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▶ 優れた教員養成教育のデファクト・スタンダード構築 
▶ 相互の学び合いによるGood Practiceの普及 

▶ 学校教員の力量向上 
▶ 学校教育や教員養成教育に対する社会の信頼を担保 

▶ 国公私立を通じた教員養成教育の質的向上 

日本型教員養成教育
アクレディテーション・システムの

開発研究
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本格実施

教員組織 

教育行政組織

学会など

日本型教員養成教育
アクレディテーション・システムの始動
　教員養成評価プロジェクトの成果を踏まえ、2014〜
2016年度においては少なくとも20大学程度のご協力を
得て相互評価活動を進めます。
　相互評価活動を通じて、教員養成教育の内部質保
証が適切に機能するかどうかを検証するとともに、層の
厚い評価者コミュニティを形成します。このコミュニティ
を核として、各大学が主体的かつ恒常的に自身の大学

の教育内容や方法・組織を検証しながら、さらに大学
間の相互評価を行うことにより、教員養成機関が中心
となった自律的な教員養成教育の質保証システムが確
立することを目指します。
　多くの教員養成機関のお力添えをいただければ幸い
です。

東京学芸大学
教員養成評価プロジェクト



教員養成教育の自律的質保証に向けて

大竹美登利東京学芸大学 理事・副学長（教育・附属学校担当）
教員養 成 評 価プロジェクト主 査

　2012年8月の中教審答申「教職生活の全体を通じた教育の資質能力の総合的な向上方策

について」では、「教職課程の質保証」の重要性が指摘されています。

　大学における教員養成教育の質保証については、「開放制」原則の下、教員養成教育を提

供する機関数の量的大きさと多様性という現実を前に、ネーションワイドな質保証システムを

整備することが焦眉の課題と考えます。

　このような状況下、本プロジェクトでは、教員養成機関の内部質保証を重視する動きを踏

まえ、各機関それぞれの主体性に基づく内部質保証を軸とした評価システムの調査研究

を2010〜2013年度の4年間で行ってきました。日本の多様な大学で行われている教員養成

教育を、それぞれの多様性を損なうことなく主体性を生かして評価するための基準と組織の

構築に関する調査研究を進め、「教員養成教育の日本型アクレディテーション・システム」を

提案するに至りました。

　この評価システムに多くの教員養成機関が参加していただくことにより、国・公・私立の

別なく恒常的な学び合いを通じた教職課程の質保証が図られ、ひいては日本の教員養成教

育全体の質的向上につながることを願っています。

○教員養成評価プロジェクト
　東京学芸大学では、教員養成教育の質的水準の向上の
ため、教員の実践的指導力を養成するカリキュラムやそ
のための組織運営体制などの評価のありようについて検
討を行う中で、2010〜2013年度までの４年間のプロジェ
クトを立ち上げ、「教員養成教育の評価等に関する調査研
究」を推進してきました。毎年度末にはフォーラムを開催し、
調査研究の進捗状況を報告するとともに広く関係者と意
見交換を行ってきました。
　評価基準と評価組織の検討を行うにあたっては、それ
ぞれ検討部会を設置し、海外での実地調査や国内の大学、

評価機関、教育委員会等への訪問調査及びアンケート調
査等を実施し、関係団体とも意見交換をしながら具体的
な評価基準案の策定及び組織基盤・評価実施組織につい
て検討を行ってきました。
　また、策定された評価基準を基に本学において試行評
価を行い、それによって特定された学内の課題について
も改善検討を行っています。本学での試行評価に続き、
他の２大学においても試行評価を実施し、それらより得
られた成果を反映させ、日本型アクレディテーション・
システムを構築するための基盤を整備しました。

「教員養成教育の評価等に関する調査研究」の成果 
2010〜2013年度の4年間、東京学芸大学教員養成評価プロジェクトにおいて、
学士課程（学部）段階における教員養成教育を行う大学に関する評価システムのあり方を調査研究
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   など
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教員養成教育を総合的に評価する５つの基準領域  「ピア」＋「ステイクホルダー」の全国組織

2．アクレディテーション実施に必要な評価基準、評価ハンドブック、組織案を開発 

1．教員養成教育の質的向上に資するアクレディテーション・システムの特徴を抽出

教員養成教育に特化 内部質保証の妥当性を担保

ピア・レビューを中心とする
相互に学び合うコミュニティ 国公私立約600大学を対象

参加は任意



教員養成教育を総合的に評価教員養成教育の自律的質保証に向けて

大竹美登利東京学芸大学 理事・副学長（教育・附属学校担当）
教員養 成 評 価プロジェクト主 査

　2012年8月の中教審答申「教職生活の全体を通じた教育の資質能力の総合的な向上方策

について」では、「教職課程の質保証」の重要性が指摘されています。

　大学における教員養成教育の質保証については、「開放制」原則の下、教員養成教育を提

供する機関数の量的大きさと多様性という現実を前に、ネーションワイドな質保証システムを

整備することが焦眉の課題と考えます。

　このような状況下、本プロジェクトでは、教員養成機関の内部質保証を重視する動きを踏

まえ、各機関それぞれの主体性に基づく内部質保証を軸とした評価システムの調査研究

を2010〜2013年度の4年間で行ってきました。日本の多様な大学で行われている教員養成

教育を、それぞれの多様性を損なうことなく主体性を生かして評価するための基準と組織の

構築に関する調査研究を進め、「教員養成教育の日本型アクレディテーション・システム」を

提案するに至りました。

　この評価システムに多くの教員養成機関が参加していただくことにより、国・公・私立の

別なく恒常的な学び合いを通じた教職課程の質保証が図られ、ひいては日本の教員養成教

育全体の質的向上につながることを願っています。

○教員養成評価プロジェクト
　東京学芸大学では、教員養成教育の質的水準の向上の
ため、教員の実践的指導力を養成するカリキュラムやそ
のための組織運営体制などの評価のありようについて検
討を行う中で、2010〜2013年度までの４年間のプロジェ
クトを立ち上げ、「教員養成教育の評価等に関する調査研
究」を推進してきました。毎年度末にはフォーラムを開催し、
調査研究の進捗状況を報告するとともに広く関係者と意
見交換を行ってきました。
　評価基準と評価組織の検討を行うにあたっては、それ
ぞれ検討部会を設置し、海外での実地調査や国内の大学、

評価機関、教育委員会等への訪問調査及びアンケート調
査等を実施し、関係団体とも意見交換をしながら具体的
な評価基準案の策定及び組織基盤・評価実施組織につい
て検討を行ってきました。
　また、策定された評価基準を基に本学において試行評
価を行い、それによって特定された学内の課題について
も改善検討を行っています。本学での試行評価に続き、
他の２大学においても試行評価を実施し、それらより得
られた成果を反映させ、日本型アクレディテーション・
システムを構築するための基盤を整備しました。

Accreditation System
40の「観点」

観点 1-1-1　当該機関で養成しようとする教員像について構成員が共通理解している
観点 1-1-2　当該機関の設置理念に適う教員養成教育について構成員の合意を形成している
観点 1-1-3　「公教育の教員を養成する」という認識を構成員が共有している
観点 1-1-4　当該機関における主要な進路のひとつとして「教職」を位置づけている 
観点 1-2-1　当該機関として適切なディプロマ・ポリシーを設定している
観点 1-2-2　当該機関のアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーに一貫性がある
観点 1-2-3　大学の教育活動と社会（外部）との積極的な関わりを構築している 
観点 1-3-1　研究者教員と学校現場での優れた実践経験を有する教員との共同指導体制を構築している 
観点 1-3-2　事務系組織も含め、教職員全体で学生の学びを支援している 
観点 1-4-1　学生の教職志向を把握し、学部教育の改善に活かしている
観点 1-4-2　当該機関の教員養成教育のあり方を恒常的に見直す体制を構築している
観点 1-4-3　当該機関における教職履修者数が適正な範囲である
観点 1-4-4　大学の授業の質的向上のために組織的な取り組みを展開している

観点 2-1-1　教職を担うにふさわしい人材を集めるアドミッション・ポリシーを設定している
観点 2-1-2　教職を担うにふさわしい学生の募集・選抜・選考等を実施している
観点 2-1-3　教職を担うにふさわしい人材の確保について恒常的な改善に取り組んでいる
観点 2-2-1　教職志望の学生の学習ニーズ（適性・意欲およびそれに基づいた学習課題）を把握している
観点 2-2-2　教職志望の学生に対する適切な履修指導を行っている
観点 2-2-3　教職への適性が乏しいと判断された学生に対して適切な指導を行っている

観点 5-1-1　公教育システムと学校についての広い視野を醸成する機会を提供する
観点 5-1-2　教育の実際場面に学生が触れる機会を設定する
観点 5-1-3　取得する教員免許状の特性に応じた実践的指導力を育成する
観点 5-2-1　様々な体験活動とその省察による往還の機会を提供する
観点 5-2-2　様々な発達段階に関する教育実践的な情報を提供する
観点 5-3-1　教育委員会や学校と大学との組織的な連携協力体制を構築している
観点 5-3-2　当該機関の教員養成教育に適う学校現場等での優れた実践経験を有する者を招聘・採用している

観点 3-1-1　在学中の折々に学生の教職に対する意欲を把握している
観点 3-1-2　在学中の折々に学生の教職に対する適性を把握している
観点 3-1-3　個々の学生のニーズの把握に基づいた適切なキャリア支援を行っている 
観点 3-2-1　教職入職に関する各種の情報を適切に提供している
観点 3-2-2　教員養成教育の成果の検証を踏まえた改善システムを構築している
観点 3-2-3　教員免許状の取得や教員採用試験合格のみをゴールとしない、多様なキャリア支援に取り組んでいる
観点 3-2-4　在学中のメンタル・サポートの体制を整えている

観点 4-1-1　大学としてふさわしい自律的な運営体制を構築している
観点 4-1-2　幅広い教養教育をベースとした専門性の高いカリキュラムを提供している
観点 4-1-3　教員の研究成果と教育内容とを有機的に関連させている
観点 4-1-4　当該機関の設置理念・目的を構成員が共有している
観点 4-2-1　学生自身による課題発見・課題解決型の学習を促す工夫に取り組んでいる
観点 4-2-2　学生間の協同による課題発見力・課題解決力や合意形成力を育成する場を設定している
観点 4-2-3　学生の研究志向を育むカリキュラムを提供している

5つの「基準領域」

基準領域1
構成員の合意に基づく主体的な
教員養成教育の取り組み

基準領域２
教職を担うべき適切な人材の確保

基準領域５
子どもの教育課題と大学教育との
関連づけ

基準領域３
教職へのキャリア・サポート

基準領域４
大学教育の一環としての
教員養成カリキュラムの運営

13の「基準」

基準 1-1　教員養成教育に対する理念の共有 

基準 1-2　教職課程のカリキュラム編成の工夫

基準 1-3　教職員の組織体制に関する工夫

基準 1-4　教職課程に対する自律的・恒常的な改善システム
              の構築と運用

基準 2-1　教職課程への学生の導入に関する工夫 

基準 2-2　教職課程履修生／教職志望学生への適切な
              支援と指導

基準 5-1　学校現場への理解と教育実習の充実 

基準 5-2　体験の省察・構造化の充実に関する工夫

基準 5-3　教育関連諸機関との連携・協力体制の構築と
             充実

基準 3-1　教職への意欲や適性の把握 

基準 3-2　履修指導を支える組織体制やシステムの充実

基準 4-1　大学としての自律性とスタッフ・教育課程の充実  

基準 4-2　創造的な課題発見・課題解決を促す修学環境
　　　　  や授業方法の充実
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2016年度においては少なくとも20大学程度のご協力を
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