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Ⅰ．はじめに

臨時教育審議会の答申（1985年～1987年）で

は，「教員の資質向上」が教育改革の課題の一つと

され，それ以降，「教員の養成・採用・研修」が重

視されてきている。

最近では，各大学での教員養成の内容が初等中

等教育の学校現場のニーズと乖離しているという

課題も踏まえて，中央教育審議会答申（「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～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～」（2015.12.21）で教員養成の質の

保証・向上を求めている。

具体的には，「学び続ける教員」である。答申で

は，これからの時代の教員に求められる資質能力

として「自律的に学ぶ姿勢を持ち，時代の変化や

自らのキャリアステージに応じて求められる資質

能力を生涯にわたって高めていくことのできる力」

などを求めている。また，養成段階では「『教員と

なる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修』

を行う段階であることを認識する」ことや「教職

課程の学生に自らの教員としての適性を考えさせ

る機会として，学校現場や教職を体験させる機会

を充実させること」の必要性が明記されている。

つまり，教員となった後の力量形成を重要視する

との考えに立つものである。

一方，各自治体が実施している教員採用試験で

は，受験希望者が年々減少する傾向が見られてい

る。このことは，教員免許状の取得段階における

学生，特に，開放性の教員養成を行っている文理

学部での教員免許状取得を希望している学生の意

識の変化とも関連があるのではないかと考える。

これらのことを踏まえて，本稿では，高等師範

科を前身とする日本大学文理学部（以下，文理学

部と記す）の今後の教員養成に求められること

を，以下の 2つの視点から言及することにする。

Ⅱ． 「学び続ける教員」の育成に向けた具体的

な視点

1つ目の「学び続ける教員」の育成に向けた具

体的な視点として，改訂された「学習指導要領」

で求めていることを踏まえて論じることにする。

1．児童生徒の育成を目指す資質・能力の三つの柱

2030年の社会を見据えて，2017～2018年に改訂

された「学習指導要領」は，小学校は2020年度，

中学校は2021年度から全面実施され，高等学校で

は2022年度の入学生から年次進行で実施されてい

る。なお，特別支援学校は，小・中・高等学校の

学習指導要領に合わせて実施されている。

改訂された「学習指導要領」では，（以下の①

～③のように）児童生徒の育成を目指す資質・能
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力の三つの柱（いわゆる「学びの三要素」）が示

された。

この三つのうちの③「学びに向かう力・人間性

等」という資質・能力は非認知能力（社会情緒的

能力）と言い換えることができる（図1参照）。

2．非認知能力（社会情緒的能力）とは

非認知的能力（社会情緒的能力）とは，意欲，

自制心，自己肯定感などの「自分に関する力」と

協調性，思いやりなどの「他者と関わる力」の 2

つに分けられ，ＩＱや学力テストなどでは測定で

きない能力のことであり，ＯＥＣＤなどが提唱し

ている概念である。ただし，この資質・能力の育

成の必要性については，改訂された学習指導要領

で初めて言及されたのではなく，「教育基本法」

第6条（学校教育）第2号で，すでに明記されて

いる。（以下参照）。

「教育を受ける者が，学校生活を営む上で必要な

規律を重んずるとともに，自ら進んで学習に取り

組む意欲を高めることを重視して行われなければ

ならない」　　  （一部抜粋 / 下線部は筆者による）

参考までに，ノーベル経済学賞を受賞した

Heckmanらは，米国の長期追跡調（CNLSY79）

の分析を行い，非認知能力がその後の認知能力の

発達を促し，その逆は確認できないと結論付けて

いる。

つまり，学習意欲が高まれば，その後の学力向

上に結びつく可能性が高いが，例え，学力が向上

したとしても，その後の学習意欲が高まるとは限

らないということである（図 2参照）。

このことから，児童生徒には，まず初めに意欲

などの「非認知能力」を育むことが大切であると

図1　育成を目指す資質・能力の三つの柱

参考：文部科学省「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか
知識・技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力･判断力・表現力等

学びに向かう力
人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

非認知能力

参考：文部科学省「新しい学習指導要領の考え方中央教育－－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」

図１ 育成を目指す資質・能力の三つの柱

① 「知識・技能」（何を知っているか，何がで

きるか）

② 「思考力・判断力・表現力等」（知っている

こと・できることをどう使うか）

③ 「学びに向かう力・人間性等」（どのように社

会・世界と関わり，よりよい人生を送るか）
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「生徒指導」という文言は「非認知能力を育むこ

と」と言い換えることができ，むしろそのように

表現する方が，改訂された「学習指導要領」が求

めていることに合致すると考える。

3．文理学部の教職課程における共通指標

さて，この「学びに向かう力・人間性等」とい

う資質・能力の育成は，児童・生徒のみならず，

教員養成における学生に対しても不可欠である。

その理由は，1つ目には冒頭でも述べたように，

中央教育審議会答申（2015.12.21）において「学

び続ける教員」を求めているからである。つま

り，児童・生徒の「学びに向かう力・人間性等」

という資質・能力を育むためには，彼らに直接的

に働きかける教員自身にこそ「学びに向かう力・

人間性等」を日々高めていくという意識を育むべ

きであると考えるからである。

特に，文理学部の教員養成では，教員免許状を

取得する「とる」と教員採用試験を突破する「な

る」だけでなく，教員として求められる実践的指

導力も身に「つける」を重視した指導・支援を

行っている。このことからも，今後，児童・生徒

の前に立つ可能性のある本学の教職課程を履修し

ている学生には，「学び続ける教員」の土台とな

りうる「学びに向かう力・人間性等」を意図的に

育むべきである。

2つ目の理由としては，18学科で13科目（宗

教，社会，地理歴史，公民，国語，書道，中国

語，英語，ドイツ語，保健体育，理科，数学，情

報）もの教員免許状が取得できる文理学部の教職

課程において，「学びに向かう力・人間性等」と

いう共通の指標を持つことができるからである。

示唆される。日本の学校の教師は，児童生徒の学

習意欲が高まると学力も向上することを経験則か

ら理解されていると思われる。つまり「非認知能

力は学習指導の土台」であるということを，教師

たちは無意識的に実感されていると思われる。

また，改訂された「学習指導要領」の第 1章総

則の第4（高等学校は第 5款）では，学習指導と

生徒指導は，相互に関連付けながら充実を図るこ

とが重要であるという考えから「学習指導と関連

付けながら，生徒指導の充実を図ること。」と新

たに明記している。

国の生徒指導の指針を示している『生徒指導提

要』の改訂試案版（2022.3.29）でも，学校は様々

な仲間と協力し合いながら共に学び合う場である

ため，学習指導の場では，児童生徒同士の絆がつ

くられるように，互いに学び合う機会をつくるこ

との必要性を掲げている。

また，『生徒指導提要』の改訂試案版では，「学

習内容（各教科の内容）と児童生徒の現在及び将

来の実生活や社会とを関連付けて働きかけること

は，児童生徒自身が学ぶことの意義と大切さを理

解することに結び付くことである」としている。

さらに，「授業を通して獲得した知識や技能をど

のように活用したら良いかを考えさせることは，

児童生徒が学習に対して自ら目標や課題を持ち，

自ら考え，自ら判断し，自ら行動しながら主体的

に取り組む能力や態度を育むことにも結びつく」

としている。このような能力や態度（＝非認知能

力）を育むことは生徒指導が本来，目指してきて

いることでもある。

そうであるならば，前述した「学習指導と関連

付けながら，生徒指導の充実を図ること。」の

図2　追跡調査（CNLSY79）の分析結果

非認知能力 認知能力

出典：

図２ 追跡調査（CNLSY79）の分析結果

非認知能力 認知能力

出典：

図２ 追跡調査（CNLSY79）の分析結果
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とすること」としている。欧米諸国では，情報や

データ（エビデンス）を踏まえた取組が比較的進

んできたのに対して，日本では，統計や業務デー

タが十分に活用されているとは言えず，エピソー

ドベースを中心とした政策立案がしばしば行われ

ているとの指摘が見られてきていた。

このことは，教育界においても例外ではないは

ずである。「Society5.0」による技術革新社会を見

据えて，ステークホルダーに信頼を寄せられる教

育施策を展開していくためには，統計等の客観的

根拠を積極的に利用したEBPMを推進する必要が

ある。ただし，教育行政機関はもちろんのこと，高

等教育の大学や初等中等教育の学校においても，客

観的な根拠を用いた取組はされてきているはずであ

る。例えば，各担任教師が毎日付けている出席簿

（児童生徒の出欠席状況）を踏まえて，次年度の年

間指導計画を立てている学校も少なくない。大学に

おいても，過去の入試データを踏まえて，今後の募

集定員等を決定しているように，当たり前のように

EBPMを実践しているはずである。

そうであるならば，大学の教員養成において

も，EBPMを推進する必要があり，特に文理学部

においては，なおさらのことである。

2．追跡調査を行う必要性

文理学部は開放制の教員養成を行っている大学

であり，教員免許状取得希望者数が1つのキャン

パスで学ぶ単体の学部としては日本一である。そ

の一方で学部卒業までに教員免許状の取得を断念

する学生も少なくない。大学の退学者に関して

は，GPAや出席率などからその傾向を分析し，

防止策を検討するような試みが従来の研究でも行

われている。しかし，このような研究で対象とし

ている教員免許状の取得を断念する学生について

は，大学は辞めずに卒業していくケースが大半で

あり，従来の退学者予測や支援などの知見がその

まま当てはまるとは限らない。また，退学者を継

続的に追跡調査することは困難であるが，教職課

程のみを断念した学生の場合，その後の学修状況

や進路を追っていくことは可能であるし，逆に，

教員免許状の取得を途中で断念することの歯止め

になっていることを可視化できるかもしれない。

つまり，13科目の教科教育法において，それぞ

れの教科の特性に応じた教育目標とともに，「学

びに向かう力・人間性等」という共通の指標を持

つことは，結果として，文理学部の教職員が一体

となって，教員養成を行うことに結びつくと考え

るからである。

加えて，改訂された学習指導要領第2章の各節

（各教科）の目標には，それぞれの教科の特性に

応じて，育むべき資質能力が示されているもの

の，必ずしも，「学びに向かう力・人間性等」を

育む視点から各教科の目標が定められているとは

言えない。

同様に，文理学部の教職課程においても，改訂

された中学校の学習指導要領が全面実施された令

和3年度と，高等学校の学習指導要領が年次進行

で実施され始めた令和4年度の13科目の教科教育

法のシラバスを拝見すると，「授業のねらい・到

達目標」に学生の「学びに向かう力・人間性等」

を育むという視点が必ずしも示されているとは言

えない。

これらのことからも，「学びに向かう力・人間

性等」という共通の指標を示すことは，13科目

もの教員免許状を取得できる開放性の文理学部の

教員養成においては必要不可欠である。

Ⅲ．エビデンスに基づいた教員養成の必要性

2つ目の視点であるエビデンスに基づいた教員

養成の必要性として，EBPMの推進について再確

認をするとともに，文理学部の教職センターが現

在，継続して実施しているパネル調査の必要性に

ついて共有をしてみたい。

1． EBPM（Evidence Based Policy Making）

とは

EBPMとは，「証拠に基づく政策立案」と日本

政府の文書では翻訳され，政府全体で推進してい

る。「EBPMとは何か」については，2018年度の

内閣府取組方針において「政策の企画立案をその

場限りのエピソードに頼るのではなく，政策目的

を明確化したうえで政策効果の測定に重要な関連

を持つ情報やデータ（エビデンス）に基づくもの
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ル調査が，教員免許状取得に向けた適切な支援の

在り方を検討するうえでの基礎的資料になりうる

ものと考える。

具体的には，学科，性別，出身校や入学試験種

の違い，また，教職への希望状況，大学や家庭生

活，そして，現在の自分自身の状況や他者とのコ

ミュニケーションといった点を切り口にすること

で，図 3に示した関係性の強弱の変化などを検討

することができ，文理学部における教員免許状の

円滑な取得に向けた課題解決等に結びつけること

ができると考える。途中段階での数値が急激に下

降又は上昇した学生（学科）を把握することで，

「どの時期」に，「どのような状況」で，「どのよ

うな意識」で「どのような行動」をしたかなどに

ついて，丁寧な聞き取り等にもつなげることがで

き，より効果的な指導・支援の在り方を検討する

際の根拠資料とすることができる。

結局，客観的なデータの蓄積は，「学生への実

効的な働きかけ」と「予見型マネジメント」に結

びつくということである。

因みに，このデータで得られるような知見は現

在の日本にはほとんど見られず，教員免許状取得

また，断念する学生のみでなく，時間割等の学修

環境や教員・友人との人間関係など，教職課程の

学生が困難を抱える要因や兆候，また，各学科の

どのようなカリキュラム編成やいつの時期にどの

ような要因が教員免許状の円滑な取得に結びつい

ているのかなどを事前に捉えることができれば，

カリキュラムや支援体制の見直しなど，教員免許

状の円滑な取得に向けた総合的な改善活動に結び

付けることが可能であると考える。

　

3．文理学部で行っているパネル調査

このような考えを踏まえて，現在，文理学部の

教職センターでは，教員免許状の取得を希望して

いる学生全員（令和2年度，3年度，4年度の各年

度入学生）に対して継続的なパネル調査を実施し

ている。調査は個人を追跡できるように設計され

た質問紙調査であり，教員免許状を取得する学生

と断念する学生の両者のデータの比較を行うとと

もに，入学時から卒業時に至るまで，教員免許状

の取得に向けたプロセスの分析を行うために，年

間3回の調査をそれぞれの入学年度別に 4年間継

続して行っているところである。このようなパネ

図3　パネル調査項目の関係性

注：パネル調査項目作成時に筆者が作成
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図３ パネル調査項目の関係性 
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希望者数が 1つのキャンパスで学ぶ単体の学部と

しては日本一であり，開放制の教員養成を行って

いる文理学部がこのようなパネル調査をすること

は大変意義深く，我が国の教員養成の在り方に大

きな示唆を与えうるものと考える。

Ⅳ．おわりに

本稿では，今後，文理学部の教員養成に求めら

れることとして，以下の 2つの視点から言及した。

「学び続ける教員」の育成については，文理融

合18学科の学生が 1つのキャンパスで多様な視

野を持つ学生とともに学べるという文理学部の大

きな利点を活かして，教員免許状取得を希望して

いる学生の「学びに向かう力・人間性等」を育み

たい。

EBPMについても，結局はそれぞれの取組が本

当に効果的であったのかどうかということを点

検・検証しながら，より効果のあるものを重点的

に行っていこうという姿勢や態度が大切なのであ

ろう。

これらのことから，今後の文理学部の教員養成

に求められることとして，教員採用試験の突破を

ゴールにするという，いわゆる「出口指導」に向

けた偏った取組のみにならぬように，「学び続け

る教員」の育成に向けた取組を客観的な根拠に基

づいて，意図的・計画的に行うことが必要であ

る。そして，文理学部で教員免許状を取得した学

生が，近い将来に教壇に立った際に，目の前の児

童生徒の「学びに向かう力・人間性等」を意図的

に育むという姿勢を持ち続けられるような指導・

支援が今後の文理学部の教員養成に求められてい

ることである。
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