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第３章 教員養成教育改善を実現する組織の在り方 

 

第１節 専攻，講座組織の見直し 

 

 先進的な教員養成教育の改善が行われている大学の多くには，改善を推進するリーダー

とこれを支える体制の存在が認められる。まず国立の総合大学では，教育学部が中核的な

役割を果たすことが期待されており，教育学部長もしくは学部長が任命する教員が学部を

とりまとめ，必要があればさらにこれを大学全体に展開させる例が多い。学長もしくは新

たに任命された担当副学長等が大学全体の委員会を主宰する例もみられるが，この場合も

原型は教育学部にあり，教員養成における主要な実務は依然として教育学部が負っている

といえよう。このことは私学においてもほぼ同様であるが，私学の場合，設立の理念や学

長の意志が強く尊重される傾向のため，学長から一任された教員もしくは組織が中心的な

役割を果たす例もみられている。 

 以下では，教員養成教育の改善に関わる専攻，講座組織を見直すことをテーマに，参考

となる取組を紹介する。 

 

１．教員養成カリキュラム委員会 

 平成 18 年の中教審答申に示された「教員養成カリキュラム委員会」は，教職課程の運営

や教職指導を全学的に責任持って行う体制を構築するものとして，現在，課程認定大学の

大半に設置されている。ただし，その組織上の位置づけは一様ではなく，教員配置や機能

についても大学による差異がみられる。 

 

○ 全大学的な例として，岡山大学では，「これまで総合大学では，開放制のもと各学

部が独自に教員養成を担ってきたが，養成する教員像は不明確であり，体系的な教職課

程も構築されてこなかった」という反省に基づいて，学部の枠を超えて全学的な教職課

程の企画・運営を行う“教師教育開発センター”の設置を行っている。開放制免許制度

では，最低基準の単位修得をもって教員資格が得られることへの疑問が常に提起されて

いるが，ここでは，教育学部が持つカリキュラムを基に全学教職コア・カリキュラムを

開発し，他学部であっても教育学部並みのカリキュラム履修を可能としている。開放制

下における質保証の取組として，成果が期待される。こうした取組は他大学でも試みら

れようとしているが，機能充実のための専従教職員や施設など，一定規模以上を有する

大学でないと維持が難しい面もある。 

なお，全学的なカリキュラム委員会を構成する場合，一般的に，課程認定を受けてい

る全学部の学部長や担当責任者等による委員会方式が採られる場合が多い。やや形式的

な面もみられるが，以前に比べると学部間の連携が進みつつある印象を受ける。 
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２．教科等を超えた組織の再編 

 教員組織については，運営費交付金の削減に伴う人件費削減，定員削減等によって十分

な教員確保が難しくなっているという課題を指摘する大学が多く，この解消としていくつ

かの試みがなされている。 

 

○ 鹿児島大学では，平成 21 年度に教育学研究科を，従来の「学校教育専攻」と「教科

教育専攻」の 2 専攻から「教育実践総合専攻」の 1 専攻に改組した。これは，細分化さ

れた教科や学問分野を融合し，より広範な学びを可能とすることによって，視野の広い

人材育成を行い，研究上も新たな教育上の諸課題に対応しやすくすることを目指したも

のである。 

 柔軟なカリキュラム運用等によって教員負担が軽減され，新たな分野に取り組む人員

の確保が可能となることを期待したい。 

 

○ 千葉大学では，各学校段階で議論ができるよう，小学校課程と中学校課程という 2

つの課程会議を設け，それぞれに各教科や教室から 2 名ずつの教員が参加する体制整備

を行った。これにより教科や教室間の縦割りが解消され，全体として教員養成に関わる

教員の意識も変化したことが報告されている。全体のカリキュラムを俯瞰し，指針を示

す組織が設置されたことによって，学部 4 年間を通観したカリキュラム構築が意識され

るようになったことは，前進といえよう。 

 

○ 改組とは別に，岡山大学のように教員組織を教育学研究科に部局化する例もみられ

る。細分化された教室制による人員の硬直化を解消することで，より大局的な組織運営

と柔軟なカリキュラム編成が可能となる一方，教育学研究科を基準にすることで生じる

学部教員組織とのずれや，研究組織と教育組織の乖離等，解消すべき課題も指摘されて

いる。 

 

３．養成に関わる教員の育成 

 本節の冒頭で改善を推進するリーダーについて触れたが，先進的な改善は，先見性を持

った一部の有志による自発的行動が契機になっていることも少なくない。改善を持続可能

なものとするためには，こうした取組の継承が必要であり，養成教育に関わる教員の育成

もまた課題となる。 

 

○ 福井大学では，以前より数名の有志による改革の取組が行われてきたが，その取組

が他の教員へと波及しにくい課題を抱えていた。この原因はいくつか考えられるが，近
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年，数名の卒業生が教員として採用されたことなどによって，実質的に改革に携わる教

員数が増え，比較的安定的な運営ができるようになったことが報告されている。 

 組織として，後継者の育成は重要な課題である。教員養成という実践力が求められる

人材育成においては，ある意味，徒弟制的な部分も必要であり，こうした循環を可能と

する組織づくりについても留意しておく必要があるだろう。 

 

４．他大学との連携 

 単位互換など，他大学との連携はこれまでにも行われてきているが，学生および地域の

ニーズを満たすことを目的として，他の通信制大学と連携し，当該大学が有しない教員免

許種の取得を可能にする試みも行われている。 

 

○ 理数系の教員養成に実績がある岡山理科大学（小学校の課程認定は受けていない）

は，理数系の指導に強い小学校教員を求める地域並びに学生の要望に応えるため，聖徳

大学通信教育部と連携し，小学校教諭（2 種）の免許取得を支援する教育体制を整えた。

大学が本来備えない免許種の取得であるため，安易な免許取得を許さない基準制定と放

課後等を利用した学習支援という質保証対策がとられている。このことは，同様の仕組

みを検討する際に十分留意しておく必要があるだろう。 

 

５．小学校教員の養成に特化した組織改善 

 小学校教員の専門性については，従来から多くの議論がなされてきているが，その背景

に教科等の専門を基盤とした講座・専攻組織があることは否定できない。いわゆる教科ピ

ーク制を否定するものではないが，小学校教員は基本的に全科担任であり，6 才から 12 才

までの発達的変化の著しい児童を対象とすることを考えれば，特定の教科指導に強いとい

うことのみをもって，小学校教員としての専門性があるとするのは無理があろう。小学校

教員としての専門性，そしてこれを養成するための組織を考える必要がある。 

 

○ 山口大学では，平成 18 年の中教審答申や教育学部が培ってきた教育活動の成果を養

成に反映させる取組として，平成 21 年度に小学校教員養成に特化したコースの新設（定

員 30 名）を行った。いわゆるピーク制はとらず，コース指定科目（いずれも課程認定

対象外の科目）として 3 つの系（子ども理解系，学習指導系，協働実践系）を立て，こ

れらが免許認定科目群と有機的に連携し，最終的にコース指定科目を軸として全養成カ

リキュラムが統合されるよう計画されている。コース指定科目のほとんどを担当するコ

ース教員は，全員が学部内の兼任者で，10 名中 3 名が実務家教員となっている。組織運

営には困難も伴うが，比較的自由度の高い教員組織とすることで，教科等の枠組みを超

えた相互理解や全体的な視野の獲得，異なる視点が生む新たな改善点の発見といった効
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果が認められる。コース専門科目についても，科目どうしが連携するよう時間割編成上

の工夫がなされており，目的や学習内容によって複数の科目を融合させて，地域や学校

等をフィールドとした学習が行いやすいよう配慮されている。 

（岡村吉永） 
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第２節 教科担当と教職担当教員の協働体制の構築 

 

１．教員養成改革における教員組織改革の課題 

 教職という職業は，人間の心身の発達にかかわる専門的職業であり，その活動は児童生

徒の人格形成に大きな影響を与えるものである。そのため，優れた教員の養成とその確保

をめぐる問題は，教育改革の主要なテーマの一つとなっている。近年でも，平成 13 年の「今

後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」（「在り方懇報告」）や平成 18 年の

中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（「18 年中教審答申」）

などにおいて，その問題解決に向けての方策等が提言されている。 

 その中で，教員養成を担う教員組織の在り方に係わる問題が重要な改善課題として位置

づけられている点に注目する必要がある。具体的には，教員養成を担う教科専門科目担当

教員と教職専門科目（教科教育法を含む）担当教員の協働体制をいかに構築していくかと

いう問題である。教員養成の在り方は，これらの教員が教員養成という目的意識を共有し，

体系的なカリキュラムのもとで，その教育に当たることが不可欠である。この点，各大学

における養成教育改善のきっかけとなった「在り方懇報告」では，「将来教員になるべき

学生に，幅広くいろいろな分野を体系的に教育するとともに，教員としての実践的な能力

を育成していくためには，教員養成学部の教員が，教員養成という目的意識を共有し，体

系的なカリキュラムを編成していくことが不可欠である」と指摘しているところである。 

 では，養成教育改善に向けて取り組んだ大学・学部における教員組織改革，具体的には

教科担当教員と教職担当教員の協働体制の構築は，どのように推進されたのかを調査対象

大学での取組を通してみていくことにする。 

 

２．問題意識の共有化と養成する人材像の確立－協働体制構築の前提条件－ 

 まず，取り組まれたのは教員養成をめぐる問題意識の共有化という点である。「在り方

懇報告」や「18 年中教審答申」について，どのような改革・改善課題が教員養成（学部）

に対して指摘されているのか，その内容を自らの大学・学部の課題としてどう位置づけ，

具体的な改革・改善方策につなげていくかという側面から検討されている。 

 そこでは，こうした提言を「一定の危機感」（岡山大学），「危機意識」（山口大学）

を持って受け止めたり，「教員養成改革の課題」（鳴門教育大学）として捉え，具体的な

学部改革に着手したことが指摘されている。また，「教員養成学部としての『教育目標』

の確認とそれを実現する具体の組織，カリキュラムを検討する中で，『免許法依存体質の

克服』が最大の課題と認識，本学にしかできない養成教育が具体的にできなければ単純に

『再編』とはならない」として，「『在り方懇報告』の読み直し」（島根大学）といった

取組が展開されている。ここには，「在り方懇報告」や「18 年中教審答申」といった「外

（圧）的」要素を，自らの組織の課題として位置づけ，内部改革の契機として取り組む姿
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勢が存在するといえる。 

 こうした問題意識の共有化のもとで，養成教育改善に取り組んだ大学では目指すべき大

学・学部の目標や養成する教員像を改めて検討し，それを具体的なカリキュラム改革や組

織改革につなげていく取組が展開されている。例えば，鳴門教育大学では，「在り方懇報

告」で指摘された「課題」を，①資質・能力として実践的指導力を育成するものであるこ

と，②体系的なカリキュラム編成であり授業科目間に関連性がつくられていること，③教

員養成大学独自の教科専門の教科内容を創出していること，④子どもの発達段階に応じた

指導が展開できる能力を育成するものであること，と捉え，その課題解決に向けて「教員

養成コア・カリキュラム開発プロジェクト」を立ち上げ，その中で「教育実践学を中核と

する教員養成コア・カリキュラム－鳴門プラン－」を開発し，導入している。また，岡山

大学では「学部・大学院将来計画委員会」のもとで，今後の新たな教育学部像を検討する

中で，今日求められている教師の教育実践力を，①学習指導力，②生活指導力，③コーデ

ィネート力，④マネジメント力の４つとして整理・設定し，これらをバランスよく身に付

けた反省的で創造的な教師を養成することを教育学部の目指す教師像として設定し，その

もとでの教員養成コア・カリキュラムを構築し，導入している。同様の取組は，他大学に

も見て取ることができる。 

 こうした組織的検討のプロセスの中で，学部の目標や目指すべき教員像の構築という作

業が展開されているが，そこでのキーワードとなったのは「教育実践力」「実践的教育力」

「教育的実践力」といった言葉に現れているように，教員が担う教育実践に係わる力量の

育成を大学としてどのように展開・実践していくかということにあったといえる。この「教

育実践」に係わる力量の育成は，当然，大学全体で取り組むことによって達成されるもの

であり，「在り方懇報告」等で課題として指摘されていた教科担当教員と教職担当教員の

連携協力のもとで取り組むことによって，それぞれの考え方や認識の違いを乗り越え，学

部としての統一的な方向性を打ち出すことが両者の協働体制構築の基礎を形成することに

なったといえる。 

 

３．カリキュラム改革と新たな仕組みの導入－協働体制構築の推進条件－ 

 こうした取組によって，教科担当教員と教職担当教員の協働体制構築に向けた前提条件

が一定程度整うことになるが，それをさらに推進し，日常的な場面での協働体制を構築し

ていくことが教員養成改革・改善の実効化を担保することになるのも事実である。 

 その点で各大学の取組を見てみると，具体的なカリキュラム改革・改善に取り組む中で，

教科担当教員と教職担当教員の協働体制構築に向けた新たな仕組みが導入されている点を

指摘することができる。例えば，島根大学では教職課程・学部教員組織上の課題として，

①免許教科単位の講座，専攻組織の改編を通して，免許法依存からの脱却を図る，②「教

育的実践力の育成」を具体に担う組織構築，全教員の関与，実務家教員の組織的任用，③

養成教育の改善に取り組む組織的 FD の実施，を位置付けるとともに，その課題解決に向け
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て，①「教育的実践力」の育成という目標の共有化，②教科専門と教職専門の協同の実現，

「教科または教職」科目の積極的活用，③教育実習を含む体験的活動のカリキュラム上の

位置付けの明確化，④科目開設の協同化，複数の担当者によるシラバス改善の恒常化，と

いう方針のもとで改善に取り組んでいる。 

 ここには，組織改善の新たな仕組みとして「教科専門と教職専門の協同の実現」「科目

開設の協同化」の導入がうたわれている。それは，先の「教育実践」を中核とする「コア

・カリキュラム」の構築とそこに全教員が係わることを担保する新たな組織的関与の仕組

みの導入だといえる。さらに，この仕組みの稼働によって両者の連携・協働を具体化する

取組が展開されている。それが「教科専門と教職専門科目（教科教育法）融合型カリキュ

ラム」である「教科内容構成研究」の導入である。そこでは，教科と教職担当教員による

新たな科目が共同開講という方法によって具体化されていると同時に，実際の授業におい

ても教科と指導法（教科教育法）の教員による共同開設という授業形態の導入が図られて

いる。こうした取組により，それぞれの担当授業科目の意味と意義を教員養成という観点

から再構成するとともに，教員養成学部の固有の授業科目の開講という形式（融合）にま

で展開することによって，担当者の意識改革も図られるという効果が生じている点に注目

する必要がある。こうした取組は，岡山大学における「教員養成の観点に立った教科専門

科目（教科内容学）」の再編・充実などとしても展開されている。 

 また，学生の学びの軌跡を記録化する新たなツールの開発とその活用場面における全教

員の関与を制度的仕組みとして展開することも教科担当と教職担当の協働体制の構築を図

るものとして導入されている。「プロファイル・シート」（島根大学），「教育実践ポー

トフォリオ」（岡山大学），「教職学習個人誌」（福井大学）といったものの開発と実践

である。この取組について，福井大学へのヒアリングでは「コアカリキュラムもそれ以外

も，すべて各学生の学習個人誌において統合されることとなる。このため，教科専門，教

科教育，教職専門のいずれの教員も学生が作ったものを通して，同じ土俵に立つこととな

る」と「教職学習個人誌」の意味を位置づけている。ここには，「学生の学び」とう教育

の成果に対して，その教育を担うすべての教員が係わることによって，教員自らの教育の

振り返りだけだなく，他の科目との関連や相互連関を踏まえた授業改善の在り方の検討が

具体的な素材をもとに検討することが可能となる。いうなれば，共通のエビデンス（証拠）

に基づく教科担当教員と教職担当教員の協働体制を構築する取組だといえる。 

 以上のような取組は，課程認定制度に基づく専門領域ごとの教員集団の形成という従来

の教員組織原理を教員養成カリキュラムの改善という観点から改変していこうとするもの

として捉えることができる。それはまた，「18 年中教審答申」において，教員養成カリキ

ュラム委員会の機能の充実・強化に関して「各大学の判断により，全学的に教科に関する

科目の担当教員と教職に関する科目の担当教員の参画を得て運営すること」と指摘された

ことを受けた対応の一つの姿だともいえる。 

（北神正行） 
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第３節 「教職センター」の機能拡充，「実務家教員」の活用 

 

１．「教職センター」の機能拡充 

（１）はじめに 

 いわゆる「教職センター」機能が政策的に注目された嚆矢は，1997（平成 9）年の教養

審第 1 次答申1であろう。その後も，その機能の充実・強化が 2006（平成 18）年の中教審

答申で謳われるなど，その機能の拡充が教員養成教育の改善につながることへの期待は衰

えていない。  

 「教職センター」はもともと，教員養成における開放制の原則の下，複数学部において

教員養成を行っている私立総合大学において，全学的な教職課程や教員養成に関わる業務

を円滑に運営するために設置されてきたもの2であるが，これがなぜ教員養成教育改善への

鍵と思われてきたのか。 

2006（平成 18）年の中教審答申の内容から「教員養成カリキュラム委員会」3に求めら

れる機能を読み取れば， 

 ①教員養成カリキュラムの全学的なマネジメント（編成・検証・改善） 

 ②実習や実践的な科目に関する学校や教育委員会との連携・連絡調整 

 ③教職に関するキャリア支援 

に実効力をもって取り組むことと言えよう。 

①～③のいずれも，教職を目指す学生に教員として必要な資質・能力を身に付けさせる

という観点から重要な取組であり，それ故に教員養成教育の改善の鍵の一つとして「教員

養成カリキュラム委員会」の機能の充実・強化が謳われていると合点が行く。 

しかしながら，①～③の各内容は，教員養成教育を行う大学側から見れば，課題として

の性質が異なる。②は目の前の課題として取り組まざるを得ないことであり，③は追加的

な予算を得，適切な人材を得られれば，学校教員や教育委員会勤務の経験者を非常勤の教

職員として雇用することなどにより比較的容易に取り組める課題である。最も難しいのが

①であり，殊に学校や教育委員会からの教職課程に関する要望も反映させつつカリキュラ

ムを編成するとなると，教員養成教育を行う学部や学科の理念やこれまでのカリキュラム

に関する考え方とどう調整し，整合性をとっていくのかという難しい課題に直面すること

になる。現実的な問題として，カリキュラムの改訂にあたって，課程認定にどう対応する

                                                                                       
1 同答申では，「教員養成カリキュラム委員会」を①事前指導・教育実習本体・事後指導それぞれの内

容の整合性・連続性，教科指導，生徒指導等に係る諸科目と教育実習との内容の整合性・連続性等を適

切に確保する観点から，教職課程の中でこれら科目間の授業内容等の調整を行う，②シラバスの作成，

授業科目の内容の調整，教育学系教員・心理学系教員等によるリレー講義等の企画・実施，学校や教育

委員会等との連携など，カリキュラムの改善を促す，といった役割を担うものと位置付けている。 
2 例えば，慶應義塾大学の教職課程センターは，教職課程及び教員養成にかかわる業務を全塾的に円滑

に運営することを目的として 1982 年に設立されている。 
3 本稿での「教職センター」機能に関して，中教審等の答申など政策文書においては，「教員養成カリ

キュラム委員会等」という名称が使われるのが通例であった。 



- 35 - 

かという課題もある。 

 

（２）教員養成カリキュラムの全学的マネジメントと「教職センター」 

今回訪問した大学においても，②や③の機能を担う「教職センター」は多々見られた。

さらに①への挑戦を行っている大学もあり，その内容を少し詳しく紹介したい。 

 教員養成を 7 学部で行っている玉川大学では，2006（平成 18）年 4 月に教職センターを

設置し，介護等体験や教育実習のコーディネートや免許状の申請業務等に加えて，教育委

員会や学校との連携，学校長等による学生の指導や相談を行っている。 

また，全学体制で教員養成に取り組むという学長の強いリーダーシップの下，その中心

を教職センターが担い，教育学部以外の学部での教職科目のコーディネートを行うほか，

それらの学部でのカリキュラム改革にも関わることとされている。 

教職センターは，2012（平成 24）年 4 月にさらにその研究機能を高める方向で教師教育

リサーチセンターへと改組が行われ，「教職カリキュラム研究」や「教師教育に関する研

究」を推進し，カリキュラム改革につなげることを予定している。 

この事例の特徴として，学長の強いリーダーシップの下に全学的な体制が構築されてい

ること，研究に基づくカリキュラム改革が志向されていることが挙げられる。 

 教員養成を 8 学部で行っている岡山大学では，教育学部附属のセンターを改組すること

により 2010（平成 22）年 4 月に全学組織として教師教育開発センターを創設し，全学教職

課程のディプロマ・ポリシーを設定するとともに，教職課程のコアとなる全学教職コア・

カリキュラムを同センターが中心となって運営している。 

 加えて，教職相談室を設けて全学の教職志望学生を対象にした個別指導を行ったり，現

職の校長など学校教員を講師とした教師力養成講座を開講するなど教育委員会や学校との

連携の窓口の役割を果たしている。 

 この事例の特徴として，背景に教員養成学部における 10 年スパンでのカリキュラム改革

の取組があったこと，いわゆる文部科学省の GP 予算の獲得を契機に全学に波及したことが

挙げられる。 

 

（３）「教職センター」のオルタナティブ 

 最後に提起しておきたいのは，前述の①～③に大学として実効力を持って取り組めれば，

「教職センター」という形にこだわらなくてもよいのではないか，ということである。 

 教員養成を 6 学部で行っている鹿児島大学には，運営費交付金の特別教育研究経費を得

た取組として，(1)自主講座「教員養成基礎講座」の実施，(2)教職支援員の配置，がある。

前者は，全学組織である教員養成カリキュラム委員会と連携して，教育学部附属のセンタ

ーが実施する全学部の教職志望学生を対象とした単位化されていない講座である。教育学

部教員と県教育委員会職員，現職教員や退職校長によるオムニバス形式の講座であり，学



- 36 - 

校現場の様子を理解することや，教師となるための学びに指針や見通しを持てるようにな

ることなどに配慮した内容になっている。また，後者は退職教員によるキャリア相談であ

り，全学の教職志望学生を対象としている。 

 もともと同大では，教育学部以外の学部の全ての教職科目が教育学部の他学部開講科目

になっており，全学の教員養成教育に教育学部が貢献することが違和感なく受け入れられ

ているようである。全学的な「教員養成カリキュラム委員会」と教育学部附属のセンター

が有機的に連携することによって，教育学部が全学の「教職センター」機能を中心的に果

たすことの可能性を感じる取組である。 

 

２．「実務家教員」の活用 

（１）はじめに 

「実務家教員」の呼称や定義については議論がある4が，ここでは，従来の教員養成教育

では手薄になりがちだった，学校現場の課題をより身近に取り入れた実践的な内容を学生

に教える担い手を，「実務家教員」と捉えておくことにしたい。現場の実践知を学生に伝

達する役割を期待されている教員と言い換えることもできよう。 

 

（２）学生の個別指導や正規のカリキュラム外での「実務家教員」の活用 

今回訪問した大学の多くで，特任教員や相談員，支援員といった形で現職教員や退職し

た教員が教職を志望する学生の個別面談を行ったり，小論文や模擬面接，模擬授業などに

ついてアドバイスする例が見られた。また，正規のカリキュラム外の，教職への意識を高

めることや学校現場の具体的な課題に対応できる力を高めることを目的とした講座の講師

として，現職教員や退職した教員，教育委員会職員などを活用している例もあった。これ

らを「教員」と見るかどうかという点は議論になりうるだろうが，このような形で教職を

志望する学生を支援していることは，学生のニーズに応じる，という点で好意的に受け止

めてよいであろう。  

 

（３）正規のカリキュラムでの「実務家教員」の活用 

個別指導や正規のカリキュラム外の講座等にとどまらず，「実務家教員」が正規の教員

養成カリキュラムの一翼を担っている例もある。 

  鹿児島大学教育学部（教員養成学部）の例であるが，同大では 2007（平成 19）年度に教

育学部附属の教育実践総合センターを改編して拡充したことに伴い，県教育委員会から現

                                                                                       
4 法令において，「実務家教員」は教職大学院の教員として定義されている。専門職大学院設置基準で

は「担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる」者と定義され，その具体的

内容として「小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校及び幼稚園の教員としての実務

の経験をおおむね 5 年以上有し，かつ，高度の実務の能力を有する者（文部科学省告示「専門職大学院

に関し必要な事項について定める件」第二条）」とされている。 
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職教員 4 名を教授（2 名），准教授（2 名）として招請した。これらの教員は，「実践的科

目群」と位置付けられる授業科目の多くを教育学部の教員と協働して，あるいは実務家教

員のみで担当している。「実践的科目群」は，教育学や心理学，教科教育学領域，教科専

門領域と往還しながら学ぶ科目群として位置付けられているものである。 

「実務家教員」が関わっている科目の具体の内容は次のとおりである。 

・「教職基礎研究」（必修：1 年後期） 

教職の意義や教師の役割を学ぶ。実務家教員と教育学部の教員の協働によって行

われる。教育学部教員が担当するかどうかは任意だが，半数以上の教員が参加。 

・「教職実践研究Ⅰ」（選択：2 年前期） 

学習指導案を作成して模擬授業を行うことにより，学習指導の基本的な力量形成

やそのための課題について実践的に学ぶ。実務家教員 4 名で担当。 

 ・「教職実践研究Ⅱ」（選択：2 年後期） 

    学級経営に関する基本的な理解を図る。実務家教員 4 名で担当。 

・「教職応用研究」（必修：4 年次後期） 

制度上の教職実践演習にあたる。１つのコースを教育学部の教員と実務家教員と

の協働により開講。 

 これらの教員の招請は，2006（平成 18）年に結ばれた大学と県教育委員会との連携協定

書及び学部と県教育委員会との間における人事交流に関する覚書に基づく人事交流により

行われており，原則 3 年間の任期で，その後は学校の校長職や教育委員会の指導主事，県

の研修センターの課長職などに戻っている。また，教授や准教授として迎える際の選考に

ついては，通常の教員とは異なる基準・手続きを定めている。 

 このように，教育学や心理学，教科教育学領域，教科専門領域といった専門的，理論的

な科目と，実践的科目群とを往還して学ぶものと位置付け，その上で実践的科目群に実務

家教員の持つ経験知を生かしているカリキュラムが，学生の実践的な力量形成にどのよう

に影響を与えているのか，同大における学生の変容など，知見の積み重ねに期待したい。 

 

（４）「実務家教員」と「教育学研究」の発展 

 以上のような，現職の学校教員が大学で教えた後，学校や教育委員会に戻っていくシス

テムは，大学における教員養成教育への学校や教育委員会の理解を深めることにも効果的

であろう。相互理解が進み，さらなる協働が生まれることも期待できよう。 

 そのような相互理解は，他の方法でも生まれ得る。一例として，大学院で学ぶ現職教員

に，大学教員と協力しながら学部開講科目の指導を行わせることにより単位を認定してい

るケースを紹介したい。 

 秋田大学教育文化学部（教員養成学部）の例であるが，同大では，大学院で学ぶ現職教

員を対象として，大学教員と協力しながら学部開講科目の指導を行うことにより単位を修



- 38 - 

得できる科目を，担当する学部開講科目に対応して，複数開講している。それらの科目で

は，若手教員への実践知の継承・発展を可能にするための指導・助言力，スクールリーダ

ーとしての能力を獲得することを目標としている。 

 これらの科目を通じて，学部学生は大学院で学ぶ現職教員から実践知を学ぶことができ，

大学院で学ぶ現職教員は，学部学生の指導にあたって自らの実践知を成文化することを通

して，自らの実践の振り返りや理論を踏まえた体系化ができるという双方にとってのメリ

ットが生み出せる。このような学びを経験することは，現職教員にとって，その後の教職

生活でも学び続けていくために必要なことであり，その機会を大学が提供することの意義

は大きいであろう。  

 「実務家教員」が教員養成教育を行う大学と学校や教育委員会を行き来することや，大

学院で学ぶ現職教員が自らの実践知を理論を踏まえて体系化していく過程を通じて，教員

養成教育に深い理解を有する教育委員会・学校関係者，学校現場を理解する大学教職員が

増えていき，相互の架橋がより良く行われ，大学における教員養成教育にも，学校教育に

も，良い影響が表れていくだろうと思うことは楽観にすぎるだろうか。 

さらに，「実務家教員」や大学院で学ぶ現職教員が増えていくことの効果として，学校

現場の状況を重視し，実際の指導や教育の場面にも応用できる研究成果が「教育学研究」

においてより一層増えていけば，現在の教員養成教育や学校をめぐる課題解決につながっ

ていくと考えるのは期待しすぎであろうか。  

「実務家教員」がそのような時代を切り開く礎になる可能性を指摘したい。 

（渡辺恵子） 
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第４節 組織的 FD･SD の実施 

 

はじめに 

 各大学における教員養成の質を向上させる上で，それを担う「教員養成担当者（Teacher 

Educator）」の質の向上と組織の力の向上は大きな要因の一つである5。 

各大学において教員養成の質を高める上では，「教員養成担当者」間の分業体制の確立と

それぞれの役割を担う「教員養成担当者」や組織の力の質の向上が求められる。本稿では，

「教員養成担当者」の能力や組織の力を高めるための組織的な取組を「組織的 FD・SD」と

把握し，学部等が「打てる手立て」という観点で優れた取組を収集することとした｡未だ，

教育養成に関わる「組織的 FD・SD」は一般に未発達の状態にあることから，当該大学にお

いて明確に「組織的 FD・SD」と位置づけていない場合でも実質的にその機能を果たしてい

ると思われるケースを含めて記述した。 

 

１.「組織構造(職務・権限・責任)変革によるアプローチ」 

「役割によって人は育つ」と言われるように，与えられた職務・権限・責任によって人

は育つ。また，職務・権限・責任の再配分はメンバーのコミュニケーションの在り方を変

様させる効果を有する。例えば，千葉大学教育学部では 10 年ほど前に各教科・教室の縦割

りを超えて教員養成に取り組むために，小学校課程，中学校課程という課程制を導入し，

それぞれの課程会議を設けて各教科・教室所属の教員が学校段階の議論に加わる仕組みを

作ることで，全ての教員が教員養成に関しておのずと関心が深くなっていったとされる。 

弘前大学では平成 21 年度から教育実習関連科目に全学部教員が関与する形をとり，教育

現場との接点を持つ仕組みを作った。また，玉川大学では教科指導論の担当者が教育学部

以外の学部にも配置されるスタイルをとっており，各学部の教員養成の主軸となっている。

これらの組織構造の変化は教師教育担当者の成長に影響力を持つ。 

 

２.「プロジェクトによるアプローチ」 

教育と並んで研究を一つの機能として持つ大学らしい「教員養成担当者」の力量形成の

仕組みがプロジェクト研究の実施である。このプロジェクトの内容は多様であるが，学生

の学びと教育効果，卒業後の実態を検証する教員養成カリキュラム評価の取組が行われる

ようになってきている。玉川大学ではリサーチに基づくカリキュラム開発を推進するため，

平成 24 年度から教職センターを「教師教育リサーチセンター」に改組した。 

                                                                                       
5 ここでいう「教員養成担当者」とは，広くとれば，大学の研究者教員，実務家教員，大学の事務職員

はもとより，大学で臨時的に授業を担当する現職教員や教育実習の指導教員である小中高校の担当教員，

ボランティア受け入れ先の担当教員，受け入れの責任を担う校長，事務を担う事務職員なども含まれ

る。 
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また，静岡大学教育学部では総務会で学部全体で組織的に取り組む必要がある「プロジ

ェクト研究」を企画立案し学部長裁量経費で実施してもらい，『附属教育実践総合センター

紀要』で公表するというプロセスを明示することによって，学部の課題を明示化・可視化

すると共にプロジェクト研究の成果を学部構成員が共有するという仕組みを作っている。

こうしたプロジェクトの中での優秀な先輩・同僚との出会いは教師教育担当者の成長にと

って大きな意味を持つだろう。 

 

３.「環境整備によるアプローチ」 

ICT 環境の整備や教員が日常的に集まり雑談をしたりできる部屋や，教材・教具を整理

し共有する仕組みを作ったり，実践的な教員養成を実施しやすい教室整備やゲストを呼ん

だりできる予算措置を作ったり，事務作業を簡素化したりといった取組が「環境整備によ

るアプローチ」である。島根大学教育学部附属 FD 戦略センターでは，公開授業を参観した

際にコメントを入れる仕組みや学内外の事例を紹介する ICT 環境を整備している。 

 

４.「コミュニケーションの活性化によるアプローチ」 

講座や教室などの小規模な実践共同体における日常的でインフォーマルな共体験やコミ

ュニケーション，あるいは学部運営への参加などは力量形成にとって有効である。国士舘

大学体育学部こどもスポーツ教育学科では，町田キャンパスに研究室を持つ教員同士の定

期的な学習会を行い，授業やカリキュラム開発に活かそうという試みを継続している。ま

た，福井大学教職大学院では，現実の実践に誠実に寄り添える研究者教員を福井で育成す

るという観点から，ポスドクの若い研究者や現役院生を特命助教等として採用している。

彼らも含めたスタッフが一堂に会する研究会を少なくとも週に一度は開催しており，多様

なスタッフが刺激を与え合っているとされる。福井大学の教員養成改革は，教育学と心理

学のスタッフが大学の授業でチームティーチングを行い，その後には附属学校での教育実

践を一緒に行う中で刺激を与え合いながら協働体制ができあがっていったとされるが，実

践共同体における日常的なコミュニケーションの教師教育担当者の資質能力向上における

重要性を理解することができる。 

鹿児島大学では一年次に教職基礎研究という授業科目をおいているが，その内容は学校

体験と大学におけるグループ活動である。この授業科目に教科内容の担当者も含めて多く

の大学教員が共同的に関与し，力量形成の機能を果たしているという。また，岡山大学教

育学部では各講座単位で授業公開とピアレビューを実施する仕組みを作っている。 

 

５.「個へのアプローチ」 

「教員養成担当者」の力量形成に向けて刺激を与えるために，一人ひとりの教員にアプ

ローチするのが「個へのアプローチ」である。島根大学では，教員養成の改善に対するイ
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ンセンティブとして，一か月を限度に国内外問わず出張できるリフレッシュ制度である「サ

ヴァティカル・マンス」を設けている。広島大学では，「教職に関する科目」である「教職

実践演習」担当教員の資格審査を教科専門担当教員も含めた全員が受け，教員養成学部所

属の教員としての特色ある教育研究の在り方を検討しているという。 

 

６.「ネットワークによるアプローチ」 

大学の教員だけで力量形成を図るのではなく，附属学校や学校との連携の中で大学教員

の力量形成を図ろうとするアプローチである。千葉大学では，すべての教科・教室が附属

小・中学校との連携研究を推進している。その結果，教科専門の大学教員の意識も学校教

育に目が向くようになったとされる。 

群馬大学では，附属小学校に平成 23 年度に「教員養成 FD センター」が開設され，学部

教員の研修が行われている。学校現場に根ざした臨床の知を大切にする意味から，「教員養

成 FD センター」を附属小学校に設置したのが群馬大学の特徴である。学部に赴任してきた

新任学部教員の不安や疑問を解消し，充実した教育活動や研究活動に専念できるように附

属学校園と学部教員が協力して支援する温かい FD センターを目指している。その設置目的

は「本学部教員のための資質能力の向上と組織成長に向けた教育支援施策の企画・開発・

援助」であり，人的資源開発(個の力の向上)と組織開発(組織の力の向上)という両面に焦

点をあてているという点に特徴がある。 

今回の聞き取り調査では聞き取れなかったが，大学間連携による教員養成の改善や先進

校視察などもこの「ネットワークによるアプローチ」に分類することができる。 

 

終わりに 

 大学の教員の力量向上のための「改善の取組(質の高い教員養成を実現している事例)」

について聞き取り調査をもとに述べていくことが本稿のねらいであった。もちろん，一つ

の大学・学部で一つのアプローチというわけではなく，それぞれの状況に適合したアプロ

ーチを併用している。こうした多様なアプローチが複合的に重なり合って，それぞれの教

員養成課程の風土が形成され，その風土が個人の力量形成に影響を与えているのだろう。 

 本プロジェクト研究の調査分析班が行った「教員養成担当者」を対象とした調査では，

教職課程の授業へのポジティブな取組は，「学校現場とつながりを持つこと」，「教職に向け

て学生を指導すること」，「大学での指導法や教育の在り方や子どもについて研究すること」，

などの取組の在り方と関連性があることがわかっている (詳細は，国立教育政策研究所(研

究代表者：工藤文三初等中等教育研究部長)『教員養成の充実・向上に関する調査結果報告

書』平成 23 年 12 月を参照)。同調査によれば，「同僚から授業についてアドバイスを受け

ている」という人は「よくある」「ときどきある」を合わせても 37%にとどまっており，「組

織的 FD・SD」の必要性を示唆している。 

今後は，「組織的 FD・SD」を戦略的に進めるために「教員養成担当者」のあるべき姿や

資質能力の明確化などが必要である。 

 (藤原文雄) 


