に応じた指導 
  ・地域や専門分野の多様な人材が指導に関わる学習 
  ・子 が能動的な又は主体的に参加による授業 
  の導入、計画及び実施 
 
を学生が体感し、これらに必用な能力を形成することが 
できるのでは 
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（参考５）学生にカリキュラムの趣旨と全容を理解させる 

① 学生一人 に、関係するカリキュラムに係る 
 
  育成目標 
 
  履修を通じて修得を期待される知識・技能、形成が期待される態度 
 
  個々の授業科目の育成目標、知識・技能修得、態度形成における意義 
 
  個々の授業科目の関係する学問分野における位置付け 
 
 を理解させる 
 
 
② 履修した授業科目の全体に係る理解をより確かにし深める手段・方法を 
 示す 
 
③それらを確認するための機会を定期的に設ける 

必要であればカリキュラムに関する意見を聞き、編成に参加させることも 
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７ 大学教員のFDと学校教員としての継続的な向上努力 

次のようなFDプログラムが組織的に行われてこそ 
 
 ①教員として必用な資質能力を形成し、さらに同僚教員 
  の自己向上を支援できる知識・技能を修得するための 
  体系的な自己向上プログラム 
 
 ②適切に教員として必用な資質能力の形成に係る適切な 
  自己診断ツール 
  
 ③学問分野を超えて教育専門職として共通の職能開発が 
  可能で、また個々の授業法にとどまらずカリキュラム 
  の改善にもつながるもの 
 
学生が学校教員に必要な資質能力を卒前・卒後を通じて 
継続的に自己向上を図っていくことを指導、支援できる 
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優れた学生の確保     機能の選択と資源の重点投入 

        経営基盤の安定化      

８ 様々な大学改革努力の集大成としての教員養成教育 

大学教育の改善 

 
学士課程教育の構築 
大学院教育の実質化 

キャリア教育 
就業力向上 

教職課程の改善 

学士課程教育の改善 
キャリア教育の充実 
の一環としての 

教員養成教育の改革 

目標の転換 

これまでの取り組みの成果を 
教職課程にも反映 

大学の成長戦略として 
ステークホルダーから 評価される教職課程  
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９ 機能別分化を踏まえた教員養成教育に関する成長戦略 

資源重点投入機能・分野の選択、共同利用化等による強化 

我が国の大学が全体として 
対応を求められている課題 

東アジア経済の一体的発展を 
見据えた就業力育成 

国際的な競争の中での学士課程・ 
大学院課程を通じた教育の質の保証 

入学定員と教育プログラムの転換・縮小、
他大学との連携・共同 

機能別分化と 
これを補完する大学間ネットワークの形成 

非重点投入機能・分野についての他大学へ依拠する等の措置 

大学の経営基盤の強化 

授業内容・方法の改善、修得主義による教育の質の保証、就業力の
育成、大学教員のFD・・・など、大学改革の集大成として 

教員養成教育に資源を重点的に投入するという大学の成長戦略は 
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(参考６）私立大学の在学者規模別の学生数 

○我が国の私立大学のうち，学生数（学部と大学院の合計）が 

 １万人を超える大学（６１校、全体の８％）に，全学生数の４２％が在籍する。 

 ３千人を超える大学（２４２校、３２％）に７８％の学生が在籍する。 

1,001-3,000人規模 
3,001- 

5,000人規模 

5,001-10,000人規模の大

学に在籍する学生の総数 

１万人を超える規

模の大学に在籍す

る学生の総数 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

501-1,000人の規模 

500人以下の規模 

（大学数の８％） （大学数の13％） （大学数の11％） （大学数の35％） 

（学生数の42％） （学生数の25％） （学生数の12％） （学生数の17％） 

文部科学省「平成20年度学校基本調査報告書」のデータを基に特別編集。各大学の学生数はホームページを参照 

MIT 10,400人 
＜参考＞ 

早稲田大学 46,000人  
慶應義塾大学 42,500人  
バークレー 35,800人      

東京大学 26,800人 
京都大学 21,800人 
ハーバード 21,200人 
オックスフォード 20,500人 

一橋大学 5,900人 
東京工科大学  6,800人 

アマーストカレッジ 1,700人 
筑波大学16,797人 
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１０大学改革を先導してきた大学の教職課程に期待する 

大学改革は個々の大学の先導的な取組によって進展 
 
 ①大学行政における規制緩和 
 
 ②大学規模等に着目した配分に加えて、優れた取組 
  等に対する重点支援の導入と拡大 
 
「３全学的な共通教育の一環としての教職課程へ」等を 
考慮すれば、今後、教員養成は 
 
大学改革を先導している大学、それも一定規模の総合大学
の教職課程に期待 
 
小規模大学、単科大学は、大学間ネットワークにおいて 
総合大学における教職課程と同様の役割を担うことを期待 
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