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訪問及び書面による調査への回答結果（追加調査） 

 

 

以下は，下記の質問項目を中心に平成 22 年 3 月から平成 24 年 5 月にかけて実施した各

大学の訪問及び書面による調査に対する各大学からの回答を元に，国立教育政策研究所の

責任において編集したものである。 

 

【質問項目（追加調査）】 

 ０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

   ※「教職基礎」科目とは，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。 

 １．養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

 質問１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内

容，教育方法等について改善の取組を実施していますか。 

 質問２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置付けていますか。「教師力の育

成」の観点から具体的にお答えください。 

 質問３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的に

お答えください。 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

 質問１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り

扱っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

 質問２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・

取組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

 ３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

 質問１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事

例や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

 質問２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体

的事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあ

ればお答えください。 
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【訪問及び書面による調査の対象大学と日程】 

 訪問調査 

 （平成 24 年）10 月 23 日：立命館大学，11 月 15 日：兵庫教育大学， 

12 月 3 日：岐阜大学，12 月 6 日：千葉大学，12 月 7 日：早稲田大学， 

12 月 19 日：玉川大学 

 書面調査（平成 24 年 11 月から 12 月） 

   上智大学，広島大学，山梨大学，横浜国立大学 

 

 

 

１．岐阜大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167 

２．上智大学 ※ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170 

３．玉川大学 ※ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174 

４．千葉大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177 

５．兵庫教育大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180 

６．広島大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184 

７．山梨大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190 

８．横浜国立大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195 

９．立命館大学 ※ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197 

10．早稲田大学 ※ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203 

 

注：※は私立大学，無印は国立大学 
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岐阜大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教職論（教職トライアル）」 

第三欄：「教育実践史」 

「教育心理学」 

「教育経営論」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１－１ 貴学では，教員養成段階（教育課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

改善の取組を継続して実施している。 

平成 16 年度から「ACT プラン」として，大学の授業と学校の現場をむすぶ実践的な教育

課程を編成し，平成 19 年からは，ACT 支援室を設け，3 名の実践指導講師を雇用している。

計画段階から，学部将来計画委員会で議論を重ねるとともに，実習生を受け入れる協力校

を依頼し，具体的な取組は教授会で決定した。その後は，ACT 実施委員会を設け，教学委

員会との連携のもとに多数の教員が実際に小中学校に学生とともに赴く体制をつくり，継

続して実施方法の改善に努めている。 

 

１－２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

教職基礎科目（第二・第三欄）は，本学部においては，教職論（教職トライアル）・教

育実践史・教育心理学・教育経営論で構成しており，「教師力の育成」（教育実践力の養

成）という観点では，「教職論」を学部の教育課程の出発点に位置づけている。 

 

１－３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

本学部の ACT プランの出発点に「教職論」（教職トライアル）を位置づけている。 

附属小中学校に学生が教員とともに赴き，授業を参観し教師という仕事について学ぶ。

附属の授業担当教員が学生に説明を行い，学生と意見交換をおこなう。担当教員は教職科

目担当だけでなく教科教育，教科専門担当も含め学部教員全てが担い，科目の目標につい

て共通理解を持って臨んでいる。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目との関係について 
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２－１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

免許状更新講習「教育の最新事情」担当者のなかに教職基礎科目担当者が含まれる。 

 

２－２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

免許状更新講習の実施体制としては岐阜県に立地する国公私立大学等及び県教委等が参

画する「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」を構築しており，その運営は岐阜大学の

全学組織としているが実態としては教育学部が担っている。これにより毎年度の受講者規

模を把握した上で講座数を各大学と調整して開設することが可能となっている。また，県

内で開設される講座の受講受付を「KMK-Gifu システム」に一本化していることについて受

講生の評価が高い。 

必修講習については，県教委も交えて講師団を組織しており，講師団執筆によるテキス

ト『教職リニューアル』（教員免許状更新講習事業コンソーシアム編集，ミネルヴァ書房）

を出版，試験問題プールを作成している。テキスト作成により授業内容の大枠を定め講座

間の差が出ないことにはなったが，担当教員の裁量・独自性を発揮しづらいことが課題で

ある。なお，必修講習については各地域に出向いての講習を実施している。試行時にはイ

ンターネット遠隔教育システムを使用した遠隔教育型で実施したが受講生の評価が低かっ

たため対面授業での実施としている。 

 更新講習導入以前は，県教委の現職教員の 12 年目（法定 10 年目）研修において大学研

修（5 日間）を実施しており，現職教員の研修課題に応じた演習・個別指導を全学体制で

実施していた。大学研修自体は免許状更新講習の実施に伴い県教委との話し合いの結果廃

止となったが，この経験が全学体制での多様な選択科目の開設に活かされている。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３－１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

影響は担当教員の授業の中にあらわれる場合があるかもしれないが，学部としては承知

していない。 

免許状更新講習実施以前から，現職教員の 12 年目（法定 10 年目）研修における大学研

修，教職大学院に在籍する現職教員，ACT プランにおける実習への指導等で，現職教員・

学校現場に関わる機会が全ての教員に日常的にある。このため，従前から現職教員がどの

ような知識・経験を有しているか知っていたことが免許状更新講習の授業内容構成に活か

せていると考える。 
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３－２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

「教職基礎」にかぎっての「改善」の「具体的事例」や，学部としての「考え」はない。

ただし個々の授業でさまざまな工夫改善が行われていることは予想される。 

教育課程全般を検討する委員会は本年 9 月に新設したが，まだ具体的な検証に取り組む

にいたっていない。 

地域に立脚している師範学校以来の伝統もあり，従来から地域教育界との関わりが深い

が，法人化以降，本学教育学部が地域密着型の教員養成学部として成り立っていることが

より明確になった。従来から県教委等と連携することは当然として種々模索を続けてきた

ところ，法人化以降の教授会での議論の結果平成 16 年度からの ACT プランに結実し，学部

教員全員が常に学校現場を見ながら授業・学生の指導を行うという意識が共有され，実践

科目を全教員で担当する体制が実現できた。実際，学生定員の過半数が県内出身者であり，

卒業生とは実習や研修等を通じて組織としても教員個人としても日常的な付き合い，結び

つきがあり，そのような地域との関係が教員の授業実践及び授業改善に影響している。例

えば，ACT プランは県教委との話し合いの上で構築したものであり，教員としての実践的

な力を育成していくために体験と省察とを往還させる教員養成カリキュラムとして開発し

たものであるが，裏面としては学生の実習を受け入れることによる現場教員の力量向上も

期待したものである。また，4 年次の「教職インターン」を履修しその評価が高かった学

生は高い確率で教員採用されているなど，採用については ACT プランの成果が現れている

と考えている。 



- 170 - 

上智大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修 

第二欄：「教職概論」 

第三欄：「教育原理 I」 

「教育心理学」 

「比較教育社会学」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

「教職基礎」科目に限らず，教職に関する科目については，何らかの意味で実践的な知

見が反映されるようにと考えており，「教育方法」「教育課程」「特別活動」「教科教育

法」の一部では実践経験のある教員ないしは学校現場と日常的に連携して研究活動を進め

ている教員が担当し，応分の成果を挙げていると判断しています。 

「教職基礎」科目については，「教育の意義等に関する科目」に相当する「教職概論」

を 3 年前からカトリック高校の教諭・校長を経験した者が担当しており，以前に比べ，か

なり実践の具体に即したものへと内容の改善がなされました。学生からも概して好評であ

り，教員志望の学生の増加や，教職を目指す上での意識の向上にもつながっていると思わ

れます。 

「教職概論」以外の「教職基礎」科目については，想定される親学問が教育哲学，教育

史学，教育社会学，教育心理学等であり，この分野の我が国の研究者養成の現状から見て，

担当者の資質・能力が，まだまだ理念的，抽象的，学術的な専門性に留まらざるを得ない

部分があり，このことは本学でも例外ではありません。 

「教職基礎」科目の内容，方法等については，法令上の趣旨を全うするよう，必要に応

じ，担当者に対して科目の趣旨についての説明とシラバスの確認を課程センターで行って

はいますが，それ以上の細かな部分については担当者に一任しています。 

科目間の内容のすりあわせや調整，個々の科目を超えたカリキュラム全体としての整備

を進めることで，より一貫した指導が行える可能性もあり，学内で検討したこともありま

すが，そうすることが各教員に対する一種の規制として働く危険性もあり，個々の教員の

専門性や持ち味を存分に発揮することが各科目の質的向上につながる面も大きいことか

ら，目下のところ，この可能性については踏み込めないでいます。 
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１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

１－１でも記したように，想定される親学問の特質や現状からして，理念的，抽象的，

学術的な内容が中心となりがちであり，教育学や教育心理学の入門コース的な位置付けに

なっている部分もあります。 

もっとも，教師力には，実践研究を進める力量や自身の営為を深く内省し刷新する資質

も含まれると考えており，そのためには教育という現象や営為を原理的，本質的にとらえ

る資質・能力が不可欠でしょう。とりわけ，今後，教育を巡る情勢が一層流動的で変化が

激しいものとなることが予測されることから，むしろそういった変化に主体的に対応する

ためにも，教育や子どもについて原理的，構造的に把握していることは重要であると考え

ます。そこでは，教育について哲学的，歴史的，社会学的，心理学考察を行える基礎的能

力や態度が重要な武器となるでしょう。 

また，本学では「教育方法」「教育課程」「特別活動」を中心にかなり実践的で即戦力

となる内容を取り扱えていることもあり，全体のバランスという意味でも，「教職基礎」

科目については，現状の理念的，抽象的，学術的な内容であることにも十分な意味があり，

教職に関する科目のカリキュラム全体としては，現状にそれほど大きな問題があるとは考

えていません。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

 特にありません。むしろオーソドックスな内容を高い水準で実現することに心を砕いて

います。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

「必修」の 12 時間で，内容は以下の通りです（各 3 時間，各 1 名，計 4 名の専任教員で

担当）。 

・「習得」「活用」「探究」の学力論・授業論と「言語活動」への対応を中心に，学習

指導要領改訂の趣旨を，その学習心理学な根拠と教育方法学的な知見を示しながら論

じる。 

・教育の機会や達成される学力の格差に関わる内外の社会学的研究を紹介しながら，現

在の学校とそれをとりまく社会・経済的状況について論じ，学校と教師としての対応

可能性について考える。 

・多様な発達障害（LD，ADHD，自閉症，アスペルガー等）について，発達心理学の研究
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成果，研究動向を紹介しながら，それぞれの特質と対応のポイントを論じる。 

・学校の危機管理を巡る基本的な問題について概観した上で，外国籍児童・生徒や帰国

子女への学校及び教師の対応を巡って具体的な事例を示しながら論じる。 

 

「選択」の中には「教職基礎」科目に関連のある内容を扱った科目はありません。 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

「選択」の中で，カトリック大学としての特質と「宗教」免許を出している社会的責任

から，「キリスト教ヒューマニズムと人間の尊厳」という科目を実施しています。聖書に

依拠しながらキリスト教ヒューマニズムとは何かを解き明かすと共に，それを基盤とした

児童・生徒への接し方，教師としてのあり方，授業や学校行事の展開，学級経営のあり方

等，教師の仕事の日常を振り返る内容となっています。「宗教」免許取得者はもちろん，

ミッションスクールに勤める一般の教員に向けての科目として設定され，関係者，関係学

校から好評いただいています。 

 

「選択」の中で，「学校における ESD（持続可能な開発のための教育）の展開」という

科目を実施しています。開発教育，国際教育協力，異文化教育学，総合的な学習の時間を

それぞれ専門とする 4 名の教育学科の教員が担当し，ESD とは何かに始まり，実際に ESD

を学校で展開する上での理論的，実践的諸問題について，ワークショップを交えながら指

導しています。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

免許状更新講習実施後の担当教員のミーティングの中で，以下のような声が聞かれまし

た。 

・日頃，学校や教員と十分な接触をすることなく教職課程科目を担当してきたが，今回，

講習を通して現場の先生方と話す機会を持ち，先生方の悩みや考えていることなどが

随分と見えてきた。今後の授業の中に今回見えてきたことを取り入れると共に，教員

を目指す学生への接し方にも生かしていきたい。（専門は数学，教育実習の事前指導

で「数学科」の学生を担当） 

・現場の先生方に教えるということで随分と緊張もしたが，自分が普段研究している学

術的な内容が意外なほど好感をもって受け入れられ，かえっておどろくと共に，自分

の研究にも意味があるとの自信を持ててうれしかった。（専門は教育史，「教育原理
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Ⅰ」を担当） 

このような担当教員の経験や気付きは，各人の授業や学生指導において，直接・間接に

影響を及ぼすものと思われます。この意味で，何よりも教職課程科目を端とする大学教師

が小・中・高の教員と直接的に関わりを持つことが大きいと思います。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

特にありません。 

もっとも，教職実践演習担当予定の教員は，実践経験のある教員，すでに日常的に学校

現場と関わって仕事をしている教員なので，彼らにとっては，免許状更新講習が新たな学

びの場とはなっていないという事情によるので，決してネガティブな意味ではありません

が。 
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玉川大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教師論」 

第三欄：「教育の原理」 

「人間の発達と学習」 

「学校制度と社会」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

・検討組織としては教職課程委員会（各学科から選任している教職担当 1 名）があり，教

師教育リサーチセンター長が委員長である。24 年度から委員会の下に教職担当者会を設

置し，実務内容の連絡協議を毎月実施し，機能を充実させた。 

・本学においては，「教職基礎」科目について教育学部と他学部で共通の科目としている。

教職に関する科目についてはこれまで教育学部に任せていた面があったが，教師教育リ

サーチセンターと教育学部で調整し，教職課程としての汎用的教育内容を構築していく

取組を進めている。 

・同一科目の授業シラバスを共通にするには至っていないが，シラバスチェックは教師教

育リサーチセンターで行っている。教科に関する科目については学士課程教育センター

において，シラバスチェックを実施している。なお，教育実習（事前事後指導を含む）

及び，教職実践演習については 25 年度から全学統一シラバスで実施する予定である。 

・客観的データや教育委員会・学校等のニーズを元に教員養成プログラム改善を行いたい

と考えており，卒業生の追跡調査の実施，当大学が主催する近隣教育委員会との協議会，

校長会・学校との意見交換を行っている。卒業生の追跡調査は 22 年度から初め，以後

毎年度実施する体制とした。 

・第二欄「教師論」を 25 年度に「教職概論」に名称変更する。シラバス等は逐次改善して

いるが，名実ともに「教師論」から「教職」論に改革するための変更である。 

・第三欄については 25 年度から「教育の原理」から「教育原理」に，「人間の発達と学習」

から「学習・発達論」，「学校制度と社会」は「教育の制度と経営」に変更する。 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

・本学は，玉川教師訓（「子供に慕われ，親たちに敬われ，同僚に愛せられ，校長に信ぜ
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られよ」）を実践できる教師の育成を目指しており，そのために備えるべき教師の力量

として，①確かな学力と健やかな体を育てる「学習指導力」，②豊かな心を育て自己実

現を図る「幼児・児童・生徒指導力」，③ともに高めあうクラスをつくる「学級経営力」，

④新たな学校づくりを推進する「協働力」の 4 つを定め「本学が目指す『教師像』」と

している。この「本学が目指す教師像」と，教職実践演習に含める事項等と代表的な科

目名の対応関係を整理した一覧表を作成した。その中で，「教職基礎」科目に当たる 4

科目については，「本学が目指す『教師像』」との関係では全ての力の共通基盤となる

「教育に対する高い理念・意識を持ち，豊かな教育的愛情を有すること」に対応し，教

職実践演習に含めることが必要な事項の「①使命感や責任感，教育的愛情等に関する事

項」に対応すると位置づけている。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

・25 年度から教育学部以外の学部においても 2 年次からだったものを 1 年次から教職課程

を履修することができるように改編するとともに，これまで教育学部の学生のみを対象

に行ってきた 1 年秋学期の実習プログラム「参観実習」を導入する予定である。 

・全学大学院研究科の教職課程（専修免許状）について，25 年度に教職に関する科目に該

当する 3 科目 6 単位（「教育内容方法研究」「教育制度学研究」「教育実践学研究」）

を選択科目として開設する。これらをゆくゆくは必修科目としたいと考えている。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

・「必修」講習については，項目ごとに各教員が分担，定められた内容・項目等を網羅す

るよう担当教員間で調整している。テキスト冊子を作成して事前（6 月頃）に受講者に

送付している。試験が多肢選択で難しいとの評判だが，受講希望者が多く先着順ですぐ

に埋まってしまう。 

・「必修」講習については，学校種・免許教科等にかかわらず汎用的な内容を心がけると

ともに，広い視点で教員をめぐる状況や専門性のとらえ方などを提示し，深い省察を促

すことを目指している。 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

・選択科目については，課程認定を受けている学部全てで対応するというのが基本姿勢で

ある。近隣の学校教員に事前アンケートを取り，ニーズを把握した上で教員免許状講習
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委員会事務局が科目候補を検討し，当委員会で決定し各学部に打診している。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

・１－２で回答したとおり，教職実践演習の導入に伴いで到達目標，評価基準を明文化し，

各科目との関係を整理した。また，教職実践演習は免許種ごとに学部学科横断でクラス

を編成し，大枠は統一シラバスとして，各免許種の特性に応じたシラバス構成とするこ

ととした。 

・当大学主催の近隣教育委員会との協議会，教育実習受入れ校へのアンケートなどから，

教育実習生の評価をはじめとした生の声を教師教育リサーチセンターが集約し，一元的

に対応している。教師教育リサーチセンターがあることによって，継続的・計画的な教

育委員会等との連携を可能にし，全学体制での教職課程の改善を可能としている。 

・開放制の中で教職課程をどう取り扱うか検討した結果，各学部内でこれまでコース制と

してきた教職課程を学科として設ける方向で改組を検討している。教育学部だけはなく

各学部に設けることで，各専門分野への意識が高くかつ教職への熱意のある学生を確保

でき，また各専門分野の質の高い教育を保証できると考える。各専門分野の教育につい

ては各学部が第一義的責任を有しつつ，その内容は教師教育リサーチセンターがチェッ

クして教職課程としての妥当性・質を保証する体制を取っていく。 
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千葉大学 

 

０．「教職基礎」科目（うち必修科目） 

第二欄：「現代教育論」 

第三欄：「学校と教育」 

「発達と学習の心理学」 

「社会と教育」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

・課程認定を受けていない学部・大学院所属の学生も教育学部の科目等履修生となれば教

員免許取得が可能であるが，それが教職員にも周知が徹底されていないため，学生への

ガイダンスが十分に行えていない。これを改善することも含め，今年度，全学の教職課

程担当教員を 1 名配置した。教職課程の責任体制を確立するため全学教職センターとい

った組織化の必要性も感じてはいるが，具体的な検討には至っていない。 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

・免許法上の「教職基礎」科目という意識はしていないが，当大学の教職プログラムの中

で基本的・原理的な理論・知識等の習得等を目的とした科目という位置づけと考えてい

る。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

・第二欄の「現代教職論」は，これを研究分野とする教員がいるわけではないため教育学

と心理学の教員が担当している。特に，県教委との人事交流による実務家教員が中核と

なって担当し，具体的事例を題材としたグループディスカッションや教師・生徒・保護

者役となるロールプレイングを採り入れている。 

・前回の免許法改正時に，教育等の現場に携わる方を非常勤講師として授業に参画させる

「実地指導講師」制度を創設した。教職科目についてはこの制度により15コマ中最大10

コマまで実地指導講師が担当することができる。ここ10年ほどで，この制度を活用して

現場の方と協力して授業を行う教員が増えてきた。 
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２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

・必修講座用のテキスト『教育の最新事情 教員免許状更新講習テキスト』（千葉大学教

育学部附属教育実践総合センター編集 福村出版）を作成し 2 年おきに更新。テキスト

では講習事項・細目・含めるべき内容・留意事項の全てについて網羅している。文科省

に事前に確認した上で，受講生がテキスト内容を自習することを前提として，講義にお

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。このため，短い講習

時間でも授業内容が細切れにならず，担当教員の専門性等を活かした深みのある授業の

展開が可能となっている。担当教員も 5 名程度で分担したり 1 人で全てを担当したりと

様々なバリエーションで実施している。 

・必修について「出前講座」と称して，茂原・市原・成田の各地域に出向いての講座を開

設。県教委を経由せず直接に各地域の市町村教育委員会と連携し，教育団体の所有する

教育会館を会場として教育委員会や教育団体の協力を得て講習を運営。地域に出向くこ

とは大学として意思決定していたが，試行時に県教委との連携がうまくいかなかったと

ころ，人事交流による実務家教員が該当地域出身であったため彼の尽力で市町村教委と

の直接の連携が可能となった。 

・銚子地域については，当該地域に立地する千葉科学大学（私学）と連携。千葉科学大学

が実施する必修講習において，担当教員4名中3名が当大学の教員。 

・千葉県教委（教職員課，指導課，総合研究センター）と研修等に関する実務者同士のワ

ーキンググループを2カ月に1回程度のペースで開催しており，免許状更新講習の実務に

ついて細かな調整等を行っている。 

・免許状更新講習の実施体制は当初，全学組織として設けたがその後教育学部内の組織に

改組した。当大学への要望として多様な科目を開設しほしいということがあったため，

当初は全学部に選択科目開設を割り当てていたが，実施体制の縮小に伴い現在は教育学

部内での割り当てとなっている。多様な選択科目の開設が当大学の特色と考えているが，

必修を担当する教育学・心理学の教員については，負担との関係から選択科目を開設し

づらい状況にあり，カウンセリング，人権教育，携帯電話問題など要望があると考えら

れる選択科目を開設できていない。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１  免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 
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・もともと学校教員との交流はかなりあり，具体的には現職教員の委託研究生としての受

け入れや，認定講習の実施，県の研修への講師として参加などである。ただし，日頃学

校現場との交流がない教員にとっては，初めての現場の学校教員との交流の機会となり

インパクトはあったように思われる。また，事後評価で具体的に厳しい指摘等を受けた

ことも相当なインパクトがあった。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

・教職実践演習については，2年程前から委員会を設け，これまでとは180度違うというム

ードで準備している。具体的には，チームで取り組むという認識の下に，担当教員によ

る会議で分担を決め，特別支援に関しての共通DVDを作成したり，共通教材を共同で作成

したりしている。その準備の中核を県教委との交流人事による実務家教員が担い，彼ら

の熱意・切迫感が牽引力となっている。 

・県教委と交流人事を行っており，3年から5年の任期で指導主事級の学校教員を任用して

いる。客員教授や非常勤講師ではないため，組織の中に入ってコーディネーターとして

の能力を発揮しており，様々な架橋を実務として担う教員養成プログラム改善のキーパ

ーソンといえる。 
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兵庫教育大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教職原論」 

第三欄：「教育基礎論」又は「教育史」 

「教育心理学」又は「発達心理学」又は「学習心理学」 

「教育社会学」又は「教育制度論」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

「教職基礎」科目に限ったわけではないが，ファカルティ・ディベロップメント推進委

員会において，毎年度全授業科目を対象とした「学生による授業評価」を実施し，教員の

授業技術向上に取り組んでいる。また，大学院教務委員会及び学部教務委員会との連携に

より，授業計画（シラバス）を点検し，授業計画・内容の向上充実に取り組んでいる。併

せて，授業公開を行うことにより，教員相互の「授業研究」を促進し，個々の教員及び大

学全体の授業改善を推進している。 

 学部教務委員会においては，①小学校（初等教育）教員養成に重点をおいた教育課程充

実・精選，②現代的な社会問題にも対応できる資質を高める教養教育の構築，③教職に就

くためのキャリア教育の充実，④今日の学校教育課題への対応，⑤実地教育とその他の授

業科目のコンカレント（協働）のさらなる促進，を柱とした学部教育課程の改革を行い，

平成 20 年度入学生から適用している。 

 さらに，学年進行中に生じた新たな課題に対処するため，平成 24 年度には教育研究評議

会の下に学校教育学部教育課程検討 WG を設置し，教育課程の改善に向けた取組を行ってい

るところである。 

 

なお，現在の教育課程においては「教職基礎」科目を 1・2 年次に配当しているが，一連

の実地教育科目を経た 3・4 年次にも配当して，実践ベースで教職基礎（教職教養）を問い

直す学修機会を設けられるような科目配置も今後検討に値すると考える。「教職基礎」科

目に限らず全科目について，4 年間の学びあるいは育ちというものを意識化するための教

育課程を編成するためには，系統性を持った科目配置を行えば十分というわけではなく，

他科目との関連性を明確化する中で各授業科目の内容が仕分けされ，大学教員の意識改革

が行われていき科目・授業レベルの教育改善につながっていくという各科目レベルにまで

踏み込んでいくことが今後必要である。 
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学生支援として教職大学院の研究連携推進センター及び学部の教職キャリアセンターに

小中学校長OBをコーディネーターとして配置して教員採用指導講座を実施している。この

講座は単位化されていないが，コーディネーターとのやりとりの中で学生は実質的に実践

ベースでの教職基礎の問い直しを行っている。 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

 「教職基礎」科目は，後述の教職キャリア科目群の中に置かれる教職基礎科目として位

置づけられている。教職キャリア科目群においては，教職に就くための授業科目を教職基

礎科目，教職支援科目，教職発達科目の 3 つの科目区分に体系化しており，教職基礎科目

は学校教育及び教職の基礎的・全体的理解を促すために開設している。 

 なお，教職基礎科目は，本学において養成すべき教師像を具体的に示した教員養成スタ

ンダード（小学校版・幼稚園版）で定める 5 領域（①学び続ける教師，②教師としての基

本的素養，③子ども理解に基づく学級経営・生徒指導（子ども理解に基づく指導と学級経

営），④教科等の指導（保育の展開と指導），⑤連携・協働）のうち，主として①～③の

資質能力を修得するものとして位置づけられている。4 年次後期に開講される「教職実践

演習」において，教員として身につけておくべき最小限必要な資質能力や水準を満たして

いるか確認し，全学年を通じた「学びの集大成」として，4 年間の成長を確認することを

目的としている。将来教員になる上で，自己にとって何が課題であるのかに気付き，必要

に応じて不足している知識や技能等を補い，その定着を図ることで，採用後に円滑なスタ

ートを切れるように求めている。 

 

 24 年度までに教員養成スタンダードと各授業科目との関係を示すカリキュラムマップ

を整備したところであり，25 年度以降，教員養成スタンダードのシラバスへの反映を実施

すべく検討中である。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

 「教職基礎」科目を含め，本学学部の教育課程は，1 年次から 4 年次の 4 年間にわたる

実地教育（教育実習）を開設し，各年次の実地教育の履修を通して，教養科目群，教職キ

ャリア科目群，教育実践・リフレクション科目群，専修専門科目群の諸成果が統合化・協

働化されるようにコンカレント型の教育課程を編成している。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 
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２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

 平成 24 年度免許状更新講習において本学学部の「教職基礎」科目に関連のある内容を実

施しているものは，必修領域講習 6 講習に加え，選択領域講習 5 講習である。 

 

 また，必修領域講習は，「教職基礎」科目（第二欄及び第三欄）に相当する内容を網羅

した講習を開設しており，選択領域講習は，「教職基礎」科目（第三欄）「幼児，児童及

び生徒の心身の発達及び学習の課程（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。）」及び「教育に関する社会的，制度的又は経営的事項」のうち，不登

校回復支援や学級経営に関する内容の講習を開設している。 

 

本学が開設する免許状更新講習必修領域の受講生評価が高いのは，担当教員が既に教職

大学院の授業を通じて現職教員との関係を構築していたことが大きく影響していると考え

られる。 

 

２ー２  免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

・充実したテキスト冊子による必修領域講習 

本学の必修領域講習（平成 21 年度：定員 1200 人，22 年度：1070 人，23，24 年度：各

1050 人）は，資料を厳選し，統一された体裁のテキスト冊子により連続 2 日間（12 日間）

で実施している。 

・土木学会関西支部との共催による講習の実施 

土木学会関西支部との共催により，主に防災・環境に関する実地講習を実施（平成 22

年度～）している。 

・幼稚園教諭対象の必修領域講習の実施 

幼稚園教諭対象の必修領域講習（平成 22 年度：70 人，23，24 年度：各 50 人）を実施し

ている。 

・なお，全科目を通じて，教職大学院レベルのものを提供したいという共通の認識を持っ

ている。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

 本学は，現職教員対象の研修講座の開講や校内研修会等への講師派遣などにより，大学

院教育で培ってきた実践に根ざした教育研究成果を積極的に学校現場に還元しており，免
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許状更新講習においても，受講者からの事前アンケートを踏まえ，最新の知識技能が身に

つく内容や教材を活用した講習を行い，受講者から事後評価を受けることにより，学校現

場の実情や現職教員の意見や要望など学校現場を踏まえた教育活動を行う良い機会となっ

ている。 

 

 また，このことは正課の学部・大学院の教育活動においても，講習用に準備した講習内

容や教材・資料等を活用することにより，学校現場を意識した最新の知識・技能を踏まえ

た実践的で分かりやすい授業を行うための FD 活動とみなせる教員養成教育の質向上の取

組であると考えられる。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

 本学では，平成 21 年度から「教員養成スタンダードに基づく教員養成の質保証」の取組

を開始し，幼小中高の新任教員に求められる最小限の資質能力を学部全授業科目と資質能

力の対応関係の明確化（カリキュラムマップの作成），学生の自己評価のための具体例の

作成，CanPass ノート（e ポートフォリオ）における自己評価と資料の蓄積等の取組を行っ

た。 

 特に，カリキュラムマップの作成にあたっては，各教員の開設授業科目と資質能力の対

応関係について検討を依頼した結果，担当授業科目の意義等について，各教員が改めて考

える機会となった。 

 

・教職実践演習の導入に伴い，各実習科目について関係性を明確化していくことが今後求

められると考える。例えば現時点では，2 年次でのマイクロティーチングの内容や求める

技量等というものと，基礎実習で身につけるべき技量等，4 年次の教職実践演習で行う模

擬授業の内容というのはどういう関係性を持つべきなのかということは十分検討していな

い段階である。 
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広島大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教職入門」 

第三欄：「教育の思想と原理」 

「児童・青年期発達論」 

「教育と社会・制度」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

（１）改善の検討組織 

 広島大学教育学部では，広島大学の「到達目標型教育プログラム（HiPROSPECTS）と称す

る教育プログラムのもとで，教員養成を行っている。 

広島大学では，教職実践演習と教員免許ポートフォリオの導入に伴い，「教員養成広大

スタンダード（8 規準）」を設定し，教職授業の内容，ポートフォリオ（評価材），教育

実習，教職実践演習の一貫性や整合性が保たれているかという観点から，教育部会，教育

実習部会及び担当プログラム委員会が連携して，「教職基礎」科目の内容，教育方法等に

ついて点検評価を実施し改善を行っている。 

 

（２）改善の内容（具体例） 

◆第二欄「教職入門」について 

「教職入門」は，以前は法規等の基礎知識を講義室で学ぶ内容だけであったが，学生

の教職への強い動機づけとして，地域の公立小学校を訪問し，そこでの授業と教師の職

務の一部を観察する内容を盛り込んでいる。 

 具体的には，15 コマの授業のうち 5 コマを公立小学校への実地見学にあて，教師の職務，

使命感，子どもへの愛情等について，実地をふまえた教員養成を行っている。5 コマ分の

構成は次のとおりである。 

事前学習①（全体で行う。授業の見方，学校見学の意義などを学ぶ。） 

事前学習②（実地見学校ごとに行う。実際に行く学校の時間割や指導案などの資料に基

づいた実践的内容。訪問する学校ごとに複数のグループに分かれ，実地見学の目的や方法

について，話し合いをするなどして共有する。） 

実地見学（教員 1 名と TA1 名とが引率する。見学の内容は，校長先生の講話，授業見学

（45 分間見学），見学についての振り返り。司会や挨拶を学生が担当し，責任感を涵養す



- 185 - 

る。） 

事後学習①（実地見学校ごとに行う。実際に行った学校で学んだことを，グループごと

に発表し共有する。） 

事後学習②（学校ごとに学んだ内容を代表学生が発表し，それぞれの学校で学んだこと

を共有する。） 

以上の 5 コマは実務家教員が計画し実施する。大学教員 5～6 名が事前学習②，実地見学，

事後学習①に関わる。実地見学対象校は，東広島市内の小学校 5～6 校。この実地見学は，

教育学研究科と教育委員会との連携事業の一つに位置づけられている。TA の院生が 5 名雇

用され，実務家教員と一緒に授業を運営している。大学，教育委員会，学生，院生が一体

となって行われている授業である。 

 本授業科目は，第 1 学年後期（2 セメ）に開設されており，第 1 学年前期（1 セメ）の

「小学校教育実習入門」（第五欄）における附属学校への訪問をさらに発展させることを

めざしている。これらは，リンクしている授業であり，体験活動をコアとした教員養成カ

リキュラム改善の一環である。「小学校教育実習入門」における附属学校への訪問が「よ

い授業を学ぶ」ことであるのに対し，本授業科目は，公立学校での教師の仕事に着目させ

ることをめざしている。教職という仕事を全体的に把握するのに貢献する授業である。こ

の実地見学は，第 2 学年前期（3 セメ）の「教育実習観察（くっつき実習）」へとつなが

っている。つまり，本授業科目は体験活動と理論とを往還させるように改善したものであ

る。 

 

◆第三欄「学校教育基礎論」について 

 「学校教育基礎論」は，第 1 学年後期（2 セメ）に開設されている。第 1 学年前期（1

セメ）の「小学校教育実習入門」，第１学年後期（2 セメ）の「教職入門」での実地見学

の体験を，第 2 学年の「教育の思想と原理」，「教育と社会・制度」等の理論へとつなぐ

目的で開設された。そのため，「学校教育基礎論」は，教職の法的根拠，教育原理論，授

業分析力，現代の教育問題への省察の 4 つの内容で構成されている。教師力を実践と理論

との往還力，あるいは実践の省察力ととらえるなら，この授業科目は学生の実地体験を理

論へとつなぐ役割を果たしており，その点で実践と理論とがつながることを体験的に学ぶ

ことのできるものである。 

 毎回の授業で，ディスカッションやグループ討議，学生による発表を取り入れているが，

それは知識を学ぶだけでなく，学んだ知識を使ったり，他の学生の意見を聞いて自分の意

見を修正したり深めたりする経験を積ませるためである。それは学び続ける教師が有為な

教師のひとつのあり方だと考えているからである。 

 一方的に知識を学ぶ講義形式から，学生の発表を主体とした対話のある講義形式に改善

した例である。受講生が 100 名余りの大人数でも，対話のある講義形式は可能である。 
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◆教科書の作成について 

 「教職基礎」科目（第三欄）として開設される授業科目のうち心理学系の科目は，心理

学プログラムの専門科目として位置づけられている。そのため，心理学プログラム教員会

において，心理学プログラムのカリキュラムにおける科目の位置づけ，内容，評価などに

ついて随時点検評価を行っている。 

これまでは毎時間の講義内容をまとめた自作プリント教材を用いていたが，受講生によ

る授業評価アンケートで講義全体を見渡せるまとまった教科書を求められたため，心理学

系の科目の講義内容をまとめて，次のような教科書を作成し，平成 25 年度の授業から使用

する予定である。 

 森敏昭・岡直樹・中條和光（2011）『学習心理学——理論と実践の統合をめざして』，培

風館 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

（１）位置づけの原則 

広島大学では，「教職基礎」科目を「教師力の育成」の観点から「教員養成広大スタン

ダード（8 規準）」に位置づけている。 

 

（２）位置づけの具体 

◆「教師力」を大きな意味で，理論と実践とを往還する能力（省察力）と捉え，「教職科

目」を理論と実践とを往還させるために必要な基本的知識と技能を習得させる科目として

位置づけている。 

「教職科目」は第 1 学年後期の「教職入門」（必修），「学校教育基礎論」（選択）に

始まり，第 2 学年の「教育の思想と原理」（必修），「児童青年期発達論」（必修），「教

育と社会・制度」（必修），「学校教育思想史」（選択）と，ほとんど教壇実習の前に終

わる。 

第 1 学年前期の「小学校教育実習入門」の学校体験→第 1 学年後期の「教職入門」（学

校体験）→「学校教育基礎論」（実践と理論の結合への気付き）→第 2 学年の「教育の思

想と原理」（理論的基礎），「児童・青年期発達論」（子ども理解）などで実践の裏付け

となる理論を学ぶ→「教育実習観察」（くっつき実習）で第 3 学年学生の教育実習を観察

しながら理論を実践化する方法を学ぶ→各教科教育法，教壇実習へ，というように，理論

と実践とを往還させるカリキュラムの基礎部分が「教職科目」である。 

 

◆「教職基礎」科目（第三欄）として開設される授業科目のうち心理学系の科目は，心理
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学プログラムの専門科目としても位置づけられている。 

 心理学プログラムは，複雑化，混迷化する現代社会において，心に関連したさまざまな

問題の解決が求められている状況に応えるため，心の仕組みや働きについてよく理解し，

心に関する問題を発見してそれを解決する能力を備えた人材の育成を目指すものであり，

認知心理学，学習心理学，社会心理学，教育心理学，発達心理学，臨床心理学といった心

理学の主要な領域の知識を広範囲に得ることができるようになっている。 

第三欄の心理学系の科目「児童・青年期発達論」（第三欄必修科目），「発達心理学」，

「教育心理学」，「学習心理学」，「乳幼児心理学」は，心理学プログラムの各領域の概

論，特論として位置づけている。こうした心理学プログラムにおける概論，特論の科目内

容は，基礎的な理論に偏することなく実践を視野に入れたものであり，教員養成カリキュ

ラムにおける「基礎科目」として適切なものと考えている。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

◆「学校教育基礎論」，「学校教育思想史」という科目を，学部 1・2 年次から受講できる

ようにして，早くから教師の職務の理論的基礎や歴史的な展開などに注目させるようにし

ている。 

学生はすぐに答えが出るものや，すぐに実践に使える技術を求めがちであるが，そうし

た技術は年月が過ぎれば古くさいものになっていく。そうした技術を身につけさせるのも

必要なことであるが，それらを支える理論的背景や歴史的背景にも着目させることにより，

自ら考え新しい方法や理論を作り出すことのできる教員を養成することを目指している。

長い目で見て成長することのできる有為な人材を輩出するよう，理論的基礎を早くからじ

っくりと教えているのが特徴である。実際，「学校教育基礎論」は選択科目であるが，履

修者は 90％程度であり，学生の関心の高さを示している。 

 

◆「教職に関する科目を教える：「先生の先生」になる」人材の育成を目的とする「教職

課程担当教員養成プログラム」（博士課程後期学生を対象）と連動させている。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

◆免許状更新講習の必修領域の開設科目「学習指導要領改訂の動向」においては，平成 20

（2008）年に改訂された学習指導要領の改訂のポイントをあげ，教員が現行学習指導要領

下において取り組むべき課題として「思考力・表現力・判断力の育成」等，いくつかの項

目をあげ解説する科目である。まず教職の法的根拠について，日本国憲法，教育基本法を
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あげ，教育基本法の変更により学習指導要領が変更されたことをあげる。これにより，教

職が法的根拠にもとづいて，すべての子どもに公平に教育を受ける権利を保障する職務で

あることを再確認する。その上で，小学校学習指導要領の主な変更点をあげ，それらを保

障するための具体的な手立てについて，例を挙げながら述べる。これまで例としては，オ

ーストリアの「子どものための哲学」，イングランドの算数・国語の授業，デンマークの

「森の幼稚園」などをあげ，国際的な視点から日本の学校を振り返るよう促すことや，OECD

調査用の問題を実際に解いて問題解決力とは何かについて話し合ったりすることを行って

いる。 

◆免許状更新講習の必修領域の開設科目「教職についての省察」においては，教職とは

何か，教員には何が期待されているかを理解していることを到達目標としている。この

内容は，「教職入門」の中の「教職教養」，ならびに「教育の思想と原理」の中の「学

びを考察するための研究法：アクション・リサーチ」と関連している。 

 

◆免許状更新講習の必修領域の開設科目「子どもの発達に関する課題」においては，子ど

もの発達に関する最新の科学的知見の概要を理解することを到達目標にしている。そのた

め，子どもの認知機能の発達に関わりの深い作動記憶に関する最新の知見を紹介するとと

もに，作動記憶に関する知見を学習指導や生徒指導に応用できるよう実践との関わりを取

り上げている。 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

◆大学院で「学習科学」という科目を担当している教員による学習科学の視点に立った講

義，講座に招聘している客員教授とのコネクションによる海外視察の成果を取り入れた国

際的な講義内容など，最新の研究成果を生かした免許状更新講習の科目を開設している。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

◆免許状更新講習を受講する現職教員が抱えている課題など知ることができ，それを教

員養成教育の授業内容に反映できるという効果がある。 

 

◆教職 10 年目，20 年目，30 年目の節目に卒業生が母校に帰ってくることで，私たち大学

教員が大学で教え伝えたことの成果を見ることができ，大学での教員養成の励みになる。

また免許状更新講習を担当することで，素直に新しく知識を吸収し，明日の実践に生かそ

うとする学校教員が有為な教員であると考えられるようになる。大学での教員養成段階で
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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生

まれる。 

実際，100 名単位の授業であっても，知識教え込みの講義形式を止めて，学生主体の授

業に変更し，課題を示し，ある程度の知識を教えたら，話し合いや実践を行って学生自ら

学ぶ授業スタイルに変更した事例が見られる。 

このように，教職 10 年目，20 年目，30 年目の教員に免許状更新講習を行うことで，何

が教員養成に必要なことかが理解でき，教員養成教育に反映されると考える。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

◆広島大学教育学部では，学問分野と実践との架橋，及び教員養成教育と現職教育の架橋

という点では，すでに実務家教員が学校現場の状況を踏まえながら講義を行っている（教

職入門など，研究者教員とオムニバス形式）。また，「学校内外における連携協力」（免

許状更新講習）で講義する学校組織マネジメント等の内容は，すでに「教職入門」（教員

養成教育）でも教えている。 

 

◆現在，文部科学省の委託事業により，広島県教育委員会との連携・協働による初任者研

修モデル開発を行っている。広島県立教育センターで開催される年 10 回分（校外研修の一

部）のうち数回を見学し，インタビューや質問紙調査を行う中で，教員養成と現職教育（研

修）を一体的に捉える必要性が意識されるようになった。約 40 年間の教員生活を養成期－

初任期－安定期－発展期－成熟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ている。こうした学外の教育委員会などとの連携・

協働が，教員養成のなかでも基礎段階の科目である「教職基礎」に影響を及ぼすと考えら

れる。 
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山梨大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修 

第二欄：「現代教職論」 

第三欄：「教育学概論」又は「教育の現在」（学校教育課程は「教育の現在」に限る） 

「生涯発達教育心理学」 

「学校制度・経営論」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

授業臨床部会運営委員会が主体となって取り組む。 

○授業臨床部会運営委員会 

 教職担当教員と教科教育担当教員が主な構成員となる。「少人数グループワーク型基幹

授業群」の実施を担当する。これまでにも，「教育の現在」「教育課程臨床論」「授業分

析論」の実施を進めてきた。平成 24 年度に開設した「初等理科実験」，および別に各々実

施されていた「授業設計論」「授業実践論」「教職実践演習」を少人数グループワーク型

基幹授業群に束ね，各講座の授業担当を含んだ陣容で実施する。また，「授業分析論」実

施のためのモデル・ルーム 2 室(授業臨床演習室)およびビデオ分析はもとよりプレゼン・

カンファレンスを実施できる設備を有する演習室の管理・運営を行なう。 

その他の組織として，教育実践総合センター(教育実習などの実施・進捗促進・点検評価

・改善を実習委員会と共に行なう。)，教育相談室(附属学校・地域の教育相談に対応し，

その成果を，「学校教育相談論」「学校臨床心理学」「特別支援教育論」，少人数グルー

プワーク型基幹授業群等のカリキュラム内容に還元する。)，教育研究協議会(県市町教育

委員会の代表で構成し，教員養成における評価と改善意見を行なう。)，教育ボランティア

委員会(実践的教師力深化の場となる教育ボランティア(「社会参加実習」単位認定)の指導

・運営を行なう。)，日本語教員養成プログラム委員会(「日本語教員養成プログラム」の

完全実施に責任をもつ。) 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

新人教員にもとめられる資質と能力として， 

① 豊かな人間性と，人間と世界についての幅広い視野と教養 

② 子どもの成長と教育に対する情熱と使命感 
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③ 子ども理解と教職・教科に関する専門的な知識・技能の基本 

 これらを踏まえて，多くの児童生徒や保護者と出会い，経験豊富な先輩教師の指導を受

け，そのなかで教師として成長していくために， 

  ④ コミュニケーション力(多様な人々と交流する力) 

  ⑤ 持続的変態力(教師として学び続ける意志と力) 

 とりわけ，急激な現代のような変動期にあって具体的に学校教育を担うエージェントた

る学校教師にもとめられることは，生起する諸課題を広い視野の中で適切に見通し実践的

に対応する，不断に「変態(metamorphosis)」し続ける力，すなわち自己変態持続力(教師

として学び続ける意志と力)をわがものとしていることである。これは，時代とともに不断

に自己更新(self-renewal)し続ける能力とも言い換えられる。 

 これらの意識・技能を会得させるために，教職基礎科目ほか基幹となる科目では，1 ク

ラス 25 人の少人数で開講している。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

基幹教職必修科目を少人数グループワーク型基幹授業群(「持続的変態を促し育む教員養

成プログラム―少人数グループワーク型基幹授業群」)とし，これを軸に教員養成カリキュ

ラムの体系化・構造化を図り，手厚くはぐくむ指導体制としている。この体制では，全教

員参加の(専門の垣根を越えた)教員養成指導を進展させることとしている。 

学生が教師に変態（幼虫から成虫へと変身すること）していく力，そして教師として変

態し続ける力(学び続ける力)を育むためには，手厚くきめ細やかな少人数教育の体系的な

指導体制が必要である。教職に関する基礎的実践的力量の育成に主眼を置いた「基幹授業

群」において，現場見学・体験，実践分析・授業設計等を内容として実践的教師力を手厚

く育むもの。これは，従来 1 人の教員が 100 人以上の学生を対象に行っていた講義を，専

門の垣根を越えた 5 人以上の教員が共同で担当する少人数グループワーク型授業に転換

し，これを中軸に体系化を進めることで，現場見学・体験，実践分析等をより重視し，実

践的教師力を育てるプログラムである。 
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参考「持続的変態を促し育む教員養成プログラム―少人数グループワーク型基幹授業群」 

 

 

○初等理科実験（1 年次前期／4 単位） 

 「理科嫌い」克服のためには小学校教員自体が理科を得意とすることが必須である。

理科実験の指導力を共通に育成するため，「初等理科実験」を学校教育課程学生全員

の必修とし，基幹教職科目と位置づける。125 人の学生を 5 クラスに分け，それぞれ

に理科担当教員が担当して，初等理科の実験指導を実施する。 

○教育の現在（1 年次後期／4 単位） 

適応指導教室や保育所，病弱児教育，児童相談所，家庭裁判所などといった子ども

の育ちに関わる多様な施設・機関の見学・調査プレゼン・カンファレンスを中心とし

た授業である。学生がこれまで被教育者として体験してきた「教育」を，教育者とし

て考える視点への転換を図り，あわせて多様な教育・養育現場を知ることにより，教

育に対する自己の視点の相対化をねらいとする。125 人の学生を 5 クラスに分け，そ

れぞれに専門の垣根を越えた教員が担任し，見学・カンファレンスを実施する。 

○教育課程臨床論（2 年次前期／2 単位） 

 幼稚園・特別支援学校・小学校・中学校といった各学校について，教師の生活，学

校経営，教育理念などについて，ビデオ教材を通してイメージをつかむ授業である。

被教育者から教育者への視点の転換を行うと同時に，観察実習に向けて具体的な視点

や課題，イメージをもって臨めるように準備する。125 人の学生を 6 クラスに分け，

それぞれに専門の垣根を越えた教員が担任し指導する。 

○授業分析論（2 年次後期／2 単位） 

 観察実習の記録をもとに分析・検討を行う授業である。文書記録だけでなく，ビデ

オ撮影による記録を重視し，そのビデオによる授業分析の作業を中心として，カンフ

ァレンスを通じて授業・保育の内容，教師や子どもの状態，観察者の着眼点といった，
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授業分析の基本的な視座とスキルを獲得することをねらいとする。あわせて，ICT 活

用力の伸長を図る。125 人の学生を 5 クラスに分け，それぞれに専門の垣根を越えた

教員が担任し指導する。 

○授業設計論（3 年次前期／1 単位） 

  授業や学習指導の実践計画を立案し検討しあう授業である。教職系科目や教科系科

目の学習成果を踏まえながら，学習指導案の作成と模擬授業の実施により授業設計を

実際に経験し，カンファレンスを繰りかえすことで授業の見方や考え方を成長させ，

教育実習に備える。125 人の学生を 6 クラスに分け，それぞれに専門の垣根を越えた

教員が担任し指導する。 

○授業実践論（3 年次後期／1 単位） 

 教育実習（基本実習）を踏まえ，各自が実践した授業についてのカンファレンスを

行う。自らの実践を少人数クラスで振り返る経験を通して，実践者の主観的な体験を

問い直し，教育実践における観察者の視点の大切さを実感するとともに，よりよい教

育実践を構築するための分析・検討の方法を身につける。また，電子黒板による各教

科教育法の実際を体験する。125 人の学生を 6 クラスに分け，それぞれを担当教員 6

人が担任し指導する。 

○教職実践演習（4 年次後期／2 単位） 

   「３－２ 具体的事例」で説明。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

免許状更新講習の中で，特に「教育の最新事情」に関する科目において「教職基礎」に

関する内容のものがある。例えば，第二欄の「教職の意義及び教員の役割」については，

「最新事情」の中に山梨の学校における危機管理能力についての講義がある。さらに，第

三欄の「教育に関する社会的，制度的又は経営的事項」に関しては「教育の最新事情」の

中に必ず学校の管理運営に関する内容のものがある。また，第三欄の「幼児，児童及び生

徒の心身の発達及び学習の過程」に関しても，「教育の最新事情」の中で「子どもの変化

についての理解」についての発達に関する講義がある。 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

 現場経験のある教員(客員教授)を「教育の最新事情」(必修)に配していることである。

また，選択領域には，なるべく幅広い分野の講義を開講し，理論面の講義と教科教育など

の実践面に関わる内容のものをバランス良く配していることも本学の講習の特徴である。
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選択領域において，「化学実験における安全管理」や「授業づくりの認知心理学」など実

際の授業に応用可能なものも準備されている。さらに「統計データによる電子地図の作成」

のように作業型の講義も開講し，教員のニーズに対応する形式・内容を絶えず模索してい

るところも本学の特色といえる。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

 免許状更新講習の必修領域における講習内容の中の一部，例えば「教職に関する省察」

や「子どもの変化についての理解」に関する内容を同一担当者が，学部 4 年次の「教職実

践演習」の中で講義している。具体的には，「同僚との関係性」や「教師としてのマナー

と服務規律」，「生徒指導・カウンセリングについての指導」などである。これにより，

学部生が卒業して教職に就いた時，トラブルや悩みについてどのように対応するのか示唆

を与えている。養成教育と教職での良い繋ぎの役割を免許状更新講習のベースの内容が果

たしている。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

教職実践演習では，大学 4 年間で学んだ教職・教科に関する様々な知識と教育実習等で

得られた実践的指導力との統合を図りながら，「履修カルテ」を基にして，教師としての

資質の総合的な向上を目指すために，主に次の 4 つの事項についての演習を行っている。

その 4 つの事項とは，①使命感や責任感，教育的愛情等に関する事項，②社会性や対人関

係能力に関する事項，③幼児児童生徒理解に関する事項，④教科等の指導力に関する事項，

である。教職実践演習の履修により，将来教員になる上で必要な知識・技能等に関して，

自己の課題を自覚するとともに，必要に応じて不足している点を補うなど，その定着を図

る。125 人の学生を 6 クラスに分け，それぞれを担当教員 6 人が担任し指導する。 
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横浜国立大学 

 

０．「教職基礎」科目 

第二欄：「教育実地研究」（平成 25 年度から「教職入門」も新たに追加）  

第三欄：「人間形成論」 

「教育の心理学」又は「児童生徒理解の実際Ⅰ」又は「同Ⅱ」又は「教育相談の

実際」 

「教育社会学」又は「教育経営」又は「生涯学習概論 I」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

・大学の全科目について，常時，FD 推進部（大学教育総合センター）及び全学教務厚生部

会により，カリキュラムマップ等の作成を通して，カリキュラムの整合性等をチェック

している。 

・学部内においては，学校教育課程及び教務委員会，教育実践企画会議等により，調整等

を行っている。 

・また全学組織である教員養成カリキュラム実施担当者会議において，教職実践演習など

の企画等を行っている。 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

 本学部学校教育課程では，全学生に小学校一種免許状取得を卒業要件として課しており，

初等教育に関する科目や教職科目等は「教育総合科目」として，中学校或いは高等学校の

教員を希望する学生にも，教職の基礎，あるいは土台として学習するよう位置づけている。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

学校教育課程における専門教育科目に，課程共通科目として「教育環境科目」を選択科

目として設置している。内容としては，教育ボランティアやインターン等の「学外活動・

学外学習」，ノンバーバル・コミュニケーション，情報基礎論，マスコミュニケーション

概論，教育とメディアなどを設けている。 

また一年生には，教育実習も視野に実践的な科目として「教育実地研究」（教育総合科

目）を課している。 
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２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

必修科目「教育の最新事情」（テレビ会議システム方式及び対面方式） 

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての

理解」「学校の内外における連携協力についての理解」の4つの事項について，教員に求め

られる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。 

講義は，大学内の会場を主会場とし，連携協定を結んでいる教育センターへテレビ会議

システムにより配信する。各会場では，客員教授等がワークショップ等を担当する。（講

習の概要より） 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

特になし（選択に関しては，複数部局から提供していることもあり，全てが特色ある科

目と言えば言える。） 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

直接的に大きな影響があるとは言えないと思うが，担当教員が現職教員の免許状更新講

習を実施するプロセス及び試験等を通して，現場・教員に関わる種々の情報等を入手でき

ることは，学部等における教員養成に十分に生かしうる。 

なおそのための特別な取組等はない。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

本学は，地域との連携を，学部・大学院レベルでも，また個々の学生レベル（教育ボラ

ンティア等）でも行っているが，こうした地域との連携は，直接形に表れない場合も含め，

教員養成に与える影響は大きい。 

FD については，上記した以外にも，FD 合宿や，講演，学部ごとのワークショップなども

実施している。また FD 学生スタッフもおり，学生から上がってくる情報や要求等も生かさ

れる仕組みになっている。 

教職実践演習は，上記した教職カリキュラム実施担当者会議（全学組織）によりプラン

ニングされ，主に学校教育課程教員会議で練り上げている。 
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立命館大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教職概論」 

第三欄：「教育原理」 

「教育心理学」 

「教育社会学」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

 

・2006 年度以前の教職カリキュラムでは，学生の問題意識によって，科目選択ができるよ

うに，多様な学問領域や問題群をカバーすることを意識して，複数科目を用意し，選択

必修としてきたが，2006 年度入学生から適応の教職カリキュラムにおいて，「教職基礎」

科目群については，科目群ごとに科目の精選をおこない，コア科目化をはかった。 

・2010 年度入学生から適用の教職カリキュラムにおいても，基本的に，この考えを踏襲し

つつ，さらに議論を進めて，「教職基礎」科目群についても，免許取得に必修の「教職

基礎科目」に加え，さらに深く学習したい学生に対して「教職発展科目群」としていく

つかの科目を提供するようにしている。 

＊立命館大学では，本学で教員免許を取得するため必修となる，教職に関する科目，

教科または教職に関する科目を「教職基礎科目」群としている。また，学生の問題

意識に応じて，より発展的に学習するために教職科目を「教職発展科目」群として

配置している。「教職発展科目」については，1，2 回生で 20 単位の教職に関する

科目を履修した学生のみが受講可能となる 3 回生以上の配当として開講している。 

・現行の 2012 年度教職カリキュラムでは，「教職基礎」にあたる科目として，具体的に 4

科目 8 単位（「教職概論」「教育原理」「教育心理学」「教育社会学」）を 1 回生配当

科目として設置している。 

・「教職基礎」に関わる科目について，とくに第三欄にあたる科目領域では，扱う内容が

多岐にわたるため，1 つの科目ですべてを十分にカバーすることは困難でもある。そこ

で，本学では，基礎的な内容を広く学習する 4 科目 8 単位の必修科目に加えて，本学で

「教職発展科目」に位置づけている科目として「子ども理解の心理学」「動機づけの心

理学」「教育制度研究」「教育改革の研究」を配置している。さらに，同様の発展科目

として，「又は科目」に，「国際理解教育論」「学校文化論」「学級担任論」「特別支
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援教育の研究」「環境教育論」「教育における人間関係」等を配置しており，「教職基

礎」科目群に関連する内容について，さらに深く学習できるように配慮している。 

・「教職基礎」科目各授業に関しては，学生による授業評価を実施しており，教員にフィ

ードバックされている。授業評価アンケートの結果については，教職教育総合センター

の執行部でも共有し，改善の必要がある科目については，担当者への改善依頼をすると

いう原則をおいているが，この間の結果では，至急に改善を要する科目はない状況であ

り，学生の満足度や理解度も一定の水準を超える結果が出ている。 

・「教職基礎」科目のすべてを専任教員で担当できない場合もあるので，新規非常勤講師

を依頼する際には，教職教育総合センター会議において科目適合性を適宜審査している。

また，「教職基礎」各科目に，教職教育総合センター所属教員の中から，担当者を決め

ている。その担当者は，非常勤講師や他の専任教員へ科目担当を依頼する際やシラバス

作成の際に，科目の性格などを説明し，科目間で内容や評価に過度の差が生じないよう

に調整を図っている。 

・2010 年度入学学生より新カリキュラムを適用するにあたり，1 回生配当教職科目担当者

懇談会（2010 年 5 月 17 日）を実施した。１回生配当の「教職に関する科目」（「（教）

教職概論」「（教）教育原理」「（教）教育心理学」「（教）教育社会学」）担当教員

に呼びかけ，6 名（うち非常勤講師 2 名）が参加した。内容は，①立命館大学における

教職課程カリキュラム改革について②授業事例発表（特に成績評価について）③懇談で

あった。①②は本学「教職基礎科目」担当者（2 名）が発表した。また，2011 年度では，

非常勤講師を中心にして，教職教育総合センター長名での文書を配布して，新カリキュ

ラムの構造や，より厳正な評価を依頼するなどの活動を行っている。 

・シラバス作成では，「科目概要」の部分は，共通としておき（担当教員の判断で加除は

可能としている），平準化された科目の概要にそって，各教員が，個々の専門性を生か

しながら講義計画を立てるようにしている。 

・「教職基礎」部分は，扱われる内容や対象が広いことも考慮し，現時点では，様々なア

プローチは認めながら，例えば，教育心理学的な見方・考え方を獲得させるなど，到達

目標の部分での平準化を狙っている。 

 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

・「教職基礎」科目である「教職概論」「教育原理」「教育心理学」「教育社会学」は，1

回生配当科目として，教職への入門の科目として位置づけている。 

・教職を履修する 1 回生は，大学生として幅広く学び，その中で教職に関する基礎知識を

得，自己の適性を確かめ，進路選択を開始する時期であると考える。とくに，教育学部

をもたない本学において，自己の教育経験を相対化させ，教職履修の意識を固めさせる
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にも重要な時期であると考えている。そのために，「教職基礎」科目が果たす役割は大

きく，「教職基礎」科目を１回生配当とした。 

・また，先述の通り，3 回生以上配当の「教職発展科目」に，「教職基礎」にあたる内容

の科目を配置しており，さらに，専門的に，深く学びたい学生には，選択の形で履修で

きるカリキュラムを策定している。 

・本学における「教職基礎」科目群の詳細は，1 回生時 1 回生用，2 回生用，3 回生用の学

びの手引き冊子に記載している。ガイダンス等を通して，教職履修者にも，「教職基礎」

領域での学びの意味を意識させるため，以下のような記述と図で解説されている。 

 

＜『教職課程 4 年間の学び』より引用＞ 

１回生は，教職とはどういうものかを理解する学年です。教職課程を履修する皆さんは，１

回生では，次のようなことに留意して学んでください。まず，教育や教育学に興味を持ち，積

極的に関連する書籍を読んだり，新聞記事に目を通すようにしましょう。その上で，１回生配

当の「教職に関する科目」4 科目 8 単位（「（教）教職概論」「（教）教育原理」「（教）教

育心理学」「（教）教育社会学」）の履修をし，教師の仕事や学校の制度はどのようなものか

を理解し，子どもや学級集団，いじめや不登校について考察を深めてください。 

(中略) 

しかし，上記だけでは不十分です。下の図に描いたように，１回生では，「教職に関する科

目」の履修や，教育や教育学に関する自学自習だけではなく，いろいろなことを幅広く勉強す

る必要があります。教養科目や専門科目などの授業の履修，さらには仲間との学び合い，幅広

い読書を通して，大学生活を送る上での知的基盤を築いていくことが望まれます。それによっ

て，今後の教職に関する学習もより深く，確実なものになってゆくでしょう。 
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１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

・教職カリキュラムに「教職基礎科目」と「教職発展科目」を配置し，両者に，「教職基

礎」に関わる科目を配置していること。 

・3 回生配当の「学校教育演習」（「教育実習」受講には必修。通年の演習科目）は，「教

職基礎」科目を実践につなげる科目となっている。少人数による，学部を越えたクラス

編成を行い，それぞれの専門性を交流し合い，より高度な学びの共同化を求めている。

「教職基礎」で学んだ内容をさらに深めたり，「教職基礎」での学習内容をより実践に

近いレベルで考察させるなど，一度履修した「教職基礎」の内容を復習し，深める機会

となっている。ちなみに，この科目では，到達目標を以下のように設定している。 

①現在の学校・教師をめぐる様々な問題を理解するとともに，研究することができる。 

②各人のめざす教師像を明確にする。 

③テーマに基づく＜読む・書く・話す・聴く＞力を獲得する。 

④教育実習を遂行する力を獲得する。 

・「教職自己分析シート」等（履修カルテ）を通じて，「教職基礎」科目を含めた教職課

程履修に関する振り返りを，理想の教師像や現在の学習計画の点検と関連させながら促

している。 

・「教職基礎」科目含む教職課程の科目によっては，上級生による「教育サポーター（ES）」

制度を導入している。このことは，ピアサポートの視点での受講生支援および，学生参

加型の FD として機能するとともに，双方向の授業を展開する助けとなっている。 

・全学の教職課程を統括する体制として，教職総合教育センターを設けるとともに，各学

部に教職課程担当教員を置き，各学部事務室にも教職担当職員を配置している。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

・「教育の最新事情」がそれに当たると思われる。 

・必修科目については，受講者に事前に「一番知りたい内容は」等を内容とするアンケー

トを実施しており，その結果を元に授業を組み立てている。2012 年度は学校現場での実

務経験のある教員が担当している。教育学研究科を有していないが，更新講習の授業内

容レベルとしては大学院レベルの実践的な演習に匹敵するものであるべきではないかと

考える。 

・必修科目については授業内容が細かく定められており，その各項目に該当する専門分野

の教員が分担して担当することとなるため，自己の担当部分がその前後とどう関係する



- 201 - 

かが分かりにくい。他分野から見て自己が携わる研究分野がどう見えているのか等が見

える更新講習そのものが大学教員の意識改革という FD 活動にもなりうる。 

 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

・選択領域については，教学委員会で全学部に講座開設を呼びかけ希望調査を行い，各学

部より提出された開設希望プログラムを教職総合センター適否判断をした上で申請する

こととしている。 

 

2012 年度 

・ 今年度開講講座「平和教育の多様な展開」（選択領域：6 時間）は，学内に，世界唯一の大

学立の国際平和ミュージアムを有し，『平和と民主主義』を教学理念とする本学ならではの

講座である。国際平和ミュージアムに関わる教員を中心に複数の講師によって開講し，平

和問題の探求とともに，学校現場での実践の課題等についても探求する講座である。 

・ 今年度開講講座「フィールドワーク手法と GIS（地理情報システム）活用法」（選択領域：

6 時間）は巡検を含む実習講座である。本学は多くの社会･地理教諭を輩出しており，有用

な実践的な講座として本学卒業生からの評価を得ている。 

・ 更新講習をきっかけに，本学教員からのスーパーバイズを受けられるような関係も生じて

いる。 

 

2011 年度以前 

・ 「学習科学」をテーマにした講座を開講している。本学の多様な領域で研究・実践されて

いる「学習科学」について，講座担当の複数教員の専門性を生かしながら，学校教育への

応用や実践課題について探求した。 

・ 「英語教育」の専門性を高度化する講座を開講している。英語教員を主な対象に，とくに

英語力を高度化させ，英語科教育の実践的力量の向上を目指した講座である。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

・ 本学では，更新講習担当教員は，教職課程関連教員に限定されてはいないが，教職課

程教員が更新講習を担当する場合には，現職教員に教授することを意識するために，

日常の学生向けの講義の内容を見直すきっかけともなる。 

・ テスト（記述式）を採点する際，解答を読むことによって，更新講習で大学教員が扱

った内容に関する，現職の先生方の反応がわかり，教員養成教育の改善のヒントにな



- 202 - 

るとともに，日常の教職の授業改善にもつながる。 

・ 立命館大学の卒業生が更新講習に参加することにより，本学の理念のもとで，教員養

成－研修という流れをつくることができる。 

・ 本学の学問的到達点を，地域や社会へ還元する場を創出することができる。 

・ 本学附属校の教員が更新講習を受講することで，大学と附属校の連携が一層進む契機

となる。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

・ 現場の先生方の声（例：ディスカッションで話されていたこと，ワークシートに書い

ていただいたものなど）を，学生の授業の中で紹介することができる。 

・ 本学では，「教職基礎」科目を担当する教員が，「免許状更新講習」を担当するとは限

らず，また，「教職基礎」に関わる内容は「必修領域」が中心であり，選択領域の講座

として，別途提供していないのが現状である。そのため，現時点では，更新講習の実

施が，「教職基礎」というピンポイントの領域の改善に及ぼす正負の影響について判断

できる材料は持ち合わせていない。 

・ 立命館大では大学教育の一環としての教員養成と位置付けており，教員養成を各学部

の教育目標として定着させている。このため，所属学部の専門性と教職課程というデ

ュアルな視点を学生が持って学修とキャリア形成ができると考えている。また，全学

で学びの文化・学びのコミュニティーを醸成すべく，基礎演習等の科目を修得済等の

条件をクリアした学生を「教育サポーター（ES）」として学生が学生を支えるような取

組を進めている。この中で教職課程を取る学生がリーダーシップを発揮し，「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。 
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早稲田大学 

 

０．「教職基礎」科目のうち必修科目 

第二欄：「教職概論」 

第三欄：「教育基礎総論１」 

「教育心理学」 

「教育基礎総論２」 

 

１．教員養成プログラムの改善，特に「教職基礎」科目について 

１ー１ 貴学では，教員養成段階（教職課程）において開講する「教職基礎」科目の内容，

教育方法等について改善の取組を実施していますか。実施している場合，検討組織，

内容等について具体的にお答えください。 

１ー２ 貴学では，「教職基礎」科目をどのように位置づけていますか。「教師力の育成」

の観点から具体的にお答えください。 

・「教職基礎」科目としてはオーソドックスな構成となっている。授業内容は実態として

担当者の裁量に任されている。同じ科目名間のシラバス統一等について問題意識は持ち

ながらも，それぞれ独自に授業を展開している状況。シラバスを統一すべきといわれて

いるという情報は共有しているが，むしろなぜ統一しなければいけないか，一人一人の

授業者の主体性があっていいのでは，など賛否両論があり議論の途上だ。 

 

１ー３ 「教職基礎」科目について，他大学にはない貴学独自の特色があれば具体的にお

答えください。 

・当大学の教育学部は私立系の高等師範の一番の雄としての自負があり，教育学部が全学

の教員養成を担うという意識が高く，それが伝統である。このため教職課程は従来から

教育学部に設置されている。教職課程の履修者は全学部学生で約5,000人弱と規模が大き

いこともあり，順調に機能している状況では各セクションに運営を任せており，何か問

題があれば教職課程主任に情報集約等される。 

 

２．免許状更新講習と「教職基礎」科目の関係について 

２ー１ 免許状更新講習の開設科目の中で，「教職基礎」科目に関連のある内容を取り扱

っている科目について，内容を含め具体的にお答えください。 

２ー２ 免許状更新講習の開設科目の中で，他大学にはない貴学独自の特色ある科目・取

組があれば，具体的にお答えください。（必修，選択ともに含む） 

・実施体制としては免許状更新講習実施委員会があり，教育学部長が委員長，幹事と副幹

事は教職課程主任と副主任が担当。教育学部・教育学研究科・教職大学院の授業を担当

する教員は全員，教育・総合科学学術院に所属しており，各員が協力して更新講習を担
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当。 

・必修については，必要事項を全部網羅できるように，内容と講義を担当教員の専門も加

味して構成。実際の講義の内容，資料，方法等は各授業者に裁量に任せており，特に把

握はしていない。 

・選択科目開設に当たっては，ノルマを課すのではなく，各学科主任の推薦を経て自主的

に出してもらう形をとっている。 

・当大学の場合は，受講者は中学，高校の教員が非常に多く，当大学卒業生も多い。この

ため，専門教科に関して，今の現場に適合する内容よりももう少し先の新しい考え方，

最新の情報や，指導法や教材に生かせるような具体的事項などを教えてほしいという声

をよく聞く。このため，大学が提供するものとしての質を考えつつ最先端の事項につい

てどうやって提供していくかという話は教員間で出ている。 

 

３．教員養成教育の改善に及ぼす影響について 

３ー１ 免許状更新講習の実施が教員養成教育の改善に及ぼす影響について，具体的事例

や大学・学部としてのお考えがあればお答えください。 

・免許状更新講習を担当する教員は，現職教員と接する機会がそこで増えているわけであ

るから，現場の声を意識した講習という経験を経て自らの担当科目の授業において工夫

するといったことは個々に起こっていると考えられる。そうした影響等について大学と

して組織的に把握することまではしていない。現時点では，免許状更新講習が，教職課

程の科目に目立った影響があったかというと，マイナスなりにも特に大きなプラスなり

にも，直接はないだろうと思われる。 

 

３ー２ そのほか，貴学の取組の「教職基礎」分野の改善に及ぼす影響について，具体的

事例（教職実践演習の取組，FD の推進等）や大学・学部としてのお考えがあればお

答えください。 

・教職実践演習に向けては，履修カルテを作成することとしており，まずはスタート段階

として学生に過重な負担とならないよう，教職科目と実習関係を書き込んでとじていく

内容となっている。教育実習と教職実践演習はクラス・担当教員を同一として一貫して

指導することとしている。なお，教職実践演習については，東京都教育委員会がまとめ

た「教職実践演習チェックシート」などが各大学へどのような影響を与えるのか注視し

ている。 

・教員養成の改善に当たって実習の充実を進める中で，現場で指導できる大学教員の確保

が大きな課題。併せて，指導教諭の中で力のある者をたとえば「教育実習指導教諭」に

位置づけてインセンティブを与えるなど，学校現場での教育実習の位置づけを明確化す

る体制整備が必要と考える。  


