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2018（平成 30）年度 日本教育大学協会全国家庭科部門大会次第 

 

第１日目 8月23日（木） 

 

◎開会･総会Ⅰ（13:40 ～ 14:40） 

日本教育大学協会全国家庭科部門運営委員長挨拶      亀井 文（宮城教育大学） 

開催大学 山形大学副学長・地域教育文化学部長挨拶   出口 毅（山形大学） 

    実行委員長挨拶                     大森 桂（山形大学） 

  

議長選出 

１．審議事項 

1-1 平成29年度事業報告   光永伸一郎（上越教育大学・H29庶務） 

1-2 平成29年度会計決算報告  増渕哲子（北海道教育大学札幌校・H29会計） 

1-3 平成29年度会計監査報告  小島郷子（高知大学・H29監査） 

1-4 平成30年度事業計画（案）  亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

1-5 平成30年度予算（案）   色川卓男（静岡大学・H30会計） 

1-6 平成30年度会計監査の委嘱（案） 亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

1-7 その他 

 

２．報告事項 

2-1 平成30年度特別委員会の設置について  亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

2-2 その他 

 

３．協議事項 

3-1 日本教育大学協会家庭科部門等の要望書について 

亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

3-2 その他  

 

 

◎基調講演（14:50 ～ 16:20） 

演題：「『学び続ける教師』を支える教員養成大学・学部の改革」 

    講師：加治佐 哲也 氏 （（独）国立高等専門学校機構監事，前兵庫教育大学長） 

 

 

◎家庭科部会（附属校）（16:30 ～ 17:30） 
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第２日目 8月24日（金） 

 

◎シンポジウム（9:00 ～ 11:00） 

   テーマ「教員養成機関で育成したい家庭科教員としての資質・能力」 

   趣旨       ：日景 弥生 （弘前大学教授） 

   コーディネーター ：中村 恵子 （福島大学教授）  

シンポジスト   ：青木 香保里 氏（愛知教育大学教授） 

高木 幸子 氏（新潟大学教授） 

工藤 由貴子 氏（元横浜国立大学教授） 

出口 毅 氏（山形大学副学長・地域教育文化学部長） 

 

 

◎総会Ⅱ（11:15 ～ 12:00） 

議長選出 

１．協議事項 

1-1 日本教育大学協会家庭科部門等の要望書について 

      亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

1-2 その他 

 

２. 報告事項 

     2-1 平成29年度特別委員会研究助成報告 

     滝口 圭子（金沢大学・特別委員会委員長） 

     2-2 その他 

 

３．その他 

3-1 家庭科部会（附属校）報告 

菊地英明（東京学芸大学附属国際中等教育学校・家庭科部会長） 

3-2 平成31年度特別委員会の募集  亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

3-3 第１信等のメール送信について  亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

3-4 次期部門代表，運営委員長の紹介 亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

3-5 次期大会開催校紹介   大森 桂（山形大学・H30実行委員長） 

3-6 今後の家庭科部門の在り方について（お願い） 

亀井 文（宮城教育大学・H30運営委員長） 

 

 

◎閉会（12:00）
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第１日 





≪運営委員長・実行委員長挨拶≫ 
 

 

 

平成30年度日本教育大学協会全国家庭科部門大会開催にあたって 

 

運営委員長 亀井文（宮城教育大学） 

皆様、ようこそ東北の山形にお越しくださいました。今年度は台風の接近と重なりまして、皆

様に無事ご参加いただけるか心配しておりましたが、全国から多くの先生方にご参加いただき、

実行委員一同心より御礼を申し上げます。おかげさまで、参加者数は昨年と同規模での開催とな

りました。 

本家庭科部門は，家政科または家庭科に関する研究及びこれの改善を目的に活動が行われてお

ります。本年度も常置委員会として「家庭科部門のホームページを維持管理する」委員会があり，

特別委員会としましては「家庭科教員の養成と専門性向上に関する研究」が発足し，活動を始め

ておられます。このように活発な活動を続けていくことが出来、今年度も全国大会を開催できま

すことは、会員の皆様の長年の家庭科部門へのご協力とご支援の賜物と、心より御礼申し上げま

す。また本大会も例年と同様に、附属の先生方の組織であります家庭科部会を第1日目に開催い

たします。大学の先生方もお時間がございましたら、どうぞご参加ください。 

この大会の開催にあたって，東北地区６大学の実行委員の皆様，なかでも山形大学の皆様には

大変お世話になりました。そして常任運営委員の皆様にも，多大なご協力をいただきました。心

より厚く御礼申し上げます。 

それではこの２日間が充実した時間となりますよう祈念いたしまして，ご挨拶とさせていただ

きます。 

 

第31回全国家庭科部門大会（東北）を終えて 

 

大会実行委員長 大森桂（山形大学） 

第31回大会は、平成30年8月23、24日の２日間、山形テルサ（山形市）にて開催いたしました。

猛暑に加え、台風の進路が心配される中での開催でしたが、約70名の会員の方々にご参加頂きま

した。皆様のおかげで大過なく終えることができ、あらためて感謝申し上げます。 

過去の東北地区での開催地をふまえ、今回は山形で皆様をお迎えすることを約2年前に決め、

準備を進めてまいりました。他地区同様、東北地区も会員数が減少していることや、山形大学が

平成29年度入学者から中・高家庭科教員の養成を停止していること等もあり、これまで以上に地

区内で連携し、オール東北体制で臨みました。遠隔でも作業ができるよう役割分担を工夫し、各

大学において担当業務を主体的に進めて頂いたおかげで、無事に当日を迎えることができました。 

大会1日目は、加治佐哲也氏（前兵庫教育大学長）をお招きし、基調講演を賜りました。AIの

進展等が予想される将来を見据え、教職についてあらためて考える良い機会となりました。2日

目のシンポジウムでは、工藤由貴子氏（元横浜国立大学）、高木幸子氏（新潟大学）、青木香保

里氏（愛知教育大学）、出口毅氏（山形大学）にご登壇頂きました。各シンポジストのご専門や

これまでの研究成果をふまえた多彩なお話から、家庭科教員に今後求められる資質・能力、そし

てその育成について、貴重な示唆を沢山いただきました。 

大学における教員養成の状況は年々厳しくなっておりますが、だからこそ、会員同士の交流や

情報交換は重要であり、当大会の開催が継続できるよう、準備作業の効率化や合理化を大胆に進

めていく必要性を切に感じました。今後も当大会において活発な議論がなされ、質の高い家庭科

教員の養成が続くことを期待したいと思います。
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≪総会Ⅰ≫ 
 

 

   総会Ⅰ 
 

 

司会 小野寺泰子（宮城教育大学） 

議長 浜島京子 （福島大学） 

 

参加者は７1名，委任状提出者は２７８名，計３４９名であった。全会員の３分の２を上回っ

ており，全国家庭科部門規程第１０条第３項の総会成立要件を満たしていた。 

 
１．審議事項 

審議事項（1-1～1-7）が説明および審議された。 

1-1 平成 29 年度事業報告 光永伸一郎（上越教育大学・H29 庶務） 

1-2 平成 29 年度会計決算報告 増渕哲子（北海道教育大学札幌校・H29 会計） 

1-3 平成 29 年度会計監査報告 小島郷子（高知大学・H29 監査） 

1-4 平成 30 年度事業計画（案） 亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

1-5 平成 30 年度予算（案） 色川卓夫（静岡大学・H30 会計） 

1-6 平成 30 年度会計監査の委嘱（案） 亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

家庭科部門規程第 4 章第７条および８条に従い，平成30年度の会計監査は土岐圭祐（北海道

教育大学釧路校）と南道子（東京学芸大学）両氏への委嘱が提案された。 

以上，６件について審議を行ったが，質問・意見はなく拍手により承認された。

1-7 その他 

参加者からの提案・意見はなかった。 

 

２．報告事項 

2-1 平成 30 年度特別委員会の設置について 亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

研究代表者・志村結美（山梨大学），共同研究者２名による「家庭科教員養成の専門性向上

に関する研究」が設置された旨の報告があった。 

 
2-2 その他 

参加者からの提案・意見は特になかった。 

 

３．協議事項 

3-1 日本教育大学協会家庭科部門等の要望書について 

亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

要望書（案）の内容については、文章の中の一部を削除するとの訂正案が出され、明日の総会

Ⅱで審議することとなった。要望書の提出についても，同様に総会Ⅱで審議することが報告さ

れ，それまでに意見を求められた。 

 
3-2 その他 

参加者からの提案・意見は特になかった。
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4．総会資料

資料 1 
 

日本教育大学協会全国家庭科部門

平成 29 年度事業報告 

 

 
１． 事業 

（１）日本教育大学協会全国家庭科部門大会 

   第１号通信：平成２９年 ４月２３日 

   第２号通信：平成２９年 ６月 ７日 

   大   会：平成２９年 ８月２1日・２２日（於：松山市 ふなや） 

（２）２０１７年度「会員名簿」電子データ版作成および配布 

（３）常置委員会 

   「家庭科部門のホームページを維持管理する」委員会 

（４）特別委員会 

   平成２９年度特別委員会研究助成 

   平成３０年度特別委員会研究助成募集 

（５）日本教育大学協会への要望 

 
２．委員会の開催 

（１）運営委員会 

   平成２９年 ８月２１日     総会の打ち合わせ 

（２）常任運営委員会 

   第１回 平成２９年 ４月１９日 大会第１信，運営委員等の確認   （メール会議） 

   第２回 平成２９年 ５月１２日 第３回委員会の協議・報告事項   （メール会議） 

   第３回 平成２９年 ６月 ３日 大会第２信，特別委員会，会員名簿等 

   第４回 平成２９年 ８月２２日 大会反省等 

   第５回～平成２９年１１月２０日 全国研究部門における要望書等   （メール会議） 

   第６回 平成３０年 ２月１５日 総括と引き継ぎ事項の確認等    （メール会議） 

   第７回 平成３０年 ３月 ４日 平成２９，３０年度引き継ぎ会 

 

３．役員の選出結果報告と監事の選出 

（１）平成２９・３０年度 大学および附属学校運営委員 

（２）平成３０年度 常任運営委員および運営委員長・副運営委員長 

（３）平成２９年度 監事 

 

４．平成２９年度日本教育大学協会全国研究部門代表者連絡協議会 

  平成３０年 １月２５日 （於）東京学芸大学（運営委員長出席） 
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資料 2 
 

	 

 

 

日本教育大学協会全国家庭科部門平成 29 年度決算報告および監査報告 

  費目 
 平成29年度  

予算 

平成29年度  

決算 
摘要 

収 

入 

繰越金 986,105 986,105   

本部より（大

学） 
80,000 80,000   

会費（大学） 786,000 786,000 262名分（H29年度大学会員262名所属） 

会費（附属） 429,000 432,000 144名分（H29年度附属会員144名所属） 

利子 5 11   

その他 0 327,453 四国地区より寄付 

収入合計 2,281,110 2,611,569   
     
支 

出 

通信費 20,000 12,418 大会案内郵送料，事務資料郵送料等 

交通費 800,000 530,952   

消耗品費 10,000 688 事務用品 

人件費 10,000 0   

会議費 50,000 8,024 常任運営委員会費を含む 

総会費 600,000 600,000 H29は四国地区へ 

運営委員会費 100,000 100,000 H29は四国地区へ 

名簿印刷費 0 0 H29は名簿を電子データ化した 

名簿発送費 0 0 H29は名簿を電子データ化した 

事業費 100，000 100,000 特別委員会 

予備費 581,110 0   

雑費 10,000 864 振込手数料 

次期繰越金 0 1,258,623   

支出合計 2,281,110 2,611,569   
     
     
     

平成30年 3月 26日    
     
 以上の通り、相違ありません。 
     
 平成29年度会計     増渕 哲子 ㊞  （北海道教育大学） 
     
     
     

平成30年 4月 6日    
     
 監査の結果、誤りのないことを認めます。 
     
    
 高知大学  小島 郷子 ㊞ 
     
     
 島根大学  鎌野 育代 ㊞ 
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資料 3 
 

	 

 

 

平成 30 年度事業計画（案） 

 

１．事業 

（１）日本教育大学協会全国家庭科部門大会 

      第１号通信 ：平成30年4月27日 

     第２号通信 ：平成30年6月 8日 

     大    会 ：平成30年 8 月23日・24日（於：山形テルサ） 

（２）2018年度「会員名簿」電子データ版作成および配布 

（３）常置委員会 

「家庭科部門のホームページを維持管理する」委員会 

（４）特別委員会 

平成30年度特別委員会研究助成 

平成31年度特別委員会研究助成募集 

（５）日本教育大学協会への要望 

（６）その他 

  

２．委員会の開催 

（１）運営委員会 

平成30年8月23日 総会の打ち合わせ 

（２）常任運営委員会   

第１回 平成30年  4月 22日  大会第1信，運営委員等の確認 （メール会議） 

第２回 平成30年 5月 13日  第３回委員会の協議・報告事項  （メール会議） 

第３回 平成30年  6月  2日  大会第2信、特別委員会、会員名簿等 

第４回 平成30年  8月 24日  大会反省等 

第５回 平成30年（11月中旬）  全国研究部門における要望書等 （メール会議） 

第６回 平成31年（ 2月下旬） 総括と引き継ぎ事項の確認等 （メール会議） 

第７回 平成31年  3月  2日  平成30，31年度引き継ぎ会 

 

３．役員の選出結果報告と監事の選出 

（１）平成30・31年度 大学および附属学校運営委員 

（２）平成31年度 常任運営委員および運営委員長・副運営委員長 

（３）平成30年度 会計監査監事 

 

４．平成30年度日本教育大学協会全国研究部門代表者連絡協議会 

平成31年 1月 25日（金） （於）東京学芸大学（運営委員長出席予定） 
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資料 4 
 

	 

 

日本教育大学協会全国家庭科部門平成30年度予算（案） 
           

  費目 
平成29年度 

決算 
平成30年度 

予算 
増減 

(対前年度) 
摘要 

収 

入 

繰越金 986,105  1,258,623  272,518    

本部より 80,000  60,000  -20,000    

会費（大学） 786,000  777,000  -9,000  大学会員 H30 259名 

会費（附属） 432,000  420,000  -12,000  附属会員 H30 140名 

利子 11  5  -6    

その他 327,453  0  -327,453    

収入合計 2,611,569  2,515,628  -95,941    
         

支 

出 

通信費 12,418  20,000  7,582    

交通費 530,952  800,000  269,048    

消耗品費 688  10,000  9,312    

人件費 0  10,000  10,000    

会議費 8,024  50,000  41,976  会議室使用料他。常任運営委員会費を含む 

総会費 600,000  600,000  0  H30は東北地区へ 

運営委員会費 100,000  100,000  0  H30は東北地区へ 

名簿印刷費 0  0  0  H29から電子データ化 

名簿発送費 0  0  0  H29から電子データ化 

事業費 100,000  100,000  0  特別委員会 

予備費 0  815,628  815,628    

雑費 864  10,000  9,136    

次期繰越金 1,258,623  0  -1,258,623   

支出合計 2,611,569  2,515,628  -95,941    
      
＜参考：前年度予算＞    

日本教育大学協会全国家庭科部門平成29年度決算報告       

  費目 
平成29年度 

予算 
平成29年度 

決算 
摘要 

収 
入 

繰越金 986,105 986,105   

本部より（大学） 80,000 80,000   

会費（大学） 786,000 786,000 262名分（H29年度大学会員262名所属） 

会費（附属） 429,000 432,000 144名分（H29年度附属会員144名所属） 

利子 5 11   

その他 0 327,453 四国地区より寄付 

収入合計 2,281,110 2,611,569   
      

支 

出 

通信費 20,000 12,418 大会案内郵送料，事務資料郵送料等 

交通費 800,000 530,952   

消耗品費 10,000 688 事務用品 

人件費 10,000 0   

会議費 50,000 8,024 常任運営委員会費を含む 

総会費 600,000 600,000 H29は四国地区へ 

運営委員会費 100,000 100,000 H29は四国地区へ 

名簿印刷費 0 0 H29は名簿を電子データ化した 

名簿発送費 0 0 H29は名簿を電子データ化した 

事業費 100,000 100,000 特別委員会 

予備費 581,110 0   

雑費 10,000 864   

次期繰越金 0 1,258,623 振込手数料 

支出合計 2,281,110 2,611,569   

8
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平成３０年度日本教育大学協会全国家庭科部門運営委員等名簿 

 

大 学 

地 区 所  属 氏  名 任 期 備  考 

北海道 
北海道教育大学教育学部旭川校 小松 恵美子 29，30 常任運営委員 

北海道教育大学教育学部釧路校 土岐 圭佑 30, 31  

東 北 
山形大学地域教育文化学部 大森 桂 29，30  

宮城教育大学教育学部 亀井 文 30, 31 常任運営委員 

関 東 
宇都宮大学教育学部 赤塚 朋子 29，30 常任運営委員 

東京学芸大学教育学部 南 道子 30, 31  

北 陸 
富山大学人間発達科学部 磯﨑 尚子 29，30 常任運営委員 

新潟大学教育学部 山口 智子 30, 31  

東 海 
静岡大学教育学部 色川 卓男 29，30 常任運営委員 

三重大学教育学部 磯部 由香 30, 31  

近 畿 
奈良教育大学教育学部 鈴木 洋子 29，30 常任運営委員 

大阪教育大学教育学部 中田 忍 30, 31  

中 国 
島根大学教育学部 鎌野 育代 29，（30） 常任運営委員 

広島大学大学院教育学研究科 伊藤 圭子 30，31  

四 国 
高知大学教育学部 小島 郷子 30 常任運営委員 

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 速水多佳子 30，31  

九 州 

琉球大学教育学部 土屋 善和 29，30 常任運営委員 

長崎大学教育学部 佐々野好継 30，31  

 

常置委員会名簿「家庭科部門のホームページを維持管理する」委員会 

地 区 所  属 氏  名 備  考 

東 北 
宮城教育大学教育学部 亀井 文 （当該年度運営委員長） 

山形大学地域教育文化部 大森 桂 （当該年度運営副委員長） 

 

  

9



 

	 

 

平成３０年度日本教育大学協会全国家庭科部門運営委員等名簿 
 

附属学校  

地 区 所  属 氏  名 任 期 備  考 

北海道 
北海道教育大学 附属旭川小学校 秋山 玲奈 30  

北海道教育大学 附属旭川中学校 堰合 有希 30, 31  

東 北 
山形大学 附属小学校 青山 詩織 29, 30  

宮城教育大学 附属中学校 江刺 美和 30, 31 常任運営委員 

関 東 
宇都宮大学教育学部 附属小学校 鈴木 紀子 30  

東京学芸大学 附属小金井中学校 石津 みどり 30, 31  

北 陸 
富山大学人間発達科学部 附属中学校 吉田 みづき 29，30  

新潟大学教育学部 附属新潟小学校 尾形 美穂 30, 31  

東 海 
静岡大学教育学部 附属静岡中学校 堀池 美衣 29，30  

三重大学教育学部 附属小学校 前野 洋子 30, 31  

近 畿 
滋賀大学教育学部 附属中学校 池田 麻衣 30  

滋賀大学教育学部 附属小学校 横関 琴絵 30, 31  

中 国 
島根大学教育学部 附属小学校 竹吉 昭人 29，30 

 

広島大学 附属福山中・高等学校 蔭山 映子 30，31  

四 国 
高知大学教育学部 附属小学校 濱岡 かおり 30, 31  

鳴門教育大学 附属中学校 合田 紅花 30, 31  

九 州 
琉球大学教育学部 附属中学校 上間 江利子 30 常任運営委員 

長崎大学教育学部 附属小学校 小崎 記子 30, 31 
 

 

家庭科部会 

関 東 東京学芸大学 附属国際中等教育学校 菊地 英明 30 部会長 
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平成３１年度日本教育大学協会全国家庭科部門運営委員等名簿（案） 

 

大 学 

地 区 所  属 氏  名 任 期 備  考 

北海道 
北海道教育大学教育学部釧路校 土岐 圭佑 30，31 常任運営委員 

北海道教育大学教育学部札幌校 浅野 千恵 31, 32  

東 北 
宮城教育大学教育学部 亀井 文 30，31 常任運営委員 

岩手大学 教育学部 天木 桂子 31, 32  

関 東 
東京学芸大学教育学部 南 道子 30，31 常任運営委員 

群馬大学教育学部 田中 麻里 31, 32  

北 陸 
新潟大学教育学部 山口 智子 30，31 常任運営委員 

福井大学教育学部 竹内 惠子 31, 32  

東 海 
三重大学教育学部 磯部 由香 30，31 常任運営委員 

岐阜大学教育学部 夫馬佳代子 31, 32  

近 畿 
大阪教育大学教育学部 中田 忍 30，31 常任運営委員 

和歌山大学教育学部 今村 律子 31, 32  

中 国 
広島大学大学院教育学研究科 伊藤 圭子 30，31 常任運営委員 

岡山大学大学院教育学研究科 佐藤 園 31, 32  

四 国 
鳴門教育大学大学院学校教育研究科 速水多佳子 30，31 常任運営委員 

高知大学教育学部 森田 美佐 31, 32  

九 州 

長崎大学教育学部 佐々野好継 30，31  

鹿児島大学教育学部 瀬戸 房子 31, 32 常任運営委員 

 

常置委員会名簿「家庭科部門のホームページを維持管理する」委員会 

九 州 
鹿児島大学教育学部 瀬戸 房子 （当該年度運営委員長） 

長崎大学教育学部 佐々野好継 （当該年度運営副委員長） 
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平成３１年度日本教育大学協会全国家庭科部門運営委員等名簿 

 

附属学校  

地 区 所  属 氏  名 任 期 備  考 

北海道 
北海道教育大学 附属旭川中学校 堰合 有希 30，31  

北海道教育大学 附属札幌小学校 海野 康之 31, 32  

東 北 
宮城教育大学 附属中学校 江刺 美和 30，31  

岩手大学教育学部 附属小学校 伊藤 雅子 31, 32  

関 東 
東京学芸大学 附属小金井中学校 石津みどり 30，31  

群馬大学教育学部 附属中学校 小倉 久代 31, 32  

北 陸 

新潟大学教育学部 附属新潟小学校 尾形 美穂 30，31  

福井大学 附属義務教育学校後期課

程 
八田 玲子 31, 32 

 

東 海 
三重大学教育学部 附属小学校 前野 洋子 30，31  

岐阜大学教育学部 附属中学校 水野 綾香 31, 32  

近 畿 
滋賀大学教育学部 附属小学校 横関 琴絵 30，31  

神戸大学 附属中等教育学校 金田 理子 31, 32  

中 国 
広島大学 附属福山中・高等学校 蔭山 映子 30，31 

 

岡山大学 部附属小学校 岡島絵里子 31, 32  

四 国 
高知大学教育学部 附属小学校 濱岡 かおり 30, 31  

鳴門教育大学 附属中学校 合田 紅花 30, 31  

九 州 
長崎大学教育学部 附属中学校 小崎 記子 30，31  

鹿児島大学教育学部 附属中学校 山口 隼人 31, 32 常任運営委員 

 

家庭科部会 

関 東 東京学芸大学 附属竹早中学校 酒井 やよい 31 部会長 
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資料 7 
 

	 

大会開催地区等一覧 
年度 地区 運営委員長 運営副委員長 大会実行委員長 

平成１０年 四国 
山石 健次 

高知大学 

岡田 美津子 

鳴門教育大学 

岡田 美津子 

鳴門教育大学 

平成１１年 東北 
平佐 興彦 

岩手大学 

澤井 セイ子 

秋田大学 

澤井 セイ子 

秋田大学 

平成１２年 九州 
鈴木 淳 

長崎大学 

浅川 牧夫 

熊本大学 

浅川 牧夫 

熊本大学 

平成１３年 中国 
金田 利子 

静岡大学 

猪野 郁子 

島根大学 

猪野 郁子 

島根大学 

平成１４年 北海道 
金田 利子 

静岡大学 

畠山 歌子 

北海道教育大学釧路校 

畠山 歌子 

北海道教育大学釧路校 

平成１５年 近畿 
山崎 古都子 

滋賀大学 

関川 千尋 

京都教育大学 

関川 千尋 

京都教育大学 

平成１６年 関東 
在塚 礼子 

埼玉大学 

小澤 紀美子 

東京学芸大学 

小澤 紀美子 

東京学芸大学 

平成１７年 東海 
大村 知子 

静岡大学 

西村 敬子 

愛知教育大学 

西村 敬子 

愛知教育大学 

平成１８年 北陸 
五十嵐 由利子 

新潟大学 

神川 康子 

富山大学 

神川 康子 

富山大学 

平成１９年 四国 
田邊 勝利 

愛媛大学 

田村 和子 

高知大学 

田村 和子 

高知大学 

平成２０年 東北 
浜島 京子 

福島大学 

日景 弥生 

弘前大学 

日景 弥生 

弘前大学 

平成２１年 九州 
鳥飼 香代子 

熊本大学 

久保 加津代 

大分大学 

久保 加津代 

大分大学 

平成２２年 中国 
河田 哲典 

岡山大学 

望月 てる代 

広島大学 

望月 てる代 

広島大学 

平成２３年 中 止 

平成２４年 北海道 
酒向 史代 

北海道教育大学札幌校 

藤本 尊子 

北海道教育大学札幌校 

藤本 尊子 

北海道教育大学札幌校 

平成２５年 近畿 
赤松 純子 

和歌山大学 

野田 文子 

大阪教育大学 

野田 文子 

大阪教育大学 

平成２６年 関東 
池崎 喜美恵 

東京学芸大学 

島田 玲子 

埼玉大学 

島田 玲子 

埼玉大学 

平成２７年 東海 
乘本 秀樹 

三重大学 

小川 裕子 

静岡大学 

小川 裕子 

静岡大学 

平成２８年 北陸 
得丸 定子 

上越教育大学 

綿引 伴子 

金沢大学 

綿引 伴子 

金沢大学 

平成２９年 四国 
小川 育子 

香川大学 

金子 省子 

愛媛大学 

金子 省子 

愛媛大学 

平成３０年 東北 
亀井 文 

宮城教育大学 

大森 桂 

山形大学 

大森 桂 

山形大学 

平成３１年 九州 
瀬戸 房子(予定） 

鹿児島大学 

佐々野 好継(予定） 

長崎大学 

佐々野 好継(予定） 

長崎大学 
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資料 8 
 

	 

 

 

日本教育大学協会全国家庭科部門規程 

（昭和 62 年 12 月 2 日制定） 

（昭和 63 年 10 月 4 日改正） 

（平成 8 年 8 月22日一部改正） 

（平成13年 8 月 7 日一部改正） 

（平成14年 8 月21日一部改正） 

（平成17年 8 月24日一部改正） 

（平成20年 8 月 9 日一部改正） 

（平成24年 8 月23日一部改正） 

 

 
 

第 1 章 総 則 

（趣 旨） 

第 1 条 この規程は，「日本教育大学協会規約」（以下「協会規約」という。）第 31 条第 2 項

及び「日本教育大学協会全国研究部門等の組織及び運営に関する規程」に基づき， 日

本教育大学協会全国家庭科部門（以下「部門」という。）の運営等について必要な事項

を定める。 

（組 織） 

第 2 条 部門は，協会規約第 2 条による大学・学部の家庭科教員免許取得に関連する科目を担

当する教員及び附属学校の家庭科担当教員（以下「会員」という。）をもって組織する。

なお，「日本教育大学協会全国研究部門等の組織及び運営に関する規程」第 3 条に基づき，

必要に応じて，前述に定める者以外の者を部門会員とすることができる。 
 

第 2 章 目的及び事業 

（目 的） 

第 3 条 部門は，協会規約第 4 条に基づき，家政科又は家庭科に関する研究及びこれの

改善にあたる。 

（活 動） 

第 4 条 本部門は，前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

(1) 教育者養成をおこなう大学･学部の家政科･家庭科等及び附属学校の家庭科の研究及び

それらの施設･設備に関する研究並びに改善 

(2) 家庭科の現職者教育に関する事項 

(3) 総会，研究集会，講演会等の開催 

(4) その他，特別委員会の設置等，部門の目的達成のために必要な活動 
 

第 3 章 組 織 

（地区会） 

第 5 条 部門に，次の地区会を置く。地区 

(1) 北海道（札幌，函館，旭川，釧路，岩見沢） 

(2) 東北 青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県 

(3) 関東 茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県 

(4) 北陸 新潟県，富山県，石川県，福井県，長野県 

(5) 東海 岐阜県，静岡県，愛知県，三重県 

(6) 近畿 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 

(7) 中国 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 

(8) 四国 徳島県，香川県，愛媛県，高知県 

(9) 九州 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県 
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2  地区会は，その地区に属する会員をもって組織し，その地区における部門の目的達成に

協力する。 

3  部門に大学部会及び附属学校部会を置くことができる。 

4  部門の地区会の運営については，各地区において定めるものとする。 
 

第 4 章 役 職 員 

（役 員） 

第 6 条 部門に次の役員を置く。 

(1) 運営委員長 1 名 

(2) 運営副委員長 2 名（附属学校 1 名を含む） 

(3) 常任運営委員 12 名（(1)，(2)及び附属学校１名を含む） 

(4) 運営委員 36 名（(1)，(2)，(3)を含む） 

(5) 監事 2 名 

（役員の職務） 

第 7 条 運営委員長は，部門代表として，部門の任務を総務し会議を招集する。 

2  運営副委員長は，部門副代表として，運営委員長を補佐し，運営委員長に事故あるとき

は，運営委員長があらかじめ指名した運営副委員長がその職務を代行する。 

3  常任運営委員は， 常任運営委員会を構成し，部門の任務を執行するとともに， その重

要事項を審議し，総会に議案を提出する。 

4  運営委員は，運営委員会を構成し，部門の任務を執行する。 

5  監事は，部門の会計を監査する。 

（役員の選出） 

第 8 条 運営委員は，各地区ごとに，大学教員及び附属学校教員より各 2 名を選出する。 

2  運営委員は毎年半数交代になるよう選出する。原則として，大学教員 2 名のうち 2 

年目の運営委員を常任運営委員とする。附属学校教員の常任運営委員は 2 名とし，その

うち 1 名は当期の，残り１名は次期の大会開催地区から選出する。 

3  原則として， 大会開催地区の常任運営委員(大学)を運営委員長，同地区の常任運営委

員（附属校）と 1 年目運営委員を副運営委員長とする。 

4  大会開催地区の運営委員が実行委員長を兼任する。 

5  監事は，会員中より総会の議を経て運営委員長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第 9 条 運営委員の任期は， 2 年とする。ただし，欠員が生じた場合の後任者の任期は， 

前任者の残任期間とする。また，運営委員は再任を妨げない。 

2  運営委員長，運営副委員長，常任運営委員及び監事の任期は， 1 年とする。ただし， 

監事以外は再任を妨げない。再任の場合は，引き続き 2 年を越えることはできない。 

3  任期は，4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 
 

第 5 章 会 議 

（会 議） 

第 10 条 部門の会議は，総会，運営委員会及び常任運営委員会とする。 

2  部門の総会は，原則として年 1 回開催し，次の各号の事項を承認又は審議決定する。 

(1) 第 4 条に関する事項 

(2) 予算及び決算に関する事項 

(3) 会費に関する事項 

(4) 寄付金その他の収入に関する事項 

(5) 本規程の変更に関する事項 

3  総会は，会員の 3 分の 2（委任状を含む。）以上をもって成立し，議案の承認又は決

定は，出席者の過半数の賛成を必要とする。 

4  総会の開催及び運営については，別に定めるところによる。 

5  運営委員会及び常任運営委員会は，運営委員長を議長として適宜開催する。 
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第 6 章 会 計 

（経 費） 

第 11 条 部門の経費は，協会からの助成金，部門会費，寄付金及びその他の収入をもって

これに充てる。 

2 部門会費は，年額 3,000 円とする。 

（会計年度） 

第 12 条 部門の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。 

 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は，総会出席者の 2 分の 1 以上の賛成を必要とするものとする。 

附則 この規程は，昭和 63 年 10 月  4 日から施行し，昭和 63 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成  8 年  8 月 22 日から施行し，平成  9 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成 13 年  8 月  7 日から施行し，平成 14 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成 14 年  8 月 21 日から施行し，平成 15 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成 17 年  8 月 24 日から施行し，平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成 20 年  8 月  9 日から施行し，平成 20 年 4 月 1 日から適用する。 

附則 この規程は，平成 24 年  8 月 23 日から施行する。 
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資料 9 
 

 

 

日本教育大学協会全国家庭科部門申し合わせ 

（昭和63年10月4日制定） 
（平成13年 8月 7日一部改正） 
（平成14年 8月21日一部改正） 
（平成15年 8月22日一部改正） 
（平成17年 8月24日一部改正） 
（平成25年 8月20日一部改正） 
（平成27年 8月21日一部改正） 
（平成29年 8月22日一部改正） 

 

１ 大会の開催及び運営 

一 大会は原則として総会、研究集会、講演会等を含んだものとする。 

二 大会の運営は実行委員長を中心に、開催地区会がおこなう。 

三 大会は運営委員長が招集し、総会については運営委員長を中心に常任運営委員会が担当する。 

四 開催地は原則として次の各地区の輪番とする。開催校及び開催日については当該地区に一任する。 

開催地の輪番 

北海道、近畿、関東、東海、北陸、四国、東北、九州、中国 

五 総会の運営は、議長が選出されるまでは運営委員長がこれにあたる。また、総会の議長は、役   

  職員を除く出席者より選出される。 
 

２ 特別委員会 

一 特別委員会設置について 

(1) 募集の周知（募集時期：実施前年度の総会開催時等） 

(2) 応募（計画書・予算の提出）の受付（受付期間：実施前年度の9月～12月） 

(3) 採択（採択時期：実施前年度2月～3月の常任運営委員会開催時等） 

二 特別委員会の活動について 
(1) 活動の実施（実施期間：4月〜翌年３月） 

(2) 活動の実施報告及び決算報告の提出（提出期限：実施翌年度４月末日） 

(3) 活動の実施報告及び決算報告の承認（実施時期：実施翌年度５月〜６月の常任運営委員会開

催時及び実施翌年度の総会開催時） 

三 特別委員会の募集要項と提出書類様式は別に定める。 
 

３ 申し合わせの改正 

   この申し合わせは、総会において出席者の2分の1以上の賛成を得て改正することができる。 

附則  この申し合わせは、昭和63年10月4日より施行し、昭和63年4月1日より適用する。 

附則  この申し合わせは、平成13年8月7日より施行し、平成14年4月1日より適用する。 

附則  この申し合わせは、平成14年8月21日より施行し、平成15年4月1日より適用する。 

附則  この申し合わせは、平成15年8月22日より施行し、平成16年4月1日より適用する。 

附則  この申し合わせは、平成17年8月24日より施行し、平成17年4月1日より適用する。 

附則  この申し合わせは、平成25年8月20日より施行する。 

附則 この申し合わせは、平成27年8月21日より施行する。 

附則 この申し合わせは、平成29年8月22日より施行する。 
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「『学び続ける教師』を支える教員養成大学・学部の改革」 

 

加治佐 哲也 

（（独）国立高等専門学校機構監事、前兵庫教育大学長） 

 

どうぞよろしくお願いいたします。私も国立の教員養成大学に勤

めておりましたので、教大協はそれなりに縁があったのですけれど

も、恥ずかしながら教科ごとにこういう組織があって、こういった

全国大会をやられているとは知りませんでした。私は教育学部門 

に、何度か出たことはあります。特に関西で、近畿地区でやったと 

きです。一昨年はそこに呼ばれてお話もさせていただきました。だ 

けど、教大協がここまで人を集められるというのは、なかなかのも 

んじゃないかと思います。先ほど、頂いた封筒の中を拝見して、ふ  

と興味深く思ったのは、教大協の会長に要望書を出されていることです。ぜひ、家庭科が、教大 

協を通じて、ますます発展していくということを祈念いたしまして、最初の言葉としたいと思い

ます。 

 それでは、私のお話ですが、タイトルは、『学び続ける教師を支える教員養成大学・学部の改

革』です。なぜそうなるかということを、まず1.で簡単にお話しします(スライド２)。それか

ら、２．で、昨年平成29年の8月に出した報告書の概要について述べたいと思います。概要は皆

さんご存じだと思いますので、そのあと、どういう現状になっているかもお話してみたいと思い

ます。このあと(文科省の)教員養成企画室が、各大学を呼んでヒアリングして、いろいろまとめ

たと思います。この前、グッドプラクティスということで、いい事例が紹介されています。それ

で、3．で、特に私が私なりに重要と思うことを三つほどお話させていただきたいと思います。 

 この有識者会議報告書でも述べたことなのですが、複数校種、複数教科免許状がますます必要

になってきます。これは皆さまよくご存じだと思いますが、Society5.0になってもちろん学校教

育変わりますし、それを担う教員の役割や求められる能力が変わります。 
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だから教員を養成するのにどうしたらいいのか、私も分からないのですが、皆さんと一緒に考

えるきっかけになればと思います。 

 それではまず、複雑化、構造化し、絶えず変化する学校教育の課題です。もう具体例を挙げる

までもないですが、とにかく変化がものすごく激しいです。きょうのお話で関連することを言う

と、教職は高度専門職であるということです。 

社会の変化はいろいろありますが、分かりやすい例で言うと、少子化になります。少子化にな

ると必然的に、学校の規模が小さくなります。そうすると経済効率性からいっても、あるいは教

育効果もそうなのかもしれませんが、学校をまとめるということが起こります。統廃合が当然進

むわけですが、ただ、統廃合すべきじゃないという考え方の自治体もありますし、かつ、統廃合

できないところもあるわけです。そうすると、学校の小規模化がますます進むということになり

ます。 

 小規模化が進むと、中学校、高校で、全教科の教員を配置することができません。中学校は5

学級を下回ると全教科配置できないのです。日本では相当免許状主義をとっておりますので、中

高はそれぞれの学校のそれぞれの教科に相当する免許状が必要です。免許持っている先生じゃな

いとその質が保証されていないと、こういう考え方が基本にあるわけです。小規模化した学校に

は、免許持ってない先生が担当しているという状況が既にあります。免許外担当です。これは、

今後ますます増えようとしています。臨時免許状を持っている人で対応するとか、あるいは正規

の免許状を持っている人を非常勤講師で採用するとか、そういうこともあり得ますが、それでも

免許外担当はなくならないということです。地方に行くと非常勤講師を確保するのは非常に難し

いわけです。そうなると、1人の先生が複数の免許状を持っているということが必要になってき

ます。 

 高度専門職というのは、一つの教科を中高で極めること、これは高度専門職です。校長などが

生徒指導で極める、学校経営で極めると、これも間違いなく高度専門職です。だけど、ここまで

状況が変わってくると、学校の中で必要とされる先生というのは、1教科を極めた先生よりも、小

規模校ではひょっとすると複数教科を担当できる先生なわけです。だから、複数教科を担当でき

る先生というのは一つしかできない先生に比べて明らかに高度である、こういう変化が起こって

きています。だから、これから教員になろうとする人も、現職の先生も、今持っている免許だけ

じゃなくてもう一つ取りに行かなきゃいけないことになるわけです。そのために、学ばなきゃい

けないということになります。他にもいろんな例があると思うのですが、学び続けるということ

は、高度専門職の必須条件になります。 

 学び続ける教師が基本だということです。平成27年12月の答申（「これからの学校教育を担

う教員の資質能力の向上について」）では、学び続ける教師を、養成・採用・研修を担う機

関、つまり大学・教育委員会・学校が一体となって支援する仕組みを作らなきゃいけないと言

っています。教育委員会や学校は、当然学び続ける教師を支援しますが、特に大学への、ある

いは学部への期待が非常に大きいということです。ただ、今のままではだめ、だから改革して

くださいというわけです。さっき言った例で言うと、大学は複数免許を取れるような仕組みを

作らなきゃいけないということです。それが学び続ける教師を支援する改革になります。そこ

が、なかなかハードルが高いわけですけどね、またこれは後でもお話します。 

 それでは、2番目の内容です（スライド４）。改革をどう進めるかということで、平成29年8月

29日に報告書が出ました。この報告書はたくさんの事をいっていますが、特に大学の改革につい

てお話ししてみたいと思います。教員養成大学・学部に求められる改革の背景や、理由です。そ 
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れは先ほどの、高度化への対応ということもありましたけれど、それ以外のことで、あらためて

整理してみたいと思います。 

 一つは、少子化による教員需要が減退するということです。これは地域によって差があります

が、概して需要は下がります。下がらないのは東京近辺ぐらいです。恐らく20年したら、今、普

通にある学校の姿が見られるのは東京とその近辺ぐらいじゃないかという気がします。他の所は

かなり様変わりしているのではないか。要するに、教員のニーズが減るということです。それに

対応しなきゃいけないので、教員養成大学・学部は改革してくださいということです。 

それから、間違いなく国は財政難で、そうすると、必然的に国立大学に回ってくるお金は、減っ

てきます。今は、まだいろいろとやっていますが、増えることは考えられません。財務省はかな

り強行ですので、運営費交付金は、ずっと減ってきています。指定国立大学というのはご存じで

すか、東大、京大、東北、名古屋、東京工大ですかね、今、5校ですけれども。あれはまた規制

緩和されて別格扱いで、外部資金をばんばん入れて産学協同をやって、運営費交付金に頼らない

ような大学経営をしようということです。だけど、私がいたような教員養成の単科大学は、とて

もそんなことはできない。だからこの運営費交付金が減っていくと経営ができなくなります。だ

から、その資源減少に対してやっぱり改革しなきゃいけないということです。 

 それから、ここは自覚を非常に強く持ってほしいと思っているのですが、内部にいたら、なか

なか分からないのです。外部の人の感覚、この業界に身を置いていない人の感覚で考えるとこう

なりますということで、聞いてほしいのです。教員就職率の低迷です。目的養成大学・学部であ

るにもかかわらず、卒業者から保育士と、大学に進学する者を除いて、70パーセントを切ってい

ます。全卒業者の中では60パーセントぐらいです。これも大学によって差はありますけど、目的

大学・学部という観点からいうと全く低いです。外から見たら、とんでもない数字です。医学部

ではあり得ない。看護学部もあり得ないです。目的大学ですからね。いわゆる、文学部とか経済

学部じゃないのです。教員を養成するという目的大学で、しかも税金を使っています。こういう

ことを言われながら、就職率は伸びてないということはもっと問題なのです。 

 まずいと思ったのは、教員になりたくない者が入学しているとか、あるいは教育実習に行った

ら自信をなくした学生がいるのだから、仕方がないのだと言う人がいることです。よその業界の

大学の人に聞いたら、この人は何を考えているのだと言うと思います。入れたのは誰か。そうい

うことを国の審議会の中で本当に言いますから、聞いていて、大丈夫かなという感覚がします。

さすがに今はいないと思うのですけどね。 

それから、やっぱりコストが高いです。特に人件費です。教員養成大学では人件費が、70パーセ

ント、80パーセントのところもあります。総合大学の教育学部は人件費が高いので、学長が間違

いなく減らせ、減らせと言っていると思います。 

 これもお聞きにならないことかもしれませんけど、エビデンスがないということです。少人数

学級がなぜ必要かというエビデンスを出してない。これはなかなか使える形で出ないのです。家

庭科のこういう指導法とったら、こういう効果がでるから、だから家庭科の先生がいるのだとか

いうことを明確に分かる形で示してほしいのです。業界内だけじゃなくて、外で分かる形で出し

てくれなきゃ困ります。見せ方もあるのだと思います。 

 それから、養成・採用・研修の連続性、連関性を作らないといけないのだけど、これは弱いと

ころです。だいぶ改善されてきていますが、大学側は、採用・研修を見越したようなカリキュラ

ムをいかに作るかということです。大学で養成され培った力が採用後にどう伸びていくか、関連 
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性を明確に示してないということです。 

 これはだいぶ改善されてきていますが、やっぱり実践力とか現場課題へ対応力が弱いです。こ

ういうことがずっと言われていますが、はっきり言って指摘されたのは教科専門の先生です。 

 それでは、概要を見ていきましょう（スライド６）。今現在、どうなっているかを中心に話し

ていきます。国立の教員養成大学、学部にどういう方向性を求めているかというと、5点ぐらい

書いてあります。 

 まず、三つです。1番目ですが、教員養成高度化の推進というのはイコール教職大学院の拡充

です。平成20年に19大学で教職大学院ができました。約10年前です。その後5年はほとんど増え

ませんでした。それが、文科省もいろいろ言って急に増え、今年度から全ての都道府県に教職大

学院ができました（鳥取県を除く）。私学も、その後単独でできたのは立命館だけですが、国立

大学と連携する形でできました。大阪教育大学と関西大学と近畿大学です。福井大学、岐阜の岐

阜聖徳大学です。それから、国立ですが奈良女子大と連携するとか、そういうのができてきてい

ます。 

 来年度から、それぞれの教職大学院が規模を拡大します。東京学芸大は210になります。大阪

教育大学は完全移行で130です。他にも完全移行するところはあります。あと、上越、鳴門とか

です。教職大学院の規模はかなり大きくなる状況です。平成32年からもっと増えると思います。

第3期末の平成33年度までに、ほぼ全部、国立は教職大学一本化です。こういう形で拡充は確実

に進んでいます。 

 それから2番目ですけど、養成だけじゃなくて、特に現職教員の教育・研修機能を強化するべ

きと言っています。これも進んできていると思います。教員育成協議会を作って県との連携を非

常に強めていると思います。研修を強化して、地域のニーズに対応していかないといけない。大

学のカリキュラムあるいは現職教員の研修も、研修の計画も、連携は日常的にあるという形で、

相互に相談して作るとかです。人事交流も積極的に進めるということです。かなり進んできてい

ると思います。 

 そして、教員用養成学の展開です。みんなが昔から非常に嘆いてきたのですが、教員を育成す

るという学問がないということです。教職教育と教科専門と教科教育とが分離しているので、こ

れらを一体化しましょうということです。要するに、ベースにみんな教育学がなければいけな

い。その上でのいろんな専門です。 

それから附属学校の有効活用です。特に、附属を教職大学院と連携させる。あえて言いますけ

ど、附属学校が教職大学院にどう活用されているか、貢献しているかが示せないとちょっとまず

いのではないですかね。学部や教職大学院との連携です。後でも述べますが、これが必要になる

だろうということです。大学自体が附属学校にも目を向けて、学部・教職大学院と一体化した運

営をしていくということです。 

 ちょっと具体論に入ります（スライド８）。方向性ということで、まず一つ目です。報告書の

最後のほうに書いてありますが、大学が持っている強みとか地域ニーズに応じて効率化・機能強

化を図ることです。これは、入学定員の見直しです。自治体といろいろ相談して、今後教員数は

どれぐらいいるのかをきちんと出して、見直せと言っています。国立の教員養成大学の再編・統

合。さらにこの連携・統合を地域で、国立・公立も含めてやってくださいと言っています。新聞

なんかは、これと附属学校しか取り上げませんでしたけどね。これらを、第3期中に一定の結論

をまとめて出せと言っています。この前、中間まとめが出ましたけど、今はこれをやっていま 
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す。中教審は、それを先駆けていうわけです。自由民主党の教育再生実行本部というのがありま

して、そこが5月に提言を出していますが、これを完全に引用しています。もっと加速化しろと

言っています。もう、政治家の目にもしっかり止まっているということです。 

 それから大学教員のあり方です。一言で言うと、要するに研究と実務の両面を持つようにする

ということです。端的に言うと、実務だけでもだめ、研究だけでもだめです。特に教職大学院を

担う教員は、やはり実践研究論文が書けなければいけませんよということです。実践研究論文と

はなんでしょうかね。皆さん、学術研究論文と実践論文と区別しています。実践論文とはなんで

しょう。完全な定まった定義はないと思いますが、私がよく聞くのは、この実践研究論文という

のは、Iが入っている、自分の実践です。自分の実践を自分でやって、その結果を出して、それ

を客観的に評価して、改善していく、こういうものなのです。自分の実践そのものを現場の改善

に役立てるような、あるいは共有して成長につなげられること。そのためには自分の実践を、ち

ゃんと客観的に見る、分析する、それを改善するという視点が、あるいは方法が欠かせないのだ

と思います。 

 皆さんも経験されていると思うのですが、これができる人じゃないと授業改善はできないと思

うのです。本当に変わっていく、授業改善していくには研究者教員も、先ほど言ったようなこと

をやるわけですけど、どれくらいすればこの実務を経験したことになるか。教大協にやっていた

だきたいのは、目標値を作ってほしいのです。私が考えていたのは、常勤で1年は最低ぐらいに

思っていました。現場に行って実績を残さなくてもいいということです。兵教大では、私が辞め

る前にそういう仕組みを作りましたけれども、今どれくらい実施されているのかは分かりませ

ん。 

 設置審議とか、教職課程認定に関わった先生方はよくご存じと思うのですが、今までの設置認

可の審議とか教職課程の認可の仕組みは二重なのです。つまり、大学を作ったり、学部を作った

り、学科を作ったりするときは、文科省の高等教育局の教員養成企画室に相談する。高等教育な

のです。それが通って、次に、教職課程の認定をしてもらうときは、初等中等教育の教職員課な

のです。二度手間です。設置審議は通っても、教職課程で落ちるとかね、こういうことが実際あ

るのです。逆もあるかもしれません。10月からは文科省の組織改革で今の総合学習政策局を総合

教育政策局に改め、その中に教育人材政策課というのを作るわけです。 

 この教育人材政策課は、私がお話ししました、今の高等教育の教員養成企画室と初等中等教育

の教職員課が合体するのです。ここで一本化して、設置も教職課程認定も全部やってくれとお願

いしています。そうするという答えはもらっています。だから、われわれの仕事もこれで楽にな

るのかなと思います。そのときに、実践研究論文の評価をちゃんと入れてほしいわけです。ま

た、実践的な活動を、大学院でしっかりやる。これまでは、論文とかそういうのが重視されてき

ました。これを論文と同じように位置づける。そういう形になっていくということです。 

 それでは、教職大学院について見ていきましょう。新しい位置づけとして、教員養成大学だっ

たらもちろんですが、総合大学でも教職大学院が教員養成のセンターになります。それで、学部

を含む大学の教員養成機能全体の充実をリードし、高度な専門に応じる。大学そのものが、教員

養成大学・学部そのものが、連携協働を日常的にやらなきゃいけない。教育委員会、学校と、特

にハブになるのが教職大学院です。大学で地域の教員研修に貢献するということはありますが、

そういうことをリードするのが教職大学院。それから、いろんな課題解決のためのコンサルテー

ション機能です。そういうこともやってください。各大学でそれぞれ進んでいると思います。 

 先ほど言いましたように、来年度からかなり教職大学院の規模が大きくなります。それは、教 
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科教育の分野と特別支援教育の分野を移すところが多いからです。完全一本化するところもある

し、一本化はせずに2、3年後に一本化すると2段階でやるところがあります。いずれにしろ、教

科を移していくということです。その際に、単独教科というのはあり得ません。複合でやりまし

ょうということです。その際、必ず、教科専門と教科教育を融合させる、教員および教育の内容

の確実な質の担保のために一定の条件を設ける。こういうことを、最初から言っています。来年

度から大幅に拡充するわけです。これに関わられた先生がたおられますか。おられると思います

けど、厳しかったですか。実は、新しく教職大学院を作るときは、設置認可はかなり厳しかっ

た。ところが、教科教育とか特別支援教育を入れて教職大学院を拡充する場合や、修士課程入れ

て教職大学院に一本化する場合は、厳密に言うと本審査ではなくて、「事前伺い」なんです。場

合によっては概算要求でもいいのです。 

 概算要求でしたら、ほとんどそれで事務局OKです。事前伺いというのは、設置審議にかかって

一応、意見がついたりはするのだけど、まずは大丈夫みたいです。結構、大げさに言っている割

には、厳しくやっていないのではないかと思われるかもしれませんが。例えば、TTとか、シラバ

スとか、指導経験とか、特にシラバスはしっかり見ていると思います。それから、教科教育分野

を入れる大学には、教員の審査基準を出せと事務局は要求したのです。それで、教育現場での実

践経験がこれくらい、実践的な論文がこれくらい、学術論文がこれくらい、トータルでどれくら

いなければいけないとかそういう論法を作ったと思います。だから、事実上、機能しているので

はないかと思いますが。 

 それから、新しい教育課題等に対応する内容です（スライド１２）。学生さんでストレートの

方と現職の先生方にひとこと言うと、学校現場の教育現象を捉える方法をしっかり教えてもらわ

なきゃいけない。いわゆる統計的な調査法と事例の研究法なのです。サーベイとケースメソッ

ド、ケーススタディー、そういうものをしっかり教えることが先決です。これは周りにも少な

い。結局現場の先生が来て、今までと変わらないような経験値に基づいたやり方でいろいろ現場

のことを見て、記録して、分析しても、あんまり変わらない。これを入れて、さらに指導教員の

知見とか理論を入れた形で得たデータを分析していかないと、何のために教職大学院に来たのか

ということになるのです。しかも、最初に言ったと思いますが、エビデンスに基づいて教育実践

の改善につなげるということが、あまりなされてきていない。大学教員がやるだけじゃなくて、

大学院生も寄与するということです。こういうものを、うまい具合に蓄積していって、教育実践

の改善につなげるなり、その教育実践の改善に必要な条件を、政策として要求することができる

ようになる。特にここが大事になのかなと思います。 

 共通５領域は、ますます柔軟化して16から18単位になります。特にお願いしたいのが下線を引

いたこの二つです（スライド１２）。一つは、ラーニングポイント制です。これまでは、現職の

先生が大学院に来るときは、1年間来て2年目は現場に帰る。場合によっては、2年間まるまる大

学に通いました。これはそうじゃなくて、教職大学院が何か一つプログラムを作って、生徒指導

の問題、いじめ問題対応法みたいな講座を一週間行い、これに4単位なり、5単位という単位数を

つけます。で、それを現場の夏休みに受講する。あるいは現場では教育委員会のいろんな研修が

あります。その研修について、教職大学院と教育委員会が話し合って、これを修めれば教職大学

院の単位に認定するという互換性を持たせる。つまり、いろんな機会に学んだ単位、ポイントを

蓄積していき、一定数になったら、教職大学院の入学資格が得られ、教職大学院に1年ぐらい入

学する。入学しない場合もあり得ると思いますが、経営する立場としてはぜひ入学してほしいの

ですが。 
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これまでの毎日大学院に来るというよりも、夏休みとか、冬休みとか、土日に講座を受けて、

あるいは研究指導を得て追加の単位を取るとか、あるいは論文を書いて、それで教職大学院を修

了するということです。当然そこには専修免許状も取れるという形ですね。だから、従来型の、

完全に学校を1年なり、2年休んでということじゃなくて、まさしく学びながらやれるということ

です。そうしないと、多分続かない。現場が派遣する余裕がないです。余裕がないというのは、

お金の面と人材の面なのです。お金の面というのは丸々1年間、現場の仕事をせずに大学院に行

くと、その間、給料を払わないといけない。後補充も要ります。しかも、人材の面では、特に教

職大学院に行った優秀な先生にいてほしい、優秀な先生を出したくないのです。学校も教育委員

会もそうなります。そうするとますます難しい。だから、学びながら、というのが一番いいわけ

です。これについて大学はいろんな工夫をしてほしい。 

 先ほどもお話しましたが、オンラインを使うとか。場合によっては、そんなに多くない講座で

あれば、個人個人の職場にこちらから出掛けて、そこで授業をする。1日4コマやったら、かなり

の分になる。そういうことをするとかです。 

 私がいた兵庫教育大学は、教育政策リーダーコースというのを作って、全国から学生が来てい

ます。しかし、学生は大学に来ないです。全部、自分の勤務地にいて大学教員が基本的には行き

ます。私も10月は北海道3カ所、沖縄も週末土日に行きます。そういうことをやっています。実

にコストと体力が要ります。あとは、オンライン。こっちがビデオを撮って授業を流すってやつ

です。それでレポート書いてもらいます。最後は1回だけ神戸に来てもらって1日丸々やります。

基本的には完全に働きながらできます。アメリカの大学院での校長養成なんかも、これが主流で

す。そのようなオンラインを活用したラーニングポイント制というのは、ぜひこれから試みてい

ってください。ICTが発達していますので、随分可能性があると思います。 

 それから、もう一つの道は教職大学院と学部の関連性を強めるということです。先ほども言い

ました附属学校もそうなのですけど、学部もです。教職大学院との一体化ということを、ぜひ分

かってください。ストレートの学生にとって、つまり現場経験のない、職業経験のない方は大学

院を1年にすることはできない。大学院は修士課程2年です。現職教員は経験があれば1年という

形で短縮できるのですが、経験のないストレートの学生は必ず2年なのです。だけど、4プラス2

では魅力がないというか、メリットがないとので学部を3年にするしかないです。成績優秀な者

は学部3年で卒業して、2年で教職大学院に行く、こういう形をぜひ作っていただきたいです。学

部が生き残る道というのは本当にそれだと思います。一大学で難しければ複数大学が連携して作

っていく、そういう方向が望ましいのではないかと思います。 

 教職大学院のあり方、その4番目になりますが（スライド１３）、教職大学院の教員になる方

は、研究と実務の両面の業績を持つように、業績を客観的に評価あるいはピアレビューするシス

テム構築が必要ということです。 

 先ほども言いましたけど、事実上、これに近いようなものを設置審議のときに文科省が要求し

たと思います。これは今後、教職大学院の教員の質保証とか、あるいは場合によっては認証評価

とか、そういうのをこれで見ていきますので、ぜひこれを作っていただきたいと思います。数字

を入れて、相互に見合ってそれを判定するような仕組みです。上越教育大学なんかは、素晴らし

いです。実務家教員が、実務を離れた後一定年数がたつと、もう実務家じゃなくなります。とこ

ろが、そうじゃなくて、実務経験した方は、学校とか教育委員会に日常的なつながりがあれば、

それは実務家教員として認め続けるということです。さらに、ここがポイントですけれども、実

務経験のない人でも、学校現場との恒常的な交流があったり、学校への日常的な指導経験がある 
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ことが証明されれば、実務家教員としてみなしうるということも言っているわけです。 

 先生方の中でも結構、現場へ行って指導されたり、高校生や中学生に教えたりされている方は

いると思うのです。そういうのが増えれば、別に常勤としての実務経験がなくても可能性が十分

にあります。そういうのが証明できれば、私はそれでいいと思うのです。両面を持つというふう

にいいますけど、この高度専門職を養成する大学教員にとって、何が重要かというと教員の資質

です。これは、文科省の別の部会のときに、法科大学院とか会計の専門職の大学院の先生が言っ

ていたのは、そういう分野も、実務経験はなくてもいい。なくてもいいけど、そういう高度専門

職養成で何がいるかと言うと、その実務、特に実際に会計を担当している公認会計士とか、そう

いう人々とちゃんとした話ができる人だそうです。ちゃんとした話ができるというのがみそで

す。ひと言で言うと、雰囲気が出せるかということです。もう最悪なのは上から目線です。 

 今でも上から目線でやってこられる人がいっぱいいるわけです。あえて言います。実務家教員

で来て、上から目線で現場に行って、もっと嫌われる人がいます。これはだめです。やはり課題

についてお互いに尊重しながら、話ができるということです。相互尊重は大事です。そして、向

こうの言うことも取り入れた形で、こっちの意見がちゃんと言える。そういうことを積み重ねて

いって、現場の課題が解決されたとか、うまい報告書ができたとか、教育委員会の審議会で何ら

かの成果が出る。そういう積み重ねで、信頼関係ができてくるということです。現場と話ができ

るって人というのは、信頼関係がつくれる人です。だから、それができるのであれば、実務家教

員として現場経験がなくても認めても全然構わないと思います。 

 それで、教職大学院の教員は研究と実務の両面を持つということが、一応動機であるのです

が、Ed.D.を検討しようということになっているわけです。博士号を持っている方はたくさんお

られますけど、皆さんPh.Dです。Ed.D.とPh.Dとどこが違うか。アメリカとかイギリスはEd.D.が

ありますが、日本ではまだないのです。これは、教職博士と仮に呼んでいます。専門職博士とい

う感じです。要するに、高度専門職としての職務遂行能力があるということを証明する、高度専

門職の博士号です。このEd.D.には2種類あり、一つは、校長とか教育長とか、学校でいえば教育

行政の職務遂行能力を証明する博士号、もう一つは、カリキュラムとか、カリキュラムマネジメ

ント、あるいは教科の指導法を証明する博士号です。現場のニーズはあんまりあるとは思いませ

んが、これを日本でも作りましょうということです。アメリカのこういう教職大学院で、現職教

員に対して教育をやっている、あるいは校長養成をやっている先生は、Ph.D持った人とEd.D.持

った人の、両方がいます。日本では、実務家教員のほうは、実務性もありますということで

Ed.D.を作って、とらせてもいいじゃないかという考え方があります。いずれにしろ、現場の先

生方でEd.D.を持った人を作って、教職大学院とか教員養成大学でもっと活用していこうという

考え方です。特に、教職大学院を修了された方は、またここに来て取ることを、今後は検討する

ことになると思います。 

 恐らく皆さんの中でPh.Dを持ってる方は、旧帝大とか、あるいは筑波大学とか、広島大学とか

で取られた方がほとんどだと思います。学芸大とか、兵教の連合大学だとかで取られた方もおら

れるかもしれません。旧帝大とか、広島、筑波のものは、Ed.D.じゃないです。あってもPh.D。

広島大学はPh.D.なのですが、大学の授業法を教えるとか、学生指導の仕方を教えるとかのエキ

ストラのプログラムがあって、そのプラグラムをEd.D.と呼んでいたりします。全然違いますけ

どね。名古屋大学にもそう呼んでいるものがありますか、いずれにしてもちょっと違う。それか

ら、兵庫教育大学では博士課程が教育実践学と称していますが、純然たるEd.D.ではないと思い

ます。まだ、アカデミック的な要素、Ph.D.的な要素が強いかな、ちょっと中途半端な状態で 
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す。さっき言った実践研究論文が書ける、自分の実践を書いたり、現場でのフィールドワークで

きるとかが、基本になる。だから、自分が校長として、あるいはカリキュラムの担当として、指

導主事として、実際に仕事をして、学校を改善したとかね、そういうことを記録し分析し、その

一般汎用性を追及していくことが分かっている人というのは、職務遂行能力はあるとことになる

のです。Ed.D.を検討すると言っていますので、すると思います。また教大協にも相談があると

思います。 

 それから、現職の先生が、ストレートの人が、教職大学院に行きたくなるような仕組みが必要

です。インセンティブとか給料を上げるとか将来のキャリアを保証するとかです。ストレートの

方は初任研を免除するとか、採用試験の特別枠とか、そのようなことです。一部実現したところ

ももちろんあります。これを国が音頭をとって、大々的にやってくれとずっと要求しましたけ

ど、実現しませんね。 

 どういう方向になったかというと、教員育成協議会ができました。それぞれの都道府県や政令

指定都市にできて、そこに教育委員会、学校等、大学が入っています。ここで、それぞれの地域

ごとにインセンティブを考えてくれということなのです。だから、私は教育委員会と大学の信頼

関係が非常に強いところであれば、かなり進むのではないかという気がします。一番理想的に

は、教職大学院を出たストレートの学生は、特に問題がない限り、必ず採用するということをや

ってみたい。こういう育成表協議会は、ものすごく有意義ですよね。だって、地元の教育委員会

が確実に採用してくれるのですから。そのためには、普段のカリキュラム作りとか実践で、一層

協力しなくてはいけないことになりますし、場合によっては評価においてもです。教職大学院に

よっては、将来を嘱望された現職教員を選んで送り込んでくるところもあります。そういう方

は、教職大学院でよほどのことがない限り、その後は、いわゆるその自治体の教育行政の中核と

か、学校経営の中核を担う道を進んでいくと。ここはやっぱり、それぞれの地域にかかっていま

す。だからもう、国に期待せずにやられたらいいと思います。山形大学はかなりいいのではない

ですか。 

現状みたいなところはこれぐらいにしまして。残り20分ぐらいですかね。私が考える、今後の

大きな方向をちょっと述べてみたいと思います（スライド１４）。これ(中教審「今後の高等教

育の将来像の提示に向けた中間まとめ」)が6月28日、中間報告がでました。秋には本報告書が出

ると言われています。これはぜひ読んでいただきたいのですが、大学教育のあり方について、本

当にすごいことをいろいろ言っています。ここでは、これに関わることだけをちょっと取り上げ

ます。 

地域連携プラットフォームをつくれと言っています。国が高等教育の方向性を定めるだけでは

なく、地域ごとにプラットフォームを作り、いろんな施策を打つための基盤づくりをしろという

ことです。大学と自治体、それから産業界等々が、一緒の協議会みたいなものを作って、その地

域での高等教育のあり方を考えてくれと言っています。そのために、プラットフォームを作れ

と。多分、必置化するのではないですかね。教員育成協議会は必置になりましたが、もっと大き

い、大学と地域の関係者が話し合う協議会みたいなのも必置になるということです。ここで、地

元の国立大学をどうするか、私学をどうするか、教員養成をどうするか、そういうことを話し合

うということになるだろうと思います。これはご存じだと思いますけど、いわゆるアンブレラ方

式です。多分、来年の通常国会に出すのでしょうが、国立大学法人法は変わるということです。

それだけではなくて、国公私の枠を超えた連携を、プラットフォームでの話し合いを基に、地域

が恐らく基盤になると思いますが、国公私立の枠を超えた連携、要するに国立、私立、公立が一 
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つの法人を作って相互に役割分担する、そういうことをやりましょうということです。余談を言

いますとね、国立と公立の私学に対しての絶対的有利性は何だと思いますか。それは、授業料で

す。授業料が同じになったらどうなりますか。国公の有利性や信用度はかなり失われます。 

 高等教育無償化は、まだ住民税非課税世帯にとどまっていますけれど、高校の無償化は世帯収

入が590万です。590万もらう世帯って普通の家庭、収入がそんなに悪い家庭じゃないです。も

し、大学が590万までの世帯は授業料を無償化するとしたときは、世界が一変します。兵庫教育

大学の例を出します。兵庫教育大は、極めて不便なところにあります。上越も、鳴門も一緒で

す。神戸市とか大阪市がすぐ近くにあるので、遠いから学生が来ないのです。東京学芸大が極め

て有利なのはそういうことですからね。 

 文科省としては、ご存じだと思いますが40億円の補助金がついて、経営改革促進事業をやって

います。裏話を聞くと、文科省が別にやりたかったわけじゃなくて、国会議員のほうがやれとい

うことで40億円つけたみたいです。これに申請しているのは、名古屋大学と岐阜大学の連携で

す。それから静岡と浜松医科です。北海道の小樽、帯広、北見です。こういうところが出ていま

す。それから、もう一つ、弘前、岩手、秋田が出ています。ここまではあんまり報道されていま

せんでしたが、奈良県の奈良教育大学が、奈良女子大とそういう話をしています。私が今いる高

専機構に属する奈良高等専門学校が、それに加わるとか言っていますが、この事業には出してな

いです。 

 国としては、これを今後、進めていくのでしょう。ただ、来年度、この予算が付くかどうかは

分かりません。もし、来年度、こういう特別なお金がなくなって、概算要求をしてでも、連携統

合していくことになると。文科省に概算要求が出たら、概算要求段階では文科省はのります。そ

れから財務省との政府案を作るための折衝になるわけです。財務省はかなり厳しく言ってくると

思います。つまり、単に連携じゃなくて統合でどれぐらい効率性が上がるかということです。だ

から、今後は非常に厳しい世界が待っていると思います。前向きに考えなきゃいけないですが。 

 それでです、国立教員養成大学・学部を考えてみたいと思います。北海道、宮城、学芸、愛知

教育、それから京都、奈良、大阪、兵庫、鳴門、上越、福岡、これだけあるのです。私に言わせ

れば、11教育大学はここまでよう生き残ったなという気がします。生き残ったからには、やっぱ

り有効活用をしたほうがいいと思います。地元とあれこれ連携・統合することもあり得ますけ

ど、よほどのことがない限り、地元の総合大学が引き受けると思わないです。神戸大学は兵庫教

育大学を引き受けるか、大阪大学が大教大を引き受けるかちょっと分からない。京都大学がよも

や京都教育大学と。東北大学から分かれて宮城教育大学、あれがまた一緒になったら、人がいっ

ぱいいて教員養成大学は金がかかるだけですから。それはできればやめて、全国に11のキャンパ

スがあってたくさんの優秀な教員がいる。教職大学院も全部あり、博士課程もある。そうなら

ば、これらを機構化して、アンブレラ化して高度なことをやるべきだと思います。地域キャンパ

スですから地域貢献はしますけど、それだけじゃなくて、それぞれが強みを持つ。特別支援教育

でもいいし、これからのAIに対応した教育でもいい。それぞれが強みを持って人を配置し直すと

か、そういうことをやるべきだと思います。 

 私は今、高専機構にいます。国立の高等専門学校、全国51校あります。山形県の鶴岡にもあり

ます。私も行きましたけど、あそこは非常に立派な高等専門学校で、研究施設が整っているので

す。高専は51ある。機構の本部は東京にあって、その本部の元に51校の校長先生がいます。ここ

は、課題はもちろんありますが、いろいろな活動をしています。例えば、高専ではモデルコアカ

リキュラムを作っています。高専は、ご存じのように卒業生の評価が非常に高く、就職率も高 
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い、大学での評判もよろしい。それを支えている教育活動がいいのです。それを質保証する活動

として、機構本部がモデルコアカリキュラムを作って、全校で実施しています。 

われわれの教員養成の世界からみたら、ちょっと情けないと思いませんか？われわれは専門職

で、こうやって目的養成で教員を養成すると決まっているのに、そのモデルになるようなコアカ

リキュラムを、教大協で昔作ったことがありましたが、それぞれの大学で実施できませんでした

よね。結局、文科省が作ったわけで、実に情けないです。だけど、それ一つをとっても、あるい

は海外展開でもですが、単独の大学でやるのは難しいです。それを一緒になってやると、かなり

いろんなものができると思います。特に今後、ICTあるいはAI等々に対応したインフラ整備とい

うことになると、運営費交付金に依存した単独の大学でそれができるのか、極めて難しいです。

だから、そういうのを作ったらいいと思いますが、まだまだです。総合大学の中の教育学部は、

これがうまくいっていいと思ったら、教育学部だけが抜け出して、ここに入ればいいんです。本

体の大学が歓迎すると思います。 

 それからぜひ、皆さんには近隣大学との共同教職課程をやっていただきたい。さっき言ったよ

うにプラットフォームを作ったり、地域での国公私の法人をつくるということでしたので、これ

を是非やっていただきたい。特に、今後は教職大学院が主流です。地元の私立大学、あるいは付

近の県の私立大学からの確実に教員になろうとするものを教職大学院に入れる、そのための連携

を強めるのは、必須です。これが非常に重要だと思います。特に家庭科は、人数も少ないしなか

なか難しいでしょうから、こういうのを作ってください。宇都宮大学と群馬大学が2020年ぐらい

を目指してこれやるということも聞いております。こういう動きも始まっており、これは避けら

れないと思います。この関係では、クロスアポイントメントももっと増えるかもしれないです。 

 それから、きょう私が最初にお話ししたことですが、小中連携、一貫の義務教育学校が増えて

います。これは、もちろん教育効果があるだけじゃなくて、学校の規模を大きくするために、小

学校同士、中学校同士の統合だけじゃなくて、小中を一緒にするってことです。縦の連結です。

これをするところは増えています。それから中等教育学校や、中高一貫もそうです。そうすると

必要なのが複数校種の免許です。福島県は先ほどお伺いしたら、家庭科は3分の1が正規の免許を

持っている人。3分の1が免外、家庭科の免許を持ってないそこの学校の先生が教育委員会の許可

を受けて、担当していると。あとは臨時の教員で担当しているみたいです。免外の教員は、中学

校は全国で家庭科が一番多いです。減ってきていますけど、技術が多いです。高校は、家庭科は

さほどではないですが、免外は情報が圧倒的に多い。私が座長で今こういうの（文科省「免許外

教科担任制度の在り方に関する調査研究協力者会議」）をやっているのです。9月にこの報告書

出しますけど、あらためて、この問題の重要性に気が付きました。こういう問題もあるわけで

す。 

それで次のスライド移りますが（スライド17）、これも最初に話しましたけど、高度な教員と

いうのは、複数免許を持った人じゃないかということになります。そういう変化が、現実に起こ

ってきます。そのためには、今の免許状の取得のあり方を変える必要があると思います。文科省

もこの問題意識はあります。今、中学校・高校で一つの教科を持っていて、もう一つの教科の免

許を取りに行こうとしたら、1種と2種で違いますけど、20数単位要ります。ちょっとハードルが

高いのではないか。現職の先生が、学校の必要性からもう一つ取りたいといっても、なかなか難

しいところがあります。ぜひこういうことを皆さんの大学で検討していただきたいと思います。 

 学部・教職大学院の連結については、お話ししましたよね。単に連結して、教職大学院の前倒

しって意味だけじゃなくて、これを活用して複数免許を取らせてほしいです。最初から、教職大 
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学院に行って5年、あるいは6年をかけると計画している人に対してです。学部の正規のカリキュ

ラムではこれぐらいの単位を取り、教職大学院ではこれぐらい単位を取るとあらかじめ決めてお

く。その中では、大学院に在籍して1種免許取るためには、学部の科目を取らなきゃいけないけ

れど、そういうのも全て仕組み化するのです。そういうふうに計画化して、複数の免許が取れる

ようにするということです。工夫すればできると思います。大学が仕組みにしてくれるともっと

取りやすくなるわけなので、それをやってほしいと思います。ぜひ試みてください。これからも

のすごいニーズが出てくることは間違いないです。特に地方の大学です。文科省も勧めると思い

ます。 

それから、現職の先生も、教職大学院に来たら、他教科の免許状を取れるように仕組み作れな

いですかね。教職大学院で学ぼうというときは、みんなね、現場の課題を解決するために自分の

能力を高めたいとか、自分が学校の力を高めたいとか崇高な信念を言うのだけど、現実的には、

免許が増えるというのは具体的なメリットです。できれば、これもまたまた難しいところですけ

ど、複数免許を持っていて複数教科を担当している人は給料を増やすか手当を付ける。この意見

も強いのですけど、財務省が絶対OKと言わないので、なかなか難しい。本当はそうすべきですけ

どね。だから、現職の先生も複数免許が取れるようにしたほうがいいです。今は2種から1種取る

ときとか、専修免許を取るときは、経験が加味され、単位数が減ります。あれと同じように、免

外でやってきた経験年数によって、その教科の免許を取るとき大学で取らなきゃいけない単位を

減らすとかです。臨採で教科を担当した人も、免許取るときに経験が加算されるとかね。そうい

うこともできるようになると思いますので、ぜひ対応していただきたいと思います。 

 最後です（スライド18）。皆さんご存じのようにSociety5.0って言葉が非常にはやっていま

す。1が狩猟社会、2が農業社会、3が工業化社会、4が情報化社会、5が超スマート社会って言っ

ています。超スマート社会って何なのか、要するに、個別ニーズに全部応じるということです。

田舎に住んでいても都会に住んでいても、必要な物が必ず手に入る。自宅で歩行も困難なお年寄

りの方がいたとしたら、買い物もいけないけれど、ドローンがちゃんと運んできてくれるという

世界だそうです。もちろん、車は自動運転で、移動じゃなくて居住空間になるらしいです。トヨ

タは「FUN TO DRIVE」って言っていましたけど、もう、ドライブがファンじゃない、ドライブす

ることがなくなるということです。そういう世界になると、多分、こういう研修も消えると思い

ます。だから、文科省がこれ（文科省大臣懇談会「Society5.0に向けた人材育成～社会が変わ

る、学びが変わる」平成30年6月5日）を出しましたので、ぜひ読んでいただきたいと思います。 

 一言で言うと、学習も、子どもたちの学びも、個別最適化されるということです。キーワード

は個別最適化なのです。このスタディの部分は、電子化されたポートフォリオを使ったものだと

思います。要するに子どもの学びが、全部紙ベースじゃなくてインターネットでつながって、や

ったこととか、行動したことというのが全て記録されていく、それが集積される、分析されるわ

けです。それにあった教材が提供される。恐らく、それぞれが自分でスライドを見ているのか、

あるいは、タブレット見ているのか分かりませんが、同じ単元を扱っていても内容が違う。教え

る、出てくる順番が違う、そんな感じだろうと思います。だから、一斉に教える先生、授業のう

まい先生は要らない、何人かいればいいということです。その人が全部教材になればいいわけで

すから。そういう世界になる。教員養成はどうしますかね。授業のうまい先生を作るために一生

懸命、われわれはやってきたわけですが、そうなりますと、別に学校だけじゃなくていいわけで

す。タブレットさえあれば、あるいは支援する先生と一緒に企業に行って、現物を見ながら学ぶ

とか、そういうことができるようになるかもしれないです。あるいは、家でやるかもしれない。 
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それから学びの興味とか進度に合わせますので、同じ学年だけじゃなくて、異学年の人と一緒に

やるとか、そういうことが当然になっていくと思います。他にもいろいろあるのですけど、そう

なると教員はどうなりますかね。 

 まず、小中学校の前に、大学に来ると思うのです。われわれはどうなるのでしょう。われわれ

の役割は何なのか。多分、今、授業で教えておられるようなほとんどのことが、教材化されるの

ではないですかね。 

 研究指導の教え方も、かなりの部分がカバーされると思います。高専も最近は学力幅が大き

く、ものすごくできるのがおれば、数学が全然できないという、極端な者がいるのです。その個

別に合わせた教材開発を企業と組んでやっています。またぜひ考えていただきたいと思うのです

が、感動する心とか、人の痛みが分かるとか、本物に触れて本物が分かるとか、人と協力できる

とか、そういうのはAIは駄目だと思いますから、それは先生の役割ですかね。子どもがやる気が

ないからやる気にさせるとか。 

 今でもタブレットで反転授業とかやっていますけど、最大の難関は子どもがその気にならない

ってことです。見る気にさせるというのは先生の役割なのです。あるいは、みんなと一緒に学ぶ

雰囲気づくりをするとか、そういうことです。つまずいたら懇切丁寧に。どうもそういうことを

考えていくと、先生のプロとしての能力とか何なのか、つまりは、極めて汎用性が高いことでは

ないか。要するに人間関係がうまく作れるとか、人とうまく接せられるとか、人を元気にすると

か、仲間づくりがうまいとか。そういうのは大学で養成する必要があるのですかね。いろんな職

業を経験して、人間関係もよう分かっていて、どんな人間にも対応できるとか。ひょっとすると

いろんな仕事を経験した人の方がよっぽどいいかもしれないです。教員として特別に養成しなく

たって、そういう人を連れて来たらそれで間に合うのではないかという可能性が、ないわけでも

ないと思います。そうならないことを願っていますけどね。 

 それだけ変化が激しいですから、われわれもちょっと覚悟しないといかんです。だから、ぜひ

気持ちをそう持っていただきたいと思います。変化がいっぱい起こってくるということを普通の

状態みたいに考えていくことが、一番大事なのかなという気がします。Society 5.0は一言で言

うと、みんなが幸せになる世界らしいですから。だから、ぜひ希望を持って、やっていきたいと

思います。すみません、ちょっと延びましたけれどもこれで終わりにしたいと思います。ありが

とうございました。 

 

〈質疑応答〉 

中村（司会） どうもありがとうございました。フロアーのほうから質問がございましたらお受

けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

瀬戸（鹿児島大学） 大変貴重なお話ありがとうございました。先ほど5、6年制の話していただ

いたのですけど、鹿児島大学でも6～7年、もっと前に6年制の話が、大学院と結合するという話

が出たことがあるのですが、頓挫してしまいました。先ほどの話は、飛び級制もやる、5年制ぐ

らいのものになると思います。先ほど、教員の給料は複数免許があれば増やす、という話もあっ

たのですけど、給与のことは難しいとすると、今鹿児島では離島多いものですから、学部と大学

院とを連立させるための有効な方策はないでしょうか。 
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加治佐 最後のほうに出てきました免外担当のあり方に関する協力者会議です。鹿児島県の教育

委員会の方がやっておられます。私、もともと鹿児島ですから、事情はよく知っています。鹿児

島は特に離島が多いとうことで、非常に苦労されているわけです。島ごとに学校がありますの

で、統合することもできないわけです。鹿児島県もそうですし、長崎県とか他の県もです。北海

道も複数免許を持っている方にやっぱりインセンティブとして、手当とか給与の措置を講じるよ

うな事はできないかということを強く要望していました。文科省もそうだと思うということでし

たね。それを報告書に書き込めるかというと、効果があるのだが通りそうにないというところ

で、書き込むところまではいかないと思います。 

 ただ、そういう複数免許を持つ教員のニーズというのは、間違いなくますます強くなります。

そうするとね、恐らくそういう措置が講じられる可能性は高いと思います。国が一律に講じると

いう方法じゃなくても、県で、たとえば基礎定数と加配定数があるでしょ。加配定数の部分のお

金をそっちに回すというぐらいの柔軟化がはかられる可能性はあるのではないかと思います。多

分、そういう方向にはいくと思います。そして、最初に6年制だとなかなか生涯賃金とか難しい

のではないかと言われました。地方は特に、間違いなく教員のニーズが減ります。地方に行った

ら今まだ独立の小中学校っていっぱいあると思いますけど、義務教育学校がスタンダードになる

可能性があるのです。そうすると、小中の免許持っていることが必要だし、複数教科を持つこと

が必要になってきます。そうすると、おのずとそのように免許を取らざるを得なくなる。採用数

もなおさら少なくなりますので、複数免許持っている人は採用を優遇する県が多いです。一層そ

うなりますので、多分その可能性は十分高いと思います。 

 

中村 まだご質問があるかと思いますが、そろそろお時間になりましたのでここで終了にしたい

と思います。それでは最後に、盛大な拍手をもって、あらためまして講師の加治佐先生にお礼を

述べたいと思います。どうもありがとうございました。 
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講演 

 

スライド１ スライド２ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド３ スライド４ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スライド５ スライド６ 
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スライド７ スライド８ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド９ スライド 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 11 スライド 12 
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スライド 13 スライド 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スライド 15 スライド 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スライド 17 スライド 18 
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第２日 





「教員養成機関で育成したい家庭科教員としての資質・能力」 
 
コーディネーター   中村 恵子   （福島大学）  
シンポジスト     青木香保里   （愛知教育大学）  
           高木 幸子   （新潟大学）  
           工藤由貴子   （元横浜国立大学）  
           出口  毅   （山形大学副学長・地域教育文化学部長）  
 
＜シンポジウムの趣旨＞  

企画担当  日景 弥生（弘前大学）  
 

家庭科は、学習指導要領改訂の度に変更がみられる教科です。その背景には、社会からの

要請や他教科の新設等があげられますが、変更は学習内容にとどまらず授業時数等にも影響

を与えています。  
最も大きな変更は、何といっても男女ともに同一の教育課程となった高等学校家庭科女子

のみ必修から男女必修への転換といえるでしょう。その成果については多くの報告がありま

すが、日本家庭科教育学会が行った調査によれば、高等学校家庭科を男女必修で学んだ者は、

性別を問わず家庭科履修の有用性、つまり「学んでよかった」や「役に立った」などを認識

していました。また、学習内容に家族・保育・高齢者などが盛り込まれたことが背景にあり、

“ヒト”を取り巻く学習を重視している反面、単位数減少もあり「生活を科学的に捉える視

点」は重視されていないことも明らかになりました。社会からの要請に対応した学習内容は、

ともすれば家庭科の存在意義を希薄化する可能性も否めません。  
それでは、私達はどのような資質・能力をもった家庭科教員を養成したらよいのでしょう

か。これには、いくつかの先行研究がありますが、堀内氏（横浜国立大学）は、家庭科教員

として求められる資質・能力を「家庭科教員の育成目標」として策定しています。その内容

は、５つの観点、つまり「家庭科教員としての基盤的資質」、「教科に対する知識」、「教科に

対する技能・技術」、「教科の指導と評価」、「教科マネジメント」で構成され、具体的かつ詳

細な 43 項目からなり、大変興味深い内容です。  
これらのことや、昨日の加治佐哲也先生による基調講演「『学び続ける教師』を支える教員

養成大学・学部の改革」を踏まえ、このシンポジウムでは「教員養成機関で育成したい家庭

科教員としての資質・能力」について討論することとしました。  
シンポジストは、４名の方々に依頼しました。それぞれの立場は次のようです。青木香保

里先生には家庭科教員養成の変遷について、高木幸子先生には学生を対象とした授業実践力

の育成について、工藤由貴子先生にはこれからの時代に期待される家庭科教員について、出

口毅先生には教員養成機関における学生に対する支援等についてご報告を頂きます。また、

コーディネーターは中村恵子先生にお願い致しました。  
シンポジウムでは、それぞれの報告を共有し、家庭科教員に望まれる資質・能力について、

参会者と共に考える場にしたいと思っております。  
 ご参会の皆様、どうぞよろしくお願い致します。  
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シンポジスト 

家庭科教員養成に関する変遷と現状 
愛知教育大学  青木  香保里  

 

１．はじめに 

戦後の教育改革において新教科として誕生した家庭科は、幾多の紆余曲折を経た現在、「男

女共学共修」の教科として小学校・中学校・高等学校の教育課程に位置づいている。1989 年

告示の学習指導要領以降、中学校・高等学校の教育課程において家庭科の共学共修が展開す

る一方で、教育課程にみる家庭科の時間数(単位数)を概観すると教育内容の変更や追加等が

行われているにも関わらず時間数(単位数)の増加はなく、横ばい若しくは減少傾向にある。

このことに加え少子化に伴う学校規模の縮小もあり、家庭科を専門とする教員採用者数や専

任の家庭科教師が占める割合は大きく減少しており、さまざまな課題を抱えている。教員養

成は教員免許制度に則り養成が行われている。主流である相当免許状主義による養成のほか、

免許状主義の例外として「特別非常勤制度」「免許外教科担任制度」がある。家庭科を専門

に担当する教師における免許状主義の例外が占める割合が年々増加する現状にある。また、

教師の仕事や業務の多忙化が加速するなか、授業や教科運営等に必要となる十分な研修の機

会を持てず困難を抱える家庭科担当教師は相当数にのぼると推察できる。また、1990 年代以

降、大学・短期大学の学部・学科の改組や新設等が相次ぎ、家庭科を専門とする教師が修め

てきた学問的背景やキャリア等も多様化を帯び、現在に至っている。報告では、家庭科教員

の養成に関する変遷と現状に関する検討を通して、家庭科教師の専門性向上に関する現状と

課題を把握し、今後の家庭科教員の養成と家庭科教師の専門性向上に関する話題提供を行う。 
２．教員の資質向上をめぐって 

平成 27 年 12 月 21 日、中央教育審議会は「これからの学校教育を担う教員の資質能力の

向上を目指して～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」と題した答

申を提出した｡同答申では「新たな知識や技術の活用により社会の進歩や変化のスピードが

速まる中、教員の資質能力向上は我が国の最重要課題であり、世界の潮流でもある。」とし

て、教員政策の重要性を掲げ「教育の直接の担い手である教員の資質能力を向上させること

が最も重要」と記している。また、「社会変化が加速し、また新しい教育への期待が高まる

中、教員一人一人が、その職は高度に専門的なものであり、国家社会の活力を作り出す重要

な職であるとの誇りを持ちつつ、高い志で自ら研鑽することの重要性」1)と記し、教師とい

う職業が有する「専門」と教師の「研修」に言及している。 

３．「専門職性」と「専門性」をめぐって 

教師という職業が有する「専門」に関わって、今津孝次郎による教師の「専門職性」「専

門性」に関する概念は参考になる。今津は、「『専門職性 professionalism』は『教職が職

業としてどれだけ専門職としての地位を獲得しているのか』という点を問題にする教師の職

業的『地位』に関わる概念であるのに対し、『専門性 professionality』は、『教師が生徒

に対して教育行為を行う場合に、どれだけの専門的知識・技術を用いるか』という点を問題

にする教師の『役割』ないし『実践』に関わる概念」と整理している 2)。 

引用文献 1)文部科学省 HP（2018 年 5 月 31 日閲覧） 

2)今津孝次郎『変動社会の教師教育』名古屋大学出版会、1996 年、p.43 
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検討に際し用いた資料は、

1)教育職員免許法に関する文献資料

2)教員養成の変遷に関する文献資料

3)研修の変遷に関する資料

方法
教師という職業が有する「専門」に関わって、本研究
では今津孝次郎による教師の「専門職性」「専門性」
に関する概念に依拠する。

『専門職性professionalism』は『教職が職業としてど
れだけ専門職としての地位を獲得しているのか』とい
う点を問題にする教師の職業的『地位』に関わる概念
であるのに対し、『専門性professionality』は、『教
師が生徒に対して教育行為を行う場合に、どれだけの
専門的知識・技術を用いるか』という点を問題にする
教師の『役割』ないし『実践』に関わる概念

（今津孝次郎『変動社会の教師教育』名古屋大学出版会、1996年、43頁より）

本報告では、教育職員免許法改訂を見据えながら、

教師という職業が有する「専門」に着目し、

1)家庭科に係る教育職員免許法の変遷

2)家庭科に係る教員養成の変遷

3)家庭科に係る研修の変遷

について検討し、

家庭科における「専門」とは何かを考える基礎的

検討を踏まえ、議論の手がかりを得ることを目的

とした。

同答申は、「新たな知識や技術の活用により社会
の進歩や変化のスピードが速まる中、教員の資質
能力向上は我が国の最重要課題であり、世界の潮
流でもある。」として、教員政策の重要性を掲げ、
「教育の直接の担い手である教員の資質能力を向
上させることが最も重要」と記している。また、
「社会変化が加速し，また新しい教育への期待が
高まる中、教員一人一人が、その職は高度に専門
的なものであり、国家社会の活力を作り出す重要
な職であるとの誇りを持ちつつ、高い志で自ら研
鑽することの重要性」と記し、教師という職業が
有する「専門」と教師の「研修」に言及している。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm

（文部科学省HP、2018年７月１日閲覧）

目的

平成27年12月21日中央教育審議会は、

「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上を
目指して～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの
構築に向けて～」

と題した答申を提出した。

家庭科教員の養成に関する変遷と現状

日本教育大学協会家庭科部門山形大会 2018年8月24日
於・山形テルサ

青木香保里（愛知教育大学）
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生涯学習社会
を自己教育力
で切り拓く国
民像－新学力
観の1989年改
訂－

１９８８（昭和６３）年改正教育職員免許法（抄）

小学校
一種 二種

教科 １８ １０

教職 ４１ ２７

中学校
一種 二種

教科 ４０ ２０

教職 １９ １５

高等学校
一種 －

教科 ４０ －

教職 １９ －

不透明な情報
化時代を生き
抜く国民像－
「生きる力」
志向の1998年
2003年改訂－

１９９８（平成１０）年改正教育職員免許法（抄）

小学校
一種 二種

教科 ８ ４
教職 ４１ ３１
教科又
は教職 １０ ２

中学校
一種 二種

教科 ２０ １０
教職 ３１ ２１
教科又
は教職 ８ ４

高等学校
一種 －

教科 ２０ －
教職 ２３ －
教科又
は教職 １６ －

グローバルな
知識基盤社会
で活躍する日
本的市民像－
「活用能力」
志向の2008年
2009年改訂－

２００８（平成２０）年改正教育職員免許法（抄）

小学校
一種 二種

教科 ８ ４
教職 ４１ ３１
教科又
は教職 １０ ２

中学校
一種 二種

教科 ２０ １０
教職 ３１ ２１
教科又
は教職 ８ ４

高等学校
一種 －

教科 ２０ －
教職 ２３ －
教科又
は教職 １６ －

教育職員免許法の改正がない時期における

学習指導要領にみる能力観と人間像をめぐる変遷（注１）

・経済復興に努力する勤勉な国民像

－系統主義の1958年・1960年改訂－

・高度経済成長下、生産性の高い目的追求型の国民像

－構造主義の1968年・1969年・1970年改訂－

・成熟社会で多様な価値観の国民像

－「ゆとり」志向の1977年改訂－

学習指導要領と家庭科に係る教育職員免許法の変遷

・学習指導要領にみる能力観と人間像をめぐる歴史的変遷(注１)

・教育職員免許法における教科に関する専門科目と教職に
関する専門科目の最低修得単位数の変遷

第２次大
戦後の民
主主義社
会を担う
市民像－
経験主義
の1947
年・1951
年学習指
導要領－

１９４９（昭和２４）年制定教育職員免許法（抄）

小学校
一級 二級

教科 ２４ １２

教職 ２５ ２０

中学校
一級 二級

教科 甲３０ 甲１５
乙１８ 乙１０

教職 ２０ １５

高等学校
一級 二級

教科 甲３０ 甲１５
乙１８ 乙１０

教職 ２０ １５

１９５４（昭和２９）年改正教育職員免許法（抄）

小学校
一級 二級

教科 １６ ８

教職 ３２ ２２

中学校
一級 二級

教科 甲４０ 甲２０
乙３２ 乙１６

教職 １４ １０

高等学校
一級 二級

教科 甲６２ 甲４０
乙５２ 乙４０

教職 １４ １４

戦後の教育改革と教員養成制度

１９４９（昭和２４）年 「教育職員免許法」成立
教員の資質と能力は法律で定めるところのものに変わる

「教育職員免許法」の 立法の精神

・民主的立法

・教職の専門性の確立

・大学における教員養成の制度化

・免許の開放性と合理化

・現職教育の合理化

（玖村敏雄『教育職員免許法施行規則 同法施行法施行規則解説（命令
編）』1949、学芸図書）

教育課程をめぐる略年表（その２）

1989（平成元）年 幼稚園教育要領改訂

小学校学習指導要領改訂

中学校学習指導要領改訂

高等学校学習指導要領改訂

1998（平成10）年 幼稚園教育要領改訂

小学校学習指導要領改訂

中学校学習指導要領改訂

1999（平成11）年 高等学校学習指導要領改訂

2003（平成15）年 小学校学習指導要領一部改訂

中学校学習指導要領一部改訂

高等学校学習指導要領一部改訂

2008（平成20）年 幼稚園教育要領改訂

小学校学習指導要領改訂

中学校学習指導要領改訂

2009（平成21）年 高等学校学習指導要領改訂

次期改訂

教育課程をめぐる略年表（その１）

1947（昭和22）年 学習指導要領一般編（試案）

1948（昭和23）年 学習指導要領一般編（試案）修正

保育要領（試案）

1951（昭和26）年 学習指導要領一般編改訂（試案）

1956（昭和31）年 幼稚園教育要領

1958（昭和33）年 小学校学習指導要領告示

中学校学習指導要領告示

1960（昭和35）年 高等学校学習指導要領告示

＊以下、告示形式

1964（昭和39）年 幼稚園教育要領改訂

1968（昭和43）年 小学校学習指導要領改訂

1969（昭和44）年 中学校学習指導要領改訂

1970（昭和45）年 高等学校学習指導要領改訂

1977（昭和52）年 小学校学習指導要領改訂

中学校学習指導要領改訂

1978（昭和53）年 高等学校学習指導要領改訂
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最近の動向をめぐって
• 「公共」と高校「家庭」 引用：文部科学省HPより（2018年7月25日閲覧）

家庭科に係る研修の変遷
研修とは？

「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず
研究と修養に努めなければならない」（教育公務員特例法第21条）

校内研修
教育センター（総合教育センター、教育研究所、教員研修センター、教職員研修センターを含む総称）

関連諸団体・研究会など

近年の動向：研修と講習が課せられている（「研修」は教特法、「講習」は教免法）

1989（平成元）年 初任者研修（初の法定悉皆研修）
2003（平成15）年 教職十年経験者研修（第二の法定悉皆研修）
2009（平成21）年 教員免許更新講習

＊「研修」は長期的に体系化されるものであるのに対し、「講習」は短期的で一時的
＊内容をめぐる課題

その一方で、教員をめぐる採用・雇用の多様化がすすむ現状
「特別免許状」(教員免許をもたないが優れた知識経験を有する社会人に付与・活用促進)

「正規採用教員」「任期付教員」
「臨時的任用職員」「再雇用教員」「非常勤講師」など

教員養成制度をめぐる変遷と家庭科の教員養成

1949（昭和24）年 教職の専門性の保証
「大学における教員養成」の原則 開放性の原則

1958（昭和33）年 各都道府県に教員養成を目的とする教育大学・教育学部
設置：教員養成の目的養成制

1971（昭和46）年 中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な
な拡充整備のための基本的施策について」
教員の再教育を目的とする新しい構想による大学院の
創設を提言

1986（昭和61）年 臨時行政改革推進審議会最終答申：教員養成学部等の
入学定員について速やかな見直しを提言

1991（平成３）年 大学設置基準大綱化：学部・学科名称の多様化
1997（平成９）年 教育職員養成審議会（第一次答申）：教職に関する科目

の修得単位数の充実等を提言
2015（平成27）年 中央教育審議会第184号答申において、「教職に関する

科目」「教科に関する科目」の枠を撤廃することを提案

③1988（昭和63）年改正教育職員免許法施行規則（抄）

④1998（平成10）年改正教育職員免許法施行規則（抄）

注）各専門科目ごとに１単位以上を習得するものとする。

中学校 高等学校

家庭経営学 ４
（家族関係学及び家庭経済学を含む）
被服学（被服製作実習を含む） ６又は４
食物学 ６又は４
（栄養学、食品学及び調理実習を含む）
住居学（製図を含む） ４又は２
保育学（家庭看護を含む） ２
家庭電気・機械 ２

家庭経営学 ４
（家族関係学及び家庭経済学を含む）
被服学（被服製作実習を含む） ６又は４
食物学 ６又は４
（栄養学、食品学及び調理実習を含む）
住居学 ４又は２
保育学（家庭看護を含む） ２
家庭電気・機械及び情報処理 ２

計 ２０ 計 ２０

中学校 高等学校

家庭経営学
（家族関係学及び家庭経済学を含む）
被服学（被服製作実習を含む）
食物学
（栄養学、食品学及び調理実習を含む）
住居学（製図を含む）
保育学（家庭看護を含む）
家庭電気・機械

家庭経営学
（家族関係学及び家庭経済学を含む）
被服学（被服製作実習を含む）
食物学
（栄養学、食品学及び調理実習を含む）
住居学
保育学（家庭看護を含む）

家庭電気・機械及び情報処理

家庭科に関する科目の最低修得単位数の変遷

①1954（昭和29）年教育職員免許法施行規則（抄）

②1958（昭和33）年改正教育職員免許法施行規則（抄）

中学校 高等学校

食品学、栄養学 ６又は４
被服学、衣料学 ６又は４
家庭管理、住居学、家族関係 ６又は４
育児、家庭看護学 ２
調理実習、衣服実習 ４

食品学、栄養学 ６又は４
被服学、衣料学 ６又は４
家庭管理、住居学、家族関係 ６又は４
育児、家庭看護学 ２
調理実習、衣服実習 ４

計 ２０ 計 ２０

中学校 高等学校

栄養学、食品学および調理実習 ６又は４
被服学（被服製作実習を含む） ６又は４
住居学（製図および家庭工作を含む） ４又は２
育児（家庭看護を含む） ２
家庭経営、家族関係 ２
家庭機械および家庭電気 ４又は２

食品学、栄養学 ６又は４
被服学、衣料学 ６又は４
家庭管理、住居学、家族関係

６又は４
育児、家庭看護学 ２
調理実習、衣服実習 ４

計 ２０ 計 ２０

専修免許の登場
1988年
：専修免許については、「教科、教職」は一種に同じ。
「教科または教職」は小学校３４、中学校３２、高等学校４０単位
1998年
：専修免許については、「教科、教職」は一種に同じ。
「教科または教職」は小学校３４、中学校３２、高等学校４０単位
2008年
：専修免許については、「教科、教職」は一種に同じ。
「教科または教職」は小学校３４、中学校３２、高等学校４０単位

最近の動向
・2015（平成27）年中央教育審議会答申第184号
これからの学校教育を担う教員の資質能力の
向上について～学び合い、高め合う教員養成
コミュニティの構築に向けて～（答申）

・教職課程コアカリキュラムの提示（現在）

（注１）水原克敏『学習指導要領は国民形成の設計書 その能力観と人間像の歴史的変遷』

東北大学出版会、2010年
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おわりに
コメニウス(1592-1670) 『大教授学』(1657)
・あらゆる人に あらゆる事柄を教授する

普遍的な技法（「汎知主義」：些末な
あるいは非本質的な教育内容の排除・
教えるべきことへの熟慮）

・わずかな労力で 愉快に 着実に

『世界図絵』(1658)
・世界最初の絵入り教科書
・「心が英知へ、舌が雄弁へ、そして手が人生の活動を勤勉

に引き受けることへと整えられる時、それは完全となるで
しょう。これらはその時、人生の塩(SAL)、つまり認識する
こと(sapere)、行なうこと(agree)、話すこと(logui)、となる
るのです。（中略）感覚的事物を理性で把握できるように、
感覚に対して正しく提示されることが、これの基本です。

結果
１）1998（平成10）年改正教育職員免許法を境として

「教科に関する専門科目」の最低単位数は半減し、

現在に至っている。

２）1991（平成３）年「大学設置基準の大綱化」を境に、

大学における教育の「高度化」「専門化」などが謳わ

れる一方で、「多様化」が進行している。

３）研修と講習をめぐる多様化がすすむ一方で、研修と

講習の機会や内容をめぐる課題が山積している。

・義務教育学校の登場と、家庭科 資料は朝日新聞朝刊2012年3月25日

2015年6月 学校教育法一部改正

学制改革の一環として

新たに設けられた９年間一貫の

「義務教育学校」制度

・高校「家庭」の内容をめぐって

学習指導要領（2018年3月30日告示）にみる変更

高校「家庭基礎」「家庭総合」とも

「３ 内容の取扱い」（２）アにみる記述

「（前略）（４）のアの（ア）については、食事、

着脱衣、移動など高齢者の心身の状況に応じて工

夫ができるよう実習を扱うこと。（イ）について

は、高齢者福祉の基本的な理念に重点を置くとと

もに、例えば、認知症などの事例を取り上げるな

ど具体的な支援方法についても扱うこと。」

≪シンポジウム≫
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シンポジスト 

「教員養成機関で育成したい家庭科教員としての資質・能力」 
新潟大学  高木  幸子 

 

１．はじめに 

中学校家庭科教員、教育行政勤務を経て 2004 年 4 月から家庭科教員養成にかかわり、

これからの教員に必要な資質・能力、とりわけ授業実践を支える力量形成を研究主題とし

て過ごしてきた。教員養成段階におけるこれまでの取り組みに基づき述べる。  
２．授業実践に求められる力量  

  教師の力量形成にかかわる初任教師と熟達教師の違いや熟達モデルに関する先行研究の

分析から、教員養成カリキュラムを構成する際に留意すべき点として以下を整理した。 
①  教師の専門的力量として知識・技術、態度の向上、とりわけ発達段階の差への対応とと

もに生徒の多様性に細やかに対応する力が必要。  
②  授業者に求められる力量として、授業の内容にかかわる専門的な知識をもち、実際の授

業を行う技術や判断ができることが必要。  
③  教師の成長を支える鍵概念として「省察」「自己調整」が重要。  

３．家庭科教員養成カリキュラムの開発・実践から見えてきたこと 

模擬授業実践の機会を保証することを前提として、以下の３科目を構成した。  
・科目 A（２年次後期）：教える内容を踏まえて授業を構想注）（家庭科授業の理解）  
・科目 B（３年次前期）：構想授業を具現化、自己評価や相互評価などによる確認・改善  
・科目 C（３年次後期）：子どもの学習評価、授業評価  

科目 A を通して、教材研究の大切さ、教師が意図をもって授業を行うこと、生徒の立場

に立つことの必要性を学んでいた。科目 B を通しては、学生は自身が意識して取り組んだ

内容に関して省察する傾向が認められたことから、相互評価や全体的な評価項目を示すこ

とが必要。他の学生の授業を見ることは自分に足りない視点に気づく、授業を改善する機

会の重要性が認められた。科目 C では、自分の教育実習の授業や他の教員の授業を分析対

象とすることで課題の自覚につながっていた。  
４．教員養成段階で学生が協働的に学ぶ機会 

  上述した授業科目とは別に、３年次の２月にゼミ学生が協力して授業開発と実践を行う

機会を持ってきた。学生は、５時間程度の授業の構想・準備・実践の全てを経験する。教

育実習よりもはるかに重い責任を負うが本物に近づくとともに、チームワークを形成する

ことは卒業後の密なつながりに生きていると思われる。  
５．卒業後の教師としての成長と授業実践 

  8 名の学生の大学３年次の春期・秋期教育実習授業と卒業２年後の授業を比較した。そ

の結果、教授行動の時間（割合）は変わらなくても教授行動の切り替えが異なることで、

より柔軟な授業の振る舞いが確認できた。また、ワークシートや配付資料はより深く考え

させる教材が作成できるように変容していることを確認してきた。  
注・参考文献  ・注：2 年次後期科目は、現在は 3 人の教科専門の教員が協同実施している。  

・高木幸子（2016）『家庭科授業がわかる・できる・みえる：家庭科教員養  
成における授業実践力の養成』教育図書、p.143 
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２.3 科目Ｃのカリキュラム

●目標の理解、全体像の理解

●学習評価演習

●授業評価演習

●自身の授業、他授業を

対象とした分析・整理

• 課題認識

• 家庭科授業の見方・考え方を

整理
●2回の模擬授業（実際に授業を行う→授業の課題を改善する）

●自己評価と相互評価→課題の整理→省察

●目的意識・自分なりの整理 ★教育実習の経験を授業とつなぐ

２.2 科目Bのカリキュラム

知識 知識構想・実践 省察 改善・実践 省察

★

• ねらい：家庭科授業を理解する

□家庭科の特徴の理解

・社会変化への対応（自立と共生）

・よりよい生活実現に向かう

・実践的・体験的な活動の意義

●教師の立場から考える

●生徒（学生）の立場から考える

●教師と生徒両方の立場を踏まえて考える

２.1 科目Aのカリキュラム 教師の立場 生徒の立場２．家庭科教員養成カリキュラムの開発実践（中等）

• 各科目の中に、PDCA構造をつくる。

• 科目を繋いで、大きなPDCA構造をつくる。

科目A：
中等家庭科教育法Ⅱ

（２年次後期）
・教材研究
・授業構想
・家庭科授業の理解

科目B：
中等家庭科教育法Ⅲ

（３年次前期）
・構想を具現化
・模擬授業実践
・自己評価・相互評価

科目C：
中等家庭科教育法Ⅳ

（３年次後期）
・学習評価・授業評価
・授業実施と授業改善
の関係

ダブル
ループ
構造

参考：文献２～文献５

１．教員養成カリキュラム構成の留意点

• 教師の力量形成にかかわる初任教師と熟達教師の違いや熟達
モデルに関する先行研究の分析から・・・

①教師の専門的力量：知識・技術、態度の向上

とりわけ発達段階の差への対応＋生徒の多様性への対応

②授業者に求められる力量：

授業内容にかかわる専門知識＋実際の授業を行う技術や判断

③教師の成長を支える鍵概念：「省察」「自己調整」

参考：文献１ ｐ39-42

「教員養成機関で育成したい家庭科教員としての資質・能力」

-授業実践にかかわる力量に注目して-

第31回 日本教育大学協会全国家庭科部門大会

平成30年8月24日山形テルサ（シンポジウム資料）

新潟大学 高木幸子
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相互理解

• 授業が5時間分つながっているため、ひとりが内容を変えて
しまうと他の授業内容にも大きく関わっていく。共有するこ
とで考えの食い違いを防ぎ、よりスムーズに進めることがで
きる。

授業内容の質

• 内容を検討する際に、互いに意見交流を行うことで、一人で
考えてきた内容よりも、質の高い展開を考えることができる。

柔軟な対応

• MT,STという形態に慣れていないこともあり、意思疎通が
うまくいかないことがあった。指導案を作成する段階でたく
さん相談を重ねていたため、互いに十分理解していると過信
していたが、入念な確認が必要だったと反省した。

８. 協働的な取り組みの学び７．教員養成段階で学生が協働的に学ぶ機会

• ３年次（２月）にゼミ学生が協力して授業開発と実践を行う
機会

• 2005年から継続して実施

• ５時間程度の授業構想・準備・実践の全てを経験

• 教育実習よりもはるかに重い責任

参考：文献６

６. 初等家庭科教育法カリキュラム

• 受講者数が多い場合の対応が難しい。

（前期受講者 80名前後、後期受講者 200名前後）

• 現在の模擬授業に関わる流れ

①グループで検討・授業構想

→②交流会と代表選出

→③模擬授業の実施と全体交流

→④担当時間の授業の指導構想改善

他教科の教科教育法の教員からの情報収集中

５. 初等家庭科教育法カリキュラム

• 再課程認定のコアカリキュラムを踏まえ検討中

科目A（中等家庭科教育法Ⅱ）

• 衣食住の教科専門教員が担当

• 教科専門の立場からの助言（学生の教材研究や指導構想）

科目B（中等家庭科教育法Ⅲ）

• 春期教育実習での経験とのリンク・意識付け

• 科目C（中等家庭科教育法Ⅳ）

• 自分の授業の省察

（教育実習ビデオ→模擬・改善授業ビデオ）

４．カリキュラムの改善視点と現在

• 科目A：教材研究の大切さ、教師が意図をもって授業を行う

こと、

生徒の立場から授業を考えることの必要性

• 科目B：学生は自身が意識して取り組んだ内容に関して省察

する

傾向→相互評価や全体的な評価項目を示すことが必要。

他の学生の授業を見ることは自分に足りない視点に気づく。

授業を改善する機会の重要性。

• 科目C：自分の模擬授業や教育実習授業、他の教員の授業を

対象とすることで課題の自覚、改善視点を考える枠

組みの広がりにつながる。

３．学生の学び
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成において教科指導の力をつけるプログラムの検討、新潟大学教育学部研究紀要第９巻第
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学び続ける教員像 （文部科学省，2012）

中教審答申「教職生活の全体を通じた資質能力の総合的な

向上方策」

• 「教えの専門家」＿教科指導の専門知識・技能を支える専門性

• 「学びの専門家」＿学習指導方法や学習の評価方法を改善する

など，視点から授業を改善できる専門性

• 教科専門と教科教育を担当する教員の連携

→ 専門性を高める、教材研究を深める 科目間の連携

13. 現在、求められている姿から

参考：文献８～9

成果

• 養成段階 指示・発問など教師の用いることばや授業場
面での状況判断や子どもとの人間関係づくりに成長

• 養成段階＋勤務校で→指導過程と板書

（授業者が習得する基礎技術

→子どもへの対応や受け入れ、多様な働きかけ）

課題

・内容の違いだけでなく、質的な違いへ

12. 養成段階から初任期の授業実践力の変容

・秋期教育実習を起点として得点差を累計
・差が大きい要素に注目（★印）

・★項目の記述内容をまとめると、
●意図が伝わる学習課題により興味・関心
を高め、学習者が活躍できる場を設定する
姿、机間巡視により児童生徒の実態を把握
し、思考に沿ったワークシートを用いて授
業を展開し、学習目標に正対したまとめを
行う姿への変容

11.秋期教育実習起点→勤務校授業の
変容

指導過程：項目9～16
教材：項目31

・4人の春期教育実習を起点として授業
得点差を類型する。

・大きな差が見えた要素に注目（★印）

・★項目の記述内容をまとめると、
●学習内容を正確に、わかりやすい声量
でテンポよく説明し、板書や教材を子ど
もにとって分かりやすくよいタイミング
を見極めて提示する方向への変容

教師のことば：項目17～20
状況判断：項目21～23
板書：項目27

10.春期教育実習→秋期教育実習の
変容

９. 養成段階から初任期の授業の変容

• ４名の学生の大学３年次の春期・秋期教育実習授業と卒業２年
後の授業を比較

• 評価者は３名（豊富な授業観察経験有り、指導的立場の者）

• 授業評価の手順

①各授業の学習指導案、授業の発話データ、時系列に示した教

授・学習行動データを確認

②各授業のビデオ映像を視聴し評価シートの項目・基準に基づ

き評価

※3人の評価結果をすり合わせることはしない。
参考：文献７
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シンポジスト 

家庭科の“これからの時代” 
元横浜国立大学教授   工藤  由貴子 

 
１．はじめに  

新しい時代の教育の骨格が示された。AI、ロボット、クラウド、ビッグデータ等々、進化

のスピードを加速化させる科学技術。超高齢社会、成年年齢引き下げ、持続可能な社会づく

りといった多くの社会的課題。大きく変化する社会を生きる子どもたちに、何を準備しなけ

ればならないか。その中で家庭科の担う部分は何か。  
本報告では、新課程の全体像から家庭科の位置を確認し、家庭科の力を存分に発揮できる

“家庭科のこれからの時代”をどうつくるかを考えてみたい。  
２．新課程にみる教育の課題 

「これからの時代」の教育課題として、「学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感

しながら、自らの能力を引き出し、学習したことを活用、生活や社会の中で出会う課題の解

決に主体的に生かしていける力をつける」「自然災害の発生、情報化、グローバル化、安全に

関する環境の変化が著しい中、自ら情報収集し、意思決定、行動選択を行うことができる力

を育む」「多様な人々と互いを尊重しながら協働し、よりよく生きる上で必要なものを身につ

け、自分はどのように生きるべきかを問いながら、自らの生き方を育んでいけるような力を

つける」というように、家庭科の課題アプローチの方法や家庭科の学びを通じて育む資質・

能力が挙げられている。  
家庭科の学びをより一層充実させることがこれからの社会を豊かにするのだ！と私たちは

自信を強め、教科の充実に向けてなお一層の努力を誓う。しかし、教育界全体はその認識を

共有してはいないようである。安全・安心な生活の基盤を揺るがしかねない多くの社会的課

題がある中で、生活する人の視点でそれらを捉え、より豊かなものをつくりあげる家庭科的

なものに対する期待は大きい。にもかかわらず、それが家庭科の充実に結びついていかない

という不思議な現象を前に、いったいそれは何故なのか、疑問は大きくなるばかりである。 
３．家庭科の「これからの時代」 

けれども、ここで立ち止まっているわけにはいかない。子どもたち一人ひとりが揺るぎな

い生活の基盤を築くために、豊かな家庭科の学びをもっと多く届けなければならない。そし

て、ここから、私たちの社会を少しでも暮らしやすい社会へと変革していくために、社会の

様々な局面で家庭科を十分に実践していかなければならない。そのために私たちは何をして

いけばいいのだろうか。  
①新課程の全体像から教育課程全体における家庭科の位置を確認、  
②家庭科の力にかかっている部分を明らかにし、  
③その力を存分に発揮できる“家庭科のこれからの時代”をどうつくるかを考えてみたい。 
そこから「家庭科教員に望まれる資質と能力」に対する答えが見出せるのではないかと思

う。そして、そのような資質・能力をもった教員の輩出、後継者育成に係る人材育成の司令

塔として、また、家庭科という教科を創る研究推進の中核として、教員養成大学に寄せる期

待は大きい。  
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家庭科独自の視点

生活の営みに係る見方・考え方

家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、

協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、

持続可能な社会の構築等の視点で捉え、よりよい生活を
営むために工夫すること

小中高等学校での学習を貫く視点

Ｙａｍａｇａｔａ2018

１．学習指導要領改訂のポイント
教科独自の資質・能力の追究

知識・情報・技術をめぐる変化の早さが加速度的
情報化、グローバル化の予測を超える進展
変化への対応のみならず変化を乗り越え新たな価値の創造に向かう力
豊な人生を切り拓く 持続可能な社会の創り手を目指す

―３つの柱―
① 何を理解しているか、何ができるか

（生きて働く「知識・技能」の習得）
② 理解していること・できることをどう使うか

（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成）
③ どのように社会と関わり、よりよい人生を送るか

（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」の
涵養）

Ｙａｍａｇａｔａ2018

１．学習指導要領改訂のポイント
育成をめざす資質・能力の明確化

 教職員間、学校段階間、学校と社会との相互連携

 初等中等教育全体の姿を描く

教科横断的な視点

社会とのつながりを意識した学校つくり

現実の社会との関わりの中で子どもたち一人ひとり

の豊かな学びを実現する

地域の人的、物的資源の活用

Ｙａｍａｇａｔａ2018

１．学習指導要領改訂のポイント
社会に開かれた教育課程

＊「学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら、自
らの能力を引き出し、学習したことを活用、生活や社会の中で出
会う課題の解決に主体的に生かしていける力をつける」

＊「自然災害の発生、情報化、グローバル化、安全に関する環境
の変化が著しい中、自ら情報収集し、意思決定、行動選択を行う
ことができる力を育む」

＊「多様な人々と互いを尊重しながら協働し、よりよく生きる上で必
要なものを身につけ、自分はどのように生きるべきかを問いながら、
自らの生き方を育んでいけるような力をつける」

Ｙａｍａｇａｔａ2018

１．学習指導要領改訂のポイント
求められている資質・能力

本報告では、“これからの時代”を、

新学習指導要領のもとで新しいカリキュラムを展開させていくこ
れからの約10年間 と捉え、

平成28年12月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の改善及び必要
な方策等について」「新学習指導要領」を読み解きながら、以
下について検討する。

１．新課程の全体像から今回の改訂のポイントを確認

２．“これからの時代” 家庭科に求められる資質・能力

３．新しい時代の家庭科の資質・能力をどうつくるか

４．教員養成大学にしかできないこと
Ｙａｍａｇａｔａ2018

本日の内容

Ｙａｍａｇａｔａ2018

平成30年度日本教育大学協会全国家庭科部門大会
シンポジウム

「教員養成機関で育成したい家庭科教員
としての資質・能力」

家庭科の“これからの時代”

元横浜国立大学教育人間科学部教授

工藤由貴子
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（２）「家庭科で行う」 から 「家庭科を行う」への転換

「消費者教育」➽ 家庭科の中に取り入れる でなく

家庭科として行う ➽ 「家庭科の消費者教育」へ

「高齢社会の課題」➽ 家庭科の中に取り入れる でなく

家庭科として行う ➽ 「家庭科の高齢社会の課題」へ

「生活の変化」 ➽ 家庭科の中に取り入れて教える でなく

家庭科として行う ➽ 「生活を拓いてライフスタイルを創る」

現代的課題に対応した教科横断的なテーマへの家庭科のアプローチ

Ｙａｍａｇａｔａ2018

３．新しい時代の
家庭科の資質・能力をどうつくるか

（１）個人、家族、コミュニティを総体として扱う視点と方法

家庭科は個人、家族、コミュニティの生活を扱う

自分の生活と地域との関わり

自分の生活の問題から入り、参加、協働、合意形成しながら社会

の問題へとつなげていく力を獲得していく

➽ 個人、家族、コミュニティを総体として扱う視点と方法

他の専門にはない視点で課題を発見し、乗り越える方法を

見出すことができる

Ｙａｍａｇａｔａ2018

３．新しい時代の
家庭科の資質・能力をどうつくるか

（１） 個人、家族、コミュニティを総体として扱う視点と方法

（２） 「家庭科で行う」 から 「家庭科を行う」への転換

（３） 「このことができるか」 から 「何を、どうやるか」

家庭科で育む

「生活欲求の全般にわたる関心・意欲」

「やりきる力」「協力する力」「過程を味わう力」

Ｙａｍａｇａｔａ2018

３．新しい時代の
家庭科の資質・能力をどうつくるか

生活の質の追求 環境・福祉へのニーズの高まり

成熟社会を生きる

環境醸成の力

「自分や家族の欲求を満たすためにうまくものを購入し

次々に生み出される新しい技術をうまく使いこなす

選択的な物資の購入や使用 消費者としての社会的自立

与えられた選択肢をうまく選択することによって

ライフスタイルを創る」 を超えていく力

Ｙａｍａｇａｔａ2018

２．“これからの時代”
家庭科に求められる資質・能力

今後の社会の急速な変化への主体的な対応はAIやコンピュータに
負けない人間教育
「知識・情報・技術をめぐる変化、情報化、グローバル化の進展」に対応し
ていく知識・技術を次々に身につけるという態度から、（知識はコンピュー
タにかなわないので）人間としてどう考えどう生きていく必要があるかを自
らの課題として考え、実践できる力

一人ひとりが知識をどんどん増やして自己防衛、自己責任を進めていく
➽ 誰もが安心していきていけるしくみ 生活の仕方、関係性の追究

生活の科学化 ➽ 科学の生活化

人間の生活の視点をもつ専門家になること

Ｙａｍａｇａｔａ2018

２．“これからの時代”
家庭科に求められる資質・能力

 主体的・対話的で深い学びの実現に向かうには、

基本的なこと・科学的理解の追究
実践的な体験的な学習活動、正解のない問い、
「今」から、「よりよい生活の実現」へと向かう家庭科は、
多様な考え方、価値観や人生設計の違いを超えて、
そこに盛り込まれるべき基本的なことを理解する力をつける

基礎・基本となる「ものの捉え方」「ものの考え方」について繰り返し学習で
きる機会の確保

考えたり、調べたりすればよいことと、いつでも頭に置いておかなければな
らないことの吟味

Ｙａｍａｇａｔａ2018

２．“これからの時代”
家庭科に求められる資質・能力
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・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
指導要領の改善及び必要な方策等について」平成28年12月
・小学校学習指導要領解説 家庭編 平成29年7月
・中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 平成29年7月
・高等学校学習指導要領 家庭編 平成30年7月
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new‐cs/1407074.htm

Ｙａｍａｇａｔａ2018

参考文献

家庭科という教科を創る中核となる司令塔として

後継者育成に係る人材育成機関として

教育研究を推進する部隊として

教員養成大学から発信する「家庭科からの発想」

「家庭科の諸課題への対応」を超えていく

Ｙａｍａｇａｔａ2018

おわりに

家庭科という教科を束ねる場
・家庭科の全領域が揃っている まんべんなく学び、領域を通して力のあ
る学生、家庭科全体を見通す力をもった学生の輩出
・「家庭科としての教育」についての研究の推進

特に今回の改訂に関わって発揮できる強み
 小・中・高等学校の教員養成を行っている

初等中等教育全体像 小中高等学校の連携
 他教科も揃っている

他教科との連携
 地域との繋がりも深い

地域資源の活用、附属校との連携
開かれた教育課程

Ｙａｍａｇａｔａ2018

４．教員養成課程にできること
（しかできないこと）

（３）「このことができるか」から「何を、どうやるか」

どういう生活がしたいのか生活欲求をもつ－そのために何をどのように
整えるか方法・知識・スキルの習得―欲求の充足 新たな意欲という

「人間の欲求充足過程のすべてへの関与」

「やりきる力」「協力する力」

➽

社会に開かれた教育課程の実現

カリキュラム・マネジメントの中核として発揮するリーダーシップ
Ｙａｍａｇａｔａ2018

３．新しい時代の
家庭科の資質・能力をどうつくるか

≪シンポジウム≫
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シンポジスト  
教員養成における資質・能力を育成するための学生支援 

山形大学   出口 毅  
 

１．話題の背景 

 来年度から再課程認定による新たな教員養成が開始されるが、教員養成機関である大学に

は絶えず改革が迫られている。大学を取り巻く状況の変化は、①社会、②大学教育、③学生

に大きく起因する。18 歳人口の減少、IoT や AI の進化、グローバル化などは社会の変化で

ある。アクティブ・ラーニングに代表される学び中心の教育への転換、質保証、財政圧迫な

どによる教教分離や教育資源の集中などは大学教育の変化である。そして、学力や学ぶ意欲

の低下、他者とのつながりの希薄化、心の問題を抱えている学生の増加などは学生の変化で

ある。これらの変化による影響は、教員養成の現場も例外ではない。教員としての資質・能

力を育成するためには、学生の学びと成長を促進する教育的な機能の一つとして学生支援に

ついても考慮する必要がある。  
 
２．学生支援の現状と課題 

 独立行政法人  日本学生支援機構では、学生支援の実態を定期的に調査している。たとえ

ば、学生支援の領域は、①修学・学習支援、②キャリア教育、③就職支援、④対人関係、心

理・性格の相談、⑤メンタルヘルスの支援、⑥障害のある学生への支援、⑦生活支援、⑧経

済的支援、⑨留学生への支援、⑩課外活動支援が項目として挙げられている。その結果、特

に重視されたのは、修学・学習支援と就職支援である。  
 家庭科教員としての資質・能力を育成することに当てはめるなら、資質能力を育成する学

びを支援し、家庭科教員として就職できるよう援助することが必要となる。学びを支援する

ことは、大学を中心とする教員養成機関ではかなり重点を置いてきたのではないだろうか。

一方で、中高の教育現場での担当授業時間削減や専任教員の減少などの問題から、就職支援

は大きな課題を抱えている。 

 大学生の多様化と、それに伴う支援ニーズの増大に対しての対応を大学等が迫られる中、

教員数削減や効率化などにより、支援の充実についての認識と実態は乖離している。  
さらに、学生支援の量的・質的な拡大が、学生の資質・能力を育てるどころか、むしろ学

生自らの学びを阻害する可能性をもはらんでいる。  
 

３．成長を促す学生支援 

 新学習指導要領に対応できる教員の資質・能力の向上には、もう一度、学ぶことの意義を

見直す必要がある。その資質・能力を生活や社会で生きて働く力として高めるには、学生の

成長を促す支援のあり方を考えることが重要である。キーワードは「自立」である。  
 生活をよりよくしようと工夫する資質・能力は、子どもだけでなく、家庭科教員をめざす

学生あるいは大学教員等にも求められるのであろう。そこで、学生が社会に出て自立して生

活していくための具体的な支援を考えてみる。また、大学教員による支援を最適にするため

に解決すべき課題を明確にし、その解決方法をさぐってみる。 
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教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■ベネッセ教育総合研究所 第3回大学生の学習・生活実態
調査報告書 ダイジェスト版 [2016年]より

05

図1 大学における学生支援の類型

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■山田（2017）による学生支援の整理

04

学 習

学生生活

正 課正課外

初年次教育など

②

①

③～⑩

① 修学・学習支援

② キャリア教育

③ 就職支援

④ 対人関係，心理・性格の相談

⑤ メンタルヘルスの支援

⑥ 障害のある学生への支援

⑦ 生活支援

⑧ 経済的支援

⑨ 留学生への支援

⑩ 課外活動支援

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)調査～支援領域～

03教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■養成機関である大学を取り巻く状況の変化

02

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■はじめに：提案の概要
01

養成機関である大学を取り巻く状況は変化している。
変化の影響により、学生支援を考慮する必要が増
している。
■学生支援の現状と課題－独立行政法人日本学生支援機

構(JASSO)の調査から－
１．修学・学習支援
２．就職支援
３．支援の充実についての認識と実態の乖離
４．学生支援の拡大と資質・能力の育成

■学生の学びを促す学生支援－ベネッセ教育総合研究所の
調査から－

１．学ぶことと自立

２．自立のための支援

第31回日本教育大学協会全国家庭科部門

山形大会シンポジウム 2018/08/24

教員養成における資質・能力を
育成するための学生支援

山形大学副学長・地域教育文化学部長

（学術研究院 教授）

出口 毅
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ご清聴ありがとうございました。

ベネッセ教育総合研究所 第3回大学生の学習・生活

実態調査報告書 ダイジェスト版 [2016年]
（https : //berd .benesse . jp/koutou/research/deta i l1 .
php?id=5169）
独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 大学等に

おける学生支援の取組状況に関する調査
（https://www.jasso.go.jp/about/statistics/torikumi_chosa/index.
html）
山田剛史（2017）．学生支援と自立のパラドックス

『心理学ワールド 』No.77，27－28．

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■文献

09

養成と採用の実際：普通免許授与件数 1,826（H28,中学校家庭）
1,632（H28,高等学校家庭）

採用者数 7,751（H29,中学校全体）
4,827（H29,高等学校全体）

養成機関としての大学の役割は？

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■おわりに

08

教員養成系大学・学部

「縮小と統合」

量的維持は
可能なのか？

〇大学教育のあり方

・これまでの依存的関係を延長するような学生支援でよいので

あろうか

〇自立のために

・学生の試行錯誤

・失敗経験による学び

・大学教員による支援 → 友人などの支援

教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■学生の学びを促す学生支援

07教員養成における資質・能力を育成するための学生支援

■家庭科で育成を目指す資質・能力と学生支援の関連

06

①日常生活に必要な家族や家庭、
衣食住、消費や環境等についての
基礎的な理解を図るとともに、それ
らに係る技能を身につける。

②日常生活の中から問題を見出して課
題を設定し、様々な解決方法を考え、
実践を評価・改善し、考えたことを表現
するなど、課題を解決する力を養う。

③家庭生活を大切にする心情を育み、家族や地域
の人々との関わりを考え、家族の一員として、生活を
よりよくしようと工夫する実践的な態度を養う。

「何を教えるか」から「何ができるようになるか」へ：学生支援の拡大でよいのか？「

◆支援に対する認識と実態の乖離がある。 ※ベネッセ教育総合研究所調査より
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＜質疑応答＞ 

 

中村先生：質問票に対するご回答を青木先生から順にお願いいたします。 

 

青木先生：私に対する質問は、「家庭科教員に求められる資質・能力を育成するには、免許法

の五つの枠組み（趣旨のページ参照）では、非常に課題があると思われるので、この点につ

いてご意見を」ということですが、五つの枠組みをつなぐような形で、相互に連携、接続す

るような部分が必要ではないかと思います。また、その五つの枠組み自体で本当によいのか

を、私たち一人ひとりが考えていく必要があると思っています。 

 

高木先生：いろいろ質問をいただきました。まず「現在、実践されている科目 A の具体的な

内容を」ということですが、現在は、衣食住の教科専門の先生方に教材研究と授業作りの構

想まで関わっていただいています。当初、学生たちに、授業を考えさせたり教材研究させた

りする中で、専門教科の先生に原案を持っていってアドバイスをもらうよう指導しました。

その後、教科専門の先生方に授業を完全に任せ、私は科目 A で作った授業を科目 B に引き継

いで、具現化する形にしています。 

 「科目 A の車いすの介助方法が危険な様子だった」というご指摘をいただきました。確か

に危険な点はあったので、その点で反省はあるものの、事前に把握できていたので付いて見

ていました。「ちょっとした階段がとても大変だ」と気づいたり、あるいは班によっては何に

も気が付かなかったり、実際にやることで得られる価値があったと思います。 

 「科目 A の中で、関わっていただいている先生方は、教職課程認定の審査に耐えられる業

績をお持ちか」という質問ですが、先生方の業績についてはよく分かりません。 

 次に、「協働体制をどう組めるか」ということですが、教科専門の先生方も、本来する必要

のない仕事が突然やってきたという実感をお持ちかもしれないので、私自身の置かれている

状況を説明し、助力を乞う中で、可能なことをしていただいているのが実情かと思います。

実際に、教員を目指す学生たちが目の前にいる訳ですから、現場で通用する教員を養成する

ために、専門的な切り口でできることを各々がやるのは、やはり必要なことだと思いますの

で、大変ありがたいと思うだけです。 

次に、「教材研究の大切さを十分に実感するために、どういう工夫をしているか」です。工

夫というと難しいですが、いつも「できるだけリアルに、本番の授業みたいに作れ」と言っ

ています。例えば、言葉で済ませられるものも配布資料に、黒板に提示する資料をより正確

に、ワークシートは 5～10 分しか使わなくても 1 時間分の流れを含めて等、できるだけ実際

に近づけるよう求めます。 

 それから、「教育実習と科目 B」の関わりについて、「時期と内容の関連はどうなっていま

すか」です。春実習が 6 月、秋実習が 10 月で、2 週間・2 週間です。春実習は 2 回の模擬授

業の真ん中に入るようにしていますが、秋実習は、特に授業とは絡めていません。 

 

工藤先生：先ほど、「『家庭科で行う』から『家庭科を行う』というところへの転換を」とい

う中で、「高齢社会の課題も、『高齢社会の課題を家庭科に持ってきてやる』のではなく、『家

庭科の、高齢社会の課題』というようにして勉強していくという発想の転換が必要ではない
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かと」いう話をしました。私に対する質問ですが、「そういう勉強をするということは、とて

も興味深いが、そうすると、家庭科が家族介護を推奨するような誤解を招くのではないか」

という質問でした。 

新しい学習指導要領に沿って教えていくこれからの 10 年は、これまでのような、家族介護

でやっていけるような時代ではないということは大前提になると思います。超高齢社会を生

きる人間としての基礎的な考え、素養、そして、基礎的な知識として、高齢者と向き合うと

いうことが必要だと認識することが大事だと思います。家庭科で行う高齢社会の勉強という

のは、個人、家族、コミュニティの視点を共有しています。したがって、高齢者、あるいは

高齢社会ということに対しても、個人でどうするかとか、家族でどうするかという枠組みを

超えて、その三つで行っていくという基本的な視点を共有した中で、高齢社会の課題が考え

られていくものだと思います。これからの社会を生きていく子どもたちには、他者の援助が

必要な人と適切にかかわることができる力は、高齢者へのケアだけではなく、グローバル化

していく中で、いろんな人と言葉だけではないコミュニケーションをするとか、いろいろな

シチュエーションに立ち向かっていくときの、すごく重要なスキルになるものだというよう

に捉えて、勉強をしていってほしいと思います。 

 そのような中で、もし家庭科を勉強して、自ら、家族介護をしたいという子どもがでてく

れば、それはそれで、すてきなことだと思います。今は、家族介護は負担と捉えられていて、

少し前は結婚相手を選ぶのに「長男は嫌だ」と言っていたような時代ですけれど、家庭科を

学ぶことでそれが負担ではなくて、人が人として成長し合う関係だと考えられるような子ど

もを育てていくことにもなると思います。 

 家族介護を推奨というのは、もう人口学的な統計を見てもありえないことなので、私たち

は全く心配しないで、広い意味での協働するスキルを学ぶという形がよいと思います。 

 

出口先生：「自立とは何か」ということについてですが、大学生の自立ということを簡単に申

し上げます。心理学的にいえば、従来から、ずっと青年期後期について、アイデンティティ

ーの確立とか、親からの自立ということが言われています。私の捉え方として、大学生の自

立ということであれば、やはり「他者との関係の中で、自分の位置付けを明確にできる変化」

を自立と捉えています。教えてもらったものを、自分から学ぶことができるようになったり、

親から作ってもらったものを、自分で作るようになったりというような変化が現れるという

ことです。ただし、もう一つ、私は学生に「自ら始めることができる、行動できる」という

ことを強調しています。 

 

中村先生：各シンポジストの先生方、どうもありがとうございました。それでは、各シンポ

ジストの先生方からまとめや付け加えをお願いいたします。 

 
青木先生：今日は、ありがとうございました。私は、家庭科の変化を取り上げました。「家庭

科」は、家事裁縫とは、同域ではないと言いつつも、戦前からの連続の中で、いろいろなも

のを受け継いでいる部分があるかと思います。家庭科という教科の独自性は、その専門性に

関わる部分を、日々の学生との関わりや、学外研修等における先生方との付き合いの中で、

絶えず問い直しながら、いろいろな形で交流をし、蓄積をしていくという、地味な活動が一
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番の近道であると考えています。ありがとうございました。 

 

高木先生：私は被服科を卒業して教員になったので、教科専門の面白さにもすごく魅力を感

じている人間です。教員になってから、あるいは教職大学院担当になってから、家庭科で考

えてきたことを、家庭科専門ではない人たちに、どう伝えていけばよいかということを考え

るようになりました。家庭科を学んだ学生たちが、そうではない学生と学び合ったときに、

どういう学びをさらに得るか、あるいは、家庭科で学んだことが何か役に立つか、あるいは、

他の教科の中で生かせるかなど、家庭科の学部の学びが、どのような意味を持つのかの答え

を追おうと考えています。先ほどの「五つの内容の枠組みが、非常に課題があると思います

が、どう思いますか」という質問については、枠組みが悪いかどうかは分からないです。そ

れを否定する気持ちはなく、専門性があるということは、やはり素晴らしいことなので、そ

の価値をいかに、学生に分かりやすく伝えられるかが大事なのだろうと思っています。以上

です。ありがとうございました。 

 

工藤先生：質問についてお答えできてなかった点で「家庭科の資質・能力の育成に、現在の

勉強方法、五つの内容からなるという枠組みに課題があるのではないか」ということについ

ては、家庭科は自分の暮らし全体を総合的にとらえ、考えるものであり、家庭科の求めたい

資質・能力を作っていく上で、まず重要なのは、それぞれの専門性を極めていく力だと思い

ます。同時に、それぞれの先生が各専門を極めていく中で、もう一回、それを家庭科に戻し

ていくときにはどうしたらいいかという一歩を、一人ひとりが持っているということが大事

で、そういう人たちが連携していくことによって、生徒にも、わくわくするような授業が作

れるのではないかと思います。 

 

出口先生：私は、時代が変わっても、大学が持つ時間や空間が若者たちに与える役割や機能

は大きいだろうと思っております。養成機関としての大学の役割というのは、非常に大きい

ことだと思っています。そうすると、われわれの支援のポイントは三つかと思います。一つ

が、有能さへの支援、これは、例えば、家庭科としての専門性、あるいは、各研究室の専門

性を学んでいくことです。残りの二つが難しくて、先ほどから話題になっている、自立性へ

の支援と、関係性への支援の二つをセットにして考えていかなければならないかなと思って

います。自立のためには、やはり他者がいるということが大事になってくるわけですので、

この関係性への支援というところが、非常に難しい部分になってきていると思います。 

 

中村先生：先生方、ありがとうございました。コーディネーターといたしましては、本日の

シンポジウムの中身を一つにまとめるということではなくて、皆さま、それぞれのアンテナ

に引っかかった内容、あるいは、それぞれ感じた内容をお持ち帰りいただきまして、それを

日々の学生教育に生かしていただければ、と思っております。 

今後も引き続き、皆さま方ととともに、家庭科教員の養成、研修に頑張っていきたいと決意

を新たにいたしまして、本日のシンポジウムを閉じさせていただきます。皆さま、ご協力い

ただきまして、どうもありがとうございました。 
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≪総会Ⅱ≫ 

 

 

   総会Ⅱ 

 

司会   菅原 正 則 （ 高知大学） 

議長   安川 あけみ（弘前大学） 

 

1．協議事項 

1-1 日本教育大学協会家庭科部門等の要望書について 亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

昨日（8 月 22 日（木））の総会 I で提案された日本教育大学協会家庭科部門等の要望書について、高等

学校家庭科学習指導要領の公示年度に誤りが見つかったために、その１点を訂正させて頂きたいとの

提案がされた。その修正を踏まえた上で，要望書を提出することは異議なく拍手により承認された。 

 
1-2 その他  

参加者からの提案・意見等は特になかった。 

 

2．報告事項 

2-1 平成 29 年度特別委員会研究助成報告    滝口圭子（金沢大学・特別委員会委員長） 

台風の影響で、滝口先生が本会場まで来ることができなくなったため、代わりに運営委員長より報告

がなされ、プログラムの24頁に記載されている報告要旨をもって報告とさせて頂きたいとの提案があ

り、拍手をもって承認された。 

 
2-2 その他 

参加者からの報告等は特になかった。 

 
3．その他 
3-1  家庭科部会（附属校）報告 菊池英明（東京学芸大学附属国際中等教育学校・家庭科部会長） 

昨日（8月23日）の基調講演終了後に、附属教員11名、大学教員3名で家庭科部会を開催し、附属学校

の先生方に授業実践をご報告頂きました。授業内容としては、現代的課題に対応したもの、教科横断

的なもの、実験・実習・体験などを取り入れた科学的視点、科学的な理解を深めていくもの、生活の

中での実践が行われる地産のものなど、新学習指導要領で示されている内容に模範していくようなも

のが多く報告されました。それぞれの先生方にたくさんの資料を用いまして１時間の会議ですまして

しまうにはもったいないような充実した情報交換の場であったとの報告がされた。 

 

3-2 平成31年度特別委員会の募集           亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

平成３１年度特別委員会（研究助成）の募集についての説明がなされた。申請書の様式は、運営委員

長に請求することとし、メールにて作成した申請書を運営委員長に送付すること。期限は今年の12月

28日、決定は3月の常任運営委員会で採否を行う。研究助成採択者は平成32年度の大会で発表・報告

を行なう。申請用件は、地区を超えての大学間、大学と付属学校間、他大学間の付属学校間との連携

で実施される共同研究を原則としているとの報告がなされた。 

 

3-3 第１信等のメールについて           亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

今年度から、第1信はメール送信のみとなりましたが、茨城大、山梨大、島根大には、このメー

ルが届いていないことが分かりました。三大学の先生方には、本当にご迷惑をお掛けいたしま 
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して申し訳ありませんでした。この改善に向けまして、常任委員会の方ですでに色々と来年度

の改善を話し合っており、来年度に引き継ぐ時には、このように改善すれば良いのではないか

ということを明記して申し送りさせて頂ければと思っていますとの報告がなされた。 

 

3-4 次期部門代表、運営委員長の紹介         亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

瀬戸房子氏（鹿児島大学）が次期部門代表・運営委員長に決定したことが紹介された。そして、瀬戸

次期運営委員長より挨拶が述べられた。 

 

3-5 次期大会開催校紹介                大森桂（山形大学・H30 実行委員長） 

次期大会の開催は，九州地区が担当となり，長崎大学にて行われることが紹介された。そして，佐々

野好継次期実行委員長の代理として及川次期副実行委員長より挨拶が述べられ、開催日程（平成31年 8月

21日（水）～22日（木））と場所（ホテルセントヒルズ（交渉中））についての説明があった。世界遺

産の関係により、宿泊が困難な状況も考えられ、早めの宿泊予約をお願いしたいとのことであった。 

 

3-6 今後の家庭科部門の在り方について        亀井文（宮城教育大学・H30 運営委員長） 

平成30年6月2日の常任委員会で、今、教育系学部あるいは教育養成大学では、教員減少の一途をたど

っているにも関わらず、仕事量は増え、教大協の活動に掛ける人材と時間が無くなってきているのが

現状であります。是非、今後の家庭科部門運営について検討して頂きたいとの意見が出ました。それ

を受け、第一歩を考えていくということから始めていかなければならないと考え、私の方から常任委

員会の先生にお願いの文章を出しました。各常任運営委員の各地区で、家庭科部門の在り方について

お話をして頂き、地区ではどのように考えているのかを、まずは吸い上げていきたいと思っておりま

す。常任委員会の先生方には文章とともに、この常任委員会で出された具体的な意見も併せて送付い

たしましたので、各地区でのお話合いのきっかけにして頂きたいと考えています。常任運営委員会の

先生には、それを集約して頂いて私の方に今年中にお送り頂いて、来年3月の引き継ぎ会の時には、

何らかの改善策を模索していければと思います。 

本当にこの会は有意義なもので、出口先生も感心されておりましたように、やはり家庭科の教育の結

束がいかに大事かということも有るかと思います。なので、この会を絶やしたくは無いと思います。

急にできなくなった、終わってしまうというのではなくて、この会を存続させていくためにどのよう

な運営していったらよいかを今考えていけたらと思っています。この後、先生方が地区に帰られまし

て地区会であるいは地区の何か話し合いがある際に、このことについてお話頂きまして、常任委員の

先生の方に上げて頂いてという風にして頂きたいと思っております。 

お仕事を増やすようで申し訳ありませんが、この会のあり方というものを考えて頂きたいと思ってお

願いしております。 
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4.総会資料 ≪平成30年度 全国研究部門代表者連絡協議会提出≫

 

 

 
平成30年10月9日 

日本教育大学協会 
会長 出 口 利 定 殿 

日本教育大学協会全国家庭科部門 

代表 亀  井   文 

日本教育大学協会全国技術教育部門 

代表 西  正 明 

日本教育大学協会全国家庭科部会 

代表 菊 地 英 明 

日本家庭科教育学会 

会長 荒 井 紀 子 
 

中学校「技術･家庭」及び高等学校「家庭」の授業時数と単位数の確保 

並びに専任教員確保に関する要望書 
 

  日本教育大学協会全国家庭科部門，同技術教育部門および全国家庭科部会，そして日本家庭科教育学

会は，標記科目の授業時数の削減および単位数の実質的な減少と専任教員の現状を改善すべく，従来よ

り標記の要望をいたしております。 

本年度も，中学校「技術・家庭」および高等学校「家庭」について，４組織を挙げて以下を要望いた 

します。 

 

1. 授業時数の適正化と単位数の確保 

1） 中学校「技術・家庭」の技術分野と家庭分野の授業時間をそれぞれ週１時数以上確保できるよ 

う，第１学年から第３学年まで年間 70 時数以上の配分をするように適正化する。 

2） 高等学校「家庭」について，「家庭基礎」（２単位）ではなく，「家庭総合」（４単位）が履 

修されるよう，有効な対策を講じる。 

 

中学校「技術・家庭」においては，平成10年告示学習指導要領による第３学年授業時数の半減に

加えて，平成20年告示学習指導要領による選択教科の廃止に伴い，科目授業時数が激減しました。

特に第３学年では年間35時数のみが配分された結果，技術分野，家庭分野それぞれ最大でも隔週１

回の授業しかできなくなっています。平成29年告示の新学習指導要領においても同様であり，必修

科目の増加とも相まって，現行の授業時数ではますます不十分となっています。 

また，高等学校共通教科「家庭」は，履修要件として｢家庭基礎｣(２単位)・｢家庭総合｣(４単

位)・｢生活技術｣(４単位)から１科目選択履修ということが平成11年学習指導要領において告示さ

れて以降、公立高等学校全日制普通科では４分の３以上の生徒が｢家庭基礎｣(２単位)のみの履修に

とどまっている現状です(平成27年度文部科学省教育課程編成・実施状況調査)。 

中学校「技術・家庭」では，子どもたちが家族・保育，衣・食・住，消費生活・環境，技術リテ

ラシーやICT活用など，社会の変化や課題に幅広く対応できるように，多様な力を身につけること

が求められています。高等学校「家庭」の目標は，自立した生活者として必要な生活の科学的な理

解や生活課題を解決する力を身につけることです。激動する日本社会の中，今日の学校教育で強く

求められている「予測困難な社会の中でも未来を創り出すための資質・能力を育む」(平成28年中

央教育審議会答申)学びを十全に行うためにも，すべての子どもたちが中学校「技術・家庭」およ

び高等学校「家庭」において十分に学習できる、授業時数・単位数配分を強く要望いたします。 

 

２．専任教員の確保 

中学校技術科，家庭科および高等学校家庭科の教科専任教員を各学校1名以上配置する。 

中学校「技術・家庭」では免許を所有していない専門以外の教科教員による兼務や複数校兼務が多

く，高等学校「家庭」でも複数校兼務が多くみられます。授業時数・単位数の減少のみならず専門

の教員からの授業を受けられない状況では，子どもたちは十分な実践的・体験的な学習活動を行う

ことが出来ません。また，中学校「技術・家庭」および高等学校「家庭」は，施設・機器・物品等

の安全な管理を必要とする教科でもあります。必須な学びの質の確保と学校安全管理の徹底という

見地から，全中学校の技術科ならびに家庭科，及び全高等学校の家庭科を担当する教科専任教員を

それぞれ1名以上配置することを強く要望いたします。 
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≪日本教育大学協会全国家庭科部門特別委員会平成29（2017）年度研究助成報告≫ 

 

 

 
高校と幼稚園との継続的連携活動 

：高校家庭科と情報科の協同に基づく遊び交流，弁当交流，デジタル絵本の紹介 
 

研究代表者 滝口圭子（金沢大学） 

共同研究者 綿引伴子（金沢大学）・尾島恭子（金沢大学）・森島美佳（金沢大学）・松田洋介（金沢大学） 

和田紀子（金沢大学附属幼稚園）・島﨑聡子（金沢大学附属幼稚園） 

川谷内哲二（金沢大学附属高等学校）・山本之子（金沢大学附属高等学校） 

 

本研究の目的は，金沢大学附属高等学校の情報科と家庭科とが協同して，附属幼稚園の幼児との連携活動

を踏まえた授業を開発し，その成果を探索的に明らかにすることである。 

 

【幼稚園児と高校1年生（情報科）の連携活動】 平成29（2017）年2月21日（火）及び22日（水）に，高校1年生が

情報科の授業で作成したマルチメディア絵本を附属幼稚園にて年中児に紹介した。 

【幼稚園児と高校2年生（家庭科）の連携活動】 高校1年生時にマルチメディア絵本を紹介した生徒が，高校2年

生の平成29（2017）年10月26日（木），11月13日（月），11月20日（月）に，幼稚園年中児及び年長児と附属幼

稚園にて交流活動（弁当，遊び）を行った。交流の様子の一部を以下に紹介する。 

 

＜平成29（2017）年10⽉26⽇（⽊）年中児クラスとの交流 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜平成29（2017）年11⽉20⽇（⽉）年⻑児クラスとの交流＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

最初の挨拶 園庭で追いかけっこ 

水色グループ：弁当交流 緑色グループ：一緒にクリスマスの

絵を描く 
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≪日本教育大学協会全国家庭科部門特別委員会平成29（2017）年度研究助成報告≫

 

 

 
【高校2年生を対象とする質問紙調査】 調査対象：金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校2年生

Aクラス42名，Bクラス42名，Cクラス41名，全125名であった。調査時期：連携活動実施前の平成29（2017）年10

月5日（木）及び活動後の11月27日（月）であり，調査票の配布と回収は家庭科教諭が担当した。調査内容：岡

野・伊藤・倉持・金田（2012）の「幼児への関心」（4項目，7件法「まったく違う」～「まったくその通り」）と「乳幼児

の発達に関する知識」（18項目，5件法「違う」～「その通り」），滝口（2011）の「子ども観」（40項目，7件法「まっ

たくあてはまらない」～「非常にあてはまる」），伊田（2004）の「課題価値」（24項目，7件法「まったくあてはまら

ない」～「非常にあてはまる」）（表2）から構成された。「課題価値」については，家庭科の保育の学習について

評定するよう求めた。分析結果：「幼児への関心」の連携活動実施前後の評定平均値は4.38と4.47，「乳幼児

の発達に関する知識」は3.99と3.95であり，いずれも有意差は認められなかった。「子ども観」40項目に対して

主因子法，プロマックス回転による因子分析を行った（表1）。項目平均値についてt検定を行った結果，因子3

【対等性】の活動後の得点の方が高かった（p < .05）。家庭科保育領域の「課題価値」の項目平均値につい

てt検定を行った結果，「興味価値」と「実践的利用価値」の活動後の得点の方が高かった（p < .05）（表2）。

考  察：連携活動を経て，子どもの人間としての側面をより認識するようになり，また，実践に資する教科とし

ての家庭科の評価が高まったといえよう。それは，「保育学習において，特に実際の幼児との触れ合いは，自

分自身の存在や“人”という概念的なものを認識する過程において重要だと感じています」「幼児とは学ぶだけ

でなく，実際にふれあってみることが大切だ」「家庭の教科書は大人になっても必要」といった自由記述回答か

らもうかがうことができる。今後の課題として，高校の情報科と家庭科との更なる連携，高校1年生から高校2年

生までの縦断調査，附属中学校から附属高等学校までの縦断調査の実施などが挙げられる。 

 
 

表1 「子ども観」の因子分析結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F1 F2 F3 共通性 F1 F2 F3 共通性

F1 個別存在性　（活動前　α＝.92　活動後　α＝.94）

18. 元気である .82 .13 -.15 .63 .81 .20 -.18 .69
  6. ひとりひとり個性がある .78 -.08 .05 .64 .66 -.14 .14 .49
24. 感性が豊かである .77 -.09 .10 .65 .69 -.08 .09 .51
23. ひとりひとり発達が異なる .76 -.03 -.11 .52 .77 .06 -.12 .57
  7. 純粋である .73 -.09 -.00 .53 .68 -.07 .11 .51
  1. 明るくのびのびしている .71 -.02 .08 .55 .88 .00 -.17 .67
35. 大人の様子をよく見ている .71 .05 -.01 .51 .55 .13 .19 .48
37. 好奇心旺盛である .69 .04 -.21 .43 .88 -.01 -.05 .74
40. 素直である .66 -.07 .15 .52 .83 -.09 .03 .67
36. 思ったことをはっきり言う .63 .21 -.10 .43 .81 .12 -.19 .63
31. 大人を小さくしたものではない .62 .02 -.22 .34 .58 -.00 .02 .34
  9. 創造力がある .59 -.07 .33 .60 .68 -.09 .24 .63
28. 想像力がある .59 .02 .21 .48 .71 -.04 .23 .67

F2 統制困難性　（活動前　α＝.73　活動後　α＝.78）

  4. 他人に対する思いやりに欠ける -.03 .68 -.03 .46 -.25 .62 .05 .37
16. 何を考えているかわからない -.03 .65 .16 .44 .12 .72 .04 .59
15. 集団行動がとれない .15 .64 .01 .44 .06 .75 .04 .59
14. 根気がない -.07 .58 .03 .33 .04 .68 .04 .49

F3 対等性　（活動前　α＝.53　活動後　α＝.60）

10. 大人と対等な存在である -.18 .02 .59 .31 .09 -.08 .46 .25
12. ごまかしがきかない -.03 .19 .53 .32 -.06 .10 .76 .58
26. 真実を見通す目を持っている .06 -.02 .42 .20 -.04 .16 .54 .32

F2 .08 F2 .26
F3 .35 .04 F3 .41 .12

連携活動前 連携活動後

　　　　　　　　　　　因子間相関

項　　目
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表2 高校生版・課題価値測定尺度項目と評定平均値 
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＜お詫び＞ 
この度は，平成30（2018）年度⽇本教育⼤学協会家庭科部⾨⼤会（東北）において，⽇本教育⼤学

協会全国家庭科部⾨特別委員会平成29（2017）年度研究助成の報告を担当することができず，誠に申
し訳ございませんでした。⼼よりお詫び申し上げます。台⾵20号による種々の影響を鑑み，参加を断念
せざるを得ませんでした。⼤会運営委員の皆さまには，不測の事態にもかかわらず，迅速にまた丁寧に
ご対応いただき，誠にありがとうございました。⼼より感謝申し上げます。

 
平均値 SD 平均値 SD

   1. 就職や進学の試験突破にとって大切な内容 制 3.17 1.70 3.23 1.62
   2. 学んだことが他の人に自慢できるような内容 公 3.60 1.57 4.04 1.51
   3. 普段の生活における問題解決に必要とされる内容 私 5.32 1.47 5.25 1.38
   4. 将来の仕事に関わる社会的な問題を理解するのに役立つ内容 学 4.72 1.60 4.67 1.62
   5. 学んでいて，おもしろいと感じられる内容 興 4.48 1.57 4.79 1.59
   6. 高校を卒業した後の学習活動につながる内容 学 4.43 1.79 4.51 1.82
   7. 学ぶことによって，より自分らしい自分に近づくことができる内容 私 4.30 1.64 4.50 1.61
   8. 学校以外の場面で自分が実際に使える内容 実 5.67 1.33 5.94 1.29
   9. 学ぶと，自分自身のことがよりよく理解できるようになる内容 私 4.42 1.60 4.54 1.62
 10. 詳しく知っていると他者から尊敬されるような内容 公 4.44 1.57 4.45 1.80
 11. 進学後の専門的な勉強において必要とされる内容 学 3.88 1.67 3.66 1.84
 12. 将来，仕事における実践で生かすことができる内容 実 3.98 1.71 4.17 1.70
 13. 興味をもって学ぶことができるような内容 興 4.41 1.57 4.55 1.68
 14. 就職や進学をしようとする際に役に立つ内容 制 3.60 1.58 3.61 1.67
 15. 自分という人間に対して興味・関心をもつような内容 私 4.22 1.68 4.29 1.67
 16. 自分の日常生活の中で実際に役に立つ内容 実 5.30 1.55 5.63 1.54
 17. 学ぶと人よりかしこくなると思えるような内容 公 3.99 1.56 4.10 1.65
 18. 将来，仕事の中で直面する課題を解決するのに役立つ内容 実 4.05 1.66 4.21 1.61
 19. 学んでいて好奇心がわいてくるような内容 興 4.21 1.54 4.57 1.69
 20. 就職または進学する際に要求されると思う内容 制 3.66 1.60 3.46 1.60
 21. 進学してからの高度な学習内容の理解に役に立つ内容 学 3.44 1.56 3.36 1.71
 22. 知っていると周囲からできる人として見られるような内容 公 4.72 1.61 4.94 1.56
 23. 学んでいて楽しいと感じられる内容 興 4.44 1.65 4.69 1.63
 24. 学ぶことで人間的に成長すると思えるような内容 私 5.16 1.65 5.34 1.44

3.83 1.34 3.78 1.40
4.39 1.45 4.65 1.56
4.75 1.24 4.98 1.20
4.19 1.33 4.39 1.38
4.68 1.29 4.79 1.27

連携活動後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践的利用価値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公的獲得価値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私的獲得価値

項　　目 分類
連携活動前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学業・制度的利用価値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　興　味　価　値
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平成30年度大会参加者名簿 
  

所  属 氏 名 所  属 氏 名 

北海道教育大学 旭川校 小松 恵美子 東京学芸大学 附属小金井中学校 石津 みどり 

  釧路校 土岐 圭佑     附属国際中等教育学校 菊池 英明 

桒原 智美   札幌校 増渕 哲子  附属世田谷中学校 

弘前大学 

 

 

 

 

 

 

 

北原 啓司 

安川 あけみ 

李  秀眞 

小野 恭子 

日景 弥生 

山梨大学 志村 結美 

新潟大学 高木 幸子 

上越教育大学 光永 伸一郎 

信州大学 鄭  暁静 

富山大学 

 

磯﨑 尚子 

秋月 有紀 岩手大学 

 

 

 

三井 隆弘 

天木 桂子 金沢大学 

 附属中学校 

滝口 圭子 

橋本 正恵 秋田大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木 信子 

池本 敦 

西川 竜二 

瀬尾 知子 

堀江 さおり 

福井大学 服部 由美子 

愛知教育大学 

  附属中学校 

青木 香保里 

関根 美貴 

三重大学 磯部 由香 

宮城教育大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属小学校 

小野寺 泰子 

香曽我部 琢 

菅原 正則 

西川 重和 

亀井 文 

江刺 美和 

京都教育大学 榊原 典子 

大阪教育大学 中田 忍 

奈良教育大学 鈴木 洋子 

和歌山大学 山本 奈美 

島根大学         附属小学校 竹吉 昭人 

岡山大学 河田 哲典 

山形大学 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

附属小学校 

大森 桂 

小酒井 貴晴 

楠本 健二 

三原 法子 

石垣 和恵 

青山 詩織 

広島大学 

 

 

伊藤 圭子 

鈴木 明子 

冨永 美穂子 

山口大学 西尾 幸一郎 

香川大学 小川 育子 

高知大学 小島 郷子 

福島大学 

 

 

 

 

浜島 京子 

中村 恵子 

角間 陽子 

千葉 桂子 

鳴門教育大学 速水 多佳子 

愛媛大学 眞鍋 郁代 

大分大学 財津 庸子 

福岡教育大学 堀  雅子 

茨城大学  石島 恵美子 佐賀大学 甲斐 今日子 

宇都宮大学 

 

 

 

赤塚 朋子 

鈴木 紀子 

石﨑 由紀 

長崎大学 

 

 

 

佐々野 好継 

及川 大地 

駒津 順子 

宮津 寿美香 群馬大学  西薗 大実 

埼玉大学  河村 美穂 熊本大学 宮瀬 美津子 

千葉大学  久保 桂子 鹿児島大学 瀬戸 房子 

横浜国立大学  薩本 弥生 琉球大学 

          附属中学校 

土屋 善和 

上間 江利子 東京学芸大学 

 

 

 

南  道子 

渡瀬 典子 
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平成 30 年度大会会計報告 

 摘要 金額（円） 備考 

収入 大会参加費 255,000 3,000 円×85 名 

総会費 600,000 日本教育大学協会全国家庭科部門より 

運営委員会費 100,000 日本教育大学協会全国家庭科部門より 

家庭科部会より補助 35,000  

雑費 20,865 懇親会残金、預金利子  

合計 1,010,865  

支出 大会会場費 162,750 会場使用料 

大会運営費 263,494 講師謝金，大会茶菓など 

運営委員会費 63,517 会議費等 

印刷費 184,302 封筒，プログラム，報告書など 

通信費 41,075 案内状，報告書送料など 

人件費 33,618 アルバイト代、テープ起こし代 

雑費 17,922 事務用品，振込み手数料など 

その他 244,187 日本教育大学協会全国家庭科部門へ 

合計 1,010,865  

 

平成30年度実行委員会名簿 

所属 氏名  所属 氏名 

弘前大学 日景 弥生 宮城教育大学 鎌田 慶朗 

  小野 恭子    西川 重和 

  北原 啓司   菅原 正則 

  李  秀眞   亀井 文 

  安川 あけみ   香曽我部 琢 

  附属小学校 外崎 祝子  小野寺 泰子 

  附属小学校 佐藤 沙織 附属小学校 高橋 大地 

附属中学校 三上 真喜子   附属中学校 江刺 美和 

岩手大学 天木 桂子 山形大学 石垣 和恵 

 三井 隆弘   佐藤 慎也 

  附属小学校 伊藤 雅子   大森 桂 

  附属小学校 遠藤 真央   三原 法子 

  附属中学校 岩舘 良子   小酒井 貴晴 

秋田大学 堀江 さおり  楠本 健二 

 佐々木 信子   附属小学校 青山 詩織 

  西川 竜二 福島大学 千葉 養伍 

 池本 敦  中村 恵子 

   瀬尾 知子   千葉 桂子 

  附属小学校 石川 優子    浜島 京子 

  附属中学校 近藤 史子  角間 陽子 

    附属小学校 高橋 今日子 
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編集後記 

2018 年度の日本教育大学協会全国家庭科部門大会は，山形県山形市で開催いたしま

した。 

お忙しい中，講演，シンポジウムのご準備をいただいた先生方，ご参加の会員の皆様

には，貴重な情報提供や活発な議論をいただきましたこと，誠にありがとうございまし

た。 

この報告書は，当日のプログラムに沿いまして，講演，シンポジウムの記録と家庭科

部門の協議にかかわる資料をまとめたものです。参加されなかった皆様にもぜひお目通

しいただければと思います。 

今回の実施体制はオール東北体制で臨み，無事終了することができました。大会終了

後には強い絆を感じました。 

2019 年度の大会は，九州地区長崎での開催となります。 

多くの会員の皆様の参加を得て盛会になりますことを，祈念いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本教育大学協会全国家庭科部門大会 

 

2018(平成30)年度報告書 

 
2019 年 2 月 28 日 

日本教育大学協会全国家庭科部門東北地区 
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