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共通５領域ＷＧ ミッションmission

教職大学院開設後５年を経て，今後の教職大学院
にふさわしい共通５領域の充実方策，具体的な授業
科目及び，その担当教員に求められる専門性や資質
などについて，制度の趣旨を踏まえた上で専門的な
検討を行うこと。



共通５領域ＷＧ メンバー構成

座長 關 浩和（兵庫教育大学）
副座長 西村 公孝（鳴門教育大学）

小野寺基史（北海道教育大学） ・出口 毅 （山形大学）
懸川 武史（群馬大学） ・石野 正彦（上越教育大学）
新井 肇 （兵庫教育大学） ・米田 豊 （兵庫教育大学）
粕屋 貴志（奈良教育大学） ・田村 順一（帝京大学）
船田 次郎（鳥取県教育センター）

学内検討チーム（兵庫教育大学）
大野 裕己・永田 智子・山中 一英・筒井 茂喜・岡村 章司



理論と実践の往還を支える共通５領域の
カリキュラムイメージの提案

１ 今後の教職大学院にふさわしい共通５領域の在り方，理念
２ 教職大学院で養成する人材像
３ 授業担当教員の専門性及び授業形態等の提案
４ 提示されている授業科目の授業内容



理論と実践の往還を支える共通５領域の
カリキュラムイメージの提案

１ 今後の教職大学院にふさわしい

共通５領域の在り方，理念



①新しい学びへの対応
②学校現場での今日的課題への対応
③教員の大量退職・大量採用等を

踏まえた対応
④スクールリーダー養成の必要性

社会の急激な変化に伴う学校教育を取り巻く現状



大学院段階
学校現場で活躍する中核的な教員を養成するための
体系的なプログラムをこれまで提供できていたのか。

教職大学院の教育課程
＝専門的知見に基づく高度の実践的指導力の修得

・学校課題に即した学校マネジメント
・教科指導・生徒指導・学級経営など



教職大学院の教育課程

・新しい学校づくりの有力な一員となり得る
新人教員

・管理職候補者をはじめとする
スクールリーダーとなる現職教員

・他の教員集団を指導し得る中核的な教員を養成する



教職大学院の教育課程

・すべての学生が履修する共通科目
・各コースの専門分野について履修する専門科目
・現職教員の勤務校や連携協力校で行う実習科目

バランスよく配置しておくこと。



共通科目
高度な専門性を備えた教員を育成するため

全コースの学生が共通に履修すべき授業科目を
領域ごとに設定し，教員としての資質向上が図れ
るよう授業内容・方法を工夫する。



共通科目＝高度な専門性を備えた教員を育成

理論的内容と事例研究などの実践的内容の統合

＝演習の機会を中心に位置づける。
大学にある学校教育全般に関する高いレベルの

理論的・実践的知識や技術の蓄積の中から，必要
な情報・知識・技術等をリソースとして引き出し
て課題解決に役立てられるシステムの構築が求め
られている。



共通科目＝高度な専門性を備えた教員を育成

学校における多くの困難な課題を克服しつつ，
教育活動を創造的に展開できる高い見識と厚みの
ある実践的な力量を育成する。



共通５領域

・すべての領域について授業科目を開設する。
・総単位数は，現行通り２０単位程度を目安。

各領域を均等に履修させるのを改め，
コース等の特色に応じて履修科目や単位数を
設定する。



共通５領域

学校経営に特化したコース

共通５領域を管理職向けの内容として，各領域の
単位数を減らして，総単位数を１２単位程度に。

各領域の科目を２単位ずつバランスよく選択履
修できるような工夫が必要である。
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一つの領域ではなく，複数の領域にまたがる横断
的な内容で，新たな学びに対する必要性や教育委員

会等からの要請が高い今日的な教育課題を必修と
して位置づける。
・特別支援教育 ・ＩＣＴ教育
・防災教育 ・多文化教育
・持続可能な開発のための教育(ESD)
Education for Sustainable Development

・キャリア教育 ・グローバル教育など



その他の領域（今日的な教育課題）

①各大学のスタッフの専門性を考慮する。
②各大学で自由度を認め，柔軟にデザインできる
ようにする。

③今後，時代が変化しても対応できる領域として
設定する。



理論と実践の往還を支える共通５領域の
カリキュラムイメージの提案

２ 教職大学院で養成する人材像



社会の急激な変化
グローバル化や情報化，少子高齢化など

学校教育に求められている人材像の変化

学校現場の抱える課題の複雑化・多様化



課題探究的な活動を自ら体験し，新たな学びを展開
できる実践的指導力を修得するとともに，複雑かつ多
様な新たな課題に，幅広い視野に立って柔軟に対応で
きる指導力，同僚と協働して組織として困難な課題に
対応できるマネジメント力，地域との連携を円滑に行
うためのコミュニケーション力等を身に付けた教員

「学び続ける教員」



「学び続ける教員」
社会の急速な進展の中で必要な知識・技能を絶え間

なく刷新し，教職生活全体を通じて学び続けること。

教員養成は，大学，採用・研修は教育委員会･学校と
いうこれまでの役割分担から脱却し，教育委員会・学
校と大学との連携・協働により，教員の養成・採用・
研修の一体的な改革を行っていくこと。



教員＝初任者の担う責務が大きい職業

・少子化の進展に伴う学校の小規模化で，学校，学年，

教科ごとの教員数の減少。

・中核的な役割を担う教員。

・これまでの学級単位における各教科の指導
→多様な学習集団に対応した指導方法の理解

（グループ指導，少人数指導，習熟度別指導など）
教科の枠を超えて，多様な指導形態・指導方法を実践できる教員
。



共通科目＝基礎的な力量の形成

〇初等中等教育の教育課題について，包括的・体系的
な理解を共有することのできる教員。

〇学校における実践場面において，自らの担当する学
年・学校種・教科以外との関連も広く見据えながら，
指導のリーダーシップを発揮することのできる教員。



〇課題探究的な活動を自ら体験し，新たな学びを展開
できる実践的指導力。
・複雑かつ多様な新たな課題に，幅広い視野で柔軟
に対応できる指導力。

〇同僚と協働して組織として困難な課題に対応できる
マネジメント力。

〇地域との連携等を円滑に行うための
コミュニケーション力。



理論と実践の往還を支える共通５領域の
カリキュラムイメージの提案

３ 授業担当教員の

専門性及び授業形態等の提案



〇専任教員の基準
＝学校教育専攻の研究指導教員等を基礎に据える。

〇教科に係る教育
＝教科領域分野の教員を専任教員として配置する。

〇担当教員は，研究分野や教育実践での実績に考慮。
〇教職大学院の発展・拡充に向けて
→ダブルカウントの措置の継続。
他の学位課程の教員を兼ねることができるように。

授業担当教員の専門性



〇学校現場の現状や教育実践について深い理解。
〇実務経験者による具体的事例を基にした内容。
〇実務家教員以外の教員は，実務の現状を把握する
ため，附属学校等で継続的な教育活動を行う。

〇博士号を有する優れた若手研究者を任期付きで採
用。一定期間の学校現場等での実務を課し，その
評価結果で正式採用とする。
＝テニュアトラック制 tenure-track の導入

〇医療・福祉等の教育隣接分野の関係者
〇マネジメント能力に優れた民間企業関係者など

授業担当教員の専門性



〇実務経験者
＝学校現場での最新・多彩な経験を有する者。
優れた教育実践を行ってきた者。

・大学附属学校教員経験者
・各都道府県や市町村の教育センターの指導主事
・教育センターや教育研修所等の勤務経験者
・校長等管理職経験者など
・教育隣接分野の関係者
＝医療機関，家庭裁判所や福祉施設など

・民間企業関係者
＝マネジメントやリーダーシップなどに関する指導

授業担当教員の専門性



〇今日的な教育課題に対応できる旬な教員
＝任期付き教員
教育委員会との人事交流等によって確保する。

実務の専門的識見・経験を語るのみではなく，事例
等を理論的に説明し，現状や問題点を俯瞰できる。
実務の経験・知見を理論化し，適切に教授できる。

〇実務家教員比率は，現行通り４割以上を維持する。

授業担当教員の専門性



〇自分の研究内容にとらわれない研究分野にも興味
をもち，積極的にＦＤ活動に取り組む。

・ＦＤへの認識度を高める。
・ワークショップの開催
＝教職員が考え方の意見交換
個々の教員の取り組みを紹介するなどの活動

授業担当教員の専門性



〇少人数で密度の濃い授業を基本とする。
〇学校教育の実際の事例（ケース）を素材として，構造
化・体系化する。＝教員の適応能力を育成

〇教育現場における課題自体を中心に据える。
・教員，学生がともに調査研究し，その解決を図る方
法を探る実践研究。
・実際にその仮説をもとに実地に試行し，その成果
等を発表・討議する。

〇理論と実践との融合を強く意識した新しい教育方法
を積極的に開発・導入する。

授業形態の提案



〇多様な授業形態
・実務経験者による授業
・実務経験者と研究者教員とのティームティー
チング（実践と理論との融合）の授業。

・グループディスカッション
・ワークショップ ・フィールドワーク
・シミュレーション ・ロールプレーイング
・模擬授業

〇事例例研究，授業観察・分析を行う。
〇教育現場での検証（現地調査）を行う。

授業形態の提案



〇幅広く現職教員が学修しやすい環境
・サテライト教室の活用。
・ＩＣＴを活用した双方向型の授業等の充実。

〇教育委員会等との連携

履修形態の提案



理論と実践の往還を支える共通５領域の
カリキュラムイメージの提案

４ 提示されている授業科目の授業内容



１ 教育課程の編成・実施に関する領域
２ 教科等の実践的な指導方法に関する領域
３ 生徒指導，教育相談に関する領域
４ 学級経営，学校経営に関する領域
５ 学校教育と教員の在り方に関する領域
６ その他の領域（今日的な教育課題）



１ 教育課程の編成・実施に関する領域

本領域は，教科等の内容を学校における教育課程及び
学校教育全体の中で俯瞰する内容である。
地域に開かれ，地域から信頼される特色ある学校づくり
〇子どもの学ぶ意欲や規範意識，社会性の低下など，
複雑・多様化する学校教育の課題に対応し得る，
高度な専門性と豊かな人間性・社会性を備えた
実践力のある資質の高い教員

カリキュラム・マネジメントの手法



１ 教育課程の編成・実施に関する領域

具体的な内容例
〇学習指導要領と教育課程の編成
〇個に応じた指導の充実
〇指導と評価の一体化，教育課程の自己点検・自己評価
〇総合的な学習の時間の全体計画の内容と取り扱い
〇各教科・道徳･特別活動との関連，

学年間や学校段階間の指導との関連への配慮
〇特色あるカリキュラムの開発と評価，

グランドデザイン
〇カリキュラム・マネジメント

(教育課程及び個々の児童生徒等の学びの履歴・管理の在り方)



２ 教科等の実践的な指導方法に関する領域

本領域は，子どもの確かな成長・発達と創造的な学力を
保証する教科等の実践的指導力に関する内容。

教員の職務の中核である「授業」
＝確かな「授業力」は，学校運営・学級運営の基本となる
とともに，児童・生徒の創造的な学力を保証し，豊かな
成長と発達を促す。



２ 教科等の実践的な指導方法に関する領域

〇学校の小規模化，学校・学年・教科ごとの教員数の減
少。→「授業力」の維持，向上を図る。

中核的な役割を担う教員の育成・基層的な力量形成
〇「総合的な学習の時間」の実施や選択教科の拡充。
教科の枠を超えて教科指導を総合的に理解する。

〇児童・生徒の人間関係の希薄化・規範意識の低下で
道徳，特別活動の充実の必要性。

〇各教科等の課題を構造的・体系的に捉える能力
〇新しい指導方法等にも対応し得る知識・技能



２ 教科等の実践的な指導方法に関する領域

具体的内容例
〇教科
・教科の意義・目的
(教科間の関連指導の工夫を含む)

・教科の授業計画
(学習指導案の作成)

・教科の教材研究
(教材の収集・選択・分析，教材化の工夫)

・教科の指導方法
(授業構成・授業形態の工夫)

・教科における指導と評価
(テスト等の作成，評価の在り方)



２ 教科等の実践的な指導方法に関する領域

〇教科外
・道徳・特別活動・総合学習の意義・目的
(教科間の関連指導の工夫を含む)

・道徳・特別活動・総合学習の授業計画
(学習指導案の作成)

・道徳・特別活動・総合学習の教材研究
(教材の収集・選択・分析，教材化の工夫)

・道徳・特別活動・総合学習の指導方法
(授業構成・授業形態の工夫)

・道徳・特別活動・総合学習における指導と評価
(ポートフォリオ等の作成，評価の在り方)



３ 生徒指導，教育相談に関する領域

子どもの心理的・社会的発達についての理解を深め，教
育領域の諸活動を通して発達課題の達成と社会的自立
を図ることを促進するとともに，生徒指導上の課題や心
の危機に対する適切な把握と対処のできる実践的指導
力を修得する内容。
〇従来型の問題行動

いじめ，不登校，学力不振，高校中退，学級崩壊，校内暴力，

非行(家出・万引き・暴走行為等)，性非行など

〇児童虐待，薬物乱用，ネット犯罪，自殺，殺人等の複雑
かつ深刻な様相を呈する児童生徒の問題行動



３ 生徒指導，教育相談に関する領域

児童生徒の問題行動の情勢をとらえ，その原因・背景を
理解し，問題行動への対応，心の危機への支援，学校と
家庭・地域・関係機関との連携，学校の危機管理，などに
関する生徒指導・教育相談実践力の向上を目指す。
具体的内容例
〇児童生徒の問題行動の理解と指導の実際
〇教師が行う教育相談の理論と実際
〇生徒指導・教育相談のための事例研究の

方法と課題
〇組織的な生徒指導体制構築のための課題
〇スクールカウンセラーとの連携の実際
〇関係教育機関等との連携



４ 学級経営，学校経営に関する領域

〇児童生徒に充実した学級・学校生活を保証する学級
・学校経営についての理解，学級・学校経営上の課題
分析とその解決方策に関する内容。

〇学級経営を行うために必要な，児童生徒理解の方法
学級の集団づくり・人間関係づくりの実践方策等に関
する知識を修得し，学級経営実践力の向上を目指す。

〇学校組織の在り方について理解を深め，教職員や保
護者，地域社会と連携協働して，学校のミッションやビ
ジョンを実現する学校組織マネジメント力の向上を目
指す。



４ 学級経営，学校経営に関する領域

具体的内容例
〇児童生徒理解の方法と課題
〇学級の集団づくりと人間関係づくり
〇学校経営の過程と組織づくり
〇家庭や地域社会と連携協働する学校づくり



５ 学校教育と教員の在り方に関する領域

〇社会における学校教育の位置付けを
理解し，教員としての役割を考える内容。

〇「社会を生き抜く力」の育成
・新たな人材育成に向けた学びを
デザインできる実践的指導力
・社会の変化に伴う新たな課題に
柔軟に対応できる広い視野をもった
高度専門職業人としての資質能力

〇学校現場で幅広い指導性を発揮する教員の役割を統
合的に理解する内容。



５ 学校教育と教員の在り方に関する領域

具体的内容例
〇社会における学校教育の位置づけと役割
〇学校教育の抱える課題とその解決方策
〇高度職業専門人としての
教員の職業的倫理及び資質能力
「学び続ける教員」

〇教職生活全体を通じた資質能力の形成プロセス
〇教員に必要なコミュニケーション論
対子ども，保護者，同僚，学校外
(関係機関，広く社会)



６ その他の領域（今日的な教育課題）

〇一つの領域ではなく，複数の領域にまたがる横断的
な内容。

〇新たな学びに対する必要性や教育委員会等からの
要請が高い現代的な教育課題の内容。
・特別支援教育 ・ＩＣＴ教育
・防災教育 ・多文化教育 ・ＥＳＤ教育
・キャリア教育 ・グローバル教育 など

〇各大学が自由にデザインできる領域。
〇今後，時代が変化しても対応できる領域。



６ その他の領域（今日的な教育課題）

特別支援教育に関する具体的内容例

〇特別支援教育の理念と基本的な考え方
〇インクルーシブ教育システムの理念と今後の方向性
〇発達障害の理解
〇個別の教育的ニーズに応じた指導内容･方法
〇個別の指導計画，個別の教育支援計画の作成演習
〇授業づくりと学級経営の実際



６ その他の領域（今日的な教育課題）

ＩＣＴ教育に関する具体的内容例

〇教育における情報化の考え方
〇授業での教師・児童・生徒によるＩＣＴ活用
〇体系的な情報教育の在り方
〇情報モラルの指導の実際
〇校務の情報化
(情報セキュリティを含む)



今後の教職大学院にふさわしい共通５領域
①教育課程の編成・実施に関する領域
②教科等の実践的な指導方法に関する領域
③生徒指導，教育相談に関する領域
④学級経営，学校経営に関する領域
⑤学校教育と教員の在り方に関する領域
⑥その他の領域（今日的な教育課題）
の充実方策及び授業科目に関する具体的な内容，さらに，
その担当教員に求められる専門性や資質などについて，共通
５領域ＷＧで検討した結果を提言させていただきました。

共通５領域充実方策検討ＷＧ座長

兵庫教育大学大学院教授 關 浩和


