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　教師力モデル開発プロジェクト「先端的な教職科目体系のモデル開発−カリキュラム・フ
レームワーク（Cuffet）の構造的深化・高度化による学びの組織化−」（平成 22 〜 24 年度）は、
教職専門科目群と教育実習科目群の再編・体系化に向けて、「卓越した教師力」の育成を中
心に位置づけ、学生が教職の意味、役割、知識・技能、課題などを把握することを助け、よ
り積極的に自らの学びを組織化し、教育実践力の獲得を支援する体系的なシステムづくりを
めざしています。具体的には、「めざす」「ふかめる」「つなぐ」「ささえる」の四つの柱を中
心に取り組みを進めてきているところです。
　今回のシンポジウムでは、教師に必要な能力とは何か、その能力発展のために教員養成大
学はどのようなプログラムを開発すべきか、というテーマのもとに、国際比較をしながら議
論することを目的としていました。
　まず、文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室長今井裕一氏より「日本の教員養
成の現状と課題について」というテーマで情報提供がなされました。
　続いて、効果的な教員養成プログラムを開発するために、教師の能力、カリキュラム・フ
レームワーク、教育実習プログラムについて各国の先生方から報告がなされました。チュー
リッヒ教育大学（スイス）副学長のハンス・ユルク・ケラー教授、香港教育学院（中国）学
校連携・実習室副室長の姚偉梅（ユー・ワイムイ）准教授、光州教育大学校（韓国）学長の
朴南基（パク・ナムギ）教授、そして奈良教育大学（日本）の生田が報告を行い、その後の
パネルディスカッションではフロアの先生方も交えて議論を深めました。
　それぞれの国においては、開放制・閉鎖制という教員養成システム、教師の身分上の問題等、
違いはあるものの、共通する部分を見いだすことができました。それは、教員養成プログラ
ムにおけるフレームワーク、ポートフォリオによる蓄積、それに基づくリフレクション、実
習の在り方、高度化などです。ここででてきた論点は、日本の教員養成における課題でもあり、
今まさに議論がなされているところでもあります。このシンポジウムの成果をふまえ、引き
続き各国の教員養成の取り組みから学びながら、検討していく必要があるといえるでしょう。

2012 年 5 月　

巻 頭 言

プロジェクト代表　　　　　　　　　　　　　　　

理事・副学長（教育担当）生　田　周　二　
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開会あいさつ

奈良教育大学　学長　長友　恒人

　皆さん、おはようございます。
　本日は「教員養成プログラムの開発に関する国際シンポジウム」の開催に当たり、年度末のお
忙しい時期にもかかわらず多数ご参加いただきまして、ありがとうございます。
　初めに海外から参加していただいております先生方に感謝を申し上げたいと思います。スイス、
チューリッヒ教育大学のハンス・ユルク・ケラー先生、中国、香港教育学院のユー・ワイムイ先
生、韓国、光州教育大学校のパク・ナムギ先生には心か
ら歓迎申し上げますとともに、パネリストとしてご参加
いただいていますことに、深くお礼を申し上げます。ま
た、文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室長
の今井裕一様には、大変お忙しい中、ゲストパネリスト
としてご参加いただきました。心よりお礼を申し上げま
す。ありがとうございます。
　さて、この国際シンポジウムは、文部科学省から特別
運営費交付金の特別経費補助を受けて、平成 22 年度か
ら 3年間の計画で取り組んでいる「先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクト」の一環と
して計画されたシンポジウムです。効果的な教員養成プログラムを開発するためには国際比較が
ぜひとも必要であるということで企画されました。このモデル開発プロジェクトは、サブタイト
ルを「カリキュラム・フレームワークの構造的深化・高度化による学びの組織化」としていますが、
本学では平成 19 年度から学部教育のカリキュラム・フレームワーク（Cuffet）を構築し、その後、
教職大学院においても、より精緻なカリキュラム・フレームワークに基づいて、高度な教員養成
を目指しているところです。
　本学のカリキュラム・フレームワークは、卒業までに習得すべき教師として必要な資質能力を
明確にして、組織的にその習得を保証するために構築されたカリキュラムの基本的な枠組みです。
「先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクト」はこのカリキュラム・フレームワークの延
長線上にあって、学生が卓越した教師としての能力を身に付けることができることを目指すもの
です。その中で教員にとって必要な能力とは何かを深めること、教員として目指すべき方向とツー
ルを提供すること、教員養成にかかわる科目と教育実習などをつなぐこと、学生の学びと教育実
践力の獲得を支えること、deeping、aiming、connecting�and�supporting という四つの取り組み
を重視して実施しています。この点については、シンポジウムの中でプロジェクト代表の生田教
授からより詳細な説明があるものと思っています。
　ところで、皆さまご存じのとおり、中央教育審議会では、「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」という文部科学大臣からの諮問を受けて、遅くない時期の
答申に向けて検討がなされているところです。先ほど、今井室長に聞きましたら本日の午後に基
本制度ワーキンググループが開催されるということです。教員養成・採用・研修というすべての
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段階において、持続的に学び続けるプロフェッショナルな教育者としての研鑚の方向と、基本的
な制度設計が答申されるものと期待しています。この諮問がなされた背景の一つとして、50 歳
以上の教員が全国的には 3分の 1、奈良県では 2分の 1という全体として教員の高齢化が非常に
進んでいる学校現場でのリーダー不足、つまり熟練した教員や中堅教員の不足が挙げられると思
います。教員養成段階を終了して学校現場に入った段階で、ただちに即戦力としての教師力が求
められています。一方で、教員に求められる資質能力は多様であり、複雑・多岐にわたります。
教員養成の高度化・修士レベル化が中央教育審議会における議論の一つのキーとなっている背景
であると考えられます。
　こういう状況の中で教員を目指す学生に対して明確な目標を示しつつ、自ら主体的に学び続け
る習慣を学生たちに習得させるために、私たち教員養成大学は何をなすべきなのか、何ができる
のか。本日のシンポジウムで各国の状況を学び合いながら、解決の方向を見いだすことができる
ことを期待して、開会のごあいさつといたします。ありがとうございました。
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来賓あいさつ「日本の教員養成の現状と課題について」

文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室　室長　今　井　裕　一

　皆さま、おはようございます。ただ今ご紹介をいただきました文部科学省高等教育局大学振興
課において教員養成企画室長をやらせていただいている今井と申します。本日は奈良教育大学に
おいて「教員養成プログラムの開発に関する国際シンポジウム」がこのような形で盛大に開催さ
れたことをお喜び申し上げたいと思います。このプログラムに携わっておられる生田副学長のご
苦労、また関係者各位のご努力の賜物だと思っているところです。私どもとしましては、先ほど
長友学長よりありました中央教育審議会において、現在、教員養成の在り方を含めて、教員の養成・
採用・研修を通じた全体の教員養成改革をしていくことを進めているところです。本日この国際
シンポジウムで私も時間をいただくことができましたので、ぜひわが国の教員養成の現状につい
て説明をさせていただき、このシンポジウムでのご議論
の一部を支えられるような情報提供をできたらと思って
いるところです。
　それでは早速ですが、私より「日本の教員養成の現状
と課題について」、資料に基づきご説明申し上げたいと
思います。なお、本来であれば国際シンポジウムですの
で英語の資料を用意すべきでしたが、準備不足もありま
して日本語での資料での説明になったことをおわび申し
上げたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　�

（以下、スライド併用）

　まず、日本の教員免許制度の概要です。日本の免許制度にはポイントが二つあります。一つは
免許状主義でして、教員免許については、免許法により授与される免許状を持たないと、学校で
教員として教えることができないという仕組みです。もう一つのポイントは開放制の原則と呼ば
れるものですが、これは文部科学大臣が認定をした教職課程を設けている大学であれば、国公私
問わず、さまざまな大学で教職課程を開いて教員を養成できるという制度です。諸外国において
は例えば教員養成に特化した大学だけで養成が行われているようなところもありますが、日本の
特徴としては、いわゆる開放制の下、さまざまな大学がそれぞれの目的に応じて教員養成に取り
組むことができる、それが一つのポイントです。
　そういう二つの原則の下、免許状の仕組みとしては大きく分けて三つの免許状が出されていま
す。一つ目は普通免許状、二つ目が特別免許状、三つ目が臨時免許状です。日本で一番多いのは
普通免許状で、3種類あります。それぞれ養成機関を軸に見ていただくと、短大卒業の2年間をベー
スとした二種免許状、大学卒業程度をベースとした一種免許状、さらに修士課程修了程度を想定
した専修免許状の 3種類です。こういう免許制度を軸に、大学において教員養成に取り組んでい
ただいている状況です。
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　大学における教員養成の仕組みとしては、まず学士として学位を取っていただくことが必要だ
ということが第一のポイントで、学士については一種免許状がわが国の標準となっています。そ
れとともに、文部科学大臣が認定をした教職課程を履修していただくことが二つ目のポイントで
す。また、その際には教科に関する科目と、教育方法を中心とした教職に関する科目を学んでい
ただくということです。それを経て免許状が各学校種ごとに授与される仕組みです。

　免許状、教員養成の制度について、日本と外国の状況を比較したときのポイントは二つありま
す。まず一つ目のポイントとしては、養成機関です。アメリカ・イギリス・ドイツ・フィンラン
ドと、私どもがいろいろと拝見させていただくと、4年の養成にプラスして、例えばアメリカだ
と 5年の大学院課程を設けているところがあります。また、イギリスにおいても教職の専門課程
として 1年設けているところがあります。またドイツやフィンランドのように 5年の養成と期間
が長いところが幾つか見られますので、わが国においても教員養成の養成期間をどのようにして
いくのかが一つの課題となっています。
　もう一つのポイントは、教育実習の扱いです。例えば日本の場合、小中学校は 4週間、高校で
あれば 2週間の教育実習が課せられていますが、アメリカであれば 12 週間以上、イギリスは 32
週間以上、ドイツであれば 14 週間以上ということで、日本の教員養成における教育実習よりも
大変長い期間を諸外国ではやっています。従って、私どもとしては教育実習の扱いも一つのポイ
ントではないかと思っているところです。

　今度はわが国の大学の教員養成の現状について説明したいと思います。先ほど申し上げた文部
科学大臣によって認定された教職課程を持つ大学の数です。日本には 736 大学がありますが、課
程認定を受けている大学が 598 大学で、全体の 81.3％が教職の免許を何らかの形で出すことがで
きる大学となっています。
　このうち国立の教員養成系大学の現状について簡単に説明したいと思います。学部は入学定員
ベースで 1万 533 名、これは卒業要件に免許状取得を課した教員養成課程の規模です。さらに大
学院レベルで申し上げると、入学定員で学生が約 3200 名、それから後ほどご説明する教職大学
院で国公私合わせて 800 名となっています。ですから、修士の養成規模は入学定員ベースで約
4000 名となっています。

　こういうデータとともに、次に紹介したいのは免許状を取得している方々の数です。小学校免
許状は平成 22年（2010 年）で約 1万 8000 人が取られています。中学生の免許状は約 4万 7000 人、
高校の免許状は約 6万 1000 人になっています。先ほど紹介したように、開放制でさまざまな大
学で教職課程を持っていただいている関係上、免許状は相当程度の規模で出されているというの
が日本の状況です。

　これに対する実際の採用の状況について説明したいと思います。公立学校の採用状況ですが、
小学校で合計数 1万 2000 人、中学校で 7500 人、高校で 4200 人ということで、公立の小中高等
学校で毎年採用されている方々を足し合わせても 2万 5000 人くらいの規模です。小中高等学校
の免許状取得者を合計すると 10 万人以上のところに採用が 2万 5000 人ですので、出ている免許



− 4− − 5−

状と採用されている数の乖離が一つ大きな課題ではないかと考えているところです。
　下のグラフは現在の小中高等学校の教員全体の中に占める、学んできた大学の養成機関別の状
況です。小学校では 54％、中学校では 35％、高校では 15％が国立の教員養成系を中心とした大
学で学んだ方々が先生になっている状況です。

　続きまして学歴の区分別の教員養成について紹介したいと思います。大学における養成が中心
で、小学校で 85％、中学校で 87％、高校で 84％となっています。ただ、現在わが国の議論とし
ては大学院での学習を増やしたいと考えていますが、現段階で小学校 3.3％、中学校 6.9％、高等
学校 14％規模でしか大学院で学んできた先生がいないのが実態です。
　一方、幼稚園については大学の 4年ではなく、短大を中心とした 2年養成が中心となっていま
す。ですから、これから日本は修士レベル化を議論するに当たり、小中高の修士レベルを増やす
とともに、幼稚園における 2年養成をどうしていくのかが一つの課題になっているかと思ってい
ます。

　以上が教員養成の状況ですが、このような教員養成・免許制度に対して 2006 年に中央教育審
議会より改革についての方向性が三つ示されています。一つは教職課程の質的水準を向上させる
ということで、平成 25 年から教職実践演習を新設、必修化する改革をしています。二つ目とし
ては新しいタイプの大学院として、教職大学院制度を 2008 年から立ち上げる改革を打ち出した
ところです。三つ目は教員免許更新制度を導入したところです。

　2006 年の中央教育審議会で三つの大きな改革を打ち出し、現在この改革を進めています。そ
の進捗状況ですが、まずは教職実践演習です。全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」というこ
とで教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な資質・能力を全体として確実に身に付け
させる、その資質・能力全体を明示的に確認するということで、新しい演習を 4年次にセットし
ていただきます。平成 25（2013）年度から導入されますので、今その準備に向かって各大学で
取り組んでいただいているところです。また今回の国際シンポジウムで、奈良教育大学で取り組
んでいただいている先端的な教職科目体系のモデル開発プロジェクトは、まさにこの教職実践演
習を視野に入れた取り組みとして、私どももぜひご検討を進めていただきたいと思っているとこ
ろです。

　その教職実践演習の特徴は 3点あります。一つは学校現場の視点から、演習を中心とした取り
組みをしていただくことがポイントとなっています。二つ目としては、教科と教職の知見を合わ
せ持った形で、集約をしていただきカリキュラムを作っていただくことをお願いしたいと考えて
います。三つ目は、全学的な質保証に向けた取り組みを進めていただくという観点です。これが
現在進んでいる教職課程の質的水準向上の一つのポイントです。

　続いて、教職大学院制度について説明したいと思います。教職大学院制度は平成20年（2008年）
から導入されました。従来の修士課程とは違い、教員養成により特化した形の新しい大学院とし
て設けられたもので、その特徴は 3点あります。一つは実務家教員を専任教員のうち 4割以上置
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くということで、実務家教員をしっかりと教員組織の中に入れていただくということ、二つ目は
45 単位のうち 10 単位以上は学校における実習を行うことを義務化しています。三つ目のポイン
トとしては、事例研究などを通じた理論と実践の融合を体現できる、体系的な授業科目を設けて
いただくということです。これら三つの特徴を持った教職大学院は、現在全国で 25 校あります。
　入学者数は毎年大体 800 名前後ですが、2011 年においては 767 名の入学者がいます。教員の
就職率については、教職大学院を卒業された方の 90％以上が教員となっているという実態です。
なお、国立の教員養成系大学の従来の学部ですと約 6割ですので、就職率については、教職大学
院は大変高い率を保っているのではないかと考えています。

　三つ目の改革のポイントの教員免許更新制です。教員免許更新制は平成 21 年（2009 年）に導
入されました。普通免許状と特別免許状に 10 年間の有効期限を定めたものです。更新に当たっ
ては、文部科学大臣の認定を受けた 30 時間以上の免許状更新講習の課程を修了した方から、申
請があった場合には有効期間の更新ができるという仕組みです。なお、この制度の受講者は、毎
年大体 8万 5000 〜 8 万 9000 名程度が対象になるものと見ています。
　免許更新講習ですが、これは大学または指定養成機関、都道府県等がこの免許状更新講習を設
けて、内容としては、一つは教職について省察するようなこと、二つ目としては教科指導等をは
じめとした事項について学ぶということです。
　以上が三つの改革として、わが国が現在取り組んでいる教員養成の取り組みです。

　さらに今後、私どもとしては教員養成を充実させてい
く観点から、中央教育審議会において議論を進めていた
だいているところです。昨年 1月、中央教育審議会にお
いて審議経過報告が出ています。その中ではわが国の抱
える課題が4点挙げられています。一つ目は学力の向上、
暴力行為、いじめ等の生徒指導上の課題、特別支援を必
要とする児童生徒への対応、教員が対応すべきさまざま
な課題が急増しているということ、こういう課題にまず
は取り組む必要があるということです。　�
　続いて二つ目のポイントとしては、今後 10 年間で 3分の 1以上の教員が退職し、その代わり
に大量の経験の浅い先生を採用する状況にわが国全体としてはなっているということです。三つ
目としては、その新人教員に対して、学校現場からは実践的指導力やコミュニケーション力がま
だ十分に身に付いていないのではないかという指摘をいただくことがあるという観点です。四つ
目のポイントは、先生については社会が大きく変化する中、国際化に対応するため、より高度な
専門職としての質を求めたいということです。わが国の教員養成は、この四つのポイントを課題
として、その取り組みを進めていくことが求められている状況です。

　次にそれぞれの課題について、今の日本の状況を簡単に説明したいと思います。まずは学力の
向上についてです。学力向上の観点では、OECDのPISA調査の結果があります。2000年、2003年、
2006 年のそれぞれで、読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーは上位グループをキープ
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しながらも、トップクラスまで上がっているかというとまだまだ足りないのではないかというご
指摘がありました。そして 2009 年は、やはり同様に三つのカテゴリーについてはそれぞれ上位
グループをキープしています。
　わが国の課題としては、例えばOECDで読解力については 34 カ国中 5位、数学的リテラシー
については 34 カ国中 4位、科学的リテラシーについても 34 カ国中 2位ということで極めて上位
にいると認識していますが、やはりわが国は国際社会の中でこれから人材で生き抜いていかなけ
ればいけません。これをさらに上げていくことも求められているという意味では、学力について
は高いレベルで向上を目指していくことが課題となっていると思っています。

　また、学力向上の観点では、学習習慣のポイントが一つあろうかと思っています。IEA国際数学・
理科教育動向調査ということで、TIMSS の調査結果があります。このうち赤い四角で囲ってあ
る箇所で、中学校の国際的な子どもたちと日本の子どもたちの比較ですが、例えば宿題をする、
もしくは家庭での手伝いをする子どもたちの割合は、国際的に見て日本の子どもたちは低い状況
にあります。一方、真ん中にあるように、家庭に戻ったときに家でテレビやビデオを見るという
ことでは、ある調査を取ると日本の子どもたちの方が高いということで、やはり学校での議論の
みならず家庭においての生活習慣に、まだまだ日本の子どもたちには課題があるのではないかと
見ているところです。

　続いて、わが国の学校が抱えている課題について、ご紹介したいと思います。例えばわが国で
昨今問題なのは、学校に通わなくなってしまった不登校の児童・生徒の割合がここ十数年来で倍
に近い数に伸びてきており、学校内での暴力行為についてもここ数年で 2倍に近い数字が出てき
ている状況です。そういう意味で、学校が抱える課題として不登校なり暴力行為が増えている中
で、学校の現場の先生が大変苦労をしている実態があろうかと思っています。
　また、特別な支援を必要とするお子さま、いわゆる障がいのあるお子さまを学校で大変多く受
け入れるような傾向となっています。特別支援学級また特別支援学校に在籍する児童・生徒の数
は、ここ十数年来で大変増えてきている状況です。そして、日本の経済状況悪化に伴い、経済的
な困窮にある家庭の児童・生徒が増えてきている実態もあります。経済的支援を受けている児童・
生徒の率もやはり倍増に近い形で伸びてきているということで、学校現場が現在さまざまな課題
を抱えている例としてご紹介させていただきました。

　こういう課題に対し、これからの教員の構成状況について説明したいと思います。このグラフ
は日本の小中学校教員の年齢別の構成数です。それを 10 代ずつに切り分けていくと、20 〜 29
歳が 11％、30 〜 39 歳が 21％、40 〜 49 歳が 27％ですが、わが国の課題は 50 歳以上の方が 20
万人、35％以上いるということです。今後 10 年間、この大きな山の方々が退職をしていく中で、
経験の浅い若い教員を採用していかなければいけないというのが、わが国の抱える一つの課題に
なっています。

　初任の研修者に対する校長先生の評価についてのアンケート結果です。課題が多いということ
ですが、例えば子どもの理解力、児童・生徒の指導力に対して校長先生は大変厳しい評価をして
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います。60 〜 70％近い校長先生が、現在の初任の先生にはそういう能力が足らないのではない
かという指摘がある状況です。

　また、個別の先生の指導力についても、例えば小学校の理科の先生を養成するときの課題とし
て、やはり理科に対しての苦手意識が強い先生が多くおられます。その理由の一つとしてなのか
もしれませんが、例えば大学の教員養成の段階で、小学校の理科の指導に必要なアルコールラン
プやリトマス紙の使い方、コンピュータや人体模型の教材の扱い方を、大学の教員養成の段階で
すべての学生に教えている率が大変低い状況になっています。
　また、学生の理科に対する意識も大変苦手意識が大きいところです。分野としては物理、化学
については、赤の四角で囲ったように 6〜 7割近くの学生が「あまり理科が好きではない」と答
えている状況で、これが小学校の理科の指導がなかなかうまくいっていない一つの原因なのでは
ないかという指摘を受けることがあります。

　またもう一つの個別の指導として、ICT の活用能力が課題となっています。このグラフは
2001 年〜 2008 年までコンピュータ等を使って指導ができる教員がどれくらいいるかを確認した
データです。2001 〜 2008 年についてはある意味、右肩上がりでデータは上がっています。ただ
2007 年以降、データの取り方を変えて確認をしたところ、課題としては、学校の校務として教
員が自分の仕事を進めるためにコンピュータを使う能力は高くなってきていますが、問題は児童・
生徒に ICTの能力を身に付けさせる指導については、その率が低いということです。そういう
意味で ICTの活用指導力、特に児童・生徒への教え方が今後の大きな課題であろうと私どもも
見ているところです。
　以上、日本の学校現場が抱えている課題、そしてその課題に対して教員養成としてどのように
取り組んでいくかについて説明いたしました。

　最後に、日本における教員養成の今後の在り方についての検討状況を説明したいと思います。

　昨年 1月、中央教育審議会において、教職生活の全体を通じた教員の資質能力向上の総合的な
向上方策について、審議の途中の経過報告が出されました。この中では学校を取り巻く環境とし
て先ほどから私がご説明した状況を踏まえ、教員に求められる資質・能力として、高度な専門性
と社会性、実践的指導力、コミュニケーション力、チームで対応する力、また一斉指導のみならず、
創造的・協働的な学び、コミュニケーション型の学びに対応できる力が今後の教員には求められ
るだろうという指摘をいただきました。そのために必要なシステム作りについて、いわゆる教員
の養成・採用・研修の各段階を通じて総合的・一体的に検討していこうとうたわれたところです。

　その総合的な検討の課題としては六つの観点があります。一つは免許制度の改革、二つ目は教
員養成の改革、そして、教員採用段階の改革、研修の改革、管理職である校長のリーダーシップ・
マネジメント能力の改革、教育委員会・大学等の関係機関の連携・協働、この六つの観点から改
革を進めていく必要があるという指摘をいただいています。これらの六つの観点から総合的・一
体的な検討を進めていくということで、昨年 1月に審議経過報告がまとめられたところです。
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　実際、その審議経過報告を受けて、昨年夏からさらに中央教育審議会に専門的な議論をしてい
ただくワーキングチームを設置して、現在検討を進めていただいているところです。その資質能
力の向上ですが、ポイントは、現行制度から新制度への改革の観点を示す真ん中の青い矢印三つ
です。下から申し上げると、実習を重視した実践的指導力をどのように養成していくかという観
点。次に、教員として採用された後に免許制度と研修制度を一体的に運用する仕組みの導入と、
教育委員会と大学が連携をした資質能力向上方策をどうしたらいいのか。そして最後に、中堅か
ら管理職にいくに当たっては、各教員の資質能力に応じた専門分化を図っていく必要があるとい
うことで、議論がなされています。
　そのうち大学における教員養成については、一番下の青い矢印のある実践的指導力の養成をい
かに進めていくかが課題となっています。その対応として現在中央教育審議会で議論されている
のは、大学院の修士レベルを修了した学生を教員として送り出すという修士レベル化を進め、さ
らに免許状も一般免許状という形で新たに構成をし直したものを基本にしてはどうかが議論の課
題となっています。ただ、先ほど説明したように、修士課程養成には量的な問題がありまして、
いきなりは全員を修士レベル化で教員採用させるのは難しいだろうということもあります。そこ
で絵の下の方にあるように、学部卒業で基礎免許状を付与した上で教員として採用された後、で
きるだけ早い期間に改めて大学院の修士レベルで学ぶことを通じて一般免許状を取得するルート
も考える必要があるのではないかと議論されています。いずれにしても、修士レベル化をどのよ
うに進めていくのかが、現在中央教育審議会のワーキンググループで議論がなされている大きな
課題の一つです。

　ではなぜ修士レベル化を進めていかなければいけないのか。わが国が現在考えているポイント
としては、この青い四角で囲んであるように、教員養成段階で求められている資質・能力が大変
多岐にわたっているという意味で、新しい内容をさらに学習していただく必要があるのだろうと。
ここに挙げているように、キャリア教育、防災教育、消費者教育、教育課程編成や授業計画作成
に関する指導時間などをしっかりと確保する必要があるのだろうという観点が一つです。また二
つ目の観点としては、新しい内容とともに、より高度な内容を学習する必要があるだろうという
指摘をいただいています。この新しい内容、より高度な内容を学ぶために大学院の段階をうまく
活用できないか。これが修士レベル化の一つの大きなポイントとなっているところです。
　この修士レベル化を進めるために今わが国が置かれている状況として、三つのパターンがあり
ます。一つは先ほどご紹介した、教職大学院を軸とした修士課程での修士レベルの教員養成の強
化、また教員養成系大学に既に修士課程を持っていただいているところがあります。この修士課
程を活用していく観点。最後に、教職課程を設置している一般大学の修士課程があります。この
三つのパターンの修士が現在わが国にはありますので、この三つの修士課程をどのように組み合
わせ、どこの数を増やしていくべきなのか。われわれとしてはこれを中央教育審議会で議論いた
だいて、修士レベル化に向けた対応を進めていく必要があろうかと思っています。
　ただ、先ほど説明したように、教職大学院は入学定員ベースで 830 人、教員養成系の修士課程
で約 3200 人、一般大学の修士課程の規模は 6万人を対象としていますが、当然その全員が教員
を目指しているわけではありません。そういう意味で養成の規模はまだまだ足らない状況です。
一方で先ほど説明したように、小中高等学校で約 2万 5000 人の採用をしているということです
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ので、その修士レベル化を進めていって、最終的にどうやって採用の規模に間に合わせていくの
かが大きな課題だろうと見ているところです。

　以上、今日は中央教育審議会で議論がなされている大きな課題について、ご説明させていただ
きました。なお、先ほど長友学長よりご説明をいただき
ましたが、本日中央教育審議会でワーキンググループが
取りまとめに向けた議論を再開することとなりました。
恐らくこの年度内にはワーキンググループとしての取り
まとめをまとめ、年度を越えるかもしれませんが、でき
れば本年の夏ぐらいを目途に中央教育審議会として一定
の提言、方向性を出した答申を出せないかということで、
議論が進む予定となっています。ぜひそういう中央教育
審議会の議論にも耳を傾けていただければと思います。

　最後になりましが、そのような意味で中央教育審議会の議論がこれから再開しますので、その
動向に注目していただきたいということとともに、その検討を待っているとなかなか改革すべき
ところに手が伸びないことがあります。ですから、今からでもできる改革は進めていくことが不
可欠だというのが、わが国の課題だろうと思います。その意味で修士課程の充実、修士レベル化
を目指す過程は大事だと分かっていますが、一方で学部 4年間の教職課程の充実も喫緊の課題だ
と思っています。そのためにはこの 4＋α、修士レベル化を目指して学部 4年間をどう充実させ
るのか、その上で修士レベルでの学習をどのように充実させていくかが大きな課題となります。
各大学においてそれぞれの立場でまた検討を進めていただければと思います。
　また、特に国立大学については、附属学校を設置していただいている場合があります。この附
属学校についても教員養成に資するような形で教育実習の場の提供をしていただく観点、また附
属学校自体の教育活動、大学の研究活動への協力をしていただくということが肝要かと思ってい
ます。また大事なことは、大学での取り組みとともに、地元の教育委員会また学校現場での声に
耳を傾けていただいて、大学の教員養成課程の充実を図っていただく取り組みを、私どもとして
はお願い申し上げたいと思っています。
　以上、わが国の教員養成の現状と課題について説明させていただきました。雑ぱくな説明でし
たが、どうか本日の国際シンポジウムの議論を進める上で、参考にしていただければと思います。
本日はどうもありがとうございました。
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　本日はスイス・香港・韓国・日本で教員養成に尽力されている 4名の先生方に、各国の教員養
成について講演していただきます。それぞれの先生を改めてご紹介申し上げます。
　スイスのチューリッヒ教育大学、副学長ハンス・ユルク・ケラー教授です（拍手）。中国香港
教育学院、学校連携・実習室副室長ユー・ワイムイ准教授です（拍手）。韓国光州教育大学校、
学長パク・ナムギ教授です（拍手）。奈良教育大学、理事・副学長生田周二教授です（拍手）。
　先生方にご講演いただく前に、私からそれぞれの国の教員養成制度、とりわけ大学入学から実
際に学校の先生になるまでの概要についてお話ししたいと思います。日本との比較ということで、
最初に日本の場合からお話します。
　日本の場合、教員免許取得のため大学 4年間で単位を取り、都道府県教育委員会が交付する教
員免許状を取得します。このとき教員養成を専門とする大学や学部だけではなく、一般の大学学
部であっても、教員免許取得のための単位を取れば免許を取得することができます。このような
制度を、免許取得を一般大学にも開放しているという意味で、開放制と言います。先ほど今井室
長のご講演の中にもこの話がありました。日本は開放制
を取っています。小中高等学校の先生になるためには、
この後、都道府県が行う教員採用試験に合格しなければ
なりません。教員採用試験の合格率は年度、都道府県、
教科によりまちまちなのですが、昨年行われた採用試験
の場合、小学校で 20 〜 30％が合格、中学校で 20％前
後、高等学校で 10 〜 20％というところが多かったよう
です。ちなみに、奈良県の小学校教員採用試験の合格率
は 30％でした。　　　　　　　　　　　　�
　続きまして、ハンス・ユルク・ケラー先生の出身の国、スイスですが、幼稚園・小学校の教員
免許取得のためには大学 3年間で、中学校・高等学校の教員免許取得のためには大学 4.5 年間で
単位を取ります。しかしこの間に、先生に向かないと判断された学生は、面談をして先生になる
のをやめさせるということです。このようにドロップアウトする学生は 20％ほどいるというこ
とです。日本とは少し事情が違います。必要な単位を取った学生は、大学が交付する教員免許状
を取得します。このような教員免許は、教育大学でしか取得できません。スイスのような制度は、
免許取得を教育大学に限っているという意味で閉鎖制と言います。日本とは違う制度です。免許
を取得した学生は、卒業すればほぼ先生になることができます。ですから、日本のような採用試
験はありません。
　続いてユー・ワイムイ先生の出身の国、香港です。香港は皆さんご存じのとおり、1997 年に
イギリスから主権を移譲された中国の特別行政区で、そのため中国本土とは教員養成の制度が異
なります。香港では、教員免許取得のため大学 4年間で単位を取ります。必要な単位を取った学
生は、大学が交付する教員免許を取得します。教員免許は教育大学だけでなく一般大学でも取得

各国の教員養成の概要説明

奈良教育大学　特任講師　プロジェクト担当　赤　井　　　悟
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できますので、香港は開放制になります。免許を取得した学生の 95％はどこかの学校の先生に
なります。香港でも日本のような採用試験はありませんが、その代わり教員免許が取れる大学に
入るのは大変難しいということでした。また、香港政府は先生の質を向上させるために、現職の
先生に年間 135 時間の研修を義務付けています。135 時間とは 1日 7 時間の勉強で 20 日間ほど
ということですが、先生として毎日勤務しながらということを考えると、大変厳しい研修になり
ます。
　最後にパク・ナムギ先生の国、韓国です。韓国でも、教員免許取得のため大学 4年間で単位を
取ります。必要単位を取った学生は大学が交付する教員免許を取得します。小学校の教員免許は、
11 の国立教育大学と一つの私立女子大学だけで取得できるということですので、小学校の免許
については閉鎖制になります。中学校・高等学校の免許は一般大学で取得できるので、開放制に
なります。免許を取得した学生は、国の機関の一つであるカリキュラム評価院が行う試験に合格
して、先生になります。この試験が日本でいう教員採用試験です。合格率は小中高等学校ともに
40％ほどということです。ここまでは日本とよく似ているのですが、韓国には徴兵制度がありま
す。大学在学中や試験に合格した後、男子学生だけが 2年間の兵役に就かなければなりません。
ですから、男子学生の採用は女子学生に比べて 2年遅れることになります。
　非常に簡単でしたが、四つの国の教員養成の概要について述べさせていただきました。4人の
先生方、もし私の説明に間違いがあれば、訂正していただければと思います。
　これらの話を伺っているときに、香港のユー先生から「日本では教員免許を取得した後にも厳
しい採用試験がある。それに合格しなければならないのに、なぜたくさんの学生が教育大学に入
るのですか？」という質問がありました。この会場には奈良教育大学の学生も何人かおられると
思います。ぜひこの質問に答えていただきたいと思います。ありがとうございました。
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　学長、理事、大学関係者の皆さま、ご参加の皆さま、こんにちは。奈良に来ることができてと
てもうれしく思っています。教員養成について幾つかお
話をさせていただきたいと思います。このシンポジウム
には、教職養成課程の改革を目指し、各国の若い人たち
を育てるという共通の目標があると思うのです。ご招待
に心から感謝申し上げたいと思います。
　理論と実践のリンクがどうあるべきかということが、
非常に重要な点だと思います。　　　　　　　　　　�
（以下、スライド併用）

　それでは最初に概要から始めたいと思います。スイスの教育制度について、またわれわれの教
育的な問題で重要なことは何か、そしてチューリッヒ教育大学の紹介もしたいと思います。その
後、カリキュラムフレームワークはどのようになっているか、どのような教師力を考えているの
か、教職課程のスタンダードとして何が重要なのか、それらを理解することによって大学の機能
とどう関係するのか、結び付けられるのか。また、インターンシップや協力校との関係にも触れ
たいと思います。大学での教育期間や教育実習期間についてのシラバスについても触れたいと思
います。そして、どういうモデルがあるのか。例えば体育教育のやり方、あるいは学期をどうし
ているのか、子どもたちの特別なニーズにどう合わせているのかにも触れたいと思います。

　スイスの教育制度全体について紹介がありましたが、スイスはヨーロッパの中央部にあって、
フランス・ドイツ・オーストリア・イタリアに囲まれており、アルプスがあります。真ん中にわ
れわれの人口のほとんどが集積をしています。非常に美しい景観の国ですが、人口密度が高い地
域もあります。
　
　基本的事項をここに並べてみました。人口は 760 万人、74％の人が都市部に住んでいます。人
口は増えていますが、出生率は 1.4 人で、いろいろな国々からスイスに入ってくる移民による人
口増大であります。また、面積は約 41000 平方キロメートル、国の面積としては世界で 136 番目
です。公用語はドイツ語・フランス語・ロマンシュ語・イタリア語で、移民の言葉もたくさんあ
ります。従って、20％くらいは外国の人であるということが教育にとっても重要なトピックとなっ
ています。国は 26 のカントンと呼ばれる州に別れていますが、このことが教育的にはかなり難
しい問題となっています。州によってそれぞれ教育制度が違うからです。GDPは 3245 億米ドル
です。米ドルでの購買力平価で表した 1人当たりの所得は大体世界で 17 位、実質成長率は 2.6％
になります。農業部門からのGDPは 1.3％、27％が工業、71％が銀行や保険のサービス産業です。

報告 1「Linking theoretical and practical parts of
 teacher education at PH Zurich」

チューリッヒ教育大学（スイス）　副学長　ハンス・ユルク・ケラー
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教育については、高技能のフレキシブルなホワイトカラー養成が中心になるかと思います。失業
率は 8.2％となっています

　これはわれわれの教育制度を示しています。4歳あるいは 5歳くらいから始まり、6年間が初
等教育になります。トラックとしては中等教育が四つに分かれ、9年間を終えたところで義務教
育が終了になります。その後で3分の2の学生が基本的な職業訓練のトレーニングに入りますが、
これはデュアルシステムで二つに分かれています。パートタイムのスタディということで、学校
で職業教育を受けながら、インターンシップによって企業で研修を積むということを選択するこ
とができます。残りの 3分の 1は中等教育に進みます。これは、ミドルスクールと呼ばれる大学
への入学資格を得るコースです。従って、大学の入学試験はなく、ミドルスクールを終えたとこ
ろで、その課程の修了者は大学に入学できるということです。
　大学に入った人たちの約 75％は、フルリサーチの大学へ進みます。そして、7％ぐらいが教員
養成課程の大学に入るということです。

　スイスには次のような重要で基本的な問題が存在します。教育制度の根幹にかかわる問題です
が、それは、26 の州による異なる教育制度があるということです。これはもう少し減らした方
がいいでしょう。どのように統合化をするかということですが、これは政治絡みになるのでなか
なか難しいのです。つまり、今統合するのがいいかどうかということで、意見が一致しません。
政党によって違うわけです。右側のポスターは統合についてあまり前向きではない、左側は統合
したいということを示しています。このことは非常に大きな社会問題となっているということで
す。

　これは先ほども示された PISAの成績です。学業成績で問題を抱えています。PISAのアセス
メントでは日本の方が高いです。それだけではなく、スイスにおいては 20％の学生が基本的な
レベルで、例えば算数や読み書きで 9年次の学業レベルに達せず、職業教育も十分ではありませ
ん。従って、労働力になるには十分な要件を満たしていないということで、ドロップアウトして
しまうということです。実際このような問題があるのですが、これには特に移民が多いという背
景も関係しています。また、かなり早くからコースを分けてしまう制度にも関係しています。つ
まり、移民の子どもたちが 9年次を終えたところで、その後の学業を進める要件を満たしていな
い場合が多いということです。

　次に、チューリッヒ教育大学についてお話をします。スイス最大規模の教育大学で、約 2000
人の学生がいます。さらに、その後の大学院 3000 名の学生がいます。さらに、さまざまな研究
に進む学生もいます。

　教員養成のプログラムは次のようになっています。幼稚園や小学校教員になるための学士号（プ
ライマリー）の取得には 3年間が必要です。また、セカンダリー 1になると修士号が必要で、さ
らに 1年半の大学院での学習後、免許が与えられます。さらに、セカンダリー 2と呼ばれるもの
があります。大学院で修士号を得るとともに、専修の教育実習等々のディプロマを積んではじめ
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てセカンダリー 2の資格が得られて、さらに高等教育の学校の先生になることができます。

　プレプライマリーと呼ばれる幼稚園教育ではさまざまな科目があります。このような科目を幼
稚園の子どもたちに施しています。

　小学生は七つの学科の資格が必要です。上の方に四つの必修科目がありますが、リストの下の
方の選択科目からさらに三つ選ぶことになっています。そうすると、七つの科目を小学校で教え
る資格が得られます。

　セカンダリー 1では、通常四つの科目を教えます。従って、これらの中から四つの科目を選ぶ
ということで、かなり複雑なプロセスだと言えます。

　現在の本学は 19 の古い建物があります。チューリッヒ全体にキャンパスが散在していますが、
現在新しいキャンパスを造っているところです。

　新しいキャンパスはチューリッヒの中心の鉄道駅に非常に近い所で、今年 9月に完成予定です。
完成すればそちらにキャンパスが移転します。

　カリキュラムの枠組みがどうなっているのかをご紹介しましょう。

　そのデザインですが、学校の先生や政治の方からの、理念を中心にすべきで、理論だけではい
けないというかなりのプレッシャーがありました。
　そしてプロジェクトが始まりましたが、いろいろな人たちの意見を聞き、理念と理論の両方が
重要だと説得することに努めました。それがわれわれの出発点の背景となったのです。

　そのフレームワークですが、ドイツ語圏の中ではかなり広範に使われているものです。まず教
師力があり、専門職としての知識も重要です。さらに信念や教師としての自覚も必要でしょう。
ただ教えるだけはなく、構成主義、自分たちの自覚的な学習が必要です。そして心理学、動機付
けも理解をした先生であることが必要だと思います。
　さらに、教材についての知識が必要です。科目、たとえば数学についてのいろいろな知識が求
められます。理論としてはさまざまな学説があるわけですが、グループ教育など教育学的な知識
も必要ですし、認識論あるいは認知学についての知識、そしてまたシュールマンの理論などでも
言われているような組織論やカウンセリングの知識などが必要です。また、教育学についての知
識では、教育の理念、理論、学校教育がどういう歴史に基づいているのか、また組織的な知識も
必要であると思います。例えばどのような指示をすれば運営できるのか、学校の理事会の承認を
得て学校の運営に生かせるのかという学校の組織の在り方についての知識です。学習者や子ども
たちの親に対してどういうサポートが必要であるのかといったカウンセリングも必要でしょう。

　このフレームワークをデザインするに当たってはいろいろな点に考慮しました。現在の教職課
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程の学生は、2050 年には大半がリタイアします。そうしますと将来の学校の在り方について準
備を始めなくてはいけません。将来のチャレンジと認識しています。コミュニティにもそうした
ことを理解してもらい、お互いに分析をし合うことが必要でしょう。そしてまた多文化の環境で
あるということなど、いろいろな環境的な要素や情報技術の進化も分析する必要があります。

　また、将来、教職というものが恐らく変わっていくと思います。やはりさまざまなコラボレー
ション、問題解決能力が必要ですし、特に柔軟性が求められます。学問の知識もなくてはいけま
せん。
　教職課程教育は、そうしたことを多面的に包括するものでなくてはならず、いろいろなエリア
の知識の連係がなくてはいけないと思います。写真のサイロのような知識ではなく、やはり学際
的な協力により、さまざまな科目についていろいろな会話ができるように、科目を超えた共同の
努力や会話ができるようにならなくてはいけません。

　最近、このようなスタンダードづくりがありました。アメリカの INTASC が基本になってい
ますが、それによってこのような形で評価をするようになりました。教師力を評価して、スイス
の在り方に合わせて適応させ、能力を 12 のスタンダードによって評価するようになりました。

　それがこちらです。12 の評価項目があります。生田先生が日本語に訳してくれました。
INTASC にベースを置いてわが国独自のものを開発しました。それによって教職課程の評価を
行うようになっています。それぞれのスタンダードには表現として短いものが付いています。

　例えばここでは学習、思考、成長というものがスタンダード 2にあります。

　さらに表現がありまして、essential�knowledge、学生としては本質的にこういう知識がなく
てはいけないということで一つの例が描かれています。

　知識の後にさらに重要なのは、その活用の仕方です。活用の仕方、disposition と呼んでいます
が、こういうことが実際に実施されなくてはなりません。

　最終的には知識があり、その活用力があって、パフォーマンスということになるわけです。教
職課程の学生においても知識を生かす力に基づいてパ
フォーマンスにつなげなければいけません。すべての教
職課程の学生が、これらを満たし、獲得するような形で
始められています。

　さて、理念がやはり必要であるということです。

　特に重要なのは、クロスリンクラーニングと呼ばれる
ものです。つまり、それぞれに橋がけされた知識が学習
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につながるようにということです。構成主義に基づいた形で学問その他とも結び付いた知識でな
くてはいけません。協力校とのリンクも重要です。学生は協力校で知識やノウハウを得ることが
できます。つまり、それは学校からの知識ということに最終的に集約されるかもしれません。大
学においては学問を学び、それを基にしてその定義された知識を提示する、そして大学で学んだ
知識が協力校によって生かされるようにということです。それがクロスリンクと呼ばれるもので
す。
　協力校の学生、先生は、大学の教授が協力することによって同じ言葉が語れるように、学生と
ともにセミナーあるいは講義などを受けるわけです。協力が重要であると思います。

　これは教職課程の学生のインターンシップやその訓練ということもあり、学際的な科目重視型
のモジュールを作ろうということでもありました。最終的には社会性も必要です。そして、さま
ざまな多彩な教授と学習について、協力的な状況に基づき組織的な学習ができるようにするので
す。そこには eラーニングが含まれており、その研究開発なども重要な一環となっています。
　まず、サブジェクトオリエントと呼ばれる学科の基本を 1学年で習います。その後で学際的な
モジュール、特化した専門教育ということになります。

　このような教師力、能力、質をモジュールにまとめました。難しいことでもありますので、必
ずしもこうならないわけです。このような形に見えると思います。多くの質や能力をさまざまな
モジュールでトレーニングをするわけですので、それぞれの資質はどういう形でどのモジュール
でトレーニングすればいいのかについて、多くの会議をして、スタッフと議論を深めました。ど
こでどの資質をトレーニングするかを詰めていきました。そして、わが大学において資質とモ
ジュールの関係をまとめました。このような形のトレーニングができるモジュールが完成したこ
とが言えます。

　シラバスを見れば、一体どういうものが自分に要求されているのかが分かります。教師として
の資質としてはこうだということです。

　リンクが重要だと述べました。さまざまな科目が協力してつながっていくということで、それ
が実際の学校で教えることに生かされなくてはいけません。

　まず大学 1年次ですが、実践的なことを行います。1週間のうち 1日は学校で過ごし、教育学
を学びます。特にこのような教育学的なことを学んでいきます。2年次にはインターンシップの
時間がありますが、これは協力校で行われます。特に重要視しているのはさまざまなティーチン
グフォームを学ぶことで、これは第 1学年で学んだものを実践するということになります。例え
ば体育などの授業もそこで学ぶということです。大学での講義でこのような学問の可能性を学生
に教え、そのモニターをするということです。
　2年次になると特に重要なのは実践面ということになります。まず第 1学期は一つの学科にお
いて実際に 3カ月のインターンシップで教えることにつなげていきます。
　第 5セメスターの教職課程の学生は、実際の先生に代わって教室に立ち、このようなコースで、
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例えばフランス語・英語などの教科を教えます。

　教育的な考察、そしてまた実際の行動が重視されているわけですが、シラバスはこのような構
成になっています。

　まず基本のところに焦点を当てたものが最初ですが、これは第 1セメスターと呼ばれます。最
初の 3カ月ということですが、いろいろな教授法が試されます。そこをカバーして学んでいくわ
けです。皆さま方のシラバスとそれほど変わるところはないと思います。
　次の 3カ月の第 2セメスターがこのようになっています。それぞれのチャプターを見てみます
と、2週間ごとにそれぞれが記載されているのが分かります。

　学生は 3名のメンターからアドバイスを受けます。例えば教育学について 1名、教科科目につ
いて 1名、協力校の校長が 3人目として入り、教えが施されます。
　それぞれ 45 〜 60 名の学生を担当しますので、それぞれのメンターが 15 〜 20 名の学生を担当
するということになります。

　協力校での実際の場面です。学生が 2週間に 1回協力校に行きます。大学で教えてもらったこ
とを実際にそこで実施するということです。

　これがモジュールの教科書です。セメスターごとにあり、それぞれサブチャプターがあります。
　まず導入部です。トピックについて記されています。次のサブチャプターは基礎的なこと、ま
ず学問として重要なことが概要に示されています。この後がそれぞれのテキストになります。例
えばピアジェやフレネあるいはシュールマンのさまざまな理論に基づいたやり方で示されていま
す。こちらが実際に学校で使われる教材の例です。この教材を学校に持っていき、授業で実践に
使ってみることができます。

　さらにまた重要なのは、モジュールでわれわれの学習の目標が設定されているということです。
学生たちはこれをオンラインでダウンロードし、目標を明確にすることができます。例えば、サ
ンプル・ワークシート・ビデオクリップなどで構成されているものです。

　モジュールですが、教育的な考え方ではこうであるというビデオクリップをとおして理論とつ
ながるようになっているわけです。その例を用意してきました。＜ビデオクリップ上映＞
　このシリーズでは先生が理念を語っています。学生はこのような形で実際の授業の現場を見る
ことができ、学校の授業がこのようなものだと分かります。この先生は自分の教育的な理念を語っ
ています。
　やはりロールモデルが重要だと思います。教職課程の学生は、先生がなぜこういう形で教えて
いるのかという説明や、私のやり方、私の理念はこうなのだという実際の現場の先生の言葉を聞
くことができます。
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　そして、教職課程の学生はロールモデルを得ることができ、自分独自のプロフェッショナルな
やり方をここで構築していくことができるわけです。

　また、このような形でいろいろなモジュールが示されます。大学で学生たちはいろいろな課題
を与えられます。
　いろいろな議論もして、見解を交換します。そして授業を準備します。来週、協力校で実習す
るクラスのプランを立てるわけです。

　協力校では教えるだけではなくて、自分たちの経験などを分かち合い、必要な指導方法を学び
ます。そしてまたグループワークの課題も与えられます。子どもたちをどのように指導したらい
いかという経験の交流などをこの場で行っています。

　指導方法、指導スキルです。

　グループで作業しています。

　評価をしています。

　ここで重要なのは専門家としての意識を持つということです。そして一歩ずつ先生へと育って
いくわけです。初年度が重要なのは、学生たちが本当にこれが私のなるべき専門職なのかどうか
を自問自答することです。また初等教育あるいは中等教育の教員を選んでよかったのかどうかを
自問自答します。

　子どもたちがどのように学ぶかを常に考えます。また自分がロールモデルを持ってほかの先生
から学ぶということも重要です。

　自分たちが今まで学習してきたことを実際に実践してみるという場です。

　大学に戻ってから経験を語り合います。メンターや先生たちに自分たちの気持ちも話します。

　学生はこのような日記に付けて経験を記録します。そして、ポートフォリオのためのさまざま
な資料を集め始めます。

　学校に関する知識、学校からの知識を結び付けて、学校のための知識へと積み上げていきます。

　次にインターンシップについての話をします。
　ここでは体育教育を例として挙げます。

　まず、このような読み物の課題が与えられます。



− 20 − − 21 −

　これを読んで議論した後に授業を計画します。子どもたちにバランス能力をいかに育て上げる
かという授業です。まず授業のプランニングです。
　子どもたち自身がプランニングをしています。いろいろなものを積み上げて体育館の中に何か
山をつくるということです。もちろんそのプランニングを教育実習の先生たちが助けますが、実
際に山づくりをするのは子どもたちです。そして学校の先生、メンターと教育実習生が後で反省
会を開きます。次回はこうした方がよいのではないかというような反省会を行うわけです。

　学校に関する知識（読み物の課題）は、学校からの知識、つまり実習から得た知識とリンクし
ています。それを学校のための知識に結び付けることができるわけです。

　2年目のインターンシップです。

　このセメスターには、準備期間、反省会、教授の週、ふりかえりの週が出てきます。

　まず、このように個別指導や社会的な学習も含めて計画を立てます。講師の先生と相談するこ
ともできますし、これから教育実習を行う学校に訪れて担任の先生と話をすることができます。

　この第 3セメスター（2年目）のインターンシップにおいては、講師や教科の先生や教授法の
先生などにも指導を受けることができます。実際、教育実習を行うときは、指導をしてもらうこ
ともできます。教育実習生は、担任の先生や指導担当の先生と一緒にいろいろと相談することが
できます。

　教育実習は実際このように行います。担任の先生や講師も助けてくれます。そして最後に 3者
で反省会を開きます。

　この教育実習の間には、子どもたちをサポートすることが重要です。社会的な学習も必要です。
長期的な学習も重要です。
　そしてさまざまな教材の準備や教材に関する学習もしなければなりません。

　5週間が終われば、子どもたちや担任の先生は春休みに入るので、教育実習生は 2週間大学に
戻って、法的な問題や教科に関してのさまざま情報を得ます。これが学生たちにとっては非常に
重要な期間になります。

　学級経営というのも重要なトピックです。規律がない学級もありました。学生たちはお互いに
実習の後、情報交換をしています。

　また、若い先生たちはいろいろ新しいアイデアを持っていますが、それを教授陣に受け入れら
れるのは難しい場合があります。
　コミュニケーションスキル、対立の解決をするためのトレーニングも、この反省期間にいろい
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ろと相談、議論します。

　そして最後、数週間をかけて、また個々の準備にかかります。

　学生はいろいろな能力に関して優・良・可・不可というような評価を受けます。こういう成績
表でもって学生たちが評価を受けるわけです。

　チューリッヒでは今いろいろな議論があります。それぞれの能力をこういう 0〜 100 のスケー
ルで評価した方がいいのではないかという提案もなされています。しかしながら、どちらの方法
がいいのか、まだ定まっていません。

　大学で最終的な評価が行われます。学生がこの最後の年度において何に焦点を置くべきか、ど
ういう専門家に進むかに関してのアドバイスが行われます。

　次に特別支援教育についてお話をさせていただきます。これが学際的なモジュールを用いた一
つの例です。

　チューリッヒ州では、可能であれば障がいを持った子
どもたち、LDや行動障がいなどの子どもたちが、統合
教育の形で一般のクラスの中に入っています。担任の先
生に加えて特別な支援が必要な子どもたちに対して特別
支援教育の先生が付くことになります。

　こういうことに関しても学生たちはなじみを持つ必要
があります。まず、教科書でさまざまなことを学び、特
別な支援を必要とする子どもたちに対してのプランも考えます。

　また、特別支援教育担当の先生たちが実際に付けている記録を見るチャンスも与えられます。
また、ビデオを見ることもできます。校長先生や特別支援教育の担当の先生や保護者、友達がど
ういう発言をしているかも聞くことができるようになっています。

　これは特別支援教育の先生が LDの子どもたちと話しているビデオです。本人は自分がどうい
う難しさを持っているか、先生たちがどのように支援をして、本人が気に入っているかどうか、
本人のためになっているかどうか、というようなことを話し合っているところです。この特別教
育の先生は、担任の先生と協力することが大切であると語っています。
　担任の先生はどういうインフラが必要かを話してくれています。理想的な協力体制がどういう
ものであるのか、落とし穴がどこにあるのかという話もしてくれています。
　これは校長先生です。彼の経験が語られています。十分な財政状況にないので、本当はもっと
特別支援教育の先生を増やしたいのだけれどもという話をしています。しかし、大体うまくいっ
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ていると話しています。
　実際の学校での様子をこれで見ることができます。特別支援教育の先生と担任の先生が一緒に
授業をしている実際の授業風景のビデオを見ることができます。
　LDの子どもが特別支援教育の先生と勉強しています。どのように指導しているかを見ること
ができます。
　こういうグループワークでの実際のサポート支援の仕方も見ることができます。
　ほかのビデオクリップですが、特別支援教育の先生がいないときに彼がどういう様子であるか
のビデオもあります。休憩中にクラスメイトと関わっているときの様子です。
　ビデオで見ることによって学生たちも実際どのような様子なのかを想像することができるので
す。学生たちにはプランニングの課題が与えられます。例えば特別支援教育の先生や保護者とど
ういう相談をするかという課題などがあります。
　特別な支援を必要としている子どもたちの特徴はさまざまです。実際のクラスに入ってみなけ
れば分からないこともありますが、こういうクロスリンキングをすることによって学校のための
知識を高めることができます。

　これはライトモチーフで、能力、スタンダードを記しているモチーフです。
　学生たちは自分たちが達成したこと、これから学ばなければいけないことを明らかにしていか
なければなりません。
　こういうスタンダード一つ一つに対して章を設けてポートフォリオを書いていかなければなり
ません。

　これはポートフォリオのための資料を集めています。このように家を建てるように自分が一つ
一つステップを踏んで、先生になっていっている姿を表しています。

　各スタンダードに関しての資料がこのように集まっています。

　今まで読んできたこと、学校で見てきたこと、収集してきた情報、この知識をもって実際プラ
ンニングをして実践してきたということを説明するわけですが、このように自分自身でもクロス
リンキングをしているわけです。

　ある学生は、社会的な構成主義をテーマにしています。これは 1年生のものなのですが、1年
生の実習を受け持ったら子どもたちがカワウソに関心を持っていることが分かって、そして社会
的な構成主義、発達心理学、カリキュラムをカワウソのグループワークにまとめ上げようとした
わけです。

　そしてこのようにメンターやいろいろな先生方の指導を受けてこういうポートフォリオを作る
ことができました。DVDも作成することができました。
　そしてこういうポートフォリオを作り上げることができるわけです。
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　学生たちは理論と実践を結び付けることができました。学校からの知識、学校に関する知識、
そしてそれを結び付けて学校のための知識を築き上げることができたわけです。導入部に関して
その大きな達成を得ることができたということです。
　以上です。もし何かご質問があったら、今でも、またEメールでご質問いただいても結構です。
どうもありがとうございました。
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　皆さん、おはようございます。皆さんお腹はすいていませんか？　YESと言った方もいますね。
では、なるべく早くプレゼンテーションを終わらせたい
と思います。今回このように皆さまに私の香港教育学院
におけるプログラムのご紹介ができることを名誉に思っ
ています。
　香港教育学院をHKIEd と略したいと思います。香港
全体に関しての教育プログラムを教えている学校なので
すが、最近どういうことが起こっているかを特に話した
いと思います。　　　　　　　　　�
（以下、スライド併用）

　プログラムについて説明する前に、簡単に香港における教員養成についてお話ししたいと思い
ます。そして、学院がどういう組織やビジョンやミッションを持っているのかを話します。プロ
グラム開発、教育課程の枠組みというようなこと、入学の要件、入学者選抜はどういうものか、
カリキュラムはどういう設計になっていてどういう特徴があるのか、卒業するには、実習はどの
ようなものか、ということを話したいと思います。理論を実践することが非常に重要です。もし
後で時間があれば教育実習について話したいと思います。学校連携実習室でわれわれがどういう
経験をしたかを話したいと思います。この実習室はいろいろな学校連携のプログラムと地元香港
のいろいろな学校と連携しているので、そちらについても説明したいと思います。

　香港は 97 年に政権が中国に返還されたわけですが、植民地時代の教育システムから変化して
きました。それまでは 7年間の中等教育をやっていたのですが、現在、香港では大きな教育改革
を行っています。教育の期間を幼稚園 3年間、小学校 6年間、中等教育は 6年間に変えました。
中学校 3年間、高校 3年間で、足して 6年制に変えました。大学は 3年ではなく、4年間にしま
した。
　今年 9月から新しい大学制度の人たちが登場することになるので、教員養成プログラムについ
ても、教員養成期間は 5年と、長くなるわけです。新しいシステムを 3・3・4や 3・3・5と略称
で呼んでいます。それらは新しいシステムだと思ってください。
　教員養成システムですが、香港においては教育省というのがありまして、そのような教員養成
プログラムや資格認定を管轄しています。この英語のスライドを後で見ていただき、アドレスを
クリックしていただければ、もっと詳しい情報が出てきます。
　これは非常に重要で一般的な教師の資格認定制度ですが、四つの分野があります。教員の養成
と学習ということです。まず学生が学ぶのは、学校の開発と仕事をさらに発達させるにはどうし
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たらいいかということです。ここに書いてあるのは香港のそういう教育システムをもっと標準化
しようという現在の試みです。
　香港においては、香港教育学院、香港大学、香港中文大学、バプチスト大学、オープン大学の
五つが教員免許を取ることのできる大学となっています。私のプレゼンテーションの中では特に
この中で香港教育学院のみを話しますが、ほかの大学やほかの分野や教科に興味があれば、後で
またお話ししましょう。

　この香港教育学院は 94 年の設立で、かつての教育大学を基に作りました。四つの教育大学と
一つのランゲージセンターがあったので、それを一緒にしたものが香港教育学院です。公立の高
等教育機関で、教育や学習をさらによりよいものにし、学問や研究を教員養成に対して行ってい
くものです。人文科学、社会科学やいろいろな文化関連分野を教えています。
　目的としては、教育に関する先駆的大学になること、教育のランドスケープを香港だけではな
くて、アジア太平洋全体について広げていくことです。

　小学校教員の 84％、幼稚園教員の 80％、中等教育教員の 30％は香港教育学院の卒業生です。
ですので、この数字を見ていただければ、ラージストプロバイダだということが分かっていただ
けると思います。特に初等教育と幼稚園においては圧倒的にわが校の卒業生が多いわけです。

　学院には三つの学部と 14 の学科があります。また五つのインスティテュートレベルの研究セ
ンターがあり、10 の学部レベルの研究センターがあります。

　こちらにあるように、養成段階・現職併せて 9000 名以上の学生がいます。これは一番下の資
格認定レベルからいわゆる博士号・修士号という上の単位まであります。この学院で勉強するこ
とによって、博士号まで取ることができます。

　われわれがどういうプログラムを提供しているかということですが、ほとんどは学部のプログ
ラムでして、学部が 45％を占めています。4000 名の学生のうちほとんどが学部学生で、次に一
番下にあるような 2000 名がいる専門職開発コースというところがあります。これはいわゆるイ
ンサービス（現職）で、既に先生になっているような人たちのプログラムです。それ以外でも大
学院レベルのプログラムがいろいろあります。

　われわれの学院は今、香港教育大学（Hong�Kong�University�of�Education）と名前を変えつ
つあります。その下に三つのビジョンでプログラムを提供しています。まず、一つはいわゆる教
員資格（QTS）が取れるということです。2番目は、いわゆるトレーナーを訓練するプログラム
です。しかし、そのトレーナートレーニングは教員資格には結び付かないものです。3番目は教
育プログラムではなく、補完的なものです。

　幾つかの時期が書いてありますが、今後は例えば体育や現代音楽や教育学が入ってきます。昨
年は一般教育科目を強調しました。
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　来年はこういうプログラムを提供したいと思っています。特に広めたいと思っているのは教育
だけではなくて、クリエイティブアーツ、人文や心理学など新しいプログラムを今後は強調して
いきます�。

　先ほど述べたようなリサーチセンターですが、このように二つあります。

　教職員の構成ですが、393 名のアカデミックスタッフがいます。このアカデミックスタッフの
うち 90％は博士号を持っています。ほかに 632 名のサポート・支援スタッフがいます。全部で
1000 名くらいの職員がいることになるでしょうか。

　それでは最近の教員養成についてお話しします。

　現在は 4年で学士号が取れますが、9月以降はプログラムが 5年に変わります。同時に二つの
タイプの学生たちがいます。古いシステムの最後の学生たちと、新しいシステムの最初の学生た
ちが重なることになります。ですから 9月には、4年制の人たちと 5年制の人たちが重なって在
籍することになります。
　香港で学者と話しますと、ダブルコホートという単語をよく聞かれると思います。二つのタイ
プの学生たちがいて、それが 9月に重なるということです。ですので、現在そのアレンジが大変
で忙しいです。

　こちらにあるのはもっと重要なことなのですが、新しいプログラムのすべてはいわゆる学習成
果ベースのものにするということです。いろいろな学習成果をリサーチして、教師がこうなるた
めには 5年間でどうしたらいいのだろうかとアウトカムベースで考えていくというプログラムを
開発することにしました。こちらにあるのは新しいプログラムのリストです。

　こちらで示しているのは学術コースの構造です。Co-curricular というのが一番下にあります
がそれを重要視します。そして一般教養があって、一番上にあるのがオリジナルのプログラムの
専攻科目です。その中には選択科目が入っていますが、まず主専攻を決めて、選択をそれにプラ
スして取ることになっています。実習とはインターンシップやプロジェクトです。新しいプログ
ラムはどちらかというと専門教育と実習を強調しました。それについては後述します。

　入学要件についてです。こちらにあるのは英語、中国語、数学、一般科目の試験ということで、
この四つの科目がコア科目になっており、本校では重要な科目です。学生がわれわれの学院に入
学したいということであれば、このレベルに達していないといけません。新しい入試のシステム
で 5・4・3・2・1 という付け方になります。2は少し努力が要るレベルです。四つのコア科目を
すべて取らなければならず、本校のレベルに達していなければならないことになっています。こ
れを全部足して最低要件ということになって、入学が許可されるわけです。

　地域の学生と同じように、われわれも中国本土の学生、留学生を受け入れています。最近では
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たくさんの学生が中国本土から入学してくるようになりました。中国本土の学生が学生全体の
30％近くになってきたでしょうか。

　入試以外に口頭試問（インタビュー）も行います。こ
のインタビューはグループと個人の両方があります。そ
こでチェックするのはコミュニケーションの技術や考
え、職業人としての態度を見るわけです。どのような志
願者であっても、この中でうまくいかなければなりませ
ん。学術で点数が取れても、インタビューで駄目であれ
ば駄目なのです。ですから、科目テストも必要ですが、
非常に重要で不可欠なプロセスになるわけです。

　新しいカリキュラムの設計についてですが、四つの柱から構成されています。これは学部レ
ベルのカリキュラムです。実習、Co-curricular、一般教育と言語能力を高めるという四つの柱に
なっていて、これは先ほど述べた学習成果ベースのやり方を基にしています。一つ重要なことは
eラーニングを取り入れたということです。1年生から始めるのですが、徐々に専門性を高めて
いくポートフォリオになっています。この学習のプロセスを電子的な形態で進めていきます。そ
れをMahara システムと呼んでいますが、学生たちが学習プロセスをシステム的に組み立てるこ
とができるポートフォリオになっていて、卒業のときにそのポートフォリオを提出します。どの
ようにうまくこなしてきたかということがポートフォリオに描かれているわけです。

　また、新しい学習のモデルはやはり対話型と経験重視となってきました。

　こちらは将来の教師が持っているべき能力を円グラフに表しています。どのようにすればそれ
らを培うことができるか。それはいろいろな知識の領域をつなげる力ですが、それをどのように
達成していけばいいのでしょうか。まず、この必須科目の学習です。学生は学習していくわけで
すが、学んだことを復習することが大事です。これを経験的な学習と呼んでいます。このような
ことをやり始めていますが、正式に始めるのは 9月からですので、現在は試行の段階です。

　さて、来年や再来年は新しい 3・3・5の生徒たちが入ってくるわけです。彼らは 1〜 4年の間
のどの学年で取ってもいいのですが、まずCL（Co-curricular�Learning）のコースを一つ取ります。

　Co-curricular のコースはこのようなコースで、面白いものがあります。私が直接担当してい
るものもあります。ただ単に学生たちが教える仕事というだけではなくて、どういう能力を培う
ことができるのか、学んだことを社会で起こっていることと結び付けるにはどうしたらいいのか
を教えます。

　それから一般教育です。一般教養科目もどんどんと進歩的になってきています。まず一連の基
礎コースを受けます。主任教授やほかの教授の一連の講義を受けるということです。2年生から
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はさらにもっと広いコースを取っていきます。個人に関するもの、対人的な見方を培うもの、社
会とコミュニティーと文化、自然や科学や技術に関するもの、自然科学に関するものがあります。
この自然科学の知識は皆さんがおっしゃっているようないわゆる開発型の教育とよく似ていると
思います。

　最後にまとめの段階です。学生が学んだものを仕上げてまとめていくということです。構造は
このようになっています。最初はどれでも構わないので、それぞれのエリアで一つを成果学習と
して取りあげ、それを 4年次のまとめに至るまでに高めていくわけです。

　それから 3カ国語に熟達するようなコースです。以前は中国語と英語だけだったのですが、わ
れわれは香港が返還されてから広東語はもちろん、マンダリン語（北京語）を重視するようにな
りました。ですので、学生たちは三つの言語を知る必要があって、テストにも通らねばなりませ
ん。言語に長け、いわゆるマンダリンとCantonese（広東語）の両方の中国語を知っている必要
があります。そのために言語クリニックというものも作っています。

　たくさんの第一歩の中にアソシエイト・ティーチャー・スキームなども含まれています。素晴
らしい技能を持った教師をさらに訓練して、メンターを育成します。そのメンターが教育実習生
を教えていくことになります。学生を教えて、授業で教えるのと同じようにそれらをフィードバッ
クして観察する人が研究員フェローです。12 週の実習を行っていますが、1学期全部を学生のス
キルを高めるための時間に当ててはどうかというようなことを話しています。そのような教育実
習をすることによって、先ほどのお話にもあったように、能力をさらに高めることができます。

　また ICT（情報技術を使いこなす力）も非常に重要な卒業の要件になっています。いわゆる
情報技術のテストを受けなければ卒業できないようになっています。どのように情報技術を使っ
たらいいかだけではなくて、パワーポイントなどを効果的に使うことによって説明できる能力、
また単にパワーポイントのプレゼンテーションだけではなく、オンラインのリソースをどう効果
的・効率的に使えるかということなどの、ネットワーキングのスキルが必要になってきます。そ
ういうスキルを教授や学生が高めていく必要があるということです。

　このように非常にフレキシブルな課程になっています。新しいコホートの学生ということをお
話ししましたが、このように単一の専攻が二重になっている、また専攻、副専攻、マスター（修
士）というように、非常にフレキシブルな構成になっているわけです。
　学生が自らそれを開発し、育てていくようにということを考えています。

　これはクロスセクターの学士課程プログラムです。新しい考え方だとも言えます。香港では昔、
実習をするのは主に小学校あるいは中学校のいずれかでしたが、今は Co-sector ということで、
小学校中学校両方で実習ができます。小学校と中学校と両方で実習をしなくてはいけません。そ
うすると資格を持ち、なおかつ能力・資質を持った先生が養成できるというわけです。
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　これをクロスセクターと呼んでいますが、このような四つの学科においてできるようになって
います。プログラムはさらに柔軟性が高まっているということが言えるでしょう。自由に実習者
が選べるのでアカデミックアドバイザー制度も必要ですし、教授陣がそれに当たるということも
あります。学院ではキャンパス・ライフ・チューターから学生生活へのアドバイスもしており、
実際に学生の生活の面倒を見ています。また、電子的なアドバイスを行うような基盤も整備され
ています。そうすると、必要に応じてコンサルテーションやカウンセリングを行うことができま
す。

　さらに、卒業の要件もこのように明確になっています。いろいろな学科についてこのようなも
のが必要です。例えば専攻科目や一般教育、言語、かなり大変だと言えるでしょう。すべてのエ
リアをカバーするのはなかなか難しいことなのです。

　卒業すると学生にはさらに、大学院で学び、修士号取得という道もあります。

　このような経験が積まれているわけですが、これがどのような形で教職とつながるかを比較し
てみましょう。4つの構成要素で考えています。まずField�Experience（現場経験）ということ
です。最初がEducational�Visit、2 番目がラーニングの経験を積んでいく Learning�Study、そし
て Block�Practice1 が三つ目にあり、Block�Practice2 に続いています。

　まず 1~2 年次に Educational�Visit があります。時期はどちらにも変動できますが、必修です。
そうすることによって学生は 1年あるいは 2年で実習生の視野が広がり、どのような経験が可能
なのかということ、実践の場が非常に多様であることが分かると思います。内容としては、例え
ばセミナーに出てもいいわけなのです。何であれ、いろいろな意味のある活動ならばいいわけで
す。実習は専門職としての先生に育つための一つの過程であるわけです。

　Learning�Studyの方は、アクションリサーチをするということで手引きが得られます。つまり、
アクションリサーチの方法論を学び、それを応用して、体系的なプランを作り、観察して分析す
るということです。これについては友達と協力する、あ
るいは大学のチューターの助けを借りるということにな
ります。例えば学業等で今まで以外のもので何か不満が
あれば、別のものを選んでもいいということになります。
そうすることによって学生は実際に自分のコアカリキュ
ラムの活動とどうリンクさせるのかを考え、学校外の活
動とつなげることもあると思いますが、これらを実際に
ベストな形で教えることにどうつなげていくのかという
ことを考えます。�

　Block�Practice は 3 〜 5 年次に出てきますが、どういう目的かがここに書かれています。実際
に実習で教えることにより、自らの関与によって学校生活を体験することができます。最初に学
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生はサポートティーチャーになり、学校の先生と協力しながら実習することができます。ここで
は合格あるいは不合格という、学校での評価を受けます。なぜかというと、このブロックにおい
て「あなたは適性がある・適性がない」ということを伝えるからです。先生になる方がいいのか、
ならない方がいいのかという情報が与えられるわけです。
　さらに学生の活動は続き、最終 Block�Practice で独立した先生になれるかということです。3
回の訪問をして、さらにはっきりとしたグレードを付けます。そして、単位がとれているかどう
かが分かります。またクラスでの観察もされるわけですが、それは単に評価だけではありません。
このシステムにおいては、先ほどケラー先生もお話になったと思うのですが、まずポートフォリ
オを出さなければなりません。いろいろな助言を受けながら、実習記録などを付けて提出し、自
分のポートフォリオに対しての省察も行います。自分でそれを反省し、また自分が専門家として
育ったかも判断します。そして、最終的に合格・不合格という判断をされるという構成になって
います。
　また、ここではアウトカムベースということで結果重視ということも述べました。結果を非常
に重視しています。一般的な教師力のフレームワークということで、新任の最初の段階では実際
にどういうものが必要かを教えるわけです。また、大体 10 人ぐらいの諮問委員会で検討するこ
とになります。このようにして一般的な教師力のフレームワークを常に見ているということです。

　2年後には、別のセットの Generic�Teacher�Competencies�Framework というものが出てく
ると思います。そして , 大学レベルで一般的な意図された学習成果が出ているかどうか、そし
てまた学科レベルでの評価も行います。ここにあるのは GILOs と呼ばれていますが、Generic�
learning�Outcomes ということで、香港全体の要件とされているものです。ここに書かれている
いろいろな要件は、非常に言葉としても素晴らしい、いいやり方ではあり、一般的な形でもあり
ます。

　それに対してCommon�PILOs と呼ばれるものは Intended�Outcomes ということで、やはり意
図された結果を得ているかどうか。そしてまたここでは現場での経験があるか、教職としての専
門的な能力・デザイン力があるかどうか、学習教材の能力や知識があるか、情報に基づいた、形
式としてもきちんとした全体的な評価ができるかということが評価されます。学生はやはりそれ
を示さなくてはいけません。その学習スタイル、また学生にそのニーズに応えていく力を要請し
ています。

　今朝の話にも出たと思うのですが、日本、香港、韓国においていろいろな取り組みがあります
が、いずれにしてもわれわれが直面しているのは、学生のニーズあるいは生徒の多様性だと思い
ます。それはめまぐるしく変化する社会、環境の中で当然のことでもあります。従って、生徒の
多様性にどう応えるかを学生としても理解すべきだということです。また専門職としての教職に
就くための準備として、学生は責任について理解していなくてはいけません。ローカルコミュニ
ティー、グローバルな社会に対しての自分の力・観察力がなければいけません。それに対しいい
関係が描けるかどうかは能力次第でもあります。また継続的に自分たちの学習能力を高め、自分
の資質を磨けるかどうかが重要です。
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　このようなことが実施されているわけですが、私どもはハンドブックにデータとしてまとめ、
それを伝えています。当事者としてかかわっている実習生、スーパーバイザー、監督、先生たち
にも伝えます。サポーティングティーチャーというのは、その科目で実習生がスキルを磨くサポー
トをする先生です。また、リンクティーチャーは実習校の副校長が多いです。どういう責任を担
うかがハンドブックのField�Experience（現場経験）の中に描かれています。まず実習生は実践
をするわけですが、これらの情報を全て活用することが重要です。さまざまな関係者からの情報
があるので、自分の自己反省にも使えます。アカデミック、スーパーバイザーリポートもあるし、
サポートティーチャー、スクールリポートもあります。さまざまな観点から、いろいろな意見が
出てくるでしょう。実習生に何が求められているのかを考えるということが重要です。

　評価も重要です。実習生についてはより良い学習ができるように、さらに専門性を高めるよう
にということで、授業カンファレンスと呼ばれるものも行っています。スーパーバイザーと呼ば
れる監督は、関係者からの情報を伝えてから評価します。また、ミーティングをアレンジします。
サポーティングティーチャーとの間の授業カンファレンスも、最初にその情報を伝えてから実施
するということです。アカデミックアドバイザーも出席し、ディスカッションに参加します。授
業、クラス、省察について意見を仰ぎます。「こういう合理的な考え方があるから、実習生はこ
ういうことを考えてほしいのだ」という意見が出ます。
　実習の後は授業後カンファレンスが行われます。この会議においては単にアカデミックスー
パーバイザーと実習生だけということもあるのですが、話をした後でサポートティーチャーも含
めた三者のカンファレンスを行います。学校の中で、実習生が自分の実習能力をどう磨いていっ
たかということを話せるようにするのです。さまざまな当事者がかかわって、その中で効果的に
ディスカッションが行われます。

　このようなことをしているのですが、学校の運営の仕方、学校の協力が重要だということが分
かります。コーディネーションをされているかということです。

　パートナーシップについて、Field�Experience�Office もかかわっています。香港の重要な学校
と協定を結んでいます。地元教員へのサポートとして、メンターを育成するということを行って
います。それにより、さらに実習生について理解してもらえるだろうということです。また、メ
ンターを育成することによって、学校で働いているシニアの先生たちも、いかにすれば自分たち
より若い人たちの能力向上に貢献できるのかということが分かるわけです。
　さらにサポートティーチャーのためにラーニングスタディーについて、研究をしています。こ
こではレッスンスタディーと呼ばれていますが、実習がより効果的に行われるための 14 のプロ
ジェクトがあります。学校に対しては政府から 100 万ドル以上の資金も得て、過去 5年間実施さ
れていました。イニシアティブな取り組みになったわけですが、すべて詳細にはお伝えすること
はできないと思います。

　ここで特に強調したい点があります。学生がさらに資質を磨くということは、単に大学だけの
仕事に限られないということです。つまり、学校もかかわってもらわなければいけない、学校の
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協力の下にということだと思います。つまりこれは大学だけではなくて、学校も含むコミュニ
ティー全体の仕事なのだということです。そのために時々に応じてこのような情報やアドバイス
を得るためにミーティングを組んでいます。研修を行ったり、さまざまな組織化された活動もさ
れています。いろいろな組織がそこに関係しており、学生もそこに入ります。そしてプログラム
がより良く、目に見える形で理解してもらえるようにしていきます。

　スポンサーとなっている学校の組織も非常に重要です。既にわが学院においては協力関係の協
定があります。昨年調印されたわけですが、香港の学校の大体 4分の 1が加盟している重要なス
クールスポンサー組織の四つのグループに対して、継続的な活動がおこなわれています。いろい
ろな組織されたフォーラムがあり、そこでは副校長あるいは教頭がいます。また、いろいろな見
本市あるいはエグジビションもしています。香港において協力をベースにすることによって、教
育の遺産が受け継がれ、新しい世代の教員の資質の向上を願ってのことです。

　いろいろお伝えしましたが、香港の取り組みを皆様方に明確にお伝えできれば幸いです。ご質
問があればぜひ後ほどお願いしたいと思います。ご質問をぜひ受けたいと思いますし、われわれ
のプログラムで作っているものに対して皆さま方のご意見を拝聴したいと思います。どうもあり
がとうございました。
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　皆さま、こんにちは。非常に面白い話を僧侶から聞いたことがあります。講話をなかなか聞い
てくれないのは、楽しくないからだ、短ければ聞いてくれるのだと。最後まで聞いてもらうため
には、楽しく、短くしなければいけない、そして、主要
なポイントを押さえなければいけないということでし
た。もう一つ、最後の重要なポイントは、心を打つもの
でなければいけないということです。キリストであって
も、この四つのポイントを押さえるのは難しいだろうと
おっしゃっていましたが、この四つのポイントをできる
だけおさえて、皆さまに私の話を聞いていただけるよう
に努力したいと思います。　　　　　　　�　　　　
（以下、スライド併用）

　今日は、韓国のケースをご紹介します。二つの資料を用意しました。パワーポイントのスライ
ドと文章があります。そして、もう一つ追加資料をお配りしています。たくさんの資料をお配り
した理由は、私の話の中で韓国のシステムを紹介するだけではなくて、私の考え方について国際
的な学者の皆さまと対話をしたいと考えたからです。従って、詳しい内容に関しては、お配りし
た資料を参照していただきたいと思います。私のお話の主な内容は、皆さまとの考え方の交流を
行うということです。今日の話の内容ですが、簡単に、韓国の制度についてお話をさせていただ
きます。

　ここでは、韓国の小学校の先生の教育制度、そして GNUE（光州教育大学校）という私の大
学の教育制度についてお話をさせていただきたいと思っています。
　今朝、韓国の大まかな概要についてもご紹介がありました。韓国には二つのシステムがあり
ます。幼稚園と中学校と高校の先生のための教育があります。これは総合大学で、School�of�
Educationという英語になっています。これは、私の大学のような国立の教員養成大学とは異なっ
ています。教員養成大学は韓国に 11 校あります。入学試験は非常に厳しく、優秀な生徒だけを
集めています。十分な能力を持っている人たちしか入学することができません。ということで、
われわれの教員養成制度は非常に成功を収めています。非常に優秀な高校生しか入試に挑みませ
んし、また、入学試験も非常に厳しいものになっています。
　なぜそれほど厳しい狭い門なのかということですが、1人当たり GDP比で言うと、教員の給
与はとても高いのです。そして、韓国で最も長い休暇を取ることができる職種が教員です。また、
退職年金も非常に良く、62 歳で退職すると、非常に高い年金が政府から支払われます。従って、
高校を卒業して、教員養成大学に入学することができれば、死ぬまで政府のお世話になることが

報告 3　「韓国の教員教育プログラム～
光州教育大学（GNUE）の事例～」

光州教育大学校（韓国）　学長　朴
パク

　　南
ナム

基
ギ
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できるわけです。非常に条件がいいのです。
　韓国では昨年、高校卒業生の調査を行いました。最も人気のある職種は、やはり教員でした。
ということで、非常に優秀な先生を集めることができます。しかし、私どものような教員養成大
学は小学校の先生だけを対象としています。幼稚園や中学校、高校の先生はオープンシステムに
なっており、総合大学の教育課程を受けます。ですから、入学した人がすべて教員になるわけで
はなく、実際教員になる人は数パーセントです。また、トレーニングプログラムや教授陣や管理
システム、文化、施設、設備などが非常に整っています。
　今日は、教員養成制度とそのカリキュラムについてお話ししますが、一つ重要なポイントは、
隠れたカリキュラムがあるということです。将来先生となる学生を教えるときには、その先生た
ちに立派な先生になってもらおうと思って、一生懸命やりますので、私たちが教えていることで
ある程度貢献できているのでしょう。しかしながら、意識するものと意識下にあるものがありま
す。意識下にあるものが 90％、意識されているものが 10％であると言われています。同じよう
にカリキュラムは 10％でしょう。大学教育の隠れたカリキュラムが 90％で、それを合わせて素
晴らしい先生を養成することができるわけです。そして、もう一つは採用システムです。オン・ザ・
ジョブ・トレーニングということに関してお話をさせていただきたいと思っています。

　韓国の教員養成システムに関して、われわれの国立の教員養成大学にはたくさんの強みがあり
ます。しかしながら、弱点もあります。というのは、その他の教員養成大学との競争がありませ
ん。それはこのシステムをわれわれが独占しているということで、他者との競争があまりないか
らです。そして、危機的な課題もあります。例えば、出生率が下がっていることに伴い、教員の
需要が減っています。つまりは、教員養成大学における入学者の数も減るということです。
　政府が教員養成大学の入学者の数をコントロールしています。私どもの大学の昨年の入学者は
600 人でしたが、今年は 360 人に減っています。昨年までに政府は、私たちがほかの国立の総合
大学と教員養成大学が合併、あるいは統合するようにということを勧告してきました。それに対
してわれわれはいろいろな議論をしました。詳しく後で述べたいと思います。そしてクローズド
システム、オープンシステムということに関しては、違う観点から見ていきたいと思っています。
　専門家は二つの方法で養成することができます。一つはクローズドシステムです。これは従来
の専門家を養成する方法です。これがうまくいくのは、需給関係がうまくバランスが取れたとき
です。クローズドシステムにおいては、供給過剰になると、システム自身が破たんしてしまいま
す。つまり、学生が先生になるということで、明るい未来あるいは可能性というものを見いだす
ことができれば、このシステムはうまくいくわけです。そして、入学者のほとんどが、実際に教
員という専門家になるということが保障されていなければなりません。このほか、医学部、アメ
リカの法学部、あるいは警察学校や防衛大学などのようなところもクローズドシステムです。こ
れらの大学の卒業生は専門家になることができるので、大学に入るためにかなり厳しい選抜が行
われます。そして、教育に焦点を当てるだけではなく、献身的であるということ、仕事に対して
の熱意があるということが非常に重要な条件となっています。
　ここでもやはり文書化されたカリキュラムだけではない隠れたカリキュラムが重要です。隠れ
たカリキュラムがあって、初めてクローズドシステムで優れた専門家を養成することができるわ
けです。いくら優秀な学生を集めたとしても、われわれのカリキュラムが優れていなければうま
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くいきません。従って、クローズドシステムにおいては、需給関係が非常に良くなければなりま
せん。何人かはドロップアウトしますから、需要よりも供給の方が少しだけ多い方がいいわけで
す。そして、仕事そのものが魅力的でなければ、優秀な学生が集まりません。
　そして、オープンシステムというシステムがあります。これは日本のやり方です。韓国の法学
部もそうでした。弁護士になりたいときは、国家試験を受けなければなりません。国家試験に通
過して初めて弁護士になることができます。商業高校を卒業して、法科試験に合格して弁護士に
なったのが、元のわれわれの大統領です。このように誰でもプログラムを終えて国家試験に合格
すれば、弁護士になることができます。オープンシステムであれば、雇用した後にさらに教育を
施すこともできます。韓国、日本、台湾などは、こういったオープンシステムを教員養成システ
ムに採用しています。しかしながら、そうすると、集約的にコースを計画することができません。
というのは、入学者のうちほんの半分ぐらいしか、実際に教員になることができないからです。
　韓国の場合、中高の先生になるために教育課程を設けている総合大学での学生の 20％しか、
実際に先生になりません。そして、これらの専門家はほとんどが文学部です。数学科は少し異なっ
ています。数学の専攻をしている人と、文学系を専攻していて付加的に数学を勉強する人とは、
受ける数学教育が少し異なっています。同じように集中的に教員養成の教育を受けた場合と、そ
うでない場合も異なっていることになります。学生によっては、総合大学で教員になろうとして
いる人たちは教員になる確率は低いのだから、そんなに厳しくしないでくれという人もいます。
そういった人たちの中には、教員免許は、例えば運転免許のように、また免許を一つ取っておこ
うといったレベルの意識しかない場合もあるわけです。従って、このオープンシステムでは、教
育内容を管理するのが非常に難しいわけです。従って、オープンシステムで教育を受けた教員を
採用した場合は、オン・ザ・ジョブ・トレーニングで 6カ月〜 1年間、集中的に教育をしていか
なければ、うまくいきません。

　ということで、韓国でも両方のシステムがあるわけですが、後者の方はなかなかうまくいって
いません。小学校の先生の養成は教員養成大学で行われていて、ほとんどの入学生が実際の教員
になっています。そして一生を保証されているという状況にあります。しかしながら、危機的な
状況もあります。というのは、政府の政策が変更されたからです。
　お配りしたもう一つの資料をご覧ください。次のページを見てください。覚え書きのコピーが
あります。この覚え書きには二つの大学しか記されていませんが、11 の教員養成大学が教育科
学技術部との間に覚え書きを交わしています。今年から、教育大学の発展、開発のために、教育
科学技術部は大きく政策を変えるということです。11 の教員養成大学があるわけですが、その
学長、教育委員会、教授の代表、政府の代表、同窓会の代表などが集まって、20 名で発展委員
会というものが政府により設立されました。この教員養成大学の発展のために、この 20 名から
成る発展委員会がいろいろな施策を講じていくことになります。これが今年から始まります。
　この発展委員会でこれからいろいろなことが行われます。教育大学の教育内容のエンパワーメ
ントとそのグローバル化を図っていきます。例えば、すべての学生は少なくとも1回は海外に行っ
て、海外での教員養成のプログラムに参加するチャンスを与えられます。さらにPh.Dプログラム、
つまり、博士号のプログラムが用意されます。今までは修士号のプログラムしかありませんでし
たが、来年から博士号が提供されます。そして、これは教授陣から抵抗があるかもしれませんが、
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それを克服し、今までは大学長は教授によって選挙されていたものを、これからは委員会制度で
大学長が定まるというシステムになるということです。
　従って、一時は教員養成大学が少し下降線をたどっていましたが、教育科学技術部からより多
くの財政的な支援も受けることができるということで、また上昇気流に乗りつつあるということ
です。　
　この変化する時代においての学校や先生の役割に関しては、私の論文の中に詳細な情報が書か
れていますので、ご参照ください。グローバル化のために準備をする学生を動機付ける、そして、
大学との調整を取る等々があります。また、次のようなカリキュラムの構成についても述べてい
ますが、これについては少しご説明していきたいと思います。
　このカリキュラムは英語に翻訳されたことはありません。これが初めての試みです。これは皆
さまにとって有用な文書になるのではないかと思います。2人に英訳を頼みましたので、表や文
章の部分で使われている用語が少し異なっている場合があります。P137 を見てください。そこ
には一般科目の単位があり、そこにいろいろなカリキュラムに関しての詳細な説明があると思い
ます。これについてはもう少し後でお話をします。
　まず、一般的な目標などについてお話しさせていただきます。論文の中では P126 です。P126
の論文のページに、一般的な目標、そしてカリキュラム構成のルールがあります。この一般的な
目標は世界で同じだと思いますが、カリキュラム構成のルールにはどういった違いがあるかとい
うことです。お互いのベンチマーキングをやっています。韓国、日本から出るものはすべて、共
有インターネットで情報交換やコピーができます。オリジナルはどちらか？というような時代に
なっています。
　われわれの大学のカリキュラムは、小学校の先生が、この開かれた社会やオープンエデュケー
ションなど 21 世紀で必要とされる強い能力、そして非常に洗練された能力を持つことができる
ように考えられています。そして、この目的に合うように学生たちを導いていくのが大学の役割
です。そして、学生たちは適切な教師のイメージを持つことになります。それは、人生に対して
健全なイメージを持って、教育の価値を確信することです。学生はまた必要な資格や能力を培い、
そしてこの開かれた社会、オープンエデュケーションを受け入れていかなければいけないという
ことです。そして、また、こういったグローバル化や 21 世紀の情報化に適切に、そして効率よ
く対応できる能力を持たねばなりません。そしてまた、さらには専門教科については特殊な知識
を持ち、いろいろな教育の技術を持つことによって、全人的な児童の発育を促すということです。

　韓国の国立大学のプログラムは、非常に複雑で厳しい
ものです。先ほど表を見せましたが、学生は 145 単位
取らねばなりません。時間で言うと、1単位が 1時間と
いうわけではありません。1単位が 1週間に 2時間を意
味するときもあります。ということで、4年間に学生は
162 の単位を取らねばならないときもあります。145 と
は言っていますが、時間単位で言えば 162 に相当するだ
けのものを学習せねばならないときもあります。4年間
に、多数の科目の多数のコースを取らねばならないこと
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になります。教授が冗談で、「私どもの大学の学生たちが失敗すれば、われわれはパスできない」
と言っていました。もし学生たちがうまくいかなければ、われわれ自身が困ることになるという
ことです。それは、すべての人間の歴史の中で培われた知識を、4年間の間に学習することも同
義であるということです。　　　　　　　　　�
　学生たちは小学校で教えるすべての科目を教えることができるようになります。経済、ダンス、
料理、裁縫、造園なども教えることができるし、いろいろな知識ベースの科目も教えるようにな
ります。この負担は非常に大きなものですので、近い将来にはそれを少し減らそうと思っていま
す。時間的にも内容的にも減少させようと思っていますが、われわれが確信しているのは、現在、
このような分野をまたぐ、あるいは幾つかの科目を統合したような学際的なアプローチがどうし
ても必要だということです。教師が教える能力を持つためには、ある科目を統合して教えざるを
得ません。あるいはまた学際的なアプローチを取らざるを得ないということで、いろいろな違っ
た分野の知識が必要なのです。そういった場合にのみ初めて生徒を正しく指導することができま
す。それでもやはり、この負担は重過ぎるとは感じています。

　次に、カリキュラムの組織立てと単位です。P137 にカリキュラムの表があります。たくさん
のコースについて書いてあります。一般教育課程がこのようにあります。先生になるために勉強
しなければならない人文科学、自然科学です。それから専門科目が続きます。専門教科課程で、
教育理論などです。一般教育課程では必須としているものと選択科目がありますが、必須には二
つの科目があります。それぞれの科目の詳細を見ると、科目ごとの単位が書いてあります。そし
て、どの学期にそれを取れるかが書いてあります。合計で 28 単位です。
　選択科目にくると、四つの分野にまたがっています。一つは外国語、言語学、文学です。2番
目が人文社会科学。3番目が自然科学、4番目が芸術です。学生は、少なくとも一つ、科目ごと
に 2単位ずつ選んでいく、これが一般教育課程です。
　次のページは専門教科課程です。教育理論Ⅰ、教育理論Ⅱがあります。これは必須と選択があ
ります。科目としては、教育の歴史哲学的な理解、社会的な理解、教育心理学、学校ガイダンス
などがあります。また、選択科目もあります。
　必須となっているのが、特別なニーズを持つ子どもたちを理解するための教科です。午前のス
ピーカーの方もおっしゃいましたが、特別な教育のニーズが高まってきていますが、それは韓国
でも同じです。今年から政府に特別支援教育のコースを開講するように求められたので、そういっ
たコースを開講しています。小学校の先生になる人は、少なくとも数単位はそのコースから取ら
ねばならないようになっています。
　ホームルーム担当教師にとって大きな問題は、クラスに何人か、特別支援学級にいた方がいい
生徒、いわゆるADHDなどの子どもがいるということです。そういった児童の教育にたくさん
のエネルギーを費やさねばならないのが現実です。そこで、3番目の分野として、特別支援教科
を作っています。そして課外活動があります。必須の科目を見ていくと、11 の違った科目が並
んでいます。すべての学生はこれらを取らねばなりません。韓国語の教育など、いろいろありま
すが、これを学ぶことによっていろいろな科目を教えることができるようになります。特に、遠
隔地あるいは離島の学校で教える場合、先生の数は少ないですから、1人の先生がすべての科目
を教える、あるいはすべての生徒たちを担当するということになれば、こういったいろいろな科
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目を学んでいないと、教えることは不可能です。
　また、いろいろな課外活動があります。教師は、体育や芸術のうち一つの分野の専門性を持っ
ていなければいけません。それからまた特別な教育課程での実習をし、認証を得て、そして最後
に卒論を書くことが必要になります。
　実習について少しお話をしたいと思います。実習は、文章資料で言うと P129 になると思いま
す。私たちの大学には10の実習があります。1年生の場合には観察のための実習。2年生になると、
2週間にわたる教室の管理に関する実習。そして、3年生になると、6週間の教育実習があります。
それに加えてもう一つ、遠隔地での実習があります。遠隔地の学校に行っていただいて、そこで
実習を経験することを試みています。それからまた、実験校というものがあり、そこでは非常に
集中的なプログラムを行っています。

　次にTSEQS のお話をしたいと思います。TSEQS における実習は、非常に実践的なものです。
今回初めてこの文章を英語に直しましたが、われわれの大学の指導力の詳細については英語で見
ていただければと思います。このシステムを作ったのは、将来の教師の指導力を高め、計画作り
の能力を強くし、指導技能の標準的な評価を行うためです。そしてまた、この教員採用試験の準
備をするためでもあります。午前の話にもありましたが、韓国では中央政府が全国的な教員採用
試験をします。16 の地方で同じ日に試験を受けます。数日後に面接が行われます。このプロセ
スが数日間のうちに行われますが、何千もの受験生がいますので、効率の良い試験システムが必
要です。このようなデータをもって教員採用試験に臨むことができるように、まとめたものです。
詳細が載っています。
　ここで述べていないことが一つあります。われわれの大学の EPP です。E-Process�Portfolio
と言います。コンピューターシステムも持っています。例えば、学生がこういった特別な講義に
出席した場合、読み取り機があって、学生IDカードを持って入っていくと、それがわれわれのメー
ンコンピューターに送られ、そこで記録されます。4年たつ頃には、学生たちの活動などがすべ
てシステムの中に記録されています。このE-Process�Portfolio を政府、地域のトップに提出する
ことで、この学生はいい学生だから欲しい、この人は要らないなどという判断ができるわけです。
時間が限られているので、このシステムを使うことにしました。これは、奈良教育大学から学ん
だものです。皆さんがそれを計画しているときに、われわれはもうそれを開発してしまいました。
　こういったようないろいろなプロセスを使うことによって最善の教師を作り上げようと思って
いますが、それでもやはり問題はあります。韓国の政府は特別な大学の教育で小学校の教師を養
成しようとしていますが、それがうまくいけば、中央政
府はそれ以外の教師の訓練プログラムをオープンにして
いきたいと思っているようです。もしうまくいかなけれ
ば、政府はもう一度政策を変えるでしょう。ですので、
今はまだ実験段階です。
　しかし、1点私が確信していること、全員が確信して
いると思うことは、教員の養成は、例えば医師のような
システムでも無理だということです。非常に高いレベル
の医師が欲しいときに、医師のシステムをオープンにす
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ることは考えられますか。例えばミリタリーアカデミーをオープンシステムにするなどというこ
とが想像できますか。50％の卒業生のみがオフィサーになれるというのなら、一体誰が行くでしょ
うか。オフィサーになれないのなら行かないと思うのです。ですから、小学校教員養成のシステ
ムは、韓国でそのようになっているわけです。それを修了しても先生になれないということは、
学んだことがほとんど無駄になります。ほかの会社に雇われることはできません。それをやはり
コアシステムにしていきたいのです。今申し上げているような隠れたカリキュラムがあるので、
やはり、政府にはそこをサポートしていただきたいと思っています。もし、われわれが成功すれ
ば、日本の政府がわれわれの政策をまねるかもしれませんが、それは分かりません。ありがとう
ございました。
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　奈良教育大学を代表して、「奈良教育大学における教職科目の展開について」ということで、
このシンポジウムを行う基になっているプロジェクトの在り方についてご説明したいと思いま
す。また、それとともに、そもそも教師力とはどういうことか。それから今朝、教員養成企画室
長の今井さんから報告していただいたように、国レベル
でも、教員養成に関しては質保証が非常に大切だと言わ
れているとともに、高度化が議論になっています。香港
や韓国では、既に博士課程の設置がされたり、構想され
たりしていますが、日本においては修士課程レベル、マ
スターコースをどういうふうに取り入れていくのかとい
うところです。その在り方も含めて、今日はこの後の討
論でも、話題になってくるかと思っています。

（以下、スライド併用）

　私の方からは、追加資料としてモノクロの資料が出ていますので、ご覧ください。「はじめに」
の「学部改組とのかかわり」というところを追加させていただきました。本学は、1966 年に奈
良学芸大学から奈良教育大学へ名称変更しています。この時期、全国的に名称を変更しているケー
スが多いわけですが、その後、1971 年に、当初は 195 名であった学生定員を 295 名に増やして、
その後、1995 年辺りから新課程の設置を始めています。日本の方々は皆ご存じのように、教員
養成部分を減らして、いわゆるジェネラルエデュケーション、一般的な教養、あるいは特色ある
教育を展開していくということで、教育学部も様変わりしてきました。

　1999 年からは、それがさらに進んで、本学の場合は、学生定員 255 名のところを、教員養成
課程は半分の 130 名、教員養成を目標としない総合教育課程は 125 名と変わってきています。し
かし、2000 年半ばごろから、今井室長の報告にもありましたが、50 代を中心とする大量退職の
時代を迎えて教員の需要が伸びてきたという背景を受けて採用が増えたので、2006 年に総合教
育課程から 50 名を呼び戻して、教員養成課程を 180 名の体制にしました。

　しかし、このように数を入れ替える中で、教員養成の質保証について、部分的に変更はありま
したが、カリキュラムが変わったのかというと、そうではありません。これは現行のシステムで
すが、この間に、教員養成大学として何が大切なのかを考えていかないと駄目だろうというとこ
ろが議論されてきました。それが改組の背景にある 1番目の高度専門職業人養成の観点です。と
りわけ本学の役割は何かをきちんと考えていかなければいけないということです。また、今井室
長が言われていた、わが国の高等教育の将来像も踏まえながら、教員養成大学として、今後どう

報告 4　「奈良教育大学における教職科目の展開について」

奈良教育大学　理事・副学長（教育担当）　生　田　周　二
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いう教員を養成していくのかが問われてきていると思います。
　2番目の第2期中期目標計画は2010年〜 2015年の 6年間の計画ですが、その計画の中でも、「必
要に応じて教員養成課程および教育組織の再編を行う」と書いてあります。それとともに、「数
値目標として教員就職率 60％以上を目指す」ということです。本学の場合、教員養成課程の学
生は現在 180 名ですが、約 7割が教員採用にトライして、7割が正規採用あるいは臨時雇用で採
用されています。それから 12 〜 13％が大学院に進学し、マスターコースへ行っています。これ
以外にも、福祉分野の保育士のコースもあり、そこには保育士免許も取れますので、保育士になっ
ている方も 2〜 3％います。このように、いろいろな形で教育関係の職に就いている方は、大学
院進学や保育士も入れると 8割以上になるわけです。そういうもことも含めて、どういう形で日
本全体あるいは奈良県の教員養成に貢献していくのかを考えることが大切だと思います。
　3番目に、奈良教育大学として養成できる適正規模は何人ぐらいなのかということで、地域の
ニーズ、採用状況も踏まえて試算すると、217 〜 315 名の範囲であろうということです。これは
第 2期、第 3期の中期目標計画期間中の、ほぼ 2020 年代半ばぐらいまでの試算ですが、これも
踏まえながら、学部改組、教員養成の在り方を考えていこうとしています。
　4番目に教員配置ということで考えてみると、2004 年に、大学法人というコーポレーションに
なって、運営費交付金が支給されるようになりました。本学の場合、大学全体の経費の 7割が運
営費交付金ですが、それがいろいろな形で人件費の抑制に影響してきています。運営費交付金も
毎年1％程度削減されてきていますので、当初、120名ほどいた教員数も、110名程度になっていて、
この 8年間で 10 名ほど減っています。そういうところで、大学のファカルティーが果たすべき
役割もきちんと見据えながら、大学改革をしていかなければいけないということでの改組になっ
ています。

　本プロジェクトに関しては、2番目の質保証のための教員養成システムの確立、教員養成プロ
グラムをどう作っていくかが大きな課題としてあって、それが 1番目の高度専門職業人の養成、
個性化、特色化にも大きく貢献していくことになるのではないかと思います。

　改組の方向性としてはいろいろありますが、トップにありますように、総合教育課程を廃止す
る。それから、四つ目にある実習を含めて、大学が教員養成に責任を持つ体制をきちんと取って
いく。それから、先ほどの韓国の朴学長の報告にもありましたが、いろいろなフィールド実習を
多様な形で組み入れて、スクールサポーターの経験や、実習の重要性をさらに大切にしていくと
いうことなどがあります。

　それを踏まえて、2015 年までのところで今考えているのは、3段ロケット構想というものです。
第 1段目のところでは、改組の方向性を確認するとともに、いろいろな形で教育実践センター等
のセンター再編をしたこと。2段目は現在ですが、学部再編とカリキュラム整備をしていく。こ
れについてはより詳しく、後で申し述べます。第3段階は、来年度以降に本格的に取り組みますが、
「Tモデル構想」というものです。Tというモデルを作って、それを中心に高度化、学部、大学
院の連携、再編を考えていこうとしています。これは 2015 年までのところで、来年度から取り
組んでいきたいと考えています。
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　そのTとは、画面にある赤い部分ですが、いわゆるマスターコースにある専門職学位課程と
大学院修士課程を横の線でつないで、下にある学士課程との連携を図っていく。それによって、
学部でやっている成果を教職大学院や大学院修士課程のところとの連携を取りながら、この大学
としての高度化のモデル作りをやっていきたいということです。学生の養成が真ん中に大きく
あって、両端にある附属学校部、幼稚園、小学校、中学校が実習や研究を中心にサポートし、一
番右側の教育研究支援機構というもの、これはいろいろなセンターの集まりですが、それが教育
実習の在り方や理数教育、特別支援教育、自然環境教育などのスペシャルなニーズに基づく対応
をしていくというシステムを整備してきました。来年度からはこのTモデルを中心に、高度化
の在り方を考えていこうとしています。

　2012 年から先ほど言いました学部改組を行い、この表にあるように、新しく教育発達専攻、
教科教育専攻、伝統文化教育専攻という三つの専攻の下に、それぞれ教育学をはじめとする教育
発達に関連する専修を設けます。それから教科教育は、国語以下英語までの教科、それから伝統
文化は書道と文化遺産をこういう形で整理し、教科教育の中に初等教育履修分野、中等教育履修
分野を置きました。入学定員を見てもらうと分かりますが、全体が 255 名の体制で、それぞれい
ろいろな入試方法がありますので、2月 25 日に前期日程の試験があり、3月には後期日程があり
ます。また、既に済んだ一般推薦、地域推薦、帰国生徒の特別選抜等々の定員配置もこういう形
でやらせていただきました。

　それぞれ教育実習等々もやるわけですが、どういう免許を取っていくかということで分けたの
がこの表です。幼稚園主免が 13、小学校主免が 126、特別支援主免が 12、中学校主免が 89、高
校書道主免が 15 で、全体として 255 名になっています。これは、附属学校・園での教育実習に
対応できる定員等も考えながら、こういう人員配置にしていますが、これらの学生育成は大学学
部、附属学校、センターが一体となって教員養成に当たっていこうとするという意味での全学体
制での取り組みでもあります。

　先ほど、朴先生のお話でも出てきたカリキュラムですが、本学の場合、共通科目として教養科
目や外国語があります。また、本学の特徴として、板書実践指導というものがあります。チョー
クの使い方や、授業の中で黒板の文字をとおして具体的に子どもたちにどういうことを伝えてい
きたいのかという、技術的なものを高めていこうとするものです。このほかに、教職科目につい
ては後で説明しますが、46 単位あります。それから教
科等専門科目ということで、これが小学校教科科目です。
これは必修部分が国語、社会、算数、理科で、選択は生
活、音楽以下のところで 4単位を取っていくという仕組
みです。それから、小学校外国語活動への対応、実技系
の力を伸ばす初等教科実践指導、それと、教科にかかわ
る実践基礎演習も置いています。

　これは国語の方の専修のものですが、全体として 134
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単位を4年間で取らなければいけません。単位数や単位の考え方についても、また後のディスカッ
ションでいろいろ議論できればと思います。　　　　　　　　�

　このような流れの中で、今、学部改組をやる上で、この教師力モデル開発プロジェクトが非常
に大きな役割を果たしたと思っています。これは、先ほどからお示ししている教職専門科目と教
育実習科目の再編体系化をやらないと、教員養成の質保証にはならないだろうということで方向
付けて進めてきました。具体的な成果目標として、3年間でやらなければいけないこととしては、
先ほどのカリキュラムで示したような教職専門科目の体系化、2番目に教育実習科目の整備、3
番目に学生の教師力の涵養となっています。すなわち、教科の教師ということだけではなく、学
校全体の在り方も含めて、そこから学んでいく、そのための教師という位置付けです。
　ケラーさんの報告の中でも「学校から、学校について、学校のために」という三つの枠組みが
示されていましたが、そういうものを本学としてどういう形で組み立てていくのかが考えどころ
であると思います。

　先ほどから述べていますことは、本学の教員養成課程における、コアとなる教職科目の体系に
系統性がないという問題や、教育実習との往還性、インタラクションが少ないという問題等々へ
の対応です。これはいろいろな活動をしている様子です。

　本学には、Cuffet というカリキュラムフレームワークがあります。その最初が「学校教育の課
題把握」で、学校教育の中で何を考えなければいけないのか。教育行政的な面もありますし、子
どもが抱えているいろいろな問題も含めて、人権という観点から考えていく必要性もあります。
そういうことについて、基本的なことを教育学、心理学、特別支援教育、幼年教育等の知見から
考えていくということです。
　2番目が、「教科・領域に関する基礎的知識と教育実践への具体化」です。これは、それぞれ
の教科の中で何を大切にしなければいけないかという教科専門にかかわることですが、国語、社
会、理科等々の専門知識の在り方も含めて、それを組み立てていくということです。
　3番目が「情報活用能力」です。これは ICT活用です。香港でも言われているような力をど
う付けていくのか、具体化していくのかというところです。
　4番目には「授業力」を、学習設計、学習指導、学習評価という三つの側面から考えていこう
ということです。
　5番目が、「児童・生徒理解と教育実践への具体化」です。これは、子ども理解を中心にしながら、
子どもを支援していく、発達を援助していくとはどういうことかを具体的に考えていこうとする
ものです。
　6番目が「学校と地域社会との連携」で、学校はいろいろな形で地域と結び付いて運営されて
いるので、その在り方や地域社会の中での学校の役割について深めていくことです。
　7番目は「職能成長」ということで、自分自身のスキルアップも含めて、教職とは何か、教師
力とは何かなどを考えながらこれらをさらに伸ばしていくものでもあります。

　教師力サポートオフィスではこのような図を描いていますが、これについては省略します。特
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に海外のゲストの方は、袋の中の英語版パンフレットに同じ図がありますので、そちらを見てい
ただければと思います。

　元の図に基づいて、このような曼荼羅のような図も作りながら構想したものが、いろいろな形
で実現してきました。
　一つ、今考えているのは、先ほどの朴学長の報告にもありましたが、ルーブリックの左端のラ
インが、先ほど紹介したカリキュラムフレームワークの 1〜 7番となります。上の横のラインは、
育成中、実習前にどういう力を付けていかないといけないのか、実習中、実習後はどういう力を
付けなければいけないのか。それから標準レベル、卒業のときにはどういう力を付けていないと
いけないのか。卓越、エクセレントというのはどういう状況をいうのかを、それぞれ示していま
す。青のラインがカリキュラムフレームワークですが、横のところで発展するとはどういうこと
なのか、それを伸ばしていくとはどういうことなのかを、ルーブリックとして今検討中です。ま
だこれについては発展途上で、来年度もう少しきちんと考えなければいけないと思っています。

　例えば教師としての力が問われるものとして、ケースメソッドということをやっています。「教
室からの飛び出し」というものを例に挙げます。①に記載されている事例に対して、②でどうい
う認識、アクノリッジメントを持っていなければいけないのか。そして、③で、あなたならどう
行動するかということになります。こういうケースメソッドをしながら、教師にとって必要な力
は段階としてどうなのか、実習前にはどういう力を付けていかなければいけないのか。実習中に
はどういうことが求められて、卒業のときにはどういうことが分かっていて、どういうことがで
きなければいけないのか。ルーブリックの整備としてこのようなことを整理していく作業があり
ます。

　教職科目のカリキュラムについてですが、これは現行のカリキュラムと 24 年度からのカリキュ
ラムです。問題に感じたのは、特にこの1回生のところです。1回生の前期は実習部分が全くなく、
3回生後半の 4週間実習までのところが結構空いているのが、私自身でも問題だと感じています。
それから、こちらの教育心理学から始まる教職関係の科目が、2回生後半のところに非常にたく
さん置かれています。こういう系統性の問題を整理して、プロジェクトの成果も受けて整理した
というところです。
　真ん中にあるのが実習系の部分です。初年次教育で教職入門から始まるもので、3回生後期の
4週間実習は一緒ですが、いろいろな形での実習系の科目を配列するとともに、右側の教職系列
でも、2回生で必要な力を教職関連科目で付けて、3回生の 4週間実習に向かうという整理をし
てきました。

　例えば「教職入門」という 1回生の前期の後半、6月半ばから 8月頭にかけて 8回行われる授
業では、授業とディスカッションをとおして教職を学ぶ者として受け身から主体へと立場を転換
していくことを目指すということで、展開にあるように、教師になるための学びについてパネル
ディスカッションをします。それから、先輩の話を聞いたり、「恩師を訪ねて」ということで、
自分がロールモデルだと思っている方の様子を再確認しながら、教職に就くことへの動機付けを



− 44 − − 45 −

図っていく授業でもあります。

　1回生の後期には「現代教師論」という現場の実際の姿に触れながら、義務教育全体を見渡す
授業を予定しています。現在もありますが、四つのグループに分かれて附属の先生方の授業の様
子を観察させていただき、それを基に振り返りをして、2回生の学びにつなげていこうというも
のです。

　そういうものを受けて 2回生前期では「教育方法・メディア」という授業があり、具体的に
ICT活用も含めた、授業設計の一つの方法論を学んでいきます。

　2回生後期には「教育実践基礎演習」があります。こ
れは 3回生の 4週間実習に行くに当たっての準備段階の
一つですが、教育実習の場で教育実習生として教育実践
を行っていくに当たって必要な知識・技能・資質につい
て、講話・観察・ディスカッション等をとおして学ぶこ
とが中心になっています。　　　　　　　　　�

　例えば「現代教師論」の具体例で言うと、70 名ほど
のクラスが四つあり、カリキュラムフレームワークの 7
番目の「職能成長」に関する科目で、「子ども＝教わる者・学ぶ者としての学校・教師への出会い」
から、教える者の立場、教師として子どもたちとどう出会っていくかということを、実際に考え
ていこうというものです。

　学校見学をした学生の、「限られた 45 分間という一つの授業の中で、『なぜそうなるか』を生
徒に考えさせ、自分で発見できるように促し、また、一つの単元を終わらせるのは、傍から見て
いると当たり前のように見えるけれども、優れた調整力があるからだと思いました」という、コ
メントがあります。

　次も同じようなコメントで、45 分の授業をどう作っていくかについて、思いを馳せています。

　これ以外にも、今はない授業ですが、「総合演習」の授業で私が担当していたものを簡単に紹
介します。例えば 2回生レベルで行う演習ですが、そのデモのビデオがあります。

＊＊＊ビデオ上映①＊＊＊

　これは一つの例ですが、今の 2回生のものは、2人あるいは 3人グループで授業をやるという
もので、附属学校を中心に行っているものです。もう一つあります。

＊＊＊ビデオ上映②＊＊＊
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　こういう取り組みなどもうまく生かしながら、今後は 2回生レベルでどういう実習レベルのも
のや振り返りができるような仕組みを取っていくのかというのも、課題としてあります。それも
含めて、このプログラムの中で考えていきたいと思っています。

　受講生の振り返りでは、「授業案というのは、何度も試行錯誤を繰り返してようやく完成した
ものである。これまで大学の授業で模擬授業は何回も行ってきたが、実際の子どもの前で授業を
行ったことはなかったので、実際に授業を行って、授業を作っていくことの難しさや大変さを痛
感した。しかし、それ以上に教える喜びや楽しさを実感した。」という、学生さんの声があります。

　また、最初のことわざの国語の授業をやっている学生は、「ことわざについての授業をやらせ
ていただいた。そこで一番困ったのは、なぜこの授業をやるのかということだった。なぜと聞か
れても、うまく答えられない。それを行うことでどんな力が付くのか、そこが難しかった。何度
も指導案の添削をしていただいて、やっとの思いで作ることができた。こんなに大学に入って努
力してことはないと思ったし、もっとできたという思いも湧いてきた」というので、やりがいと、
まだ未消化な部分が両方語られています。こういうことを 2回生、3回生段階で附属学校とも協
力しながらどう作っていけるかが、今後の課題かと思います。

　以上、本取り組みとしては、深化Deepening があります。今求められている教師力とは何か
ということを、教師力カンファレンスや、教師力ルーブリック、ケースメソッドを通じて深め
ていく。これは、カリキュラムフレームワークを深めることです。それから二つ目の基準設定、
Standards というところでは、目当てとなる教師の姿を示す。例えば教師力に関する本を読むと
すればどんな本があるのかということで、「教師力 100 冊」というものを作りました。それから
教職検定という形でのベーシックな知識の確認もあります。先ほどポートフォリオという言葉が
何度も出てきましたが、本学でも「教職ノート」というものを 1回生から持たせています。これ
は教職科目を中心とする学習の蓄積をこういう形で図っていくというもので、後ろに置いてお
きますので見ていただければと思います。3番目に体系化、Coursework ということで、これは、
先ほどの学部改組と関連して、教職科目と教育実習科目を整備しました。4番目として、それを
支えるのがまなびネット、Network ということで、教師力サポートオフィスを作りました。こ
れは、教室と似た環境のオフィスで、常駐スタッフが学生の支援をしていくというシステムです。
　以上、不十分な報告ではありますが、本学における教師力のサポートにかかわる開発プロジェ
クトの概要説明を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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　※職名は 2012 年 2 月のものです。

【司会：赤沢准教授】
　それでは予定の時刻となりましたので、ディスカッ
ションを始めたいと思います。フロアからたくさん質問
をいただいているのですが、その前にそれぞれのパネリ
ストの方々がそれぞれのご発表をお聞きになってどうい
う感想を持たれたか、あるいはどういう疑問を感じられ
たかについて、相互に、インタラクションにお話を進め
ていただこうと思っております。
　それではまず、生田副学長からご印象を伺ってみたい
のですが、いかがでしょうか。　　　　　　　

【生田副学長（奈良教育大学）】
　一番感じたのは、奈良教育大学が一番国際化が後れているなということです。大学のファカル
ティーメンバーのグローバル化といいますか、学生も含めての国際的な対応能力の後れがあるか
なと思っております。そういう意味では光州教育大学校の朴先生がおっしゃっておられた学生を
含めた海外経験の重要性を感じます。それは本学でも認識しているところなのですが、教員養成
の在り方も含めて、短期でもいいから多くの学生が海外での異文化経験をしていけるような場面
のセッティングが非常に大切ではないかと考えているところです。
　また、共通したキーワードとして挙げることができるものは何かと考えたところ、教員養成の
フレームワーク、何を資質能力と考えるのか、ということではないかと思います。それに基づい
たポートフォリオの構築が求められるのですが、本学の場合には後ろに置いている教職ノートを
はじめ、4回生の後期に行う教職実践演習という授業に向けての 1回生からの学びの履歴、どう
いう授業を受講し、その中でどういう力を付けてきたのかという履修記録をデータベースの上で
残していくという作業をやり始めています。そういうポートフォリオ作りとそれに基づくリフレ
クション（振り返り）の在り方を合わせて実習というものをどう考えていくのかということでしょ
う。
　本学でも実習をきちんと 1回生から位置付けて、いろいろな場面で現場はどういう取り組みを
しているのか、現場の先生はどういうことで悩んでいたり、授業準備をどういう心構えでしてい
るのか。また、子ども理解をどういうふうにしているのか、そういうものを学びながら、実際に
3回生の 4週間実習で自分で授業をやっていく。それをまた振り返るという流れを作っていく。
それを大学での理論的な蓄積とつなげていく。こういう作業が共通するものとしてあったのかな
と思います。そういう意味ではフレームワーク、ポートフォリオ、リフレクション、実習という
ところでは学部レベルでは共通するものがあります。
　それから、スイスのチューリッヒ教育大学でもそうですし、香港、韓国でも教員養成の高度化
というところで、博士課程も含めた方向性がいろいろな形で検討されているという点でも、この

ディスカッション
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高度化をどう考えていくのかが日本だけではなく一つの大きな課題になっているところですし、
具体的に幾つかの国では実現しているところでもあります。そのあたりを本学としてもスピード
アップといいますか、いろいろな形で検討する必要があると思います。そういう意味では先ほど
ご報告しましたように来年度から教員養成の高度化に向けてTモデル構想というものを考えて
おりますので、今日来ていただいた三つの国の先生方とも協力しながら、高度化の在り方を考え
ていきたいと考えております。以上です。

【司会：赤沢准教授】
　ありがとうございます。では朴先生、お願いします。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　私にとっても本当に良い経験で、皆さまからいろいろなことを学べました。私は小学校教員の
プログラムについて、もう一度強調したいことがあります。ほかの国でもそうであったかと思い
ますが、中学校・高校の教師は 4年あるいは 5年のプログラムですが、小学校は 2年、3年のプ
ログラムなのです。しかし、韓国はそれを 4年にしました。先ほど申し上げましたとおりです。
今日はその小学校の教員のプログラムということで見ていますが、小学校教育がうまくいかない
ということになれば、中学・高校のプログラムでどれだけお金をつぎ込んでも、教育は決して成
功しません。そこで問題は、今現在世界中の優秀な学生が小学校教員になりたがらないというこ
とです。たくさんの科目を教えなければならないし、いろいろな子どもの相手をしなければなら
ないということで難しいですから、教師になるのなら、どちらかというと中学か高校の先生にな
りたいというのが普通なのです。
　韓国ではわざわざそのために小学校教員については閉鎖制、クローズシステムにしたわけです。
絶対に先生になれるようにし、気持ちも高めてもらおうというのがわれわれの目的であります。
そういうことで、本当に医学生くらいのレベルの学生が小学校教員のコースを取ります。それに
より高い教育の質を保つということです。施設や建物ではなく、教員の質で教育の質は決まると
思っています。良い学校や良い先生を選んで子どもの教育を成功させるということが言われてい
ますが、われわれの大学ではそうではなく、いわゆる「隠れたカリキュラム」を重要視していま
す。よく忘れがちですが、先ほどの講演の中でも90％くらいは無意識の部分だと申し上げました。
教員の教育でも「隠れたカリキュラム」があります。学生自身が考えや信念を話し合うというこ
とは一種の文化のようなもので、世代から世代へ成功してきたやり方です。これは大学の「隠れ
たカリキュラム」なのです。これがないと重要な部分を失ってしまいます。教員教育を語るとき
に、その部分を忘れてはいけません。
　クローズシステムとオープンシステムの話をしたときによく混乱するのは、開放型・閉鎖型と
は一体どういうことだろうかということです。日本では今現在、教員のプログラムを学部レベル
で行っています。それはオープンシステムのように思えますが、それは閉鎖システムのリミック
のように思われます。大学院のレベルでもやっていらっしゃいますが、それはまるで閉鎖システ
ムのように見えるオープン型だと思います。ほとんどの人が先生になるということは、実質的に
クローズシステムのようなものです。われわれは違った種類のクローズシステム・オープンシス
テムが必要だと思います。これが私のコメントです。
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　先ほど申し上げましたように、日本では政府が国立大学の予算を削減しており、職員数・教授
数も減ってきているという非常に厳しい時期にあると思
います。ところが韓国の場合は、今年から上昇方向へ舵
を切りました。予算を増やし、努力をしてこのシステム
を成功させたいと思っています。まだ実験期ではありま
すが、恐らく来年には何かが出てくると思います。今年
の目標は、教員の大学教育における教育プログラムを変
えていくことです。恐らく来年は少し違ったシステムが
出てくると思います。そのときに皆さんにまたお話しす
ることができると思います。
　Eプロセスポートフォリオは非常に重要だと思います。各テストや 5分ほどの面接だけで、こ
の学生が本当にいい先生になるかどうかを見極めることは難しいと思います。この Eプロセス
ポートフォリオのプロファイルは、学生がどの課程を取っているかという課程のことだけではな
く、課外活動や外国の経験や読んだ本も全部データとして書き込まれるわけです。この Eプロ
セスポートフォリオを見ると、どのようなことをこの学生はやってきたのか、どういう経験をこ
の人は持っているのかが一目瞭然に分かるわけです。それにより学校は雇う学生のことを全部知
ることができます。このシステムの良い点は、やはり技術であります。学生一人ずつに IDカー
ドを与えます。それはいろいろな役割があります。例えば授業に出席するときに、この IDを機
械へかざすと、メーンシステムに「出席した」という情報が送られます。Eプロセスポートフォ
リオはそのようにしてエネルギー節約にもなります。こういったことが皆さんにお話したいこと
です。

【司会：赤沢准教授】
　ありがとうございました。では姚先生、お願いします。

【姚准教授（香港教育学院〈中国〉）】
　今日のプレゼンテーションについてのコメントを申し上げます。今日はいろいろな考え方や実
践を共有できるいい機会でしたが、そこで教師の能力のフレームワーク作りという共通の問題が
あったと思います。良い教員のフレームワークを作るに当たり、どのように教員養成を考えたら
いいかということです。また、このフレームワークは保証といいますか、われわれの教員養成プ
ログラムについての説明責任を担うものでもあると思うのです。われわれは政府や一般の人たち
に、教員養成に関してどれくらいわれわれが貢献できるかを証明しなければなりません。政府が
われわれに何かを課するのではなく、われわれの方からそれを証明する責任があるわけです。こ
れがいわゆる職業開発だと思います。
　もう 1点はその学習の問題です。いろいろなプログラムがあることを今日、知りました。4年、
3年、学部・学士の教育、院のレベルのものもありました。また、教員養成を学士から修士、あ
るいは Ph.D にまで持ち上げているところもありました。そういうアカデミックな開発、高位な
方向への移行は素晴らしいことだと思います。すべてのスピーカーの方が、カリキュラムを開発
するときにもっと総合的なカリキュラムのモデルが将来の教員には必要だとおっしゃいました。
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そして、皆さんは構成要素として新しいものを提案しているのだと思います。いろいろと考えて
観察してみますと、例えば主題、科目、教育実習、カリキュラム、隠れたカリキュラムなど、全
部が重要なことだと思うのです。いかにすれば良いコンビネーションになるのか、そこが一つの
大きな問題だと思います。
　香港教育学院は、教員養成である場合にはすべての学部生が 4年間の教育を受けます。交換プ
ログラムで例えば中国大陸に行ったり、ほかの国へ行かなければいけないということがありまし
た。もちろん言語の問題がありますし、スペシャルプロジェクトなどいろいろありますが、どう
いうものであろうと、と何かそうした海外とのコンタクトが必要だということでした。それはま
た学習の土台作りにもなると思います。実習をするときにはやはりいろいろなことに意識が強く
なると思うのです。自分たちが実習をすることにより視野が広くなりますし、われわれ教授陣も
今後改良するのにはどうしたらよいのかという、現在・将来がよく見えるようになったと思いま
す。そして今重要になっていることは、政府がコントロールしているところと、われわれが教育
機関として伝えていかなければいけないところがあるということです。もちろんお互いに良い点
もあったり悪い点もあったりするのですが、そういうコミュニケーションも図らなければいけな
いと思います。
　例えば教員養成における実践については、どれくらいの教育期間がいいのかを考えてみました。
実際には 4年次でしょうか。どうすれば学生が直接の実習の経験を積めるかは、非常に大きな問
題だと思います。難しいことですが、われわれもやはり同じ問題に直面していると思います。最
初の 2年間は養成プログラムに入り、ラーニング、アクションリサーチということで、教室でい
ろいろと学ぶことになります。ほかの先生の経験を学ぶことも重要だと思います。特に課外活動
を通じて学ぶという経験をすることにより、戦略を学ぶことができます。今は実習は後の方にあ
るわけですが、その問題を解決できるのではないでしょうか。
　グッドプラクティスということで、カリキュラムの中の主題、例えば教材、内容についても考
えてみました。プレゼンテーションの中でいろいろなエリアがあると思います。例えば専門的な
知識、科目自体ということでいろいろとやっていると思います。また、どの程度の比率でこのエ
リアに統合をかければいいのかなど、いろいろ考えていると思います。
　さらに重要なことは、学生のエンパワーメントをどうしたらいいだろうかということです。や
はりこれらのエリアを統合して、生涯を通じてそれができるようにすることも重要だと思うので
す。また、異なる評価システムがあるということ、戦略自体も違うということをお互いに学び合っ
たと思います。例えば筆記試験があったり、ポートフォリオや ICT、情報技術の能力などがあ
りました。これらの評価のツールですが、詳細に厳密に見て、どのような情報技術あるいはコミュ
ニケーションを考えているのか、またポートフォリオとしても電子媒体なのかそうではないのか
も、いろいろ考えていいと思います。具体的に学生に対して詳細にどのような要件を求めようと
しているのかを考える必要があると思います。
　香港教育学院におきましても、かなり議論が白熱しました。例えば、学生としては表面的なこ
とではなく深い洞察力を持ってほしい。ただ、どのくらい深くなのか、どうしたらそこまで到達
できるかということは非常に難しいわけです。
　実習の問題も出たと思います。いろいろな実習の経験、あるいはその枠組みができたとして、
どれくらいの長さがいいのか、いつ実施するのがいいのかということだと思います。実習のベス
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トのやり方を探るということでは、さらに議論する余地があると思っています。

【司会：赤沢准教授】
　ではケラー先生。お願いします。

【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　ありがとうございます。教員養成プログラムは、いろいろな国々で同じような問題、チャレン
ジに直面していて、状況が似ているのでグローバルな話だと思いました。メインのトピックです
が、能力をベースにしていろいろなフレームワークを比較しようということで、お互いにあまり
差がないことも認識できたと思います。非常に興味深く聞きました。もちろんお互いにそれを適
用させていくということはありますが、教員養成には学士号、修士号などがあると思うのですが、
可能性としては Ph.D、博士課程も考えられると思います。また継続教育が非常に重要だと思い
ます。それは姚先生もおっしゃったと思います。チャレンジだと全員考えていると思います。教
員に対してはやはり生涯教育の環境を整えることが重要でしょう。
　さらに全員に共通していたのは、やはり理論と実践との統合、インテグレーションでありまし
た。ある程度までそれは実現できていると思うのですが、
それでもまだまだ改善の余地があるというのが全員の気
持ちではないでしょうか。将来のチャレンジだと思いま
す。
　また姚先生がおっしゃいましたが、いろいろな分野の
知識を統合、インテグレートさせるということも重要だ
と思います。何度もそういうことは話には出ていたので
すが、まだまだ改善の余地はあると思います。そして今、
良くなる方策を考えられていると思います。
　そしてまた学生にきちんと伝えるということです。将来、本当に先生になりたいと思っている
学生たちにとって魅力のある職業にする、教員がやはりプロフェッショナルとして魅力のあるも
のとする。今、世界の将来について、持続可能な世界ということが話題になっています。である
ならば、将来の教員は非常に重要で、大きな責任を担っている人たちでしょう。そして、全世界
の将来を担うということも言えると思うのです。非常に興味深い、関心の高いテーマでした。み
んなが同じ考え方を共有し、同じ方向へ向かっている、あるいは同じボートに乗っていると思う
のです。

【司会：赤沢准教授】
　もうしばらく司会者に進行させてください。フロアからの共通の質問がありましたので、少し
うかがいたいと思います。
　今日は4名のパネリストから大変魅力的なそれぞれの教員養成プログラムのご紹介をいただきまし
た。現時点での問題点や困難、課題、批判、またチャレンジしていくためにどういうようなことが今課
題に挙がっているかについて少し教えてくださいとのことですので、そのことについてお聞かせいただ
けますでしょうか。それぞれのプログラムの問題点なり困難ということです。生田先生、お願いします。
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【生田副学長（奈良教育大学）】
　そうですね。カリキュラムフレームワークにかかわってですが、当初、本学でフレームワーク
が作られた背景として、学部改組の方向性とも絡むのですが、授業の系統性を考える一つの枠組
みとして、本当に学生にとって必要な力を付ける授業が展開されているのかをいうチェックする
項目として作られたということがあります。従って、本学のシラバスの中にも、この授業はカリ
キュラムフレームワークの何番目の項目を深める授業だということが書かれているわけです。
　ただ、そこに明示されている意味について学生がどれだけ分かっているのかという問題があり
ます。本当にその授業を取ることでその力を付けることができるのか、先ほどのルーブリックと
も絡むのですが、そのあたりの説明がまだ十分されていないと言えると思います。先生にとって
も、「この授業はカリキュラムフレームワークのここの部分を強めている。」とは言っているけれ
ども、その先生が本当にそれを具体化するためにこういう手立てを取っているのかという説明責
任がまだ不十分な面があります。それから、その授業を受けている学生にとっても、カリキュラ
ムフレームワークが自分が教師になる上でどういう意味があり、どういう位置付けにあるのかは
分かっていない。多分ここに来ている学生もカリキュラムフレームワークがあることは知ってい
ると思うのですが、ほかの国でも同じような枠組みがあって、いろいろ議論されている、重要な
ことだということは今日来て初めて気付いたのではないかと思います。
　このあたりを私たちのプロジェクトの中でも、教職検定や教師力 100 冊など、学生さんがこの
カリキュラムフレームワークで力を付けていくことがどういうことなのかを別の形で分かりやす
くしていくことが、一つの大きな課題だと思っています。これは朴先生がおっしゃる、「隠れた
カリキュラム」というところとも絡んでくると思います。これは、われわれが明示的に示してい
るものを、本当に学生がそのように捉えているのかどうなのかというところでもあります。また、
学生は多分また別のいろいろな形で学びを深めていったりしていると思います。そのあたりの関
係性も見ながら、このカリキュラムフレームワークをどう位置付けていけばいいか。それは大学
教員側での理解もありますし、学生側での理解もあります。その両者の側で理解が深まるような
カリキュラムフレームワークにしていくにはどうするかが、一つの大きな課題だと思っています。

【司会：赤沢准教授】
　ありがとうございます。朴先生、いかがでしょう。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　最大の挑戦者とも言えるのは、学長です。大学教育を再構成するということ、特に教員養成コー
ス、カリキュラムの中身を再構成することが最大の問題でもあるのですが、教授陣の抵抗がある
ということが最大の悩みでもあるわけです。これは最大の問題でもあり、チャレンジでもあると
思いますが、そのような抵抗に対してどういう扱い方をするべきなのか。
　もちろんノーと言うところも出てくるわけです。とにかく駄目だ、一歩も進まないということ
もあるわけです。過去 3年間、私は最善を尽くして何かしようとしてきましたが、全部をやり切
れたとは言えません。ですから、何らかのスキルやテクニックがなければいけないと思います。
抵抗にどう対処するか、どう処遇するか。一つのチャレンジ、これはもちろん教授のチャレンジ
でもあるわけですが、再教育、つまり、教員養成プログラムを担当する教員をトレーニングする
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ということです。そういうカリキュラムシステムの話も出ているのですが、最終的には責任を担っ
て新しいカリキュラムを作る人自身のことだと思います。例えば科目のタイトルや中身を新しく
しても、同じやり方を踏襲したらどうなるでしょうか。従って、その人たちをどう扱うかという
問題があるのです。
　また、見た目は変わったように見えますが、中に入ると変わっていないということもあると思
います。これは日本においても大きな問題ではないでしょうか。例えば退職される人がいて、新
しい新鮮な血液を組織の中に流れさせたい。しかし、新しい教授を雇ってということだけでは、
どのような変革であれ、うまくはいきません。その人がずっと古いやり方を踏襲する限り、変わ
らないということです。ですから、最大のチャレンジの一つは、頭の固い人たちをどうやってい
くかだと思います。

【司会：赤沢准教授】
　では姚先生、いかがでしょうか。

【姚准教授（香港教育学院〈中国〉）】
　私も同感です。共通の枠組みが大きな課題です。教師力は国際的な水準に見合うものが必要で
すし、教育内容を充実させるのにもかなりの作業が必要です。また、この教師力の枠組みを学生
や教授陣、そして学校の校長先生などにルーブリックのような形で示すことも重要です。しかし
これをすべて評価するということも大変です。ルーブリックなどの記述は、評価者にとっても学
生にとってもはっきりと分かりやすいものにしなければなりません。したがってすべての関係者
間のコミュニケーションが重要です。コミュニケーショ
ンプロセスは本当に難しく、教授陣、学校の校長先生、
支援する先生たちの共通の理解を得ることが難しいので
す。しかし、アプローチは幾つかあります。フレームワー
クにはその能力が記載されているのですが、それぞれの
教授陣がアドバイスをしたり、例えば音楽や体育といっ
た科目においては改訂、追加ができるようにする必要が
あります。その教科のユニークさを出すことができるよ
うにしなければなりません。　　　　　　　　　
　厳密ではあっても柔軟性を持ったアプローチが重要です。そして、共通の合意を得るというこ
とです。これをソフトランディングアプローチとも呼んでいます。教授陣、学校が案をすぐに採
用するということではなく、例えば言語の教授陣、科学技術の教授陣を対象とした試行をして、
まずはその教授陣それぞれの立場からの意見を述べてもらっています。さまざまな学部の先生に
参加してもらい、研究開発などの結果の検討をしてもらっています。このような厳密で柔軟性を
持ったソフトランディングアプローチを取っています。

【司会：赤沢准教授】
　ケラー先生、いかがでしょうか。
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【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　大きな課題は、やはり教授陣が教員養成全体、あるいは教育全体を見ることが重要で、それぞ
れの科目だけではいけないと思います。今は科目ごとに目を向けている傾向があると思いますが、
先生全体の教育ということを考えていかなければなりません。その見解、見通しを失ってはいけ
ません。教育全体を見るということです。
　また、教員養成においては、深掘りする時間もなく、カリキュラムがオーバーロードする可能
性もあるのです。これも重要、あれも重要だということでいろいろなことをカリキュラムに盛り
込んでしまう結果、学生たちはかわいそうに日夜勉強しなければならない状況になります。学生
たちには問題解決のスキルも必要ですし、いろいろな技能が必要ですが、あまりにも勉強する内
容が多過ぎて、例えば、問題解決の技能を高めることができないという状況にあるかと思います。
　また、構造にあまりにも焦点を当て過ぎているのではないでしょうか。その中身、内容、コン
テンツも重要であるということを忘れてはなりません。そして、優先順位を付けることも重要で
す。また、最終的には人権、平和、環境、持続可能な発展、人口爆発といったわれわれの世界の
共通の課題・問題も見失ってはなりません。

【司会：赤沢准教授】
　これからフロアからお伺いしたいのですが、もう 1点だけこちらの質問紙から共通の質問があ
ります。4名とも、新しい教員養成プログラムをコンピテンシー、能力の形成を基盤に考えなが
ら取り組んでいらっしゃったわけですが、特に倫理と言われる部分、beliefs とか ethics と言わ
れる部分の形成はどのように行っていくのか、あるいは行われているのか。特に日本の中でも熱
意とか情熱と言われる部分でしょうか、それを教員養成の中でどのように養成するか、養成の対
象なのかどうなのかがよく議論になります。これに関連して各国ではどのようにお考えなのかを
少しお伺いしたいと思います。
　生田先生、難しい質問ですが、よろしいでしょうか。

【生田副学長（奈良教育大学）】
　これは本学だけではなく、ほかの国の中でもモチベーションの持ち方や社会性、社会的なコ
ミュニケーションの取り方の問題ともかかわってくると思っています。私たちのプロジェクトの
メンバーの中でも、採用側の教育委員会が望む、情熱があって子どもたちと本当に真剣に向き
合ってくれる教員をしっかり送ってほしいという期待に応えるためにはどうしたらいいのかとい
うことで、いろいろ議論を重ねてきたところです。しかし、結論から言うと、まだよく分からな
い部分があると言わざるを得ないのです。表面的に熱意があるということだけではなく、やはり
子どもたちの多様性、いろいろなタイプの子どもがいることを前提に、教師は対応しなければ
いけないだろうと思います。本当にアグレッシブな、活力が表に出る子どももいるでしょうし、
introversive に内向的な子どもたちもいるわけです。すべてに情熱的な先生ということが望まれ
ているわけではないと思いますので、そのあたり子ども理解を踏まえられる先生が一番望まれる
のではないかと個人的には思っています。そういう人間の多様性、ダイバーシティーというとこ
ろを経験できるような機会を、むしろこちら側がどういうふうにセッティングしていけばいいの
か。また、学生自身がそういうことを開拓していけるようなチャンスをうまく導入できるような
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在り方を教員養成として考えるべきではないかと思っています。
　子どもたちにどう向き合うかはそれぞれの学生さんの個性にもよりますし、それは学生自身が
教員養成の中でそれぞれ考えるべきだと思います。われわれはカリキュラムの中で、またカリキュ
ラム外で、それをどう見守ったりサポートしていけるのかについてもう少し議論を深めながら、
この問題を考えていきたいと思っています。

【司会：赤沢准教授】
　では朴先生、いかがでしょうか。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　倫理や信念、熱意、パッションをどのように開発したらいいか、養成したらいいかということ
はとても重要なことだと思います。こういった内容を教えるコースはありますが、1学期・2学
期で教えたからと言って教え切れるものではありません。最も重要なことは大学の伝統、そして
隠れたカリキュラム、歴史、文化、これらがとても重要だと思います。各家族がそれぞれ伝統や
文化を持っているのと同じです。子どもを見るだけでその家族がどの地方からやってきたのかが
分かるほどです。家族の文化が世代を超えて継承されたように、学校、大学の文化も学生や教授
陣によって継承されるものです。
　それが「隠れたカリキュラム」です。校舎の建物や大学が所在する自然環境によっても左右さ
れるものです。私の大学は美しい大学にしたいと思っています。春になればチューリップを植え、
いろいろなお花が豊かに咲いているキャンパスを作っています。学生たちはそれを意識せず、無
意識下であったとしても、美しい景観から大きな影響を受けているに違いありません。従いまし
て、一つ、二つのコースで倫理や文化、熱意を発展させることはできません。クローズドシステ
ムは文化・環境を継承することでもあるのです。
　例えば小学校の先生は、大学を卒業しても中・高の教員よりも向上心が高く、あるいはもっと
学びたいという意識が強いのです。これは恐らくわれわれの大学の文化でもあるのだと思います。
とても良い傾向だと思います。常に覚えておかなければいけないことは、こういった内容は一つ
や二つのコースで教えられるものではなく、長期的に長い間キャンパスの中で無意識に積み上げ
られているということです。
　われわれの学校が政府に対して反対をする、あるいは日本政府に植民地時代の支配について抗
議することと同じです。そういった文化というか、継承があります。私どもの大学の学生たちは、
入学すると無意識にそのような文化の影響を受けています。これがわれわれの大学の「隠された
カリキュラム」でもあります。

【司会：赤沢准教授】姚先生、お願いします。

【姚准教授（香港教育学院〈中国〉）】
　非常に重要な問題を指摘していただきありがとうございます。香港ではこういった問題をいろ
いろなレベルで対処しています。まず、すべての教員養成大学は政府と協力して、どういった職
業的・倫理的な実践が必要かを決めています。どのような倫理的な実践が将来の教師に必要かを
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リストアップすることから始め、実際のエクササイズもします。ただ単に額面的な研究成果によ
るのではなく、一部は確かにそうですが、もっと力強い学長の推薦制度などもあり、学校の校長
を公募し、その校長と協力してどのような教員が欲しいかということを相談します。良い質の学
生はどこにいるかを見いだし、その人に教師になってもらうという推薦制度がありますが、これ
は重要です。
　また、先ほど言いましたように、学生はスクリーンアウト、選抜されるわけです。どれくらい
優秀な学生であれば将来の教師の候補になり得るかについて、選抜制度の中で見いだしていくの
です。そして、優秀だけれども先生には向いていないのと思われる人は選抜で落としていくこと
になります。このプログラムの中でわれわれはこのように素晴らしい教師を見いだしていくので
す。
　香港では優秀教師のコンテストがあり、毎年授賞式も
あります。このように優れた教員を検証し、そういった
経験をわれわれの実習生に共有してもらうことより、良
い伝統や遺産をその職業の中に残していくことができま
す。将来教師になる人たちに、そういった優れた遺産や
資質を引き継いでいただきたいと思うからです。それら
は単に紙の上で評価できるものではありません。学生の
中に培ってゆく一種内的なものでもあります。
　また今年から始めたEポートフォリオというものがあります。これはオンラインでコンピュー
ターを使って、いろいろな倫理問題も扱っていきます。オンラインで入手できるいろいろなマテ
リアルについてオンラインでディスカッションし、正しい方法で実行していきます。このような
倫理的な実践と Eポートフォリオによって、単に学部のファカルティーメンバーや教員だけで
はなく、一般の人たちや両親にも学生のディスカッションに参加してもらうことが可能です。
　例えばそういったグループを幾つか作り、オープンにして、熱心な一般の人たちや両親にその
フォーラムに入ってもらいます。このようなプロセスを使いオープンフォーラムを行うことによ
り新しい文化が生まれます。そして、学生の倫理面の理解がそういったフォーラムを通じてさら
に高まることになります。

【司会：赤沢准教授】
　ケラー先生、いかがですか。

【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　皆さんたくさんの知識を持っていらっしゃいます。そのような倫理的なバックグラウンドがな
ければ良い教師にはなれないというのは、そのとおりです。また、朴先生がおっしゃったように、
そういったものは教育課程で学ぶのではなく、重要なことは対人関係です。ほかの学生や教員と
の人間関係の中で、彼らと話すことにより培われるものです。またレッスンが終わった後に、こ
ういった重要な問題について、どうしてこれはこうなっているのだろうか、ほかのやり方はない
のだろうかという深いディスカッションをすることで、子ども時代に戻って考えてみることも可
能になります。私自身の意識はどうだったかということも思い出すのです。これは学生に時間が
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ないとかなかできません。
　また、良いロールモデルが必要です。教室の中の教師がそうかもしれません。そして、熱意を
1年間ずっと持ち続けていることも大切です。時間がたつと熱意がなくなってしまいがちですの
で、重要なことは教員になる前の訓練の中で、一歩下がって考えることです。あまりにも夢中に
なり過ぎるのではなく、時には寝る時間もきっちり取って、もう少し客観的にクラスを眺めて、
すべてのことが思ったとおりにいかなくても失望せずに進んでいくことです。これは非常に重要
な問題ですし、最初の一歩であるプレサービストレーニングから、さらに継続教育までずっと続
いていくものです。教員は何年も何年も教え続けていくのですから。

【司会：赤沢准教授】
　非常に貴重なご意見をいただけたと思っております。
ここから自由に討議をしたいと思います。パネリストの
先生方、フロアの方々、お気付きになったことやお伺い
したいこと、自由にご発言いただいて結構です。発言さ
れる方は挙手をお願いします。　　　　　　　　　　

【吉村教授（奈良教育大学教職大学院）】
　奈良教育大学教職大学院の吉村と申します。3人の先生方、貴重なお話をどうもありがとうご
ざいました。本当は質問がたくさんあるのですが、ほかの方が質問してからもし時間があれば、
また後から質問させていただきます。
　われわれ教職大学院のチームは、今日、先生方からご紹介いただいたようなプログラムは、既
に 4年目に相当するほど長く経験しています。アメリカの INTAS も英国のQTS もオーストラ
リア、ドイツの評価基準も調査し、それに基づいたカリキュラムを考えてきました。これはカリ
キュラムフレームワークはもちろん、すべての授業がその中に組み込まれるような構造なのです。
ポートフォリオも、電子ポートフォリオですべてそれを稼働させています。そうした中で課題が
たくさん見えてきました。
　その中の最も大きな課題は評価の在り方です。いろいろな評価があります。教員を志望してい
る大学院生の資質能力の評価の問題、それからメンターの評価です。メンターは何となくこの先
生がメンターと決めてしまっているようなところが実はありますが、本当にそのメンターがメン
ターたる資質能力を備えているのかどうか、なかなか検証する機会がないのです。さらに言いま
すと、われわれは附属校や連携協力校があり、幾つかの実習校があるのですが、その実習校が果
たして教員志望学生の実習に値する学校かどうかです。実習校の評価に関する基準も必要かと考
えています。もっと言うと、教員養成に携わる教員としての資質能力がわれわれにあるかどうか
ということと、教育委員会が果たして責任を持って教員の研修や育成に取り組んでいるのかどう
かなど、あらゆる側面の評価をわれわれは考えていかなければいけないと感じています。その点
に関する先生方のご意見を伺いたいと思います。

【司会：赤沢准教授】
　今のご質問はほかの方にも共通するところがありました。協力校の質の問題や大学の教員の評
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価をどのようにしていますかという質問もありました。実際にプログラムを実行していくに当た
り、関係者の資質や能力は非常に重要なことかと思います。このことについてどのようにお考え
かをお聞きしたいと思うのですが、ケラー先生お願いします。

【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　もちろん本当にその問題は昔からあって解決していないと思います。重要なことは、自分が言っ
たことをよく知るということです。われわれも間違いを犯しますし、厳密に言いますと、二つの
目よりも六つの目の方がいいということです。つまり学生を評価するときには 1人ではなく、例
えば 3人でやった方がいいわけです。そして、3人のものを比較するのです。評価をほかの人と
比較することでもっと公平な判断ができるのですが、難しいのです。ですから、評価者の訓練も
必要です。すべての評価者が学生を評価し、その後それを比較しますが、比較したものが大体同
じくらいのレベルになるということはとても難しいのです。
　それから実習校の質の問題ですが、スイスにおいてはそのような実習校になるには申請をしな
ければいけません。もし大学と一緒に仕事をしたい、大学のスタッフと一緒に仕事をしたいとな
ると、まずは申請をし、その学校へ行って学部の人と話をする必要があります。それにより良い
関係が築かれ、一緒に仕事をしていくことになります。そうすることにより、すべての評価とい
う仕事もやりやすくなります。
　また、大学の教授については公式の評価制度があります。それはディレクターによる評価であ
り、4年間で基準が幾つかあり、それを基に評価されるのですが、それ以外にも非公式の評価、ピュ
アレビューというような、同僚による評価もあります。例えば他の先生のレクチャーを聞いたり
することにより評価します。「私はこう思うのですが」という意見や「こういうふうに教えても
いいのではないか」「面白いけれどもこういうふうにもできるよ」という意見交換をするのです。
そのようにすることにより、いろいろ違った意見が出てきて、評価というよりは、話し合いのよ
うなプロセスが生まれます。
　また、評価のための科学的な根拠が必要です。お互いにそれらを参照できるような科学的なベー
スのようなものが必要です。評価は非常に重要な問題だと思います。これについてコメントする
のは難しいのですが、どういった評価をすべきなのかについてはいろいろなやり方があると思う
のです。どのようなものかといいますと、私の評価基準は透明であれということです。いろいろ
な評価方法がありますが、利害関係者がいる中で、われわれのやっていることに対して透明に隠
し事なく行うことが何よりも重要であると思っています。
　また、こういったような評価がどのような効果を生んだのか、効果的に行われたかということ
を示すことが必要だと思います。どういった評価をわれわれは今後やっていくのかに関しては、
例えばいろいろなパイロットスキームをやっています。実習の後でも学生たちは成績が付きます
が、その導入プログラムにおいて、学生は最初は向かないということがあるかもしれませんので、
話し合いをしていくのです。インターンシップのスキーム 5年間の中でもいろいろ話をしてきま
した。インターンとして 5年間を過ごしてもらい、どういうふうな能力や新しい資質が生まれて
いるかどうかを見るわけです。これはわれわれの考えているアイデアの一つです。
　メンターになるのは学校の先生か学識者、あるいは教授陣ということかと思います。メンター
の評価は重要です。学校の先生がメンターになる場合、非常に包括的・統合的なメンターシップ
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スキームというものがあります。先生をトレーニングするわけです。全部は出ていないかもしれ
ませんがWeb サイトにも、メンタリングというシステムが出ています。年次の終わりに新しい
メンター、先生がわれわれの大学へトレーニングをするために送り込まれてきます。どういうス
キルが必要か、実習生の資質を高めるためにどうしたらいいかということに関して、メンターの
スキルが上がるようにトレーニングをするわけです。
　また、教授陣もメンターになると思います。これは学校の先生の訓練よりももっと難しいと思
います。場合によっては非常に強く、また、違う考え方で「自分はこう思うのだ」という信念も
教授陣にはあるわけです。先ほども申し上げたかと思いますが、かなり強固な要件が出てくる場
合があります。学生の評価にはキーとなるエリアがあります。先生としてはこういう態度、信念、
計画があり、実践をし、そして評価をして伝えて、学生にきちんと応えられるかどうか。これは
必須ということで、われわれ教授陣にもトレーニングを施すべきだと思います。
　それに上乗せしてということになると思いますが、教授陣が個々の自分たちの学科・教科のニー
ズに応じて、自分でユニークな科目、独自のものをすることができるようにしています。
　さらにまた教育実習生の配置ですが、附属学校といったものが本学にはありません。パート
ナーシップの学校はあります。このような実習はかなりの数になっており、過去 10 年くらいの
平均で毎年 1万 200 人程度が実習をします。また、今ダブルコホートになっていることから、毎
年 2200 の実習場所が必要になっているので、全ての協力校、恐らく小学校も中学校も可能な所
は全部使わせてもらい、学生を売り込み、教育実習をしてもらうということです。そういった実
習校を選ぶ要件として、もちろん原則的な基準があります。例えば英語を話せるかどうかです。
　また、校長先生が、教師の能力として学級経営を重要視している場合があります。教授陣とし
ては、その場合にはきちんとマッチした形で応えられるかどうかを考えなければいけません。ま
た、グループ編成が非常に柔軟になります。高等教育、中等教育には、例えば学業的に優れた所、
中間の所、低い所とありますが、このような実習の学生を異なるレベルのグループの所へ送り込
んでもいいのです。高い所・低い所・中くらいの所、それぞれ環境が違う所で実習ができるよう
にするやり方が可能です。学生を送るときに、母校へ送ってもよいのかどうかは非常に意見も分
かれるところです。学生としてはいい場合もあるでしょうが、今の方針としてはできるだけ学生
は自分たちの母校には送らないようにしています。場合によっては良い影響、悪い影響を受ける
場合もあるので、その点に注意しているので母校には送りません。そのような形で本学の実習校
があるのですが、学生をできるだけ基準も変え、レベルの違う所へ送り込めるようにしています。

【司会：赤沢准教授】
　朴先生どうぞ。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　今の問題ですが、われわれに十分な能力があるのかということです。大学教員としての技量は、
能力はということですが、難しいです。やはり自分に対してそうした問題を課すべきだというこ
とですが、韓国のやり方を少しお話しましょう。やはりほかの人を評価することが必要だという
ことは分かっており信じているのですが、ほかの人を本当に評価したいかといいますと、誰もし
たくありません。そのパワーがあるかというと、それもなかなかないということです。
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　今、教授陣に対する評価システムを政府が打ち出しています。教授法、学生に対するガイダンス、
活動、研究を評価しています。また、学内・学外両方に
おけるの社会的なサービスもそうです。そのパフォーマ
ンスの評価をすることで、教授は異なるメリットペイメ
ントを受けることができます。これは新しいやり方です
が、政府としてはそれをより強靱にしようということで
打ち出しました。新しい教授陣に対する給料ですが、そ
れはキャリアでは伸びず、給与額を決めるのは自分の業
績、つまりサービスの度合いによるという、非常に強硬
な制度ができました。
　これはうまくいっているようですが、ただ常に副効果があるわけです。例えば先生としてはい
ろいろな活動をするのですが、その中でもポイントを得られるようなものに力を注ぐことになり
ます。それによりメリットポイントが得られて、スコアが上がるようにということです。しかし、
あまり役に立たない、ポイントにならないことに関しては、やらなくなるという副作用もあるの
です。もちろん、文化としては学生と一緒に時間を過ごしてケアをするということが重要です。
しかし、時間を使ってアドバイスをしても、ポイントに制限があるので、それよりも研究やほか
のことに時間を使う方がポイントを稼げるということです。

【司会：赤沢准教授】
　生田先生、いかがでしょうか。

【生田副学長（奈良教育大学）】
　大学教員の個人評価の問題については、先ほど朴先生が言われたように韓国ほどではありませ
んですが、法人化以降、自己評価を促すシステムはそれぞれどの日本の大学も持っていると思い
ます。多くの場合、研究部門・教育部門・地域貢献・管理運営の 4つの部門にどれだけ貢献して
いるかという自己評価をし、学長の下に全部集約されていきます。それが場合によっては研究費
の追加配分に影響を受けるということがあるわけですが、基本的にはそれぞれの先生に自身の 1
年間の振り返りを促しながら、さらに自発的に自己改善していただくことになっていると思いま
す。
　それから、吉村先生がおっしゃっている実習校や学生に対する評価の関係で言いますと、やは
り難しい問題があります。今回の学部改組で実習場所を附属を基本とすることにさせていただい
たのも、附属と教育実習のプログラムを考えながら、学生の実習を評価することはどういうこと
なのかという、共同の、これこそコーポレイティブな取り組みになっていくと考えたからです。
　教職大学院の場合はファカルティーメンバーも 14 人ほどで、結構インテンシブに議論ができ、
目標設定も共有しやすいと言えると思います。学部で言いますと、100 人以上のファカルティー
メンバーの中で、教職を専門にしている先生はむしろ少数で、教科専門の先生方が多いのです。
その場合に特にそれぞれの教科の知識を教科専門の先生はお伝えになるのですが、それと教職に
就くということを、うまくリンクさせた形で大学の教育がなされているかどうか。そのあたりが
ファカルティーディベロップメント、FDと言われているものの大きな、本学だけでなく日本の
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大学において大きな、また国際的な課題にもなっていると思います。また、朴先生がおっしゃっ
ていた、教授陣の抵抗についても、この問題と関係してくるのかと思っております。
　いずれにしても今回のプロジェクトの取り組みを通じて、教科専門の先生方にも初年時教育、
1回生からの教育実習に関連する基礎的な部分にできるだけかかわっていただくようなシステム
を作り、問題意識の共有化を図っていく必要があると思っております。しかし、それが評価基準
を統一するところまでいくには、少し時間がかかるでしょう。先ほどプロジェクトの紹介でも述
べましたルーブリックで卒業までのところ、あるいは実習でどういう力を付けさせるのかという
ところでの整理もやりながら、附属学校とも協力しながら作業を続けていく中で整理していくこ
とになりそうです。「そんなことでは間に合わない」と言われそうですが、当面のところ、その
あたりを狙いながら進めているのが現実的なところです。

【司会：赤沢准教授】
　では、そちらの先生お願いします。

【海野教授（山口大学）】
　山口大学から参加した海野と申します。今日はすごく貴重なご報告を聞かせていただき、大変
勉強になりました。ありがとうございます。
　率直なところを質問させていただきたいと思います。話を伺いながら日本とのベース、土俵が
随分違うなと実感しました。まず決定的に違うのは、先生方の報告の中で教員養成の大学あるい
は課程を修了して教員の免許を取ると、ほとんどの場合、ほぼ間違いなく教師になれる。そうい
う現状の中での話と、今日の冒頭、文部科学省の方が報告されていたように、日本の場合は開放
制の下で 12 万人以上が教員免許を取得し、そのうち教員になれるのは 2万人程度である。この
中での日本の教員養成を考えるというのは随分土俵が違うと感じました。そういう意味でお三方
のそれぞれの国で今、改革に取り組まれている実情をお聞きしながら、随分参考になりつつも、
これをどこまで日本で同じように取り込めるのかなというところで、自分の中ではもやもやしな
がらお聞きしていました。
　日本の場合にもう一つお三方の先生に知っていただきたいことは、社会的な認知の問題として、
学校の教員や学校に対して日本ではかなり強い逆風といいますか、教員バッシングがあります。
教師をたたくことが連日連夜マスコミなどで取り上げられます。そこでお尋ねしたいのですが、
それに対してお三方の国では学校や教師という仕事は世間一般ではどのように認知されているの
か、第 1点目の質問です。
　それから二つ目にお聞きしたいことは、私の知る限り日本の教師は朝 8時には学校に行き、夕
方 7時に帰ることができればまだ早い方だと思います。17 時過ぎに学校を出て家へ帰るという
先生は、恐らくそれぞれの学校で探すことが難しいというくらいです。ほとんどの先生は 19 時
くらいまでは学校にいると思います。さらに半数くらいは、19 時を過ぎても学校に残って仕事
をしています。8時に学校に行き仮に 19 時に帰宅すると、11 時間勤務です。さらに夏休み等を
含めた長期休業ですが、先ほど朴先生のお話ですと休暇になり、先生はその中で自発的に研修し
たり学んだりできるということでしたが、日本ではそういうこともありません。そのような中で
極端に言いますと、現役の先生方が途中でリタイアしたり、あるいは心の病気で職場から離れた
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りということが今本当に深刻な問題になっているのです。そういう状況とお三方の国の教師の置
かれた状況はどうなのかをぜひお聞きしたいということが 2番目の質問です。
　それから最後にもう 1点。私も山口大学の教員を養成する教育学部なので、学生の皆さんに学
校とは、教師とはということをぜひ語りたいのです。朴先生の言葉で言いますと夢のある、魅力
ある仕事、職業だと大いに語りたいのですが、現状がとても厳しい状況であるだけに、それも学
生に正確に伝えておかないといけないという気持ちがあるのです。その課題意識ばかりを学生を
伝えていても、入職して間もない若い先生がドロップアウトするということが珍しくありません。
そういう意味で、学生の皆さんに今の日本の学校や教師の現状も合わせて伝えるということも、
教員養成の中ではしていかなければならないのではないか。そこで情熱や熱意というところだけ
をいたずらにあおるのも、それはバランスを欠いている気がします。
　日本の状況を今お話ししましたが、それぞれの国の中での教師や学校の社会的な認知、処遇は
どうなっているのかをぜひお聞きしたいと思いました。

【司会：赤沢准教授】
　先生、3番目の質問をもう一度お願いできますか？　1番目は社会的な地位の問題、2番目が
労働、ワークバランスの問題、3番目については？

【海野教授（山口大学）】
　教員養成で学生たちのいろいろな力をはぐくみたいということで、カリキュラムフレームワー
クの中で取り組むのですが、今の日本の学校や教師の置かれた現状をきっちりと伝えてゆくとい
うカリキュラムと指導が要るのではないか。いたずらに情熱や信念や教師の倫理観だけをあおる
ということは片手落ちではないかということです。

【司会：赤沢准教授】
　では、先生方、いかがでしょうか。1点目が教師の社会的地位、ソーシャルステータスのこと、
二つ目が教師の労働、特にワークバランスに関すること、3番目が非常に厳しい状況に置かれて
いる教師の実態をどのように教員養成課程で伝えるかということに関してです。いずれかでも結
構ですので、お分かりの範囲で答えていただければと思います。ケラー先生、いかがでしょうか。

【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　1 番目の質問は教員養成制度と雇用制度の結び付きという話だと思います。12 万も養成されて
も 2万しか実際に先生になる方がいらっしゃらないということですが、ヨーロッパの諸国と日本
の状況は違うかもしれません。ヨーロッパ、例えばスイスだけで言いますと、年間 5000 人の教
員の雇用機会がありますが、それに 4000 人くらいの人が応募しますので、教員免許を持ってい
て先生になりたいと思うと、100％先生になれるという状況です。場合によっては 5000 人の席に
6000 人の応募者がいることもあるかもしれませんが、その需給関係はほぼバランスが取れてい
ることになります。
　スイスでは教育大学へ行った学生は、ほとんどが本当に先生になりたい人たちばかりなのです。
日本とかなり状況が違うのではないかと思いますので、良い先生を採用するための熱意が必要だ



− 62 − − 63 −

と思います。どのシステムの方がより良いのかは私には判断できません。
　教員たたきについてですが、ヨーロッパではそういったものはほとんどありません。中にはもっ
と自分たちの子どもを手厚く扱ってほしいという保護者も何人かはいますが、だからといって教
員を辞めるという人はいません。教員のレベルは結構高いのです。いろいろな専門職の中では中
級以上だと思います。
　平均労働時間は年間 2000 時間ですが、学校の先生は年間 2400 時間働いています。平均よりも
多くの時間を働いていると思いますが、多くの先生はパートタイム、嘱託で働いています。60
〜 80％が女性で、10％くらいが嘱託です。精神的なダメージを受けるような、燃え尽き症候群
のような先生は、それほど多くはありません。
　異動率は 12％くらいです。12％の先生を異動しなければいけないということにもなっていま
す。これは退職する先生や出産のための休職なども含まれている数字です。
　最後の質問ですが、スイスでは教員というのは魅力的な仕事ですが、もっと関心を多様化させ
る必要があると思います。創造性や言語に関しては関心がありますが、科学や数学にあまり関心
を持っていない教員が多いことは問題です。PISAの結果からも分かりますが、生徒たちの成績
も国語や文学など文学系の成績は良いですが、理数系の成績はあまり良くないということは、先
生たちの関心事が文系の方に偏っているということでもあります。

【司会：赤沢准教授】
　では姚先生。お願いします。

【姚准教授（香港教育学院〈中国〉）】
　非常にいいご質問をありがとうございました。私たちも非常に難しい状況に直面しています。
香港の先生は社会的なステータスは非常に高いですが、新政府になってから教員の社会的なス
テータスが深刻なほど下がったことがありました。ステータスが下がったというよりも、高い言
語能力の水準が求められ、先生が非常に難しい状況になったのです。今までの古い世代の先生に
とっては、これが非常に大変で、結果的に社会ステータスも下がりました。
　香港はいろいろな文化が混ざり合っています。学校の先生たちは教えることに忙しいというよ
りも、保護者からの不満の電話に対応するのにほとんどの時間を費やしています。たとえば「ど
うしてこんな宿題を出したのか」といった不満です。ということで、先生たちはかなりプレッ
シャーがきついです。
　教育改革が行われ、先生に求められる能力が高まったと同時に、保護者からの期待値も高まり、
不満も多く、それに対応しなければならず、うつになる先生も多いのです。ですから、政府は多
くの予算を組み、先生たちのワークライフバランスを取ることができるように支援をしています。
個々で仕事に対応するのではなく、もっと協力し合うような体制を組むように修正されています。
新しい先生ですと 21 時くらいまで働く先生もいらっしゃいますので、そういった労働時間の短
縮も推奨されています。
　また、校長先生になろうという人が非常に少ないのです。校長先生の仕事もかなりきついから
です。校長先生の席が空いても、なかなか応募する人がいません。教頭も然りです。こういった
レベルの先生方においても、ワークバランスが非常に課題になっています。
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　私たちの専門職の生活、ライフスタイルもかなり厳しいと言えますが、私が個人的な対策とし
て考えているのは、教員たちがもっと自分たちの立場を主張するべきだと思います。もっと積極
的に、活動的になっていくべきで、先生の組合を形成するべきだと思っています。これは、私た
ちは大学で学生ともよく議論します。先生の人権を主張するためのデモをしようではないかと学
生にも参加を促しています。
　現実的に学生たちをどのようにこの専門職を続けさせるかということですが、学生たちに現実
を話すことはいいことだと思います。この仕事は非常にきついから先生になるのはよくないと話
すことはありませんが、サラリーが良いからとか楽だからということで先生になるのでは困りま
す。非常に大変だということもきちんと学生たちに知らせなければなりません。たやすい仕事で
はなく大変な仕事だということをきちんと学生に教えた上で、教員としての使命、教員という仕
事の重要性を十分に認識して、先生になってもらいたいと思います。

【司会：赤沢准教授】
　朴先生。お願いします。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　ほかの国々の状況を伺いますと非常にがっかりして、悲しくなってきます。韓国でもよく似て
いますが、少し違う観点からお話をさせてください。私の日本のオープンシステムに対する意見
です。オープンシステムをクローズシステムにすることはできません。覆水盆に返らずというこ
とです。ただ一つ手段があります。韓国ではもともとオープンシステムがあり、訓練養成所もあ
ります。また、法学部はアメリカのロースクールのシステムを採用しました。学部にはもう法学
部というものはなく、ロースクールになりました。ロースクールのシステムを導入したときには、
入学志望者数はかなり減りました。200 〜 300 のロースクールへの応募がある中で、政府からの
公募数を 20 〜 30 など非常に厳しくしたのです。それが一つの方法だと思います。
　韓国の状況はほかの国々に比べるといいと思います。女性の教員は女性の中で最も優秀な人で
あると考えられていますし、職種としても女性にとってはとても魅力的です。子どもをもうけて
育てながら、給与も非常に良く、3倍の人生を楽しむことができるとも言われております。女性
にとっては特に良い職種です。多くの先生は 100%は満足していませんが、教員以外により良い
職種がないということで、離職する人もほとんどいません。
　韓国のモデルは、もっと働かせてもっと支払いましょうというものです。今では学級の人数を
減らしておりますが、私のころは 1人の先生が 80 人のクラスを持っていて、給料は高かったと
思います。今では大都市でも 1クラスの生徒数は 30 〜 40 人で、給料も非常に高くなっています。
もしこれを 15 人のクラス編成にして、給料を半分にしたらどうなりますかと聞くと、15 人で給
料半分よりも 30 人で 100％の給料をもらう方がいいとなります。給料をたくさんもらうために
一生懸命働くことに関してはいとわない国民性です。
　より良い教育環境、たやすい環境、容易な環境を作ると、教育のレベルが下がってしまうとい
うことが言えます。例えば 1クラスの生徒数を半分にしてしまった場合に、先生たちの動機付け
が半減してしまうということで、教育のレベルが下がってしまうことがあります。
　韓国では8時に出勤して16時くらいにはもう学校を出ています。これが韓国の教員の生活です。
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農村地帯によっては 17 時くらいに出る人もいるかもしれませんが、組合が強いので、そういっ
た条件は非常に整っています。
　政治的なアプローチも重要だと思います。われわれの社会では常に先生はとても重要であると
敬意を表していますので、教育予算を下げようとすると政治家は人気が下がってしまうので、選
挙になると教員もキャンペーンを張ります。選挙のときには私たちも選挙活動に参加して、私た
ちが言わんとしていることを主張しています。
　先程も話をしましたが、政府はわれわれのような小さな大学を大きなところに統合したいと
思っているようです。私は政府の政策を変えたいと思っていて、そういったコミュニティーの会
長をやっています。これは政府を説得する本当にいいチャンスだと思ったのです。政府に意見
し、政府から多くのいろいろなものを得ています。こういった政治的なアプローチも時には必要
でしょう。
　それから魅力的な職業ということで、どうその魅力を増していけばいいかということですが、
それは非常に難しいのです。でも、私自身は非常に魅力的な仕事だと思います。確かにそれほど
賃金が高くない場合もあります。しかし、私たちは医師の仕事も良いように思いますが、医師は
患者の病気を治さねばなりません。60％くらいの医師が病気を自分自身が抱えたまま、患者の病
気も治らないままでいることが多いのです。しかし、教員は若い世代と常に向き合います。イエ
ス・キリストも言っているように、若者はベストピープルなのです。若い人たちと一緒にいたい
と思えば、これはベストの仕事です。こういったことをいつも韓国で言っています。これでうま
くいくわけです。
　学生によく言うのは、「子どもたちはモンスターのように見えるが、ベストカスタマーですよ。
罪人や病気の人たちに比べると、子どもたちは俄然良いカスタマーではないですか」と言います。
そして、自分たち自身を今後も開発していくことができ、仕事をしている時間を通じて自分自身
を高めることができます。教師の組合が日本では強いと聞いていましたが、今はあまり教員を守
る人がいなくなったと聞きました。しかし、韓国では今、組合で教員のステータスは守られてい
ます。たとえば医師が医師の組合で守れないということになると、低い質のメディカルサービス
しか受けられないことになってしまうと思います。医師を守ることはわれわれの健康、社会の健
康を守るためだという論理です。教員組合も連携も、そういった論理を持って政府や社会と闘っ
ていかなければいけないと思います。
　また、人々の考えていることを変えていくために、韓国では教員の組合が一生懸命になってい
ます。例えばいじめなどいろいろな問題があり警察に訴えられる先生もいるのですが、そこで教
員組合のトップの人が警察へ行き、警察のトップと話をします。「教員を訴えてはいけない。そ
んなことをすると社会を危険にさらすも同義である、一歩引いてください」と言います。そうで
ないと、教員は非常に危険にさらされることになります。どんな両親でもいじめがあったことな
どで教員を訴えることはできます。しかしそこで組合が教員を守ります。ある意味そういった政
治的なアプローチもやはり必要なのです。ありがとうございます。

【司会：赤沢准教授】
　生田先生はいかがでしょうか。
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【生田副学長（奈良教育大学）】
　日本の現状については山口大学の先生がおっしゃったとおりの部分があると思います。他方で
日本全体の労働環境のワークライフバランスの問題から言いますと、教員は、特に女性にとって
は特に子どもができたときの産休・育休の保証など、環境的に労働条件として良いのではないか。
これは教員に限らず、公務員全般に言えることかもしれません。やはり教員はその点が一つの大
きな魅力になっているという事実も見なくてはいけません。それは、日本全体の労働組合運動の
弱さからきておりますが、それでも教員の方がいろいろ
な形で保証が大きいと言えると思います。
　今、一番大きな要因としては、全般的に景気減退の中、
教員は非常に採用が多い時期で、従来では奈良県におい
ても年間20〜30人しか採用しない時期もありましたが、
今は 200 人以上、10 年前の 10 倍以上の採用数がありま
す。これは 50 代の団塊の世代が大量退職していく時期
と重なっていることもあるのですが、これがあと 10 年
近く続いていきます。
　こういうときにやはり教員養成大学として、これを単に教員を大量に養成するだけの機会とし
て見るのではなく、教員はどういう質を持った人たちが必要なのか。将来を担う若者たちを育て
る学校の在り方はどうあるべきなのか。これらを問題提起する良いチャンスだと思って、とりわ
けこの 4〜 5年、教員養成大学はそういう意味でも努力しないといけないのではないかと思って
おります。
　本学では、現在受験率が 4〜 5倍で、受験希望者のうち 20％が本学へ入ってきます。入学し、
さらに 4年間過ごした後、就職するチャンスもある程度ある。そういうときに大学としてどうい
う問題提起、メッセージを送ることができるのか。そういう意味で今回のプロジェクトを位置付
けているということでもあります。
　今回のお話を通じていろいろ考えておりますのは、ケラー先生のカリキュラムフレームワーク
のところにワークライフバランスという言葉が出てくることです。こういうことをカリキュラム
フレームワークへ入れている。自分自身がバーンアウトせずに、プロフェッショナルな教職と自
分の生活をうまくマッチングさせながらやっている。サステイナブル、サステイナビリティーと
いう言葉がケラーさんのところで何回も出てきていますが、そういう持続可能性を自分自身も追
求して、学校の中でキャリアを積んでいくことの在り方が非常に大切だと思っています。
　僕はスイスのチューリッヒ教育大学のNOVAを見せてもらったとき、新鮮な驚きを感じたこ
とがあります。また、先ほど姚先生の方からもワークライフバランスという言葉が出てきて、そ
ういう意味で教員としてのサステイナビリティー、持続発展性を考えて教員養成をしていかなけ
ればいけないと思います。そういう意味ではケラー先生が言われている継続教育、教師に就いた
後にきちんとフォローできるような研修の在り方についても、大学としてビジョンを持っている
ことも大切だといういうことも含めて教員養成を考えていく必要があると思いました。
　日本の場合、現状は非常に厳しいですが、その中でもやはり僕が接している学生さんは、いい
ロールモデルと言いますか、小学校・中学校を通じて先生から受けたいろいろな思い出を大切に
しながら、こういう教師になりたいという気持ちを持っている学生さんが結構たくさんいます。
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そういう思いをどう育んでサステイナビリティーのある教員になってもらうのか。そういう意味
で、やはりここ 5〜 6年で国に対しても問題提起をしていく、問題提起型のプロジェクトを作っ
ていきたいと思っています。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。教員のバーンアウトを防ぐために、教員のサーキュ
レーションシステムというのはどうでしょうか？　例えば 4年か 5年くらいで学校を換わること
を義務付けるやり方です。新しい所で新しい空気を吸ってもう一度やり直す、そういうサイクル
でやっていくのです。そして 30 年くらいもすると、6回変わることになります。毎回新しい学
校へ行くとフレッシュマンとしてそこで始めるのです。ですから 5年に 1回、最初の 5年は教育
の時期で訓練の時期です。その後で最初のサーティフィケートを得るのです。
　そういったことが一種の昇進システムになると思うのです。例えば校長になりたいですとか、
何かになりたい、そのためには一生懸命努力をしなければいけないことが分かります。ですから、
そういった昇進システムを取り去ってほしくはないのです。そういうものがなくなってしまいま
すと、一生懸命働かなくなってしまうかもしれません。バーンアウトを防ぐためにもそういった
動機付けが必要だと政府に言っています。

【司会：赤沢准教授】
　予定時間がかなり迫ってきたのですが、先ほど手を挙げてくださっていた方を優先させていた
だきたいと思います。一番後ろの方と、もう 1名お願いします。ご質問があれば続けてお聞きし
て、まとめて答えていただくようにします。

【奥田名誉教授（奈良教育大学）】
　ありがとうございます。奈良教育大学を 7年前に退官した者です。当時、英米文学を担当して
おりました。このシンポジウムに参加させていただき、四つの国のそれぞれの先生方の教員養成
プログラム開発についてお聞きしました。ありがとうございます。とても役に立ちます。特に韓
国の朴先生の報告を聞いているときに、隠れたカリキュラムという言葉を使われました。僕はそ
れを聞いてどきっとしました。朴先生は無意識のカリキュラムと言う言葉を使いました。何だろ
うなと思って耳を傾けていました。
　質問の中で、倫理の件の質問が出ました。朴先生が、韓国という国の伝統と文化を踏まえたと
いう言葉で説明されていたと思います。それに対して道徳的なものは高所で教えるものではない、
教えられるものではないということもおっしゃられました。それで「うん、なるほどな」と思い
ました。韓国の英語教育に僕はとても興味を持っているのですが、韓国の学生たちは朴先生の大
学の正門をくぐるときに、無意識のうちに韓国の文化・伝統、あるいは国民性に襟を正している
のかな、先生方も襟を正しながら先生の大学の正門をくぐっているのかな、これは素晴らしいな
あと思いました。
　また、先ほど山口大学の先生が日本の現状の一端をお話しされました。生田副学長が先生と学
生との関係の話をされました。しかし、朴先生の無意識のカリキュラムにとても僕は感動してお
ります。香港・スイスにもそういうものがあるのかどうか。イギリスにはあります。イギリスに
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はイギリス人の教育法がありますが、このような時代の中、社会の中で教員を育てる先生と学生
の間で、大学の位置付け、運営について、僕は朴先生の話を聞いて感動しました。教育大学の学
生として正門をくぐるときに、無意識のうちに日本の文化・伝統、国民性に対して襟を正せる、
そして教室へ向かう。素晴らしいですね。その辺のところをもう少し詳しく先生に説明していた
だければありがたいと思うのです。無意識の学校運営でしょうか。無意識の隠れた学校運営にも
つながると思うのですが、朴先生、いかがでしょうか。

【司会：赤沢准教授】
　ありがとうございました。もう一方、ご質問をお受けして、まとめて答えていただきます。

【高倉教授（香川大学）】
　香川大学の教育学部から参りました高倉良一と申します。本日は大変刺激的で勉強になりまし
た。そのことをまず企画をされた先生方、並びに参加されたシンポジストの方々に御礼申し上げ
ます。本当にありがとうございました。
　二つ質問があります。一つは生田先生に対するご質問で、かつ質問用紙には書いていないので
すが、1点分からないことがあります。教員養成プログラムの開発に関する国際シンポジウムと
いうことで、なぜスイスと香港と韓国という組み合わせになったのか。それが最初からのご説明
の中でもなかったので、そのあたりのことを教えていただきたい。この問題を考える上では、理
想的にはどういう国の方々にさらに来ていただければありがたいのか、そのあたりのご見解を教
えていただきたいことが一つです。
　それから、これは他の先生方に共通する質問ですが、それぞれ教師の社会的評価や環境は変わ
りますが、少なくとも日本をはじめ各国の先生方で共通しているのは、その上に大学院などを乗
せてはいますが、小学校の教員養成は学部でやっています。その点に関して私が一昨年中国四国
教育学会で発表したことがあるのですが、開放制と閉鎖制の問題を克服する手段の一つとして、
学部段階ではなく、小学校教員養成の段階から教職大学院の方へ移行することは可能なのかどう
か。そういう点をどういうふうにお考えになるか。その理由の一つに、これは日本の特殊な事情
かも知れませんが、学生の基礎学力の低下と精神年齢の低下は目に余るものがあります。22 〜
23 歳くらいで本当に一線に立ってもいいのだろうか、そういうふうなことがあります。二つ目
に、私は法律学の担当ですが、教員養成学部では法律学に関する単位は 2単位で、かたうや法学
部では専門科目になるので 84 単位あります。専門内容において 2単位なのにやる内容としては
は 84 単位で、しかも現場でいろいろ教職のことも考えながらやることは非常に難しいです。そ
れならばむしろ各専門的な科目に関しては各学部レベルで学んだ上で、アメリカのロースクール
やメディカルスクールのような形で上に乗せる。その場合は採用のシステムから国家試験から一
切合切変えなければいけませんが、それは別にして、どう考えてみても一級の人材を養成するに
は、学部レベルでやること自体にそろそろ限界があるのではないでしょうか。
　逆に言いますと、学部でやって、その上に大学院で 6年制構想というものも、これまた問題が
あります。なぜかと言いますと、これは大変熱心な先生方に対して失礼極まりないのですが、私
は中学校・高校で教員になろうなどと全然思わずむしろ、反発の対象でした。ところが教員養成
学部に入ってくる人たちは、みんな先生になりたいと思っているのです。その点において普通の
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学生、普通の子どもたちと感覚が違うのです。どちらかというと反発の対象になるようなことを
考えている人が圧倒的に多い中で、たまたまいい先生方に会い、そうなろうと思ったその時点に
おいて子どもの気持ちがどこまで分かるのかという気はします。そういうことも念頭に置いて考
えるとするならば、内容も教職だけではなく、教科専門の力も付けた上で、なおかつ志の高い人
間を考える上では、学部レベルの段階から教員を絞るよりは、むしろもっとある程度上の年齢に
なってからの方がいいのではないか。もっと言いますと、ほかの学校へ行っても、よそであれば
弁護士になりたいとか医師になりたいということでやってくるのですから。そういうような構想
に関して、どのようなご見解があるのか。やはり学部レベルという18歳からの人たちがいいのか、
それともある程度の年齢を重ねてほかのことも学んだ人たちを養成していったらいいのかについ
て、率直なご意見を伺えればと思います。

【司会：赤沢准教授】
　時間が過ぎておりますので、このようにさせていただきます。まず朴先生については、先ほど
のご質問にあったとおり、無意識のカリキュラムについてもう少し詳しく教えていただき、それ
から、4名の先生方にかかわることとして、今お話があったとおり、学部と大学院を並立させる
ものではなく、大学院レベルへ全面的な移行をする可能性等についてお伺いします。また、生田
先生については、このシンポジウムのコーディネーションについてご説明をお願いします。時間
が来ておりますので、それに加えてそれぞれの先生方、今日シンポジストとして登壇していただ
いた感想や印象、もう一言説明したいということがあれば、合わせてお話をいただけますと幸い
です。朴先生からお願いできますでしょうか。

【朴学長（光州教育大学校〈韓国〉）】
　簡単にご説明したいと思います。まず、最初の質問の隠れたカリキュラムあるいは無意識なカ
リキュラムということです。私の大学の学生は伝統として非常にアクティビティーな活動を行っ
ています。それには非常に多くのお金を使っており、スクールコントロールのプログラムがある
のですが、サマーキャンプで田舎へ行ったりしたり貧しい人を助けたりということを学生独自の
プログラムとしてやっています。多くの学生がこのような学外の取り組みに参加し、自分でコン
トロールしています。大学がするのではありません。これは大学の管理外です。学生が選択して
自分で行うので、多様な活動があります。しかし大学がそこで何か介入するならば、何かが変わっ
てしまうのではないかと思います。
　教員の中には学外のカリキュラムがたくさんあるのなら単位を与えたらいいのでは、と言う人
がいますが、単位を与えるとコントロールしてしまうことになります。コントロールするとそれ
により失われてしまうものがあります。学生に任せておいた方がいいと思います。そういうシス
テムがあるということで、一つの例としてお話をしました。
　さて、先生のステータスは、学校によって、国によって違います。また、基本的には初等教育
の訓練は 1年ではなく 2年で行います。そういったすべての主題、科目について学び、教科をす
べてカバーするのです。小学校の先生は、例えば算数、あるいは数学に関して 1〜 2年で小学校
にということになると、不可能だと思います。一緒にすることは難しいであろうと思っており、
賛成していません。
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　例えば通常のノーマルスクールと言いますか、高等学校へ行く前に学生は先生に対してブレイ
ンストーミングをして、頭を洗い直して価値観を考え直してから本当の先生になるわけです。そ
して先生としてずっとやっていけるようになるのです。
　私は数学が専門で、ほかの仕事がないので教師になろうということになりますと、ただ単に教
師を選んだだけで、必ずしも熱意を持っていないかもしれません。貢献しようということがない
かもしれません。ですから、2＋ 4あるいは 3＋ 3の方がいいのではないかと思います。政府に
対しては、初等教育の教員養成システムを少なくとも 5〜 6年にしてほしいと今、交渉中です。
恐らくいつかは小学校の教員養成課程が 5〜 6年になると思っています。

【司会：赤沢准教授】
　では、姚先生いかがでしょうか。

【姚准教授（香港教育学院〈中国〉）】
　簡単に申し上げますと、「隠れたカリキュラム」とはいいアイデアだと思います。香港ではそ
れはないのですが、ラーニングエクスペアレンスと言うものがあります。つまり、公式そして非
公式、隠れた、また見えているものを生涯教育として一般教育の中で取り込もうという考え方で
す。しかし、尊敬、、尊重しようという形はよく分かります。文化を尊重することは重要です。
それは特にわれわれも強調しており、プログラムにも入っています。良い点だと思います。
　例えば B.A.（学士）のプログラムを院へ持っていってはどうかということですが、特に強い
意見は持っていません。本校においてはかなり長い年数で、統計を取ってみるとこのような教職
教育はかなり飽和状態です。だからこそ博士課程、Ph.D のプログラムが今後数年間で導入され
ることに注力をしているのです。単にアカデミックな学士号、修士号を得るだけではないと思い
ます。先生が生涯を通じて勉強しようということをうながすことにも関係していると思うのです。
　さらに一つ考えたことは、今ここで学んだこととも言えるのですが、ベビーブーム以来出生率
が下がっていて、先生たちの重荷が増えているかもしれませんので、できるだけ経験を積むとい
うことが必要だと思います。チャレンジがあると思いますので、そのような遺産を現場でいかに
維持できるかということなのです。
　われわれの学院において教職教育に当たる人たちの半分くらいは経験豊かな教員ですが、彼ら
は今後 2〜 3年で退任していきます。今日のプレゼンテーションでも触れられましたが、それぞ
れ国は違っても同じ問題があります。つまり、団塊の世代とそれに続く世代が退任していくとい
うことです。ですから、アカデミックなプログラムだけではなく、今まで実践されてきたことを
新しい世代に現場でいかに伝えるかが大きな問題だと思います。それについては私の頭の中にも
常にありましたが、皆さま方からもより多く学びたいと考えています。確かに厳しい時代ですが、
動機付けとしてはどのようなものが考えられるか。教員養成での動機づけは何があり得るか。つ
まり、動機付けをして、若い人たちにやる気を持ってもらうためにどうしたらいいのか。推進力
としてどういうことが要になるか。教育を魅力あるものにして、良い先生となるような人材を集
めるにはどうしたらいいか。私も非常に関心を持って聞きました。ありがとうございました。
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【ケラー副学長（チューリッヒ教育大学〈スイス〉）】
　私たちのところには「隠れたカリキュラム」があるとは言い切れませんが、隠された伝統はあ
ります。例えば子どもたちはお昼休みに家庭に戻って昼食を取ります。これはあまりいいアイデ
アではないと思う人たちもいます。学校で昼食を取る方が社会的な教育を受けることができる、
保護者にとっても学校でご飯を食べてくれた方が楽だということもありますが、私たちの伝統と
しては子どもたちはお昼を家庭で取っております。また、教科は 7教科にしています。一つの教
科を 1人の先生が教えるシステムがありましたが、子どもたちが得意な分野や不得意な分野があ
りますので、先生としては子どもたちそれぞれの能力を引き出さなければいけないという考え方
も隠されたわれわれの伝統です。
　学部か大学院かに関しては、おっしゃったとおりだと思います。たくさんの政治家を説得する
ことや財政状況を考えますと、われわれの主張が通るにはなかなか時間がかかると思います。

【司会：赤沢准教授】
　それでは生田先生、お願いできますでしょうか。

【生田副学長（奈良教育大学）】
　全く関係のない話ですが、奈良教育大学で毎月やっているのですが、僕が関係している登校拒
否の子どもさんを持つ親の会というものがあります。そこでは本当につらい思いをしている保護
者の方や、それをサポートする先生方が 70 名ほど集まり意見交換をしたりしています。今年は
夏に全国大会を奈良でやろうということで、いろいろなことを決めたりしています。
　そのときに少し話題になったのが、奈良教育大学の環境でした。世界遺産自然遺産に登録され
た春日山が見え、鹿がキャンパスを歩いていたりします。奥田先生が言われる隠れたカリキュラ
ムとも関係するのですが、そういう雰囲気が、なかなか学校へ行けないご家庭の保護者の方にとっ
ても、一種の心地よさを感じられる部分もあります。そのような方々やいろいろな形で地域の人
たちも大学に入ってきて、同じ空気を共有していることもとても大切です。
　みんながみんな学校を好きなわけではないのも事実で、学校が嫌だという人も一定数いるので
す。先ほど海野先生がおっしゃられたように、教員になりたい学生の何割かは過剰適応している
危険性もあります。そういう学生さんに対して隠れたカリキュラムも含め、また違うオールタナ
ティヴな視点が感じ取れるような雰囲気作りも大切かなと思っています。学生さんが教員になり
たいという気持ちを大切にしたいという思いもある一方、学校が嫌だという子どもたちや家庭も
あり、つらい思いをしている人たちもいっぱいいるのだという事実も何か感じ取れる、そういう
場面であってほしいなと願っています。
　教員養成の今後ですが、日本の場合はオープンシステムで当面進んでいかざるを得ない部分が
あると思います。それは逆に言いますと、今井室長の資料にもありましたが、小学校における採
用者の 41％ほどが教員養成の大学や学部の出身者で、一般大学から来ているのはそれよりも多
い 49％と、全体の半分ほどは一般大学の出身者だという事実があります。小学校のダイバーシ
ティー、多様性を考えたときに、本当は一般大学で教科専門を中心に積んでこられた先生方と、
教員養成大学の中で教職が一定数単位の重みを持った養成のされ方をしてくる先生とを、うまく
ミックスしたような教員養成ができればいいと思っており、開放制もプラスに考えるようなシス
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テムも必要かなと思っています。
　どのような形でそのようなシステムを創っていくか、それはまたそれぞれの各都道府県の採用
側がそこも見越して採用している部分はあるとは思います。やはりスクールリーダー的になって
くれる一定の層と、それぞれの教科を強めていくような配置の仕方など、いろいろな形での採用
を採用側の当事者は考えているとは思いますが、そことうまく連携もしながら、私たちの教育大
学の場合はどういう人材を養成していけばいいのか。そのようなことを全体の小学校教員の出身
層も見ながら、問題提起していかなければいけないとは思っています。
　それから 1点目のなぜスイス・香港・韓国の方なのかということです。韓国の方からもなぜス
イスの人がいるのですかという質問がありました。これは一つに、去年の 11 月でしたか、香港
教育学院で東アジア圏の教員養成系大学の学長のカンファレンスがありました。そのときに欧米
系の大学も幾つか参加しており、その一つがスイスのチューリッヒ教育大学だったのです。スイ
スの教育大学については、たまたまサステイナブルディベロップメントの関係で調査に行き、そ
の際にケラー先生とも面識ができたのです。2〜 3回行かせていただきましたが、先ほどのカリ
キュラムフレームワークのNOVAの中にワークライフバランスという興味深い項目も入ってお
り、実習の在り方やメンターティーチャーの役割、メンターティーチャーになってくれる先生が
なかなか得られないのだという苦労話などをお聞きする中で、共通する部分がうちの大学にもあ
るなというので、来ていただきました。また、香港教育学院にもケラー先生が来ていただいてい
たということもあります。そういうつながりの中で、東アジア圏の 3国と少し遠いですが、スイ
スでフレームワークを基に養成を考えようとしているという共通点も感じられたわけです。また、
私も調べて報告にしたこともあるので、そういうつながりの中で課題を共有し合えるのではない
かという思いで、来ていただきました。以上です。

【司会：赤沢准教授】
　まだまだご意見をお伺いしたいところですが、既にディスカッションの時間を過ぎていますの
で、一度ここでご質問を終わらせていただきたいと思います。本日の資料の中に、このような参
加者アンケートというものがあります。せっかく手を挙げてくださったのですが、時間の関係で
お当てできなかった方を中心にこういうところに書いていただき、私たちにご意見を寄せていた
だければと思います。
　合わせて資料のップのページに、この教師力モデル開発プロジェクトのメールアドレスが記載
されていますので、このアンケートの中身では到底語りきれない、もっとたくさん書きたいとい
うことにつきましては、こちらにメールでお知らせいただければわれわれが参考にして、プロジェ
クトを進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　それではクロージングをお願いしたいと思います。生田先生、ディスカッションのまとめも含
めて、よろしくお願いします。
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閉会あいさつ

プロジェクト代表　理事・副学長（教育担当）　生田　周二

　既に言ってしまったこともあるのですが、このディスカッションの冒頭に申しましたように、
教員養成プログラムの在り方に関しては、フレームワーク、ポートフォリオによる蓄積、学生さ
んが振り返りを含めて使えるような蓄積、それを使って
のリフレクション、実習の在り方、高度化など、共通す
る部分がありました。当然それぞれの国の教員養成のシ
ステムの違いや開放制・閉鎖制、教師の身分上の問題、
それから今日は出てきませんでしたが大学の学費の違い
もあります。日本の大学の場合ですと、やはり年間五十
数万円払わなければいけない事実の中、学生自身がアル
バイトに追われ、なかなか自発的に物事にかかわろうと
する時間的・精神的余裕が持てないでいるという事実も
あります。
　僕が若いとき、授業料が 2万 5000 円とか 5万円とか非常に安かった時代は、本当に学生運動
やサークル活動が盛んでしたが、時間的・財政的余裕がなくなってくる中で、そういう活力が別
の方面へ向けられざるを得なかったのではないか。学生さんの置かれている状況の違いもきちん
と見ていかなければいけないと思いました。
　しかし、教員養成の在り方、高度化への志向性といった点での共通性は見ることができたと思
います。合わせて後半の議論の中ではサステイナビリティーと言いますか、単に採用されて終わ
りということではなく、その先を見据えた学校作り、自分の生活作りなどについてもきちんと目
を向けていかなければならないということが出てきました。また、政治的なアプローチという言
葉が朴先生の方から出ましたが、自分たちの権利を守っていくために教員自身が組合を作って
もっと頑張れる環境をどのように作っていけばいいのか。大学としてももっと政治的に働き掛け
て、教員の地位や教員養成の役割を高めていく、そういう政治的なアプローチの必要性というも
う少し大きなレベルの話も出てきたと思います。また、そういうものとはまた違う隠されたカリ
キュラムである大学の環境や伝統、教員が持っているモチベーションの問題や学生さん自身の持
つ雰囲気などの役割についても、今回はいろいろな形でそれぞれの立場で語られたように思いま
す。
　ケラー先生、姚先生、朴先生、今日は朝から長時間、本当にありがとうございました。この経
験を今日だけに終わらせることなく、今後それぞれの大学とも連携を取りながら、日本の教員養
成の在り方や世界の教員養成の在り方を考えていきたいと思います。今後ともよろしくお願いし
ます。フロアの皆さんも長時間にわたりお聞きいただき、ありがとうございました。不十分な点
がいろいろあったかと思いますが、またホームページを含め、いろいろな形で問題提起をしてい
きますので、ご意見ご感想も含めていただけたらうれしいと思っております。本当に今日はどう
もありがとうございました（拍手）。
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養成機関別新規学卒者免許状取得者数

※平成22年（2010年）３月卒業者の免許状取得状況

小学校教員免許状取得者数：１万８，８２３人

大学院 学部 短期大学
（６．６％） （８８．９％） （４．５％）

国立
教員養成系

（５．３％）

国立教員養成系
（５０．７％）

公私立大
（３６．０％）

国立
一般系
（２．１％）

国立一般系（０．７％）

公私立大 （０．６％）

中学校教員免許状取得者数：４万７，６０９人

大学院
（９．０％）

学部
（８９．０％）

短期大学
（２．０％）

国立教員養成系 公私立大国立一般系公私立大
国立国立 国立教員養成系

（２３．５％）
公私立大
（５８．６％）

国立 般系
（６．８％）

公私立大
（３．４％）

一般系
（２．１％）

教員養成系
（３．４％）

高等学校教員免許状取得者数：６万１ ８６９人高等学校教員免許状取得者数：６万１，８６９人

大学院
（９．３％）

学部
（９０．７％）

国立国立

6

国立教員養成系
（１６．６％）

公私立大
（６３．２％）

国立一般系
（１０．９％）

公私立大
（３．４％）

国立
一般系
（３．１％）

国立
教員養成系

（２．９％）

（教職員課調べ）※ 大学、大学院及び短期大学において、小学校、中学校又は高等学校の普通免許状を取得した新規学卒者の数

大学における教員養成の現状

１．教職課程の認定を受けた大学数

大学 大学院 短期大学

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

文部科学大臣によって教員免許状授与の所要資格を得させるために適当と認められた教職課程を持つ大学数

国 公 私 計 国 公 私 計 国 公 私 計

大学等数 82 78 576 736 86 72 449 607 ０ 19 345 364 

課程認定を有する
大学等数

76 53 469 598 80 35 315 424 0 10 247 257 

２ 国立教員養成系大学 学部の現状 （平成 （ ）年度）

割合 92.7% 67.9% 81.4% 81.3% 93.0% 48.6% 70.2% 70.8% － 52.6% 71.6% 70.6%

（平成22（2010）年5月1日現在）

学 部

大学数 入 学 定 員 合 計

※ 新課程：教員就職率の低下に
伴い、昭和６２年度（１９８７年
度）から教員養成課程の 部を

２．国立教員養成系大学・学部の現状 （平成２３（２０１１）年度）

大学数 入 学 定 員 合 計

教員養成課程 新課程

４４ 10,533 4,242 14,775

度）から教員養成課程の一部を、
教員以外の職業分野の人材や
高い教養と柔軟な思考力を身に
つけた人材を養成することを目
的とした課程として改組したもの。

大学院（修士課程）

設 置 研究科数 専攻数 入学定員

教職大学院（専門職学位課程）

区分 設置大学数 入学定員

5

大学数

４４ ４４ １４９ ３，２６５

国立 １９ ６４５

私立 ６ １８５

計 ２５ ８３０

教員養成・免許制度に関する日本と諸外国の比較

アメリカ イギリス ドイツ フィンランド 日本

養成
機関

４年制大学（４年間の学
士号取得課程が主流で
あるが、延長型の５年課
程や大学院課程もある）

高等教育機関の教員養
成課程（３～４年）又は学
士取得者を対象とした教
職専門課程（１年）

大学の教員養成課程

（３．５年～５年）

大学の教員養成課程
（５年）

大学（４年）におけ
る教員養成が標準

資格
試験

有（試験の方法・内容は
州により異なる）

無 有（第一次国家試験又
は修士号取得試験、及
び第二次国家試験）

無 無

試補 無 無 有（第一次国家試験合 無 無（１年間の条件試補
勤務

無 無 有（第 次国家試験合
格又は修士号取得後に
１～２年）

無 無（ 年間の条件
附採用期間と初任
者研修を義務）

免許
等

・州が免許状を発行

・免許状は教育段階別。

・教育大臣が認定した養
成課程の修了者に正教

・第二次国家試験合格
後に州が資格を認定

・修士号（初等教育教
員は教育学専攻、中

・大学での所要単
位及び学士等の資免許状は教育段階別。

（一般に初等教員免許状、
中等教員免許状）

員としての資格が与えら
れる

・学校種、教科の別はな
い

・学校種類別の資格を
認める州と教育段階別
の資格を認める州がある

等教育教員は教職科
目履修を含む各領域
専攻）が教員免許に
相当

格を得た者に授与
（申請により都道府
県教育委員会が
授与）

・学校種 教科別・学校種、教科別
の免許状で専修、
一種、二種の３種
類

教育 １２週間以上が２２州 ４年制養成課程 学士課程（３年） 不明 幼・小・中学校教育
実習
期間

１２週間以上が２２州

（２００２年。

州により異なる。）

４年制養成課程

・・・・３２週間以上

教職専門課程

・・・・１８～２４週間

学士課程（３年）

・・・・１４週間

修士課程（１～２年）

・・・・ ４週間

計 １８週間

不明 幼 小 中学校

・・・・４週間

高等学校

・・・・２週間

4

計 １８週間

（ニーダーザクセン州の
場合。

州により異なる。）

○ 学位と教職課程における単位の修得により教員免許状が授与される。

大学における教員養成の仕組み

○ 学位と教職課程における単位の修得により教員免許状が授与される。
○ 教職課程は免許状の種類毎に、大学の学科等を文部科学大臣が認定。
（※ 幼稚園及び小学校の教職課程は「教員養成を主たる目的とする」学科等でなければならない。）

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒

学士＝１種免許状が標準

短期大学士：２種免許状
修士 ：専修免許状

① 教科に関する科目 学校種毎に授与

（中学校、高等学
校の場合には教
科種毎）

（小：８、中・高：２０単位以上）

② 教職に関する科目

・ 教職の意義
教育の基礎理論

科種毎）

（小：４１、中：３１、高：２３単位以上）

・ 教育の基礎理論
・ 教育課程及び指導法
・ 生徒指導、教育相談及び進路指導
・ 教育実習（小中：４週間、高：２週間程度）
教職実践演習

③ 教科又は教職に関する科目

・ 教職実践演習

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）

3
※単位数は１種免許状の場合

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）
※ 上記①②から選択

１ 免許状主義と開放制の原則

日本の教員免許制度

教員は 教育職員免許法により授与される各相

１． 免許状主義と開放制の原則

免許状主義免許状主義

我が国の教員養成は 一般大学と教員養成系大

開放制の原則開放制の原則

教員は、教育職員免許法により授与される各相
当の免許状を有する者でなければならない（免許
法第３条第１項）。

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大
学とがそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ）

２．免許状の種類

② 特別免許状
（有効期間１０年）
② 特別免許状

（有効期間１０年）
③ 臨時免許状
（有効期限３年）
③ 臨時免許状
（有効期限３年）

① 普通免許状
（有効期間１０年）

○ 授与権者

都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

専修免許状（修士課程修了程度）専修免許状（修士課程修了程度）

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県

・特別免許状 授与を受けた
都道府県内

一種免許状（大学卒業程度）一種免許状（大学卒業程度）

2

都道府県内
・臨時免許状

二種免許状（短大卒業程度）二種免許状（短大卒業程度）

日本の教員養成の現状と課題について

平成２４（２０１２）年２月１４日 （火）

高等教育局 大学振興課

教員養成企画室長 今井 裕一
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１ 教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

教職大学院（専門職学位課程）制度の概要

１．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

① 実務家教員(教職等としての実務経験のある教員)を必要専任教員の４割以上
置くことを法令上規定。置く とを法令上規定。

② ４５単位のうち１０単位以上は学校等での実習を行うよう義務化。（研究
指導を受けることや修士論文の提出が義務づけられていない。）

③ 事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した「理論と実践の融合」による体
系的授業科目

④ 大学は７年ごとに機関別の認証評価を受けることが義務づけられているが、

さらに、教職大学院は５年に１回、分野別の認証評価が義務付けられている。

２．現状（平成23（2011）年度）

① 教員就職率（現職教員を除く）【平成23（2011）年３月卒業者】① 教員就職率（現職教員を除く）【平成23（2011）年３月卒業者】

： ９０．４％ （国立教員養成大学・学部６２．０％）

② 入学定員充足率 ： ９２．４％
③ 志願者数 ：１，１０２人

12

④ 入学者数 ： ７６７人
現職教員 ３５６人
学部新卒学生等 ４１１人

教職実践演習の特徴

①学校現場の視点（学校現場や教育委員会との連携）

・演習を中心
（ プ イ グ 事例研究 現地調査（ ド ク） 模擬授業等）（ロールプレーイング、事例研究、現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等）

・教職経験者を指導教員に含め、授業計画の作成や学生に対する指導、評価に参加

②教科と教職の知見を結集

・教職に関する科目の担当教員と教科に関する科目の担当教員が共同して、科目
の実施に責任を持つ体制

→特に教科に関する科目の担当教員の積極的な参画の必要性

③全学的な質保証の取組への期待

・教員養成カリキュラム委員会等で、入学直後からの学生の教職課程の履修履歴
を把握し それを踏まえて指導に当たることが必要

11

を把握し、それを踏まえて指導に当たることが必要

教職実践演習のねらい

教職課程の履修を通じて 教員として最小限必要な資質能力の全体を

全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」
教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な資質能力の全体を

確実に身に付けさせるとともに、その資質能力の全体を明示的に確認する

○大学 と は

→ 履修時期： 平成22（2010）年度入学生に対し、平成25（2013）年度から実施

○大学にとっては・・・

学生が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力とし

て有機的に統合され 形成されたかについて 大学自らの養成する教員像

○学生にと ては

て有機的に統合され、形成されたかについて、大学自らの養成する教員像
や到達目標等に照らして最終的に確認

○学生にとっては・・・

将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、

必要に応じて不足している知識や技能等を補い その定着を図ること

10

必要に応じて不足している知識や技能等を補い、その定着を図ること
により、教職生活をより円滑にスタートできるようになること

改革の具体的方策改革の具体的方策

今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申） 平成１８（2006）年7月１１日中央教育審議会

１：教職課程の質的水準の向上１：教職課程の質的水準の向上 ２：教職大学院制度の創設２：教職大学院制度の創設 ３：教員免許更新制の導入３：教員免許更新制の導入

－学部段階で責任を持って教員として－学部段階で責任を持って教員として
必要な資質能力を確実に必要な資質能力を確実に

－より高度な専門性を備えた力量ある－より高度な専門性を備えた力量ある
教員を養成し教員を養成し､､教職課程改善のモデルとなる教職課程改善のモデルとなる

－養成段階を修了した後も、教員として－養成段階を修了した後も、教員として
必要な資質能力を確実に保証する必要な資質能力を確実に保証する

◆趣旨

免許状に有効期限を付し、免許状の
取得後も、その時々で求められる教員と・「教職実践演習（仮称）」の新設・必修

◆名称 教職大学院

◆目的・機能

身に付けさせるための改革身に付けさせるための改革－ 「教職大学院」制度の創設－「教職大学院」制度の創設－
必要な資質能力を確実に保証する－必要な資質能力を確実に保証する－

◆大学における組織的指導体制の
整備

して必要な資質能力が保持されるよう、
定期的に必要な刷新（リニューアル）を図
るための制度として、更新制を導入

◆免許状の有効期限 １０年間

化（２単位）

「使命感や責任感、教育的愛情等
を持って、教科指導、生徒指導等を
実践できる資質能力」を最終的に形
成し、確認

・実践的な指導力を備えた新人教員
の養成

・現職教員を対象に、スクールリー
ダー（中核的・指導的な役割を担う教
員）の養成成し、確認

◆更新要件

有効期限内に免許更新講習を受講・
修了すること （直近２年間で３０時間）

（講習は、使命感や責任感等をもって
指導を実践できる力 その時々で必要

◆教育課程・方法

・体系的に開設すべき授業科目の領
域（５領域）を定め すべての領域に

員）の養成
・教育実習における大学の責任ある対
応を法令上、明確化

大学の教員と実習校の教員が連携
して指導能力、適性等に問題のある
学生は実習に出さない

・「教職指導」の実施を法令上、明確化

教職課程全体を通じて、学生に対
するきめ細かい指導、助言、援助を
充実

◆更新の要件を満たさなかった場合、
免許状は失効

指導を実践できる力、その時々で必要
な資質能力に刷新（リニューアル）する
内容）

域（５領域）を定め、すべての領域に
わたり授業科目を開設

・事例研究、フィールドワーク等

◆教員組織 実務家教員４割以上

学生は実習に出さない

◆教職課程に係る事後評価機能や認定
審査 充実

免許状は失効

（但し、同様の講習の受講により再授
与の申請は可能）

◆現職教員にも更新制を適用

免許状に有効期限は付さないが

◆修業年限 標準２年

◆修了要件
２年以上在学し ４５単位以上修得

◆教員組織 実務家教員４割以上

・各大学の「教員養成カリキュラム委員
会」の機能 の充実・強化

9

審査の充実

是正勧告や認定取消を可能とする

仕組みの整備

免許状に有効期限は付さないが、
１０年ごとに同様の

講習の受講を義務付け、修了しない場
合は免許状は失効

２年以上在学し、４５単位以上修得
（１０単位以上は学校における実習）

学歴区分別の教員構成について

<現職教員の学歴別構成割合＞

区 分 大学院 大学 短大

国立 １４ ４％ ７０ １％ １４ ７％

（平成22（2010）年度）

1 2% 3 3% 6 9%
100%

短期大学 大学 大学院

<現職教員の学歴別構成割合＞

幼
稚
園

国立 １４．４％ ７０．１％ １４．７％

公立 ０．７％ ２８．３％ ６９．４％

私立 １．２％ ８５．１％ ７５．６％

計 １ ２％ ２２ ７％ ７４ ２％

22.7%

1.2% 3.3% 6.9%
14.1%

80%

90%

計 １．２％ ２２．７％ ７４．２％

小
学
校

国立 １６．３％ ７９．６％ ３．８％

公立 ３．１％ ８８．３％ １０．９％

私立 １１．３％ ８２．４％ ５．７％ 85.1%
87 4%50%

60%

70%

校 私 ％ ％ ％

計 ３．３％ ８５．１％ １０．８％

中

国立 ２３．２％ ７３．６％ ２．９％

公立 ５．８％ ８８．３％ ５．７％

74.2%

87.4%
84.1%

30%

40%

50%

学
校 私立 ２２．５％ ７５．６％ １．６％

計 ６．９％ ８７．４％ ５．３％

国立 ４６ ０％ ５３ ４％ ０ ４％ 10.8% 5 3% 1 3%

10%

20%

高
等
学
校

国立 ４６．０％ ５３．４％ ０．４％

公立 １２．８％ ８５．４％ １．２％

私立 １７．５％ ８０．４％ １．４％

計 １４ １％ ８４ １％ １ ３％
（平成22（2010）年度学校教員統計調査中間報告）

5.3% 1.3%0%

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

8

計 １４．１％ ８４．１％ １．３％
（平成22（2010）年度学校教員統計調査中間報告）

（１）公立学校教員採用試験の採用者学歴別内訳（平成２３（２０１１）年度）

公立学校教員の採用者の状況（２３（２０１１）年度）

小学校 中学校 高等学校

国立教員養成系大学・学部 ５ ０５５ （４１ ５％） ２ ０４５ （２７ ２％） ６０６ （１４ １％）

（１）公立学校教員採用試験の採用者学歴別内訳（平成２３（２０１１）年度）

国立教員養成系大学 学部 ５，０５５ （４１．５％） ２，０４５ （２７．２％） ６０６ （１４．１％）

一般大学 ６，０３０ （４９．５％） ４，５０１ （５９．８％） ２，７１８ （６３．３％）

短期大学等 ３３１ （２．７％） ６８ （０．９％） ４ （０．１％）

大学院 ７６７ （６．３％） ９１４ （１２．１％) ９６８ （２２．５％）

計 １２，１８３ ７，５２８ ４，２９６

0 4

（２）公立小・中・高校教員における養成機関別構成（平成22（2010）年度教員統計調査中間報告）

35.4 52.9

30.5

5.7 2.2

54.7 10.9

3.6

2 .7

0 .4

0 .7

0 .3
中学校教員

216 , 976人

小学校教員

384 , 702人

15.6 69.8 1.2 9.2

3 .6 0 .5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高等学校教員

169 , 111人

7

教員養成学部 一般大学学部 短期大学

大学院（教員養成系） 大学院（一般） その他
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16

18

13

15

17

6361歳以上

公立小・中学校年齢別教員数（平成24年（2012年）3月31日）

23,655
22,531

21,080
19,776

17,542
14,613

12,116

歳(平成 年度退職）
54歳(平成29年度退職）
55歳(平成28年度退職）
56歳(平成27年度退職）
57歳(平成26年度退職）
58歳(平成25年度退職）
59歳(平成24年度退職）
60歳(平成23年度退職）

歳

50歳以上
20.0万人

（35 6％）

15 809
17,692

18,246
19,346

20,336
21,476

22,586
24,114

46歳(平成37年度退職）
47歳(平成36年度退職）
48歳(平成35年度退職）
49歳(平成34年度退職）
50歳(平成33年度退職）
51歳(平成32年度退職）
52歳(平成31年度退職）
53歳(平成30年度退職） （35.6％）

40～49歳

12 898
12,933

12,687
13,098

14,459
15,876

14,613
15,809

39歳(平成44年度退職）
40歳(平成43年度退職）
41歳(平成42年度退職）
42歳(平成41年度退職）
43歳(平成40年度退職）
44歳(平成39年度退職）
45歳(平成38年度退職）
46歳(平成37年度退職） 40～49歳

15.5万人
（27.7％）

11 961
11,935

11,306

11,902
12,327

12,898

11,216
10,674

32歳(平成51年度退職）
33歳(平成50年度退職）
34歳(平成49年度退職）
35歳(平成48年度退職）
36歳(平成47年度退職）
37歳(平成46年度退職）
38歳(平成45年度退職）
39歳(平成44年度退職）

30～39歳
11.8万人
（21.1％）

8,732
10,027

10,759
11,481

11,647
11,769
11,961

11,556

25歳(平成58年度退職）
26歳(平成57年度退職）
27歳(平成56年度退職）
28歳(平成55年度退職）
29歳(平成54年度退職）
30歳(平成53年度退職）
31歳(平成52年度退職）
32歳(平成51年度退職）

小学校

中学校

20～29歳
6 6万人

5,471
7,793

,

22
4
0

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

20歳(平成63年度退職）
21歳(平成62年度退職）
22歳(平成61年度退職）
23歳(平成60年度退職）
24歳(平成59年度退職） 中学校 6.6万人

（11.8％）
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文部科学省調べ【合計】 558,127人 44.4歳

(人)

【小学校】 354,573人 44.4歳
【中学校】 203,554人 44.3歳

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

学校現場が抱える問題の状況について

１．９倍

小学校 中学校

２ ２倍

１．９倍

小学校 中学校

１．４倍

0.17%

0.32%

２．２倍

2.７７
%

1.24
%

3,494
件

6,600
件 27,540件

39,382件

平成５年度 平成２０年度 平成５年度 平成２０年度

%

平成18年度 平成20年度 平成18年度 平成２０年度
（1993年） （1993年）（2008年） （2008年） （2006年） （2006年）（2008年） （2008年）

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

要保護 準要保護

特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍する児童生徒

数（国・公・私立計）

小学校・小学部 中学校・中学部

１．６倍

要保護

２．０倍

準要保護

135 1

１．８倍

小学校・小学部

１．６倍

中学校・中学部

学級

101 019人
学級

44 412人

8.7
万人

13.7
万人 67.9

万人

135.1
万人

学級

45,650人

101，019人

学級

23,600人

44,412人

学校

29,201人
学校

35,889人
学校

21,290人
学校

27, 662人
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（注） 要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、準要保護とは、生活
保護を必要とする状態にある者に準ずる程度に困窮している者をいう。

平成７年度 平成２1年度 平成７年度 平成２1年度

（注） 平成５年度（1993年度）の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍する児童
生徒数を合計した数字

平成５年度 平成21年度 平成５年度 平成21年度平成22年度 平成22年度
（1993年） （1993年） （1995年） （1995年）（2009年） （2009年）（2010年） （2010年）

◆ ＩＥＡ国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ２００７）の結果から

我が国の子どもたちの学力と学習の状況②

◆ ＩＥＡ国際数学 理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ２００７）の結果から

2007年 2007年 ５７０点 ５５４点５６８点 ５４８点

中学校

数学 理科

小学校

算数 理科

2007年
（第５回）

2007年
（第５回）

2003年
（第４回）

2003年
（第４回）

点
(５位/４８か国)

点
(３位/４８か国)

５７０点
(５位/４６か国)

５５２点
(６位/４６か国)

点
(４位/３６か国)

点
(４位/３６か国)

５６５点
(３位/２５か国)

５４３点
(３位/２５か国)

・ＴＩＭＳＳ調査はＩＥＡ（国際教育到達度評価学会）が昭和39
年から行っている調査で、2007年は、小学４年生と中学２年

2.7

182 0

2.5

3.0一
日
当
た

日本

国際平均値

中学校中学校

年から行っている調査で、2007年は、小学 年生と中学 年
生を対象に算数・数学、理科について調査。

・ＰＩＳＡ調査のように「活用する力」ではなく、学校カリキュラ
ムを通してどの程度知識が身についたかを調査。

1.0

0.6

1.6
1.8

1.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0た
り
の
平
均
時
間 を通してどの程度知識が身に たかを調査。

・我が国の児童生徒の学力は、国際的に見て上位。平均得
点はすべて前回以上だが、統計上の誤差を考慮すると前回
と同程度。

宿題をする テレビやビデオを見る 家の仕事（手伝い）をする

間

勉強は楽しいと思う
学校

同程度。

・小学校で一部改善が見られるが、学ぶ意欲や学習習慣に
課題があり、また、テレビやビデオを見る時間が長く、家の
手伝いをする時間が短いなど生活習慣にも課題。

算数 理科

2007年 70% 87%

（小学校）
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手伝 をする時間 短 な 活習慣 も課題。

2003年 65% 81%

国際平均（2007） 80% 83%

・ＰＩＳＡ調査；ＯＥＣＤが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施◆ ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA）の結果から

我が国の子どもたちの学力と学習の状況①

ＰＩＳＡ調査；ＯＥＣＤが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施◆ ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA）の結果から

２００３年
（平成15年）7月調査実施、

翌年12月公表

２０００年
（平成12年）7月調査実施、

翌年12月公表

２００６年
（平成18年）6、7月調査実施、

翌年12月公表

２００９年
（平成21年）6、7月調査実施、

翌年12月公表

有意差なし 有意に上昇

読解力

2000年・2009年

＜フィンランドに次ぐ
上位グループ＞

５２２点
(8位/32ヵ国)

全参加国
・地域

＜上位グループ＞

５２０点
(8位/65ヵ国)

＜OECD平均と
同程度＞

４９８点
（14位/41ヵ国)

＜OECD平均と
同程度＞

４９８点
(15位/57ヵ国)

有意差なし 有意に上昇
有意に低下

2000年 2009年
調査の中心分野

(8位/28)

＜上位グル プ＞

ＯＥＣＤ
加盟国

＜上位グル プ＞

(5位/34)

＜上位グループ＞

(12位/30) (15位/30)

均

有意に低下
有意差なし

前回と共通領
域の正答率
は変化なし
（※１）

数学的
リテラシー

2003年調査の
中心分野

＜上位グループ＞

５５７点
(1位/32ヵ国)

全参加国
・地域

＜上位グループ＞

５３４点
(6位/41ヵ国)

＜上位グル プ＞

５２９点
(9位/65ヵ国)

＜OECD平均より
高得点グループ＞

５２３点
(6位/57ヵ国)

有意差なし

科学的

中心分野 (１位/28)

＜上位グループ＞

ＯＥＣＤ
加盟国

全参加国

(4位/30)

＜上位グループ＞ ＜上位グループ＞

(4位/34)

＜上位グループ＞

(10位/30)

有意差なし

共通問題の
正答率は変
化なし（※２）

有意差なし

科学的
リテラシー

2006年調査の
中心分野

５５０点
(２位/32ヵ国)

(２位/28)

全参加国
・地域

ＯＥＣＤ

５４８点
(2位/41ヵ国)

(2位/30)

５３１点
(6位/57ヵ国)

(3位/30)

５３９点
(5位/65ヵ国)

(2位/34)
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※１ 2000年、2003年の共通領域の結果で比較

※２ 出題の枠組みが変わったため、比較可能な共通問題の結果で比較

(２位/28)
加盟国

(2位/30) (3位/30) (2位/34)

平成２３（２０１１）年１月 中央教育審議会 審議経過報告
「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」より抜粋

①学力の向上への対応、暴力行為、いじめ等の生徒指導上の課題への対応、特別の支

教員養成の課題

援を必要とする児童生徒への対応、家庭や地域力の低下等、教員が対応すべき課題の

急増

②今後１０年間に教員全体の約３分の１の教員が退職し 経験の浅い教員が大量に誕生②今後１０年間に教員全体の約３分の１の教員が退職し、経験の浅い教員が大量に誕生

することが予想されること

③新人教員について 実践的指導力やコミュニケーション力等が十分に身に付いていないと③新人教員について、実践的指導力やコミュニケーション力等が十分に身に付いていないと

の指摘があること

④社会状況の変化や国際化、科学技術の進歩に対応し、専門職である教員にもより高度④社会状況の変化や国際化、科学技術の進歩に対応し、専門職である教員にもより高度

な専門職としての資質が求められていること

これらの課題に対応するため、

教員養成においてこれまで以上に高度な実践的指導力やコミュニケーション力

14

教員養成においてこれまで以上に高度な実践的指導力やコミュニケ ション力
等の育成が求められている

教 員 免 許 更 新 制 の 概 要

教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持っ
教壇に立ち 社会の尊敬と信頼を得る とが目的

１．免許状の有効期間の更新

て教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることが目的。

＜教員免許更新制の導入：平成２１（２００９）年４月１日＞

（１） 普通免許状及び特別免許状に１０年の有効期間を定める。

（２） 都道府県教育委員会は、原則、文部科学大臣の認定を受けた３０時間以上の免許状更新講習の
課程を修了した者から申請があ た場合に その免許状の有効期間の更新をすることができる課程を修了した者から申請があった場合に、その免許状の有効期間の更新をすることができる。

（３）現職教員にも同様の制度を適用する。
○ 旧免許状（平成21年（2009年）3月31日以前に授与された免許状）には有効期間は定められない。免許状（ 成 年（ 年） 月 以前 授与 免許状） 有効期間 定 な 。

○ 旧免許状を有する教育職員及等は、免許状更新講習を修了確認期限までに修了しなかった場合
その者の免許状は効力を失う。

○ 受講対象者は、毎年 約８５,０００～８９,０００人程度受講 象 、 約 , , 度

２．免許状更新講習

（１）免許状更新講習を開設できる者
大学、指定養成機関、都道府県等の教育委員会、独立行政法人・公益法人など

（２）免許状更新講習の内容

13

更
① 教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力
についての理解に関する事項（１２時間以上）

② 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項（１８時間以上）



− 78 − − 79 −

20

22

24

19

21

23

教員免許制度
教職生活全体を通じて教員の資質能力向上を図ることを

支援する制度に改革支援する制度に改革

◇ 「基礎免許状（仮称）」「一般免許状（仮称）」創設の検討

◇「専門免許状(仮称）」創設の検討

◇ 教員免許更新制について、教員が自発的かつ不断に専門性を高め

教育委員会・大学等の関係

ることを支援する新たな制度への移行を視野に入れた検討

教員養成
大学 お る教員養成教育 質的充実 も 学

教育委員会 大学等の関係
機関の連携・協働

関係機関や地域社会による連携・協働
がより広範かつ確実に行われるような

仕組みの構築が必要

大学における教員養成教育の質的充実とともに、学
士課程修了後も、高度な実践的指導力を身に付ける
ための学びを継続する教員養成制度が必要

◇ 学部４年に加え、１年から２年程度の修士レ

ベルの課程等での学修を要すること（修士レベベルの課程等での学修を要すること（修士レベ
ル化）について、今後検討

◇ 課程認定審査の厳格化等を通じた、教員養
成の質の保証校長のリーダーシップ

・マネジメント能力

採用

研修
教職生活全体を通じて教員の資質能

が

◇ 教員の年齢構成の歪み（３０代・４０代
が少ないこと）の改善

・マネジメント能力

◇ 教職大学院等での学校経営を中心とした
専攻・コースの充実を図るとともに、国や都道
府県等の教員研修のためのセンター等にお
いて「マネジメント型」管理職養成の実施

力向上を図っていくことを支援する研修
制度が必要

◇ 初任者研修について、養成期間と初任者の

◇ 様々な段階で社会人等が、その専門性
を活かしつつ、教員を志せるようにする
ため、学士の教職課程を修了していない
者を対象とした修士レベルの課程を設け
ることについて検討

24

時期について複合的に検討

◇ 任命権者・大学が連携した研修の在り方等
について検討

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
（審議経過報告） の主な内容

平成23年（2011年）1月31日 中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会平成23年（2011年）1月31日 中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会

学校を取り巻く状況

取り組むべき課題・基本的な改革の方向性

学校を取り巻く状況

■ 教員が対応すべき課題の多様化（学力の向上、生徒指導上の諸課題、
特別支援教育の充実、外国人児童生徒への対応、ICTの活用など）

■ 家庭・地域とのより緊密な連携の必要性

教員に求められる資質能力

■ 高度な専門性と社会性、実践的指導力、コ

■ 今後１０年間に教員全体の約３分の１が退職し、経験の浅い教員が大
量に誕生 （先輩教員から新人教員への知識・技能の伝承が困難に）

■ 教員免許状取得者数と教員採用者数が大きく乖離(例えば、平成１７年

度大学等新規卒業者の中学校教員採用者数は中学校教員免許状取得

ミュニケーション力、チームで対応する力

■ 一斉指導のみならず、創造的・協働的な学

び、コミュニケーション型の学びに対応でき

る力度大学等新規卒業者の中学校教員採用者数は中学校教員免許状取得
者数の約２５分の１)

■ 教育実習の期間が諸外国に比べて少ない(日本：２～４週、アメリカ：１２
週以上(２２州)、イギリス：４年制養成課程で３２週以上、教職専門課程(１
年)で１８~２４週)

◇ 教員が身に付けるべき資質能力について、

教職生活の段階毎に考え、専門性や社会

性向上のための専門職基準としてより明確

■ 新人教員に実践的指導力やコミュニケーション力等が十分身について
いないとの指摘（校長の４割以上は、殆どの項目について新人教員は力
不足と評価）

性向上のための専門職基準としてより明確

に示すことについて検討

教員が教職生活全体を通じて不断に資質能力を高めていくことを支援するシステムづくりが必要

教員集団（チーム）をまとめていく校長のリーダーシップ・マネジメント能力がこれまで以上に必要

23
教員の養成・採用・研修の各段階についての総合的・一体的な検討

今後 教 養成 在 方 関す 検討状今後の教員養成の在り方に関する検討状況
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100
（％） ※ＩＣＴ（Information and Communication Technology コンピュータやインターネットなどの情報通信技術）

教員のＩＣＴ活用指導力の推移

100

「各教室等においてコンピュータ等を使って指導できる教員の割合」
を活用する能力

A:教材研究・指導の準備・評価などにICT90

80

B:授業中にICTを活用して指導する能力
C:児童のICT活用を指導する能力
D:情報モラルなどを指導する能力
E:校務にICTを活用する能力

※ 調査対象：全国の全公立学校（小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校）
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特に、児童生徒に対して
指導を行う能力が低い傾
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新基準により調査を実施
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指導を行う能力が低い傾
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（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

（
２

21

H

13

.

3

H

14

.

3

H

15

.

3

H

16

.

3

H

17

.

3

H

18

.

3

H

19

.

3

H

20

.

3

H

21

.

3

H

22

.

3

H

23

.

3

（平成２１年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果〔速報値〕 （平成２２年（2010年）３月現在））

２
０
１
１
）

２
０
１
０
）

２
０
０
９
）

２
０
０
８
）

２
０
０
７
）

２
０
０
６
）

２
０
０
５
）

２
０
０
４
）

２
０
０
３
）

２
０
０
２
）

２
０
０
１
）

教員養成課程では 授業時間が足りないため 実験等に関する指導が十分ではなく

小学校教員養成課程における理科教育の課題

１ 機器の使用法を指導していない大学の割合（国公立大） ２ 学生の理科に対する認識

教員養成課程では、授業時間が足りないため、実験等に関する指導が十分ではなく、
学生の理科の知識不足や苦手意識がみられる。

１．機器の使用法を指導していない大学の割合（国公立大） ２．学生の理科に対する認識
（理科を専修していない学生：国公立）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 22 1111

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理科全般の内容39 42 15 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アルコールランプ

2 20 59 17 2物理分野の内容
33

21

45

52

15

21

6

6

リトマス紙

ICT活用観察用コンピュータ

10 46 15 029化学分野の内容
0 27 70 3人体模型

大好き 好き 嫌い 大嫌い 無回答全ての学生に指導している 一部の学生に指導している 指導していない 無回答

20

出典： 「理科を教える小学校教員の養成に関する調査」
（独）科学技術振興機構理科教育支援センター（平成22年（2010年）7月）

「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集計結果（速報）」より

校長の初任者教員に対する評価

＜初任者教員の資質能力の充足度＞ （校長による評価）

ほとんどの項目で「やや不足している」「とても不足している」とする割合が４割を超えており、校長

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても充足している やや充足している やや不足している とても不足している

の初任者教員に対する評価は厳しい。

25.2

27.3

56.8

58.8

17.3

13.3 0.6

0.7ａ．教師の仕事に対する使命感や誇り(N=5934)

ｂ．子どもに対する愛情や責任感(N=5968)

・
・

41.6

34.1

28.5

51.6

58.7

62.1

2.3

3.7

7.5

5.0

3.1ｃ．子ども理解力(N=5972)

ｄ．児童・生徒指導力(N=5955)

ｅ．集団指導の力(N=5964)

・
・

・

32.9

37.6

58.6

54.8

2.9

2.5

1.9

4.6

6.0

集団指導の力( )

ｆ．学級づくりの力(N=5955)

ｇ．学習指導・授業づくりの力(N=5948)

・
・

38.5

49.0

52.5

53.7

42.1

39.6

6.0

3.0

2.8

3.0

4.8ｈ．教材解釈の力(N=5961)

ｉ．豊かな人間性や社会性(N=5965)

ｊ．常識と教養(N=5970)

・
・

・

19

7.0

21.1

51.3

58.1

38.7

19.7

5.1

1.2

2.9

ｊ 識 教養( )

ｋ．対人関係能力、コミュニケーション能力

(N=5972)

ｌ．教職員全体と同僚として協力していくこと

(N=5974)

・
・
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お わ り に

現在、検討が進められている中央教育審議会の議論の動向に注視

ただし、教員養成の更なる改善に向けて取り組める事項については、直ちに
検討・着手していくことが不可欠検討 着手していくことが不可欠

具体的には 修士課程の充実はもとより 学部４年間の教職課程の充実・具体的には、修士課程の充実はもとより、学部４年間の教職課程の充実・
改善についても踏み込んだ検討・取組が求められる

また、附属学校についても、質の高い教育実習の場の提供など教員養成
に資するとともに、附属学校自体の教育活動、大学の研究活動への協力、に資するとともに、附属学校自体の教育活動、大学の研究活動への協力、
地域の公立学校等の拠点となるよう活動を展開することが重要

27

その際、地元の教育委員会や学校現場の声を取り入れた改革が望まれる

これからの教員養成カリキュラムに求められるものに応えるため、「修士レベル化」を通じて目指すべき取組としては、以下のような

教員養成カリキュラムで求められる資質能力の育成に対応できる大学院について

中央教育審議会 教員の資質能力向上特別部会 基本制度ワーキンググループ 第４回配布資料より

これからの教員養成カリキュラムに求められるものに応えるため、 修士レ ル化」を通じて目指す き取組としては、以下のような
ものが考えられるのではないか

教員養成段階で求められる資質能力を充足するためには、

① 新しい内容を学習することが必要① 新しい内容を学習することが必要
・ キャリア教育、防災教育、消費者教育、環境教育、男女共同参画、特別支援教育、ＩＣＴ教育など

・ 教育課程編成や授業計画作成に関する指導時間の増が必要

② より高度な内容を学習することが必要

上記学修を展開するため 従来以上の養成期間を確保するとともに 学術の理論及び応用を教授研究し その深奥をきわめ 又は高度の専門性が

・ 高度専門職業人として、自律的な実践を展開しうる教員を養成するための仕組みや、子どもの活用力等を育成

するために必要な教育方法の習得が必要

・ 期間や内容の見直しなど教育実習の充実

上記学修を展開するため、従来以上の養成期間を確保するとともに、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が

求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする 大学院段階 （修士課程・専門職学位
課程）等での学修が必要

具体的に上記学修を行う大学院として 現状 以下のような大学院が存在しており具体的に上記学修を行う大学院として、現状、以下のような大学院が存在しており、

これらの大学院の現状と教育上の特色等を踏まえながら検討することが必要ではないか

教 職 大 学 院
教員養成系大学の

修士課程

教職課程を設置した

一般大学の修士課程

26

○手厚い実務家教員の配置や学校実習を重視
した仕組み等を有していることで、実践的な指
導力を身につけるための教員養成を実施

○教員養成学部を基礎とし、高い専門性や特定
分野についてより高度な資質能力を備えた教員
養成と、現職教員の資質向上のための再教育を
実施

○大学はそれぞれ目的を持って修士課程を
設置し、それら目的・性格との間での相当
関係を前提に、教職課程認定を受けて教員
養成を実施

中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会
基本制度ワーキンググループ 第１回配布資料より

教職生活の全体を通じた教員の資質能力向上のイメージ（例）

現行制度 新制度

校
教科指導・

教職生活の全体を通じた教員の資質能力向上のイメ ジ（例）

50歳

各教員の資質能力に応
じた専門分化

校長
副校長
教頭

校長
副校長
教頭

教職大学院
教官

教科指導
生徒指導等
の中核的

教員
免許状更新講習（55歳）免許状更新講習（55歳）

40歳 ① 教職大学院等にお
ける学修

主体的・継続的な新
たな研修等

「専
門
免

「専
門
免

免許状更新講習（45歳）免許状更新講習（45歳）

30歳

② 大学の講習
③ 教育委員会と大学

の連携による各種
研修

・ 免許制度と研修制度の

一体化
・ 教育委員会と大学が連

十年経験者研修
免
許
状
」

免
許
状
」

免許状更新講習（35歳）免許状更新講習（35歳）

携した資質能力向上
研修制度

初任者研修

免許制度免許制度

「一般免許状」
大学院等（修士レベル）

「一般免許状」
大学院等（修士レベル）

（初任者研修）

免許制度＋研修制度

大学院 大学 実習を 視した実践的指

教員採用

大学大学

（初任者研修）

教員採用

大学院等
（修士レベル）
大学院等

（修士レベル）
大学院等

（修士レベル）

25

大学院 大学

専修免許状 一種免許状

実習を 視した実践的指
導力の養成

大学

「基礎免許状」

大学

「基礎免許状」

（修士レベル）

「一般免許状」

（修士レベル）

「一般免許状」

（修士レベル）

「一般免許状」
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The Swiss Education Systemy

Overview

• The Swiss Education System
• The University of Teacher Education in Zurich (PH Zürich)
• Different areas of teacher competence and the 12 teaching 

standards
• Linking learning at the university with learning in schools

—periods of instruction and internships
—examples of modules

–educational thinking and acting
–Physical Education
–children with special needs

—The Teaching Portfolio

Linking theoretical and practical parts 
of teacher education at PH Zürichof teacher education at PH Zürich

Prof. Dr. Hans-Jürg Keller, Vice-President, Zurich University of Teacher Education
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20% do not meet the basic level in reading, mathematics and science          
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The Swiss Education System 
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The Swiss Education System 

Higher Vocational 
Universities 
of AppliedTeacher Universities

Further Education

rt
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ry

..
…
17
16
15

Vocational 
Schools

Basis Vocational 
Education and Training 
(VET)

Middle Schools

(upper Secondary)

g
Educationof Applied 

SciencesEducation

o
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c
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T
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14
13
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Some basic facts

• Population 7.6 million
U b l ti 74%• Urban population 74%

• Fertility rate: 1.4
A 41 277 k (N 136 f th ld)• Area 41,277 sq km (No 136 of the world)

• 4 languages (german 63%, French 18%, Italian 10%)
• 20% foreigners
• 26 cantons, 
• GDP 324.5 billion USD (per capita GDP No 17 of the world)

—1.3% agriculture
27 2% i d t ( hi h l t h i i—27.2% industry (machinery, chemcals, watches, precision 
intruments)

—71.5% services (banking, insurance, tourism etc.) ( g )

• Unemployment: 8.2%
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16

18

13

15

17

17

Secondary I Education Curriculum: y
4 Subjects
GermanGerman
English, French or Italian

Nature and TechnologyNature and Technology
Mathematics
Geographyg p y
History
Home Economics
R li i d C ltReligion and Culture

Physical Education
M iMusic
Crafts
Textile CraftsTextile Crafts
Visual arts

Primary Education Curriculum: 
7 Subjects7 Subjects

Pre-Primary Education Curriculum: 
all subjects
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20

22

24

19

21

23

fotalia.de

Aspects of teacher competence

Beliefs Psychological Professional Beliefs y g
functioningknowledge

Areas of knowledge

C t t Pedagogical

Areas of knowledge

Content
knowledge

Pedagogical 
content 

knowledge

Pedagogical 
knowledge

Organizational 
knowledge

Counseling 
knowledge

Facets of knowledge

Baumert/ Kunter 2006, S. 482 and Max Planck Institute for Human Development n.d.

The Curriculum Framework
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26

28

30

25

27

29
INTASC Core Teaching StandardsINTASC Core Teaching Standards

学習、思考、成長, Learning, thinking and development

The teacher understands how young people learn, think and 
develop. He or she can provide them with opportunities to develop 
their learning and thinking skills and is thereby able to encouragetheir learning and thinking skills, and is thereby able to encourage 
and support their cognitive, social and personal development.

The Standards

① 専門知識と行動能力 Knowledge of subject areas and application 
of this knowledge 
② 学習 思考 成長 L i thi ki d d l t② 学習、思考、成長 Learning, thinking and development
③ 動機付けと興味 Motivation and interest
④ 多様性 Diverse Learners④ 多様性 Diverse Learners 
⑤ 協力、関与と社会的環境 Cooperation, participation and the social 
environmentenvironment 
⑥ コミュニケーション Communication 
⑦ 教授計画 Lesson planning and implementationp g p
⑧ 診断と評価 Assessment
⑨ 職能成長 Quality assurance and professional further 
development 
⑩ 学校と社会 School and Society
⑪ 組織としての学校 S h l i ti⑪ 組織としての学校 School as an organisation
⑫ ワーク・ライフバランス Professional and life balance

fotalia.de
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32

34

36

31

33

35

Internships / Trainings
1st year 2nd year 3rd year

p g

Interdisciplinary Modules

subject-oriented Modules
Educational Science
Content knowledge (subject knowledge)
Pedagogical content knowledge

Societ and Ed cation“„Society and Education“

Internships / Trainings
framework
of competencies p g

Interdisciplinary Modules

subject-oriented Modules
Educational Science
Content knowledge (subject knowledge)
Pedagogical content knowledge

Societ and Ed cation“„Society and Education“

Instructional learning problem-based learning cases
forms of teaching and learning

Instructional learning, problem based learning, cases, 
cooperative learning, situated learning, self-organized learning, 
learning objects (e-learning), projects (R&D), etc.

Different Types of Knowledge

Professional knowledge
«knowledge for school»

Learning from scienceLearning from experience: Learning from science
Propositional knowledge
«knowledge about school»

Learning from experience:
Situated knowledge,
know-how

Keller-Schneider 2010

g
«knowledge from school»

Different Types of Knowledge

«cross-linked learning»

INTASC Core Teaching Standards
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38

40

42

37

39

41

Standards in  the syllabi

1. S 2. S 3. S 4. S 5.S 6. S

BPA 6.0 4.5 6.0 11.0 6.0 3.0

BPA KU-spezifisch 4.5

Turning-Point 1.0

Lernfelder 4.0 4.0 4.0 4.0

Deutsch /DaZ 2.0 2.0 2.0 3.0

Mathematik 2 0 1 0 1 5 1 0 1 5Mathematik 2.0 1.0 1.5 1.0 1.5

Mensch / Umwelt 2.0 2.0 1.0 2.0

Werken / BG 3.0 3.5 1.5 2.0

Bewegung / Sport 2.0 2.0 1.0

Musik / TR / Instr. 2.0 1.0 2.0 2.5 4.0

Grundlagen RK 1.5 1.0

Überprüfung Basisk. 1.0 1.5

Auftrittskompetenz 1.5

Basiskompetenzen 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

Bildung & Erziehung 4.0 4.0 1.0 1.5 3.0 1.5

BE KU-spezifisch 2.0 1.0 1.0 1.5

Which competence in which module? – Discussions with
faculty membersy

1 2 3 ...Competencies

Modules

Competencies 1 2 3 ...

Modules
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44

46

48

43

45

47

One mentor with background educational sciencesO e e to t bac g ou d educat o a sc e ces
One mentor with background didactics
One head-teacher from the cooperating school

2nd semester

• Instructional design
• Individual learning activities 

and organizational forms
• Classroom management
• Collaborative learning forms, projects
• Assessing student learning

• Conclusion: the balance of instruction and construction

.

1st semester

• Characteristics of effective teachers
• Observing classes – analyzing learning– reflecting the 

observed
• Setting objectives and teaching goals – translating goals into 

content
• Facilitating Learning through instruction
• Learning means constructing
• Active learning techniques
• Gaining insight into student work - accompanying learning 

Processes

1st year 2nd year 3rd year
Internships / Trainings

Mathematics
German

Crafts
French or

Educational 
Sciences

Physical 
Ed cation

German
Sciences and Social 
Studies

French or
English
Music

Education
Visual Arts
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50

52

54

49

51

53

Two books for all the involved teachers and students

51

cooperating schools… around 15 - 20 students per person, 45 - 60 per group



− 90 − − 91 −

56

58

60

55

57

59

exchanging the experiences

teaching and observing
t ti h lat cooperating schools

Discussing, exchanging and
preparing at the university

Reading assignments

over 100 learning objects (videos, scripts,
assignments, pictures…) 55
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62

64

66

61

63

65

learn from the classroom teacher
Is this my profession? Kindergarten Primary schoolIs this my profession? Kindergarten, Primary school, 
secondary school?

b i t h t b tbecoming a teacher step by step
learning to have a professional attitude

learning how to assesslearning how to assess
and how to foster individually

learning how to work with groupslearning the necessary instruction skills
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68

70

72

67

69

71

1st year 2nd year 3rd year
Internships / Trainings

Mathematics
German

Educational 
Sciences

Crafts
French orGerman

Sciences and Social 
Studies

Sciences French or
English
MusicStudies Music

Physical 
Education
Vi l A tVisual Arts

Example: Physical Educationp y

Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge from school» «knowledge about school»

Keller-Schneider 2010reflect it yourself, start a portfolio

discuss your experiences and feelings with mentors and teachers
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74

76

78

73

75

77

Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge about school»
«knowledge from school»

Keller-Schneider 2010
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few inputs
(legal issues,
subjects)
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individual preparations
communication skills and conflict-solving trainings
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100
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off P i T hi Reflecoff Preparing Teaching Reflec
ting

l ti thevaluating the 
internship, 
setting the focus forsetting the focus for 
the last semesters

KnowledgeKnowledge
The student
•understands, how learning occurs, 

0 1000……………………………………………………………………………….  100

•how students construct knowledge, acquire skills and develop habits of mind
0………………………………………………………………………………. 100

•understands that students’ physical, social, emotional, moral and cognitive developmentunderstands that students  physical, social, emotional, moral and cognitive development 
influence learning and knows how to address these factors 
when making instructional decisions

0 1000………………………………………………………………………………. 100

•can identify levels of readiness in learning
0 100• 0………………………………………………………………………………. 100



− 98 − − 99 −

104

106

108

103

105

107

Internships / Trainings
framework
of competencies p g

Interdisciplinary Modules

subject-oriented Modules
Educational Science
Content knowledge (subject knowledge)
Pedagogical content knowledge

Societ and Ed cation“„Society and Education“

Instructional learning problem-based learning cases
forms of teaching and learning

Instructional learning, problem based learning, cases, 
cooperative learning, situated learning, self-organized learning, 
learning objects (e-learning), projects (R&D), etc.

Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge about school»«knowledge from school»

Keller-Schneider 2010
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The Standards

① 専門知識と行動能力 Knowledge of subject areas and application 
of this knowledge 
② 学習 思考 成長 L i thi ki d d l t② 学習、思考、成長 Learning, thinking and development
③ 動機付けと興味 Motivation and interest
④ 多様性 Diverse Learners④ 多様性 Diverse Learners 
⑤ 協力、関与と社会的環境 Cooperation, participation and the social 
environmentenvironment 
⑥ コミュニケーション Communication 
⑦ 教授計画 Lesson planning and implementationp g p
⑧ 診断と評価 Assessment
⑨ 職能成長 Quality assurance and professional further 
development 
⑩ 学校と社会 School and Society
⑪ 組織としての学校 S h l i ti⑪ 組織としての学校 School as an organisation
⑫ ワーク・ライフバランス Professional and life balance

Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge about school»«knowledge from school»

Keller-Schneider 2010
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Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge about school»«knowledge from school»

Keller-Schneider 2010

Buildung my own «house of learning»
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Thank you very muchy y

hansjuerg.keller@phzh.chj g @p

Different Types of Knowledge

«knowledge for school»

«knowledge about school»«knowledge from school»

Keller-Schneider 2010
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Faculties and Departments
• Dept. of Cultural and Creative Arts
• Dept. of Health and Physical Education
• Dept. of Social Sciences
• Dept. of Maths and Information Technology

f i d i l di

• Dept. of Curriculum and Instruction
• Dept of Early Childhood Education

• Dept. of Science and Environmental Studies

• Dept. of Early Childhood Education
• Dept. of Education Policy and Leadership
• Dept. of International Education and Lifelong 

Learningg
• Dept. of Psychological Studies
• Dept. of Special Education and Counselling

• Dept. of Chinese
• Dept. of English
• Centre for Language in Education

The Hong Kong Institute of Education  

The Hong Kong Institute of Education

Teacher Education in Hong Kong

d d h d d• Education Bureau: Advisory Committee on Teacher Education and 
Qualifications 教育局師訓與師資諮詢委員會

www.acteq.hk/q /

• Generic Teacher Competencies Framework – guiding TE programme
developing

• Teacher Education Institutions:
– Hong Kong Institute of Education

– University of Hong Kongy g g

– Chinese University of Hong Kong

– Baptist University

O U i it

The Hong Kong Institute of Education

– Open University

Symposium 2012 Nara University of EducationSymposium 2012  Nara University of Education

T h Ed ti P iTeacher Education Programmes in 
Hong Kong Institute of Education (HKIEd)

by Dr Christina Yu Wai Mui 姚偉梅
Associate Professor,  Social Sciences Department
Co-Director of School Partnership and Field Experience Office
Hong Kong Institute of EducationHong Kong Institute of Education
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Research Centre at HKIEd
Institute-level Research Faculty-level Research and Development 

Centres

• Assessment Research Centre
C t f G d

Centres

• Centre for Greater China Studies
• Centre for Governance and 

Citizenship
• Research Centre into Language 

Education and Acquisition in

• Centre for Research in Interdisciplinary and 
Liberal Studies

• Centre for Childhood Research and Innovation
C f D l d R h i S ll

Education and Acquisition in 
Multilingual Societies

• Research Centre on Linguistics 
and Language Information 
S i

• Centre for Development and Research in Small 
Class Teaching

• Centre for Learning Study
• Centre for Lifelong Learning Research andSciences

• The Joseph Lau Luen Hung 
Charitable Trust Asia Pacific 
Centre for Leadership and Change

• Centre for Lifelong Learning Research and 
Development

• Centre for Religious and Spirituality Education
• Centre for Special Needs and Studies in Inclusive Centre for Leadership and Change Ce t e o Spec a eeds a d Stud es c us e

Education
• Centre for Popular Culture and Education
• Research Centre for Chinese Literature and 

Literacy Culture

Multidisciplinary Curriculum

In 2010 Establishment of the Graduate School

New programmes:
• Bachelor of Arts (Honours) in Language StudiesBachelor of Arts (Honours) in Language Studies 
• Bachelor of Social Sciences (Honours) in Global and Environmental 

Studies
• International Executive Master of Arts in Education Leadership and p

Change (IMEA)
• Master of Philosophy 
• Doctor of Philosophy

In 2011 Launching of:
B h l f A t (H ) i C ti A t d C lt• Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture 

In 2012 Launching of:In 2012 Launching of:
• Bachelor of Social Sciences (Honours) in Psychology (tentative)

Education-plus Vision

The Institute offers three broad categories of programmes under the “Education-plus” 
vision:

1. Education programmes comprises mainly teacher education programmes leading 
to Qualified Teacher Status(QTS) (e.g. BEd(P));

2. Education programmes tailored on a “train-the trainer” model, but not leading to 
QTS(e.g. BME); and

3. Non-education programmes that are complementary to education(e.g. BA(LS)). 

Our Future Teachers

Doctoral 
Degree

Master 
Degree

Bachelor 
Degree More than 9 000 gDegree More than 9,000

Pre-service and 
In-service

Certificate 
Programme

Postgraduate 
Diploma

In service 
students

Programme
In-service 
Training 

Diploma

Programme
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Entrance Requirements (Undergraduate) from 2012/13 

Recruitment through a Hong Kong central admission system called JUPAS

The Hong Kong Institute of Education

C C i l d h 334/5 A d i SCommon Curriculum under the 334/5 Academic Structure 
A Typical BEd

(5-year Programme of 156 cps)
A Typical Complementary

(4 year Programme of 120 cps)(5-year Programme of 156 cps) (4-year Programme of 120 cps)

Field Experience 
(15 cps)

Honours
Project 
(6 cps) - as optional minor under

Education Studies 
(30 cps)

Honours
Project 
(6 cps)

as optional minor under 
the Electives Domain for 
BA/BSocSc programmes Internship  

(6 cps)

some common courses -some common courses 
-some common Minors (in 
the long run)

Electives 
(including optional Minor

of 15 cps)

(36 cps)

Electives 
(including optional Minor

of 15 cps)

(36 cps)

Electives 
(including optional Minor 

of 15 cps)

(27 cps)

Electives 
(including optional Minor 

of 15 cps)

(27 cps)the long run)

Major 
(39 ) -some common courses (e g CHI)

(36 cps)(36 cps)

Major 
(51 cps)

(27 cps)(27 cps)

General Education 

(39 cps) -some common courses (e.g. CHI) (51 cps)

The Hong Kong Institute of Education

(21 cps)

Co-curricular Learning (3 cps)

Language Enhancement (6 cps)

Development of BEd programmes

The current full time Bachelor of Education programmes (BEd) offered by HKIEd are
mainly four-year programmes. In response to the development of the 334 New
A d i St t i H K th I tit t h i d d i d it fAcademic Structure in Hong Kong, the Institute has reviewed and revised its four-
year BEd programmes.

From 2012/13 all full time BEd programmes in HKIEd will become five yearFrom 2012/13, all full time BEd programmes in HKIEd will become five-year
programmes.

To optimize the opportunities provided by the extra year of the undergraduateTo optimize the opportunities provided by the extra year of the undergraduate
study, the Institute has conducted discussions with colleagues to diversify the
programme offerings and to enhance the value-addedness and attractiveness of the
programmes.programmes.

All new programmes will adopt the Outcomes Based Learning (“OBL”) approach.

The Hong Kong Institute of Education

ffStaff Strength
(as at 30 June 2010)

Number of Academic / Teaching StaffNumber of Academic / Teaching Staff

Total Number of academic / teaching Staff 393

Number of Academic Support & Administrative StaffNumber of Academic Support & Administrative Staff

Faculties / Academic Departments 163

I i l l R h d D l C 18Institute-level Research and Development Centres 18

Academic Support Departments, Centres & Offices 161

Administrative Departments 290

Total number of academic support & administrative staff 632

Total 1,025

Remarks:
-Excluding research staff
-Excluding non-regular staff 
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Total Learning Experience for Future Leaders
整全學習經驗 培育未來領袖整全學習經驗 培育未來領袖

N L i d T hi M dNew Learning and Teaching Mode
新學習及教學模式

Single Subject Cross Disciplines

單一範疇 跨學科

One-way Teaching
單向傳授知識

Interactive 
Learning

單向傳授知識
g

互動學習

Classroom- Bound

限於課堂

Experiential 
Learning

限於課堂
著重體驗

F Pill f U d d C C i lFour Pillars of Undergraduate Core Curriculum

Four Pillars ofFour Pillars ofFour Pillars ofFour Pillars of
Undergraduate Core CurriculumUndergraduate Core Curriculum
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OutcomeOutcomeOutcome---Based Learning & eBased Learning & eBased Learning & e---LearningLearningLearning

In L

New Curriculum DesignNew Curriculum Design

課程設計課程設計

Entrance Requirements (Undergraduate) from 2012/13

The Hong Kong Institute of Education
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New General Education Programme

Y
r 

Consolidation (3 cps)

   
   

  Y

Breadth course 
Breadth course Breadth course   

   
   

   
   

   

(S1):
Persons, 

Interpretations, 

Breadth course 
(S2):

Community, 
Society Culture

Breadth course 
(S3):

Nature, Science, 
Technology

Plus
any 3 cps from 

S1/S2/S3r 2
/3

   
 

   
   

   
   

Perspectives
(any 3 cps)

Society, Culture
(any 3 cps)

Technology
(any 3 cps)

S1/S2/S3

   
   

  Y
5 

   
   

   
 

Y
r 1

 
3/

4/
5

Foundation (6 cps)

The Hong Kong Institute of Education

General Education with Progressive Structure
漸進式通識教育漸進式通識教育

Foundation 基礎範疇
A series of lectures by Chair Professors and ProfessorsA series of lectures by Chair Professors and Professors

for first year students

Breadth 拓寬範疇
A varied but balanced mix of courses covering 1) Personal, 

Interpretations, Perspectives; 2): Community, Society, Culture; 3) 
Nature, Science, Technology

Consolidation 鞏固範疇
A “capstone” course that allows students to synthesiseA capstone  course that allows students to  synthesise

knowledge gained through GE and their Majors 

Co-curricular Learning Courses

Features

• Mandatory for 3-3-5 studentsy

• Each student need to take one CL course within their first to fourth year of study

• Credit points of a CL course: 3

• Owned by academic departments

• Coordinated and supported by SAO

The Hong Kong Institute of Education

Compulsory Co-Curricular Learning
必修聯課學習必修聯課學習

i lTheoretical
Study
課堂理論

Experiential 
Learning
體驗學習

Co-curricular 
Learning
聯課學習課堂理論 體驗學習聯課學習

Pilot Programme先導計劃 2011-12
• Community Art Experience
• Physical Activities fro Health and Quality of Life
• Understanding Intergenerational Learning through Service with Elderly
• Intercultural Sensitivity and Community Services

Key Feature y
– Foster Connectivity of Difference Areas of 

K l d d E h C i tiKnowledge and Enhance Communications 
Skill

課程特色課程特色
- 貫通跨學科知識、加強溝通技巧貫通跨學科知識、加強溝通技巧
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New initiatives in Field Experience

Associate Teaching Fellow Scheme

Video-based Assessment (pilot run)

Field Experience Semester (pilot run)

e-Portfolio (pilot run)e Portfolio (pilot run)

New Trilingual Language Policy
新的兩文三語政策

Language Exit 
Requirement 

畢業語文程度要求

Language 
Enhancement 

語文增潤課程

Advising Service

諮詢及輔導服務
語文增潤課程(6cp) 諮詢及輔導服務

Proficient in  English, Putonghua 
and Cantonese良好英語、普通

話及廣東
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Other Bachelor’s Programmes (Four-Year Full Time)
其他學士學位課程（四年全日制）其他學士學位課程（四年全日制）

Item Min cp
Major (Programme specific + Immersion and/or internship) 54Major (Programme specific + Immersion and/or internship)
主修 (按個別學科要求+沉浸課程/實習)

54

Honours Project 畢業論文 6Honours Project 畢業論文 6
General Education 通識教育 21
Elective (Including Minor) 30Elective (Including Minor)
選修 (包括副修)

30

Language Enhancement 語文增潤課程 6Language Enhancement 語文增潤課程 6
Co-Curricular Learning  聯課學習 3
G d ti R i t 畢業學分 120Graduation Requirement 畢業學分 120

Bachelor of Education (Five-Year Full Time)
教育學士學位課程（五年全日制）

Item Min cp
Major 主修 39-54j
Honours Project 畢業論文 6
General Education 通識教育 21General Education 通識教育 21
Education Studies 教育研究 30-36
Electives (Including Minor) 21 36Electives (Including Minor) 
選修 (包括副修)

21-36

Field Experience 實習 15Field Experience 實習 15
Language Enhancement  語文增潤課程 6
Co curricular Learning 聯課學習 3Co-curricular Learning 聯課學習 3
Graduation Requirement 畢業學分 156

Whole-person Development
Proposed Student Advising Framework

Campus 
Lif T t

Academic
Advisors

Life Tutors 
and 

Advisors

Others

New 
Students 

Under NSS
(S 2012)

Graduates with 
intellectual 

enthusiasm, social 
commitment and 

HKIEd 
Students

(Sep, 2012) global awareness
(Aug, 2017)

SAO

Academic Advising

Co-curricular AdvisingFaculties, 
Departments 

and Academic 

CLE

Language Support
support units 
(e.g. Library, 
ITS, LTTC,  
REG, etc.)

Referral

Other support

Flexible Learning Pathways
New Students admitted from 

/2012/13

Major

Single 
minor

Double 
minor Double 

Major G d t d ith

Graduated

Major Graduated with 
credits to be 
transferred

to Master programmes
or postgraduate

Graduated 
ith

Graduated 
with one 

major and two 
minors Master’s 

level

or postgraduate 
diploma 

Graduated 
with two 

with one 
major and 
one minor

level 
courses

(to be 
considered)

majors
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Field Experience – Any Year

Learning Study
– to apply action research methodology in systematic planning, observation,

analysis, and improvement of lessons, working in collaboration with peers anda a ys s, a d p o e e t o esso s, o g co abo at o t pee s a d
Institute tutors

a 39 hour course– a 39 hour course

Other Learning Experience
– to give student teachers a taste of working with students and teachers in

schools preparing activities outside the curriculum

– a 39 hour course

Field Experience – Year 1-2

d lEducational Visit

- to broaden student teachers’ horizon and their understanding of the rich
di i f l i i i il bl il i H Kdiversity of learning opportunities available to pupils in Hong Kong

- to lead student teachers’ into the teaching profession

- about 3 hours

Field Experience

Further Studies



− 110 − − 111 −

50

52

54

49

51

53

CILOs for FE Courses
Students should be able to show their teaching profession in the fourStudents should be able to show their teaching profession in the four
domains by referring to GCTs framework, GILOs & PILOs:

3. School Development
• Develop an understanding of schools and work responsibilities at 

schoolsschools
• Understand and response to local and global educational 

development

4.     Professional Relationships and  Development
• Develop cordial relationships
• Evaluate teaching practice for ongoing refinement of professional 

learning

Professional Engagement

CILOs for FE Courses
Students should be able to show their teaching profession in the fourStudents should be able to show their teaching profession in the four
domains by referring to GCTs framework, GILOs & PILOs:

1. Teaching and Learning1. Teaching and Learning
• Demonstrate the ability to plan, design, implement and use

pedagogical content knowledge
• Employ diversified modes of effective and innovative teachingEmploy diversified modes of effective and innovative teaching

strategies
• Design and apply a variety of formative and summative assessment

instruments and practicesinstruments and practices

2. Pupil (Learner) Development
• Demonstrate an understanding of learning styles interests• Demonstrate an understanding of learning styles, interests, 

intelligences and ways to cater for pupils’ learning
• Recognize the role of teachers in schools in providing discipline, 

id d li t f t il ’ l iguidance and  counseling to foster pupils’ learning

Professional Knowledge and Practice

GILOs

1. Problem-solving

2 Critical and Reflective Thinking2. Critical and Reflective Thinking

3. Creative and Innovative Thinking

4. Ethical Understanding and Decision Making

5. Effective Communication

6. Social Interaction Skills

7. Global Perspective and Multi-cultural Competence

Field Experience – Year 3-5

l kBlock Practice
– to provide student teachers the opportunity to conduct teaching and to be 

engaged in the life and work of the school

First Block Second Block

Year 3 4 Year 4 5Year 3 – 4 Year 4-5

5 weeks 7 weeks

Co-teaching Independent teachingg p g
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School Partnership and Field Experience Office

Develop new initiatives in FE
• Associate Teaching Fellow (ATF) Scheme

○ 128 outstanding teachers recruited and trained as qualified ATFsg q

○ Ready to support student teachers during the double cohort

○ Provide on-site and frequent support and facilitate placement

• Video-based Assessment

Incorporate video-based assessment in teaching practice for the following benefits:

– Critical reflection 

– Progressive improvement

– Analytical and in-depth discussionAnalytical and in depth discussion

– Elaborate feedback

– More reliable and consistent assessment

The Hong Kong Institute of Education

Future use of the video as a supplementary training tool

School Partnership and Field Experience Office

Build partnership with school community to support Field experience

Close collaboration with school sponsoring bodies to seek support in Field 
Experience

 Signed collaboration agreement with the four major school sponsoring bodies 
that accounted for a quarter of Hong Kong schools

Courses on mentoring to help create learning communities in schools
 Over 1000 teachers and some 200 school principals on mentoring courses (30 

hours and above) 

Using the pioneering research on Learning Study for supporting teachers to make 
their lessons more effective. 

 A total of 14 projects were committed by government and schools, bringing in 
an estimated external income of over US$4 Million to the Institute’s 
partnership activitiespartnership activities.

Lesson Conferencing
• Conferencing as a core element in FE

• Guidelines given in the FE Handbook about 

1. Pre- and Post-lesson conferences 

2 Tri-partite conferences2. Tri-partite conferences 

3. Hallmarks of a good conference (P.16)

Web link to Conferencing Skills Manual

http://www.ied.edu.hk/spfeo/feo/feresources_e.html

Our philosophy and practice are communicated in 
the Field Experience Handbooks

A video outlining these is sent to all placement schools

p
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Working with School Sponsoring 
BodiesBodies

Meeting with various principal groups

ki i i hA working meeting with 
Primary School Heads
20/1/2011

Luncheon with Principals of the 
Hong Kong Subsidized Secondary Schools
30/11/2010

Luncheon with Principals of 
H K Aid d P i S h l H dHong Kong Aided Primary School Heads 
Association
9/11/2010

The Hong Kong Institute of Education

New initiatives in FE

School Partnership and Field Experience Office

• Field Experience Semester
○ Engage student teachers for one Semester in schools to experience

teacher’s work and school life.
○ A pilot in 2011/12 in two schools involving 11 BEd(English Language)

final year studentsy

• e-Portfolio
○ Foster students’ reflective and learning ability by recording their○ Foster students’ reflective and learning ability by recording their

progress of learning and on-going development in the e-Portfolio
○ A pilot in 2011/12 using e-Portfolio platform for Reflective Journal

b i i d t i l i 77 t d t i BEd(E li hsubmission and assessment involving 77 students in BEd(English
Language)

The Hong Kong Institute of Education

http : www.ied.edu.hk/spfeo
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O i ll b i i h SSBOn-going collaborations with SSBs
• Setting up scholarships for outstanding students nominated 

by school principals. y p p

• Offering courses that meet the professional development 
needs of teachers in these sponsoring bodies.

Meeting among representatives from SKH, 
Catholic Education Office, CCC, TWGHs
2/3/2011

• Provision of training for School Vice Principals by HKIEd to 
some of these School Sponsoring Bodies via QEF projects. 

• Organizing a First Forum for School Vice Principal on 6 
December 2011. Meeting with Tung Wah Group of Hospitals

23/9/2011

• Setting up a new exhibition on “Treasures from HK School 
Archives” at the HK Museum of Education. 

23/9/2011

First Forum for 
School Vice 
Principal

Meeting with Catholic Education Office 
10/10/2011

Principal
6/12/2011 
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II. Korea Teacher Education SystemII. Korea Teacher Education System

C. Crises and Challenges : Admission quota
decrease and Pressure of M&A

D. Future of NUEs
N ti l U i it f Ed ti C i i (NUEC)- National University of Education Commission(NUEC)

- Independent university of education that trains grade 1-6 
teachers

- future: educating various kind of teachers such as, K-12, 
special education teachers, library education teachers, after 
school teachers certificating higher education teachers.

3. Teacher Selection and Assignment Scheme

I. IntroductionI. Introduction

Curriculum administration and policies of 
GNUE is introduced. 
Teaching skill evaluation and qulification

system of GNUE is also reviewed.y
I hope Korea and Japan teacher education can 

learn from each other through this paperlearn from each other through this paper
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IV. Curriculum of Gwangju National University of 
Education

A. Organization and credits
- Cultural courses are intended to help students p

broaden the scope of their knowledge about the 
world and further deepen their understanding ofworld and further deepen their understanding of 
humans, societies, and the universe, which also 
lays the foundation for major courses. 

IV. Curriculum of Gwangju National University of 
Education

A. General objectives
- Students improve refinement in various aspects of p p
life to cope appropriately and effectively with 
globalization and informationization in the 21stglobalization and informationization in the 21st 
century. 

- Students obtain specialized knowledge on education

and necessary educational techniques required to y q q
contribute to children's holistic development. 

B. Rubrics for structuring the curriculum

IV. Curriculum of Gwangju National University of 
Education

11. General Objectives and Rubrics for Structuring 
the Curriculum

A. General objectives
The curriculum of GNUE is designed to produce 

refined and competent elementary school teachers in 
a strenuous effort to contribute to the realization of 
open society and open education needed for the 21st 
century, and thus structured to lead our students to 
achieve the objectives as indicated in the following. 
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V. Teaching Skill Evaluation and Qualification 
S f GSystem of GNUE (TSEQS of GNUE)

B. Program development and management process
■ introduction:
- implement the teaching skill evaluation in the last 
week (6th week or 5th week) of Teaching Practiceweek (6th week or 5th week) of Teaching Practice 
Program*

- introduce a confirmation system responsible by 
guidance teacherg

- secure a schedule for Teaching Skill Evaluation 
and Qualification System (in each lab school)and Qualification System (in each lab school)

V. Teaching Skill Evaluation and Qualification 
S f GSystem of GNUE (TSEQS of GNUE)

1. Purposes of implementing TSEQS of GNUE

TSEQS is procedures and methods to evaluate and qualifyTSEQS is procedures and methods to evaluate and qualify 
future teachers' skills and abilities of planning teaching 

A PA. Purposes
- to increase future teachers' instruction management

and teaching skills
- to develop a program that suits for one-weekto develop a program that suits for one week 
teaching practice
t id h t l t t hi kill- to provide a chance to evaluate teaching skill 

IV. Curriculum of Gwangju National University of 
Education

3. Policies on the Administration of the Curriculum

4 Policies on the Administration of the Curriculum4. Policies on the Administration of the Curriculum

A. Organization and credits
- Students should take all designated required 
coursescourses. 

- Foreign language and other language related 
lib l t d i l icourses, liberal arts and social science courses, 

natural science courses should be aligned in 
consideration of high school curriculum. 
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V. Teaching Skill Evaluation and Qualification 
S f GSystem of GNUE (TSEQS of GNUE)

2. Procedure for teaching practice and evaluation

A Teaching practiceA. Teaching practice
B. fill in evaluation sheet: guidance teacher 

and other student teachers
C. evaluation meeting: get feedbacks from g g

the guidance teachers and share opinions

3 id t h ’3. guidance teacher’s manure

4. Evaluation4. Evaluation
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I. Introduction 

. The purpose of this paper is briefly introducing Korea elementary teacher 
education system as well as describing teacher education program of GNUE to the 
international scholars.  
. For this purpose it reviews classification of teachers, Korean National university of 
education system, teacher selection and assignment scheme.  
. In this paper I also suggested the expected roles of schools and teachers in the 
rapidly ransforming era.  
. Curriculum administration and policies of GNUE is introduced.   
. Teaching skill evaluation and qulification system of GNUE is also reviewed. 
. I hope Korea and Japan teacher education can learn from each other through this 
paper 

 
 
II. Korea Teacher Education System 

Let me briefly introduce Kora teacher's education system. Many institutes offer teacher 
education: universities of education, colleges of education, general colleges and universities, junior 
colleges, the Korea National Open University (broadcast and correspondence university), and 
graduate schools of education.  

Junior colleges and universities of education train most of the kindergarten teachers and primary 
school teachers, respectively, whereas ordinary colleges and universities teach most secondary 
school teachers. More than 50,000 prospective teachers are trained annually. 

 

1. Classification of Teachers  

Teacher's certificates, granted to those who complete teacher‐training courses, act as an 
institutional mechanism for certifying teachers and securing public trust on them. The classification 
and qualifications of teachers are defined in Article 21 of the Primary and Secondary School 
Education Act and in Article 22 of the Pre‐school Act.  
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   Principal  

 

↑ 
 

Principal Certificate 
↑ 

 

   Vice Principal  

 

↑ 
 

 Vice Principal Certificate 
↑ 

 

 1st Grade Teacher  

 

↑ 
 

1st Grade Teacher Certificate 
↑ 

 

    2nd Grade Teacher  

 

↑ 
 

2nd Grade Teacher Certificate 
↑  

 

   Assistant Teacher  

 
↑ 
   

Assistant Teacher Certificate 
 

 
Figure 1. Hierarchical System of School Teachers 

According to the provisions, teachers are classified as regular teachers, assistant teachers, 
professional counselors, librarians, training teachers, nursing teachers, and nutrition teachers. They 
are further classified as Grade I or Grade II, depending on their experience and training. As defined 
by the presidential decree, teachers and teacher candidates are required to meet specific criteria for 
each qualification and be licensed by the Minister of Education, Science, and Technology. 

 
2. Review of Korean National University of Education System 

 
Universities of education and the departments of primary education at the Korea National 

University of Education and Ewha Womans University train most primary school teachers. Around 
5,000 primary school teachers are currently receiving training at 10 national universities of 
education and Jeju College of education. The primary education departments of Korea National 
University and Ewha Womans University produce 210 instructors per year. Korea National 
University of Education changed from a two‐year educational institute to a four‐year university in 
1981, and all other educational colleges followed suit in 1984. Graduates receive a bachelor’s 
degree.  
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<Table 1> Elementary Teacher Education Institutions' Admission Quota 

 '00 '01 '02 ‘03 '04 '05 '06 '07 ‘08 ‘09 ‘10 
Seoul 510 510 510 510 510 580 580 533 504 479 443 
Busan 395 395 425 475 613 613 613 564 533 506 454 
Daegu 555 555 555 555 614 614 614 564 533 513 480 

Gyungin 640 640 640 640 640 970 970 892 843 801 733 
Gwangju 395 395 425 460 520 520 520 478 452 435 407 

Chunchon 425 425 445 455 538 538 538 494 467 450 411 
Cheongju 385 385 395 395 463 463 463 426 403 400 363 
Gongju 515 515 515 515 574 574 574 528 499 481 440 
Jeonju 335 335 355 390 443 443 443 407 385 383 357 
Jinju 450 450 450 460 540 540 540 496 469 452 408 
Jeju 130 130 140 160 160 160 160 147 139 - - 

NUE s-t 4,735 4,735 4,855 5,015 5,615 6,015 6,015 5,529 5,227 4,900 4,496
Jeju - - - - - - - - - 134 129 

KNUE  160 160 160 160 160 160 160 148 140 135 130 
Ehwa 50 50 50 50 50 50 49 41 41 40 40 
Total 4,895 4,895 5,015 5,225 5,825 6,175 6,175 5,677 5,408 5,209 4,795

 
 
  A. Strengths of NUE system 
- recruiting highly qualified future elementary school teachers 
- specialized education that fits to elementary school teachers 
 
  B. Weaknesses of NUE system 
- no competition with other teacher education institutions 
- hard to meet the demand from outside 
 
  C. Crises and Challenges : Admission quota decrease and Pressure of M&A 

   In the face of the decreasing number of primary school-aged youngsters, NUEs  cut their 
admission quota in order to balance the demand and supply of primary school teachers. In 
which case, there exists high possibility that the NUEs, which are currently operated as 
independent higher education institutions, will lose their administrative effectiveness. Building 
on the reform efforts that started in 2004, the Government planed to induce the practical M&A 
of national universities through bidding processes. In order to perssure other NUEs, the 
government has reduced admission quota of NUEs(refer to <Table 1>).  

  At the same time, the corporatization of national universities is pursued in continuity, starting 
with those that possess suitable capacity for change.   Another challenge is about governing 
board and president election system. The present president election system reveals many 
problems such as conflicts among faculty members and staffs, weak power to lead educational 
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reform. From March of 2012, all NUEs adopt president searching committee system ins stead of 
president election system. And National University of Education Commission(NUEC) which 
will consult about admission quota, curriculum, governing system, and other important policies.  
 
  D. Future of NUEs 
1) National University of Education Commission(NUEC) 
2) Independent university of education that trains grade 1-6 teachers 
3) future: educating various kind of teachers such as, K-12, special education teachers, library  
education teachers, after school teachers certificating higher education teachers. 
 

The future is not waiting for us over there. The future is blooming inside of us. The future of 
NEUs is dependent on the professors and staffs passion and devotion for elementary teacher 
education.   

 
3. Teacher Selection and Assignment Scheme 

  The national government governs fundamental principles and policies relating to assigning 
public school teachers to each and every school in principle. In practice, however, they delegate 
the authority to superintendents of 16 Metropolitan and Provincial Offices of Education which 
have local autonomy over educational matters. Therefore, superintendents select teachers and 
assign them to schools. 

  Beginning teachers for primary and secondary public schools are selected from among the 
pool of teacher license holders via an open competition exam called the ‘Teacher Employment 
Examination.’ The employment examinations are conducted separately for primary and 
secondary school teachers but are recruited and assigned by identical processes. The exam is 
very difficult to pass, because there are far more applicants than the vacancies. According to the 
data produced by the Ministry of Education, Science and Technology, as of 2010, only 2,525 
secondary prospective teachers passed the employment exam out of 58,706 applicants. It means 
that on average only 1 out of 23 secondary teacher applicants passed the exam. 

  Government control maintained over the quota of teachers is regarded as an advantage, as it 
has allowed the government to maintain the number of teachers at adequate level without 
excessive increase. It also ensures job security for teachers and aligns financial constraints of 
the government with demands for teachers. 

  With respect to the methods of the teacher employment exam, the conventional 2-stage 
process was revised to a 3-stage process to select candidates better suited for teaching. The first 
stage is a written test with multiple-choice questions. Twice more applicants than the 
employment quota are selected in the first stage. During the second stage, 1.5 times more 
applicants are selected through an essay-type written test. The selection process is finalized in 
the third stage through an in-depth interview on aptitude for teaching and teaching 
demonstration. Such change was intended to extensively evaluate an applicant’s personal traits 
as a teacher along with teaching skills. 

  The teacher assignment process begins with the estimation of annual demands for teachers 
per region by the Ministry of Education, Science and Technology(MEST) via Metropolitan and 
Provincial Offices of Education. Teachers are assigned in accordance with the Primary and 
Secondary Education Act, and the number to be assigned is determined on the basis of the 
number of classes. 

  In addition, statutory teacher quota criteria, which stipulates the minimum teacher staffing 
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level necessary for ensuring efficient school management and facilitating teaching and learning, 
is in place. Such criteria was enforced in 1952 with focus on ‘ensuring’minimum number of 
teachers necessary for each school category in the midst of rapid expansion of primary and 
secondary schools. 

  One of the distinctive characteristics of teacher assignment policy of Korea is ‘teacher 
rotation system,’ which refers to the practice of rotating primary and secondary public school 
teachers within their employment jurisdiction to schools in other regions every 4~5 years. Such 
framework aims to minimize disadvantages that a teacher may suffer, depending on regional 
conditions, and encourage teachers to work in underprivileged areas. In addition, the teacher 
rotation system is to reduce the gaps between schools resulting from a gap in teacher quality. 
Under this scheme, teachers are assigned to schools as close as possible to their residential area 
or desired work location in order to boost their morale, ensure stability, and maintain fairness in 
human resource transfer decisions. 
 
<Table 2> SWOT analysis of teacher policy in Korea 

Strengths Weaknesses 

Positive image of teaching profession and 
teachers 
Abundant pool of young people wishing to 
become teachers 
Job security guaranteed until retirement age 
Workforce structure leans toward young and 
competent people 
Relatively favorable level of compensation 
and fringe benefits 
Adequate vacation and leave system 
Regional efficiency ensured by teacher 
employment and assignment at provincial 
and metropolitan offices of education level 
Advanced ICT infrastructure and school 
facilities to help teachers prepare for lessons
Low turnover rate of teachers 

Lack of teacher’s job performance criteria 
Larger class size and insufficient supporting 
staff adding to teacher’s workload 
Too many teacher education institutions 
leading to oversupply of secondary school 
teachers 
Individual school’s needs not fully 
incorporated into teacher employment 
process 
Non-challenging career structure dampening 
commitment and enthusiasm of teachers  
Compensation structure driven by seniority 
rather than ability or performance 
It takes too long to be promoted to 
managerial positions such ans vice principal 
and principal and competition is too intense. 

 
Opportunities Threats 
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High public interest and demand for quality 
enhancement of education and teachers 
Government commitment and drive for 
improving teacher policy 
Government commitment to professional 
development policies for teachers (i.e. 
introducing growth-centered teacher evaluation 
scheme and master teacher system) and 
innovative attempts on the rise 
Introduction of intensive quality control 
measures for initial teacher education 
institutions 
Improvement of teacher employment examination 
emphasizing teaching aptitude 
Improvement of teacher assignment criteria to 
assign more appropriate teachers to 
individual schools 
Self-motivated teachers are increasing, who 
try hard to improve their teaching/learning 
capabilities 

Paradigm shift promoted by market 
competition principle intensifies competition 
among schools and teachers. 
Growth of multi-cultural families leads to 
increase in diversity among student 
population 
Weakened caring role of the family leads to 
changes in teacher’s duties and focuses 
Decline in school age population due to low 
birth rate leads to teaching workforce 
reduction 
Feminization of teaching profession 
Growing public distrust towards public 
education system and dissatisfaction with 
education services 
Teacher’s burn-out rate lowering teacher 
morale 
 
 
 

 
III. Roles of Schools and Teachers in the Rapidly Transforming Era 
 
1. Projected Changes  
 
  The roles of teachers are evolving based on rapid change in our world today. We are 
experiencing and projecting the various changes which are meaningful in the world of education. 
They are globalization, development of information and communication technology, knowledge 
based society, increased diversity, changes of family value, life-span, environments, etc.  
  The meaning of globalization is quite diverse (Park, 2000). Globalization might bring 
transnational world, high competition and conflicts, Americanization, or diversity, etc. In order 
to overcome the problems that globalization might bring, teachers are expected to adapt and 
apply new roles. Schools are supposed to develop world-class standards, refine the basics, and 
clarify what is expected of students. In the economically globalized world, market forces 
become more powerful and the world is more competitive than ever. This will cause each 
society to strive to be the best in the world in its chosen areas. The 'competition perspective' 
says the education for globalization is making people the best in their field to survive in the 
highly competitive world. One of the important mission of education would be how to 
harmonize the competition and peace(or love for others).  
  Development of information and communication technology is another important change. 
Schools should incorporate "marketplace" technology in learning and as part of graduation 
requirements, and ensure that new and emerging technologies are incorporated into the school 
program. It is also said that the 21st Century is the knowledge based society. In this world the 
skill and ability that students should have are problem solving skills and creativeness.  
  Another trend is the growing diversity of the society. It would be education which  lead 
people toward greater acceptance and valuing of diversity in stead of toward  intolerance, 
discord, and conflicts.  
  Besides these social dimension changes, people will experience changes of family values, 
gender roles, life-span, and environments. On one hand education should take in charge of 
adjusting people to the changes, and on another, education should lead the changes to the 
desirable direction if possible.  
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2. Roles of Schools and Teachers 
 
  Roles are defined behavior, social position, or expectation (Biddle, 1995, p. 62). In this paper, 
I define the role as expectations that are held for teachers. In the rapidly transforming world, 
students have difficulty to adjust to the changes and to judge which are the desirable ones. Some 
of these expectations are held by teachers themselves, whereas others are held by parents, 
school administrators, pupils, politicians, and the  public. Some expectations are normative in 
mode, but others may represent beliefs, preferences, or other modes of thought. Three different 
modes of expectations are a) what teachers ought to do, b) preferences, that is, likes and dislikes, 
for teacher conduct, and, c) beliefs that express subjective probability for appearance of teacher 
behavior.  
  In this rapidly transforming world, teachers should be social and educational leader. The 
leader should be ethical, generous, trustworthy, and acquire visionary skills. As a leader, 
teachers are expected to accomplish the following roles.  
 
 A. Preparing for Globalization  

People's life(economical, political, and cultural, etc.) in a country is affected by other 
countries' or international organizations' decisions (Luard, 1990). This situation requires 
people's flexibility, respect each other's interests, cooperation, open communication, and 
openness toward renovation (Bergen & Kelly, 1985). Then the core of the education for 
globalization is teaching people to understand and adjust the coming transnational situation. 
School should teach global changes, world history, economical, political, and cultural changes 
in the globalizing world, international languages, etc. And should reflect an international 
perspective in the curriculum. All of these are possible when teachers have a global perspective 
and required knowledge. They should give students vision to the future and prepare students for 
it. 
  Globalization is also a kind of political ideology of the dominant class to continue their 
socio-political power domestically and/or globally. Teachers should let students be aware of the 
hidden purpose of the dominant groups and the negative outcome of the ideology.  
 
  B. Motivating Students 

One of the important role of teachers in the knowledge based society is motivating students to 
experience the world by themselves. The role of teachers should be the motivator and guide.  
 
  C. Adjusting the Diversity  

Another trend is the growing diversity of the society. The barriers of gloablization are 
neurosis, individual bias, dominant group, the bias of commonsense. It would be teachers who 
lead students toward greater acceptance and valuing of diversity in stead of toward  intolerance, 
discord, and conflicts.  
  In the coming period what we have to be cautious about is homogenization also. In order to 
prevent a concept of "super race' or ethnocentrism, let students realize what exist in their society, 
lead them to develop their own so that they can contribute to the other group.  
 
  D. Making the Harmonious World 

Conflicts among ethnic groups, religions, and regions are increasing. "War begins from 
human beings' mind (UNESCO)." Teachers should teach students the global perspective and 
skills to solve the global and regional problems as well as justice, love, and endurance to live 
together in this spaceship. This is the time that peace education,  soul education,  and value 
education should be one of the main content of school curriculum (Iwama, 1995; Clark and 
Digby, 1995; Sefa, 1995; Skachkova, 1995). The world that we dream is the place where 
individuals in a spaceship becomes a global family who don't discriminate others and know how 
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to share, seek the justice, and endure. Education has to and can do it and teachers are the 
persons who should take in charge of the mission. 
 
3. Social Supports for Teachers 

  While many researchers and social memebers endorse the ideal of teachers' roles, there are 
numerous barriers to making this ideal a reality. Among the most prevalent and frequently cited 
are the sheer number of teachers (Hoyle, 1995), the perception that teaching is "women's 
work"(Weiler, 1995), and the relatively low academic achievement of those entering teaching 
(Hoyle, 1995). These barriers come from low prestige, low salary, and high workload. If these 
situations are not changed, we cannot find the teacher who can take the ideal roles. The society 
that doesn't have teachers who can take the expected roles cannot expect to have a bright future. 
The world and individual society should decide if they really want the teacher do the expected 
roles. If they want it to happen, they should build the situation that teachers are able to 
accomplish expected roles. Expecting teachers to accomplish their ideal roles without changing 
the situation is expecting to have high interest without investing. 

  One thing more to consider is the realities of teaching (Hargreaves, 1995). Teachers have 
lives outside of their schools and classrooms. They encounter personal problems and have 
family responsibilities. Sometimes they fail to do their expected roles. And there are teachers 
with a professional commitment and those with a career commitment. The latter will make us 
frustrated than the former. However, they cannot be the excuses to give up our expectations to 
the teachers. If a society wants its future generation to have the desirable value, knowledge, 
skills, and behaviors, they should attract persons who are able and have commitment to do the 
roles and give them good teacher education. The society that can attract able and committed 
person to the teaching job  will consequently have a bright future.  

  Traditionally the prestige of teachers in Korea was very high. However it is decreasing 
rapidly. It is proven by the fact that the cases of teacher abuse of parents and students have 
increased tremendously. What we, scholars in education field, worry about is not the future of 
education but the future of the society.  
 
 
IV. Curriculum of Gwangju National University of Education 
 [ Last revised: May 25th, 2011 ] 
 
1. General Objectives and Rubrics for Structuring the Curriculum 
 
A. General objectives 

The curriculum of GNUE is designed to produce refined and competent elementary school 
teachers in a strenuous effort to contribute to the realization of open society and open education 
needed for the 21st century, and thus structured to lead our students to achieve the objectives as 
indicated in the following.  
1) Students develop appropriate images of teachers by establishing sound attitudes toward life 
and firm convictions on the value of education. 
2) Students develop necessary qualifications and abilities required of teachers to be willing to 
accept open society and open education.  
3) Students improve refinement in various aspects of life to cope appropriately and effectively 
with globalization and informationization in the 21st century.  
4) Students obtain specialized knowledge on education and necessary educational techniques 
required to contribute to children's holistic development. 
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B. Rubrics for structuring the curriculum 
1) The curriculum should be structured to accomplish the main purpose of the university as a 
venue to train elementary school teachers.  
2) The curriculum should reflect a paradigm shift from objectivism to constructionism in 
education. 
3) The curriculum should be structured to prepare students to become teachers with a clear and 
appropriate view of the country, and qualifications and the power of execution required to 
reshape, when needed, and improve themselves.  
4) The curriculum should reflect the importance of individualized education by having GNUE 
students experience it, which likely leads to a smooth transition to elementary schools where 
they will end up teaching children. 
5) The curriculum should be designed to help students deepen their specialization of subject 
areas as well as strengthen their understanding of, and belief about, the teaching profession.  
6) The curriculum should reflect the necessity of training students to become knowledgeable 
about how to handle extra-curricular activities and how to help discover children's aptitudes and 
develop their special skills.  
7) The curriculum should be designed to enhance the course for classroom observations and the 
teaching practicum in order to provide opportunities for students to get a sense of the 
relationship between theories and teaching practices in actual classroom settings. 
 
2. The Organization of the Curriculum and Credit System 
 
A. Organization and credits 

1) The curriculum is organized into two categories, major courses and cultural subjects, each of 
which is subdivided into required courses and electives.  

2) A total of 145 credits are required to graduate: 36 credits from cultural courses, 105 credits 
from major courses, and 4 credits from the practicum courses.  

3) Cultural courses are intended to help students broaden the scope of their knowledge about the 
world and further deepen their understanding of humans, societies, and the universe, which also 
lays the foundation for major courses.  

4) Major courses are designed to teach the philosophy of national education and ways to realize 
it. They consist of pedagogy, education of subject matters and extra-curricular activities, 
specialization courses, a practicum, volunteer work, and a thesis.  

a. Courses on educational studies are specifically designed to provide students with essential 
knowledge on pedagogical issues, relevant functions, and educational methods.  

  b. Required courses and electives on teaching subject areas and extra-curricular activities deal 
with relevant teaching principles, contents, instructional methods, and textbook analyses. 
Courses on optional activities and specialties/aptitudes prepare students for the corresponding 
classes/activities in schools, and involve diverse specialty areas so that each student can have a 
chance to develop at least one specialty.   

  c. Specialization courses are intended to further deepen students’ understanding of 
elementary education from a more professional perspective, as well as prepare students to teach 
specific subject areas. Courses should be developed in considration of practical applicability in 
actual classroom settings.    
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d. The practicum, implemented over a 10-week period, is desinged to provide opportunities 
for students to go through actual classroom experiences and consists of a one-week classroom 
observation session, another week of classroom observations in an elementary school located in 
a suburban area, a two-week classroom administration training session, a six-week teaching 
practice session, and volunteer teaching. The observation, classroom administration, and 
teaching practice sessions are implemented in designated schools, and the classroom 
observation in a suburban elementary school is administered in an island or an isolated area in 
Jeollanamdo. Volunteer teaching is fulfilled in connection with the volunteer work requirement 
(Oct. 28th,2009,revised). 

e. Volunteer work (Pass/Fail) is implemented according to specific guidelines and 
regulations. 

f. The teaching practice certification (Pass/Fail) is administered according to pre-specified 
guidelines. 

g. Although no credit is given to a thesis, it must be accepted by the department with a 
passing grade in order to graduate. 

B. Subjects and Credits 
 
[Refer to 2011 Appendix 1.  GNUE Curriculum(subject and credits): by Semester]  
 
3. Policies on the Administration of the Curriculum 
 

A. One credit involves 15 hours or more per semester. However, courses that require 
experiments and a teaching practicum may involve 30 hours according to the university rules 
and regulations (one class hour refers to 50 minutes)  

B. The maximum credits in one semester must not exceed 21 credits (if indispensable in order to 
maintain a smooth administration of the curriculum, students are allowed to obtain 3 more 
credits) 

C. General education courses should be taken within the first and second years. When necessary 
due to specific curricular reasons, they can also be taken by juniors and seniors. 

D. All students are required to take one general elective from each of 4 areas and to obtain 8 
credits in total. 

E. Allow students to select one elective for 2 credits among courses on subject areas in the 
second semester of the 4th year. Two courses should be taken on optional activities and 
specialties/aptitudes over two semesters after the third year.  

F. Specialization courses can be taken after the second semester of the second year. The number 
of courses that can be taken is limited to 10, not exceeding 21 credit hours at the discretion of 
each individual department. Courses should be offered in consideration of practical 
applicability.  



− 128 − − 129 −

G. The practicum is administered over a 10-week period for 4 credits: a one-week classroom 
observation in designated schools (in the second semester of the first year), a one-week 
classroom observation in suburban schools (in the first semester of the third year), a two-week 
classroom administration session (in the second semester of the third year), a six-week teaching 
practice session (in the first semester of the fourth year), and volunteer teaching (during the first 
three years). (Oct.28th, 2009, revised)  

H. Students who being to the ROTC can receive a total of 6 substitute credits for their military 
training. The substitute credits are accepted as those for courses on optional activities and 
specialties/aptitudes. 

I. Students can take an elective on educational theories for 2 credits in the second semester of 
their 4th year (Jan. 8th, 2009, revised) 

J. Regarding courses on arts and physical education designed to train special teachers for the 
areas, each practice/performance-based course comprises 40 students.  

K. Decisions should be made on the number of students in an elective that accommodates only a 
limited number of students through consultation with a professors in charge of a given course.  

L. Students who request a departmental transfer should go through appropriate administrative 
procedures, and each department can allow 3 students at the maximum to transfer to another 
department at the end of the first year. 
  
4. Curriculum Implementation Guidelines 
 

A. General studies courses 

1) Students should take all designated required courses.  

2) Foreign language and other language related courses, liberal arts and social science courses, 
natural science courses should be aligned in consideration of high school curriculum.  

3) Arts courses are intended to help students become cultured and skillful, which contributes to 
the advancement of the teacher society and the local community.   

B.Pedagogic Courses (revised on Jan. 8th,2009) 

1) Educational theory courses are intended to equip students with profound understanding and 
skills in and professional attitudes towards education, and they emphasize the followings: 

a. Undue overlap should be avoided, and a balance should be maintained between theory and 
practice. 

b. History of education and educational philosophy are incorporated into 「History of 
education and its philosophical understanding」focusing on ever-changing patterns and trends 
in ideological and philosophical perspectives on education as evidenced in the history of human 
beings. The course also puts emphasis on students’ ability to perceive current educational issues 
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more accurately and explore ways to resolve them for further development.  

c.「Understanding education from a sociological perspective」aims to facilitate students’ 
understanding of theoretical perspectives on, and relevant approaches to, the relationship 
between education and a society by reviewing related theories and discussing issues and 
approaches. In so doing, the course can help students establish appropriate socio-educational 
viewpoints so that they make their own efforts to improve their qualifications as future teachers. 

d.「Educational psychology」is designed to heighten students’ awareness of psychological 
principles and findings that can contribute to the effectiveness of education by increasing their 
understanding of what and how teachers can do to help children grow as healthy human beings 
both mentally and physically and how teachers can assist children in problem-solving and 
learning activities. 

e. In the course 「School Guidance」, students are expected to learn theories on how to cope 
with elementary school children’s problematic behaviors or other behavioral issues of that 
nature, and develop their ability to handle those issues. 

f.「Understanding and developing a curriculum」is expected to focus on general theories on 
which courses on subject areas can be based. Accordingly, avoid too much overlapping of 
contents and introduce outlines of general theories and related principles, which can apply to, 
and can be further developed, in courses on subject areas.   

e.「Educational administration and management」is offered for students to learn basic concepts 
and principles of educational administration and practice such knowledge when they become 
teachers.  

f. 「Instruction and educational technology」, a basis of respective subject matter education 
courses and field experience, is a theory and practice combined course that teaches an entire 
process from instructional design through evaluation and helps students improve techniques and 
skills of using instructional media for effective instruction.  

2) Educational theories II course is intended to enhance understanding of child with special 
needs and competence in teaching practice, and they emphasize the followings:  

a.「Understanding children with special needs」is a course intended to help future teachers 
understand special education children and special education. Specifically, students get to 
understand children experiencing cognitive, learning, behavioral, social, and physical 
difficulties, and learn how to teach them. In particular, this course encourages students to 
develop knowledge and skills to support learning and behavior of special education children 
who study in an inclusive classroom. 

b.「Primary education and Teachers」deals with educational principles, theories on teachers 
and teacher practice. At same time, it should help students understand fundamentals of primary 
education from a broad perspective and have an overview of education in general, while 
fostering capacities to perform as primary teachers.  

3) Subject matter education should enable students to teach subject matters taught in primary 
schools and conduct classroom management efficiently. Therefore, practical teaching methods, 
evaluation, study of teaching materials should be emphasized.  
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4) Practices in art education and physical education are strengthened in order to prepare students 
to exclusively teach those subject matters.  

5) A total of 44 elective courses (22 in spring semester and 22 in fall semester) are offered 
during the junior year in order to strengthen optional courrses and talent-aptitude activity 
education, which allow students to develop capacities to facilitate talent-aptitude activies when 
they become primary school teachers.  

6) Specialization courses are intended to educate future teachers to develop professional 
abilities to teach each of the subject matters offered in primary schools, and they should not 
overlap with electives in subjective matter education.  

7) Field experience is carefully planned and offered in collaboration with designated primary 
schools. 

8) Volunteer activities are intended for freshmen, sophomores, and juniors.  

9) Practical Skills in Instruction Certification System is operated in connection with field 
experiences during the senior year.  

10) No credit hours are assigned for thesis. However, students are required to write a thesis and 
pass a review by a committee.  
 
V. Teaching Skill Evaluation and Qualification System of GNUE 

(TSEQS of GNUE) 
 
1. Purposes of implementing TSEQS of GNUE 
  
TSEQS is procedures and methods to evaluate and qualify future teachers' skills and abilities of 
planning teaching   
 
A. Purposes 

- to increase future teachers' instruction management and teaching skills 

- to develop a program that suits for one-week teaching practice 

- to provide a chance to evaluate teaching skill  

- to help prepare for the teacher recruitment examination   

- by standardizing teaching skill evaluation method, the teaching skill evaluation, which was 
conducted autonomously in each lab school can be replaced so as to help to the lab school's 
management efficiently 

 
B. Program development and management process 

 1) introduction: 

- implement the teaching skill evaluation in the last week (6th week or 5th week) of Teaching  

Practice Program* 

  - introduce a confirmation system responsible by guidance teacher 
 

* GNUE's Teacher Training Program (total 10 weeks): Observation Program I (1 week), 
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Observation Program II in a non-urban settings (1 week), School & Class Management Practice 
Program (2 weeks), Teaching Practice Program (6 weeks) 

 2) operation schedule   

- secure a schedule for Teaching Skill Evaluation and Qualification System (in each lab school) 

- develop teaching skill ability assessment questions(Elementary Education Research Center of GNUE) 

- assessment questions printing and distributing (Elementary Education Research Center of GNUE) 

- perform evaluation and confirmation (each lab school) 

- pay special allowances to guidance teachers (Elementary Education Research Center of GNUE) 
 
2. Procedure for teaching practice and evaluation 
 
A. Teaching practice 

- total 50 minutes per person (teaching practice I & 2, 25 minutes each) 

- introducing (2~3 min.), teaching (21~23 min.), sharing thoughts and feelings (1 min.) 

- teaching practice I: student teachers are given the first set of questions from four subjects 
randomly and asked to write four teaching plans 

- teaching practice II: student teachers are given the second set of questions(different from teaching 
practice I) from four subjects randomly and asked to write four teaching plans 

- therefore, each students will have two chances to write teaching plans and perform teaching with 
more chances to observe other student teachers' teaching. (total 4~6 chances to experience teaching 
practice directly/indirectly) 

- sharing teaching plan and evaluation sheet 

 
B. fill in evaluation sheet: guidance teacher and other student teachers 
 
C. evaluation meeting: get feedbacks from the guidance teachers and share opinions 
 
<Table 4> teaching practice and evaluation schedule (sample) 

 7/ Tue. 8/ Wed. 9/ Thur. 
Morning Activity 

(08:20-09:00)    

Block1 

period 1 
(09:10-09:50)    

period 2 
(10:00-10:40)    

Play and Activity  
(10:40-11:00)    

Block2 

period 3 
(11:00-11:40) 

make teaching  
plan (50 minutes) 
- appoint special 

classroom 
(every student 

teachers) 

 
make teaching  

plan (50 minutes) 
- appoint special 

classroom 
(every student 

teachers) 

period 4 
(11:50-12:30)  

Cleaning and Lunch    
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(12:30-13:30) 

Block3 

period 5 
(13:30-14:10)    

period 6 
(14:20-15:00)    

period 7 
(15:05-15:55) 

practice teaching  
I, II (each class)  practice teaching  

I, II (each class) 
period 8 

(16:00-16:40) 
practice teaching  
III (each class) 

 

evaluation meeting 
(each class) 

 practice teaching  
III (each class) 

 

evaluation meeting 
(each class) 

ready for dismiss 
(16:40-17:00)  

 
 
3. guidance teacher’s manure 
 

A. In the manure, there are everything related to teaching skill evaluation and qualification system. 
The manager should make the schedule based on this manure.  

B. Guidance teacher should keep consistency by fully understanding that is shown on the manure. 
Manure suggest very detailed contents for guidance teachers who do not have experience of certain 
grade and certain subjects. 

C. In the manure, there are evaluation index, which was written more specifically than the 
evaluation standard. Besides this, common format for teaching plan and practice teaching is 
suggested. By using this, teachers can prepare for the evaluation and lessen the burden of 
evaluation. 

D. Teaching plan suggested in the manure for guidance teachers does not contain models that 
shows specific subjects in order to help preparing the practice teaching. In addition, the basic 
contents were shown that fits to the level of student teachers. It was found that there were big gap 
between model teaching plan and student teachers’ teaching plan. So in order to over the problem, 
the manure suggest the minimum requirements only. 
 
4. Evaluation 
 
A. grading: P(pass)/ F(fail) 
 - P: total scores more than 80 (A+~B0) 
 - F: total scores less than 80 
 - Students with F should retake the course 
 
B. The guidance teacher should input the result after collecting the teaching skill evaluation form 
by the first Friday of June. (Refer to Table 1. Teaching skill evaluation result) 
 
C. Standard for teaching skill evaluation 
 - It is proceeded by the evaluation format in the guidance teacher’s manure. 
 
D. Granting a certification 
 - The students, who passed the evaluation and successfully finished the teaching practice are 
given certification. (Table 2. Certification for teaching skill) 
 
E. note  
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 - The guidance teacher should submit two sets of evaluation results to the manager. 
 - The manager should provide one set in each lab school and should input the other set in 
Elementary Education Research Center of GNUE. 
 - The format for the teaching skill evaluation is provided, therefore the guidance teacher should 
manage at firsthand and check total and grading once more after collecting the results. 
 
 
<Table 1>  

The results of teaching skill evaluation  
 
Dear President of Elementary Education Research Center of GNUE, 
 
2011                              Lab school: OOOOO Elementary School 

Principal (Signature) Vice  
Principal 

(Signature
) Manager (Signature

) 
Guidance 
Teacher 

(Signature
) 

Class             grade 
             room 

the number of 
student teachers           (number) 

 
 

Information at the University Teaching 
Plan 
(50) 

Practice 
Teaching 

(50) 

Total 
Score 
(100) 

Grading 
(P/F) Major Student 

Number Name 

       

       

       

       

       

 
 
●In the grading section, it should be recorded with P or F, and the total and grading should 
coincide. 
●After recording total and grading, please seal with transparent tape. 
 
 
 
    June OO, 2011 
 Principal of OOOOO 
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<Table 2> 
*It should be modified according to the teaching license 
 

Teaching Skill Certification 
 
Gwangju National University of Education OOOOO Major 
                               Student ID: 
                                    Name: 
 
The following students have successfully completed the program of teaching skill evaluation 
and qualification system. Therefore, he/she is qualified for receiving this certification. 
 
June OO, 2011. 
 
Guidance Teacher: OOOOOOO (Signature) 
 
OOOOOOOOO(name), 
(Signature) 
Principal of OOOOOOO Elementary School  
 
-------------------------------------------------------------------- 
Qualified by the former contents, we thereby give a certification. 
 
June OO, 2011. 
 
Namgi Park, Ph.D.  
(Signature) 
President of Gwangju National University of Education    
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Development of the teacher education program 
in N.U.E

Shuji IKUTA, Trustee / Vice president
overview     0. curriculum reform in N.U.E 1. about “Teachers’ 
Competency Project   2. about curriculum for teacher training in 
N.U.E  3. about two educational subjects in N.U.E   

1966(S41)：奈良学芸大学より奈良教育大学に改称（学生定員195）

小学校教員養成課程90、中学校の教員養成課程70、養護学校教員養成課程20、特別教
科（書道）教員養成課程15

1971(S46)：定員増（学生定員295）

小学校教員養成課程130、中学校教員養成課程70、幼稚園教員養成課程30、養護学校教
員養成課程20、特別教科（理科）教員養成課程30、特別教科（書道）教員養成課程15

1995(H7)：新課程設置（学生定員295）

小学校教員養成課程95，中学校教員養成課程65、幼稚園教員養成課程20、養護学校教
員養成課程20、特別教科（理科）教員養成課程廃止、特別教科（書道）教員養成課程10

総合文化科学課程85

1999(H11)年：再編・コース制・2枚免許必修（学生定員255）

教員養成課程 130名

総合教育課程 125名

目的 …… 「教員養成と総合教育的視野を備えた人材育成の更なる質的な充実と発展」な
ど

2006(H18)年：総合教育課程の縮小による二課程再編

教員養成課程 180名

総合教育課程 75名

再編の理念 ← 教員養成入学定員の抑制方針の撤廃 採用増 私学の参入への対応

1971   295 students per year

1999   255 students

Teacher training course:180 students
Comprehensive course: 75 students

2011
Number of students

(i) 高度専門職業人養成の観点(大学の機能別分化、高等教育の質の保証)
← H17.1.28中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」

H20.12.24中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」
H21.6.5文科大臣通知「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについ
て」

(ii) 第2期中期目標・計画の観点
重点的な取り組み
– 「実践的指導力を備えた有能な教員及び教育者を養成する」
– 「歴史と文化、環境と自然等を重視した個性ある教育研究、学際的研究を推

進する」
組織の見直し
– 「地域における教育活動の意義、入学定員充足実績、就職実績、将来的な社

会的ニーズ等を踏まえ、必要に応じて教育課程及び教育組織の再編を行う」
数値目標……「教員就職率60％維持を目指す」

(iii) 学校教育教員養成課程の適正規模の観点……217 人から315 人の範囲
(iv) 教員配置の観点 ← 運営費交付金の削減に伴う人件費抑制により教員数減

上記以外に、欧米における教員養成の制度改革・質保証の動向 、民主党政
権下での6年制教員養成の提案なども見据える必要がある。

改組準備委員会で報告された観点
（2009(H21).9.16報告書）

1．（高度）専門職業人養成の個性化・
特色化

2．質保証のための養成システムの確
立（教員養成プログラム、教職指
導）

3．総合教育課程の成果の再構築

4．新しい教員養成の将来像への対
応
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9

11

• 総合教育課程を廃止する
• 卒業要件は、1 種免許（幼小中、特支）を一つとする

← 副免取得のシステムづくりの必要性

• 入学時に卒業要件の取得免許を決定する
• 実習を含めて、大学が教員養成に責任をもつ
• フィールド実習を多様な形で組み入れる

← 総合教育課程の成果

• 教科専門を充実させる
← 学校教員養成課程のこれまでの成果、総合教育課程の成果

• 持続発展教育（ESD）の観点からの教員養成を行う
← 文化財教育、自然環境教育、ユネスコ・スクール認可などの

成果

• 既存のセンターの再編
→ 教育実習の推進、教育臨床などの教育実践支援、総合教育

課程の成果の組み入れ、個性化・特色化などへの対応

○改組の理念と原則を踏まえ、カリキュラ
ム構築による教育内容・体制の充実を
重点とする。

○「教育実践力」「教科内容学」などの検
討による教員養成システムの構築を通
して、6年制などの教員養成ならびに
免許制度の改変への対応力を付けて
いく。

「学部改組に関する報告書」 2010.4.21

第１段…改組の方向性と原則の確認とセンター再編（2010(H22)年度

中に新センター体制発足）
•センター再編を行い、学部・大学院教育との関連性を強化するとともに、個性
化・特色化を図る

第２段…学部再編とカリキュラム整備（2012(H24)年度実施）

•総合教育課程を廃止する
•卒業要件は1種免許を一つとする
• ３つのタイプの改組案をもとに、現行コース制を再編成し、免許取得に応じた教
員養成制度を整備する。

•職能成長プロジェクト（H21〜23）、理数教育プロジェクト（H21〜23）、教師力モデ
ル開発プロジェクト（H22〜24）などと連携しつつ、カリキュラム開発を行う

• 6年制教員養成プログラムを検討・実施する
•以上を通して、下記の中期計画に対応する。

第３段…Ｔモデル構想の学部・大学院改組（2012(H24)〜2015(H27)年

度）
•教員免許制度、教員養成制度などのあり方の検討状況を見据え、中期目標を
実現する。

•上記を踏まえた、組織体制を構築する。

Section of 
atttached
schools
* junior high
* primary
* kindergarten

undergraduate school

Organization of 
educational research 

and support

graduate school

Undergraduate, graduate, center, attached schools

2012
Number of students
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14

16

18

13

15

17

Kindergarten course                     13 students
Primary school  course              126 students
Junior high school course            89 students
High school (carigraphy) course 15 students

区 分 ・ 授 業 科 目 等 
1 2 3 4 必要修得 

単 位 数 
備     考 

前 後 前 後 前 後 前 後 

共 

通 

科 

目 

教 養 科 目 12 12   

外 国 語 科 目 4             4   

体 育 実 技 Ⅰ 1               1   

体 育 実 技 Ⅱ     1           1   

情 報 機 器 の 操 作 2               2   

日 本 国 憲 法 (2) (2)             2   

外国語コミュニケーション（英語）Ａ～Ｖ     1 1          同一言語 
  2単位 

前期Ａ～Ｋ、後期Ｌ～Ｖ 

外国語コミュニケーション（独語）Ａ、Ｂ     1 1         前期Ａ、後期Ｂ 

外国語コミュニケーション（仏語）Ａ、Ｂ     1 1         前期Ａ、後期Ｂ 

外国語コミュニケーション（中国語）Ａ、Ｂ     1 1         前期Ａ、後期Ｂ 

板 書 実 践 指 導     (1) (1)         1   

教 職 科 目   別表２参照 46   

教
科
等
専
門
科
目 

小
学
校
教
科
科
目 

国 語 （ 書 写 を 含 む 。 ） 2               2   

社 会 2               2   

算 数   2             2   

理 科 2               2   

生 活 2               

  ２科目 
  ４単位 
  以上 

  

音 楽 Ⅰ 1                 

音 楽 Ⅱ   1               

図 画 工 作 2                 

家 庭   2               

体 育 2                 
教
職
関
連
科

目 

小 学 校 外 国 語 活 動   2             2   

初 等 教 科 実 践 指 導         1       1   

教 育 実 践 基 礎 演 習       1         1   

Model curriculum / 
Primary School course 

国 

語 

教 

育 

専 

修 

大 学 で の 学 び 入 門 1               1   

専 修 基 礎 ゼ ミ   2             2   

日本語学概説Ⅰ（音声言語含む。）     2           2   

日 本 語 学 概 説 Ⅱ       2         2   

日本語表現法（文章表現を含む。）       2         2   

日 本 文 学 史 Ⅰ     2           2   

日 本 文 学 史 Ⅱ       2         2   

日 本 文 学 概 説 Ⅰ     2           2   

日 本 文 学 概 説 Ⅱ       2         2   

漢 文 学 概 説     2           2   

漢 字 学       2         2   

書 道 （ 書 写 を 中 心 と す る 。 ）     2           2   

自 由 科 目   18 

  

卒 業 論 文              6 6 

  

必 要 修 得 単 位 数   134 

  

Model curriculum / 
Primary School course 
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20

22

24

19

21

23

目的

教職専門科目群と教育実習科目群の再編・体系化に向けて、
「卓越した教師力」の育成を中心に位置づけ、学生が教職の意味、
役割、知識・技能、課題などを把握することを助け、より積極的に
自らの学びを組織化し、教育実践力の獲得を支援する体系的なシ
ステムづくりをめざす

具体的な成果目標（３年間：2010〜2012年度）

(1) 教職専門科目の体系化（到達目標基準に基づく教職カリキュ
ラム、モデル開発＋運用）

(2) 教育実習科目の整備（４年間を見通した教育実習プログラム、
モデル開発＋運用）

(3) 学生の「教師力」の涵養（教科の教師 ⇔ 学校の教師）

purpose

Outcomes in 3 years 2010-2012

TCP

1. 教職のコアとなる教職科目群におけ
る科目区分はあるものの、相互の連
関と方向性を示す体系や系統性に
乏しい

2. 教育実習との往還性が十分でない

3. 教科教育科目群と教科専門科目群
との関連性に乏しい

issues

Curriculum Framework in N.U.E
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26

28

30

25

27

29

Project image

deepening

standards

coursework

network

Support office for developing Teachers Competency

For Exellent
Teachers 

Competency

Ｃｕｆｆｅｔ項目 内容・観点 育成中 実習前 育成中 実習後 標準 （卒業時） 卓越 （将来像）

１ 学校教育
の課題把握
教育の目的・歴

史、人権、さらに

は教育や学校に

関する法令など

を理解し、現代

的な教育課題を

把握できる

○学校教育の課題把握の前提

（教育に関する事項）

①教育の目的 ②教育の歴史（近代学校教育制

度の成立、戦後新教育の展開、民間教育研究運

動、学習指導要領の変遷、など） ③人権 ④教

育基本法・学校教育法を初めとする法令 ⑤社会

構造と教育との関わり ⑥現代社会の教育課題

（学力問題など） ⑦生涯教育 ⑧道徳教育をめぐ

る歴史的背景

(1)教育に関する①から⑧に

示した事項について、説明を

聞いて理解することがきる。

(2)学校にはさまざまな教育

課題があるということを、漠

然と把握している。

(1) 教育に関する①から⑧に

示した事項について、説明す

ることができない項目がある。

(2) 学校における現代的な教

育課題があるという事実に

気付いている。

(1) 教育に関する①から⑧に

示した事項について、簡潔に

説明することができる。

(2) (1)を踏まえて、我が国

の現代的な教育課題を３点

以上指摘することができる。

現代的な教育課題について、

具体的な取り組みを案出す

るとともに、継続的に実践す

ることができる。

4-1 授業力
学習設計

学習指導計画立

案に関する基本

的事項を理解し、

児童・生徒の発

達段階に応じて

作成することが

できる。

○細案に含まれる内容

①教材・題材観 ②児童・生徒観 ③指導観

④授業計画（単元） ⑤本時の目標（ねらい）

⑥本時の学習活動 ⑦本時の指導方法

⑧評価基準および評価方法

学校教育は、学習指導要領

に基づいて実施されることを

理解している。

学習指導要領に示された内

容に一通り目を通している。

学習指導要領解説をもとに

しながら、修正する余地のあ

る学習指導案の細案を策定

することができる。細案には、

①から⑧のいずれかまたは

すべてが含まれていないか、

含まれていたとしても学生本

人の文章として書いたもので

はない。

学習指導要領解説をもとに

しながら、児童・生徒の発達

段階に応じて、学習指導案

の細案を策定することができ

る。細案には、①から⑧がす

べて含まれている。

学習指導要領解説をもとに

しながら、授業者の教育観を

明確に反映した創造的な学

習指導案の細案を策定する

ことができる。細案では、①

から⑧のすべてについてそ

の意図や具体的な方法を、

詳細に説明することができる。

○保育案に含まれる内容

①子どもの姿 ②ねらい ③内容 ④環境構成

⑤予想される活動 ⑥配慮

幼稚園教育は、幼稚園教育

要領をもとに実践されている

ことを理解している。

幼稚園教育要領に一通り目

を通している。

幼稚園教育要領解説をもと

にしながら、修正する余地の

ある保育指導案を策定する

ことができる。

幼稚園教育要領解説をもと

にしながら、幼児の発達段

階に応じて保育指導案を策

定することができる。保育案

には、①から⑥がすべて含

まれている。

幼稚園教育要領解説をもと

にしながら、保育者の保育

観を明確に反映した創造的

な保育指導案を策定するこ

とができる。

4-2 授業力
学習指導

多様な指導方法

を理解し、児童・

生徒の発達段階

に応じた指導を

することができる。

授業を実施するときの観点

(1) 教科等の専門性・特性に応じた教材研究・解

釈

(2) 児童・生徒の発達段階に応じた教具・発問の

工夫

(3) 明瞭な声での説明・指示

(4) 複数の指導方法の使用

(5) 板書計画

授業を実施するときの観点

を理解している。

1単位時間の授業を実施す

るにあたって、 (1)から(5)の

観点のうち、いくつかの観点

はふまえて実践している。

(1)から(5)の観点をすべて踏

まえて、１単位時間の授業を

実施することができる。

(1)から(5)の観点を踏まえて

授業を実施することができ、

臨機応変に対応することが

できる。

○実践の観点

(1) ５領域をふまえた教材研究 (2) 幼児の発達段

階や実態に応じた声かけ・教具の工夫

(3) 明瞭な声での説明・指示・声かけ

(4) 幼児の自発的な活動としての遊びをふまえた

指導方法の工夫

幼稚園教育を実践するにあ

たっての観点を理解している。

幼稚園教育を実践するにあ

たって、 (1)から（5）のうち、

いくつかの観点は踏まえて

実践している。

(1)から(5)の観点をすべて踏

まえて、幼稚園教育を実践

することができる。

(1)から(5)の観点を踏まえて、

幼稚園教育を実践すること

ができ、臨機応変に対応す

ることができる。

Rubric for CUFFET (now planning)

あなたは、小学校3年生を対応しています。ある日の3時間目、
算数の授業中、一人の男子児童が突然教室を飛び出し、姿が
見えなくなってしまいました。あなたは、このような状況下でど
のように行動しますか。

① 学校で最優先されるのは、児童の安全確保である。
② 学校として、当該事例に対する体制が組まれていたり、当

該児童への対応が決められている場合がある。

あなたならどう行動しますか？

Case method

Case 1. child away from classroomFact

Acknowledgement
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• マスタテキストの書式設定
– 第 2 レベル

• 第 3 レベル

– 第 4 レベル

» 第 5 レベル

１
前

１
後

２
前

２
後

３
前

３
後

４
前

４
後

教育実習事前指導

教育実習（４週間）

教育実習事後指導

教育実習（２週間）

現代教師論
（附属学校訪問）

介
護
等
体
験

教
育
基
礎
論

教育社会学
Ⅰ

学校の組織
と運営

教
育
課
程
と
授
業

教
育
心
理
学

総
合
演
習教

育
方
法
・

メ
デ
ィ
ア

道
徳
教
育
の
研
究

特
別
活
動

の
研
究

初
等
教
科
教
育
法

生
徒
指
導Ⅰ

生
徒
指
導Ⅱ

教
育
相
談

教育社会学
Ⅱ

教育行政と
制度

平成23年度入学生までの教
職科目カリキュラム（小・中）

教職入門

目的

授業とディスカッションを通して、教職を学ぶ者として、
受け身から主体へと立場を転換していくことを目指す。

展開

１．導入
２．教師になるための学び（パネルディスカッション）
３．教師の仕事の諸相
４．母校訪問の報告

１年生前期後半
Introduction for teacher training

1st grade

objectives

contents

現代教師論

目的

教育現場の実際の姿に触れながら、義務教育全体を
見渡して、自らの進路イメージを形成し、当面の「学ぶ
方針」を作成する。

展開

１．導入
２．学校教育の実際と教師の役割
３．学校見学・授業参観
４．講話と見学のまとめ
５．振り返りと定着、学ぶ方針の作成

１年生後期 1st grade

objectives

contents

教育方法・メディア

目的

実際に教師として教壇に立つために必要な教育方法・
技術を知る。

展開

１．導入
２．指導言の構想
３．教材・教具の開発
４．マイクロティーチング実習
５．授業の設計

２年生前期
Teaching method and media

2nd grade

objectives

contents

教育実践基礎演習

目的

教育実習の場で教育実習生として教育実践を行って
いくにあたって必要な知識・技能・資質について、講
話・観察・ディスカッション等を通して学ぶ。

展開

１．導入
２．教育実践と学校・教師
３．子ども理解の内容と方法
４．授業観察の理論と方法
５．授業観察と授業計画

２年生後期
Basic seminar for teaching practice

2nd grade

objectives

contents
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