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要 旨
教育委員会，短期大学と大学・大学院と連携し，現職教員が学びやすいカリキュラ

ムと教育方法（理論と実践の融合）さらに，理論と実践の往還を活かした共同演習・
共同授業（共創社会）を行うことにより，力量ある，より実践的な現職教員の資質向
上が可能になる。本学では，平成25年度教員の資質能力向上に係る先導的取組支援
事業として短期大学から大学院まで体系化した現職教員の養成カリキュラムの開発と
教材資料の流通・提供を目的とする実践的資質能力向上システムの構築について研究
したので報告する1）。
〈キーワード〉 教員養成，カリキュラム，教育方法，資質能力向上，現職教員

Ⅰ．教員養成を取り巻く現状と課題

教育を取り巻く社会状況の変化等の中で，
学校現場には，子どもたちの学ぶ意欲の低下，
自立心の低下，社会性の不足，いじめや不登
校などの深刻な状況等々，様々な教育課題が
生じてきている，これらの変化や諸課題に対
応し得るより高度な専門性と豊かな人間性・
社会性を備えた力量ある教員が求められるよ

うになってきた。
平成24年8月28日付の中央教育審議会答

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」では，「これ
からの社会で求められる人材像を踏まえた教
育の展開や学校現場の諸課題への対応を図る
ためには，①社会からの尊敬・信頼を受ける
教員，②思考力・判断力・表現力等を育成す
る実践的指導力を有する教員，③困難な課題
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に同僚と協働し，地域と連携して対応する教
員が必要である。」と述べている。
また，教育委員会等との大学との連携・協

働による，教職生活全体を通じて学び続ける
教員を継続的に支援するための一体的な改革
を行う必要があることについても指摘されて
いる。さらに，修士レベルの教員養成の質と
量の充実を図るため，修士課程等の教育内
容・方法の改革を推進する仕組みを早急に構
築する必要性が報告されている2）。

Ⅱ．目 的

現職教員が学びやすいカリキュラムと教育
方法（理論と実践の融合）や，理論と実践の
往還を活かした共同演習・共同授業を行うこ
とにより，力量あるより実践的な現職教員の
資質能力向上が可能であると考えた。
そこで，本事業では短期大学から大学院ま

で体系化した教員養成カリキュラムの開発を
行うために，以下の3点を目的とした（図1）。
第一に，現職の教員を続けながら短期大学

から大学院までの連携したカリキュラムを構
成することにより，より，実践的で体系的な
教員養成カリキュラムを開発した。
第二に，現職教員として働きながら課題を

解決する仕組みと新しい教育方法の設計を
行った。
第三に，理論と実践の往還により学生の力

量の変化を評価した。
以下に上記の3つの内容について概要並び

に成果を報告する。

Ⅲ．実践的で体系的なカリキュラムの構築

1．概 要
平成25年3月29日付で，大学設置基準の

一部が改正され，大学における創意工夫によ

り，より多様な授業機関の設定が可能になっ
た。特に，講義とフィールドワークを組み合
わせた授業科目の実施やサービス・ラーニン
グの導入等による弾力的な学事暦の設定が可
能となり，短期大学や大学を卒業し，実際に
教員として実践しながら，大学や大学院に入
学し，土日等を通じて理論的な学修を行うこ
とが可能になった。
本事業を通し，教員養成課程がある短期大

学での学修を第1ステージ，大学へ編入して
第2ステージ，大学院の第3ステージと，教
員養成を，3つのステージに分け，現職の教
員を続けながら短期大学から大学院までの連
携したカリキュラムを構成することにより，
図1に示すような，より実践的で体系的な教
員養成カリキュラムを開発した。

2．成 果
このような3つのステージを通したカリ

キュラムを構成することにより，学び続ける
ことが可能な現職教員に対する学習機会の継
続的な支援が可能となった。さらに，次に示

図1 短期大学から大学院までの体系化した
教員養成カリキュラム
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す特色を見出すことができた。
①短大を第1ステージ，大学を第2のステー
ジ，大学院を第3のステージとの位置づけ
による学び続けることが可能な現職教員に
対する学修機会の継続的な支援

②修士化レベル指向での教員養成課程を持つ
短期大学と大学・大学院との連携による教
員養成の仕組みの新しい方向性

③現職教員として授業をしながら直面する課
題を解決する手法，つまり理論と実践の往
還を具体的に実践する仕組みの構築

④教育委員会と連携した現職教員における新
しい資質向上に関わる研修機会
この学修機会の継続的支援について，文部

科学省（答申）は，「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（答申）」の中で，取り組むべき課題とし
て，教職生活全体を通じて，実践的指導力等
を高めるとともに，社会の急速な進展の中で
知能・技能が陳腐化しないよう絶えざる刷新
が必要であり，「学び続ける教員像」の確立
の必要性を指摘している。教職生活全体にわ
たった学びを継続する意欲を持ち続けるため
の仕組みの構築に対し，一つの示唆を示す結
果と考えられる。
今後は，“学び”の中身について，新たな

学びを展開できる実践的指導力を育成するた
めの教科や教職についての基礎・基本を踏ま
えた理論と実践の往還による教員養成が高度
化できるように検討を進める必要がある。

Ⅳ．新しい教育方法の設計

1．概 要
現在の教職課程の課題として，大学の教員

の研究領域の専門性に偏した授業が多く，学
校現場が抱える課題に必ずしも十分対応して
いないことが指摘されている。

そこで，学校現場における実践力・応用力
など教職に求められる高度な専門性を育成す
るためには，学校教育における理論と実践と
の融合を強く意識し，理論と実践の往還とい
う観点から体系的な教育課程を編成すること
が特に重要となる（図2）。
本事業では，短期大学を卒業し，幼稚園・

小学校教諭二種免許状を取得した学生が，幼
稚園や小学校の教員として働きながら，勤務
している学校や幼稚園等における実践で生じ
た指導上の疑問に答えることや課題について
の討論を行うなどの事例研究，模擬授業，授
業観察・分析，ロールプレーイング，現場に
おける実践活動・現地調査（フィールドワー
ク）等のデュアルシステムによる教育方法を
積極的に開発・導入することにより，現職教
員として働きながら課題を解決する仕組みと
新しい教育方法を設計し実践した。

2．成 果
それらから得られた教育方法の観点からの

特色・成果と新たに課題として次の内容が挙
げられた。
【特 色】
①教育委員会と共同して新しい教育手法を開
発し，地域の教育課題を解決する仕組みの
構築

②上級免許に上進するというインセンティブ
で，学び続ける教師，成長する教師を支援
する仕組みの構築

③競争社会（同質性と他律）から共創社会（多

図2 理論と教育実践の融合
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様性と自律）への教員の学びの転換を促す
仕組みの構築

【成 果】
①教員の資質向上に係る省察による評価方法
の開発

②教員の資質向上に係る同僚性の確保（教員
同士が学びあう関わり，支え合う体制，同
じような課題を持つ教員間での課題の解決
方策を見つけ出す機会）

③ ICT教育など新しい教育方法の修得とそ
の活用力の向上

④現職教員が学びやすく，実践的なカリキュ
ラムと教育方法の開発

【課 題】
①働きながら学ぶという現職教員に対する教
育委員会の支援が必要

②学校に勤務をした実績を，単位として認定
する制度の創設が必要

③一種免許状の教員に専修免許状取得の努力
義務を課す政策が必要

Ⅴ．理論と実践の往還により学生の力量
の変化を評価

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した学生に任さ
れている。
今後の，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むことが重
要である。
また，教員の資質向上方策の見直し及び教

員免許更新制の効果検証に係る調査の集計結

果（平成22年8月）によると，必要とされる
教員の資質能力の充足度において，教育委員
会からは，教材解釈の力（35．8％）が一番不
足していると回答しているが，教職課程を有
する大学では，対人間関係能力（54．4％）が
一番不足していると回答している。つまり，
教育委員会と大学とでは，必要とされる教員
の資質能力において意識の違いがある。また，
教員養成の課題として，担当する大学教員の
学校現場の経験が不十分（60．8％）と指摘さ
れている3）。
そこで，本事業では，これらの短期大学か

ら大学院までの体系的なカリキュラムや理論
と実践の往還という観点における理論と実践
の融合カリキュラムについて検討するため
に，短期大学を対象としたアンケート調査お
よび卒業生を対象としたアンケート調査を
行った。

1．短期大学を対象にしたアンケート調査
（1）目 的
短期大学と連携教育による教員の実践的資

質能力の向上システムの構築にあたり，今後
の教員養成の在り方を検討する基礎資料とす
ることを目的として，短期大学を対象にアン
ケート調査を行った。
（2）調査内容
①調査対象
小学校教諭二種免許状が取得可能な短期大

学33校を対象とした。文部科学省 HPで公
開している教員免許資格を取得することので
きる大学等の一覧から抽出した。
②調査方法
無記名式，郵送法で行った。学科長あてに

郵送し，教員養成課程のカリキュラム編成に
ついて認識されている方の回答をお願いし
た。
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③調査時期
平成26年1月10日～2月10日であっ

た。
④調査項目
次の調査項目を用いた。a．短期大学が

卒業時に備えていて欲しいと考える資質
能力（1項目）b．短期大学を卒業する学
生にとって課題と考えられる資質能力
（12項目，4件法）c．現在の短期大学で教員
養成を行っていく課題（8項目，4件法）d．
今後の教員養成における短期大学としての取
組の方向性（5項目，4件法）e．大学との連携
への意識（1項目，5件法）f．短期大学とし
て課題と感じられていることと課題に対する
取組（自由記述）
⑤回答状況
調査対象校のうち，15件（約45％）の返

信があり3件からは回答不可の返答を得た。
結果，12校（回収率36％）を分析対象とし
た。すべて私立短期大学からの返答であった。
回答者は，学科長4件，教務担当教員3件，

上記以外の所属の教員2件，事務局2件，未
記入1件であった。
他大学との連携の有無では，姉妹校を提携

している1件，提携していない10件，提携し
ていない1件であった。
（3）調査結果
本稿では，今後の教員養成の取組の必要性

について取り上げて報告する。
短期大学における教員養成での達成と今後

の課題を明らかにし，短期大学が卒業後の大
学等との連携にどのような意識をもっている
かを検討したところ，図3のように「短期大
学から大学院まで体系化された教員養成カリ
キュラム」「教育委員会との連携」など他機
関との連携が課題であるという結果が得られ
た。
また，「卒業生への継続した学修の機会の

提供」「直面する課題を解決していく教育プ
ログラム」について課題意識が高いことも明
らかになった。
しかし，一方で，図4のように今後短期大

学が考える大学との連携への期待に関して，
「大学等との連携を行い，取組を進めている」
短大は少なく，現状として「大学等との連携」
については連携への期待は低い傾向にある。
上記の結果を整理すると，図5のようにま

とめることができる。体系化されたカリキュ
ラム等や他機関との連携が必要だと感じてい

図3 今後の教員養成における取組の必要性

図4 今後の大学等との連携への期待

図5 今後の教員養成の取組と連携意識
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るにも関わらず，大学等との連携や期待感が
低い結果であった。その背景としては，①カ
リキュラムが過密であり，必要単位を厳選し
たい②学生がカリキュラム等をこなすのに忙
しく，時間的な余裕が少ないなどの意見が得
られた。
このことにより，第1ステージ，第2ステー

ジ，第3ステージで果たす教員養成の明確化
（各ステージにおいて育成すべき資質能力を
明確化し，短大，大学，大学院が教員養成の
担う役割について重視する部分を明らかにす
ること。），また，短期大学と連携大学による
カリキュラム内容の十分な情報交換が必要で
あり，カリキュラムをこなすだけに留まらな
い，理論と実践の往還をつなげる学びへ転換
することが求められるとの検証結果であっ
た。

2．卒業生に対するアンケート調査
（1）目 的
現職を続けながら学ぶことができる，大学

から大学院までの体系化した教員養成カリ
キュラム開発をすることにより，実際に実践
的資質能力の向上を図ることができたかを検
討することとした。今回得られた回答数は十
分でないと考えられるため，自由記述形式の
回答を踏まえ，内容的な検討を中心に進めた。

（2）調査内容
①調査対象
短期大学から編入し大学・大学院を卒業・

修了した卒業生・修了生，並びに，大学院へ
現職教員として入学し修了した修了生の43

名を対象とした。
②調査方法
郵送法。卒業生並びに修了生に対して郵送

し，回答をお願いした。記名式。
③調査時期
平成26年1月10日から1月31日まで

④調査項目
a．入学前（学部・大学院）時での教員の資
質能力に対する自身の不足していた資質能
力，b．大学・大学院へ入学して期待してい
ること，c．大学・大学院で学んで実現でき
たこと，実現した学修方法・場等，d．大学・
大学院で学んでよかったこと（自由記述），e．
大学・大学院で過ごして感じたこと（自由記
述）
⑤回答状況
調査対象者のうち，12件（約28％）の回

答を得た。回答を得た12件を分析対象とし
た。回答者は，大学院修了生9件，大学卒業
生3件であった。現在の所属は未記入卒業生
1件を除き，全て幼稚園，小学校，教育委員
会，大学等の教育機関であった。回答者の年
齢は，20代7件，30代4件，40代1件であっ
た。

図6 卒業生アンケートの結果を基にした成果
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（3）調査結果
本稿では，調査項目の d．e．の設問であ

る大学・大学院で学んでよかったこと，感じ
たことについて報告する。良かったこととし
て挙げている内容について表1に整理した。
全員が「働きながら学ぶことができ教員免許
状の上進ができたこと」が良かったこととし
て挙げている。
この目に見える教員免許状の上進という成

果に留まらず，大学・大学院の入学前には「教
員としての高い専門性」に関して力不足を実
感していたのが，講義や卒業・修論研究への
取組みや共に学ぶ仲間がいたことでその専門
性を高めることができたと感じていることが
うかがわれた。

Ⅵ．おわりに

本事業を実施するにあたって，本学の学内
委員を中心としたカリキュラム検討委員会，
教育方法の設計分科会にて十分検討し，学識

経験者並びに教育委員会，小・中学校の現職
教員，本学の学部並びに大学院の卒業生を中
心とした評価検討委員会を開催し，研究を遂
行した。
本事業の成果の詳細は，最終報告書1）で報

告しているが，次のような成果が得られた。
○教員の資質向上に係る省察による評価方法
の開発

○教員の資質向上に係る同僚性の確保（教員
同士が学びあう関わり，支え合う体制，同
じような課題を持つ教員間での課題の解決
方策を見つけ出す機会）

○現職教員の理解力が深まる，実践的なカリ
キュラムと教育方法の開発
また，今後の課題として，①働きながら学

ぶという現職教員に対する教育委員会の支援
が必要であること，②学校に勤務をした実績
を，単位として認定する制度の創設が挙げら
れたが，本課題については今後も継続して研
究する計画である。

付記

本研究は，教育情報学会第30回年会にお
ける発表を基に論文化したものである。なお，
本研究は，平成25年度文部科学省委託事業
「教員の資質能力向上に係る先導的取組支援
事業」の成果の一部である。
本事業を実施するにあたって，沖縄県教育

庁，岐阜県教育委員会，沖縄県立総合教育セ
ンター，沖縄女子短期大学には，カリキュラ
ムの作成並びに理論と実践の往還を活かした
共同演習・共同授業等の実践についてご指導
を頂いた，この場を借りて厚く感謝申し上げ
ます。
また，教員の力量を客観的に評価するシス

テムの構築のための実践授業にご理解を頂き
ました沖縄県内の実践小学校の校長先生並び

〈働きながら学ぶ〉
・現職で感じていた課題の解決ができることに学
ぶ喜び，充実感を得た。

・大学で学び深めたこと，教材について・子ども
との接し方などを今現場で試しながら活かすこ
とができている。

・働きながらでも免許状の上進ができた。
〈学ぶ仲間〉
・年齢や役職を越えた人間関係の中で内面的な資
質向上ができた。

・卒業をしても情報交換をしながら支え合い，学
び合い，相談し合える関係がつくれた。

・仕事上の悩みを相談できた。
〈教員としての専門性の向上〉
・ICT活用力が向上した。
・タブレット PCや教材開発など職場では学ぶ機
会が少ないため学習指導の向上になった。

・新たな教材を作ってみたいという意欲がわい
た。

表1 大学・大学院で学んだ良さ
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に実践的な授業を実施していただきました先
生方に，心より感謝を申し上げます。
最後に，本事業全体について微に入り細に

入りご指導頂きました本学の後藤忠彦学長並
びに教員の資質向上について，直接評価検討
委員会でご指導頂きました生田孝至（前新潟
大学副学長・現岐阜女子大学大学院教授）に
心より感謝申し上げます。
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