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岸　学
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教員養成開発連携機構
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センター長 副学長 岸　　学
事務担当者 教育連携担当課長 松岡　晃代

IR部門

部門長 教　授 岩田　康之
専任教員 准教授 佐藤　千津
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事務担当者 教育企画課長 川村　次郎
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◦教育支援人材養成プロジェクト
責任者 教　授 松田　恵示
メンバー 専門研究員（特命助教） 野本　美希
事務担当者 総務課長 草彅　　公

◦教育困難校支援プロジェクト
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メンバー 専門研究員（特命准教授） 柏原　　寛

事務担当者 学系支援課
（芸術・スポーツ科学系事務係長） 小峯　恵子

◦附属学校間連携プロジェクト 責任者 副学長 菅野　　敦
事務担当者 附属学校課長 髙野　和夫

◦放射線教育プロジェクト 責任者 教　授 鎌田　正裕
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メンバー 専門研究員（特命講師） 大西　和子
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◦�小学校英語教育の指導力向上プロ
ジェクト 共同研究者 教　授 粕谷　恭子

◦�へき地・小規模校教育に関するプ
ロジェクト 共同研究者 教　授 鉄矢　悦朗

◦�演劇的手法による教員養成課程の
学生並びに現職教員のコミュニ
ケーション能力育成プロジェクト

共同研究者

教　授 中島　裕昭
准教授 高尾　　隆
准教授 鈴木　直樹
准教授 渡辺　貴裕
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◦�理科離れ克服の科学・ものづくり
教育の推進プロジェクト 共同研究者 准教授 吉原　伸敏

◦�特別支援教育の多面的・総合的支
援プロジェクト 共同研究者 教　授 濵田　豊彦

教　授 澤　　隆史
◦�外国人児童生徒学習支援プロジェ
クト 共同研究者 准教授 菅原　雅枝

大
阪
教
育
大
学

◦�安全・防災教育のプログラム開発
プロジェクト 共同研究者 教　授 渡邉　正樹

准教授 林　　尚示
◦�教職基礎体力を備え国際感覚に優
れた教員の養成充実に向けた改革
プロジェクト

共同研究者 教　授 馬場　哲生

教員の魅力プロジェクト（愛知教育大主催PJ） 共同研究者 准教授 金子真理子

平成26年度　東京学芸大学教員養成開発連携センター　関係者名簿 平成26年５月15日現在

― 挨　拶―� 東京学芸大学教員養成開発連携センター長　岸　学　
　平成24年度末に、文部科学省の国立大学改革強化推進補助金に採択され、北海道教育大学

（H）、愛知教育大学（A）、東京学芸大学（T）、大阪教育大学（O）の４大学連携によるプロ
ジェクト、通称「HATOプロジェクト」がスタートしました。正式名称は、「大学間連携によ
る教員養成の高度化支援システムの構築－教員養成ルネッサンス・HATOプロジェクト」です。
プロジェクトの組織は、４大学連携による「教員養成開発連携機構」を設置し、各大学に「教
員養成開発連携センター」を配置して活動を進めています。プロジェクトの目的は、教員養成
に関して各大学がこれまで独自に取り組んできた優れた取り組みや成果を相互に学びつつ、そ
れらをさらに発展させて、教員養成機能の強化を図ることです。その目的のもと、「IR部門」、「研
修・交流支援部門」、「先導的実践プログラム部門」の３部門を４大学のセンターに共通して設
置し、活動を進めてきました。
　本年度からセンター長を担当するにあたり、昨年度までは主にプロジェクトの体制作り、ハード面での整備が活動の
主体であったと伺っています。本年度からは、いよいよこれまでの成果に基づいた、教員養成機能を強化するために連
携した大学の姿を創っていかなければなりません。連携は、連携が目的なのでなく、連携によってしか生み出せない所
産のための手段です。所産とは、単独の教員養成系大学では質的量的に難しい事業を推進し、全国の教員養成の実践で
活用できる成果を生み出し、教員およびその養成のあり方を、多様なエビデンスに基づいて提案することです。
　４大学は、大規模な教員養成系単科大学として、それぞれ教員養成や教育研究に多くの成果を挙げ、それぞれの大学
独自の伝統や個性を培ってきています。それらを尊重し、継承していくことは当然ですが、同時に、「連携」が生み出
す新しいパワーを活かすときが来ています。
　プロジェクトの遂行によって、社会から付託された教員養成の質の向上を実現するため、皆様のご理解とご協力をお
願い致します。

　当センターに本年度から２名の専任教員の先生をお迎えしました。　　　
　IR部門　佐藤 千津准教授
　研修・交流支援部門　下田 誠准教授
　両先生方は昨年度まで本センターで兼任教員としてご活躍いただいておりましたが、本年度からは専任教員として本
プロジェクトにご尽力いただくこととなっております。
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H A T O

IR部門

▲香港教育学院

　大学におけるIR（Institutional Research）活動の目指すところは、主に教学関係のデー
タの収集とその分析を通じて、教育活動の改善に資することである。日本の大学でのIR活

動は、大規模な総合大学において比較的活発に行われているが、これは規模の大きさゆえに
量的なデータの持つ意味が大きいことによるものと見られる。HATOプロジェクトを構成する四

大学の場合、それぞれ数千名の学生を抱える中規模大学であるが、いずれも教育組織が細分化されてい
る（一つ一つの教育組織≒入試の単位が細かい）などの固有の事情を抱えているために、データの収集やその取
り扱いには特別の注意を要する。 
　それゆえ、平成25年度のHATOプロジェクトIR部門の活動としては、①日本の教員養成系大学の抱える課題と、
その改善のためのデータ収集・分析について四大学共通の認識を育むこと、およびこれに関わって②国内外の高
等教育機関におけるIR、中でも教育機能の向上を企図するものについての動向をつかむこと、の二点に主に取り
組んできた。当面、東京学芸大学のIR部門が四大学のIRに関わる取り組みのまとめ役を務めている。
　まず、それぞれの大学における教学データ（学生募集、広報、入試、履修、成績、学籍、指導、進路等に関わ
るもの）の状況を整理して、各大学の「データマップ」の作成に取りかかっている。既存のデータをうまく活用
することができれば、改めてIRのための調査を仕掛ける必要性が減り、効率化が図れるからである。しかしなが
ら、それぞれのデータはそれぞれの部局にあるものの、それらはもともと相互に連関させて活用させることを想
定して集められていないため、IRのデータとして用いるには様々な難点があることもわかってきた。一例を挙げ
るならば、入試関係のデータは入試課にあり、履修や成績に関するデータは学務課にあり、それぞれ独立してい
るために、学生の入試における状況と履修や成績の状況とを関連づけることができない−それゆえ、ある優秀な
学生に関して「そういえば○○君は入試の面接でも際立っていたなぁ」といったような先生方の「実感」をデー
タで裏打ちすることができない−のである。これがデータで裏打ちできれば、今後に優秀な学生を採るべく入試
を改善するプランを練っていく際の根拠が得られる。 
　こうした状況に鑑み、平成26年度の新入生から、入学時に四大学共通の意識調査を実施することとし、その
内容や実施方法についての検討を行ってきた。この調査は今年４月の新入生から実施されており、内容的には日
本版共同IRプログラム（JCIRP）の新入生調査（JFLS）をもとに、教員養成系単科大学の独自性に因んだ項目を
付加するものとなっている（高等学校までの学修状況、教職への意識、価値観等を訊ねるもの）。と同時に、こ
の調査においては回答者（新入生）に学籍番号を記入させ、その後の履修状況等との突き合わせが将来的に可能
なように配慮してある。東京学芸大学では、新入生オリエンテーション時に実施し、約97%の回収率であった。
　また、この質問紙調査の実施準備と同時並行的に、国内外の高等教育
機関におけるIRの動向に関する資料を収集し、東京学芸大学の中では、
若手の事務職員たちを中心に学習会を定期的に開いている。しかしなが
ら、日本国内の大学では教員養成教育との関連でIRに取り組んでいる例
が少ないことから、教員養成に重きを置く海外の高等教育機関をいくつ
かピックアップし、IRの取り組みに関する資料収集・聞き取り調査を仕
掛けている。東京学芸大学のスタッフがかかわったものとしては、オー
ストラリア・シドニー大学ほか（2013年10月〜11月、佐藤千津准教授、
早坂めぐみ専門研究員ほか）、香港中文大学および香港教育学院（2014
年２月、岩田康之部門長、早坂めぐみ専門研究員ほか）を実施している。
　平成26年度の活動としては、前年度までに行ってきたデータマップの整理を引き続き行うとともに、今年度
実施した新入生調査のデータの整理・分析に四大学共同で取り組み、教員養成系単科大学の新入生の意識傾向の
把握に努めることを主に行っていく予定である。また、これらの分析結果を踏まえ、各大学での教育改善につな
げていく体制づくりに着手することも考えている。さらに、北海道教育大学より提案のなされた「教育実習前共
用試験」（実習参加時の適性把握的なもの）についても、同大学での試験実施を行うとともに、他の三大学での
汎用可能性を検討していく。 
　東京学芸大学においては、昨年度までに引き続き若手職員を中心とした勉強会を行っていくとともに、入試・広
報・カリキュラム（中でも特に「履修カルテ」に関連する教職実践演習実施部会等）・キャリア支援等々の学内の様々
な部局とタイアップして、一連のIR関連データを活かした検討を行う体制を作っていきたいと考えている。 
 （IR部門長　岩田 康之）

平成25年度実績報告と平成26年度方針について（概要）
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研修・交流支援部門の取組と今後の予定H A T O

研修・交流支援部門

　−高等教育機関の取組から教員養成系大学・学部でのFD・SDを探る−
　平成25年度の本部門としての主な取り組みの重点は、現状を調べ、先駆的事例の特徴とその必然性を探ると
言うことであった。具体的な取組は以下の通りである。
　部門としては、まずはHATOプロジェクト参加大学のFD・SD関連事業の研究協議と共通的課題の検討を行っ
た。第１回の本部門研究協議会（７月）では、研究協議会開催を各大学持ち回りの形をとりながら、今年度の研
究活動計画の検討と共通課題を検討した。
　その後、TV会議を含む計４回の研究協議会では、次のような大まかな研究活動について意見交換を行った。
各会議では、研究協議題の審議とともに各大学・地域でのFD・SD関連事業の発表・交流にも配慮して運営して
きた。

　ａ）教員養成系単科大学・教員養成系学部におけるFD・SDの現状と課題の把握
　　・アンケート、訪問調査等による実態把握と課題抽出
　ｂ）教員養成系大学・学部におけるFD・SDシステムと内容の基本視点の明確化
　　・FD・SD概念の整理とこれからの教員養成系大学・学部におけるFD・SDの焦点化
　　・各大学・高等教育機関での取り組みや先行研究の調査
　ｃ）教員養成系大学・学部におけるFD・SDプログラム開発の検討
　　・全国の国立教員養成系大学・教育学部のモデルになるようなFD・SDプログラム開発の意見交換
　　・教員養成の国際化を目指したFD・SD研修プログラムの開発研究の試行　
　ｄ）教員養成系大学・学部におけるFD・SDプログラムと効果検証方法の基礎研究
　　・教員養成系大学における“質保証”プロジェクト等の成果から学ぶ
　ｅ）FD・SD関連資料の収集と供用システムの開発

・先駆的FD・SDシステムやプログラムに関する情報収集とその相互交流・相互支援のネットワーク整備
と相互利用システムの構築

　これらの中で、平成25年度は次の３つの共通的課題、①教員養成の国際化を目指したFD・SD研修プログラ
ムの開発研究、②国立大学法人教員養成系大学・学部対象のFD・SDに関するアンケート調査研究、③年度報告
書の作成に、取り組んだ。次年度は、次のような項目に取り組む予定である。

　１．FD・SDに関する国内外共同研究調査の拡充
　　 　先駆的な私立大学での試みを調査するためHATO参加大学での合同調査も視野に入れFD・SD訪問調査を

行う。
　２．教員養成系大学・学部でのFD・SD＆CTLに関する研究会の開催
　　 　学内FD・SD委員会との共同研究会等の試行（他大学・高等教育機関との交流の可能性も探りながら、

FD・SD・CTL専門研究者による公開研究会の開催）
　３．教員養成の国際化を目指したFD・SD研修プログラムの開発研究と実施
　　１） ビクトリア大学での附属学校教員の研修プログラムの体験と、海外の教員養成系大学・学部でのFD・

SD・CTL（Center for Teaching and Learning）の訪問調査を進める。
　　２）学内でのモデルプログラム開発の探究・事例研究
　４．情報の共有化システムと内容の検討
　　　連携センターHPでの調査研究・研究活動の公開

（研修・交流支援部門長（H25年度）　三石 初雄）
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先導的実践プログラム部門

教育環境支援（教育困難校支援）プロジェクト

教育支援人材養成プロジェクト

▲学生諸君の体験の様子

▲作業中の利用者と歓談する学生達

　平成25年度は、「教育支援人材」概念をめぐる基礎的な検討のために、東京
学芸大学内での研究会を５回、連携大学合同での研究会を３回、東京・大阪２
大学での合同研究会を３回開催しました。またイギリス、ロンドン市内小学校
４校、ラフバラ大、ローハンプトン大、マンチェスター大において、先進事例
の調査を行うとともに、実践者、研究者に対するヒアリング調査を行い、日本
でのモデル検証の取組構想に反映させました。さらに、学校教員の職能調査、
学校教員の教育支援に関する意識調査、教育委員会調査、社会教育関係者調
査、の４つの調査を実施し、教育支援人材の実態の一部を把握し分析を始めま
した。 
　一方で、ICTを活用した小学校との大学・地域の連携システムの開発作業整
備を目指し、機器の配備と研修を行うとともに、教育支援コーディネーターの
実践的配備について教育委員会と検討を重ねました。そして、必要となるチー
ムアプローチ力を育てる大学教育プログラムの開発を目指し、専攻を超えた多
様な学生が参加する試行的プログラムの開発が実践的に行われました。
　そして、３月29日にシンポジウムを開催し、200名を超える参加者をえる
中で、文部科学副大臣、教員養成企画室長も迎え、成果報告と課題検討が行わ
れました。 
　平成26年度は、前年度の成果を継続的に補足、検討する作業に加えて、東
京都中央区、兵庫県尼崎市等、東京、大阪の４行政体と連携し、大学と連携し
た「教育支援ネットワークモデル」の構築と評価・検証を行う予定です。また、学校教員、地域支援者、学生、社会
教育関係者への調査を実施し、基礎的データとなる現状分析を行うとともに、大学カリキュラムのプログラム開発と
カリキュラム上の工夫に関して、規模を拡大し４大学における連携作業を強めて実践的研究を行います。また、「教育
支援ネットワーク」や「チームアプローチ力」の内容の明確化のための研究を、先進海外地域の現地調査なども含め
て継続的に行う予定です。平成25年に整備した体制を活かして、平成26年度は本格的にプロジェクトの課題に取り組
むということになると思います。 
　みなさまからのご支援とご助力をいただけますように、ひき続きどうぞよろしくお願いします。 
 （責任者　松田 恵示）

　本プロジェクトは、総合的な教育アプローチによる「学習多様性（進学的学力のみでない学びの価値付け）」を実現
することで、教育困難状況にある小学校・中学校に対する地域の内発的教育サポートモデルを構築することを目的と
している。 
　H24年度、H25年度は、墨田区教育委員会すみだ教育研究所と協力しながら、墨田区立桜堤中学校を中心に実践フィー
ルドとし、以下の５つの整備、構築に取り組んだ。 
　① HATO４大学連絡協力体制整備、② 大学内研究体制の構築／大学教員の専門性を活かし、ア）学校経営支援、イ）
教員支援、ウ）特別支援、エ）生涯学習支援、オ）JSL支援という５つの専門チームを構成し課題に取り組む体制を整えた。
③ 授業支援体制の構築、④「多様な学び」活動実施に係る仮設拠点の整備、⑤「学習多様性」モデル試行。 
　上記の②のア）〜オ）の５つのチームによる実践フィールドへのアプローチが進めてきた内容は以下となる。 
　ア）学校経営に関する、経営課題の把握とコンサルテーションのため、管理職、教職員、地域、近隣校へのヒアリ
ングを開始した。イ）「生徒指導のあり方を改善するアプローチ」と「授業のあり方を改善するアプローチ」から、日
常的指導の支援のため、大学と学校現場教員との間接的教科指導支援の実践とモデルづくりを開始した。併せて、指
導者の心理的変化の定量化の準備を行った。また、学校内組織づくり、教員間コミュニケーション向上のための研修
準備と関連調査を行った。ウ）個々の生徒の包括的な実態把握、そこから明らかになる個々の支援ニーズへの対応に
ついて、学校全体としての意識の共通化と体制づくりのため、特別支援や学校不適応等の学校支援や教育相談に関す
る基礎資料を制作した。エ）理数能力向上のための実践的ものづくりを通じた支援のありかたを検討し、放課後に特
別プログラムの実践を行った。オ）一般会話に課題はほぼ無いが、学習用語、文章を理解できないような、日本語を
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附属学校間連携プロジェクト

放射線教育プロジェクト

▲�「放射線源から離れるほどに
　線量は劇的に減衰する」

▲顕微鏡

▲ペットボトル水による
　放射線のブロック

▲鉱物標本が放つ微弱な天然放射線の計測

母国語としない生徒の実情の調査と対応準備を行った。 
　平成26年度は、25年度から関わっている中学校を中心としながら、研究フィールドを展開する。また、研究アプロー
チを①学校経営支援、②教員支援、③特別支援、④生涯学習支援、⑤JSL支援という５つのアプローチに加え、さらに
⑥教員研修支援、⑦共育拠点づくり、の７つの方面から、実践的研究と、地域、研究チーム、連携大学間などの有機
的連携を通して「学習多様性」の実現に向けた課題把握と提案を検討する予定である。 （責任者　鉄矢 悦朗）

　国立大学附属学校は、「国の拠点校・地域のモデル校」としての機能を高めることが求
められています。さらに、教員養成の高度化が大きな課題となっている現在、教員養成系
大学の附属学校が担っている教育実習生の実践的教育の場としての役割も強化・向上させ
ていく必要があります。附属学校間連携プロジェクトは、それらの課題にHATO四大学の
附属学校が対応していくために各大学の枠を超えて協働し、知の共有と教育実践や教育実
習に関する共同研究の推進を行っています。 
　本プロジェクトは、①各大学の附属学校園で実施されている現代的教育課題への先端的
な取り組みの共有、②ICT活用能力にすぐれた教員養成のための機能の充実、③教員の理
科授業力の向上、という３事業に大きくは分類されます。
平成25年度の取組としては、（１）本学附属学校園から提案された12の連携事業の実施に
向けた検討、（２）HATO四大学附属学校園で開催される公開研究会や研究授業に附属学
校教員が相互参加して連携事業の実施方法等に関する意見交換の実施、（３）「第１回ＨＡ
ＴＯプロジェクト附属学校間連携シンポジウム・東京学芸大学」の開催などを行いました。
また，本プロジェクトの実施に必要な理科実験台、電子黒板、薬品庫、デスクトップPC、天体望遠鏡、顕微鏡、タブレッ
ト端末などの備品の整備が無事完了しました。平成26年度からはこれらの備品を活用しながら、本格的に附属学校間
の連携事業を実施していく予定です。 （責任者（平成25年度）　新田 英雄）

　平成25年度は、６月から３月にかけて計11回のミーティングが開催され、平成26年度新設授業科目「放射線教育
Ⅰ」「放射線教育Ⅱ」の開設に必要な教材他の準備・開発が進められました。さらに、11月には授業担当予定者による
作業部会が立ち上がり、年末年始にかけては具体的な授業プログラムの開発作業が精力的に進められました。平成26
年度は、いよいよこれらの授業科目がスタートします。そして、年度終盤の２月には、受講生達がこの授業を通して培っ
た科学的見識に基づき設計した放射線教育のプログラム(授業)を担当教員達の監修のもと、附属学校で実践・評価す
るという実習も計画されています。 
　また、これらのプログラムの実現に当たり必要な教育研究環境の整備も着々と進展しています。IP（イメージング
プレート）読み取り装置や各種放射線測定器、簡易環境放射線モニター等の実験実習用機材も整えられ、これらを活
用した授業プログラムの大枠が定まりました。
　一方、９月には４大学の本プロジェクト担当者による第１回会合（『４大学合同会議』）が東京学芸大学で開催され
ました。これまで東京学芸大学で実施されてきた放射線教育の現状と、本プロジェクトの取組について説明がなされ、
活発な意見交換が行われました。教育養成系大学における放射線教育の重要さについて理解を深めることができ、各
大学での平成26年度に向けての取り組みが始まりました。平成27年度以降に予定される４大学共同の合同授業の実現
に向け、研究授業や意見交換協議会他も予定されています。 
 （責任者　鎌田 正裕）
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▲基調講演の様子

 平成26年３月29日（土）　教育支援人材養成プロジェクトシンポジウム
　教育支援人材養成プロジェクトでは、平成25年度の成果報告とプロジェクトの広報をかねて、平成26年3月29日（土）に、
千代田区一ツ橋にある学術総合センター（一橋講堂）で「教育支援人材育成推進シンポジウム」を開催しました。シン
ポジウムでは、村松泰子前学長のご挨拶から始まり、西川京子文部科学副大臣の基調講演、そして、プロジェクトメン
バーである東京学芸大学の松田恵示先生、大澤克美先生、加瀬進先生がパネラーとなり、同じくプロジェクトメンバー
である大阪教育大学の木原俊行先生、プロジェクトでの連携をお願いしている尼崎市教育委員会学校教育部長の西川嘉
彦先生、そして文部科学省の佐藤弘毅教員養成企画室長をコメンテーターにむかえたパネルディスカッションが行われ
ました。
　村松前学長からは、教育支援人材がクローズアップされてくる現在の教育課題の現状や大学の役割等についての考え
方が、ご挨拶の中で会場の皆様にメッセージとして伝達されました。また西川副大臣からは、社会総掛かりで教育改革
を進めていくことの必要性と教員養成大学への期待が語られるとともに、今回のプロジェクトへのご賛意とご声援を強
くいただきました。
　テーマセッションでは、パネラーの3名の先生方から、「教育支援人材というの課題の性質と現状把握」「学校教員の
職能意識と教育支援人材のニーズ」「教育支援人材育成の鍵となるチームアプローチ力とそれを育てるための大学教育
プログラムの開発」をめぐって本年度の成果が報告されました。また、この報告を受けて3名のコメンテーターからは、
今後、このプロジェクトが抱える必要のある課題についてそれぞれの立場から明確にご指摘をいただきました。その後、
フロアーを含めたディスカッションが行われ大変活発な議論が交わされました。
　当日は、大学関係者、行政関係者、学校関係者、企業、市民団体関係者など、
200名を超える多様で多くの方々のご参会をえることができ、次年度以降のプロジェ
クトにおいて推進力を与えられる思いのするシンポジウムとなりました。チームア
プローチ力を持った教員の養成と教育支援人材の養成が、大学の研究・教育機能と
地域支援機能との関係の中で、車の両輪のように支え合ってさらに高度化、実質化
することを目指し、次年度の取組にむかっていきたいと思う大変よい機会となりま
した。今後ともにご協力をいただけますようにお願い申し上げます。

（責任者　松田 恵示）

　平成26年２月28日HATOプロジェクトウェブサイトが公開
されました。
　本ウェブサイトは広報媒体として、プロジェクトの取り組み
や活動状況、実践成果等を広く周知することを目的にしていま
す。
　また、本プロジェクトが、四大学（北海道教育大学、愛知教
育大学、東京学芸大学、大阪教育大学）の連携のもとで、各大
学の強みを生かしつつ教員養成機能の強化・充実を図ることを
目的としていることから、ウェブサイトにおいて、同じ目的に
向かって取り組んでいることを明示し、デザイン及びサイト構
成を統一して開設することで一体感を表現しています。
　現在、教員養成開発連携機構の目的や連携体制、各大学に設
置された教員養成開発連携センターの下におかれている各部
門、各プロジェクトの平成25年度の主な取り組みや活動報告が
掲載されています。
　また本学の取り組みだけでなく、他３大学の強みをいかした
プロジェクト等の取り組み、活動も発信されておりますので、
一度ご覧ください。
　ウェブアドレス：http://hato-project.jp/

HATOプロジェクトウェブサイト完成‼


