
 

 

第 12 回国立大学法人北海道教育大学教員養成改革推進

外部委員会議事録 

 

日 時  平成 29 年７月 27 日（木）10：00 ～ 12：00 

 

場 所  札幌駅前サテライト教室１ 

 

議 題 

   １ 点検及び評価実施要項（平成 29 年度実施分）にかかる観点について 

   ２ 平成 29 年度委員会のスケジュールについて 

３ その他 

 

 

配付資料 

１ 前回委員会における意見の整理 

２ 点検及び評価実施要項（平成 29 年度実施分）の観点・観点の説明・

点検事項 

３ 平成 29 年度教員養成改革推進外部委員会審議等スケジュール 

 

 

議事録 

 

［事務局より，反保委員，和田委員が欠席である旨の報告及び配付資料の確認並

びに事務局出席者の紹介が行われた。］ 

 

【議 長】：それでは，皆さんおそろいになりましたので，第 2回の会議を始め

たいと思います。今日は 2 つありまして，1 つは「点検及び評価実施要項」。今

年度実施分の観点についての議論です。2つ目は今年度のスケジュールについて

意見交換するということです。1点目の「点検及び評価実施要項にかかる観点に

ついて」，皆さんのほうにメールで行ったかと思いますが，前回の意見を整理し

たものが，この表紙の 1 のほうで，その後ろに皆さんからいただいた意見をま

とめているものがあるかと思いますが，こちらをベースに少し言葉の表現など

も読みながら，出た意見を整理したものがこちらの資料 1 になります。この資

料 1 を踏まえて，具体的に点検をしていく資料として整備したものが，この資

料 2，この A3 の資料です。こちらのほうを元に，今年度評価していく事項につ

いて継続して意見交換できればと思っています。資料 2の養成区分 Bの一番下，



 

 

現職研修プログラムと書いていますが，前回、意見交換をしてなかったのです、

一つは理由があって，実は平成 28 年もこの Bの観点については議論いただいて

いるのですが，その結果がまだ出てきていないということと，実はこういったこ

とにそもそも対応していないということもあるみたいなので，Bについては引き

続きそういったことが行われているのかということで，評価するため、一応観点

を追加して書いておきました。このあたりも含めて，いろいろと意見交換してい

きたいです。まずはご意見を整理した資料 1について，ご意見をいただければ，

いかがですか。特に前回テーマになったのが，いきなり現場に出てきたときに，

戸惑いとか，現在非常に学校現場が忙しいので，そういう実態も分からずに右往

左往する。そういう所に放り込まれてもしっかりやっていけるという学生を，ど

う養成しているのかというところで，資質，態度的なお話ですとか，それに向け

た養成というのがしっかりできていくのかというところで，ご意見をいただい

て，こういうテーマで整理したということです。もしよろしければ○○委員，前

回いらっしゃらなかったので，そもそも論的なところも含めて，いろいろとご意

見をいただければと思うのですが。 

【委 員】：教育現場に直接関わることが非常に少ないですけれども，やはり前

回のお話の中でもあった，特に大きな○の「資質・態度・心構えが養成できてい

るか」という部分が非常に大きいなと感じています。学校で学んだことを，心を

燃やしながら，意欲的に学校現場に行ったときに，多くの課題に立ち向かって，

そこでなかなか相談する，アドバイスをもらうという体制が，学校現場では今，

得にくい状態になっているのではないかと。○○委員のおっしゃるようなこと

で，本当に年齢層が，非常に階層がおかしくなっていて，逆に管理職にある方が，

今，急に大量に辞めていかれるという中で，ベテランの方たちが，さらに激減す

るのが間もなく訪れますので，そこに至るまでにしっかりとミドル的な年代の

方たちの養成というか，そこのところの充実も大切だと，非常に共感がありまし

た。また，コミュニティー・スクールのことに触れているところもありますが，

学校の先生方の負担をなくすことを目的に，多分考えられているコミュニティ

ー・スクールですが，これがもう一つ先生方に負担感を持っていかないような仕

組み作りをしていくためにも，そういったノウハウを大学で少し学べる機会が

あればいいということも感じました。いずれにしても，割と早い段階で病気にな

る方がいらっしゃるようなので， 初のサポートの体制が，ぜひできるような，

卒業した後の大学側にそういったサポートの体制があると非常に，卒業した後

の心のよりどころになっていっていいと思います。 

【議 長】：ありがとうございます。ミドルリーダーのところは，いろいろとあ

ったと思うのですが，例えばコミュニティー・スクールの運営のノウハウとか，

そういった現在学校が求められている課題のところで，まさしく今の教員養成



 

 

の 4 年の課程の中でそういうものを運営するノウハウが教えられているかどう

かですね。 

【委 員】：社会教育のほうではそれが課題になっているので，進めているとこ

ろです。 

【議 長】：それと，出て行った学生のフォローというか，サポート体制ですね。

それはイメージとしてはずっとということですか。やはり初年次とか2年とか，

3年，短い期間でもいいという，とりあえずは初年次ぐらいのところを。 

【委 員】：やはり学校の何年間という指導で，4～5年あるいは 3～4年という，

新任というとらえ方のできるところまでは。配属された自治体でちゃんと教育

機関っていうのでしょうか，ありますが，また違った相談もしたいと思うので，

そういう相談体制があればいいなと思います。 

【議 長】：教育委員会だと相談しにくいことも相談できるという体制に。 

【委 員】：評価につながってしまうので。今，教育現場では職員評価も導入さ

れていて，そういうところもあると思いますけど。 

【議 長】：今，出た 2点ですけれども，コミュニティー・スクールのノウハウ

みたいなものを教える体制があるのか，出ていった学生のフォロー，初年次ぐら

いのアフターケアといったところ，現実的に大学でどこまでできているか，お答

えできるようなことはありますか。 

【事務局】：まずコミュニティー・スクールについては，まだ私は詳しく存じ上

げていないですが，教職担当のところで取り扱っている先生はいらっしゃるか

もしれません。初年次 OB へのケアということで言えば，大学としては初年次の

研修に対して，例えば道教委が実施しているものに対して，講師派遣などの支援

ということはありますが，大学自身がそのようなケアを組織的にやっていると

いうのは，私の知っている範囲ではないと思います。 

【議 長】： 初のコミュニティー・スクールのほうは，授業の中に取り上げて

いる先生はいるかもしれないけど，そういう現状になってきているので，それを

どう対応するのか，どう向き合っていくのかまでしっかり教えていく。組織とし

てしっかり教えることになっているわけでないということですね。 

【事務局】：そういうカリキュラム構造の明示はしていないと。 

【議 長】：そうですね。後者のサポート体制のほうは，先ほど言っていたよう

に，研修の仕組みの中で，大学として要請されたことは，少しお手伝いとかやっ

ていくことはあるけれども，大学組織としてそういう体制まで作っているわけ

ではない。 

【事務局】：そうですね。大学組織ではないですね。 



 

 

【議 長】：分かりました。もし，よろしければ，今の観点に関してもいいです

し，前回の続きでいろいろご意見をいただいて，少し足りないかなと思われる点

とか，もし，あればいかがですか。 

【委 員】：今の件，コミュニティー・スクールの件で申しますと，いわゆる大

学生に対してこういうコミュニティー・スクールを作るというシステムがある

ことを，大学で研究されている先生方が学生にお伝えいただくというのも非常

にありがたいなと思いますし，もう一つは Bのほうと絡んで，現職の教員とか，

例えば管理職への支援，コミュニティー・スクールのことで，こういうメリット

があるよとか，ノウハウはこうだよということをご教授いただけるような研究

をされている先生方はありがたいなと感じるところです。教育委員会としても

勉強しているのですけれども，全国各地で並行して進んで，取り組まれている所

があろうかと思いますので，そういうところを研究していただいている大学の

先生に教えていただくというのは大変ありがたいと思っています。 

【議 長】：おっしゃるとおりだと思います。コミュニティー・スクールに関連

してどうですか。その辺のことと，例えば校長先生，教頭先生など運営に関わっ

た人が替わったときに，変わって急にやりづらくなったとか。少しこういうノウ

ハウが蓄積されているといいのになとか，そのあたり何かご意見があれば。 

【委 員】：コミュニティー・スクールに限らずなんですけれども，校長先生，

担任の先生にしてもそうですけれど，先生が替わると，別な学校になったみたい

で，ほんとに，がらっと変わってしまうことが結構あります。先生方のお話を聞

いても，いろいろなことをその学校は学校なりに工夫されて，実績を上げてこら

れるけれども，そこが，先生が替わるとぷっつり切れてしまうということがよく

ありまして，積み重なるというのはあまり聞かれない。いろんな連携，チームと

いうことが言われるようになりましたが，そのあたりの連携は，先生方はあまり

得意じゃないのかなという印象があります。先生方がベテランになると，小学校

であると 1 年生から 6 年生まで，いろんな学年を経験された方は，その自分の

経験を元にされますが，初めてこの学年を受け持つというと，その先生も一から。

そこの学校ではその学年に対するいろんなノウハウがあるはずなのですが，そ

こをその先生が知ることがない。それも繁盛感，忙しいということにつながって

いるのではないかという印象を持っています。コミュニティー・スクールもそう

ですが，学校の中ももちろんチームになって，地域ともつながってチームになる，

そういう時代にだんだんなってきているので，そういう連携の仕方あたりを身

に付けて，卒業していただけたら，現場に出てから楽なんじゃないかなというふ

うに。 

【議 長】：今の話は教職員の方の同僚性という結構重要なテーマになっていま

す。ある程度学校改善がしっかりいっている学校は，学校文化としてチームでも



 

 

のに当たって，一人で情報共有しているわけではなく，みんなで協力していく。

何かあったら，それを教えるサポートができているというのが，非常によくでき

ていて，当然地域との場合でもそういったことができていて，そこまでくると学

校文化としてしっかり根付いているので，安定して「あの学校はいい」という評

価にもなっていると伺ったことはあります。そこができている，できていないと

いうところで，大きく学校の評価が分かれているというのは，おっしゃる通りか

と思います。 

【委 員】：うまくいっている学校を見せていただくと，すごくその辺を感じま

す。 

【議 長】：そうですね。それは初任のときの心構えもあれば，入ってから研修

を受けつつ、ちょっと余裕が出てきた 4 年目とか 5 年目とか，中堅の方なんか

が特にやっぱり持たなければいけない意識なような気がするのですけどね。 

【委 員】：同僚性みたいな話は，教えるのですか。 

【事務局】：このたび学習指導要領の改定に伴って，免許法の施行規則の改定が

行われました。31 年度からわれわれの大学もそれに対応したカリキュラムを作

るところですけれども，その中に今，○○委員がおっしゃったチーム学校という

内容を取り込みなさいということが義務化されました。ただ，取り扱う中身につ

いてはこれから議論していかなければならなくて，例えばそういうところにコ

ミュニティー・スクールという言葉が加わるかとか，内外の関係があるのか，そ

こについてはこれからの話ではないかなと思っています。 

【議 長】：先般，文科省のほうで教職課程コアカリキュラムというのを作って

いって，各教員養成系大学はそれを踏まえた授業を導入しないといけない。北教

大の場合は，平成 31 年度からということになると思いますが，その中では，実

は今地域・学校対応とか，そういった学校の中での役割分担，外との連携は学ば

なければいけない内容としては入っています。あとはただ，字面で理解するのか，

実際の現場を踏まえたものをきっちり理解するのかでだいぶ変わっていくのか

なという気がします。ただ，問題は，31 年度以降のコアカリキュラムのいいの

だけれども，その 30 年度までに入学した学生は，現行のカリキュラムの中で教

えられているので，そういったものをしっかり。31 年度にこうするから，そっ

ちのほうで教えればいいということではなくて，当然 30 年度までに入った学生

さんは，現行のカリキュラムとはいえ，やっぱりそういうことを教えないといけ

ないことになっているわけだから，そこをどうしっかり教えていけるかってい

うのは，先行してやることが必要かなと思います。すみません，ちょっと長くな

って申し訳ないです。前回、現在の教職，倫理の話とか繰り返して教えているの

かという指摘があったのですけれども。 

【委 員】：そうですね。 



 

 

【議 長】：その辺で前回の後，事務局ともいろいろ話したのですが，教職実践

研究という科目が，今試行的に開発をされているのですけれども，その教職実践

研究というのが 4 年生の授業で入ってきて，それをどう使うのかというのも一

つあるのかなと思っています。ある程度心構え的なこととか倫理というのは，一

通り 1 年生の早い段階で勉強しますが，あとは教育実習に行く前に，現場でや

っていいこと，いけないこととか教えると思います。それを終えて帰ってきて，

それを踏まえて 4 年生の中の教職実践研究という授業の中で，少し振り返りな

がら，現場の倫理観みたいなものを教えていくということに，うまくいけばなる

だろうと思います。そうすると出ていくときまでにしっかりコンプライアンス

的なものとか，心構えに関することを，しっかり現場で目にしながら勉強できる

ことになるのかなと思っていますけれども。 

【委 員】：前回申し上げたとおり，私が も教育大の現場を知らず，コミュニ

ティー・スクールの概念さえも今言われてもぴんとこないのですが，前回申し上

げたことで言えば，本当に外部の意見として，会社では繰り返しコンプライアン

ス研修が行われ続けているということと，新入社員に対する研修も極めて激し

く行われている中で，卒業が迫ってくればくるほど，強くやらなければいけない

教育分野ではないかと思ったということであって。去年，札幌市教委ですか，不

祥事が相次いで，ちょっと緊急事態的なことになりましたよね。そういう動きも

受けて，辞めてしまう以上に，不祥事を起こされたら一巻のおしまいでしょうか

ら，きちんとしたほうがいいなと思ったので。別にこちらの書かれているものを

見て，違和感は全くありませんので，卒業が間近になるというか，卒業といって

いいのか分かりませんけど，その段階できちんとやられればいいのかなと思い

ました。 

【委 員】：私は学校図書館の担当をしているものですから，学校の司書教諭を

教育しようとすると，今学校図書館法の改正もあって，ガイドラインもできてき

ているで，司書教諭の考え方ももう少し専門性を増やす，単位数を増やすという

検討もあって，どれだけ学生さんは勉強して，単位を取らなければならないかと

いうのが，すごく負担が多いので。上手にこれを取ると，こういう資格が取れる

というのを，効率よく自分で組んでいかないと，取り切れないぐらいの授業数だ

なと，すごいなと思って見ていました。 

【委 員】：ここ 近，若者の教職員は，何か問題点を指摘されているのですか。

これまでの教育者とは異なるこういう傾向があるとか。 

【議 長】：よく言われるのが，メンタルヘルス的なところ。それはむしろ現場

が忙しいからそうなのか，社会全体として罹患する人が多くなっているそうい

う傾向にあるのか，何とも言えないのですけど。 

【委 員】：メンタルになる方，多いと言いますね。 



 

 

【議 長】：そうですね。 

【委 員】：メンタルになる方が多くて，辞められる方が多いのですかね。うち

の子どもの学校とかでは，辞められた人がいましたけど。辞められる方が多いっ

ていうのが問題ですかね。 

【委 員】：多いかどうかはちょっと分からないのですけれども，そもそも，退

職が多いと採用も多いので，そういった意味で言うと，昔よりは数としては多い

のかもしれないですね。 

【議 長】：ここに書いてあるのも，できていないから，今の人が駄目だからと

いうよりは，20 年，30 年前から大学教育が考えてきたところと，現場の今の学

校を取り巻く状況というのは，コミュニティー・スクールみたいに制度が変わっ

たこともありますけれども，どんどん変わってきている実態なので，あと通級指

導とかもどんどん入ってきたので，特別支援に関する指導などが分かっていな

いとできない。そういったものが結構増えてきたので，現場に入ったときに，大

学でベースがないので，入ってから自分で勉強するなり，何か工夫していかない

と対応できないケースというのが結構あるので，そこのギャップを考えたとき

に，今の学校現場を考えるとやっぱりある程度大学でここまでできることは教

えておいてほしいっていうところで。 

【委 員】：教員の現状に対する不足感とか，そういうことではないということ

ですね。 

【議 長】：そうですね。そこまで。いろいろありますけどね，それは普通にし

っかりやってもらえれば。 

【委 員】：社会的な要請とか学校に対する要請が明らかに以前と違ってきてい

るのに，大学教育が現状に追いついていないというのであれば，結構論点ははっ

きりしているはずだと思うのですが。 

【議 長】：これはあくまでも大学のカリキュラムへの反映というところで，そ

の論点としては，誰が悪いのという話ではなくて，現実を見たときに大学のカリ

キュラムとしてはこうあるべきではないかという意見を。 

【委 員】：それはだから現実がこうで，大学はここが追いついていないという

ことがクリアな点があるならば，すっきり設定できると思うのですけど。 

【議 長】：文科省の会議でも今，教職の大学のあり方を議論しているのですが，

やっぱり一番言われるのが実践的なところの対応をある程度大学でやってもら

わないと現場で教える余裕も時間もないのでと。あとは昔からの教科教育の授

業をひたすらやるだけだと，今，現状は大変なので，もう少し実践的な課題と向

き合う授業をしっかりやってほしいと。あとは，板書の仕方とかは，ある程度大

学で教えるのでしょうけれども，そういうのをもう少ししっかりやってほしい

というケースもあると思います。ただ，はっきりしているのは，今言った課題に



 

 

対応するための，大学授業として，今，何が足りていないのか。それをこういう

ふうにしてほしいという要請です。 

【委 員】：先ほど言われていた，何ていいましたっけ，副次だか，複数だか多

分学年がかぶっている。 

【議 長】：複式です。 

【委 員】：例えばそういうことがクリアに課題として浮かび上がっているわけ

です，少子化があって。それは課題として設定すればいいという気もしますしね。

何か，チェックしやすい項目のほうがいいですよねという気がしますね，チェッ

クするにあたり。 

【議 長】：結局だから，今見ているのはそういう観点で，それが教えられてい

るのかとか，テストといったときに，それをちゃんと採点しているかとか。何を

もってこれをできたと判断するのですかという，そういう聞き方をすればいい

のかなと私は思っています。要は科目としてそろえられて，中身を教えられます

と。それで十分ですかと。例えばそれに対してしっかり評価してやっているから，

大丈夫ですというのであれば，それでいいですし。そこまで実はできていません

というのであれば，それはそれで，じゃ，何のために教えているのですかとなる

と思います。 

【委 員】：ぱっと見て，いいなと思ったのだけど，これをどう評価するのかな

と思って。ぼんやりしているなと思って。お話にあったようなことのほうがクリ

アな感じがしますけれども，個別に出てきたような話ができているの，できてい

ないのって言っていったほうが，それが実践的なところでできていますか，でき

ていませんかということなのでしょうね。 

【議 長】：基本的にはそういうことですね。次に Bというのは現職の先生の研

修の話にちょっと進むと，今，制度上の教職大学院というのがありますけど，人

数が多いわけでもないのですが，教育委員会でも入念にやっています。大学とい

うのもそういう場として使えるのだったら，使ったほうがいいじゃないかと。現

実的にはそういう機能を持てているかどうかというところで，現職教員研修と

いう項目をチェックしようということではあるのですけれども。平成 27，28 の

所，28 はまだですか，Bの観点の所で。 

【事務局】：28 年度には実施をして，ご意見をいただいています。 

【議 長】：その成果，結果はまだですか。 

【事務局】：それも出ております。 終案がこちらの資料の第 10 回の所に，その

とき議論した資料が出ておりまして。これで，ホームページに掲載しているので

すけれども。現職研修については 7 ページから記載されております。求めたも

のが実際にはあまりなかったというのが 28 年度の結果だったと思います。 



 

 

【議 長】：ICT を活用した授業効果の研究，今行われていますかという話と，

専門分野や教授法の 新の研究成果が現職教員の支援として還元されているか。

そういう，現職でも参加できるような大学の講義，公開講座でしょうけれども，

というのができているかといったときに，一応できていますという回答ですか。 

【事務局】：基本的にはあまりなかったというのが委員のまとめで，同じファイ

ルの，前回の 11 回の資料の中に，委員会の意見としてまとめたものが資料 3の

ところに載っています。総括的に全部の観点をまとめた意見になっています。そ

の 3）の所に。 

【議 長】：A3 のこの一番右の 3番ですかね。11 回目の資料 3。 

【事務局】：2枚目の真ん中の下の所ですね。28 年度の意見ということで，現職

教員の再教育のあり方ということで，あんまり内容がなかったと。だから，もう

少し手立てを示してくださいと，お𠮟りを，受けています。それで，今回 Bにつ

いては，こういう研修のテーマを大学が見つけ出す力はどうなっているのだろ

うかといった，仕組み，仕掛けがどうなっているのという問いを立てたというの

が，議長とのお話し合いの中でありました。 

【議 長】：これはちょっとした問題意識があって，今現場にこういう課題があ

るので，それを授業に反映してくださいということもそうですけれども，結局ベ

ースにいらっしゃる先生方，教授陣にそういう人がいなければ教えられない。た

だ，これはそもそも論になるのですけど，多分恒常的に言われている教育委員会

と大学側が連携して現場の課題について、例えば研究したりする。そういう大学

って結構あるのですけれども，先生の考えている課題なんかをうまく分析した

りしているようなことが多々あれば，それはそういう先生の研究成果が授業の

中に反映されてくると，基本的に今，言ったような課題はこういうのがあるのだ

よとか，こういう事例があるよということで，やるような授業というのは多分自

然とできるはずです。そういう観点からすると，多分こういう実習ができていま

すか，こういう研修ができていますかといったときに，それができてないってい

うことが出てくるっていうことは，多分個人としてある程度，現場に入っている

人がいるのだろうと思うのですが，それが組織全体としてできていないので，研

修がうまくできるような状態になっていなかったりではないかと思います，わ

れわれ教育委員会と今までの北海道教育大学の付き合いというのは，少し資料

を見たり，お話を聞いてみたのですけど，やっぱりそこまでの現場の課題を共同

研究するとか，いろいろなテーマで話すとか，そういうことも実はあまりなくて，

そうすると，産学連携ではないですけれども，例えば工科系の大学であれば普通

にどこ「もの作りセンター」を作って，地域の企業と連携して，研究したり，地

域の研究機関とを一緒に共同研究したりする仕組み，自分たちの研究している

テーマとうまく地域のテーマを合わせて研究していくというようなスタイルが



 

 

普通にできているのですけれども。教職がそういう分野としてふさわしいかと

いう問題はあるのですが，ある程度教育学は実践的な分野でもあるので，本当は

その教育学の中で， 先端のテーマが現場の 先端の課題であってもおかしく

ない。そういう意味で，研究と教育の世界と現場の課題みたいなものがうまく取

り上げられる仕組みがそもそもなければ，今のようなことはできないというこ

とで，大学としてそういう現職の教員の研修というのは，今，国立大学が求めて

いるのですけれども，ということを大学としてしなきゃいけないのであれば，そ

ういう組織なり，体制というのがうまくできていないとできないということか

なということで。ただ，そういうのもいきなり箱物を作って，組織体をバーチャ

ルに作ったからといって，いきなりできるわけでもない。普段の先生のところで，

通常的な現場と連携し合うという教育研究をどれだけされているかとか，日常

的な学校の付き合いというのをどれだけされているのかというような。それは

学校の講師としてかり出されて，ちょっとご説明するような画像でもいいので

すけれども。そういうのが組織としてどれくらいできているのかという状況を

把握しながら，そういう活動を組織としてしっかり支えるところをまずは見て，

そこをもっとしっかりやってくださいと言えば，そこが結局カリキュラムの定

性的なところだとか，現職の教員がやらなきゃいけないようなもの，それを研修

でやっていくというようなものにつながっていくのではないかなというふうに

考えています。何かこういうテーマのものをやっていますか，と聞いても「ない」

という回答で返ってきているので，だとすると，その現状がいいわけでもないの

で，大学としてはそこに目を向けてやっていってほしいという意味で，このよう

な Bの評価というのを入れたということです。 

【委 員】：これ，カリキュラムというよりもコンテンツというイメージのほう

が大きいのかなと思うのですが。要するに現場の先生方への支援というのが，多

分に個別にはあるのかなと思っているのです。札幌市教委で，今日と明日，生徒

指導に関わる研究協議会といいますか，研修が全市の教員で各学校から 1 名出

席してもらうということでやっていて，その幾つかある講義の中の 1 つで，教

育大学の先生にも来ていただいて，ご講義いただくことになっています。そうい

う個別の連携というのは，道教委さんもやっていると思うし，札幌市教委もある

のですけれども，それがシステマチックになっているかというと，そこにまだ疑

問がある。そういう意味で，教育大学のほうで，どういう関わりをしているかと

か，私どもも，もっともっと教育大学の先生方のお力をいただきたいと思うので

すけれども，なかなか実際にどういう先生がいらっしゃって，どういう研究をさ

れているかというのは，私たちもまだ知識が不十分なところもあるし，経験され

たことをもっと発信してもらえると，こういう先生がいるのだったら，こういう

お話を聞けるかなとか，そういう場でやっていくと，非常に大学の先生方に，現



 

 

場の先生方がいろいろ必要な知識とか，そういうところも教えていただけるの

なかと。本当に今，教育委員会レベルでも，そういう形で研修を組んでいますけ

れども，各学校レベルでも，大学の先生をお呼びして，校内研修をやるというこ

とは札幌市内の学校でも増えてきているので，そういう情報があると。なかなか，

謝金とか大変な部分もあるのですが，本州や東京から大学の先生を呼ぶよりは，

本当に身近な大学である北海道教育大学からお呼びするほうが効率もいいです

し，いいお話を聞けるのであれば大変ありがたい。そういう関わりがもっと持て

るといいかなと常日頃思っているところです。 

【議 長】：一覧にして見てもらうと一発で分かるのですけど，教員の先生はそ

れぞれ個別の案件で何をしているのか分からない。産学連携部門の話をして恐

縮ですが，割とそういうページを開けると教員一覧というのがあって，どういう

テーマで研究しているのかというのが，ばーっと出る。で，こういうテーマで共

同研究していますというのが，ばーっとあって。それを見ると「この先生に話を

してもらおうか」というのが非常にやりやすいですけれども。多分 初の一歩と

いうのはそういうことだと思います。今，見たらやっぱりそういう状態にはない

という話だったので。 

【委 員】：大学の先生から，こういうのができますよというのを売り込んでい

ただくと非常にありがたい。 

【議 長】：このテーマで研修を作ってくださいと言われるより，こういう外部

との連携のところにもっと目を向けてやってもらうことから始めないといけな

いのではないかという評価を出したほうが，大学としてはより組織を動かすと

きに，こういう意見をいただいていて，こういうふうに進みやすいというのもあ

るのではないかと思います。 

【委 員】：仕事をうかべるときに，大学側から研究協力いただく窓口で，先生

を紹介されたのですけど，そういうふうにこちらのほうで，積極的に行って初め

て見えてくるものがあるのですが，確かにぱっと見て，研究者のコンテンツのよ

うなもので紹介いただけると，非常にいいですが。ただ，今，学校現場の諸課題

が，本当に社会情勢の変化に応じて，多様化してきていて，各自治体でもその求

めはさまざまなのだろうなと思うのです。道内全域で考えると，各自治体で抱え

る課題があって，進んでない所と進んでいる所の格差がすごく大きくて，統一的

な所はないような気がするので，まず，こういう先生がいらっしゃるということ

が分かれば，そこを求めている自治体はとても楽にアクセスできて，支援させて

いただけるなと思います。本当に今，教育現場って大変だなって。国からも来ま

すし，地域からも来ますが，保護者からも来ますし。そこに研究者としていらっ

しゃる先生のお力がいただければ，ありがたいと思います。 



 

 

【議 長】：国立大学で，教員養成系大学として使命を持って創立された大学な

ので，当然そういったシンクタンク的機能とまで言えるかわからないですけど，

普通の大学の教育学部とは違いますから，やっぱり持たなきゃいけないじゃな

いかということが求められています。 

【委 員】：仕組み作りとしては大学として持つのは難しいところなのでしょう

けれども，先生の研究レベルを一つ一つシンクタンクに集めてくるというのが

大学としては難しいことなのでしょうか。 

【事務局】：大学のホームページで研究情報を発信している研究者総覧というの

があります。あれを見ていただくと，何を発信したいのということが，アピール

している点がないということをおっしゃっているのかなと思いまして。であれ

ば，学長が言っているのも，現職研修に参画するためにというキーワードで，大

学は何をしなければならないのか，何を研究しなければならないか，どういう情

報を発信しなければならないかというのがあろうかと思うのですけれども，そ

このご意見をいただきたいということが趣旨でした。大学としてはまだまだ仕

組みができていないというのが現状だと思っています。コンテンツの話は 27 年

度のご意見をいただいたときに，理事のほうから，学校現場の課題に対してどう

いう研究をしているかという情報発信の方法を教育委員会とも意見交換しなが

ら，作っていかなければならないという対応を示しています。 

【委 員】：研究者総覧に書かれているその事柄が，そのまま大学のそれぞれの

先生方の評価になっているというお話を聞いたことがあるので，きっとあそこ

（研修者総覧）は充実させているだろうなと思って，そのとおりに受けて，多分

いろいろ議題にしてもいいと。 

【議 長】：教育委員会とのつながりというのは，やろうではなく，やらなきゃ

いけないことになっているので，今，大学側として，しっかりやりなさいという

ことにはなっていますので。そういうことで言えば，大学としてはそっちのほう

にやりましょうという話に持っていってくれれば，組織として動きやすいのか

なというのはあります。 

【委 員】：頭の中がすごく単純化されているので，ここの課題設定というのは，

組織立って現職支援なり，現職研修なりを大学全体として提供する方法を探る

ために，学校で今まで何をやってきたのだ，これからどうするつもりなのだって

いうことをまず，聞こうという設定だということでいいですか。現職研修の話で，

個別の問いかけに今まであまり有効な答えがなかったからと。 

【事務局】：そうです。 

【委 員】：分かりました。 

【議 長】：PTA さんからすると，やはり講演をやりたいとか，研究ということ

ではないかもしれないけど，今これを知りたいので，ちょっと講師の方をお呼び



 

 

するとか，そういうことが結構あると思うのですが，そのときに北海道教育大学

をご活用という言い方も変ですが，お願いしに行かれたとか，結構あるのですか。 

【委 員】：残念ながら，教育大の先生にお願いしたというのはあんまり，実は

聞かないのですけど。北海道とか大きな範囲になると違いますが，学校という単

位の PTA で考えたときに，この学校でこんな問題なり，課題があるということ

を先生方と話をする中で，じゃ，PTA として何ができるだろうかという話になる

ことってよくあるのです。そんな中で，小樽市で本当に一番大きな問題になるの

が，ネット社会の問題で，あれは本当に変化が激しいので，研修しても研修して

も現実に追いつかないという部分があるので，そういう部分で，講師の方をお願

いするということが多いです。先生方のお話を聞く中で，教育大学に限って言う

ならば，まず学校の現場そのものもすごく変化が早くなっていると思うのです。

今現在の学校現場そのものというのを，大学はどの程度把握されているのかな

というのがちょっとあって，知りたいなと思います。 

【議 長】：おっしゃるとおりで， 初の現場をどれだけ把握されているのかと

いうのは，現場に頻繁に出ている教授の方は，多分把握はしているのですけど，

そうじゃない先生はそうではない。やっぱりそこのばらつきが組織としての理

解度というところに現れているので，教員養成の大学として個々の先生でやっ

ていますということでいいのですかっていうのが，一番の問いかけだと思いま

す。大学全体としては，やっぱり学校現場を理解して，それに合わせてこういう

カリキュラムを構成したり，現職の方向けの講座をいろいろ作ったりとか，その

活動のスタートの部分をやっていないといけないと思うので。 

【委 員】：この前の委員会の中でお話を聞く限り，学生さんは現場に出る機会

を，教育実習以外にもいろんな機会を作っていらっしゃるということは分かっ

たのですが，大学側が現場の課題を共有して，こういう課題については大学で研

究していかなきゃいけないよね，それは課題だよねという認識をされてこうし

ましたというお話はなかったので，そういう動きも教育大には求めているかな

と。一般人としては，そういうイメージも持っているので，専門な教育の大学な

のだから，現実の学校課題であるものを当然把握されていて，それについて，研

究されているというイメージを持ってしまって聞いていたので，「ああ，ないの

だな」と思ってしまったのです。そこはやっぱりこれから，そういうことがある

と，現場の先生方も非常に助かるだろうなと思います。そうすると，こちらも，

お願いすることもあるかなと思うのですけれども。 

【議 長】：おっしゃることはすごくそのとおりで，まず，生徒は出ていくけれ

ども，先生が出ていかないというのは，文科省の教職大学の改革に関する会議で

も実は言われていて，現場は割とインターンシップ，現場実習などで学生さんは

出ていっているのですけれども，肝心の先生が実は出ていっていないので，そう



 

 

いうのをやっぱり変えていかなきゃいけないじゃないかっていうのはあります。

先日教職大学院のシンポジウムがあって，そこに北海道教育大学長が，教員養成

学という学問を作って，そういうのをしっかり教えていくということが必要な

んじゃないかというのがあったのですけれど。確かにそうですが，気になったの

は大学の先生がやっぱり自分たちが評価される学問分野の世界があって，その

中での世界と現実の課題が乖離している，そうなっているのだとしたら、教育学

ってそもそも何だろうっていうところがあって。本来はそこが一体でできてい

る世界で，もう少し理論的にやるというのはあるかもしれない。わざわざ養成学

ということではなく，教育学というのはそういうものだから，そうやるべきだと

いう方向に，先生一人一人が向いてほしいなと。実は同じ話が農学でもあって，

バイオテクノロジーや遺伝子解析の世界ばかりになってしまって，実際に作物

をどう交配させて、育種するかというのが弱くなってしまったので，そういう反

省もあって，某国立大学とか，ある大学なんかは，もう少し実験室じゃなくて，

実際の農場に行って，交配という方法でどうやるかというのをしっかりやると

いうのを意識的にやり出したということです。その上で，成功事例を，遺伝子解

析をやると実はその研究が世界でも認められる 先端の研究だとおっしゃって

いました。だから，そういう意味で，やっぱりスタートとして，大学として，現

場の課題にやっぱりどう向きあっていていくかというところを、どう作ってい

くかというのが組織として大事ではないか，なかなか大変だとは思うのですけ

れども，そういうものに一つ，こういう評価委員会というのは使えるじゃないか

というのは。今，まさに変えなければいけないという議論になっていますけれど

も，こちらのほうでもそういうのをうまく伝えていければいいかなというふう

に。 

【委 員】：大学の先生の中でも自分の所の学生を連れて，先生も一緒に学校に

来て，学校で学生に学ばせる、そういう先生もたくさんいらっしゃる。大学の先

生の中でもいろいろな，自分の研究フィールドがあって，こういったところを研

究したいという方もいれば，学校現場で学生たちに学ばせたいという先生もい

らっしゃるので，そこの差はあるだろうなと思います。 

【議 長】：現場に出ていくことが実は負担ではなくて，その結果教育実習に行

ける先が確保されるというのも大きな話だと思います，学校側からすると，その

信頼関係を。教育実習の受け入れのお願いをするのも，結構仕事として大変だと

は聞いているので，ではその確保をしっかりやっていこうと考えたら，研究のフ

ィールドにもなるし，学生の受け入れ先にもなってもらえるので，いいと思うの

ですよね。という話もちょっと話しているのですけれども。なので，Bというと

ころでは，先ほどまとめてもらったのですが，個別のテーマがどうこうというわ

けじゃなくて，まず組織としてまずその方向に向いて，まず，こういうことがで



 

 

きているのですか，ということを聞いてくるというのは，まずはいいのかなとい

うふうに思ったのですけれども。意見は特に，Aと B含めて。もう少しこういう

観点も入れたらいいじゃないかとか，あれば。さっきおっしゃったコミュニティ

ー・スクールの話とかは，少し，入れてもいいかなと思ったのですけど。それは

今，資料 1 の整理のときに，少し事例としてコミュニティー・スクールなどと

か，経営課題についての理解とか，入れても。 

【委 員】：この資料 1の 2つ目の丸の所の指導技術の所で，基礎的な技術とい

う表現があります。基礎的な技術，それはそれで大事ですが，教育現場に出たと

きに，いろんな予測ができない，または大学で習っていない状況，シチュエーシ

ョンがあるので，例えば生徒指導とか特別支援教育なんかもそうですけれども，

こういったものを，より実践的な部分で学んでいただくということで考えたと

きに，下の 3 つ目の実践力があるということ，確かに教育実習も大切な学びの

場ですが，そうではないところでの，大学の学内での学びのところでも実践的な、

ということで，知識・授業ではなくて，課題解決的なプログラム，そういったこ

とも目指していただけると学生さんに考える力といいましょうか，対応できる

力みたいなもの，そんなことを感じたところです。 

【議 長】：今，アクティブラーニングということを，大学の現場で 5～6年前か

ら盛んにやり出していますけれども，課題解決型の授業，実践的な授業という，

実習じゃない，普通の授業の中でもより実践的な授業，課題解決型の学習をゼミ

っぽいやつで，しっかりやっています。あともし，何か追加でお気付きの点等あ

れば，また。1週間ぐらいでメールか何かで送っていただければ。 

【委 員】：1 の 1 つ目の項目が，これはこういうまとめにしただけだと思うの

ですけれども。心構え，心構え，心構えだけど，心構えだろうかっていう。ここ

はスキルじゃないだろうかと。心構えはもちろんあるけど，部活動で指導できる

技術はあったほうがいいじゃないかと思うし，要するに僕はなぜ現場が繁忙な

のか，詳しくは知りませんけど，ものすごく忙しくなっているのを解消するのも，

恐らく技術でしょうし，技術っていうか，何か方法があるのでしょうしと思って。

心構えだけにとどめちゃうと，言えばいいみたいな話になるのかなと思って。さ

っき議長がおっしゃっていたような，Aの課題設定も恐らく，教育と実際の学校

現場との乖離を新任の人たちの間でもどう埋めていくのかという観点で設定す

るのだとすれば。 

【議 長】：ちょっと難しいところがたくさんありますよね。 

【委 員】：そうですね。それぞれによって違うでしょうけどね。 

【議 長】：そうですよね。今，一つ課題になっているのは，部活動をそもそも

そこまでやるかっていう。 

【委 員】：そうですよね。今，そうですよね。 



 

 

【議 長】：保護者からすると，期待はあるのだけれども，学校の課外活動なの

で，本業を圧迫する状態っていうのは，どうなのだという議論があって。今，外

部人材の活用だとか，適正化のガイドラインを策定して，それにのっとってやる

とか。いろいろ議論が出ているところなので。 

【委 員】：今，教えるわけにもいかないという感じですか。 

【議 長】：ちょっとあの。私ももともと部活動を指導したくて，教員になろう

かなと思っていたところもあったので。気持ちはよく分かるところですけど，こ

こをどう扱うのかというのは，少し難しいなと。ただ，他方で，ここのテーマ，

部活動の話を聞いたことはないので，現実に今，どう教えているのですかという

のは聞いてもいいのかなと。 

【委 員】：いずれの項目も，心構え的な，倫理観的なことだけなのか，どうな

のか。そこから，一歩先のことが求められていいじゃないかっていうことで。 

【議 長】：はい，分かりました。今，指導する態度が。 

【議 長】：心構えというのは，部活動を指導する態度とか，指導するに当たっ

ての態度みたいなほうがいいですかね。資質ではないですよね。指導方法への理

解っていうのもあるかもしれないですね。何でこれを言うかというと，過剰にや

るなというのもあると思うのです。中学生って練習すればするほど強くなるの

ですけど，すぐ回復するので。同じことを大学とかでやったら，絶対故障する。

その辺を分かってなくて，教え込む人が結構いるので，それが果たして，その子

が将来伸びるかっていうと，そうでもない現状というのを，私は多々見ているの

で。そう考えると，その年代に合った適正な指導というのはありますし、 低限，

ガイドラインを知っておいたほうがいいでしょうというのはあると思います。

指導がうまい，下手は別にして，大体これぐらいでやるのがというような基準。

それ以上を求めるのだったら，プロチームや競技団体等と連携して何かすると

か。そういう意味での知識，指導，理解っていうものは，聞いてもいいのかなと。 

【委 員】：じゃあ，この一番上の項目の下から 2番目の「教員の年齢構成のギ

ャップを踏まえ，自己成長する心構え，僕にはあります」って言ったらおしまい

かっていう話で。 

【議 長】：まさにそこは言い切るというか。 

【委 員】：そういうレベルですか。多分先ほどおっしゃったことでしょう。今，

学校現場が年齢的に上層部にシフトして，若い若年層が幹部にならなきゃいけ

なくなっていくっていう学校現場の直面している課題を，心構えで乗り切って

いいのかという。 

【議 長】：現実問題，キャリア教育なんかをずっと今，やっていますけれども，

大学でもやっていますけれども，それは将来自分がどう成長するのかを見据え

て，自分でしっかり，その力を身に付けていくということで指導しています。よ



 

 

く，それも心構えと言い方をするのですけれども。ただ，そういうことの，表層

的な意味ではないという意味の，しっかり認識させるとか，それができる力とい

うのは付いているのか，少し言い方をより明確にして。 

【委 員】：それぞれの言い方は，議長がおっしゃっているように，それぞれこ

の項目ごとにやれることと，やれないことが多分あるでしょうから，言葉の案配

は分からないですけど，一括で心構えとされると何となく抵抗があるような。 

【議 長】：資質・態度が養成できているかにして，それぞれ適切に表現を変え

ていくという感じにそこはしますか。あとはどうですか。よろしければ，ちょっ

とお時間をいただいて，何かあれば。次回には示していきたいと思います。続き

まして，スケジュールのところで少し。 

【事務局】：スケジュールについてご説明いたします。前回の会議でお示ししま

したなかで，変更した点についてご説明いたします。まず，前期の授業評価はも

う，困難になってまいりました。8月の第 1週で授業が終わりますので，前期は

無理でしょうということになろうかと思います。第 13 回の委員会は，8 月開催

というところになろうかなと思われますので，それ以降の流れで，点検・評価を

開始し，点検の報告をもらう。必要に応じて他大学の視察を行う。10 月の第 14

回会議。これは従前のままです。それで，後期の授業開始ということになります

ので，授業視察については，10 月以降ということで，10 月の位置に変更させて

いただきました。あと 11 月以降のスケジュール感については，従前のままとい

うことです。そのようなことで考えております。授業視察に当たりましては，そ

の前に点検結果の報告をいただいておりますので，そういう報告を受けてから，

キャンパスとの意見交換などを踏まえて，各キャンパスを視察していただくと

いうイメージで考えました。 

【議 長】：以上のとおりですが，具体の日付はまた調整等になると思いますの

で，よろしくお願いします。さっき触れたのですが，卒業生のフォローの話です

けど，実は文科省で作っている，国立教員養成系大学の改革の有識者会議の報告

書で，今後の大学の改革の方向性として，卒業生の活躍するところを把握しろと

いう話も出ているので，その中で，全員とは言わないまでも，ある程度把握する

ようにはなるだろうと思っています。多分実際教員になる方というのは，教育委

員会である程度分かっていることも多いので，そこと連携しなさいと書いてあ

るので，そうなっていくのだろうとは思いますけれども。一応フォローというか，

状況を把握するというところはまず，やるようにはなるだろうというところで。

今回の点検のところでは多分そこまでやっていないと思いますので，あえて今

回は聞かなくてもいいのかなと。よろしいですかね。今日はこれで，ありがとう

ございました。 

 



 

 

 

 


