
プログラム 
 

 

 

１４：３０   開会挨拶 

松田 恵示（東京学芸大学教員養成開発連携センター長・副学長） 

 

１４：３５   趣旨説明 

高橋  登（大阪教育大学学校教育講座 教授・IR部門長） 

 

１４：４５   活用事例の報告 

          事例(1)：学生生活・教育実習に関する支援ツールの開発 

           早坂めぐみ（東京学芸大学教員養成開発連携センター 特命助教） 

           林  美都子（北海道教育大学函館校 准教授） 

          事例(2)：アーティキュレーションに焦点を当てて 

             半澤礼之（北海道教育大学釧路校 准教授） 

             京免徹雄（愛知教育大学教育学部 講師） 

          事例(3)：スペシフィックデータとしての活用 

           城戸  楓（大阪教育大学教員養成開発連携センター 特任助教） 

 

１５：４５   提案 

          教員養成ＩＲコンソーシアム（仮称）の展開に向けて 

岩田 康之（東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター 

                                              教授・ＩＲ部門長）   

１６：０５   休憩 

 

１６：１５   全体討議 

コメンテーター（教員養成系単科大学および総合大学の教育系学部の方を予定） 

 

１７：００   閉会挨拶 

蛭田 眞一（北海道教育大学副学長・IR部門長） 

 

 

※総合司会  高橋  登（大阪教育大学学校教育講座 教授・IR部門長） 

 



事例１：学生生活・教育実習に関する支援ツールの開発

学生調査と教育実習前CBTの開発
―教員養成系大学における

学生生活の支援と改善のために―

早坂めぐみ

（東京学芸大学教員養成開発連携センター 特命助教）

林美都子

（北海道教育大学 准教授）



（１）IR活動および学生調査の概要説明

早坂めぐみ

（東京学芸大学教員養成開発連携センター 特命助教）



IRとは• IR（Institutional Research）とは、高等教育機関が教育活動やマネジメント、

財政等に関わるデータの分析・管理を行うことを通じて、エビデンスに基づく

経営戦略の策定や教育プログラムの点検、改善につなげていく調査活動を行
うこと

（教員養成開発連携機構『平成26年度HATOプロジェクトシンポジウム』
p.10,2015)

• IR実践の５つのステップ

調査設計→データ収集→分析前準備→分析→情報提供

（中井俊樹他『大学のIR Q&A』玉川大学出版部、2013、p.21）



HATOプロジェクトの目指すIRとは

• HATOプロジェクトでは、教員養成系単科大学の「教学改善」を目指して、IR活動を行って
きた。

（文部科学省国立大学改革強化推進補助金事業、平成24～29年度）

• IR活動のプロセスと本日の３報告の対応関係

１．「入学から卒業まで」を追跡する学生調査及び「教育実習前CBT」の開発と実施

（早坂・林報告）

２．調査の分析の事例 （半澤・京免報告）

３．HATOプロジェクトで収集したデータと、各学内のデータとをあわせた分析、

教学改善への活用（城戸報告）



HATOプロジェクトのIR調査計画
2014年度 2015年度 2016年度（現在） 2017年度

1年生 新入生学習調査 新入生学習調査 新入生学習調査 新入生学習調査

2年生 大学生学習調査 大学生学習調査 大学生学習調査

3年生 大学生学習調査
教育実習の効果測定
（一部大学で試行）

大学生学習調査
教育実習前CBT（試行）

4年生 大学生学習調査

4年生・卒業 卒業時調査（試行） 卒業時調査

2014年4月入学生に対する4年間の調査は、HATOプロジェクトの終了時期である
2017年度末（2018年3月）の卒業時調査をもって、はじめて完結する予定。



質問紙調査の実施方法と回収率
• 質問紙調査は「学籍番号」を記入してもらい、同一人物の変化を追跡可能にした。

• 4大学の実施時期を可能な範囲でそろえ、各大学がもっとも実施しやすい方法で行った。

①新入生学習調査・大学生学習調査は「オリエンテーション時」「必修科目の授業時」に実施。

②卒業時調査は、「卒論提出時」「卒業式」に実施（予定）。

→オリエンテーションや必修授業等に「参加しない学生」こそ、支援対象であるという見方も
重要。IRはあくまで「全体の傾向」を把握するという点に限界があり、回答していない学生へ
の目配りも要する。

• 学年が上がるとともに、回収率が低下する傾向にある。

例 2014年入学生 1年生98.7％→3年生82.1％

2015年入学生 1年生98.4％→2年生86.5％



質問紙の構成

• HATO4大学の共通項目と、

各大学の独自項目からなる。

• 共通項目は巻末資料として
収録。

• 共通項目は右表のように、

一般大学との比較可能性及び

教員養成の独自性を重視して

構成した。

新入生学習調査 大学生学習調査 卒業時調査（試行）
対象学年 1年生 2～4年生の各年 4年生卒業時

性別、高校卒業年、高校時成
績、本学進学理由、留学生、
家族の大卒・短大卒学歴、高
校で学んだ知識・技能、人生
観、キャリア意識、進学意識、
再入学の意志、本学・専攻の
志望順位

性別

高校における学習経験 大学における学習経験

現在の能力・知識
大学生活を通じて身についた

能力・知識
高校生活における

活動時間
大学生活における

活動時間

本学に対する期待
本学に対する満足
（2016年調査より）

本学の教育及び施設に対する
満足

東大
「全国大学生調査」

大学入学以降の悩み

教員資質能力自己尺度
（藤井2011）

教職志望意識及び教職志望
に影響を与えたもの

教職志望意識

教職に関する仕事内容
自己効力感

（児玉・平尾2014）

小・中・高の教師との関係満
足度及び学校生活満足度、

教職に就く家族の有無
大卒後の希望職種 大卒後の希望職種 大卒後の進路・職種

就職に関する意識及び行動、
大学のキャリアサポートに対す
る意識及び行動、大学授業に
おけるへき地教育及び食育、
外国人児童生徒に対する対応

HATO
オリジナル

一
般
大
学
と
の
比
較
可
能
な
項
目

JCIRPをベースにし
た質問項目

教職志望動機尺度（春原2010）教
員
養
成
独
自
項
目

先行研究
（岩田・別惣・諏訪編2013）



参考文献・論文一覧

• 岩田康之・別惣淳二・諏訪英広編『小学校教師に何が必要か』東京学芸大学出版会、2013年.
• 教員養成開発連携機構『平成26年度HATOプロジェクトシンポジウム』2015年.

• 児玉真樹子・平尾朋子「教員養成課程の学部生の教職志望に及ぼす自己効力感の影響」広島大学大学院教育学研究科
『広島大学大学院教育学研究科紀要』第１部、第63号、2014年、pp.1-8.

• 中井俊樹他『大学のIR Q&A』玉川大学出版部、2013年.
• 東京大学大学経営・政策研究センター「全国大学生調査」2007年.

URL http://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/resource/kiso2008_01.pdf
(last access 2017/1/25)

• 春原淑雄「親の要因、教職志望動機および教師効力感の関連」東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科『学校教育
学研究論集』第21号、2010年、pp.1-10.

• 藤井義久「教員資質能力自己評価尺度の開発」岩手県立大学『リベラル・アーツ』5号、2011年、pp.1-12.

http://ump.p.u-tokyo.ac.jp/crump/resource/kiso2008_01.pdf


（2）教育実習前CBTの開発

林 美都子

（北海道教育大学函館校 准教授）



教員養成系大学所属大学生にとって、学生生活ハイライトの１つ

教育実習

教育実習前CBT(Computer Based Testing)の開発
より充実した教育実習を実現するための支援システム

客観的側面からの支援: 知識を問う

教育実習前検定
主観的側面からの支援: 心構えの形成とIR

教育実習前支援アンケート



試行風景



教育実習前検定
• 検定は、教職・教科に関する基本的な知識を学生に確認させる【検定】と学生の学びの一定レベルを確保す
るための一つの方策【質保証】の意味を持たせることを意識して、開発した

• 問題作成にあたっての視点
＊ 教育実習に臨むための検定であることを踏まえ、教育実習前に身につけてほしい基本的な内容
＊ 所説にとらわれない、根拠のある問題を原則とする。

法規、学習指導要領（含：解説）、文科省資料
教育用語事典、大辞林、広辞苑等
「教育実習の手引き」 北海道教育大学

• 主な出題範囲

• A 教職に関する基礎的な知識

• 法規 ・学習指導要領の総則 ・教育課程 ・学級経営 ・児童生徒理解 ・生徒指導 ・特別支援 ・危機管理

• B 教科等に関する基礎的な知識

• 教科指導 ・学習指導要領の各教科 等



教育実習前CBT ハンドブック
の開発

• 北海道教育大学では、教育実習前検定の内容を
学生さんたちに自習してもらうためのツールとして開発

• 自主的に学ぶ態度と習慣、メタ認知能力の涵養

• 概要

• 教育実習前CBTに関する説明

• 実習前支援アンケートの説明と心構えの喚起

• 実習前検定の「出題例」や「出題範囲」

• 自習内容を書き込むためのスペースをふんだんに用意した



教育実習前支援アンケート
• アンケートは、教育実習前に学生に自覚を促し、自分の強み・弱みを把握する手助けを行って、内面的・主
観的な準備を行わせることを主たる目的とし、IR的な活用も視野に含めて開発を行った。

• アンケートに用いる項目は、充実した教育実習を実現するために必要な要素であること、意味ある数値化が
可能であると先行研究で示されていること、ある程度のメッセージ性が期待できること、実習前にフィードバック
を行うことにより学生が準備や改善を行いうる要素であること等を配慮して、多角的に決定した。

• 問1はソーシャルスキルに関するもので、菊池(1998, 2007)の研究に基づき、基礎力、攻撃性、
感情コントロール、ストレス耐性などを扱うものである。

• 問2は学習意欲に関するもので、下山(1985)の研究に基づき、自主的学習態度、達成志向、責任感、
自己評価、失敗回避傾向、持続性などを扱う。

• 問3はメタ認知に関するもので、本学の吉野・懸田・宮崎・浅村(2008)の研究に基づき、気付き感覚、
目標・計画能力、反省的モニタリング能力、自分の能力に関する知識、学習場面での課題に関する知識、
問題解決の方略に関する知識などを扱う。

• 問4は教育実習前の準備状況を問うもので、本学教員養成GP「自己成長力を高めるチェックリストの開発
－教育実践フィールド科目群を軸とした教師の基礎的資質と臨床的実践力の育成－」によって開発され、
「ステップアップ型チェックリスト」から実習前準備にかかわる19項目を抽出したものである。



学生へのフィードバック例



教育実習前CBTによるサポートの提案
教育実習に行く約一ヵ月前に、約10～15分、支援アンケートに回答
→アンケートに参加した学生群の方が、教育実習におけるA評価の割合が高い

(上図参照; 2015年高等教育質保証学会第5回大会にて発表)
→ソーシャルスキルや学習意欲等、教育実習に関連する諸要素に気付かせ、
まずは自分の「強み」「弱み」を学生に意識させることが大切

→支援アンケートに加え、検定にも参加すると、C評価の割合が低下することも
その後、分かった(2016年第5回大学情報・機関調査研究集会にて発表)

A
19%

B
60%

C
19%

D
2%

不参加学生群の成績割合

A
35%

B
48%

C
15%

D
2%

参加学生群の成績割合

Figure2. アンケート参加学生(3年生)における
教育実習(小学校)の成績割合(N=214)

Figure3. アンケート不参加学生(3年生)における
教育実習(小学校)の成績割合(N=58)

教育実習前CBT(検定+アンケート)の効果



教学IRシンポジウム 「教員養成IRの活用と展開」

HATO-IR調査データの活用事例
ジェネラルデータからスペシフィックデータへ

大阪教育大学 教員養成開発連携センター
特任助教 城戸 楓（Contact: kido@cc.osaka-kyoiku.ac.jp）
共同発表者：
半澤礼之（北海道教育大学）、 京免徹雄（愛知教育大学）、
早坂めぐみ（東京学芸大学）

2017/02/04
於 東京学芸大学

mailto:kido@cc.osaka-kyoiku.ac.jp


HATO-IRデータの活用モデル

全般的なデータ（ジェネラルデータ） 限定的なデータ（スペシフィックデータ）

HATO-IRのデータ：
大学間の比較から分かる、自大学
の特徴や強み、改善点など

etc. 教員志望の年ごとの遷移

① 学内周知

・受講単位と成績
（GPA）
・カリキュラム
・入試形態や得点
・所属しているサークル
・ボランティア活動
・キャリアサポート など自大学にとって最も効果的な

教学改善を導くために、②デー
タのスペシフィック化、を行う

大学ごとに異なる環境

etc. 教員志望が他大学に比べて低
下する〇回生時のカリキュラムと特定
の講義の成績を調査する

H

T

A

O



① 学内周知活動

 HATOで得られた大学間での比較データをより多くの自
大学の関係者（教員・職員）に周知する



大阪教育大学

 IR通信
HATO-IRの結果を含めた、本学IRの独自データを季刊
で冊子にして発行。紙媒体と学内ネットにてデータ媒体で
配布（学内ネットでそれまでのバックナンバーは入手可）

 IRカンファレンス会議
学内の全教職員向けに開催される、IRデータの公表
（60分）と、質疑応答（30分）の会議で、参加者と
の意見交換に重点が置かれる。参加は任意で、年２回
開催。



HATO３大学

 北海道教育大学：学内外関係者向けの普及冊子を刊行
学内周知活動として、学内関係者向けの「HEU-IR: SPECTRUM（年一回

発行）」および、学内学生向けの「HEU-IR: SPECTRUM For student
（不定期発行）」の２種類の冊子を刊行。紙媒体で配布を行っている。

 愛知教育大学：分析結果を活用したFD・SDの実施
HATOデータの分析結果を活用したFD・SDを実施（2014年度「なぜ大学に

おいてIRが重要なのか」、2016年度「データで見る愛知教育大の教育」）。

 東京学芸大学：広報誌（ニュースレター）を発行
「東京学芸大学教員養成開発連携センター通信」として、HATO-IR部門の

みならず、研修・交流支援部門、先導的実践プログラム部門の３部門の活動
結果について、主に学内向けの広報紙を作成。紙媒体とインターネット
（http://hato-project.jp/tgu/letter/index.html）にて配布。

愛知教育大：SD・FD研修北海道教育大：HEU-IR 東京学芸大：センター通信

http://hato-project.jp/tgu/letter/index.html


データ活用の際の問題点

① 教学データ散在に関する問題
② 教学データの完全性の問題

I
R

データの
統合・共有・補完



② データのスペシフィック化
～各大学に合わせてデータの精度を高める～

 HATOで得られたジェネラルなデータを、学内の様々な
データを照らし合わせて、よりスペシフィックに自学の教
学改善に役立つデータへと深めていく。

I
R

HATO-IR調査データ
（ジェネラルデータ）

〇〇課

部局内にあるデータ

データ精度を高めるための
PDCAサイクル

これまで集積していなかった
不足データ

自大学にとって有用な
スペシフィックデータ
の発掘



各課・部署との連携例 ～大阪教育大学
キャリア支援係 「教員採用試験における本学の特徴」

・ 大阪府：第一次試験
／第二次試験共に、他
大学よりも高い傾向
・ 他府県：第一次試験
は高いが、第二次試験は
他大学の合格率と違いが
ない
⇒ 地方の第二次試験対
策の弱さ

 二次試験の合格率が高かっ
た兵庫県では、大阪府・大
阪市と異なった二次試験は
行われていなかった

 多くの自治体で、大阪府・大
阪市・堺市が実施していない
テストとして、小論文と指導
案があった



各課・部署との連携例
～HATO3大学

 北海道教育大学 －大学役員とのランチミーティング・新規アンケート
・ ランチミーティングとして、大学役員も含めた関係者に対して、IRでの活動および集積データの分析
結果を定期的に報告し、今後の大学の教学改善への土台作りを行っている。
・ IR部門で得られた観点から、教育実習や卒業時のアンケートに関する設問作り（北海道教育大
学での独自施行のアンケート）に取り組んでいる。

 愛知教育大学 －関係者へのグループワーク・学内データとの接続
・ 卒後の進路希望、教員志望度に関する学年や講座別の集計や経年比較を行い、キャリア支援
課へ情報を提供。キャリア支援関連の教職員に対する報告会を実施（ 2016年度「IRデータに基
づいた教育支援の課題提起ー教員養成の質保証に向けてー」 ）
・ 教務課・入試課・キャリア支援課と連携し、部署ごとに保有するGPA・入試形態・進路に関する
データを統合して、本学の学生の成績、入試、進路に関する傾向を把握。

 東京学芸大学 －学長副学長連絡会での報告・教採合否の分析
・ 学長副学長連絡会にて、IRで得られた分析データを報告し、教学改善のための土台作りとしてい
る。
・ 学務課を中心とした若手職員と連携し、教員採用試験に関する分析を行っている。

愛知教育大：IR報告会



各課・部署との連携例 ～大阪教育大学
スペシフィックデータからジェネラルデータへ



まとめ

① HATOで得られたジェネラルデータを学内に周知
② 学内データとすり合わせて、より深く、精度の高い情報へ（スペシフィックデータ化）
③ 学内で得られたスペシフィックデータ（の一部）をHATOへ（ジェネラルデータとの対比）

①へ戻る

・就職課

・教務課

・入試課
etc…

HATO

各大学
ジェネラルデータ

スペシフィックデータ

PDCA
PDCA

PDCA

大きな
PDCA
サイクル

小さな
PDCA
サイクル
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京免 徹雄（愛知教育大学 学校教育講座）
Contact: kyomen@auecc.aichi-edu.ac.jp

早坂 めぐみ（東京学芸大学 教員養成開発連携センター）
Contact: hayasaka@u-gakugei.ac.jp
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2017.02.04 HATOプロジェクト
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教学IRと教員養成系大学

• IR（Institutional Research）
各高等教育機関（Institute）が、教育、マネジ

メント、財政等のデータの入手・分析・管理、そ
れに基づく経営戦略の策定や教育プログラム
の点検、といった調査活動（Research）を行う。

・教員養成系大学における教学改善のエビデ
ンスとなるデータの収集・分析（＋改善提案）

2



「日本の教員養成」の改善へ

3

課程認定大学

（国公私立約600
大学）

教員養成課程

（国立44＋私立4
大学）

教員養成系単科
（国立11大学）

HATO
（4大学） 教育学部のみを設置

（教員養成課程＋非
教員養成課程）

教員養成系学部の
みを設置（教員養成
課程）

教員養成系学部（教
員養成課程）と他学
部が並立

多様な教育組織によ
る教員養成



協働体制の構築

調査の実
施・データの

共有

（クラウド上）

Ａ大学

Ｂ大学
教育学
部

Ｃ大学
教職課
程

Ｄ大学

4

「全体のデータ」と「当該大
学のデータ」を対照

↓
各大学における教員養成

の改善へ

※「運営委員会」「事務局」的組織



大学タイプの違い・思惑の違い

教員養成への目的志向性
の強い組織

オプションとしての教職課
程

ＨＡＴＯ四大学 教育学部（教員養成課程）
教育学部（非教員養成課

程）

教員養成系単科 教育学部（教員養成課程） 〔なしor廃止の方向〕

教員養成課程を持つ総合
大学

教育学部（教員養成課程）
教育学部以外の一部学部

における教職課程

一般大学
教育系学部（主に幼・小の
教員養成にフォーカスした

組織）
教職課程

5



独自の課題 or 「弱点」

（例）「教員養成課程」

＝免許状取得が必須（卒業要件）

→ 不本意入学者（入学時から）

教職思考の弱い学生（在学中）

※こうした学生のフォローについては、一般
大学の教職課程では課題とならない。
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