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教員養成系大学・学部“ならでは”の模索 

１）教員養成系大学・学部の独自のカリキュラム編
成ならびに諸組織に関する共通認識の構築。教育
免許取得のための課程認定基準（教育職員免許法
等）との関係 
２）教員養成のカリキュラムや授業、諸組織・諸活動
についての教育経験を経ない他学部出身教職員の
理解の涵養 
３）学校現場、教育委員会、教育支援関連機関等と
の連携に関する基本的事項についての共通理解を
形成 
４）従来の「教職員ハンドブック」ではカバーされてい
ない、教員養成の原理、歴史、将来について新たな
同僚と共に一から学び考える機会とする 
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教員養成系教職員の専門職性向上を支える
８つの「力」（課題） 

１．「大学人（教員養成系）として求められる力」 
２．「学校教育と学校組織を知り、連携する力」 
３．「教員養成カリキュラムの実際を知り、創り変え  
 る力」 
４．「教育実習関連科目の現状と在り方を変える力」 
５．「教職志望の学生の気質と生活の特徴、学習ス 
 タイルを探る」 
６．「職員（または教員）と協働する力」 
７．「PDネットワークを構築する力」 
８．「教員養成PDの評価・効果検証」 
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“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＞ 
第１講 「大学における教員養成」 ―東京学芸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  
 題を探り付き添う） 

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） 
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第一講の柱（問い） 

①教師になれる“条件”って何だろう？ (免許状） 
②小学校教員養成の近年の変化 
 （課程認定制度申請動向の変化） 
③課程認定制度はなぜあるか？ 
 （戦後の「大学における教員養成」と言う原則） 
④教免法と教員養成体系の“多様性”  
⑤東京学芸大学の教員養成カリキュラム（制度） 
 の移りかわり 
⑥いくつかの課題、いくつもの課題？ 
 （近年の教員養成をめぐる課題） 
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試作プログラムの実施 
〇2016年1月20日（水）に２時間弱 
〇新任教職員の受講募集 
  教員6名、職員6名の計12名 
  北海道教育大学のTV会議受講 
〇新任教職員が日ごろ持つ「どうしてだろう」という問いからの出発 
 秋以降の実施（一定の学内事情の把握後の実施） 
〇事前アンケートで職場、所属について把握 
 ・教職員混合のA、B、Cの３班編成 
 ・異領域の教員と職員、経験年数や職場で議論 
〇自己紹介 
 ・出身学部等の紹介 
 ・「他学部出身者が教育学部に来て、どんな印象を持ったのか」 
 ・「教育学部という大学は、どんな感じなのか」 
 ・「学生についての印象」など 
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Q１ 教師になれる“条件”は何だろう？ 

  ・大学を出ていること？  短大でもいいよ。 
  ・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や弁護士  
    の免許は何種類あるのか？  
    医学部設立時の教員数は？ 
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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」なぜ？  
           （山崎博敏『Between』2015.2-3) 
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Q3 教職課程認定は、なぜあるのか？ 
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）      その後、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） 
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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。」（天野
貞祐「教育刷新の問題」『教育試論』1949） 

○「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 ） 

〇“小学校用の科学とか、中学校用の科学”というのはないの
であって、その時代の成果を反映することによって、子ども・
青年は学ぶ意欲を持ち、学ぶ価値を感じるのではないか。 10 



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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Q4  大学による免許取得単位数の違い（2010） 

  T 大学 H大学 S大学 T私立大
学 

  小 中 特支 小 中 特支 小中 特支 中高 
共通
教育 22 22 22 24 24 24 20 22 28 

教科
専門 
(a) 

55 64 71 38 50 
(38) 41 40-

50 71 92 

教職
専門 

(b) 
46 36 47 52 40 

(52) 49 51 47 31-23 

a又は
b科目 6 8 6 10 10 10 ９-10 6 ８～16 

総計 129 130 146 124 124 124 130 146 124+31
＋α 12 
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Q5 東京学芸大学の４つのルーツ 
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免許法と東京学芸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  東京学芸大学 

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） 
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Q6. いくつかの課題、いくつもの課題？ 
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