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〈論文〉

「教員 に必要 とされ る資質能 力」に基 づ くス タンダー ドの 予備的考察
各種審議会 の議 論 や先行事例 の検討 を通 じて
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教 員 養 成 ス タ ン ダ ー ド 教 員 に必 要 と され る資 質 能力

到 達 日標

けるな どして、各大学で 「教員養成 ス タンダー ド」の
策定 が試 み られている (別 惣・ 渡邊編 2012)。 こ う

は じめに

本研究では、 「教員姜成 ス タンダー ド」 を策定・ 運
用す るための基礎的な研究 として、各種審議会 の議論
をもとに、教員養成段階で育成すべ き資質能力 の構造

した各大学 での取 り組みをも とに、研究論 文や著作物
が示 された り、シンポジ ウムが開催 された りするな ど、
その成果や課題が徐 々 に明 らか となってきてい る。

を明 らかにす るとともに、先行する大学 の事例 および

一方で教員の資質能力 をめぐつては、 これまでの各

先行研究をも とに、 ス タンダー ドを策定・ 運用す る際
の課題 を明 らかにす る。
教員 をめ ぐる近年 の改革 は、養成 ・ 採用 ・研修 と

種審議会等 で さま ざまに議論 されてお り、 い わゆる
「ナ シ ョナル・ス タンダー ド」 として の 「教員に必要
とされ る資質能力 」や 「教員養成 課程で育成すべ き資

い う教師教育 の各段階にお いて 、教員 の資質能力 をい

質能力Jが 度 々示 されてきた。わが国では全国一律 の
教員免許制度をもち、養成 された教員は どの都道府県

かに向上 させ るか とい うことに焦点づ け られてい る。
そ のため大学での教員養成課程には、単位 さえ揃 えれ
ば 自動的 に教員免許 状 が取 得 で きる とい う 「履修 主

で も採用 され るとい う制度的背景 を鑑みれば、上述 の
ように 「教員養成 ス タンダー ド」 が各大 学 レベルで策
定 され るとして も、 このよ うな 「ナシ ョナル・ス タン

義」ではなく、教員 としてふ さわ しい資質能力 が育 つ
たか否 かが問われ る 「修得主義」 へ の転換 が (高 旗
2011)、 あるいは実 際 に 「教室 で何 ができるか」を示
す ことが求め られて い る (ダ ー リング ーハモ ン ド&パ

ダー ドJの 枠組みか ら著 しく脱す る ことはで きないだ
ろ う。 そ の意味おいて 、各種審議会 の議論を整理 し、
「教員に必要 とされ る資質能力」や 「教員養成課程 で

ラッツ ース ノーデ ン編 2009)。 各大学 に よる 「教員
養成 ス タ ンダー ド」 の策定・ 運用は、大学が 「何 を教
えるのか」 ではな く、学生が教員 として 「何 が身につ
いたのかJや 「何ができるのか」を示す ことで 、教員

育成すべ き資質能力」 の構造を把握す ることは、 「教
員養成 ス タンダー ド」 の策 定や運用を行 うための基礎
的な研究 として位置 づ くもので ある。
各種審議会が示 した 「ナシ ョナル・ ス タンダー ド」
の議論 とともに、2000年 代 中盤 か ら 「教員養成 ス タ

養成課程 の質保証 を図ろ うとする動き と理解す る こと
ができる。実際 に 2000年 代 中盤 か らは、教員養成 の

ンダー ド」 の トップラ ンナ ーたちが残 した知見を整理
す ることは、策定 された ス タンダー ドが単 に定型化 ・
形式化 され、あるいは質保証 のア リバイ とされ るよ う

質保証 を促進す るための文 部科学省 の補助 金 (「 大
学・ 大学院における教員養成推進プ ログラム」 )を 受

な方向へ と流れないためにも必要不可欠な作業であ り、
いわばス タ ンダー ド策定 の 「二番手」 だか らこそでき
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る研究 といえよ う。

る勧告」の存在を指摘 してお り、教職専門職論 の立場
か ら専門的な知識や技能 の重要性 を強調 しているとい

そ こで本研究 では、各種審議会 の議論をも とに、養
成段階で育成す べ き資質能力を構造的に描き出す とと
もに、先行する大学 の事例および先行研究をもとに、

71年 中教審答 申の流れ を受 け、
1972年 の教育職員養成審議会 (以 下、教養審)建 議
「教員養成 の改善方策についてJで は、 「教職は、教
え よ う。 こ うした

ス タンダー ドを策定・ 運用する際 の課題 を明 らかにす
る。以下、第 2節 では、各種審議会 の答 申をもとに
「教員に必要 とされる資質能力」を整理 し、その構造

育者 としての使命感 と深 い教育的愛情 を基盤 として、
広 い一般的教養 、教科 に関す る専門的学力 、教育理
念・ 方法および人間の成長や発達 についての深 い理解、

を提示す る。続 く第 3節 では、同 じく各種 審議会の答
申をもとに 「教員養成課程で育成す べ き資質能力」を

す ぐれた教育技術 などが総合 されて いることが要請 さ
れ る高度 の専門的職業 である」 とされて い る。

整理 し、そ の構造 を提示す る。 さらに第 4節 では、す
でに 「教員養成 ス タンダー ド」を策定 してい る大学 の

以 上のよ うに、 1970年 代ま での各種審議会答 申で

事例 を検討 し、知見を得 る。最後に第 5節 では、前節
の知見お よび先行研究 の議論か ら、 「教員養成 スタン

示 された教員に必要 とされる資質能力 とは、使命感や
教育的愛情 といつた精神・ 構 えを基盤 としなが ら、教

ダー ド」 を策定・ 運用す る際の課題 を明 らかにす る。

職専門職論 の立場 か ら専門的な知識や技能 を有す るこ
とが強調 されるとい う構造であった。

2.各 種審議会 の答 申が示 す 「教員 に必要 とされ る

2‑2

「実践的指導力」 の位置 づ けの変化
しか しなが ら 1980年 代以降の各種審議会答申では、
上述の 「実践的な指導能力Jを めぐる議論 に変化がみ

責質能力」
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基盤 としての精神・ 構 えと専門性 の強調

戦後、教員に必要 とされ る資質能力に関す る議論で
まず注 目す るのが、 1958年 の 中央教育審議会 (以 下、
中教審)答 申 「教員養成制度 の改善方策について」 で

られた。

1987年 の教養審答 申 「教員 の資質能力 の 向上方策

ある。 この答 申では冒頭に、 「教師は教育に対す る正
しい使命感 と児童生徒に対す る深 い教育的愛情 とを基

等 について」では、教員に必要 とされ る資質能力につ
いて、 「教育者 としての使命感、人間の成長・発達に

盤 として 、世界的視野に立った人間的国民的一般教養
を備 えるとともに、社会 の進展に即 した専門的lul識 と

ついての深 い理解、幼児・ 児童・ 生徒 に対す る教育的
愛情、教科等に関す る専門的知識、広 く豊かな教養、
そ して これ らを基礎 とした 実践的指導力 が必要 であ
るJと 記 している。 ここで注 目すべ きは、 「実践的指

児童生徒 の教育に即 した教職漱姜 を有 しなければな ら
ない」 と記 してい る。 ここで特筆すべ きは、教員に必
要 とされ る資質能力が、 「教育に対する正 しい使命感

導力Jの 位置づ けを含めた、教員に必要 とされ る資質
能力 の構造変化 である。 58年 中教審答 申では 「教育

と児童生徒 に対する深 い教育的愛情」 とい う教職 の精
神や構 えlllと いった資質能力を基盤 としてお り、そ の

に対す る正 しい使命感 と児童生徒 に対す る深 い教育的
愛情」 が 、71年 中教審答 申では 「教 育者 としての基

上で、一般教養・ 専門的知識・ 教職教養 を有す るよ う
次 に、教員 に必要 とされ る資質能力 に関す る議論が
登場す るのは、 1971年 の 中教審答 申 「今後 における

本的な資 質」 が 、72年 教養審建議 では 「教育者 とし
ての使命感 と深 い教育的愛情」 がそれぞれ 教員 に必要
とされる資質能力 の基礎 とされ 、そ の一方 で 「実践的

学校教育 の総合的な拡充整備 のための基本的施策につ
いて」 である。 この答申では、教員に必要 とされる資
質能力 を、 「教職 は、本来極めて高い専F電 性 を必要 と

な指導能力」 の位置 づ けは必ず しも明確ではなかつた。
ところが 87年 教養審答申では、教職 の精神や構 え、
専門的知識、一般的教養 とい う基礎 の上に、 「実践的

す るもので あ り、教育者 としての基本的な資質 の上に、
教育 の理念お よび人間の成長 と発達についての深 い理

指導力」が位置づ けられてい る。すなわち教員に必要
とされ る資質能力 の土台部分をめぐ り、71年 中教審

解、教科 の内容に関する専門的な学識、 さらにそれ ら

答 申以前は、資質能力全体を支える基盤 として、教職
の精神や構 えを位置づ けて いたのに対 して 、87年 教
養審答申では、 「実践的指導力」を支 える基盤 として、

求めていることである。

を教育効果 として結実 させ る実践的な指導能力な ど、
高度 の資質 と総合的な能力 が要求 され る」 としている。
ここで も 58年 中教審答 申と同 じく、 「教育者 として

教職 の精神や構 え、専門的な知識や技能、および社会
人 として求められ る資質能力を位置 づ けて い るので あ

の基本的な資質」 とい う表現を用いて精神や構 えを基
盤 として い ることにカロえ、 「実践的な指導能力Jと い

る。 この答 申にみ られ る資 質能力 の捉 え方 は、 1996
年 の 中教 審答 申 「21世 紀 を展望 した我 が 国 の教育 の
在 り方について」で も反映 されてお り、教員 に必要 と
される資質能力 を、 「豊かな人間性 と専門的な知識・

う学校現場 を想定 した資質能力が記載 されて い るr21。
さら1こ 71年 中教審答申で注 目すべ きは、教職が 「極
めて高い専門性」を有するとしている点である。 この
「専門性」に言及 した背景について沖塩 (2011)は 、

技術や幅広 い教養 を基盤 とする実践的な指導力」 とし
ている。

1966年 の ILOと ユネ ス コによる 「教員 の地位 に関す
９乙
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以上のよ うに、1980年 代 か ら 1990年 代 の各種審議

ることは現実的ではない として 、得意分野 を持 つ個性

会答 申で示 された教員に必要 とされ る資質能力 とは、
専門職 として の教員 に求 められ る精神や構 え、専門的

豊 かな教員を目指 し、学校現場 で互 い に協働・ 連携す
ることが重要 であると指摘 している。

な知識や技能、お よび社会人 として求め られ る資質能
力 を基盤 とし、そ の上 に実際の教育活動 で有効な 「実
践的指導力」 を位置づ けるとい う構造であった 0。

以上のよ うに、1990年 代後半 の各種審議会答 申で
は、 これまでに示 された教員 に必要 とされ る資質能力
を 「不易」なもの として継承 しなが らも、学校や教員
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をめぐる今 日的な課題 に対応す るための資質能力 を備
える ことが重要であると し、 こ うした 「流行」 の資質

「不易Jと 「流行」 の資質能力
一方で 96年 中教審答 申では、 「生きる力」 を育む
学校教育を強調す るとともに、 「特に、今 日のい じめ

能力を強調す るよ うになっていった。

4 「学び続 ける教師像」の確立
1997年 か ら 1999年 の 3度 にわたる教養審答 申以降、
教員 に求められ る資質能力に関して具体的に言及 した
の は、2005年 の 中教審答 申 「新 しい時代 の義務教育

や登校拒否な どの深刻な状況を踏 まえるとき、教員一
人一人 が子 どもの心 を理解 し、そ の悩みを受け止めよ
うとす る態度 を身につ けることは極めて重要であると

2‐

言 わなければな らない」 として、そ の時代に応 じた資
質能力 を有す る重要性 を示 している。 この議論 を引き

を創造す る」である。 この答 申では、教員に対す る社
会か らの ゆるぎない信頼 を確立す るため、優れた教員
が備 えるべ き要素 として、第 一 に 「教職 に対す る強 い

継 ぎ、教員に必要 とされ る資質能力 を、 これか らの時
代 の教員 に求め られ る 「流行」 の資質能力 と、いつの
時代 の教員 にも求められ る 「不易」 の資質能力 に区別
して具体的に提示 したのが、 1997年 の教養審第 1次
答 申 「新たな時代 に向けた教員養成 の改善方策 につい

情熱 J、 第 二 に 「教育 の専門家 として の確 かな力量」、
第 二に 「総合的な人間力 Jを 挙げている。 ここで も従
来同様、教職 の精神や構え、児童・生徒理解や授 業に
関す る専門的な知識技能、一般的な社会 人 として求め

て」 である。
まず この答 申では、いつの時代にも求め られ る 「不

られる豊かな人間性や幅広 い教養 とい う構造 で説明 さ
れる資質能力が求め られている。 さらに注 目す べ きは、
「教職 に対す る強い情熱」 として、 「変化 の著 しい社

易」 の資質能力 について、上述 した 87年 教養審答 申
を踏まえた上で 、 「専門的職業 である『 教職』 に対す
る愛着、誇 り、一 体感 に支えられた知識、技能等 の総
体」 としている。 ここには 「実践的指導力Jと い う表

会や学校や子 どもたちに適切 に対応す るため常に学び
続 ける向上,さ を持 つJと されていることである。 これ
は、今 日的な課題 に対応す るため の資質能力 として
「常 に学 び続 ける向上心」が重要 であることを示 して

記はみ られない ものの、注記 において 87年 教養審答
申の資質能力 に関す る記述を示 して い ることか ら、教

お り、 1990年 代後半 の 中教 審答 申や教養審答 申で も
述べ られてい た 「流行」 の資質能力 として位置 づ けら
れて い る。 97年 教養審第 1次 答 申の よ うに、 「流

職 の精神や構 え、専門的知識、一般的教養 とい う基礎
の上に、 「実践的指導力」が位置づ くとい う構造 を継
承 しているもの と考 えられ る。次 に、これか らの時代
に求められ る 「流行 Jの 資質能力 について、 「まず、

行」 の資質能力 を細か く具体的には提示 していないが、
変化す る時代 に求め られ る様 々な資質能力 を身につ け
る根幹 として、 「常に学び続 ける向上心」を掲げてい

地球や人類 の在 り方 を自ら考 えるとともに、培 った幅
広い視野を教育活動 に積極的 に生かす ことが求められ
る。 さらに、教員 とい う職業 自体 が社会的 に特に高 い

るもの と考えられ る。
教員 の資質能力 として 「学び続 ける」 ことの重要性

人格・ 見識 を求め られ る性 質 の もので ある ことか ら、
教員 は変化 の時代 を生きる社会人に必要な資質能力 を
も十分に兼 ね備 えて い なければな らず、 これ らを前提

を指摘 しているのは、そ の後に出 された 2006年 の中
教審答 申 「今後 の教員養成・免許制度 の在 り方につい
て」や 2012年 の 中教審答 申 「教職 生活 の全体 を通 じ

に、当然 のこととして、教職 に直接関わる多様な資質
能力を有する ことが必要」 としている。そ の上で、具
体的な資質能力 として、 「地球的視野に立 って行動す
るための資質能力 J(例 えば、豊 かな人間性やボラン
ティア精神 )、 「変化 の時代 を生きる社会人に求めら

た教員 の資質能力 の総合的な向上方策について」 でも
同様 である。 まず 06年 中教審答 申では、97年 教養審
第 1次 答 申が示 した教員に求め られ る資質能力 と、05
年 中教審答 申が示 した優れた教員 が備 えるべ き要素を

れ る資質能力」 (例 えば、個性や感性、社会性 や対人
関係能力、外国語能力や メデ ィア リテラシー)、 「教

再掲 し、そ の上で、 「教員を取 り巻 く社会状況 が急速
に変化 し、学校教育が抱 える課題 も複雑・ 多様化す る

員 の職務 か ら必然的に求め られ る資質能力J(例 えば、
教職 に対す る情熱・ 使命感、教科指導や生徒指導等 の

現在、教員 には、不断に最新 の専門的知識や指導技術
等 を身につ けて いることが重要 となつてお り、『 学び

ための知識や技能)を 掲 げてい る。加 えてこの答 申で
は、上述 のよ うな様 々 な資質能力を掲げなが らも、す
べての教員が一律 に多様 な資質能力を高度に身につ け

の精神』 がこれまで以 上に強 く求め られてい るJと し
ている。 さらに 12年 中教審答 申では、 「社会 の急速
な進展 の 中で 、知識 ・ 技能 の絶 えざる刷新が必要であ
０´
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ることか ら、教員 が探究力 を持 ち、学び続ける存在で
あることが不可欠 で ある

(『 学び続 ける教員像』 の確

立)」 とした うえで 、o5年 中教審答 申 とはぼ 同様 に、
教職 に対す る使命感や責任感 、専門職 としての高度 な
知識・ 技能、総合的な人間力の 3点 を、教員に必要 と
され る資質能力 として提示 してい る。

子 どもに対す る愛情や責任感、人間の成長や発 達 につ
いての深い理解、教育的愛情 といった内容 が示 されて
きた。 「社会人 としての基礎 的素養」 とは、一般的な
社会人 として求められ る資質能力であ り、各種審議会
答 申では具体的に、豊かな人 間性 、幅広 い教養 、 コ
ミュニケー シ ョン能力、外国語能力、メデ ィア リテラ
シー といつた内容が示 されてきた。 「専門職 としての

以上 の よ うに、 1990年 代後半か ら重視 されて きた 、
変化 の時代 に対応す る 「流行」 の 資質能力は、2000

知識・技能」 とは、専門職 としての教員に求め られ る

年代以降にお いて、知識や技能を絶えず刷新す るため
に学 び続 ける姿勢に焦点化 され 、教員 は常にそ うした
姿勢を備 えるべ き存在であるとい う「学 び続ける教員

知識や技能であ り、各種審議会答申では具体的に、教
職 の意義や教員 の役割 に関す る知識 、学習指導や授業
づ くりのための知識や技能、生徒指導や学級経営に関

像」 の確 立が求め られ るに至っているのであ る。

す る能力 といった内容が示 されてきた。 これ ら 3要 素
の延長線上には、05年 中教審答 申以降 に掲 げ られて

2‐
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「教員に必要 とされ る資質能力 Jの モデル
ここまで 、各種審議会答 申で示 されてい る 「教員に

きた優れた教員 の要素 (「 教職 に対す る強 い情熱」
「総合的な人間力」 「教育 の専門家 として の確かな力

必要 とされ る資質能力 Jの 構造について述べてきた。
上述 の議論 をもとに、今 日求められ る資質能力 のモデ

量」)が 位置 し、最終的には得意分野を持 つ個性豊か

ル を示す と、図表 1の よ うになる。

とが期待 され る。

まず、必要 とされ る資質能力 の基本的な要素 として
は、 「教員 としての基礎的素養 」 「社会人 としての基

さらに、必要 とされ る資質能力 の 中心的な柱 として、
「学び続 ける姿勢 」 が想定 される。 これは 90年 代後
半 か ら重視 され て きた、変化 の 時代 に対応 す る 「流

な教員を目指 し、学校現場で互いに協働・ 連携す るこ

礎的素養 J「 専門職 としての知識・ 技能」 の 3要 素 が
想定 され る。 「教員 としての基礎的素養 Jと は、専 P号
職 としての教員に求め られ る精神や構 えであ り、各種

行」 の資質能力であ り、必要 とされ る知識や技能を絶
えず刷新 し続 ける姿勢 をあらわ してい る。 「学び続 け

審議会答 申では具 体的に、教職に対す る使命感や誇 り、

る姿勢」は、急速に進展す る社 会 の 中で教員が常に自

図表 1

「教員に必要 とされ る資質能力 Jの モデル
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「教員 に必 要 とされ る資 質能力」 に基 づ くス タ ンダ ー ドの 予備 的考察

1980年 代 の各種審議会答 申では、 「実践的指導力 の

らの専門性に磨 きをかけ、専門職 としての地位 を確立
するための根本的な原理 とい える。

基礎」 か ら 『実践的指導力」そ の ものを教員養成課程
において育成する よ う要請 されてい くので ある141。

3

各種審議会 の答 申が示す 「教員養成課程 で育成
べ
す き資質能力」

3‑1

3‑3

「最小限必要な資質能力」 とその 中身
これまでの各種審議会 の答 申が示す 「教員養成課程
で育成す べ き資質能力 Jは 抽象度 が高 く、具体的な資

学校種別 による資質能力の提示

前節でも示 したよ うに、戦後の教 員養成 に関する議
論 でまず注 目す るのが、 1958年 の 中教審答 申 「教員
養成制度 の改善方策 についてJで ある。 この答 申では、
育成すべ き資質能力 として 「一般教養、専門学力 (技
能 を含む)、 教職教養」 の 3つ を挙げた上で、教職教
養お よび 専門学力については学校種別によつて相違 が
あるとしてい る。小学校教員 では 「児童 の教育に即す

質能力 が明確 ではなかった。 一方、1997年 の教養審
第 1次 答 申 「新 たな時代に向けた教員養成 の改善方策
について」 では、上述の 「教員 に必要 とされ る資質能
力」 とともに、 「教員養成課程 で育成す べ き資質能
力」 も具体的に提示 された。97年 教養審第 1次 答 申
では、教員 の生涯にわた り絶 えず資質能力 の向上が図
られるべ きとした上で、特に養成段階では、免許制度

る教職 教養 と全科担 当の学力」 を、 中学校教員では
「生徒 の教育に即す る教職教養 と担 当す る教科につい

上履修 が必 要な授業科 日の単位取得等 を通 じて 「最小
限必要な資質能力」 を身につ けさせ る過程であるとし
ている。また 、 この 「最小限必要な資質能力 Jを 「採

ての学力」を、高等学校教員では 「生徒 の教育に即す
る教職 教養 と特 に担 当教科 、科 目に対す る高度 の学
力」を、それぞれ必要 として い る。 こ うした資質能力

用当初 か ら学級や教科 を担任 しつつ 、教科指導、生徒
指導等 の職務 を著 しい支障が生 じることな く実践 で き
る資質能力」 と定義 し、養成段階 で教授・ 指導すべ き

を育成す る機関 として、小学校 教員 の場合は養成 を目
的 とす る大学、中学校教員 の場合は養成を 目的 とす る
大学お よび一般 の大学、高等学校教員 の場合は主 とし
て一般 の大学を挙げてい る。 このよ うに、学校種別 に
よつて育成すべ き資質能力や機 関を区別 して掲げてい

内容 として、① 「教職 へ の志向 と一体感 の形成J、 ②
「教職に必要な知識及び技能 の形成」、③ 「教科等に
関する専門的知識及び技能 の形成」 とい う 3つ の範囲
を掲げて い る。 この うち、 「教職 へ の志向と一体感 の
形成」に属す る内容や 、 「教職 に必要な知識及び技能

るのは、続 く 1971年 の 中教審答 申 「今後における学
校教育 の総合的な拡充整備 のための基本的施 策 につい
て」や 、 1972年 の教養審建議 「教員養成 の改善方策

の形成 Jの 中でも、教 材研究、教授 法、評価、発達段
階を踏 まえた児童生徒 の理解な どに関わる基礎的な知
識や方法論について は、養成段階で確実に習得すべ き

について」で も同様である。

3‑2

としてい る。 また 「教科等 に関する専門的知識及び技
能 の形成」については、単 にそれぞれの学問分野 の研

「実践的指導力」 の育成
前節 で も述 べ たよ うに、 1970年 代以降、教員 に必
要 とされ る資質能力 と して 「実践的指導力」が提示 さ

究成果や特定 の技能 の習得 に とどま らず、教職 に就 い
た後 も、社会 の変化や学問研究 の進展等に自ら対応 し、

れたことで、教員養成課程で育成すべ き資質能力 とし
践的指導力」が記載 され る ことになる。
まず 1986年 の臨時教育審議会 (以 下、臨教審 )答
申 「教育改革に関す る第 二次答 申Jで は、教員養成課
程 で育成すべ き資質能力 について 、 「幅広 い人間性、
ても

自律的 に学習 を進 めることができる基礎的な能力を養
うことを求めている。以上のよ うな、教員に求 められ
る 「最小限必要な資質能力Jを 育成す る段階 とい う教

'実

員養成課程 の位置 づ けは、2005年 の 中教審答 申 「新
しい時代 の義務教育を創造す るJや 2006年 の 中教審
答申 「今後 の教員養成・免許制度 の在 り方について」

教科・ 教職 に必要 とされ る基礎的・理論的内容 と採用
後必要 とされ る実践的指導力 の基礎 Jと してい る。 こ
こで注 目すべ きは、養成段階で育成すべ きはあくまで

でも引き継 がれてい く。
この うち特に 06年 中教審答 申では、 「最小限必要

「実践的指導力 の基礎Jと している点 であ る。 ところ
が翌年 の 1987年 の教養 審答 申 「教員 の資質能力 の向
上方策等 について」 では、大学 における教員養成 の改

な資質能力」 をめぐって新たな改革 の方向性が打ち出
され る。 この答 申では、教員養成課程にお いて 「最小

善方策 として 、実践的指導力 の向上 を図るためには教
職科 目を担当す る教員 に学校現場 での教育経験 を有す
る者 を活用すべ きであるとして い る。 つ ま りこの答 申

限必要な資質能力」 を確実 に身につ 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 るため、 「教職
実践演習」 の設置を提言 している。 さらに 「教職実践

では、いわゆる実務家教員 を活用す ることによつて 、
養成段階で 「実践的指導力Jを 育成す るよ う求めてい

演習」 では、科 目に含 めるべ き事項 として、①使命感

るので ある。
以上 の よ うに、 1970年 代以降、教員 に必 要 とされ
る資質能力 として示 された 「実践的指導力」をめぐり、

人関係能力に関す る事項、③幼児児童生徒理解や学級
経営等に関す る事項、④教科・ 保育内容等 の指導力に

や責任感、教育的愛情等に関す る事項、②社会性や対
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関する事項 の 4つ が示 されてい る。すなわち この答申
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では、 「教職実践演習」 に含めるべ き 4つ の事項を
「最小限必要な資質能力Jと して提 えていることがわ

な資質能力」 の うち、教職 へ の志向と一体感、使命感
や責任感、教育的愛情 といつた項 目は、 「教員に必要

かる。

とされ る資質能力」 の 「教員 として の基礎的素養」に
位置す る。次 に 「最小限必要な資質能力 Jの うち、教

以上 のよ うに、97年 教養審第 1次 答 申で示 された
「最小限必要な資質能力」 は 2000年 代以降も引き継
がれ てお り、具 体的な中身 につい て も構 造 自体は似
通 つてい る。例 えば、97年 教養審第 1次 答 申の 「教

職や教科に必要な知識及び技能、幼児児童生徒理解や
学級経営、教科・ 保育内容等 の指導力 といつた項 目は、
「教員 に必要 とされ る資質能力」 の 「専門職 としての

職 へ の志向と一体感」 と 06年 中教 審答 申の 「使命感

知識・ 技能」に位置す る。 さらに 「最小限必要な資質

や責任感、教育的愛情」は、 ともに教員 としての基礎

能力Jの うち、06年 中教審答 申で示 された社会性や
対人関係能力は、 「教員 に必 要 とされる資質能力」 の

的な素養 を示す項 目である。また、97年 教養審第 1
次答申の 「教職 に必要な知識及び技能」 「教科 等に関
す る専門的知識及び技能Jと 06年 中教審答 申の 「幼

「社会人 と しての基礎 的素養 」 に位置す る。最後に
「最小限必要な資質能力 Jの うち、97年 教養審第 1

児児童生徒理解や学級経営」 「教科・保育内容等 の指

次答申で示 された 自律的 に学習 を進 める能力は、 「教
員に必要 とされる資質能力 Jの 「学 び続ける姿勢」に

導力」は、 ともに専門職 としての知識や技能 を示す項
目である。 この よ うな教員特有 の資質能力 に加 え、97
年教養審第 1次 答 申では 「自律的に学習 を進めること
がで きる基礎 的 な能力 」 が 、 06年 中教 審答 申で は
「社会性や対人関係能力 」 が、それぞれ示 されて い る。

3‑4

位置す る。
以上を もとに、教員養成課程で育成すべ き資質能力
のモデル を示す と図表 2の よ うになる。 当然 の ことな
が ら、 「教員に必要 とされ る資質能力Jと 「最小限必
要な資質能力」 の議論が独 立 して存在するわけではな

「教員養成課程で育成す べ き資質能力」 のモ

く、資質能力の向上が教職 生活全体 を通 じて図 られる
中で、養成段階の役割を明確化 し、そ こで育成すべ き

ここまで、各種審議会答 申で示 されている 「教員養
成課程 で育成すべ き資質能力」 の構造について述べ て

資質能力を示す必要がある。 これを踏ま えれば、前節
図表 1の 下層部分に図表 2を 「最小限必要な資質能
力Jと して位置づ けるとともに、今後 はこの構 造 の も
とで具体的にど ういった資質能力を育成すべ きか とい

デル

きた。特に上述の 、教員に求められ る 「最小限必要な
資質能力」 の議論をもとにす ると、前節 で示 した 「教
員 に必要 とされ る資質能力 Jの 構造 と重ね合 わせて捉
えることが可能で ある。すなわち、まず 「最小限必要

う議論を展開 しなければな らない。

ｒ市
︐

図表 2

「教 員 養成 課程 で 育 成す べ き資質能 力 」 のモ デ ル
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「教員 に必要 とされる資質能力Jに 基づ くスタンダー ドの予備的考察

4.

「教員養成課程 で育成す べ き資質能力」 の具体

兵庫教育大学では、 「養成段階での教員 の質保証」
を果たすためには一 定の科学的な根拠に基 づいて スタ
ンダー ドを策定す べ きとして (男 1惣 ・ 渡邊編 2012)、

的事例
ここまでは、各種 審議会 の答申をもとに、 「教員 に
必要 とされ る資質能力」お よび 「教員養成課程で育成
す べ き資質能力」 の構造 を示 して きた。 一方で、各種

2度 にわたる実証的な調査を行 ってい る。まず第 一次
調査 として、近畿圏で働 く現職教員や大学教員な どを
対象 とした質問紙調査 を行 い 、50項 目の資質能力を

審議会 の答 申では、 い わゆる 「ナ シ ョナ ル・ ス タ ン
ダー ド」 としての性格が強 いためか、資質能力 の抽象
度 が高 く構造的に理解 しやす い ものの、例えば 「教 室
で何ができるか」 (ダ ー リング ーハモン ド&パ ラッツ

抽出 している。続 く第二次調査 では、全国の公立小学
校教員を対象 とした質問紙調査を行い、第 一次調査 で
抽出 された 50項 目の妥当性 を検討 している。 こ うし

ース ノーデ ン編 2009)の よ うな具体性 には欠 ける議
論 が 中心であった。 こ うした各種審議会 の答申とは別

た

2度 の調査を経て、50項 目か らなる資質能力を図

表 3で 示 され る 「学び続 ける教師」 「教師 としての基
本 的素養」 「子 ども理解 に基 づ く学級経営・ 生 徒指

に、2000年 代 中盤 か らは、各大学で育成 を 目指す資
質能力や達成す べ き 目標 を検討 し、 「教員養成 ス タン

導」 「教科等 の指導」 「協働・ 連携」 とい う 5つ の領
域に構造化 し、それ を養成段 階 にお いて育成す べ き到

ダー ド」を策定す る動きがある。各大学 で策定 された
「教員養成 ス タンダー ド」は多様性に富み、中には育

達点 として定めている。

成す べ き資質能力 の抽出方法や表現方法な どを工夫 し、
具体的に議論 を展開 している事例 もみ られ る。そ こで
以下では、 「教員養成 ス タンダー ド」策定 の先駆的な
事例 として、『 教員養成 ス タンダー ドに基づ く教員 の
質保証一学生 の 自己成長を促す全学的学習支援体制 の

子ども理
書づく
学頷経営"に
生籠指導

構築』 鰯1惣 ・渡邊編 2012)を 出版 した兵庫教育大
学 と、『 学びの専門職をめざして一教職課程の意味を
問 い直す学生 たち』 (福 非 大学教育地域科学部編
2011)で 教員養成の高度化策をまとめた福井大学教育
(以 下、福井大学)を とりあげ、これ らの
しながら
著作を参照
両大学の取 り組みを概観する

地域科学部

N51。

1

兵庫教育大学の事例
兵庫教育大学は、2009年 度から 20H年 度の文部科
学省の 「大学教育・学生支援推進事業」に、 「スタン
ダー ドに基づ く教員養成教育の質保証」 とい うプ ロ
ジェク トが採択され、①養成段階において育成すべき
4‐

図表 3 教員養成 ス タングー ドの構造 (別 惣

ここで 、図表

別態 置14輛 (2112)よ リー部榊

4に 示 した 「教員養成 ス タンダー ド

の一部 か ら、学生が身につ けるべ き資
質能力 を具体的にみてみよ う。例 えば 「社会人 として
(小 学校版 )」

の素養」では 「言葉 づかい、挨拶、礼儀、マナー など
の社会人 としての常識を身 につ けてい る」 と表現 され、
「教師 として の素養」で は 「教師 としての使命感 を持

到達′
点の明確化、②教育課程の順次性・体系性の検証
と実質化、③学生が学習効果をあげるための適切な評
価 と学習支援を目的とする教員養成 スタンダー ドの策
定が進められた。2012年 現在 では、小学校版 と幼稚
園版の 「教員養成スタンダー ド」が策定・運用されて
いる。

注)

渡邊編 2012)

ち、その役割 と職務 内容を理解 している」 と表現 され
ている。 また 「学級経営」では 「学級経営案 の意義を
理解 し、作成する ことがで きる」 と表 現 されている。

.
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このよ うに兵庫教育大学 が策定 したスタンダー ドでは、
「〜 している」や 「〜で きるJと いった具体的な行動
例で資質能力が表現 されてお り、学校 での教育実践に
結びつ くような動的な能力観 であ る ことがわかる。

されたス タンダー ドに対す る批判 の もと (人 田・遠藤
2011)、 学校現場 の文脈 に依存 した多様 な資質能力 の
集合 として スタングー ドを提えてい る。
中薔0● ●Iと 小学競0
教 員免辟状 を取尋す る
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福井大学 の事例
福井大学 では 2009年 以降、①細分化 された行動 日
標 の列記は避ける、②態度に直接働 きかける ことを避
ける、③現行 のカ リキュ ラム を生かす とい う基本方針
の もと、 「教員養成 スタ ンダー ド」 の策定が進 められ
て きた。福井大学 の 「教員養成 ス タンダー ド」 は、 ス
タンダー ドの背後にある新 しい能 力観・ 学習観・評価
観 の理論的検討 を行 つた上で、学校種や教科領域な ど
に関わ らずすべ ての教員 が共通 して達成すべ き目標 を
「<共 通 >ス タ ンダー ドJ、 学校種や教科領域 ごとに
達成すべ き 目標 を 「<領 域別 >ス タンダー ド」 として、
図表

5の よ うな構 造 を示 して い る

(八 日・ 遠藤

図表5 教員養成 スタンダー ドの構造

(ノ

ヽ日・遠藤 2012)

2011)。

さらに この構 造 に沿 つて策 定 され た ス タ ングー ドは、
単 に達 成す べ き 目標 のみ が記 され て い るのでは な く、
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「【
「【
B】 本
A】 本学部 の教員が共有すべ き使命」、
C】 上記の日標
学部の学生が目指すべき日標J、 「 【
を実現す るために学生に保障す べ き学習経験J、
「【
「【
D】 証拠 となる学習成果物Jさ
E】 学習成果物

の特徴

先行事例 か らみ る 「教員養 成 ス タ ンダ ー ド」

兵庫教育大学 と福井大学では、ス タンダー ドの捉 え
方が異な り、上述 の ようにそれぞれ独 自の特徴 をもつ
ている。 とはいえ両大学は、単にス タンダー ドを策定

の評価規準」 とい うように、学部の使命に基づいて到
達すべき目標を設定し、理論的検討をもとに定めた証
拠や評価規準が明示されている。
ここで、図表 6に 示 した 「<共 通 >ス タンダー ド」

するだけではなく、それ を運用 させ る ことに成功 して
い る貴重な事例 である。 そ こで以下では、両大学の事
例をもとに、運用を可能 とするような 「教員養成 ス タ
ンダー ド」 の特徴 をま とめてみよ う。
第一の特徴は、策定 されたス タンダー ドの妥当性 を

の「【
B】 本学部 の学生 が 目指す べ き 目標」を具体的
にみ てみ よ う。例 えば 「5 担 当す る教科 にお ける重

担保す るとい うことである。兵庫教育大学 では 、各種
審議会答 申な どで示 されてい る 「最小限必要な資質能

要な概念 と探究の方法を子 どもたちが学習 していくプ
ロセス を理解 してお り、子 どもたちがそれ らを学ぶ こ

力」について、十分な科学 的根拠に基 づいて議論 され
るべ きとして、現職教員や大学教員 を対象 とした質問

とで知的・社会的・ 個性的に発達す るよ う支援するJ
をみると、教科指導にお いて学年 が身につ けるべ き個
別 の知識や技能を明示す るので はなく、複数 の知識や
技能が組み合わさつて授業や学習 の場面で発揮 され る

紙調査を複数回実施す ることで、抽出された資質能力
を実証的に確認 している。また福井大学 では、 これま
でのスタンダー ドが脱文脈的で要素的な知識や スキル

総体 として教員の資質能力を提 えてお り、① の基本方
針 に沿 つている ことがわかる。 このよ うに福井 大学で
は、脱文脈 的で要素的な知識や ス キルの習得 に焦点化

後 にある新 しい能力観 ・ 学習観・ 評価観 の理論的検討
を行つてい る。両大学では、実証的あるいは理論的 と

の習得に矮小化 されて い るとして、 ス タ ンダー ドの背

B】 本学部の学生が目
指すべき目標
【

(福 井大学教育地域科学部編 2011)

2

学習の専門職 と して生涯 に わた って学 び続 ける■台 を築 く。
実践 コ ミュニ テ イの 一 員 と して、他者 と協働 し、他者の実践事例 や 自身の実践か ら学ぶ .

3

活 ￨1的 で協働的 な学 習 を子 どもた ちが行 うことがで きるよ う、適切 な学習環境

生活環 境 をつ くりだす 。

教 科 の 特 性 に 応 した 問 題 解 決 的 な 学 習 を 子 ど も た ち が 行 う こ と が で き る よ う 、 教 科 固 有 の 様 々 な 方 略 を 理 解 し用 い る 。

担当する教科における重要な‖念と裸究の方法を子 どもたちが学習 していくプロセスを理解 しており、子どもたちがそれ ら

' を学ぶことで知的 社会的 個性的に発達するよう支援する。

0
7

3
0

担当する教科における重要な経念と探究の方まを理解 しており、子 どもたちがそれ らを意味あるものとして学ぶことがでを
るような経験をつくりだす。
致青目的 教育内害 子ども・ 地燿社会に関する知識に基づいて.教 科と教科外活動における長期に渡る探究的な学習を支
える指導と評価の計日を立てる。
子 どもたちが民主的 に集 団活動 を運営す る奥腱 的能力 を発達 させ るよ う、様 々な文化的活動や集 団活動 をつ くりだす。

子どもたちが生き方を模索するプロセスを理解 しており、平和で民主的な社会のあり方 と人間らしい生き方について理解を
深め、個性的に発達するよう支援する。
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「教員 に必要 とされる資質能力」 に基づ くス タンダー ドの予備的考察

力」および 「教員養成課程 で育成すべ き資質能力」 の
構造を明 らかに し、教員養成 の 「ナシ ョナル・ ス タン

い うアプ ロー チの違 いはあるものの、策定 されたス タ
ンダー ドの根拠を丹念 に提示 してい る。すなわち、教
員養成 の質保証 としての説得力 をもつ ためには、学問

ダー ド」 のア ウ トライ ンを描 いた。続 く兵庫教育大学
と福井大学 の事例検討 では、妥当性 の担保、資質能力

的に正 当な方法 によつて根拠 を示 し、策定 されたス タ
ンダー ドの妥当性 を担保す ることが重要 といえる。
第 二の特徴は、育成す べ き資質能力 の構造 が示 され

の構造化、評価手法 の開発 とい う特徴 を見 いだす こと
で、運用場面を想定 して ス タンダー ドを策定す ること
の重要性 を指摘 した。本研究 の 冒頭でも示 したよ うに、
全国一律 の教員免許制度 とい う背景を鑑みれば、 「ナ

ている点である。兵庫教育大学では、ス タンダー ドの
内容について学生 の理解 を深 めるためには、単に大量

シ ョナル・スタンダー ド」 の枠組みか ら著 しく脱 する
ことなく、実際に運用 して効果 が発揮 できる 「教員養

の資質能力を並列 に列挙す るので はな く、資質能力を
ヒすべ きであるとして、図表 3の よ うな 5つ の領
構造イ
域 を示 している。 また福井大学 では、学校における教

成 ス タンダー ド」を策定す ることが、各大学 には求め
られてい る。そ の意味 では、第 3節 で示 した図表 2の
「ナ シ ョナル・ス タンダー ド」 の枠組み に従 い、調査
研究に基 づいて妥当性 を担保 しなが ら育成すべ き資質

育実践 であれば共通す る場面で発揮 され る資質能力 を
「く共通 >ス タンダー ド」、各学校段階・ 教科 の教育
実践 の場面 ごとに発揮 され る資質能力を 「く領域別 >
ス タンダー ド」 として、図表 5の よ うな構造を示 して
い る。 こ うした事例か らわかることは、育成すべ き資

能力を抽出する とともに、それ を評価す るための仕組
みを開発する ことが必要 となるだろ う。
さらに教員養成 の 質保証 として 「教員養成 ス タン

質能力 がす べ て同列に並べ られ るので はなく、資質能
力 の構成要素や、それ が発揮 され る場面によつて 、構
造的に捉 えることが必要 とい うことである。
第 二の特徴 は、策定 された ス タンダー ドの評価手法
も同時 に開発 してい ることである。兵庫教育大学では、
「〜 している」や 「〜できるJと いった具体的な行動
例 で資質能力 を表現す ることにより、学生が身につ け
るべ き資質能力 のイメージを容易にす るとともに、資
質能力習得 の評価基準 が 明確 になっている。 さらに e
―ポー トフォ リオ・ システムを導入す る ことで、 この

ダー ド」 が機能す るためには、それを達成す るための
条件 を整 えなければな らない。石井 (2011)に よれば、
ス タンダー ドの概念 には、教 えるべ き知識・ 技能や能
力 を定めた 「内容 ス タンダー ド」、 この 「内容 ス タ ン
グー ド」 の評価基準を定めた 「パ フォーマンス・ スタ
ンダー ド」、 さらに 「内容 ス タンダー ドJの 達成に必
要な条件や資源 が学習者 に提供 されてい るか ど うかを
問 う基準を定めた 「学習機会 ス タンダー ド」 があると
い う。 このよ うな石井 の指摘 か ら、 「内容 ス タンダー
ド」 として身 につ けるべ き資質能力 を明 らかに し、
「パ フォーマンス・ ス タンダー ド」 として評価 基 準を

基準に沿 つて学生が 自己評価 の内容を入力 した り、学
習履歴 を蓄積できる仕組みを構築 している。また福井
大学では、上述の 「 IB】 本学部 の学生が 目指す べ き
目標」を達成す るため、新 しい能力観・ 学習観 ,評 価
観 の理論的検討 をもとに、学生に保障すべ き学習経験、
証拠 となる学習成果物やそ の評価規準を明示 している。
すなわち、両大学 におけるス タンダー ドの策定には、
育成 を目指す資質能力や達成す べ き 目標 の明確化 のみ
な らず、その評価手法を開発す ることも包含 されてい
るので ある。
「教員養成 ス タンダー ドJに 対する兵庫教育大学 と

精緻化す るとともに、学習環境 の整備や人的・ 物的資
源 の活用な どを含 めた 「学習機会 ス タ ンダ十 ド」をい
かに構築す るか とい うこ とが、教員養成 の質を保証す
る上では重要 となる。す なわち、 「教員養成 ス タ ン
ダー ド」 の策 定にあた つて は 、 「何 が身 につ い た の
か」や 「何 ができるのか」 の内容や基準にとか く目を
奪われ がちではあるが、そ の後 の運用を見越 した とき、
結局は 「何を、 どのよ うに教 えるのか」 とい う課題に
も向き合わなければならない。
それでは、 「学習機会 ス タンダー ド」 を構築す る上
で、具体的 に何 を考慮す べ きであろ うか。最後 にこの
点について確認 しておこ う。静岡大学 における 「教員

福井大学 の捉 え方はそれぞれ異なる一方、妥当性 の担
保、資質能力 の構造化、評価手法 の開発 とい う共通す
る特徴 も見 いだ され、 これ らは ス タンダー ドの運用場
面を見据 えた ときには不可欠 といえよう。 「教員養成
ス タンダー ド」 は単に到達 目標 として策定すればよい

姜成 ス タ ンダー ドJ策 定上 の課題について検討 した望
月・ 村 山 (2011)で は、例 えば、学生 の学習支援、教
員養成 カ リキ ュラム、教職実践演習を考慮すべ き視点

とい うものではな く、それ を運用 しては じめて 、教員
養成 の質保証 として機能す るものである。

として提示 している。 まず学生の学習支援 について、
学生 の主体的な学習 を促進す るためには、大学による
評価 の規準 として の 「教員養成 ス タ ンダー ド」 ではな

5. おわ りに一 「教員養成 ス タ ンダー ド」 の課題
各大学 で策定 が進 め られ る 「教員養成 ス タ ン ダー
ド」 は、大学における教員養 成 の 「質保証」 の一端 を

く、学生 自身の学習 目標 あるいは 自己評価 の指標 とし
ての 「教員養成 ス タンダー ド」 であるべ き としている。
また教員養成カ リキ ュラムについて、教育職員免許法

担 うことが期待 されてい る。本研究ではまず、各種審
議会 の答 申をも とに、 「教員 に必要 とされ る資 質能

等 の法令によってカ リキ ュラムの大枠は定められて い
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るものの 、到達 目標 としての 「教員養成 ス タ ンダー

譲 ることとす る。

ド」を達成す るためには、教員養成教育に対す る大 学
自身 の学術的知見 か ら、主体的に教育改善に取 り組む
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(2)吉 岡・ 人木 (2007)に よれば、教員 の 「実践的指

版
高旗浩志 ,20H,「 教員養成 のカ リキ ュ ラム・マネ ジ
メン トー そ の全 国的動 向」『 教員菱成教育 のカ リ

導力 と使命感 Jを 強調す る教職観 は、 この 71年
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キ ュラム・マネ ジメン トを考える (実 践交流 ワー ク
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を通 じた教員 の資質能力 の総合的な向上方策につ
いてJで は 、 「専門職 としての 高度 な知識・ 技
能Jの 一つ として 「新 たな学 びを展開できる実践
的指導力」を位置づ けてお り、今後 「実践的指導
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瀧本知加 ・ 吉岡真 左 樹 ,2009,「 地方 自治体 による
『 教師養成塾』事業 の現状 と問題点」『 日本教師教
育学会年報』 18:4860
吉岡真佐樹・ 人木英 二,2007,「 教員免許・ 資格 の原

力」をめぐる議論が変化す る可能性 もある。
(4)1970年 代か ら 1980年 代 の各種審議会答 申で示 さ
れた 「実践的指導力 Jが 、次第に養成段階で育成

理的検討―『 実践的指導力』 と専門性基準をめぐつ
て」『 日本教師教育学会年報』 16:1724

す る よ う求 め られ て い る こ とは 、 吉 岡 ,人 木
(2007)や 瀧本・ 吉岡 (2009)で も示 されている。
(5)筆 者 らは、兵庫教育大学 と福井大学 における 「教
員養成 ス タンダー ドJの 策定・ 運用 の状況を把握
す るため、2012年 H月 に兵庫教育大学へ、2013

[付 記]

本研究 は、 「平成 24年 度静岡大学教育学部附属教
育実践総合セ ンタープロジェク ト (重 点課題プ ロジ ェ
ク ト)教 員養成 ス タンダー ド・プロジェク ト」 の助成
によって行われた研究の一環 である。

年 3月 に福井大学へ 、それぞれ聞き取 り調査 を実
施 した。そ こで得 られた知見については、別 稿 に
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