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 1945(昭和20)年の第二次世界大戦終了後、当時の教育刷新委員会の提言による「大学での教員養成」の実現により養成さ

れた世界最高水準の教員により多くの成果を上げてきたといえる。しかし、その後の世界の教育改革が「教員養成の修士レ

ベル化」、「教職の専門職化」を目指す中で、日本の教員養成は、世界から大きく遅れてしまったとの見方もある。開放制に

おける現在の日本の教員養成は、一般大学・学部での教員養成に負うところが大きい。そのため、教員養成系学部の教員

だけでなく、すべての教員が教員養成に携わっているという自覚を持ち、大学全体としての組織的な指導体制を整備するこ

とが急務である。世界の趨勢である「教員養成の修士レベル化」と「教職の専門職化」を進めるためにも、そして現在取り組ん

でいる高大接続や新学習指導要領の理念を実現するためにも、教員養成を教員養成系大学・学部だけの問題として捉える

のではなく、教員養成系大学・学部と一般大学・学部とが一体となって教員養成に取り組むことが、初等中等教育だけでなく

高等教育にとっても重要であることを、改めて認識する必要がある。 

 

 

はじめに 

 

 これまで続いてきた教育制度改革も、文部科学省が大学入学者選抜試験の改革に本腰を入れて取

り組み始めた現在、新たな段階に入ったといえる。1945(昭和20)年の第二次世界大戦終了後、当時

の教育刷新委員会の提言による「大学での教員養成」の実現により養成された世界最高水準の教員

により多くの成果を上げてきたといえる。しかし、その後の世界の教育改革が「教員養成の修士レ

ベル化」、「教職の専門職化」を目指す中で、教員養成制度の違いはあるものの、世界の趨勢から大

きく遅れてしまったとの見方もある。本稿では、高校生、一般学部生、教育学部生の教員に対する 

―――――――― 
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意識の異同に注目しながら、開放制の下での教員養成の課題についての論考を試みる。 

 

 

１ 高等学校教育の社会的位置づけの変化 

 

 2014(平成26)年６月13日に「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立

し、同年６月20日に公布、施行された。これに伴い、2015(平成27)年６月17日に成立した「公職選

挙法等の一部を改正する法律」が同年６月19日に公布され、改正後の公職選挙法は一部を除いて、

翌年の2016(平成28)年６月19日から施行された。この改正において、公職選挙法第９条第１項が「日

本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」とされ、それまで

20歳以上であった選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。この改正に合わせ、総務省と文部科学

省は共同で2015(平成27)年秋に、全国の高校生を対象に副教材「私たちが拓く日本の未来」を配布

し、併せて、教師用として「活用のための指導資料」を作成した。 

 選挙権が20歳から18歳に引き下げられたことは、日本の政治史上、きわめて重要な制度変更であ

るが、副教材作成と並行して中央教育審議会では次期学習指導要領の改訂に向け、政治参加意識を

高めるような新科目の導入に向けての検討が行われるなど、高等学校教育にとっても重要な意味を

持っている。18歳で選挙権を与えるということは、高等学校において、国家と社会の形成者となる

ための教養と行動規範を身に付ける教育が行われることを意味する。即ち、2014(平成26)年12月22

日に出された中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、

大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」にあるように、「高等学校教育については、生徒

が、国家と社会の形成者となるための教養と行動規範を身に付けるとともに、自分の夢や目標を持

って主体的に学ぶこと」1)が期待され、同答申ではそれに続けて「大学入学者選抜においては、現行

の大学入試センター試験を廃止し、大学で学ぶための力のうち、特に「思考力・判断力・表現力」

を中心に評価する新テスト「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」を導入し、各大学の活用を推

進する。」2)ことに言及している。高等学校教育を小学校、中学校、高等学校、大学という一連の教

育の枠組みの中で捉えることで、何が期待され、何を変革しなければならないのかを明確に理解し、

その共通認識を基に教育改革に取り組むことが重要である。 

 小学校から大学までの教育の繋がりの中での高等学校の位置づけ及びこれからの高等学校教育の

方向性については、「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大

学入学者選抜の一体的改革について」及び「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の二つの中央教育審議会答申に詳しいので、

まず、その二つの答申について論考する。 

 

 

２ 高等学校教育改革と高大接続 

 

(１) 初等中等教育から高等教育を通じた教育の実現 

 2014(平成26)年12月22日の中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向け
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た高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」は、その冒頭部で「本答申は、

教育改革における最大の課題でありながら実現が困難であった「高大接続」改革を、初めて現実の

ものにするための方策として、高等学校教育、大学教育及びそれらを接続する大学入学者選抜の抜

本的な改革を提言するものである。」3)と述べ、高等学校と大学との間に横たわる溝の深さを指摘し

た。その上で、「新たな時代を見据えた教育改革を進めるに当たり重要なことは、･･･略･･･、初等中

等教育から高等教育までを通じた教育の在り方を示すことである。」4)とし、子ども達に育むべき力

として「豊かな人間性」「健康･体力」「確かな学力」を総合した力である「生きる力」をあげた5)。

中でも「確かな学力」の育成について、「特に小･中学校においては、学力の三要素を踏まえた指導

の充実が図られるよう、多くの関係者による実践が重ねられてきた。･･･略･･･、国内外の学力調査

の結果にも、そうした実践の成果が表れてきていると見ることができる。」6)と小・中学校での取組

を評価する一方、「高等学校教育及び大学教育においては、そうした義務教育までの成果を確実につ

なぎ、それぞれの学校段階において「生きる力」「確かな学力」を確実に育み、初等中等教育から高

等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に発展・向上させることが肝要である。」7)

と、高等学校及び大学での教育の在り方について意見を述べている。 

 更に、「高等学校については、現行学習指導要領において、知識･技能の習得に加えて、思考力･判

断力･表現力等の能力や、主体的に学習に取り組む態度の育成を目指しており、その実現を目指した

関係者による努力が重ねられている。大学教育についても、･･･略･･･能動的学修･･･略･･･の充実な

どに向けた教育改善が図られつつある。」8)としながらも「しかしながら、我が国が成熟社会を迎え、

知識量のみを問う「従来型の学力」や、主体的な思考力を伴わない協調性はますます通用性に乏し

くなる中、現状の高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜は、知識の暗記・再生に偏りがちで、

思考力・判断力・表現力や、主体性を持って多様な人々と協働する態度など、真の「学力」が十分

に育成・評価されていない。」9)と、現状を厳しく評価している。その上で、「多様な進路が開かれる

中で、一人ひとりの生徒･学生に必要な力を身に付けるためには、･･･略･･･、新たな時代に対応する

ための教育の在り方･･･略･･･を見いだすことが不可欠である。」10)が、「高等学校においては、小・

中学校に比べ知識伝達型の授業に留まる傾向があり、学力の三要素を踏まえた指導が浸透していな

い」11)ことを指摘している。その原因として「現行の多くの大学入学者選抜における学力評価が、

学力の三要素に対応したものとなっていないこと」12)を挙げ、「そうした背景には、･･･略･･･知識の

再生を一点刻みで問う問題を用いた試験の点数による客観性の確保を過度に重視し、そうした点数

のみに依拠した選抜を行うことが「公平」であるという、従来型の「公平性」の観念が社会に根付

いていることがあると考えられる。」13)と、公平性の観念の転換を説いている。 

 

(２) 高等学校教育で育むことが期待される「生きる力」と「確かな学力」 

 答申では、「生きる力」「確かな学力」について、「学校段階に応じた具体的な在り方については、

初等教育から高等教育を貫く視点に立って、今一度捉え直してみる必要がある。」14)とした上で、「高

等学校や大学の段階に進むに従い、身に付けるべき力の在り方は小･中学校段階とは質的に変化し

ていくものであり、･･･略･･･、高等教育までを通じて育成すべき「生きる力」「確かな学力」の意義

を明確にした上で、幼児教育、小・中学校で積み上げられてきた教育の成果を、高等学校、大学に

おける教育で確実に発展させていくことが必要である。」15)と論じている。特に「確かな学力」につ
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いて、「学力の三要素を、社会で自立して活動していくために必要な力という観点から捉え直し、高

等学校教育を通じて(ⅰ)これからの時代に社会で生きていくために必要な、「主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度（主体性･多様性･協働性）」を養うこと、(ⅱ)その基盤となる「知識･技

能を活用して、自ら課題を発見しその解決に向けて探究し、成果等を表現するために必要な思考力･

判断力･表現力等の能力」を育むこと、(ⅲ)さらにその基礎となる「知識･技能」を習得させること。」

16)と述べ、更に、「小･中学校において学力の三要素を踏まえた教育が定着してきている背景には、

全国学力･学習状況調査など、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用することや、様々な課題解

決のための構想を立て実践し評価・改善することなどを含めた学力を評価する手法と、「言語活動」

といった思考力･判断力･表現力等の能力や学習意欲を育むための学習・指導方法の具体的な在り方

が明確化され、各学校に導入されたことがある。高大接続における改革の方向性も、改革のための

具体策との組み合わせによって示していくことが重要である。」17)と、小･中学校での取組を参考と

した改革について言及している。 

 又、高大接続改革の目指すべき目標については、「その目標は、「大学入試」の改革を一部に含む

ものではあるが、高等学校教育と大学教育において、十分な知識・技能、十分な思考力・判断力・

表現力、及び主体性を持って多様な人々と協働する力の育成を最大限に行う場と方法の実現をもた

らすことにある。･･･略･･･「高大接続」は、新しい時代にふさわしい高等学校教育と大学教育を、

それぞれの目標の下に改革し、子供たちがそれぞれの段階で必要な力を確実に身に付け、次の段階

へ進むことができるようにするためのものである。」18)と明示している。 

 

(３) 「高大接続」における新高等学校学習指導要領と高等学校教員への期待 

 「高大接続」改革においては「大学教育改革」と「高等学校教育改革」を不可分のものとして論

じているが、特に「高等学校における教育内容については、「国家及び社会の責任ある形成者として、

自立して生きる力」を育む観点を一層重視することが必要であり、そのための教養と行動規範を涵

養することを含めた取組の充実を、「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の導入と並行して進める。

あわせて、学習・指導方法についても、言語活動の積極的な導入をはじめ、生徒が受け身でなく主

体的・協働的に学ぶことを促す方法へと進化を図る。」19)と名言している。 

 更に、2022(平成34)年度から実施予定の新高等学校学習指導要領について、「多様な若者の夢や目

標を支援できる高等学校教育の実現を目指し、①「何を教えるか」ではなく「どのような力を身に

付けるか」の観点に立って、②そうした力を確実に育むため、指導内容に加えて、学習方法や学習

環境についても明確にしていく観点から抜本的に見直す。」20)と述べると共に「高等学校の学習指導

要領を通じて、全体としてどのような資質･能力を育成しようとしているのかをより明確化する･･･

略･･･。なお、育成すべき資質･能力の明確化に当たっては、教育基本法や学校教育法の目的･目標の

ほか、ＯＥＣＤのキー・コンピテンシーや、国際バカロレアが目指す論理的思考力や表現力、探究

心等の育成などの考え方も参考にしつつ検討する。」21)とし、◆「思考力・判断力・表現力」を育成

するための主体的・協働的な学習・指導方法の飛躍的充実◆英語における小学校から高等学校まで

を通じた四技能に係る一貫した具体的指標の設定◆国家や社会の形成者となるための教養と行動規

範、また自立して社会生活を営むために必要な力を、実践的に身に付けるためのカリキュラム充実

◆高度な思考力・判断力・表現力を育成・評価するための新たな教科・科目の検討等を例示してい
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る22)。ここで注目すべきは、「具体的な教育課程の在り方については、本年11月の「初等中等教育に

おける教育課程の基準等の在り方について」の諮問を受けて更に検討する。」23)とあるように、「高

大接続」改革に新高等学校学習指導要領の検討が組み込まれていることである。 

 又、高等学校教員については「これからの高等学校教員には、課題の発見と解決に向けた主体的・

協働的な学びを重視した教育を展開するとともに、生徒の多様な学習成果や活動を適切に評価する

ことなどにより、これからの時代に必要な資質・能力を身に付けさせ、生徒一人ひとりの可能性を

伸ばしていく観点から指導を行う力量が求められる。」24)ことから、「開放制の原則の中でもこうし

た力が身に付くよう、教員の資質・能力の向上に向け、教職課程を改善し、研修・採用等の方法を

整備する。特に、大学の教職課程において、教員に必要な資質・能力を育成するとともに、現職教

員について、各主体の研修においてこうした指導力を身に付けるプログラムが整備されるよう、必

要な環境整備を図る。」25)とし、加えて、進路指導についても、多面的･総合的な評価に基づき、生

徒一人ひとりの将来目標の実現を支援する観点への転換を提言している26)。 

 

 

３ 新学習指導要領の方向性 

 

本原稿執筆時(2017(平成27)年７月)においては、新高等学校学習指導要領はまだ告示されていな

い。しかし、本年３月に告示された新小学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領を見るに、

2016(平成28)年12月21日に公表された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」にその基本的方向性が網羅さ

れているので、新高等学校学習指導要領についても、同答申の内容を参考に論考する。 

 

(１) 答申作成に当たっての現状分析およびそこから生じる課題についての基本的な考え方 

2016(平成28)年12月21日に公表された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」は、「2030年の社会と、そし

て更にその先の豊かな未来において、一人一人の子供たちが、自分の価値を認識するとともに、相

手の価値を尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、よりよい人生とより

よい社会を築いていくために、教育課程を通じて初等中等教育が果たすべき役割を示すこと」27)を

意図してまとめられた。同答申では、グローバル化や急速な情報化や技術革新により、子供たちの

成長を支える教育の在り方も、新たな事態に直面しているとの現状認識に基づき、学校を変化する

社会の中に位置付け、学校教育の中核となる教育課程について、「社会に開かれた教育課程」を目指

すべき理念として位置付け、これによって、教職員間、学校段階間、学校と社会との間の相互連携

を促し、更に学校種などを越えた初等中等教育全体の姿を描くことを目指している28)。 

こうした理念の実現に向けて、同答申では、「これからの学習指導要領等には、子供たちと教職員

に向けて教育内容を定めるという役割のみならず、･･･略･･･、学校教育における学習の全体像を分

かりやすく見渡せる「学びの地図」としての役割を果たしていくことが期待されている。」29)と、新

学習指導要領の「学びの地図」としての位置づけを明確にしている。 

 2008(平成20)年の前回改定については、学校教育法第30条第２項に規定されたいわゆる「学力の
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三要素」から構成される「確かな学力」の育成が重視される30)など、一定の成果があったとし、今

回の改定においても「子供たちの現状や課題についての分析と、これから子供たちが活躍する将来

についての見通し」31)が重要であるとの認識から、現状を◆TIMSS2015をみても、学力は近年改善傾

向にある◆PISA2015においても、各分野において、国際的に見ると引き続き平均得点が高い上位グ

ループに位置しているが、読解力については前回調査と比較して平均得点が有意に低下している◆

視覚的な情報と言葉との結びつきが希薄になり、知覚した情報の意味を吟味したり、文章の構造や

内容を的確に捉えたりしながら読み解くことが少なくなっている◆文章で表された情報を的確に理

解し、自分の考えの形成に生かしていけるようにすることは喫緊の課題である◆全ての学校や学級

に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可能性があることを前提に、子供たち一人一

人の障害の状況や発達の段階に応じて、その力を伸ばしていくことが課題である◆不登校児童生徒

数が依然として高水準で推移していることや、義務教育未修了の学齢超過者等の就学機会が限られ

ている32)、などと分析している。 

 

(２) 社会の教育への期待 

 こうした現状分析に加え、「とりわけ最近では、…略…“人工知能の急速な進化が、人間の職業を

奪うのではないか”“今学校で教えていることは時代が変化したら通用しなくなるのではないか”と

いった不安の声もあり、それを裏付けるような未来予測も多く発表されている。」33)からこそ、「子

供たち一人一人が、予測できない変化に受け身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり

合い、その過程を通して、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となってい

けるようにすることが重要である。」34)と、教育の重要性について触れている。 

 さらに、「こうした力の育成は、学校教育が長年「生きる力」の育成として目標としてきたもので

あり、…略…、子供たちに未来を創り出す力を育んでいくことができるよう、学校教育の改善、と

りわけその中核となる教育課程の改善を図っていかなければならない。」35)ことに加え、「「これから

の教育課程には、社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変化を

柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されている。」36)ので、①社

会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を

持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと、②これからの社会を創り出していく

子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資

質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと、③教育課程の実施に当たって、

地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、

学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させることの３

点が重要であるとしている。 

 

(３) 学習指導要領の改善の方向性 

 (１)に述べた現状認識と課題意識、(２)で述べた「社会に開かれた教育課程」の実現を踏まえ、

①学習指導要領の枠組みの見直し、②教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カ

リキュラム・マネジメント」の実現、③「主体的・対話的で深い学び」の実現の３点にわたる改善・

充実を行うことが求められる37)。 
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ア 学習指導要領の枠組みの見直し 

 答申において、「これからの教育課程や学習指導要領等は、…略…、学校教育を通じて子供た

ちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容などの全体像を分かりやすく見渡せる「学びの

地図」として、…略…関係者が幅広く活用したりできるものとなることが求められている。」38)

ので、「新しい学習指導要領等に向けては、以下の６点に沿って改善すべき事項をまとめ、枠組

みを考えていくことが必要となる。」39)。つまり、各学校で編成される教育課程も、「社会に開

かれた教育課程」の理念を実現するため、①何ができるようになるか、②何を学ぶか、③どの

ように学ぶか、④子供一人一人の発達をどのように支援するか、⑤何が身に付いたか、⑥実施

するために何が必要か、に沿って編成される必要がある。 

イ 「カリキュラム・マネジメント」の実現 

 今回の改訂は、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、各学校が学習指導要領等を手掛か

りに、「カリキュラム・マネジメント」を実現し、学校教育の改善・充実の好循環を生み出して

いくことを目指すものである。特に、新学習指導要領等が目指す理念を実現するためには、教

育課程全体を通した取組を通じて、教科等横断的な視点から教育活動の改善を行っていくこと

や、学校全体としての取組を通じて、教科等や学年を越えた組織運営の改善を行っていくこと、

つまり、各学校が編成する教育課程を軸に、教育活動や学校経営などの学校の全体的な在り方

をどのように改善していくのかが重要になる40)。 

 「社会に開かれた教育課程」という新学習指導要領の理念を踏まえれば、これからの「カリ

キュラム・マネジメント」については、①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育

目標を踏まえた教科等横断的に配列していくこと、②教育内容の質の向上に向けて、PDCAサ

イクルを確立すること、③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、効果的に組み

合わせること、の三つの側面から捉えることができる41)。又、「カリキュラム・マネジメント」

は、全ての教職員が参加することによって、学校の特色を創り上げていく営みであることを全

ての教職員が、教育課程を軸に自らや学校の役割に関する認識を共有し、それぞれの校務分掌

の意義を子供たちの資質・能力の育成という観点から捉え直すことにもつながる42)。 

 このような「カリキュラム・マネジメント」はどの学校段階においても強く要請されるもの

であるが、特に高等学校においては、教科・科目選択の幅の広さを生かしながら、生徒に育成

する資質・能力を明らかにし、具体的な教育課程を編成していくことが求められる。義務教育

段階の学習内容の学び直しなど、生徒の多様な学習課題を踏まえながら、学校設定教科・科目

を柔軟に活用していくことも求められる43)。 

ウ 「主体的・対話的で深い学び」の実現 

 子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これからの時代に求

められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けたりすることができるよう

にするため、子供たちが「どのように学ぶか」という学びの質を重視した改善を図っていくこ

とである。学びの質を高めていくためには、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、日々

の授業を改善していくための視点を共有し、授業改善に向けた取組を活性化していくことが重

要である。これが「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善である。単元や題材のま

とまりの中で、子供たちが「何ができるようになるか」を明確にしながら、「何を学ぶか」とい
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う学習内容と、「どのように学ぶか」という学びの過程を、「カリキュラム・マネジメント」を

通じて組み立てていくことが重要になる。「カリキュラム・マネジメント」は、学校の組織力を

高める観点から、学校の組織や経営の見直しにつながるものである。その意味において、「アク

ティブ・ラーニング」と「カリキュラム・マネジメント」は、教育課程を軸にしながら、授業、

学校の組織や経営の改善などを行うためのものであり、両者は一体として捉えてこそ学校全体

の機能を強化することができる44)。 

 

 

４ 高校生、大学生の意識調査から見る教員像 

 

 中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、

大学入学者選抜の一体的改革について」及び「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」に見られる変化に対応し、それを担うこと

を教員は社会から期待されている。その教員という仕事を、教員をめざしている高校生や大学生は

どう捉えているのであろうか。教員という仕事に興味関心を持っている三つのグループに、同じ質

問を匿名で回答してもらった調査結果がある。質問項目については、「教員養成ルネッサンス・HATO

プロジェクト」45)において、愛知教育大学が中心となって取り組んでいる「教員の魅力プロジェク

ト」における「教員のイメージに関する子どもの意識調査」を参考にした。調査した三つのグルー

プ(Ａ群、Ｂ群、Ｃ群)はそれぞれ、 

Ａ群：教育に興味のある高校生を対象とした公開講座に参加した高校１～３年生(Ｎ＝37) 

Ｂ群：教育学部以外の学部で教職課程を履修している大学２年生(３年生を含む：Ｎ＝96) 

Ｃ群：採用試験直前の主に教育学部を中心とする大学４年生(大学院生を含む：Ｎ＝57) 

である。なお、調査当たっては、口頭及びアンケートの冒頭部で、匿名性を担保すること及び集計

結果を発表することもある旨を

周知した。各群に対し、「教員と

いう仕事(教職)」に関心を持っ

た時期と教職に就こうと決めた

時期について質問した。その結

果は図１～図３のとおりである。 

 図１のＡ群は高校生を対象と

した調査結果であるため横軸の

「大学生」に該当するデータは

ないが、「関心を持った時期」及

び「決心した時期」のいずれもが

図３のＣ群の結果と極めて似ている。Ｃ群は、回答した57名のうち50名が、つまり87.7％が教育学

部(研究科を含む)の学生であった。Ａ群は図１のグラフから分かるように、調査時点で70％以上が

将来教職に就くことを決めているグループである。そのため、Ａ群の高校生たちは、大学進学時に

進学先として教育学部を選ぶことが想定される。図１の「迷っている」者の半数が高校生のうちに

 

図１ Ａ群：「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」 
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教職に就くことを決めると仮定すれば、「高校生の時に教職に就くことを決めた」人数の割合は

32.4％から47.3％と変化し、図

３と似たグラフとなる。このこ

とから、教育学部で教員を目指

している学生の多くは、中学生

時代に何らかのきっかけで教員

に憧れを抱き、高校生時代に教

職に就く決定をしたと推測でき

る。このことから、教育学部志

望者を増やすには、中学生に教

員の魅力、面白さを正しく、そ

して十分に理解してもう取組が

必要であることが分かる。 

 一方、Ｂ群、つまり教育学部

以外の人文、理、農学部生を対

象とした調査を示した図２は、

図１及び図３と異なる結果を示

している。「教員に興味を持った」

時期が、Ａ群、Ｃ群と大きく異

なるのである。Ａ群、Ｃ群では、

ほぼ半数の者(Ａ群：48.6％、Ｃ

群：49.1％)が中学生時代に教員

に興味持ったと回答しているの

に対し、Ｂ群では30.2％でしか

ない。逆に、高校生時代に興味を持った者の割合が、中学生時代を上回り、大学生になってから興

味を持った者も18.8％いる。言い換えれば、Ｂ群を、高校生時代に何かのきっかけでそれまであま

り興味のなかった教員に対して魅力を感じるようにな

った者、あるいは、大学入学後に自分の人生を考える中

で教員を自分の職業として考え始めた者と捉えること

もできる。高校生時代に教員を目指すようになった者

は、授業をとおして教科の面白さに目覚め、そのため、

教育学部ではなくより専門的に学べる人文、理、農学部

に進学したとも考えられる。人文、理、農学部から教員

になる場合、その多くが高校教員であることを考える

と、高校教員志望者を増やすためには、高校教員が生徒

達にどのような影響を与えているかについて今後精査

する必要がある。 

 また、大学入学後も教員を仕事として選択する可能

 

図３ Ｃ群：「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」 
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図２ Ｂ群：「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」 
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図４ 受講前後での気持ちの変化 
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性を秘めているともいえるＢ群の学生達に、教職課程を担当している大学教員がどう接するか、さ

らに授業の中で学生達に教員の魅力をどう教えるかということについて、大学教員が意識を変える

ことも必要がある。そこで、「授業をとおしてどの程度の学生が教職に魅力を感じるようになってく

れたか」との問題意識から、Ｂ群で「迷っている」と回答した学生(54名)に、15回の講義終了後、

「今回受講して、初日の「教員になるかどうか迷っている」と回答した気持ちに変化はありました

か。」というアンケートを無記名で行った。54名のうち36名から回答(回収率：66.7％)があり、その

結果は図４のとおりである。講義初日に迷っていた者のうち14名から、「教員になりたい」あるいは

「どちらかというと教員になりたいと思うようになった」との回答が寄せられた。その理由として、

「今までは教員という職業にやりがいを見いだせなかったが、先生の話を聞いて、確かに大変な仕

事ではあるが、そのぶん返ってくるものも大きいと思ったから。」などが多く、この気持ちの変化の

理由を踏まえると、教職課程担当者だけでなく、大学として、一般学部で教職課程を履修している

学生をどう育てるかというポリシーが問われることになる。教職課程担当教員が、教育学部生と同

じような感覚で他学部生と接していては履修している学生の期待に応えられないし、教員志望者を

増やすことはできない。一般学部生の中には、大学入学後に教職に就くかどうかの判断をする者が

多くいることを忘れてはならない。 

 このように、意識に差のあるＡ群、Ｂ群、Ｃ群ではあるが、教員に対するイメージそのものには

あまり差がない(図５)。各群とも「教員は忙しいし責任が重く、苦労も多いが、世の中や子どもの

ためなる仕事である」という見方はほぼ一致している。 

 

 

 

図５ 高校生・大学生から見た教員のイメージ 
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５ 教員養成の前段階としての中学校、高等学校におけるキャリア教育(進路指導)の重要性 

 

 図１～図３から明らかなように、教員をめざす者の多くは、中学生、高校生時代に何らかの動機

付けがあり、それにより進路を決定している。従って、中学生、高校生が教員の魅力をどう捉える

かについては、中学校や高等学校における教員との日常の関わりが大きな影響を与えていることは

容易に推測できる。さらに、教育学部以外の一般学部生にとっては、大学入学後の教職課程での授

業をとおしての教員理解が、教職を選択する要素として大きいことがわかる。 

 現在、公立学校の新規採用教員に

占める国公立の教員養成系大学・学

部出身者の比率は減少し、一般大学

出身者が増加してきている(図６)。

高等学校においては以前から一般

大学出身者が60％以上を占めてい

たが、近年は、小学校・中学校にお

いても一般大学出身者が増加して

きている。これは、国公立の教員養

成系学部の定員減、国公立の教育学

部卒業者における教員志望者の減

少などが背景にあると推測される

が、中学校・高等学校でのキャリア教育、特に進路指導において、教員が「小学校・中学校におい

ても一般大学出身者が増加してきている」現実を理解した上で生徒を指導することが重要である。

「教員になりたければ教育学部へ」という従来の発想ではなく、「開放制」を採っている教員養成の

仕組みを踏まえ、教職課程が設置されていればどの大学・学部からでも教員になれることを生徒た

ちに理解させる指導が必要である。そのような指導をすることで、一般大学・学部への入学者から

教員を目指す学生の増加が期待される。又、一般大学・学部で、入学当初から教員を目指している

学生が増えることは、その後の４年間の過ごし方も自ずと異なり、教育に興味関心のより強い者が

教員を目指すようになり、ひいては子供たちの教育環境の向上に繋がる。 

 

 

６ 教員養成における課題 

 

 第２章、第３章から見えてくること、それは、「教える専門家としての教師」から「学びの専門家

としての教師」への価値観の変化である。教員養成も、それを前提として行われなければならない。 

 

(１) 日本のこれまでの教員養成 

 一般大学・学部からでも教員になれる教員養成の「開放制」を考える時、そこで行われている教

員養成教育の質が問題である。一般大学・学部での教員養成で、教員養成系大学・学部と同じこと

はできないまでも、社会が要請している力を備えた教員を養成する責任はある。しかし、教員養成

 

図６ 公立学校の新規採用教員に占める一般大学出身者の割合 

出典：「公立学校教員採用選考試験の実施状況」(文部科学省)から作成 
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系大学・学部以外の多くの大学・学部の教員養成は、卒業要件以外のオプションとしての教職課程

を履修することで行われている。そのため、これからの教員に期待される力が十分に育まれている

とは言い難い。教員が本来期待されている職務については様々な議論があるが、ここでは中央教育

審議会答申「チームとしての学校の在り方と今

後の改善方策について」に示された「「チーム学

校」の実現による学校の教職員等の役割分担の

転換について(イメージ)」46)を一つのメルクマ

ールとしたい(図７)。ここに示されている「授

業・学習指導」、「学級経営」、「生徒指導」、「学校

行事」等の力は、そのいずれもが大学の講義だけ

で育成されるものではなく、現場での実習や教

育ボランティアなどの活動をとおして、更には

採用後の研修をとおして身についていくもので

ある。しかし、一般大学・学部の場合、それらの

実習等に十分な時間を割くことは不可能である。教員養成を議論するとき、教員養成系大学・学部

を中心に考えがちだが、図６に示された現実を考えるとき、重要なのは一般大学・学部での教員養

成である。一般大学・学部での教員養成の質が高まらない限り、教員の質の向上は望めない。 

 教員養成について、第二次大戦後の改革に重要な役割を果たした教育刷新委員会は「すでに1946

年12月の時点で、教員の養成は･･･略･･･「総合大学及び単科大学に教育学科をおいて」行うべきこ

とを決議」47)し、「教育学科を付設した学部に「課程認定」を行うことを提言した」48)が、1949(昭和

24)年の新制大学スタート時には、教育職員免許法に規定された必要な単位を大学において修得し

たものには広く教員資格を与える「開放制」の方式を採ることとし、従前の師範学校を母体とした

国立大学の学芸学部・教育学部などをはじめとする教員養成を主とする学部のほかに、教育職員免

許法に定める教職科目履修のための教職課程が多くの国公私立大学・短期大学に開設され49)、「教育

学科を設置していないほぼすべての学部において「課程認定」による教員養成が行われることとな

った。」50)。また、新制度発足時には、「小・中学校の教員については、主として国立の教員養成大

学・学部において計画養成が行われることとなり、･･･略･･･高等学校教員については、一般の大学・

学部にその学科の専攻に即した教科についての教員の免許状を取得させる課程を設けその卒業者を

充てる」51)と、教員養成において一般大学・学部と教員養成系大学・学部の役割分担が想定されて

いた。しかし、現在の状況を見る限り、当初期待された役割を十分に果たしているか疑問である。 

 

(２) 世界の教育改革との乖離 

 第二次大戦後、それまでの師範学校中心の教員養成を「大学における教員養成」にすることで世

界最高水準の教師教育へと移行し、優秀な教師たちを全国に配置したことはまさに英断であった52)。 

しかし、その後、世界の教育改革が教師教育の「高度化」と「専門職化」を目指したのに対し、

日本は大きく遅れてしまった。世界各国の「高度化」について、次のような調査結果(表１)がある。

この調査結果は、国際教育制度評価学会(IEA)が、児童生徒の算数・数学、理科の到達度を国際的な

尺度で測定し、児童生徒の学習環境等との関係を明らかにするために、2015(平成27)年に、小学校

 
図７ 今後想定される教員の業務のイメージ 

出典：中央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と

今後の改善方策について」 
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は50か国／地域(約27万人)、中学校は40か国／地域(約25万人)が参加して行われた中で、調査対象

となった児童生徒が教わっている教師の最終学歴について調べたものである。表１から明らかなよ

うに、多くの国／地域と異なり、

日本で大学院修了者に教わっ

ている小学校４年生は４％で

しかない。フィンランドでは、

実に小学校４年生の90％もの

児童が大学院修了者に教わっ

ている。参加国平均でも、26％

の児童が大学院修了者に教わ

っている。ちなみに、平成28年

度に採用された公立学校教諭

のうち、小学校では大学院修了

者が5.6％であった(表２)。各

国で教員養成のシステムに差

があるので単純な比較はでき

ないが、海外で教員養成の高度

化が達成された背景として、油

布55)は、「高等教育のすべてが

修士課程までを念頭に置いて

編成されているフィンランド

はもとより、EU各国では、ボロ

ーニャプロセスと呼ばれる高

等教育改革の中で教員養成制

度の改革が進み、2015年現在、

ドイツ、フランス、ポルトガル、

アイスランド、イングランド、

ウェールズ、スコットランドといった主だった国・地域では、初等学校教員、中等学校教員のいず

れも修士レベルでの養成が行われるようになった。」56)ことや、カリキュラムに違いはあるものの、

多くの時間をインターンシップや教育実習に割くこと57)等を例示しながら、制度的に中核となる教

員養成が修士レベルで行われているという点、及び教育現場での実習を中心とした学びが編成され

ているという点の二つを挙げている。 

 

(３) 教員養成の高度化 

 日本においても教員養成の高度化(修士レベル化)を目的として、様々な議論のあるなか教職大学

院が設置され、長期の実習を中心に据えた教育に取り組んでおり、学部段階においても、学校支援

ボランティアや教育インターンシップなどに積極的に取り組むようになってきている。 

 また、一口に「教員養成の修士レベル化」といっても、修士レベルの教師教育を受けたのか、あ

表１ 小学校４年生の算数を教えている教師の最終学歴 53) 

注：単位は％である。( )内は標準誤差を示す。 

 

表２ 平成28年度公立学校新規採用教諭にしめる大学院修了者の割合 54) 

出典：文部科学省「平成28年度公立学校教員採用選考試験の実施状況について」より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国／地域 大学院修了 大学卒業 短大等卒業 高校卒業以下

日本 4 (1.1) 90 (2.2) 7 (1.8) 0 (0.0)

オーストラリア 12 (2.6) 81 (3.2) 7 (1.9) 0 (0.0)

カナダ 14 (2.0) 86 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

台湾 39 (4.0) 61 (4.0) 0 (0.3) 0 (0.0)

イングランド 13 (2.9) 86 (3.0) 1 (0.7) 0 (0.0)

フィンランド 90 (1.8) 9 (1.7) 0 (0.1) 1 (0.6)

フランス 40 (3.7) 48 (3.8) 9 (2.3) 3 (1.2)

ドイツ 85 (1.8) 0 (0.0) 15 (1.8) 0 (0.0)

香港 30 (3.8) 66 (4.4) 4 (1.8) 0 (0.0)

ハンガリー 1 (0.3) 99 (0.5) 0 (0.4) 0 (0.0)

アイルランド 13 (2.3) 84 (2.7) 3 (1.2) 1 (0.5)

イタリア 3 (1.4) 16 (3.4) 13 (2.6) 68 (3.6)

韓国 21 (3.2) 72 (3.4) 6 (2.0) 0 (0.0)

ロシア 30 (4.5) 53 (4.3) 17 (2.8) 0 (0.0)

シンガポール 10 (1.6) 69 (2.6) 20 (2.1) 1 (0.6)

スウェーデン 11 (2.7) 76 (3.7) 9 (2.7) 4 (1.8)

アメリカ 53 (2.4) 47 (2.4) 0 (0.0) 0 (0.0)

国際平均値 26 (0.3) 58 (0.4) 12 (0.3) 5 (0.2)

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

5.6% 10.5% 20.8% 8.6%
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るいは一般学部の研究科における修士レベルの専門教育を受けたのかでは、その意味は異なる。し

かし、いずれにしても知識基盤社会を生きていく子どもたちを育てる立場を考えるとき、教員の修

士レベル化は必要であろう。これからの教員に求められる①教職に対する責任感、探究力、教職生

活全体を通じて自主的に学び続ける力、②専門職としての高度な知識・技能(教科や教職に関する高

度な専門的知識、新たな学びを展開できる実践的指導力、教科指導、生徒指導、学級経営等を的確

に実践できる力)、③総合的な人間力、の三つの力58)の育成を考えたとき、学部レベルでは終わらな

い、修士レベルでの教員養成が重要であることは理解できる。その時、開放制下における一般大学・

学部出身者の修士レベルでの教員養成について、大学は真剣に検討し、改善していく責任がある。

教職大学院が核となり、教員養成系以外の大学院で専門的知識を学んでいる者が研究を進めながら

教科の実践的指導法やアクティブ・ラーニング、カリキュラム・マネジメントなどの視点などを継

続的に学ぶことのできるシステムを構築することができれば、社会の高学歴化に対応した、専門知

識においても教師力においても高度化した教員を多く輩出することができる。 

 更に、教員採用を担っている教育委員会が、修士レベルの採用を心がけることも重要である。現

在は、採用時に専修免許状取得者に対するインセンティブはほとんどないが、教育委員会が修士レ

ベルを採用したい意思を明確に示すことで、状況は大きく変化することが期待される。 

 

(４) 専門職(専門家)としての教師、「学びの専門家」としての教師 

 教師は教育の専門家と言われるが、「専門家」とは何なのだろうか。又、教職の「専門職性」とは

何なのだろうか。2007(平成19)年、学校教育法の一部改正で学校教育法第30条第２項にいわゆる学

力の３要素が規定されるまでの「学力」の概念と同様に、「専門家」、「専門職性」という概念も、共

通理解のないままに語られているのではないだろうか。佐藤は、専門家の要件として、①その仕事

が私的利益の目的ではなく、公共的な利益、すなわち人々の幸福を目的とする仕事であること、②

その仕事が大衆が保有していない高度の知識と技術によって遂行されていること、③専門家協会を

組織して、自律的に免許と資格を認定し、高度の専門性を推持し更新する研修の制度を確立してい

ること、④政策や行政から独立した自律性を与えられていること、⑤倫理綱領を有していること、

の五つを挙げ、これら五つの要件と照らし合わせると、教師は「専門家」と称されてはいるが、現

実には専門職になりえていないことは明白である、と断じている59)。さらに、②の要件を満たすた

めに、「現代の専門家養成は大学院レベルの専門家教育として行われている。」60)とも述べ、教師が

「教育の専門家」たり得るためにも教師教育の修士レベル化の必要性を強く主張している。 

 加えて、教師の専門家像が「教える専門家」から「学びの専門家」へとシフトしていることも忘

れてはならない。「学びの専門家」には、次の二つの意味がある。一つ目の意味は、知識基盤社会と

生涯学習社会の到来によって、学校教育システムが教師の授業を中心とするシステムから、子ども

の学びを中心とするシステムヘと変化し、教職の専門職性も、「教える専門家」から「学びの専門家」

へのシフトが生じていること、もう一つの意味は、知識基盤社会の到来によって教師の職域におけ

る専門的知識のすべてが高度化し、複合化し、流動化しているため、教師は生涯学び続けることな

しには職務を遂行できなくなり、生涯にわたって研修を続けて学び続ける教師という専門家像が形

成されていることである 61)。 

 専門家像が「学びの専門家」と変化しつつある中、一般大学・学部の教職課程履修者の多くは、
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未だ「教える専門家」像から抜け出られないでいる。その現状を見ても、教員養成の修士レベル化

を実現するためにも、教職大学院の役割は大きいと言わざるを得ない。 

 

 

まとめ 

 

 現在の日本における教員養成は、一般大学・学部での教員養成に負うところが大きいが、そこで

の教員養成の質が、必ずしも社会の要請に応えきれていないことを直視する必要がある。中央教育

審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(2006)がいうように、教職課程を置く

すべての学部学科の教員が、「教員養成については、これまで、課程認定大学の一部の担当教員のみ

が教員養成に携わり、特に教科に関する科目の担当教員の教員養成に対する意識が低いなど、全学

的な指導体制の構築という点で、課題が少なくなかった。今後は、すべての教員が教員養成に携わ

っているという自覚を持ち、各大学の教員養成に対する理念や基本方針に基づき指導を行うことに

より、大学全体としての組織的な指導体制を整備することが重要である。」62)ことを再認識し、現在

取り組んでいる高大接続や新学習指導要領の理念を実現するためにも、教員養成系大学・学部と一

般大学・学部とが一体となって教員養成の高度化、専門職化に取り組むことが、初等中等教育だけ

でなく高等教育にとっても重要であることを理解する必要がある。 
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