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取 組 の 概 要 

  総合大学における教職課程教育の改善のために，「ＥＳＤの理念を

もち，学習指導力・生徒指導力・コーディネート力・マネジメント

力の４つの教育実践力を身につけた反省的で創造的な教員」を教職

ディプロマ・ポリシーとして，「全学教職コア・カリキュラム」を構

築し，２１世紀の学校教員に必要な資質と実践的指導力を持つ教員

養成の質を保証することを目的とする。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

  教育学部・大学院教育学研究科及び本学の課程認定学部（文,法,経,理,工,農,環境

理工）と大学院における教員養成教育の質保証を担う実施体制を,平成 22 年 4 月,教

師教育開発センター（以下,「センター」と言う）として整備した。申請時の実施計

画通り,これは従前の教育学部附属教育実践総合センターの全学組織化である。セン

ターには教師教育開発部門,教職支援部門,教職コラボレーション部門の 3 部門を設

けた。併せてセンターの管理運営組織「教師教育開発センター運営委員会」を設置し

た。また既存の「全学教職課程運営委員会」をセンターに位置付け,「教師教育開発

センター教職課程運営委員会」とした。同委員会に専門委員会（月 1 回開催）を設け,

本学の課程認定 8 学部の意見を集約しながら全学教職コア・カリキュラムの細部を機

動的に検討する体制を整備した。この他センターに全学開放の教職相談室を設置し,

教員採用試験対策等に係る学生サービスの恒常的な提供を開始した。またスクール・

ボランティア・ビューローを設置し,岡山県・岡山市教育委員会等との連携協力体制

のもと,学校支援ボランティアや学生インターンシップ事業を推進した。なお平成 23

年 4 月 1 日現在,センター専任教員は教授 1 名,准教授 2 名,助教 1 名,教授（特任）7

名,特別契約職員（助教）2 名が配置されている。 

(２)取組の実施内容について 

［平成 21 年度］ 

  全学教職課程を一元的に管理運営する組織について 10 月から検討を始めた。既存

の教育学部附属教育実践総合センターを改組・全学組織化することについて本学の教

育研究評議会で承認され,全学教職課程専門委員会並びに教師教育開発センター設置

準備委員会を立ち上げた。年度末までの半年間に両委員会を 4 回開催した。これと並

行して全学教職課程履修者を対象とする補助教材「教職実践ポートフォリオ」の改訂
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を検討し,併せて「全学教職コア・カリキュラム」の細部の検討を重ねた。その結果,

本学教職課程のディプロマ・ポリシー,アドミッション・ポリシー,カリキュラム・ポ

リシーを定め,入学から卒業まで一貫性と系統性あるカリキュラム配置を整えた。年

度末には本事業の中間報告シンポジウム「教員養成の明日を築く」を開催し,学内外

から約 200 名の参加者を集めた。 

［平成 22 年度及び平成 23 年度］ 

  ４月に教師教育開発センターが正式に発足した。年 15 回のセンター運営委員会,

６回のセンター教職課程運営委員会を開催した。この間,特に平成 22 年度入学生（約

300 名）を対象に３つの事業を行った。まず補助教材「中学校・高等学校教諭用 教

職実践ポートフォリオ」を刊行した。次に在学中の教職課程の履修に係る説明を行う

「全学教職オリエンテーション」を開催した。３つには「母校訪問」というプログラ

ムを実施した。これは本学教職課程のアドミッション・ポリシーに対し,個々の学生

が自らの意志を確認しその志向性を高める機会となった。また学生の教育実践力の向

上や学校現場の生の声を届ける機会として,年 6 回の「教師力養成講座」を開講し,

延べ 800 名近い学生が参加した。一方,教育学部以外の課程認定学部に所属する教員

に対し,大学における教員養成への認識を共有し理解を深めるための「全学教職課程

FD 研修会」を開催し，全学より約 250 名の教員が参加した。平成 23 年度は前年度に

確立したこれらの事業を継続・発展・定着させた。全学教職課程履修者を対象とする

事業では,2 年次の必修科目である「教職論」のテキストを刊行した。また全学教職

オリエンテーションや母校訪問のスムースな実施,及び 4 年間の教職課程の履修に見

通しを与える「教職課程履修ハンドブック」を刊行した。また全学教職課程履修者の

教育実践力の向上や教職志向の経年変化を検証するため,各プログラムの前後に意識

調査を実施し,事業実施による効果の検証とこの結果に基づく改善を行った。 

(３)社会への情報提供活動について 

  まず(1)センターHP を通した周知を恒常的かつ継続的に行っている。センターHP

では,事業の情報提供のみならず,県教委・市教委との連携協力事業を支える窓口機

能,全学教職課程の教育内容（コンテンツ）を提供する学生教育機能,教員採用・就職

等に係る情報をシームレスに提供する学生支援機能が充実した。(2)シンポジウム開

催等による成果報告では,平成 22年 4月に文部科学省初等中等教育局教職員課から全

国の課程認定大学に対し,教職実践演習の履修カルテの事例として,本事業による「教

職実践ポートフォリオ」がメール配信された。平成 22 年 3 月に事業の中間報告会「教

員養成の明日を築く」と題するシンポジウムを開催した。平成 23 年 1 月には大学教

育改革フォーラムに参加し,本事業のポスター発表を行った。平成 24 年３月に本事業

の最終報告会を開催した。3 年の事業期間中,本事業に対する文部科学省や他大学等

からの視察を 15 件受けた。(3)学会発表は特に日本教育大学協会研究集会にて積極的

に行い,研究論文 2 編を平成 23 年度日本教育大学協会研究年報第 29 集に掲載した。

また平成 23 年度よりセンター紀要を刊行し,現在までに 2 号の刊行に至っている。ま

た本事業に係る中間報告書を平成 23 年 3 月に,最終報告書を平成 24 年 3 月に刊行し

た。両報告書はセンターHP の事業報告に PDF を掲載している。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

  事業計画時の目的及び達成目標は次の通りである。目的は「21 世紀の社会と教育

現場が要請する教員を輩出するため,全学教職課程の DP を「ESD の理念をもち,学習

指導力・生徒指導力・コーディネート力・マネジメント力」の 4 つの教育実践力を身

につけた反省的で創造的な教員」とし,一貫性と体系性のある全学教職コア・カリキ

ュラムを構築して CP を具現化し,教育実践力育成のプロセス管理を厳密な評価規準

に基づいて行い,総合大学における教員養成教育の質保証を果たす」ことであった。

この目的に対する達成目標は次の 5 点である。(1)全学教職課程の DP を明確にし,総

合大学の教員養成のモデルとなる全学教職コア・カリキュラムを体系的に構築す

る,(2)段階的に行動目標を明示した「教職実践ポートフォリオ」を用いて(1)のプロ

セス管理を厳密に行い,教育実践力の向上と定着を確認するシステムを作る,(3)大学

教員の教職指導力を向上させる FD 活動を充実させる,(4)学校現場のニーズを踏ま

え,教職課程履修生に多様なボランティア及びインターンシップの機会を提供す

る,(5)全学教職課程運営委員会の機能強化を図り,全学的な教員養成教育の体制を整

備する。これらについて,過去 3 年の事業期間で達成されたことは以下の通りである。

  センター及び教職課程運営委員会委員（計 31 名）を中心に全学教職課程を構成す

るカリキュラムの検討を行い,本学教員養成教育の DP,CP,AP を再検討・再構築した。

また,全学教職コア・カリキュラムを支えるシステムとして ICT を活用した「Web ポ

ートフォリオ分析・評価システム」を構築し，さらに補助教材として「教職論ハンド

ブック」「教職実践ポートフォリオ」等を刊行した。平成 23 年度には「教師教育開発

センターパンフレット」の改訂と,全学教職課程の具体的な履修手続とそのスケジュ

ール等を示した「教職課程履修ハンドブック」（申請時「教職カリキュラムガイド」）

を刊行,並びに教育実習補助教材として「教育実習記録」の改訂・配布を行った。教

職実践演習（必修）の対象となる平成 22 年度入学生（約 300 名）以降の 1 年次生に

「全学教職オリエンテーション」と「母校訪問」を課した。これらの効果を検証する

ため,受講者にアンケート調査を実施し,プログラムの改善に取り組んだ。中でも母校

訪問の意義について，履修者の 8 割以上が「充実していた」と回答した。また教育実

習事前事後指導である「教育実習基礎研究」を,その効果をあげる趣旨から 3 年後期

～4 年前期の「年度またがり開講」とし,「教職論」「教育実習基礎研究」「教職実践

演習」を一貫して指導する体制を整えた。なお,平成 25 年度以降の 4 年次生に必修の

教職実践演習に対応するため,その試行を平成 23 年度に実施した。併せてこの機会を

全学に開放し,試行後の検証をテーマとする FD 研修会を開催した。センターHP に教

職に関する学生向け情報提供サイト「岡大教職ナビ」を開設した。以上の取組の対象

となる学生は約 800 名であった。このような全学教職課程改革の方向性並びに現状と

課題を学内で共有する趣旨から,特に FD 活動に力を注いだ。平成 22 年度には課程認

定学部ごとに「全学教職課程 FD 研修会」を開催し,大学における教員養成教育の意義

とその必要性に係る研修を実施・充実させた。参加教員は約 250 名であった。また平

成 23 年度は「全学 FD 研修会 桃太郎フォーラム」での発表や教職実践演習試行研修

会の開催,教員免許更新講習の事後アンケートの検証等の活動を行った。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

  申請時の当初計画では,本事業の評価は,全学教職課程運営委員会のもとで同専門

委員会が企画し,教師教育開発センターが自己点検・評価を実施し,また外部評価は

「岡山大学全学教職課程評価委員会」が行うこととしていた。 

  具体的な評価方法として,本事業の達成度の評価は(1)全学教職コア・カリキュラ

ム,(2)教職実践ポートフォリオ,(3)FD 活動,(4)教職支援,(5)全学的教員養成体制の

5 項目について,状況調査,学生・教職員への意識調査,岡山大学全学教職課程評価委

員会での意見聴取等により実施することとしていた。 

  これらの評価体制・評価方法に基づく取り組みの達成度・学習成果を図る方法・指

標は次の通りである。まず自己点検・評価項目として,全学教職コア・カリキュラム

に係る評価では,「全学教職コア・カリキュラム」への合意形成や DP に沿ったシラバ

スの作成及び内容の確認を行うこととした。また「全学教職コア・カリキュラム構築

事業」,「「教職論」の教材開発事業」,「教育実習」における教育実践力形成過程の

評価事業」，「「教職実践演習」施行事業」という 4 つの事業ごとに，主に学生に対す

る意識調査等を評価指標とすることとした。さらに教職実践ポートフォリオの評価で

は,学生・教員への意識調査,教育実践力の到達度の検証・比較調査,WEB ポートフォ

リオの活動状況を評価指標とすることとした。一方,大学教員に対する FD 活動では,

参加者数,大学教員への意見聴取等を用いて評価することとした。また教員採用試験

対策等の教職支援活動に係っては,教職相談室における相談件数,「教師力養成講座」

参加者数,学生対象の意識調査及び教員免許取得状況・教員就職率等を用いて評価す

ることとした。なお事業全体に対する外部評価としては,岡山大学全学教職課程評価

委員会において意見聴取を行うとともに,教育実習の反省会においても協力校校長か

ら意見聴取を行うこととした。 

  以上の評価体制・評価方法及び評価指標に基づいて,具体的には次のような頻度で

会議を開催し,また本学の全学教職課程の改善と充実を図ってきた。 

  まず全学教職課程運営委員会専門委員会は,平成 21 年 12 月に開催の第 2 回教師教

育開発センター設置準備委員会において,全学教職課程運営委員会の下部組織として

設置し,平成 21 年度には 4 回,平成 22 年度には 5 回,平成 23 年度には 4 回の会議を開

催した。これに付随して本事業の自己点検・自己評価の主体である教師教育開発セン

ター運営委員会は平成 22年４月に発足し,毎月の定例開催を原則として,平成 22年度

に 15 回,平成 23 年度に 13 回開催した。 

  なお,岡山大学全学教職課程評価委員会は研究成果の中間報告会（平成 23 年 3 月）

及び最終報告会(平成 24 年 3 月),並びに本事業の成果を経て採択に繋がった平成 23

年度文部科学省特別経費事業「教員の資質向上に寄与する『大学と学校・教育委員会

の協働』の実現」のキックオフミーティング（平成 23 年 6 月）を学外からの意見聴

取の機会とした。そのなかで,学外の委員からは「教師教育開発センターが教育学部・

大学院教育学研究科と緊密に連携しているからこそ,岡山大学全体の教職課程の質を

高め,これを保証し得ていることが判る。高等教育の中の「領域」として教員養成教

育を確立できている全国的にも希有な成功例と言える」との評価を得た。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

  平成 23 年度末をもって本事業に係る財政支援期間は終了した。しかし,申請時の当

初計画段階で構想した事業の他,本事業を遂行する過程で新たに構築した事業を含

め,これらをひとつも規模縮小することなく,平成 24 年度以降も実施する計画にあ

る。具体的には,(1)全学教職コア・カリキュラムの体系化,(2)1 年次生対象の全学教

職オリエンテーションと母校訪問の実施,(3)「教職課程履修ハンドブック」の改訂

及び刊行,(4)2 年次必修科目「教職論」のセンター開講と教材開発,(5)3 年次必修科

目「教育実習基礎研究」（教育実習事前事後指導科目）のセンター開講と教材開発,(6)

学外の現職教師の招聘による年 5～6 回の「教師力養成講座」の開講,(7)教員採用・

就職に係る相談業務（年間 3,000 件程度）の継続実施,(8)教育委員会及び学校現場と

連携した学校支援ボランティア及びインターンシップ事業の実施,(9)教員養成コ

ア・カリキュラム全般に係る補助教材「教職実践ポートフォリオ」の改訂,(10)Web

ポートフォリオ分析・評価システムの維持・管理及び活用（教職実践演習に係る履修

カルテの構築を含む）,(11)全学教職課程履修者対象の「教職実践演習」のセンター

開講（個別学部ごとへの対応が必要）,(12)教職課程をめぐるFD活動の継続,(13)学生

教育機能をメインに据えたセンターHPの開発,(14)センター事業活動を軸とした教員

養成教育に関する研究活動の推進,等である（数字の下線部は本事業の遂行過程で新

たに必要が生じ,事業期間中に取り組みを始めた事項を示す）。 

  上記の事業を今後も継続して実施するためには,まず教育学部・大学院教育学研究

科と緊密に連携した「教師教育開発センター」の組織的位置付けが,総合大学におけ

る教員養成教育の質保証に非常に効果的に作用していたことを認識しなければなら

ない。これは本事業に対する学外の評価を検証して得られた結論のひとつである。こ

のことに加え,センターに「全学教職課程運営委員会」を位置付けたことが効果的に

作用していた。即ちセンターは(1)入学から卒業までの教職課程の履修指導に係って

一貫した理念及び指導体制で学生に臨むことができる,(2)本学の教員養成教育の理

念に基づいて,教職課程を構成する個別科目の内容の一貫性・系統性を検証したり,

物理的な時間割配置の問題に目配せしたりしながらカリキュラム管理を行うことに

より,「教員養成コア・カリキュラム」の質を維持管理することができる,(3)個々の

学部に所属している学生を「教職課程履修生」という学生集団と捉え,その成長と力

量形成及び教員採用に至るプロセスをモニターできるとともに,具体的な課題を析出

し,その解決・改善を図るための提案・審議・議決機能を担うことができる。 

  このように,センターは個々の学部の専門教育とのバランスを保ちつつ,本学にお

ける教員養成教育の「場」としての機能を果たすことができる。本事業によって得ら

れた財政支援のうち,多くはこうした体制を支えるために必要な人件費であり教材費

であった。幸い,本事業によって得られた成果が平成 23 年度文部科学省特別経費「教

員の資質向上に寄与する『大学と学校・教育委員会の協働』の実現」の採択に繋がっ

た。また学内の学長裁量経費を得ることによって,単年度ながらも事業継続の見通し

を持てる事項もある。しかし,こうした不安定な財政事情は一刻も早く脱し,恒常的な

予算措置に基づく安定的・継続的な運用が期待されるところである。 
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