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教員養成系大学・学部“ならでは”の模索
＜課題＞従来のFD・SD研修の大学人としての一般的研修ととも

に、次の３点に焦点を当てた専門職性向上の機会の創設

１）教育職員免許法の改正等にあたって、教育系大学・学部・学
科等の存在意義を再吟味・再確認しながら、教員養成系大学・学
部・学科の理念等に基づいた独自のカリキュラム改革、教育職
員免許法・課程認定制度の歴史的経緯や背景、可能性と課題等
についての共通理解

２）今後、拡充・展開が予想されている学校現場や教育委員会、
学校以外の教育支援関連機関等との連携や協力関係づくりの
社会的背景や理念と内容、形態の在り方についての共通理解

３）若手教職員の急増期であり、多様な気質・希望をもっている入
学生に接する際、多様なキャリアを生かした協働関係づくりにあ
たって、全大学人・教職員による、“教員養成系大学・学部ならで
は”の学風や教育と研究の環境の創出のための基本情報の共
有とアイデンティティに在り方に関する共通理解

2



3



＜PDについて＞

教職志望の学生の教育と学習支援を中心に置きながら
、教師教育（教員養成教育と現職教員教育）ならびに教育支
援者等の専門職性向上に携わる、教職協働による大学
教職員（附属学校教員を含む）の職能開発、教職員の専門
職化を目指した自律的・内発的な活動をPD（プロフェッショ

ナルディベロップメント）と呼ぶ

A : 従来のFD・SD研修の大学人としての一般的研修

B : 教員養成系大学・学部“ならでは”のPD研修

C : 学部・大学院の授業聴講での大学教職員の研修＊
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＊教員養成系大学には教科教育・教職専門・教科専門の
教員が所属し、その日常の授業の中には、そこに働く大
学教職員の専門性（専門職性）の開発に役立つ講義・演
習が多数開講されている。そうした日常の授業を「教員養
成ならではの教職員PD」の一部に位置づける。



“ならでは”プログラムの探究(試案）
＜「フレッシュマンセミナー」プログラム＞ ＊仮の区分

第１講 「大学における教員養成」 ―○○大学での事例を基にしながらー

第２講 教育系大学の学生気質に特徴はあるのか？ （学生指導の課

題を探り、寄り添う）

第３講 附属学校の教育と研究活動（大学での実践的指導力育成の課題

と方法を学ぶ）

＜「ミドルセミナー」プログラム＞

―教員養成・現職研修の高等教育機関の具体的改善点の解明―

第４講 師範学校（専門学校）と教育学部（高等教育機関）の違い

第５講 「チーム学校」の登場と大学での教員養成の意味

―学外教育関連諸機関との連携と教師教育（連携とオリジナリティ）

第６講 教員養成系大学の多様性と「質」保証

＜「アドバンスセミナー」プログラム＞

―ワークショップでリフレクションし広く異次元の視点から捉え直す機会にする

• 第７講 大学での教員養成をどう考える

• 第８講 外から見た大学（相対化） 5



事例 ・・・・・ 第一講の柱

①教育学部の授業科目はなぜ多いのか？

ー教師になれる“条件”って何だろう？(教員免許状制度）

②最近、小学校教員養成する大学が増えている？

ー課程認定制度の変化動向ー

③課程認定制度はなぜあるか？

ー戦後の「大学における教員養成」原則ー

④教免法と教員養成体系の“多様性”

ー各大学の教員養成カリキュラムの変遷から考えるー

⑤いくつかの課題、いくつもの課題？

ー近年の教員養成をめぐる課題ー
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Q１ 教育学部の授業科目はなぜ多いのか？

・大学を出ていること？ 短大でも大丈夫だよ。

・教養があって、人間的に魅力があることかな？

・専門性があることだよ！！

・免許持っていることなんじゃない？

・子どもが好きなんだよ！！

＊ところで、教員免許は、何種類あるのかな？

１種類 １０種類 １００種類 200種類 200種類以上

＊専門職として同じように通常言われている医者の免許は

何種類あるのか？
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教職専門
知識
教職意識
(教育愛）

教職専門
技能

＊ところで 教師になれる要件は？？
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○幼稚園（教科・分野ごとの授与は無し） ・・・１種類

○小学校（教科・分野ごとの授与は特別免許状のみ）国語、社会、算数、理科、生活、

音楽、図画工作、家庭、体育、宗教など・・・１種類

○中学校国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、

職業指導、職業実習、外国語（英語、フランス語、ドイツ語、中国語、朝鮮語などに区

分）、宗教など ・・・１９種類

○高等学校国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、

保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、
商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、
フランス語、ドイツ語、中国語、朝鮮語などに区分）、宗教、柔道（保健体育の一部領域）、剣道
（保健体育の一部領域）、情報技術（工業の一部領域）、建築（工業の一部領域）、インテリア
（工業の一部領域）、デザイン（工業の一部領域）、情報処理（商業の一部領域）、計算実務（商
業の一部領域）など ・・・４４種類

○視覚障害者に関する領域を定めた特別支援学校各部共通: 自立活動（視覚障害教育）

高等部のみ: 理療(按摩マッサージ指圧,はり及び灸を含む),理学療法,音楽・・・４種類

○聴覚障害者に関する領域を定めた特別支援学校各部共通: 自立活動（聴覚障害教育） ・・・
１種類

○高等部のみ: 理容、特殊技芸（美術、工芸、被服に区分） ・・・４種類

○知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する領域を定めた特別支援学校各部共通: 自
立活動（肢体不自由教育、言語障害教育に区分） ・・・２種類

〇養護教諭、栄養教諭(2006)免許状・・・２種類

＊中学校と高等学校の免許状、小学校の特別免許状、特別支援学校の自立活動等に係わる
免許状は、教科や分野毎に授与される。養護教諭と栄養教諭は学校種に限定されない。

７８種の約３倍の免許種
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Q2 「2004年度以後、子ども学部
など小学校教員を養成する私立大学
の数は、2014年までの10年間に３
倍以上、出身者の免許取得者数は２
倍以上になった」

それは、なぜ？
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2004年度以後、子ども学部など小学校教
員を養成する私立大学の数は、2014年まで
の10年間に２倍以上に

（山崎博敏『Between』2015.2-3)
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もっと勉強できるように
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		教員免許状の種類等

		（2013年総件数　218,547件）

		種類		区分		基礎資格		2013年度(件）		効力		有効期間		職階		備　　考								0

		普通免許状		専修		修士		14,108		全国		10年		教諭		10年で更新講習								北海道3 1.7

				一種		学士		152,955																東北7 4.0

				二種		短期大学士		42,118																関東59 34.1

		特別免許状		－		－		59(内高校48件）　　（1998年から計549）		都道府県		10年		教諭		教育職員検定・合格（「教職課程を履修していなくても、優れた知識・技術等を有する社会人等に授与される免許状」）								中部25 14.5

		臨時免許状		－		－		9,307		都道府県		3年（特例6年）		助教諭		普通免許状を有する者を採用することができない場合								近畿44 25.4

		（免許状なし）		－		－		19,539		－		－		特別非常勤講師		構造改革特別区域の各市町村内のみで効力								中・四国22 12.7

								(都　1,857）																九州沖縄13 7.5

																								計173 100

		北海道		3		1.7%

		東北		7		4.0%

		関東		59		34.1%

		中部		25		14.5%

		近畿		44		25.4%

		中・四国		22		12.7%

		九州沖縄		13		7.5%

		計		173		100.0%

																		教員需要の推計から考える
養成システムの課題





		



私学の準教員養成系学部
（山崎博敏試算・進研）



		







教育免許法上の
取得科目単位区分と単位数

11」11

1953年 1988年 1998年

教科に関
する科目

小学校 16 18 ＊8

中学校 40(32) 40 20

高等学校 40(32) 40 20

教職に関
する科目

小学校 32 41 41

中学校 14 19 31

高等学校 14 19 23

教科又は
教職に関
する科目

小学校 10

中学校 8

高等学校 16

＊「小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の
修得方法は、国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭
及び体育の教科に関する科目のうち一以上の科目について修得するものとする」

資料
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Q3 教職課程認定は、なぜあるのか？
・教員の「質」保証

・一定の“統一性”

・高等教育機関での養成システムによる保証
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教員養成の二大原則
１．「大学における養成」(1949年～）

１）師範学校に代わる教員養成の場としての「大学」

その二つの含意

ａ）６・３・３・４制の最高学府での教員養成（幅広い視野と高度の

専門的知識・技能を兼ね備えた多様な人材育成を目的とする＝水準）

ｂ）大学の自治・学問の自由を基本原理とする場である（性格）

２）旧制の各種高等教育機関の一本化・単線形学校系統へ

の移行

２．「開放制」原則下の「課程認定制度」

１）教員免許状の認定を行う大学を制限せず、一定の要件を

満たす全大学に広げる（1954年・教育職員免許法改正に

よって明確化）

２）「一定の要件」＝開講科目・設備・指導体制（スタッフ・実習

校など） 1980年以降、世界の趨勢は学士レベルから大学院修士

レベルへ（「高度化」が進展）
13
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「大学における教員養成」という理念
ーその理解内容の一側面ー

○「教育（教授）する方法を修得することを養成され
る被教育者としての師範生ではない」

○「専門の学芸の研究学習によって将来教えようと
希望する教科の内容や研究方法に通ずることの必
要なことは勿論であるが、更にいま一つの専門的
研究、すなわち教職課程の研究によって教育につ
いての専門的知識及び技術を身につけ」た専門職
としての教師」
（玖村敏雄『教育職員免許法同法施行法解説』 1949年）
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「予定調和論」の吟味・検討の必要性
ー戦後直後の教員養成観ー

○「教育者は人間が誠実で学問があれば充分である。
教授法などは各自に工夫し各人がそれぞれに自己
の教授法を持つべきである。」

○「教授法は有益であるとしてもそれは「二次的」であ
り、「それさえ学べば良き教師の資格のできるような
考えの甚だしい謬見であることは勿論である。」

「これらの知識（教育学や教授法や分析的心理学の知識－筆者

註）はあればなおよく、なくてもさし支えない」「直ちに
見習として学校に送り職域において実地練習の上正
教員たらしむることが必要」（天野貞祐「教育刷新の問題」『教育

試論』1949）
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資料
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教員養成・教師教育の独自の役割は？



・教職科目の履修条件
・教育実践関連科目

Q4 教免法と教員養成体系の“多様性”
ー教免法・課程認定制度と多様性・自律性との狭間でー
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教員養成系大学・学部と
一般大学・学部

[A]  教員養成系大学・学部(国立）

=教員養成課程（免許状取得がほぼ必須）を持つ

[B]  一般大学・学部(500余)=教員免許状取得は任意

17

教員養成
系[A] 

非教員養成
（一般大
学） [B]

短期大学
他

大学院修
士

小学校 45.9% 44.5% 3.6% 6.0%

中学校 28.8% 58.0% 1.7% 11.5%

高等学校 12.6% 63.7% 0.4% 23.3%

特別支援教育 38.4% 47.0% 2.0% 12.6%

資料
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教員養成系大学/学部の定員増減
（陣内靖彦作成『東京師範学校生活史研究』）
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2年制を廃
止し４年へ

教員
養成
課程
の五
千人
削減

＊かつて政策により定員管理を行われていた領域＝
医師、教員、船舶等の計画養成

資料
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免許法とT大学教育課程改訂の変遷
師範学校(中等教育）→新制大学学芸学部（1949.5.31）

学芸学部 → 教育学部（1966.4.1）

教育職員免
許法(改訂）

主な変更点 T 大学

1949(S２４) ・教育職員免許法（制定）
・「大学における教員養成」

「開放制」の２原則

・全国立大学で教員養成開始

1952年教育課程改訂（学芸学部）

1953(S２８) ・課程認定制度発足 （1955年部分改訂）

1966改訂（基盤）（1979,1984年部分改訂

1988(Ｓ６３) ・専修免許状（大学院）創設
・免許基準引上げ等

1988年改訂（教養系増設）

（1990, 1995、1996年部分改訂）

1998(H10) ・教職関係科目単位数増加
2000年改訂（教職入門、プロジェクト

学習、総合演習）

＊課程認定制度の厳密化
(2007、2010（部分改訂）

2015年改訂（教職実践演習）
19
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「教職」「教科」に関する科目内容と増減

教育職員免許法の区分
(計59／要卒総124単位＝47.6%）

免許種類 1988 1998

教科に関する科目
①教科に関する科目（例；小学校課程＝国語科研究
、社会科研究、算数科研究、・・・・。中学校課程国語
専攻＝日本語学概論、日本語文法、日本文学史・・・

小学校 18 8

中学校 40 20

高校 40 20

教職に関する科目
①教職の意義、②基礎理論：「教育の本質」「教育の社会・
制度・経営」「児童生徒の心理・発達」等、 ③教育課程・指
導法：「教育課程の編成」「各教科の指導法」「道徳の指導
法」「教育の方法・技術」「特別活動の指導法」等（小２２，中
１２，高８）、 ④生徒指導・教育相談・進路指導の意義・方
法・カウンセリング」等、⑤総合演習、⑥教育実習と事前事
後指導

小学校 41 41

中学校 19 31

高校 19 23

教科又は教職に関する科目(T大学の場合）
①小・中学校＝○○科と情報、○○科教材論、○○科教
育課程論、②中学校＝○○科入門演習、基礎○○、○○
科学習指導論、○○科教材演習、○○科教材特論、

小学校 ー 10

中学校 ー 8

高校 ー 1620
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2222

教員養成コア科目群教 職 教
科

教

科

の

指

導

法

教
科

専
門

科
目

１

年

次

２

年

次

３

年

次

４

年

次

卒 業 研 究

共

通

教

育

科

目

自
由

選
択

科
目

教職の意義

教職の基礎理論

教育課程

生徒指導

教育相談

研究実習

教育フィールド研究５教育実習

実践開発実習２ 教育フィールド研究４

実践開発実習１ 教育フィールド研究３

教育実践体験２

教育実践体験１

教育フィールド研究２
１

教育フィールド研究１
教員養成教育課程に
おける「実践と理論」
の“往還”と実践的活
動の“省察”を強調

大学に於ける教員養成プログラム（案）
日本教育大学協会最終報告（2004.3）
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Q５. いくつかの課題、いくつもの課題？

・世界の教員養成の動向

・国内の教員養成政策の動向

・教育職員免許法の改訂動向

・教職課程コアカリキュラムの創設動向

・教職専門職性に関する研究動向

23



中学校２年生の理科教員の最終学歴国際比較
2007.6.22 日本学術会議「要望 これからの教師の科学的教養と教員養成の在り方について」

国名 大卒以上（標準偏差） 大卒 専門学校 高卒 高卒以下

ロシア 89(1.0) 8(1.1) 3(0.5) 1(0.3) 0(0.0)
アルメニア 82(2.1) 16(2.0) 1(0.4) 1(0.3) 0(0.0)
チュニジア 81(3.6) 17(3.4) 1(0.7) 1(0.0) 0(0.0)
ブルガリア 67(3.0) 24(2.5) 9(1.5) 0(0.0) 0(0.0)
リトアニア 62(2.2) 35(2.1) 2(0.7) 1(0.3) 0(0.0)

アメリカ合衆国 59(3.0) 41(3.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0
オーストラリア 56(3.5) 38(3.7) 2(1.5) 0(0.1) 0(0.0)

ニュージーランド 51(4.8) 43(5.2) 6(3.0) 0(0.0) 0(0.0)
オランダ 30(3.1) -- 66(3.0) 5(1.5) 0(0.0)

スウェーデン 30(3.2) 63(3.4) 4(1.2) 4(1.2) 0(0.0)
ハンガリー 28(2.1) 72(2.1) 0(0.2) 0(0.0) 0(0.0)

台北 27(3.6) 70(3.7) 2(1.5) 0(0.0) 0(0.0)
韓国 25(2.9) 75(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

スコットランド 24(2.6) 76(2.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
エストニア 23(2.2) 61(2.6) 12(1.6) 3(1.1) 0(0.0)
国際平均 22(0.4) 57(0.4) 18(0.3) 3(0.2) 0(0.0)

香港 17(3.3) 66(4.2) 17(3.2) 0(0.0) 0(0.0)
ノルウェー 12(2.6) 72(4.0) 14(2.9) 1(0.8) 1(1.0)
日本 9(2.6) 90(2.7) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0)
エジプト 8(2.3) 92(2.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

フィリッピン 8(2.6) 92(2.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
24
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韓国・ソウル市教育庁の
現職研修システム(2008)

a)「教育公務員昇進規定」（教育公務員法第41条）に
基づき「研修点数加算点の研修単位化」を明示（１単
位の現職研修を受ければ0.01点、大学院修士課程１点、博士
課程２点となり、校長になるには加算点の３点が必要、他に客
観式・主観式問題等）

b)修士課程や博士課程在学年限は休職が認められる
（50％以上の経歴認定（昇進関係）とほぼ100％の号俸認定（
給料関係）、さらに外国の大学院では50％の報酬支給（国 内
では0％）がなされる）。

c)現在のソウル市内の公立初等学校教師（44,400余
名）の23.5％が教育大学院で学位取得、その他の大
学院学位所得を含めると約26％が修士又は博士学
位取得者であるという。公立初等学校長では78％、
教監では78％の高率。

中国＝1997年、中等学校教師や教育管理を対象と
した教師の専門職大学院（教育碩士課程）創設 25
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近年の主な教員養成政策
1996 大学審議会「大学院の教育研究の質的向上に関する審議のまとめ」

1998 大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」

1998 教養審第二次答申

2001 国立の教員養成系大学学部の在り方に関する懇談会

2008 教職大学院開設 2009 教員免許状更新制導入

2010 教職実践演習導入 （自民党教育再生実行本部「中間まとめ」―提言）

2012.8.28 中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合

的な向上方策について」

2013.6 ミッションの再定義（教員養成）、2015.6.8「業務全般の見直し」

2013.10.15 教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施に向けた協

力者会議「大学院段階の教員養成の改革と充実等について」（報告）

2014.3.31 育成すべき資質・能力踏まえた教育評価・内容と評価の在り方に関

する検討会ー論点整理ー

2014.6.25 OECD、TALIS第２回調査（2013年実施）結果報告

2014.7.30 中教審教員養成部会（第73回） 「教員の養成・採用・研修の改善

について～論点整理～」

2015.12.21 「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」(答申)
26
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現 行 (小 学 校） 見 直 し の イ メ ー ジ

各科目に含めることが必要な事項
専
修

一
種

二
種

各科目に含めることが必要な事項 ■の事項は備考において単位数を設

定
専
修

一
種

二
種

教科に関する科目
※国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家
庭及び体育のうち一以上について修得すること 8 8 4

教科及び
教科の指
導法に関
する科目

イ 教科に関する専門的事項※「外国語」を追加。
ロ ■各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）（各教科
それぞれ１単位以上修得）
※「外国語の指導法」を追加。

30 30 16

教
職
に
関
す
る
科
目

教職の意
義等に関
する科目

教職の意義及び教員の役割

2 2 2

教育の基
礎的理解
に関する
科目

イ 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
ロ 教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校への対応を
含む。）
ハ 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）
ニ 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
ホ ■特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解（１
単位以上修得）
ヘ 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含
む。）

10 10 6

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等

教育の基
礎理論に
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

6 6 4
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。）

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

教育課程
及び指導
法に関す
る科目

教育課程の意義及び編成の方法

22 22 14

道徳、総
合的な学
習の時間
等の指導
法及び生
徒指導、
教育相談
等に関す
る科目

イ ■道徳の理論及び指導法（一種：２単位、二種：１単位）
ロ 総合的な学習の時間の指導法
ハ 特別活動の指導法
ニ 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）
ホ 生徒指導の理論及び方法
ヘ 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論
及び方法
ト 進路指導（キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。）の理論及
び方法

10 10 6

各教科の指導法（一種：２単位×９教科、二種：２単位
×６教科）

道徳の指導法（一種：２単位、二種：１単位）

特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）

生徒指導、
教育相談
及び進路
指導等に
関する科
目

生徒指導の理論及び方法

4 4 4教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法
進路指導の理論及び方法

教育実習 5 5 5 教育実践
に関する
科目

イ ■教育実習（学校インターンシップ（学校体験活
動）を２単位まで含むことができる。）（５単位）
ロ ■教職実践演習（２単位） 7 7 7教職実践演習 2 2 2

教科又は教職に関する科目 34 10 2 大学が独自に設定する科目 26 2 2

83 59 37 83 59 37

１１×(２～３Cr）？

8Cr

18Cr
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近年の教員の「資質能力」
－「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」

・教員育成の課題検討は「世界の潮流」(政策）
・経験年数の不均衡化による先輩から若手教員への

伝承の困難性（環境変化）
・子ども・青年をめぐる新旧教育課題の顕在化

・「何を知っているか」ではなく「どのような力で関わる

か」（コンピテンシー／能力概念の拡張）

・「カリキュラム・マネジメント」や「アクティブ・ラーニン

グ」の具体的実証的研究の必要性（カリキュラム改革）
・「チームとしての学校」のために教職員構造を転換

（チーム学校／「新」同僚性の推進）

29
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ご静聴

ありがとうございました

http://hato-project.jp

hatsuo@u-gakugei.ac.jp
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