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第４章 教員養成プログラムの改革 

 

第１節 育成すべき教員像とプログラム改革 

 

１．育成する教員像，教員として必要な資質能力の明確化 

（１）具体的な教員像，資質能力を策定する意義 

 教員に求められる資質能力に関しては，平成 9 年の教育職員養成審議会第 1 次答申「新

たな時代に向けた教員養成の改善方策について」において，「いつの時代も教員に求めら

れる資質能力」と「今後特に求められる具体的資質能力」とに整理した上で，教員に求め

られる資質能力が述べられ，平成 11 年の同審議会第 3 次答申「養成と採用・研修との連携

の円滑化について」の「教職課程の充実と教員養成に携わる大学教員の指導力の向上」の

章において，「それぞれの大学が養成しようとする教員像を明確に持」つべきことが提言

されている。これらの考え方は平成 13 年の「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関す

る懇談会」（在り方懇）の報告「今後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」

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」等にも

引き継がれている。 

 これらの答申等の背景には，大学の教員養成課程が個々の教員のそれぞれの専門性や教

育観に基づいて行われており，一定の理念や哲学の下で統一的・体系的に行われてきてい

ないのではないかという課題意識がうかがわれる。そして，このような答申・報告が立て

続けに出されなければならなかったほど，各大学の教員養成課程の在り方に課題が多かっ

たということであろう。    

周知のことながら，戦後の我が国の教員養成は，「大学における教員養成」という方針

の下で，研究に裏付けられた学問的知見を有する大学教員が実施することとされ，教員養

成に関する大学院の設置が遅れたこともあり，授業を担当する大学教員はそれぞれの学問

分野から集められる形で構成された。このような組織は極めて遠心力の働きやすい組織で

あり，すべての教員が同じ方向に向かって統一的な取組を行うことはなかなかに困難であ

った。 

 この点，本調査研究で事例研究を行った教員養成教育の改善に取り組む大学の多くは，

抽象的ではなく，育成すべき教員の資質能力について項目を挙げて明確かつ具体的に示し，

学生教育の具体的な指針としていることが見て取れた。 

 具体的で明確な資質能力を大学あるいは学部として設定することの意義は何か。それは

先の審議会等の課題意識の裏返しで，各大学において育成すべき教員像や求められる資質

能力に関する統一した理念や哲学の下で，個々の教員が自らの専門と学生が身につけるべ

き能力との関係を明確に意識し，そして教員養成課程全体として学生の力量を保証しよう

とすることにあると考える。   
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異なる学問的背景を有している大学教員からなる教員養成課程において統一した具体的

で明確な教員像や育成すべき資質能力を策定するということは，そう簡単なことではない。

大学の訪問調査においては，学問的バックグラウンドを異にする学内教員が相互に意見を

出し合い，相当に時間をかけて丁寧な意見集約を図っていく様子が語られた。こうした過

程を経て大学・学部にふさわしい教員像等が明確にされたとき，初めて各大学教員のコン

センサスのもと，統一的な教員養成が行われることとなることが明らかとなった。 

 こうした各大学で教員像や資質能力を策定するという動きは，最近の大学改革全体の学

位プログラム化の流れとも軌を一にするものである。大学における教育の質の保証の基軸

が，「大学側がどのような教育を実施するか」ということから「学生がどのような力を身

に付けたか」ということへと大きくシフトする中で，教員養成課程についても同様の改革

が求められてきており，いち早く改革に取り組んでいる大学はこのことも意識した上での

取組となっていると考えられる。 

さらに，こうした動きは，平成 18 年の中教審答申で提言された「教職実践演習」の導入

により，制度面からも求められるようになってきている。すなわち，教員養成課程の最終

段階に「教職実践演習」が設定されることとなり，この科目の実施に当たっては，各大学

・学部において求める資質能力を策定し，教員養成課程を構成する各科目がどのように教

職実践演習へとつながっていくのかを明確化することが求められたのである。 

こうした制度化ともあいまって今後各大学においては，さらに教員像や求められる資質

能力を明確化する動きが活発化することとなるであろう。 

 

（２）明確で簡潔な資質能力 

各大学では，様々な角度から分析した上で教員像や求められる資質能力を策定している

が，極めて重要なポイントはその明確さと簡潔さである。 

多様な学問的背景の教員が科目を担当する教員養成課程において教員像等を議論する

と，ともすればその内容は極めて抽象的なものとなったり，あるいは具体的で明確はある

ものの極めて多岐にわたったりするといったことが見受けられる。しかし，ここで掲げら

れるべき事項は，教員養成段階のみでなく，その後の教職生活全般にわたって，教員自身

がセルフチェックできるような具体性と簡潔性を有していることが重要である。 

教員養成教育の改善に取り組む大学で着目している資質能力は，概ね次の三つの領域に

集約される。 

 

①子どもの実態及び子どもの学びについての理解と教科に関する高度な専門性に基づく

教育実践力 

 この領域に含まれる具体的な資質能力を例示すると，「学習者理解」「教科基礎

知識・技能」「授業実践研究」「学習の専門職」「学習指導力（学習状況把握力，
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授業設計力，授業実践力，授業の分析・省察力及び教材分析力・教材開発力」「授

業力（教科内容の理解・構想力・展開力・評価力）」「生徒指導力」などである。 

 

②子ども，保護者，地域住民，同僚教員等との人間関係力 

この領域に含まれる具体的な資質能力を例示すると，「リーダーシップ・協力」

「社会参加」「コミュニケーション」「表現力」「集団として成長できる教師」「学

び合うコミュニティ」「コーディネート力」「マネジメント力」「協働力（対人関

係能力，協調性，社会性）」などである。 

 

③絶えざる学びに基づき自らの教育実践を自律的に改善できる成長力 

 この領域に含まれる具体的な資質能力を例示すると，「探究力」「省察力」「省

察的な実践家」「将来にわたって成長し続ける教員」「研究できる教員」「セルフ

マネジメント力」「教育人間力」「課題探求能力」「自己向上力」などである。 

 

各大学・学部の状況等に応じて具体的な項目が区々であることは望ましいことでもあり，

実際，上記にみたとおり各大学・学部が掲げた具体的な項目はまちまちであるが，その数

は多くとも 10 程度に絞って明示していることが多い。 

 
（３）地域全体の確固たる教員像の策定 

 （１）で述べたように，大学・学部として育成すべき教員像等を策定すること自体，困

難を伴うものであるが，教員養成教育の改善に取り組む大学の中には，大学のみでなく，

地域の教育委員会と協働して「教員像」を策定しているところもある。 

 特に公立学校の任命権者である都道府県教育委員会等と連携・協力して教員像を明確化

することに成功しているところもある。このような連携が図られれば，大学が養成を目指

す教師像と，採用時点における教員像や教職に就いた後の職能成長を図っていく際の教員

像との連続性・一体性が図られ，さらに大学と教育委員会が教職生活の全体にわたって協

働してその成長を支援する体制整備の基盤となる。 

 教員は，結局は地域の学校の教員として活躍することとなる実践家であることを考えれ

ば，大学が地域の教育委員会と連携して確固たる教員像を策定する取組が広がることが期

待される。 

その際，大学の専門的な知と教育委員会や学校の実践的な知を併せて，これからの学校

において子どもたちに育成すべき力やそれを支える学校の在り方を踏まえ，時代や社会の

変化を的確にとらえ，21 世紀の学校と子どもの学びの創造を担うにふさわしい，新しい高

度専門職業人としての教員像の確立を図っていくことが必要と考える。 
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２．体系的な教員養成プログラムの実施（学習者依存型システムからプログラムにより能

力を支えるシステムへの転換） 

教員養成教育の改善に取り組む大学では，自ら育成しようとする教員像や資質能力に照

らし，独自の教育課程の編成，免許法が示す要件を超えた科目の設定，独自に開発した教

育プログラム等を課すことによって，体系的で特色ある教員養成教育を実現している。 

現在の教育職員免許法は，教科に関する科目，教職に関する科目等の所定単位を修得す

ることにより教員免許が授与されることとなっており，個々の単位を修得した学生が本当

に教員として必要な力を身に付けたかどうかは，各科目を選択して履修するそれぞれの学

生に任されている。教員養成教育の改善に取り組む大学では，このような学習者依存型の

教員養成ではなく，教員養成課程のプログラム全体で学生の力量を保証しようと取り組ん

でいる。 

 このような先導的な大学の事例をみると，次のような特徴が抽出できる。 

 

①プログラム全体の体系性確保のための「架橋」概念の導入 

 各大学の取組の中には，プログラム全体で学生の総合的な資質能力を育成する観点か

ら，次のような領域についての「架橋」領域の開発が進められている。 

  ○専門科学と教職 

○理論と実践・体験的活動 

 これらの詳細は，次節以降で述べるが，プログラム全体の体系化を図るに当たり，個

々の授業科目を統合するような科目を設定して体系的な資質能力の育成を図ろうとする

これらの取組には大きな可能性があると考える。 

 

②子どもの実態及び子どもの学びについての理解とそれに基づく実践力の育成 

 これは，教育を受ける主体である「子ども」を中心に据えて様々な科目群の統合を図

る取組である。現時点で多くの大学において行われているのは，教育実習をはじめ子ど

もと触れ合う様々な体験的活動を通じて，子ども及び子どもの学びについての理解を深

めるものである。今後は，子どもの学びについての総合的な新しい学問分野である「学

習科学」の知見も踏まえて教員養成教育内容・方法の研究を進める必要があると考える。 

 

③省察力の育成 

 ほとんどの大学において，教員としての実践力向上のため，自らの実践を自ら振り返

り改善できる力，すなわち省察力を育成する取組が行われている。また，生涯にわたっ

て成長し続ける教員，自律的に自己改善を図るための教員を育成するためにも，省察力

育成のプログラムの開発をさらに進めていく必要があると考える。 

（淵上孝） 
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第２節 専門科学と教職の架橋 

 

 前節で述べたように，教員養成教育の改善を図る大学の中には，「専門科学と教職の架

橋領域」を導入しているところがある。 

本節では，この新しい領域の成立の過程とその実施の態様，そして今後の発展のための

課題等について述べたい。 

 

１．架橋領域の成立過程 

（１）平成 10 年前後からの状況 

 平成 9 年 6 月，橋本内閣における財政構造改革の一環で，平成 10 年度まで予定されてい

た第 6 次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画と第 5 次公立高等学校学級編制及び教職

員配置改善計画について，計画期間を 2 年延長することとされた（閣議決定「財政構造改

革の推進について」）。この結果，平成 10 年度以降の教員採用者数が大きく減少すること

となり，国立教員養成系大学・学部の教員就職率が厳しい状況となった（国立教員養成系

大学・学部全体の教員就職者数・就職率は，平成 9 年度 6,800 人・41％→平成 10 年度 5,600

人・35%，11 年度 5,100 人・32%）。 

 また，平成 9 年 7 月には，教育職員養成審議会から第 1 次答申「新たな時代に向けた教

員養成の改善方策について」が出され，この答申に基づき，平成 10 年には教育職員免許法

が改正され，免許取得に関する教職に関する科目の最低単位数が増加（中学校一種：19 単

位→31 単位）した一方，教科に関する科目の修得単位数が大幅に減少（中学校一種：40

単位→20 単位）するとともに，「教科又は教職に関する科目」の領域が設定（中学校一種

：8 単位）された。 

 さらに，国立教員養成系大学・学部卒業者の教員就職率が年々減少している状況から，

平成 10 年度から 12 年度までの 3 年間に国立教員養成課程全体の入学定員を約 5 千人削減

（平成 9 年度約 1 万 5 千人→平成 12 年度約 1 万人）することとされた。 

 このように，国立教員養成系大学・学部をめぐる状況は極めて厳しく，中でも特に教科

に関する科目を担当する専門科学の教員については，修得単位数の大幅減少により教員養

成教育に果たすべき役割が厳しく問われることとなった。 

 このような状況の中で，各大学とも教科に関する科目の新しい位置付けについて模索が

なされ，その結果として専門科学の知見を生かした教科内容の指導に関する取組がいくつ

かの大学で始められた。 

 千葉大学では，平成 11 年度から，中学校教員養成課程の必修科目として「教材研究」と

いう科目を設定し，教科専門の教員に担当させることとした。この教科は，免許法上は教

科に関する科目として位置づけられてはいるものの，取り扱う内容はその教科名から想起

されるように，従来の専門科学に立脚したものから，学校現場と連携した中学校の授業内
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容や教材などにより近接したものとすることを目指すこととされた。この取組はその後の

各大学・学部における架橋領域の開発・発展につながる先駆的な取組の一つだと考えられ

る。 

 また，横浜国立大学では，平成 13 年度から，教職に関する科目（教科の指導法）である

「中等○○科教育法」（注：○○には教科名が入る。）の中で，全 8 単位のうち 4 単位分を実質

的に専門科学の教員による教科内容学にあて，教材研究などの資質を高めることとした。 

 これらの取組は，中学校における教科に関する科目の必修単位数が減少する中で，学内

のリソースをうまく活用しながら，教科に関する学生の専門知識の確保を図るために行わ

れたものであったが，こうした授業科目の設定により，教科に関する科目の担当教員の意

識や教授内容が徐々に，それまでの自らの専門領域に特化していたものから学校において

指導される教育内容との接合を図るものへと転換していくという効果も有していた。 

 

（２）平成 16 年以降 

 その後，平成 13 年に「今後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」（報告）

が出され，平成 16 年度には国立大学の法人化が行われたほか，平成 17 年度からは「教員

養成 GP」が開始され，さらに平成 18 年には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」が出され，教員免許更新制の導入，教職大学院制度の創設，教職実

践演習の創設などが提言された。 

これらの相次ぐ政策的な動きは，確実に国立教員養成系大学・学部の意識や有り様を変

革することにつながり，前節で述べたように，この時期，教員養成教育の改革を進める大

学において，教員養成プログラムの体系化が図られていった。 

こうした改革の一環として，島根大学では平成 18 年度から「教科内容構成研究」という

新科目が設定された。この科目は，教科に関する科目と教職に関する科目（教科の指導法）

の中間領域に位置する科目群で，学校教育のすべての段階を通じた当該教科内容の系統性

を踏まえた，各学校段階の教員に必要とされる「教材研究及び教材開発」等に関する資質

能力の確保を目的とするとされた。 

 また，鳴戸教育大学では「教育実践基礎演習」「教科教育実践Ⅰ～Ⅲ」という科目を設

けて学校教育の教科内容の体系を構造的に理解するとともに，各教科の内容を基盤としな

がら単元構成の方法と学習場面での展開方法などを学ぶこととされた。 

このほかにも，「教科内容研究」「教科内容開発」（岡山大学），「教科内容指導論」

（静岡大学），「○○プランニング論」「○○教育方法論」「○○教材構成論」「○○教

育評価論」(注：○○には教科名が入る。)（広島大学）などの名称で平成 17 年度頃から架橋領域

の実施が進められた。 

 

２．架橋領域の実施の態様 

 架橋領域を実施している 7 大学（岡山大学，静岡大学，島根大学，千葉大学，鳴戸教育

大学，広島大学，横浜国立大学）におけるその態様は以下のとおりとなっている。 
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（１）教育職員免許法上の位置づけ及び担当教員 

 架橋領域の免許法上の位置づけは次の三つに分類され，基本的にその分類に応じて担当

教員の属性も定まっている。 

 

①教科に関する科目に位置づけている例 

岡山大学における「教科内容研究」「教科内容開発」，千葉大学における「教材研究」

は教科に関する科目と位置づけられ，担当教員は専門科学の教員である。 

②教職に関する科目（教科の指導法）に位置づけている例 

広島大学の「○○プランニング論」「○○教育方法論」等，横浜国立大学の「中等○

○科教育法」は教職に関する科目（教科の指導法）に位置づけられており，教科の指

導法の担当教員が担当している。ただし，横浜国立大学の場合には８単位の内４単位

は専門科学の教員が実施している。 

③教科又は教職に関する科目に位置づけている例 

静岡大学の「教科内容指導論 I，Ⅱ」，島根大学の「教科内容構成研究」，鳴戸教育大

学の「教育実践基礎演習」「教科教育実践Ⅰ～Ⅲ」は，「教科又は教職に関する科目」

に位置づけられており，教科専門の教員と教科教育の教員のティーム・ティーチング

により行われている。 

 

（参考）各大学における架橋領域の実施状況（平成 23 年度） 

大学 岡山大学 静岡大学 島根大学 千葉大学 鳴門教育大学 広島大学 横浜国立大学 

教科名 
教科内容研究， 

教科内容開発 

教科内容指導

論Ⅰ，Ⅱ 

教科内容構成

研究 
教材研究 

教育実践基礎演習， 

教科教育実践Ⅰ～Ⅲ 

○○プランニング論，

○○教育方法論， 

○○教材構成論， 

○○教育評価論 

中 等 ○○ 科教

育法 

対象学校種 小・中高 小・中高 小・中高 中高 小・中高 中高 中高 

単位数 

履修年次 

教科内容研究 

:2単位，2年次 

教科内容開発 

:2単位，3年次 

Ⅰ:2単位， 

2年次 

Ⅱ:2単位，3年

次 

6～8単位， 

主に2年次 

8単位， 

2～4年次 

8単位， 

1～3年次 

12単位 
(中学校の場合) 
主に2～3年次 

8単位 

2年次以降 
(科目により異なる) 

担当教員 専門科学担当 
専門科学担当中

心 

専門科学担当と 

教科の指導法担

当とのTT 

専門科学担当 
専門科学担当と 

教科の指導法担当 
教科の指導法担当 

専門科学担当と 

教科の指導法担

当 

免許法上の 

位置づけ 
教科 教科又は教職 教科又は教職 教科 教科又は教職 

教職（教科の指導

法） 

教職（教科の指

導法） 

 

（２）目標・ねらい 

各大学におおむね共通している架橋領域の目標・ねらいは，①学習指導内容の体系的・

構造的理解，②教材研究・教材開発，③授業実践力である。 

 

３ 架橋領域の今後の発展に向けて 

 このように架橋領域の取組はまだ緒に就いたばかりであって，免許法上の位置づけ，担
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当教員，単位数など，各大学の状況に応じてまちまちであり，どの大学も試行錯誤しなが

ら改善を図っているというのが現状である。 

 一方で，こうした取組を進めている大学の多くは，この新しい領域を極めて重要なもの

として教員養成プログラムの中核的な科目に位置づけている。これは，前節で述べた，各

大学が自ら策定した教員像や求める資質能力との関係においてこれらの科目が極めて重要

な役割を果たすものであり，またプログラム全体の統合を図る意味を持つものだからであ

ろう。 

 このような取組のさらなる発展のために何点か，現時点でうかがわれる課題を指摘して

おきたい。 

まず課題の第一は，この領域の位置づけや実施に関する学内教員の共通理解である。こ

のような新たな取組を進めていくためには，関係する教員間の共通理解が必要であり，特

にティーム・ティーチングで担当する者同士においては不可欠である。この点いずれの大

学もまだ個々の教員によって新領域に対する理解や取組の程度に差がある状況が見受けら

れる。また，場合によっては教科の属性によってもこうした取組が進めやすい教科とそう

ではない教科もあるかもしれないが，この点については，今後のさらなる研究が必要であ

る。 

 課題の第二は，第一の課題とも関連するが，架橋領域を担当する教員を大学でいかに育

成するかということである。現在このような領域を担当している教員は，当然にこれまで

の大学教員の養成過程を経て教員となった方々ばかりである。したがって，それぞれの教

科あるいは教職に関する専門性は有しているものの，このような融合領域についての特別

の専門的知見を有しているか否かは不明である。そもそもこのような領域を担当する教員

にはどのような学問的背景が求められるかといったこと自体，明らかではない。この点は，

この領域を専門的に，かつ，高度に発展・展開していくためには不可欠なことであって，

ぜひ各大学の大学院においてこの新しい分野の研究開発が進められることを期待したい。 

その際，子どもの学びやそれに対するアプローチについて幅広い観点から学問的研究を

行っている「学習科学」の分野の発展を期待したい。これは米国において取組が進められ

ている新しい分野であるが，認知科学，教育心理学，コンピュータサイエンス，人類学，

社会学，情報科学，神経科学，教育学，デザイン研究，教授デザインなど多様な学問分野

を総合する学際科学であり，「教えること」と「学ぶこと」を科学的に研究するというも

のである。 

 課題の第三は、国による支援である。こうした取組は現在，あくまで各大学の創意工夫

によって支えられている。平成 17 年度，18 年度に実施された国における「教員養成 GP」

は，各大学の創意工夫を生かしつつ確実に改革へとつながっていった。こうしたことも踏

まえて，今後国において，先導的取組を行う大学に対して積極的な財政的支援が行われる

よう望みたい。また，教員養成課程を担当する教員の審査の基準や科学研究費補助金の補

助対象としてこうした新しい領域を加えることも一案だろう。 

（淵上孝） 
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第３節 理論知と実践知の架橋 －教職に関する科目の改善－ 

 

  質問項目「１ 養成プログラムの改善 質問２」（必要に応じて「２ 教育改善の課題設定

と組織のあり方について 質問４」を参照）に対する書面回答と訪問時の取材をもとに，

教職に関する科目の改善事例をまとめ，課題について考察する。 

 

１．調査結果の分析 

 「教職に関する科目」の改善で多くの大学があげた特色を整理すると，主に以下の 4 点

に集約される。 

   ① 実践・体験的科目群の配置 

   ② 教科教育に関する科目，特に教育方法に加え教育内容に関する科目の重視 

   ③ 特別なニーズに応える科目の設置 

   ④ コア・カリキュラムの考え方の導入  

 これら 4 点の改革の内容については，各大学の考え方，展開の仕方は様々であり，大学

のおかれた位置，すなわち，養成系大学か，総合大学のうちの養成学部か，開放制大学・

学部かの違いだけでなく，地理的位置も関係して，それぞれの工夫・努力が見られ，それ

とともに，その限界も見られる。特に，「即戦力」的養成が叫ばれて実践的な学びに多くの

時間が費やされ，原理的な学習の理論知と実践知・経験知の往還はいくつかの大学で努力

が見られるが，多くは見える形でなされていない。これらの課題については後半で述べる

ことにして，まず，上記 4 点の改革についてまとめる。 

 

（１）実践・体験的科目群の配置 

 いくつかのパターンがある。教育実習は従来のように 4 年次のみ，3〜4 年次，1 年次か

らスタートさせ，1〜2 年次は学校見学・参加，3〜4 年次で本格実習を行う事例まである。

養成系では特に 3 年次に主免許状用，4 年次に副免許状用実習となる。ただし，1〜2 年次

は実習が選択だったりして教職課程履修者全員とは限らない大学もあり，期間も各 1 週間

程度である。 

 実習にも小規模校実習，「離島における学校教育」実習，県内のさまざまな特徴をもった

学校に対する理解を深めさせる実習など，地域理解を促す実習の導入の事例がある。 

 1〜3 年次には，教育実習の形は取らずに，学校ボランティアや学校インターンシップの

ように「学校体験」とする形もある。インターンシップにおいては，学校との提携で職員

会議の出席を含む，様々な学校体験をさせる事例がある。 

 また，学内実施も含めて，学生が子ども対象の様々なイベントを企画・運営する活動を

奨励，実践的な授業とともに，自主的な体験活動を単位化した事例もある。 

 さらに，臨床的科目群を 1 年次から段階的に配置したり，「学習臨床」あるいは「教育実
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践研究」と名付けて，学習指導，不登校・発達障害児の指導等，実践的な生徒指導体験を

させる科目配置も見られる。 

 これらの実践的な科目群の設置で特色あるプログラムには， 

a)「学校フィールドスタディ」：地域・学校の往還的体験学習を充実させる目的（30

時間以上，10 日以上） 

b)「1,000 時間体験学習」：教育実習 400 時間，臨床カウンセリング体験 150 時間，

基礎体験（学外教育体験，学校体験，子ども体験）450 時間 

c)「地域恊働型研修（単位なし）」：「ちゃぶ台方式」と称する学生の自主的活動 

d)「蓄積型体験学習」：2〜4 年に実施される学習支援実習，企業実習，離島実習など，

様々な実習を組み合わせ 

e)「教育実践研究」：教育実践研究 A（授業づくりの実習 10 単位），教育実践研究 B

（8 単位まで。各週土曜日地域の児童生徒 300 名対象，総合学習を展開。大学の授

業内で組織化），教育実践研究 C（生徒指導教育相談の実習で 8 単位まで。県内の

不登校・発達障害児 200 名を教育委員会と連携して大学生（約 130 名）が支援。

大学の授業で毎週ケースカンファレンスを行う）。 

などの事例がある。特に，上記 b)と e)大学の事例では，「座学と経験の往還」「大学の授業

での組織化，ケースカンファレンス」が行われていて，理論知と実践知の往還が目指され

ている。 

 

（２）教科教育に関する科目，特に教育方法に加え教育内容に関する科目の重視 

 「教科専門」科目と「教科教育」科目の結びつきは，そもそも 2001 年（平成 13 年）「今

後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」(報告)で“教員養成学部と他学部と

の差異化を計るために”提案されたものである。当然ながら，教員養成系大学では「教科

内容構成学」「教科教育実践学」等，教科専門の教員と実務家教員の連携で，教職に関する

科目として「架橋となる科目」の設置が多く見られるが，大学間での差がかなりありそう

である。私学でも教員養成を重視する理系大学において，「○○教材開発」「教職のための

○○」「授業実践演習」のような科目設置に努力が見受けられる。もともと方法論のみなら

ず教科内容のあり方も考える「教科教育学」は教職に関する科目であり，教科指導法（特

に指導案作成，模擬授業）ばかりに焦点が当てられてきた反省として望ましい動きである。

教科教育において，指導技術ばかりでなく内容のあり方についても，ただ演習（実践知）

ではない，内容・方法のあり方論（理論知）としての展開が望まれる。 

 

（３）特別なニーズに応える科目の設置 

 特別支援教育，小規模校や離島における教育に関する科目等，特別なニーズに応える科

目の設置を今後の課題（現在は未設置）とする大学が見られる一方，体験・実習のみなら
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ず「小規模学校教育論」，特別支援教育については発達障害理解も含めた「特別支援教育研

究」などの科目が全学教職課程履修者向けに実際に設置されている事例もある。概論だけ

でなく，実際に 5 領域（視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，病弱）すべての教

員を養成するカリキュラムを整備した大学も見られる。しかし，現段階で設置大学は非常

に少ない。さらにこの分野で理論知と実践知の往還を目指す科目設置の事例はほとんどな

い。 

  

（４）コア・カリキュラムの考え方の導入 

 2 つのタイプが見られる。学校現場での実践・体験をコアに据えるタイプと，大学の授

業としてのいくつかの代表的な科目をコアとする考え方である。前者の例は，上記 e)大学

の事例のように「教育実践研究 A,B,C」により，現場での教科指導，総合的な学習，生徒

指導・教育相談の実践（実習）をコアとするものである。それぞれの実践と大学の授業で

の省察，カンファレンスを通じて，実践知と理論知の往還がなされている。後者の例は，

「教職原論」「カリキュラム論」「教育実習事前事後指導」「教職総合演習」という大学の授

業を教職に関する専門科目群のコアとする事例である。この事例は，実習の省察を含めて，

教育学・教育社会学・教育心理学等の原理的科目，および，実習・生徒指導事例（具体的

な生徒指導事例を精選して議論させる）と，上記コア科目との往還を行っている事例であ

る。 

 

２．考察 

 今日，教職課程に実践的な科目を配置する目的は，卒業時点において期待される「即戦

力」，すなわち，教科・生徒指導の実践的な指導力の育成である。学生たちが学校現場によ

り多く接する事は十分意義がある。しかし，単に現場に行けば良いものでない。実践・体

験の事前事後の指導，さらにより良い事前指導による実践・体験期間中の課題意識によっ

て大きくその効果が変わる。さらに，養成の「高度化」を問うとき，第一に「省察」のさ

せかた，第二に，大学の授業としての「理論知，学問知」の学びである教科に関する専門

科目や教職に関する専門科目の原理的な科目と，実践的な学び「実践知」との往還のさせ

方が課題となる。 

 まず，「高度化」を達成するための具体的な方法として，「省察」が重視されている。学

校ボランティア・インターンシップ，教育実習等の現場体験の振り返りである。しかし，

単なる感想から分析・評価的考察への「省察」への高めの指導のあり方とは，学部でもな

されている省察と「高度化」で言われる大学院レベルの「省察」はどこがどう違うのか，

十分な検討の必要と，大学の教員の指導方法の改善が待たれる。また，以下に述べる理論

知と実践知・体験知の往還が鍵となる。 

 実践・体験的な科目の設置・実施には，実務家教員が多く関わっている。学生の指導に



- 54 - 

あたっては，教科指導法の授業での指導案作成や模擬授業の指導，学校見学・体験，実習

指導においては教科指導のみならず，学校・学級運営，生徒指導まで，包括的に対応して

いる。学生の実践的な体験の指導については彼ら自身の HR 担任・生徒指導・進路指導に関

する多くの経験，特別支援学校・学級の教歴，校長・教育委員会時代の指導経験が大いに

役に立ち，また，学生の実習・（特に私学への）採用を依頼するにあたっては，校長・教育

委員会時代の人脈が功を奏していることが見受けられる。 

 しかし，実務家教員と教科専門の研究者教員との連携や，教職専門の研究者教員との連

携に問題を感じている大学も少なくない。特に，原理的科目（教育学，心理学等）群との

往還は，双方の教員の力量・経験に問題があることは事実で，理想は理想で現実的な運営

は難しい状態である。「往還は必要だが個々の教員の力量にゆだねられている」と言い切っ

ている大学も見受けられる。具体的にどう連携するのか，何をもって往還と言えるのか，

どのように理論知と実践・体験知の往還ができるのか，複数教員，特に研究者教員と実務

家教員の協力は口で言うほど簡単でない。教員養成の「高度化」を考える時の重要な課題

である。 

 また，「養成段階」と「研修段階」の違いは何か？ それは「大学・大学院でしか出来な

い教員養成」とは何を指すのか，の問いにもつながる。「専門職」大学院を考えているは

ずが，大学・大学院の「専門学校化」，あるいは過去の「師範学校化」する懸念があるこ

とにも注意すべきである。今回の中教審「教員の資質能力向上特別部会」の「基本制度ワ

ーキンググループ」報告書でも再確認された「開放制」「大学における教員養成」の意義

を重視すべきである。明らかなことは，まず，原理科目群の重視であり，特に学部の養成

段階の教職に関する科目群においては，実践・体験と原理的科目との往還重視である。教

科教育は教科専門科目だけでなく教育学・教育心理学科目群等と，生徒指導は教育心理学

・教育社会学の科目群等と，学校・学級経営は，教育哲学・思想，教育行政学，教育社会

学，教育心理学群等とである。大学院レベルの養成 24 単位は，「往還」も重要であるが教

職に関する科目に偏った現在の教職大学院カリキュラムに対して，教科に関する“専門”

科目に特化する「専修」免許の意義も再認識する必要がある。 

 「教科専門に弱い」ことが，「教科指導が弱い」，特に「指導要領の教科内容・指導方法

に弱い」に解釈されている問題もある。確かに教科の内容・方法の学びに弱いことには注

意が必要であり，養成課程の改善が待たれる。しかし，「指導技術は優れているが，教科専

門の指導能力が低い」という評価を受けている養成系大学もある。中等教育に携わろうと

する学生の教科の力量が低下していることは致命的である。「教科専門科目の単位が削減さ

れたことで，学生の教科の力量が低下している。教科専門科目の内容を，「研究」用ではな

く，「教員養成」用にすることが求められてきたが，それも教科の力量の低下につながって

いるように感じられる。」との指摘をする大学があった。いわゆる「ゆとり世代」の学生で

ある上に，1998 年の免許法改正により教科に関する科目が 20＋α 単位となり，教育系の
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学生の教科の専門性は学部段階で既に非常に弱い。目先の指導のテクニックではなく，学

問としての教科の専門科目の履修指導に力を入れるべきと考える。 

 一方，実践的な学びにおいては，担当教員の現場での指導，および，体験に基づく講話

も意義があるが，むしろ，①学校の教育理念と取りうる様々な形態，②学校・学級レベル

における過去・現在の優れた（教育行政も含めた）教育実践，③教科指導・生徒指導の問

題を抱えた学校の具体的な現状と解決法など，教育学・教育心理学の知見から精選され分

析された事例を検討する科目配置の方が，一般化され研究対象として意義があると考える。

学校ボランティア・インターンシップ，教育実習は，配属された学校の負担と同時に，そ

の学校の現状・特色に限られる体験であるし，その学校のどの教員の指導を受けたかにも

大きく左右されるからである。 

 今回の調査対象は先駆的な試みを行っている大学であったが，残念ながら，教育系学部

・学科だけの養成カリキュラム改革になっている大学が多い。一部の大学では，教育学部，

または，教職センターがイニシャティブを取って全学の養成カリキュラム改革を行い，実

践的な教員養成を行っている（または行おうとしている）事例もわずかながら見受けられ

るが，ほとんどが養成の核になっている学部だけの改革にとどまっている。養成系大学・

養成系学部であっても，養成を主としないコース・学部への働きかけが求められている。

開放制大学へのモデルとなる必要からである。養成カリキュラムのコアをどう据えるかと

同時に，開放制の教員養成の一つの課題解決となる。 

（町田健一） 
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第４節 教育実習と教育的体験の重視 

 

１．学生によるボランティア活動 

（１）学校をフィールドとする教育研究の確立へ 

 教員養成教育において，教育委員会や小学校，中学校などの学校教育現場と連携した学

生教育の試みが今日さまざまに行われるようになった。一昔前までは，まったく考えられ

なかったことである。まさに隔世の感であり，今後とも，教育委員会や各学校等と連携し

た教員養成教育が行われるとともに，その質的な向上を図っていくことが肝要である。 

 では，なぜ，教育委員会や各学校等と連携した教員養成教育の取組が必要なのか。それ

は，第一義的には，将来教員として教壇に立つ学生たちを養成する大学として，その学生

たちが将来勤務する学校のなかで必要とされる教員としての資質や能力の全体を大学とし

て把握しておかなければならないからである。さらには単に現在の学校教育現場の限りに

おいてそれを発想するだけではなしに，真に必要とされる教員の資質や能力を大学として

研究し，その内実を明確化し，そのような資質や能力を備えた教員を養成することが大学

に求められるからである。 

 これからの学校教育において，どのような教員が必要なのか，その資質や能力はどのよ

うなものなのかということを大学は常に考え続けることが必要である。そのためには，各

学校教育現場等へ大学教員が入り，学校をフィールドとする研究を行うことが求められて

いる。これからの時代において，いきいきとした児童生徒を育てるために各学校で必要と

される教員像を明確に把握し，それに合致する教員を養成することが大学には求められて

いる。その上で，養成される教員にとって最小限必要となる“教員としての資質や能力”が

各学生に確実に備わったかどうかについて，確認するということが必要である。いわば，

これからの社会を形成するために必要とされる人間像に基づき，さらにそのなかで育てる

べき児童生徒の学力や体力，人間性等を大学が主体的に検討することである。さらにそう

した児童生徒を育てるために必要とされる教員像を明確に描きつつ，学校のニーズに応え

続ける，あるいは，学校教育現場に真に必要となる教員像を大学が自ら創造する努力が必

要である。 

 

（２）「実習公害」からの脱出 

 大学がその所在する地域の教育委員会や学校等と連携し，実践的な指導力を大学におい

て養成するということが一般化するなかで，いわゆる「実習公害」という問題が各地域に

おいて起こっている。学校ボランティアや教育体験，学校インターンシップなど，学生が

実際の教育現場に赴き，学ぶということが当たり前になりつつあるが，受け入れる側の学

校から派遣された学生の受け入れを断る例が出てきている。児童生徒の前に立たせること

がとてもできないような課題のある学生であったり，学校の教職員と人間的な交流ができ
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なかったりする学生が，事前の指導を受けずに派遣されるという実態がある。ただ単に，

学生を学校教育現場等に送り出しさえすれば，それが学生にとって学修になるというのは

幻想である。質の高い教員養成教育を実現している大学，学部では，教育的な体験を行う

学生たちが，それぞれ目標を持って学校教育現場へ入るような仕掛けを作りつつ，大学に

おける理論的な学修とその体験的な学修とのあいだに橋渡しがなされている。 

 たとえば福井大学教育地域科学部においては，教員養成課程に学ぶ異学年の学生たちが

縦割りのグループを組織し，それぞれの教育的な体験活動の果実が先輩から後輩へと伝承

されるシステムを構築している。こうした取組により，教育的な体験活動に関する事前，

事後指導が一体化し，また，学生たちにとっては，先輩たちが体験する姿にあこがれを持

ちつつ，自らの教育的な体験活動をデザインするという好循環が生まれている。島根大学

教育学部においては，学生がそれぞれ体験した教育的な体験活動の内容を結晶化し，口頭

発表する場を設定するとともに，学生を受け入れた側がその場に立ち会い，その成果を確

認し，また，課題について批評し合うなど緊張感のあるなかで学生自らが自己の体験をふ

り返るという取組が行われている。こうした取組により，各学校教育現場等における教育

経験と大学における理論的な学修とが相互に融合し合う関係が形成されている。 

 

（３）真に実践的指導力を備えた教員を育てる 

 学校教育現場等と大学との連携協力という場合，一人の学生のなかに教育の“実践”と“

理論”の相互にわたる学修が融合され，結合されるという視点が不可欠である。単に学校等

に学生を出すだけで，実践と理論の融合，結合が図られるものではない。大学が積極的に，

主体的に学校教育現場等と関わることが大事であり，大学の教育研究として，大学の研究

者が学校をフィールドとする研究に関わることが必要である。島根大学や福井大学などの

質の高い教員養成教育を実現している大学では，大学の研究者が学校の教育研究に積極的

に関わり，学校改革，授業改善に資する研究を展開している。こうした取組により，大学

での理論研究が，真に教育実践の成果を反映したものとなる。結果として，学校ボランテ

ィア等として，学生を受け入れる学校における教育実践が質的に向上し，翻ってその効果

が，学生に還元される。このような過程を経て，大学における研究が真に教育実践の成果

に根ざした内容に変容する。このことによって，“実践”と“理論”とが結合し，教員養成教

育の質的向上が期待される。 

 学生が教育的な活動を経験するという場合に，その活動場所は，どこでもよいというわ

けではない。学生を送り出す大学側からすれば，学生が学ぶにふさわしい場に送り出した

いと考えるものである。そのためには，大学が学校をフィールドとする研究を行う中で，

学校の質を判断する力量を付けることが必要である。その学校の現職教育に協力したり，

各教員の実践的な指導力を磨く支援をすることにより大学が主体的に教育実習を実施する

ための基盤が成立する。質の高い教員養成教育を行っている大学は，連携する学校の現職
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教育に協力したり，各教員の指導力向上に向けてさまざまに支援している。このようなこ

とによって，大学の協力の下で学生を受け入れる学校が育っていかなければならない。学

生が学ぶにふさわしい学校に入り，そこで教育的な活動を経験することによって，質の高

い学修がその学生のなかに実現し，教員養成における教育効果が高まるような仕組みが必

要である。 

 そのためには，大学が大学の所在する地域等と連携し，相互に協力しあうことが非常に

重要である。単に研究者の個人的な繋がりによる連携関係や学生の出身校に頼るのではな

く，大学と教育委員会，各学校等が協力するための枠組みを構築することで，組織的な連

携関係が結ばれる。その上で，年度ごとに連携に関する協議等を大学と教育委員会，学校

等と協力しながら実行し，人事異動等によりそれぞれの担当者が替わったとしても，連携

協力の関係が永続するような努力が必要である。 

 

２．教育実習 

（１）理論と実践の融合という課題 

 教育的な体験活動を実施し，学生が大学入学後の早い時期から，学校教育現場に親しみ，

そこにおける教育活動の実際を体験的に学ぶためには，教職に関する科目や教科に関する

科目との連続性を大学が主体的に保つとともに，特に教育実習との連携をはかることが重

要である。このことを抜きに，単なる体験活動として計画したところで，大学における理

論的な学修と学校教育現場における実践的な学修とを一人の学生が自らの頭の中に統合す

ることは難しい。学生一人一人に教職観を統合的に育てるためには，大学における理論的

な学修と学校教育現場における実践的な学修とを大学が主体的に融合させる努力が必要で

ある。島根大学や福井大学などの質の高い教員養成教育を実現している大学では，教職に

関する科目や教科に関する科目と学校教育現場における体験的な学習機会を融合させ，各

学校における教育的な体験活動が意味ある学修になるように工夫している。各学校等にお

いて参観，観察的な体験活動を実施した後で，学生たちがその経験を振り返り，学校教育

活動における教師の役割を大学において教職に関する科目や教科に関する科目の担当教員

とともに検討し合うような場を創造している。こうした努力により，大学における教職に

関する科目や教科に関する科目の担当教員自身が，各学校等をフィールドとする研究に取

り組むようになることで，大学での教員養成教育が教育実践の実情をふまえたものに変容

することになる。 

 

（２）大学が主体的に行う「教育実習」へ 

 その上で，教育実習を単なる“教壇実習”とせずに，学級や学年，教科担任として必要と

なる職務に関する理解，学校における組織的な運営についての理解，学校内外の連携，児

童生徒に関する理解など，幅広く学校教育活動全般を理解できるような教育実習を行って
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いる。 

 教員の仕事の中核には，“授業を展開する”ということがあるが，しかし，そうした力量

を形成することはもとより，大学卒業後に学校において学級を受け持ち，授業を行い，児

童生徒の生徒指導や学習指導に関する総合的な力を必要とする時代にあって，早いうちか

ら各学校等において，体験的な学修経験を積むことが必要となる。 

 その際，大学における正規のカリキュラムではなく，いわゆる課外活動として行う学校

ボランティアのように，たまたま意欲が高く，自主的に参画する学生がいたというような

偶然に頼るのではなく，大学として養成する教員像を明確化するなかで，教育実習等の内

容や方法を改善する過程において，学生の教育的な体験活動を組織していくことが求めら

れている。そうすることが，いわゆる“実習公害”というような問題を解決することになり，

また，より積極的に実践的指導力を備えた教員を養成するということにつながる。‘教育職

員免許状の取得を目指すことが，イコール教員として最小限必要となる資質や能力の保証’

となるような教員養成に関する実践が，各大学には今日，より一層求められているのであ

る。 

 

（３）実務家教員任せにしない教員養成 

 近年，学校教育現場において教育的指導を豊かに経験してきたいわゆる“実務家教員”が

各大学において活躍するようになった。このこと自体は大学における教員養成教育を質的

に向上させるためには望ましいことであり，もっと早くからこうした取組が教員養成大学

等において展開するべきであった。その一方で，大学における教員養成カリキュラムのな

かで教育的な体験活動や教育実習等を実施する際に，その仕事の大半を実務家教員任せに

してしまい，教職に関する科目や教科に関する科目の担当教員がそうした“教育実践的なカ

リキュラム”において我関せずというような態度をとってしまっている現状がある。これで

は，教員養成における理論と実践の融合という課題は放置されたままになってしまうので

あり，教員養成改革の実現は難しい。是非とも改善しなければならない課題であるといっ

てよい。 

 結局のところ，大事なことは，教員を目指す一人の学生において，教職観が統合的に形

成されることである。教科に関する科目や教職に関する科目を大学において学ぶなかで，

それらが一つの統一的な教職像に結実するということが必要である。 

 これまでは，それが各学生の自己努力に任されてきた。ある時代まではそれでも学生が

教員として育っていったのだが，それは教員を受け入れる側の各学校において教員を育て

る環境が整っていたからである。そうした時代においては，大学で実践的な指導力を備え

た教員を育ててほしいというような期待の声はどこにもなかったのである。 

 今日では，教員の大量退職時代となり，大都市圏を中心として大量の新採教員が誕生し，

各学校において教務主任や研究主任のなり手がいないというような事態が生じている。現
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職教育や機関研修によって教員を育てるということに頼ってはいられない時代の到来であ

る。これからは，これまで以上に大学における教員養成に対して期待が集まるはずである。 

 大学における教員養成が真にこの期待に応えるためには，各学校や教育委員会の協力を

得ながら，本当に必要とされる教員を育てるという課題に取り組むことである。そのため

には，いわゆる研究者教員とともに，実務家教員が教員養成を行う大学等に配置され，彼

らが相互に連携しつつ教職に関する科目や教科に関する科目を担当していくことである。

そのことが，各学校や教育委員会と，大学との連携を促進するし，学校で必要とされる教

員の養成が各大学等において実現する。その上で，一人一人の学生に対して大学が目標と

する教員像を統合的に形成することである。 

 島根大学や福井大学などの質の高い教員養成教育を実現している大学等においては，研

究者教員と実務家教員の協力，連携がすすみ，教科に関する科目と教職に関する科目の連

携，融合という課題を克服しつつある。その上さらに各学生のなかに教職像を統一的に形

成するということに成功しつつある。こうした教員養成教育の実践的取組に学ぶ意義は大

きい。今後の教員養成改革において鍵を握る実践であるといってよいのであり，各大学が

こうしたモデルとなる大学の成果に学びつつ，各大学等における教員養成教育の改革を実

現することが今後ますます求められるはずである。 

（狩野浩二）  
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第５節 養成教育と現職教育の架橋 

 

はじめに 

平成 24 年 8 月の中教審答申では，「教育委員会と大学との連携・協働による教職生活の

全体を通じた一体的な改革」という方向性が打ち出された。この提言を受けて今後，教員

養成教育を担う大学の責務について，養成教育と現職教育の架橋という観点から見直され

ていくと考えられる。具体的には，教職課程と採用後の研修・人事制度等との連携や，大

学が有する資源の教職全体を通じた教員支援への活用の在り方などが，論点になりうると

考えられる。 

この見直しの過程において，教育学の諸領域の研究に裏打ちされた教職課程の，特に理

論的分野を扱う教職に関する科目のうち基礎的な科目（教育職員免許法施行規則第六条表

第二欄，第三欄に規定する科目をいう。以下この節において「教職基礎科目」という。）

について，それがどのような役割を担うのかが特に重要な論点の一つであろうと考えられ

る。このため本稿では，教育委員会と大学の連携・協働が制度的に導入されたともいえる

免許状更新講習の実施状況を中心に聴取した 10 大学から，教職基礎科目の位置づけや教員

の専門性向上に大学が果たす役割について問い直しを行っていると考えられる事例を収集

した。 

 

１．教職基礎科目の法令上の取り扱い 

教職基礎科目については，教育職員免許法施行規則においてその制定当初から，教育学

の各研究領域に立脚した理論面の学修を念頭においた科目設定がなされていたと想定さ

れ，数次の法改正を経て現行では，修得すべき科目の設定としては大括りされつつ，カリ

キュラム内容の詳細が「含めることが必要な事項」として規定されている（表 1）。 

 

また，文部科学省が発行する手引きにおいては，教職課程の各科目の名称例や科目の趣

教職に関する
専門科目

単位※2 教職に関する
専門科目

単位※2 単位※2 各科目に含めることが必要な事項 単位※2

教職の意義及び教員の役割
教員の職務内容（研修、服務及び
身分保障等を含む。）
進路選択に資する各種の機会の提
供

教育原理
小4

中高3
教育の本質と目標に関する科目 教育の理念並びに教育に関する歴

史及び思想
小「教育心理学、児
童心理学（成長と発
達を含む。)」
中高「教育心理学、
青年心理学（成長と
発達を含む。)」

小4
中高3

小「教育心理学、児
童心理学」
中高「教育心理学、
青年心理学」

小4
中高3

幼児、児童又は生徒の心身の発
達及び学習の過程に関する科目

幼児、児童及び生徒の心身の発達
及び学習の過程（障害のある幼
児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程を含む。）

教育原理（教育課
程、教育方法及び
指導を含む。)

小4
中高3

教育に係る社会的、制度的又は
経営的な事項に関する科目

教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項

（上記により修得した単位）以外の
教職に関する専門科目の単位は、教
育哲学、教育史、教育社会学、教育
行政学、教育統計学、図書館学及び
その他大学の適宜加える教職に関す
る専門科目について修得することが
できる。

（上記により修得した単位）以外の
教職に関する専門科目の単位は、教
育哲学、教育史、教育社会学、教育
行政学、教育関係法規、境域財政
学、教育統計学、教育評価、教育心
理学、学校教育の指導及び管理、学
校保健、学校建築、社会教育、視聴
覚教育、図書館学、職業指導、その
他大学の加える教職に関する専門科
目についても修得することができ
る。

（左記規定を廃止）

第二欄

小12
中高8

（「教育の方
法及び技術

（情報機器及
び教材の活用
を含む。）に
関する科目」
を含む。）

2

6

教職の意
義等に関
する科目

教育の基
礎理論に
関する科
目

第三欄

第二欄

表１　「教職基礎科目」※1の変遷
※1「教職基礎科目」とは、現行教育職員免許法施行規則第六条第一項表第二欄、第三欄に規定する科目をいう

※2　「単位」は小学校、中学校及び高等学校の現行一種免許状相当について記載

平成10年

教職に関する科目

昭和29年昭和24年 平成元年

教職に関する専門教育科目
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旨が記載されており，現行第二欄，第三欄の科目名称例は表 2 のとおりである。教育学の

各研究領域に立脚した科目名も含まれおり，特に第三欄については，「含めることが必要

な事項」として示されている 3 事項を包括する科目設定が理論上可能ではあるところ，科

目名は事項ごとに例示されている。 

 

さらに，科目の趣旨については，現行第三欄の「教育の理念並びに教育に関する歴史及

び思想」「教育に関する社会的，制度的又は経営的事項」については記載自体がない。 

 

２．教職基礎科目の位置づけの問い直し 

各大学の教職課程においては，科目や授業配置の「導入から基礎へ，基礎から発展へ」

「理論から実践へ」「講義から演習へ」といった順序性を前提に，教職基礎科目を教職課

程の「導入・基礎」「理論」「講義」と位置づけているのが一般的である。また，教職基

礎科目の内容として，教職に求められる資質能力の土台として基礎的・原理的な理論・知

識の修得を担うという位置づけは，各大学におおむね共通の認識である。中でも上智大学

では，全学の教職課程等に関わる業務運営を担う「課程センター」において，教職基礎科

目を「教員が教育実践・現象を原理的・構造的に把握し内省するために，哲学的・歴史的

・社会学的・心理学的考察を行える基礎的能力や態度を育成する」科目と位置づけ，他の

教職に関する科目が実践的で即戦力となる内容を取り扱うこととのバランスを考慮し，現

状の理念的・抽象的・学術的な内容であることの意義を認め，その内容と質の向上を目指

している点が特徴的である。 

 

また，教職基礎科目の教職課程や教職生活全体における位置づけをとらえ直した，以下

のような取組がみられる。 

 

（１）第二欄「教職の意義等に関する科目」の教職課程の出発点としてのとらえ直し 

現行第二欄「教職の意義等に関する科目」は平成 10 年に新設された科目で，平成 9 年中

教審答申においては「教職に関する理解の増進を含む適切な指導を通じ，教員を志願する

者に『教師とは何か，教職とは何か』ということについて深く考察するきっかけを与える

こと」が目的であるとしている。 

教職概論 教職論
教職原論 教職入門
教育原論 学校と教育の歴史
教育原理 教育学概論
教育基礎論
教育心理学 学校教育心理学
心身の発達と学習過程 学習・発達論
学習心理学 発達心理学
教育行財政 教育の制度と経営
教育行財政論 教育行政学
教育制度論 教育社会学
学校制度論 学校教育社会学
学校の制度 教育経営論

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

『教職課程認定申請の手引き（平成24年度改訂版）』（文部科学省初等中等教育局教職員課）　より作成

表２　各科目の名称例

教職の意義等に
関する科目

第二欄

教育の基礎理論
に関する科目

第三欄

教育職員免許法施行規則に定める区分 現在の科目名称例

・教職の意義及び教員の役割
・教員の職務内容（研修、含む及び身分保障等を含む。）
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。）
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教育課題への対応などの理由により教職課程の科目が細目化し増加する中で，教職基礎

科目の授業内容が担当教員の細分化された専門研究領域を中心とした事項にとどまる例が

少なくない中，この新たな科目を教職課程の入り口として位置づけ，学生が最初に教職や

教職課程の全体像を把握した上で個別分野の学修に移れるよう，カリキュラムを設計する

努力が見られる。 

山梨大学の「現代授業論」，岐阜大学の「教職論（教職トライアル）」，広島大学の「教

職入門」は，いずれも第二欄科目として開設され，学校観察を導入し教員側の立場での教

育実践的経験を得させるとともに，その経験と講義，演習等を組み合わせることにより，

教職についての認識の変容を図り理解を深めることを目的としている。 

 

（２）理論と実践の往還という観点からのとらえ直し 

理論と実践の往還に主眼を置いた科目設定や授業内容の工夫は，特に教育職員免許法施

行規則第六条表第四欄科目（教育課程，指導法，生徒指導，教育相談，進路指導等に関す

る科目）で進めている大学・学部が多くみられるが，教職基礎科目においても，理論と実

践を往還する力の育成を目標とする演習科目そのものを設定したり，理論を学び，実習を

経験した後に理論の学修に立ち戻る機会を提供したりするなど，理論と実践の往還を学生

任せにするのではなくカリキュラム上で経験的に学べる工夫がみられる。 

広島大学の「学校教育基礎論」は，小学校教諭一種免許状取得課程における第三欄「教

育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」に該当する科目として開設される選択科目で

ある。これは，この科目の前に履修する「小学校教育実習入門」「教職入門」での学校実

地見学の体験を，その後履修する理論的科目へつなぐ役割を担い，実践と理論がつながる

ことを体験的に学修するものである。 

また，「教職又は教科に関する科目」ではあるが，立命館大学は「学校教育演習」を 3

年次の必修科目として開設している。これは，学校・教員・子どもをめぐる様々な事象を

対象とした演習科目であり，文献購読，論述，調査，発表，議論，ロールプレイなどを通

じて，教育実習の前に，それまで教職課程で修得した知識・技能等を統合して教育実践に

活用できる力を育成することを目標とする。担当教員の専門性により取り扱う内容は様々

であるが，学修到達目標と授業構成の大枠は共通である。 

立命館大学では，教職基礎科目の配置についても特色ある取組を行っている。教職課程

で必修としている「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」を「教職基礎

科目」群として配置しているのに比して，学生の問題意識に応じて，より発展的に学習す

るための「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」を「教職発展科目」群

として配置している。平成 24 年度は「動機づけの心理学」「教育改革の研究」など 10 科

目を「教職発展科目」として開講している。「教職発展科目」については，1,2 回生で計

20 単位以上の「教職基礎科目」を修得した学生のみが受講可能となる 3 回生以降の配当と
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して開講しており，また教育実習終了後の受講が可能となっている。これは，教職課程を

構成する科目の配置について，その系統性や体系性についての現状認識から問い直してい

る取組といえる。 

 

３．教員の専門性向上に大学が果たす役割の問い直し 

大学の有する資源や機能に着目して，教職生活の全体を通じた教員の専門性向上の出発

点として教職課程を捉え直し教員養成教育改善の方向性を見定めたり，教員の専門性向上

に大学が果たす役割の問い直しを行ったりする取組もみられる。 

 

立命館大学では全学の取組として，授業において教員や学生のサポートを先輩学生が行

う「教育サポーター」制度を平成 16 年度から実施している。教職課程を履修する学生がそ

の中心的役割を担い，「自らが学ぶ姿勢を持ち，自学自習スタイルを確立させ，達成感を

持って深い学びを進めていく教育的環境」すなわち「学びのコミュニティ」形成に貢献す

ることで，「人を育てる」という意識や能力を高めることを期待している。教員志望の学

生の教育観や学習観の形成に大学教育自体が影響を及ぼす機能を有することに着目し，教

員養成教育段階からの「学び続ける教員像」の確立を目指した特色ある取組といえる。 

広島大学では，県教育委員会が実施する初任者研修のモデル開発に携わる中で，「教員

養成と現職教育（研修）を一体的に捉える必要性」を意識し，教員生活を「養成期－初任

期－安定期－発展期－成長期などといった枠組みで捉え，学部 4 年間をそのうちの養成期

として捉え直す必要がある」と考えるに至っている。また，免許状更新講習を担当するこ

とで，「大学での教員養成段階では，多くのことを教え込んで完成された教員を養成する

のではなく，常に新しい知識や理論を学び，実践に生かそうとする姿勢や考え方を育てる

ことが大切である」という自覚が担当教員に生まれる効果があると考えている。広島大学

のこうした認識の変化が，現職教育の当事者として関わった経験を経てなされたことが特

徴的である。 

千葉大学では，免許状更新講習必修講座「教育の最新事情」のテキスト『教育の最新事

情 教員免許状更新講習テキスト』を刊行している。テキストでは法令等に定める講習事

項・細目・含めるべき内容・留意事項の全てを網羅し，これを受講者が自習することを前

提として，授業において教員はテキストの全てを取り扱う必要がないこととしている。こ

れにより，担当教員の専門性を活かし，かつ受講生のニーズ等に対応した，大学が提供す

るにふさわしい深みのある授業の展開を可能としている特色ある取組といえる。 

 

おわりに 

教職基礎科目については，現行法令上の取り扱いにおいても教育学の細分化された各研

究領域に立脚した科目設定が可能となっており，従来はこうして設定された多数の科目が
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「必修選択科目」として開設され，そのうちどの科目を履修するかは学生に任されていた。

しかし近年，各大学が教職課程の体系化を図るため必修科目を厳選するコア・カリキュラ

ム化を進めており，今回調査した大学においては，その一環で教職基礎科目の内容を，担

当教員の専門である個別研究領域のみに立脚したものではなく，理論と実践の往還を体験

的に学修したり教職の全体像を把握できたりすることを主眼とする包括的なものとする取

組がみられた。 

教職基礎科目が，教育学を構成する各学問分野の基礎・入門科目としてではなく教職課

程の基礎・入門科目として，さらには真に教職課程の骨格を担う科目としての内実を備え

るためには，教育を対象とする各研究領域の理論や研究方法を網羅的に提示するだけでは

十分とはいえないであろう。実践的課題に日々直面する教員をその職業生活全体を通じて

支えうる支柱となるような，事象の規範的あるいは実証的な分析と実践の創造を支援する

理論や方法論についての研究が，教職課程を担う研究領域として発展し，その学問的基盤

に立脚した科目としての教職基礎科目の成立が期待されるところである。 

そして，教職課程を担う大学が，教職課程を養成教育と現職教育の架橋という観点で捉

え直す，すなわち教職生活全体を通じた教員の資質向上という観点で教員養成教育を捉え

直し改善を検討する際に，大学の有する資源，機能及び学位授与権等の制度の活用の在り

方や，現職教員の研修についての実質的なナショナルカリキュラムである「初任者研修目

標・内容例」等との連関の検討などが，具体的な論点となっていくであろう。 

こうした研究の進展や論点の検討が，大学教員個人や大学個別の取組から脱却し，教職

課程を担う関係者及び機関等の共同の営みとしてなされ結実したとき，教員養成教育の真

の高度化が図られるとともに，教職生活全体を通じた教員の資質向上を目指した大学と教

育委員会等の関係者との真の有機的な連携が実現できるのではないだろうか。教職基礎科

目を担当する大学教員がその中心的役割を担うことを期待したい。 

（今村聡子） 


