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第２章 教員養成教育改善の課題の設定 

 

はじめに 

教員養成教育の改善という課題は，過去に幾度となく議論になり，多くの提言もなされ

ている。｢教育は人なり｣という歴史的な経験知とともに，その時々の時代と社会を反映し

て，学校教育の一方の主役である教員のあり方（教員像の理想）が語られ，その系として

教員の養成が問題となる。このような社会的期待としての教員養成教育改善論に対して，

大学は真摯に向き合ってきたと言えるだろうか。特に，平成 24 年 8 月に提示された中教審

答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」は，21 世紀

の学校の在り方の変化を背景に見据え，教員養成と現職研修の未来に画期的な提案を行っ

ている。答申が求める新たな課題に対して，大学には自らが保有する教職課程の存在をか

けた取組が不可欠である。教員養成を大学の重要な社会的使命として担う覚悟を表明し，

自ら教職課程改革に取り組む姿勢と実践活動の展開が求められている。 

本調査研究報告は，2年半の期間をかけて実施した個別大学の聞き取り調査を基礎として

いる。聞き取りは，多くの場合，ここぞと思う大学に直接出向いて行った。その数は31大

学に及んでいる。プロジェクトでは，本調査を「教員養成Good Praxisの収集｣と位置づけ

たが，仲間内では「教員養成教育実践の良い処取り調査」と称している。国・公・私立を

問わず教員養成教育改革に意欲的に取り組み，独自の理念に基づいて，教職課程の管理・

運営組織を構築し，カリキュラム，教育方法等の改善（組織的FD）に取り組む大学・学部

に焦点を当てた。  

 教員養成に関する類似の調査研究の多くは，｢事例の提示｣にとどまっている現状がある。

個別事例の集積も大事だが，それだけでは改革モデルの提示とは言えず，「意欲的な取組

で良くやっていると思うが，うちとは事情が違う｣という感想を引き出すにとどまりがちで

ある。今回の調査研究ではこの限界に挑んでみた。個別具体の教員養成教育改革に共通す

る「何か」を探ることを通して，教員養成教育改善のために必要な条件を考え，政策提言

にまでつながる組織モデルの構築をめざした。 

本章では，過去 10 年間に生起した教員養成教育改善に関する問題提起と大学の対応という

観点から，積極的に特色ある取組を行っている事例を取り上げる。さらに加えて，最後に

中教審答申が大学に求めた改革の概要を整理し，教員養成教育改革の課題設定の今後の在

り方について言及する。 

 

１．教員養成改革の契機 －政策動向への積極的対応－ 

（１）「在り方懇」報告（平成 13 年 11 月）の影響 

平成 13 年 4 月，文部科学省に「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会」

（以下，「在り方懇」）が設置され，目的養成大学・学部としてわが国の教員養成の中核
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であった国立の教員養成系大学・学部の改革が本格的に俎上に上った。｢在り方懇｣は，同

年 11 月に｢報告｣を提示，全ての都道府県に置かれることが当然と考えられていた国立教員

養成系大学・学部を，一定の地域を単位として再編・統合する大胆な提案を行った。以来，

国立教員養成系大学・学部は，大学・学部の再編計画の策定に多くの時間を費やし，近隣

の大学・学部間の統合計画が進行した。  

結果的に，｢在り方懇｣による組織再編は，唯一山陰地域の島根・鳥取両大学の計画が実

現したにとどまり，全国で検討された｢合併｣の議論は，概ね「地元の反対」にあって，断

念を余儀なくされることになり，水面下で進行したはずの教員養成改善の試みは，ほぼ全

て日の目を見ずに収束している。  

しかし周知の通り，｢在り方懇｣が提示した教員養成改革の眼目は，上記の再編・統合に

尽きるものではなかった。むしろ重要かつ本質的な指摘は，国立教員養成系大学・学部と

その大学院（教育学研究科）の組織，教育プログラム，教育方法等の全面的かつ抜本的見

直しという養成教育の本質論の方にあった。大学と県境をまたぐ大がかりな再編・統合の

議論が先行し，その議論が行き詰まった時，大学内部に生まれ始めていた養成教育改革の

動きもまた停滞を余儀なくされたように見えた。 

 それを裏付ける事例が，唯一｢在り方懇｣による組織再編にたどり着いた山陰地域に存在

する。 

島根大学は，「在り方懇」による組織再編に唯一成功し，教育学部は平成 16 年に教員養

成特化型学部として再出発を果たす。そこでの学内議論は，「在り方懇」が指摘したかっ

たことの本質を見ることでようやく改革のあるべき姿にたどり着くという典型的な姿を示

している。すなわち，「再編・統合」ありきで進む学内の議論に対し，「重要なことは，

大学間再編の前に，自らの教員養成の質を再点検することであり，現状を劇的に変えるこ

とでなければならない」という本質的議論が始まっている。斬新な教員養成を構想した上

で，その実現を期すために「再編」という手段が日程に上る，という当然の認識に到達し

たとき，島根大学の改革への議論と計画策定がようやく本格化する。そこでは，「問題」

に正面から向き合う真摯な思考と行動の醸成があったと言えるだろう。議論の到達点は，

「社会的要請に応えられる教師を養成するという学部の使命（目標）をまず確認すること，

そして，その課題を実現するために，学部の組織と教育の内容と方法（カリキュラム）の

すべてを見直すこと，つまりは教員養成教育を変えること」であった。 

その具体的な検討課題は次の 3 点に整理された。 

①現代の教師に求められる資質とは何か（｢育成すべき教師像｣の具体化と目標設定）  

②教員養成教育の内容・方法は，それに向ってどう変わるべきか（教育改善）  

③目標設定に対して実施する教育改善の効果をどう測るか（成果検証） 

これらの検討の成果は，教員養成教育の目標概念を「教員に必要な基礎的資質」として

明示する段階に到達している。学生の学修目標は，次のように要約されている。  
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 ①子どもの実態及び子どもの学びについての理解と自ら学び続けることのできる高度な

学修力 

 ②教科に関する高度な専門性に基づいた学習内容の構成力と指導力 

 ③自らの教育実践を自律的に改善できる省察力 

｢在り方懇｣の改革構想は，多くの大学で読まれ，これに対応する改革構想が立案された。

あるいは少なくとも，｢在り方懇｣を契機に，改革の必要性の認識が学内に広がった大学・

学部は多かったと考えて良いだろう。本調査に対する回答でも，｢『在り方懇』が作り出し

た危機感が，現在の自己改革の出発点だ｣とする国立大学が数多く見られる。そこでは，教

員養成を自らの社会的使命ととらえ，養成すべき教員像を構築した上で，保有する人的組

織，養成カリキュラム，教育方法等を抜本的に見直す機運が醸成されている。「在り方懇」

は，「再編・統合」の実現という華々しい制度改革に成功したとは見えないが，養成教育

改革という重要な種子を全国の国立大学に残した。このことは，本調査結果に明確に表れ

ている。 

 

（２）公募型教育改善プログラム（いわゆる「GP 事業」）による影響 

 平成 15 年度から「国公私立大学を通じ，教育改善の取組について，各大学及び教員のイ

ンセンティブになるとともに，他大学の取組の参考になり，高等教育の活性化が促進され

ることを目的」とする公募型の補助事業（大学改革推進等補助金，いわゆる「GP 事業」，

具体的には「特色 GP」「現代 GP」「教育 GP」等）が開始され，多くの大学が自らの教育

改善プログラムを俎上に載せた。大学教育改善に対する補助金支出を通して，その設置形

態を問わず自立的な教育改善を後押しするという仕組みの導入は，平成 16 年に実施された

国立大学法人化等と相まって，高等教育政策の大きな転換点となった。 

 教職課程を有する大学でも，教員養成をテーマとする教育改善プログラムを積極的に提

案する事例が増加し，本調査に対して「GP 事業への申請，採択を契機に養成改革を軌道に

乗せた」と回答した大学が多く見られる。特色 GP，現代 GP，教育 GP の申請，採択結果か

らも，教職課程の改善を事業の中核プログラムとする事例，件数が，毎年度確認できる。

高等教育改革を促進する GP 事業の趣旨に，専門職養成としての教員養成プログラムが適応

しやすかったという制度設計上の利点を割り引くとしても，教職課程を有する大学の意欲

は十分に見て取れる。 

 これらの経過を踏まえ，さらに教員養成改善の取組を確かなものにする契機となったの

が，平成 17,18 年に公募された「教員養成 GP」（「大学・大学院における教員養成推進プ

ログラム」及び「資質の高い教員養成推進プログラム」）であった。このプログラムは，

「大学，大学院において，資質の高い教員を養成するための教育内容・方法の開発・充実，

実践性の高い取組等を行う特色ある優れた教育プロジェクトについて，国公私を通じた競

争的な環境の中で選定し，重点的な財政支援を実施する」ことを目的として実施されたも
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のであり，2 年間の申請件数は 193 件に上っている。また，本事業の採択件数は，平成 17

年度 34 件，18 年度 24 件で，総計 58 大学が事業を受託している。さらにこの内訳を見る

と，国立 36 大学，公・私立大学 25 大学（共同申請を含む）であった。 

 教員養成 GP が実施された背景には，後述する中教審「18 年答申」の取りまとめに関わ

る政策動向がある。教員養成 GP には，新たに開設されるべき「教職実践演習」や教職大学

院制度創設の機運を醸成し，大学の自主的かつ実効ある改革への意欲を喚起する狙いがあ

った。 

 全国の教職課程を有する大学では，本事業への申請と採択が即ち「自らが保有する教職

課程の質を客観的に保証する契機」と理解され，複数大学による共同申請を含め，多くの

大学の関心を集めたと言えよう。また，本調査研究の対象となった大学についてみると，

31 大学中 17 大学が教員養成 GP の採択大学であり，教育改善の取組の開始時期およびその

契機として教員養成 GP を上げる回答も，多く寄せられている。 

 

（３）中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成 18 年 7 月）が与

えた影響 

 表記の中教審答申（以下「18 年答申」）は，周知の通り，次の 3 点を柱としている。 

①全学的な「教員養成カリキュラム委員会」の設置，「教職実践演習」の必修化等によ

る教職指導の充実による教員養成の改善  

②「教職大学院」の設置とその制度設計を通じて，高度専門職養成としての教員養成プ

ログラムの構築と波及  

③「教員免許状更新制度」の創設  

 「18 年答申」によって「教職実践演習」科目の開設が義務化されることとなったが，そ

の導入過程で，大学は，教職課程全体のカリキュラムの見直し，教職課程履修指導の充実，

独自の「履修カルテ」の作成等，教育改善に取り組むこととなった。特に，免許取得時に

教員としての基礎的資質形成を把握・評価する「履修カルテ」の作成を実質的に義務づけ

たことは，教職課程を有する大学の教員養成の質保証という観点から大きな意義が認めら

れる。本調査研究の対象大学の中にも，「教職実践演習」への対応および「履修カルテ」

作成を契機として，「めざすべき教員像，育成すべき教師力とは何か」について学内議論

を重ねた経過や具体的な養成実践の取組について回答する大学が多く見られた。  

 

２．教職課程の管理運営体制の改善，再構築 

「18 年答申」は，教職指導の実質化，大学全体としての教職課程管理・運営組織の確立

を目的として，全学的な「教員養成カリキュラム委員会」を設置すべきと述べている。こ

れを受け，課程認定大学に対する実地視察等においては全学的なカリキュラム運営組織の

存在，役割，機能，構成員等について実態を精査するとともに，全学的組織が未設置また
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は形式的な設置にとどまる場合には当該大学に対して指導を行っている。 

これに対して，教員養成の改善に取り組む大学は，学校や教職への社会的評価の低下，

教員養成への批判に応える観点からも，組織的に自己改革の取組を検討し実践しているが，

その際，例えば全学的な「教職センター」等の明確な対応組織を有し，専任教員及び事務

スタッフを置いて，教員養成カリキュラムの改善や特色ある教育活動を実施している場合

がある。 

これらの取組は，特に私立大学において先進的に取り組まれており，全学的な教職セン

ターを有する玉川大学や立命館大学，委員会方式による国際基督教大学等の事例はその成

功例と言えよう。これらの大学をより詳細に見ると，いずれも教員養成を大学の社会的使

命ととらえ，教員就職者数においても大きな実績を残している。これらの大学では，自ら

の教育方針（ディプロマ・ポリシー）に教員養成を明確に掲げ，経営陣および学長，関係

学部長等の強いリーダーシップによる教職課程重視の姿勢が顕著に見られる。  

一方，教育学部を有する国立大学にあっては，一般学部の教職課程の管理・運営と教育

学部における教員養成とが乖離し，同一大学にありながら，教職課程の質に大きな差異が

生ずる場合が多い。その中で，近年，島根大学，岡山大学等において，全学的な教職セン

ター機能を有する組織の立ち上げが実現している。これらの組織では，一般学部の教職課

程の改善と管理運営を教育学部の協力を得ながら実現するとともに，免許状更新講習の実

施，地域の現職教員研修への対応等，新たな役割への積極的な関与も見られる。  

 

３．中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」

（平成 24 年 8 月）が示す新たな課題設定 

「18 年答申」から数えてわずか 6 年という短期間で，中央教育審議会は，2 年間の特別

部会の議論を踏まえた「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策につ

いて」と題する答申を公表した。前回答申から異例のスピードで提出された教員養成改革

プランは，教職課程を有する大学に新たな課題を提起している。21 世紀に求められる学校

教育の在り方を展望し，その担い手としての次世代教員に求められる資質能力の育成につ

いて大きく踏み込んだ内容であり，今後，大学は，答申の趣旨を踏まえた新たな自己改革

に取り組む必要がある。その要旨は以下の 3 点で，いずれも教職課程を有する大学に「覚

悟」を迫っている。 

 

（１）教員の基礎資格の高度化 

 戦後日本は，欧米各国に先駆けて教員養成を大学の教職課程で行うことを実現した。「大

学における教員養成」と「開放制の原則」という二大原則の確立である。しかし，近年の

世界の動向をみると，教職をより高度な専門的職業ととらえ，養成水準を大学院段階に引

き上げる国が増加している。社会の急激な変化と学校教育の役割の変容，高学歴化の進行
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等，原因は多様だが，少なくとも専修免許状や教職大学院があるとはいえ日本の立ち遅れ

は否めない。今回答申が示した「大学院レベルでの教員養成」という方向性は，本格的な

教員養成の質の高度化を予感させる提案である。 

 

（２）「学び続ける教員像」の確立 

未来に生きる子どもたちは，知識基盤社会，生涯学習社会の担い手である。このため学

校教育は，彼らがこの新しい社会を担う力（生きる力）を身につけさせることが課題とな

っている。そのために，学校は，既存の知の伝達にとどまらない「新たな学び」の場とし

て再生される必要がある。そうであれば，教えることと学ぶことの専門職である教員もま

た変わらなければならない。答申は，それを「学び続ける教員像」の確立と述べた。  

教員という職業には，初任期，中堅，ベテラン，あるいは経営に臨む管理職の時期など，

それぞれのライフ・ステージに応じて学ぶべき課題がある。換言すれば，教員をめざす学

生と既にその職にある現職教員にはすべて，養成と研修のいずれの段階にあっても，課題

を発見し最新の専門的知識を吸収して，教育活動に最善を尽くす意志と実践的技量を確立

する義務がある。自明のこととはいえ，答申が，教員の生涯を通じての職能成長の意義と

そのための新たな社会システムの構築に言及した意義は大きい。  

 

（３）大学と行政の連携・協働の実現 

新しい時代の教員養成と研修を実現するために，答申は大学と教育行政の双方に注文を

つけた。従来型の「養成は大学，研修は行政」という役割分担を超え，両者の連携・協働

が不可欠だと強調した。研究を使命と考える大学には，ややもすれば教員養成を狭隘（き

ょうあい）な職業教育ととらえ忌避する傾向がある。一方，行政や教育現場は，明日の教

壇を任せられる即戦力を求めている。この微妙な認識のズレと対立の構図は，そろそろ払

拭（ふっしょく）される必要がある。教員の生涯を通じた職能成長の実現には，高度な教

育的実践力を育てる養成と多様な研修プログラムの開発が重要で，それには両者の連携が

欠かせない。  

 

 答申は，教員の専門性を高めるために必要な制度的枠組みとあるべき方向性を示してい

る。しかし，構想の実現には解決するべき課題が山積している。描かれた未来図と現実と

のギャップは大きく，とりわけ大学に突きつけられた課題は多い。  

 最大の課題は，教員養成の高度化を実質的なものにするために，まずもって，現に保有

する教職課程を抜本的に改善することであり，その上で，大学院レベルの教員養成機能の

改善を図ることである。教育改善のキーワードは，高度な教育的知見と実践的指導力の育

成であり，大学は，自らの社会的使命として，教員養成を学部，大学院の双方で本格的に

担うことを改めて宣言しなければならず，そのための自主的な改革構想が求められている。 
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 次の課題は，教員養成のための学内組織の整備と管理運営体制の改善である。どのよう

な教員を育てたいのか，まずは大学自身が養成する教員像を明確にし，そのために必要な

教育プログラムや教育方法を対外的に明示する。同時に，学内の学部・学科単位に分散し

て置かれている教職課程を全学的に管理・運営する組織の構築も不可欠である。  

 最後の課題は，大学と教育行政の連携・協働を実現する意識と組織の改革である。教員

養成と研修に関して，大学人自身が行政との連携の意義を改めて確認し，プログラムの開

発や実施のための組織を，学外の人や機関と一緒に構築することが重要である。  

（高岡信也） 

 

 


