文部科学省『大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム』

教員養成コンソーシアム四国
■ホームページ http://www.bunri-u.ac.jp/consortium/

徳島文理大学、四国学院大学、高松大学の 3 大
学連携による「教員養成コンソーシアム四国」が
文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連
携支援プログラム」に採択され、2 年次に入りま
した。平成 21 年度は協力体制作りおよび連携基
盤システムの構築、教育諸環境の整備等を行うと
ともに先進地視察、関係研究会・研修会に積極的
に参加して事業推進の方策・方向性を探ってまい
りました。平成 22 年 4 月より基盤システムを活用
した本格的な活動が始まりました。
今日の大学における人材育成について、学士力、
就業力が問われる中、東四国の教職課程認定大学
で教員志願者の多い 3 大学が連携して取り組む質
の高い教員養成のための教育は、極めて意義深い
事業だと考えております。教育基本法および関連
三法の改正、学習指導要領の告示と戦後最大の教
育改革は粛々と進められておりますが、これら法
規に明記されている通り、大学にあっても学校現
場や地域住民、県、市町村教育委員会との双方向
の連携なくして、改革・改善は期待できません。
先般 9 月 27 日（月）の第 2 回推進委員会におき
まして、5 運営部会（教職課程、教育内容改善・
充実、教員免許状更新講習、地域連携、情報シス
テム）それぞれから、本年度実施事業経過および
今後の推進計画について報告がありました。具体
的な取り組み内容として、

3月27日
（土）
、
「教員養成コンソーシアム四国」
第 1 回フォーラムが高松市の全日空ホテルクレ
メント高松で開催されました。徳島県内、香川
県内から学生、
一般、
小中学校教員、
大学教員
あわせて約 100 名の参加者がありました。
はじめに、
「教員養成コンソーシアム四国」推
進委員会委員長の桐野豊 徳島文理大学学
長から挨拶があり、
その後、
教職課程部会、
教
育内容改善･充実部会、
地域連携部会、
情報
システム部会より、
本事業の取り組み状況につ
いての報告を行いました。
続いて、
「これからの教員養成」という演題で、
玉川大学教職大学院科長の長野正先生より
講演をいただきました。
平成 18 年７月の中教審答申「今後の教員
養成の在り方」の重要性をふまえて、
特に学部
の教職課程の質的な改善の必要性について、
お話をいただきました。

○新しい教職必修科目「教職実践演習」の実践事
例の作成。
○「教職ポートフォリオ」の活用と学生交流集会
○新学習指導要領に対応できる学生の育成
・小学校段階における「外国語活動事例集」の
作成。学生、大学教員が現場小学校教員とと
もに進める外国語活動研修会の開催。
・伝統・文化に関する教育充実のための授業実
践例の開発。
・理数教育充実のための指導プログラムの開発、
「子ども科学教室、実験教室」の開催。
○ 3 大学連携による教員免許状更新講習の実施。
（今後の動向も踏まえながら）
○高大連携のシステム構築とプロジェクトの開発。
高校生との音楽交流とキャラバンコンサートの
実施。
○学生ボランティア派遣のしくみについて、地域、
県・市町村教育委員会と連携プロジェクトを開
発する。
などを推進してまいります。これらについて、新
たに導入したテレビ会議システム、講義自動録画・
配信システム、e −ラーニングサーバ等を活用し
た授業開発や研究を推進していくことにより、「四
国の教員養成の知の拠点」として、3 大学間の連
携を深めてまいりたいと考えております。

社会環境の変化、
教員に対する信頼感のゆ
らぎ、
教員に対する期待と要求の多様化、
職場
の多忙化と同僚性の希薄化、
退職者の増加と
採用の増加等の状況の変化に対応した教員
養成の方向を、
教職大学院の実際から見えて
きた課題と関連づけて、
わかりやすくお話いた
だきました。
学部教職課程の質的改善では、
①「教職実践演習」の実効化
②カリキュラムの再体系化
③学校における実習の重要視

④教育実習の臨床研究化
の4課題について具体的にお話しいただきました。
パネルディスカッションでは四国学院大学
神野明副学長の司会で、
小中学校教員、
保護者、
学生、
教育委員会、
大学教員の 6 名のパネリス
トの方から、
「これからの教員養成と学校･地域・
大学の連携」というテーマで、
それぞれの立場
から、
体験に基づいてお話をいただきました。
教員に求められるもの、
教員養成の在り方、
学校･地域・大学の連携の重要性などについて、
多様なご意見をいただくことができました。

長野先生の講演［左］、パネルディスカッション［右］

教職課程部会では、「高い資質能力を身につけた
教員の養成」を目標に、次の２点の内容について、
３大学が共同して取り組んでいます。
①新教職科目「教職実践演習」の授業内容、指導
方法の開発
②「教職ポートフォリオ」を活用した、実践的指
導力の育成
本年度は、「教職実践演習」の指導事例の作成に
取り組んでいます。各大学で作成したシラバスをも
とに、指導形態や具体的な指導内容、指導過程、評
価等を盛り込んだ指導事例を作成して持ち寄り、「教
職課程部会」で検討しました。８月には高松大学で、
上越教育大学大学院釜田聡先生をお迎えして｢教職
キャリアによる実践的指導力の育成｣というテーマで、
「教職実践演習」の実施に向けての課題について研
修を実施しました。「教職実践演習」の実施に伴う
「履修カルテ」「履修カルテ自己評価シート」につ
いても、作成上の課題等を検討しながら連携して作
成に取り組んでいます。導入した講義自動収録･配
信システムやテレビ会議システムを活用して、教科
指導法での「模擬授業」や「場面指導」の仕方につ
いて学んでいます。
また本年度は、教員をめざす学生を対象に「教職
ポートフォリオ」を作成し活用を開始しました。昨
年度実施した｢ポートフォリオ｣研修会や上越教育大
学への研修視察の成果をもとに「教職ポートフォリ
オ」を作成し、説明を行った後、活用をしています。

理科模擬授業の収録

教職ポートフォリオの使い方の流れ

「教職ポートフォリオ」とは、教員をめざす学生が、
学内･学外で学ぶ様々な学びの軌跡をつなぎながら、
保存・再構成･活用していくポートフォリオです。「教
職ポートフォリオ」の目的は、次の３点です。
①教職に関する適性について自己確認する
②多様な学びを集約する
③教職に関わる自己課題を更新・実践・評価する
「教職ポートフォリオ」を活用することで、教員と
して求められる資質能力を自分自身で見いだし、身
に付け、育てていくことができます。

教育内容改善・充実部会では、新しい学習指導要
領に対応できる教員養成の共通プログラムの開発・
充実を目標に、
①小学校段階における外国語活動
②伝統や文化に関する教育の充実
③理数教育の充実
に連携して取り組んでいます。
昨年好評であった小学校外国語活動研修会を引き
続き本年度も実施します。大阪樟蔭女子大学教授
菅 正隆先生からは、徳島文理大学徳島キャンパス
と香川キャンパスで、また、文部科学省教科調査官
直山木綿子先生には、高松大学でご講話・ご指導い
ただきます。四国学院大学では非常勤講師の新宮久
子先生にご指導いただきます。さらには、現場の先
生方の協力を得て、外国語活動指導事例集の作成に
取り掛かる予定です。
伝統や文化に関する教育の充実については、美術
平賀源内先生こども科学教室

小学校外国語活動研修会

館・博物館等教育関係施設での授業実践、地域の
伝統や文化の見学・観察等体験重視の授業実践、
外部人材による特別授業を盛り込んだ指導プログ
ラムの共同開発に向け、徳島・香川県内の具体的
素材について調査・試行しているところです。
理数教育の充実では、算数・理科の教科指導法
の授業で、今期購入した教材備品類が活用された
り、現場教員の授業参観や研修会に参加したりし
て、操作や実験ができる学生の育成をめざして授
業改善や地域指導者との連携を進めています。
さらに、「平賀源内先生こども科学教室」の支
援員として、３大学の意欲ある学生 21 名が参加
できるようになり、児童との交流を通して、実験
や物づくりの楽しさばかりでなく、指導技術・方
法を学ぶことができました。今後、各大学でも学
生がスタッフとして参加する「子ども科学教室・
化学実験教室」の開催を予定しています。

地域連携部会で
た教員の育成」と
①地域、家庭と
向上を図る
②高校生に対し
育内容の提供
ための取り組みを
各大学では、教
ランティアに学生
り、地域の行事に
して、地域の子育
このような学生
たワークショップ
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選択領域の評価

必修領域の評価

教員免許状更新講習部会では、本年度も教員免許
状更新講習の実施状況について、３大学での開講科
目、受講者、成果や問題点、今後の課題等について
アンケート調査を実施し情報交換を行いました。そ
の結果を参考にしながら、本部会では、昨年度に引
き続き、現職教員に対して、教員としての職務遂行

「教員養成コンソーシアム四国」の連携３
大学の教員をめざす学生の有志による学生ス
タッフの組織が設立され、第１回学生スタッ
フ交流会が徳島文理大学徳島キャンパスで開
催されました。
この組織の設立の趣旨は、「教員をめざす
学生がスタッフとして活動を行うことで、教
職に対する考え方を確かなものとし、教職キ

では、「高い資質能力を身につけ
「地域への貢献」を目標に、
一体となって、地域の教育力の

して大学間で共同して各大学の教
供などを行い、高大連携を図る
を連携して行います。
教育委員会と連携して学校支援ボ
生を派遣して学校教育を支援した
にボランティアとして参加したり
育てに貢献しています。
生ボランティア体験者を対象とし
プを、2月25日に四国学院大学で
絵本読み聞かせ

に必要な最新の知識技能が習得でき、資質能力を高
められることを目標に、各大学の特色による分野別
講習の実施、講師の相互補完による実施により、質
の高い教員免許状更新講習が実施できるように３大
学が連携しての取り組みを検討していきます。
現在、教員の資質向上のための教員免許制度の抜
本的な見直しが行われております。一定の結論が得
られ、これに基づく法律改正が行われるまでの間は､
対象となる現職教員は、現行制度に従って､定めら
れた期間内に免許状更新講習の課程を修了し、免許
管理者の確認を受けることが必要であります。この
ため、３大学では、現職教員の十分な受講機会が確
保できるよう、引き続いて、平成 23 年度の教員免
許状更新講習の開設にむけて準備していくとともに、
各県の教育委員会、校長会等との意見交換を実施し、
よりよい教員免許状更新講習へと改善できるよう検
討していきます。

ャリアを充実させ、学習
のリーダーとして主体
的に学び行動する意欲
と態度をはぐくむ。学
生スタッフの活動をと
おして『教員養成コンソーシ
アム四国』の事業の充実を図り、主体的に学
ぶ学生の支援を行う。」というものです。

開催することを予定しています。連携 3 大学から学
生が派遣され、3 名 1 組でチームを作り、ボランテ
ィア体験について感じたことをカテゴリー化・ビジ
ュアル化して振り返り、意見交換をする中でお互い
に学んだことを共有できる有意義なワークショップ
を実施します。
さらに今後、３大学の連携により学生ボランティ
ア派遣のしくみを構築してボランティア派遣を充実
させ、教員をめざす学生の実践力の向上をめざしま
す。
高大連携の取り組みとして、徳島文理大学では音
楽学部と徳島県内高等学校によるキャラバンコンサ
ートを実施して、高等学校の吹奏楽部や管弦学部と
交流しながら合同練習を行い、演奏技術のレベル向
上に協力することで高大連携を図るとともに、地域
の歴史的･文化的な価値を持つ寺院や建物などでミ
ニコンサートを開催し、地域の歴史と文化に触れ、
地域の人々と交流を図りました。
高校生が多数参加するオープンキャンパスにおい
ても、教員をめざす学生の皆さんの学びを支援する
教員養成コンソーシアム四国の取り組みについて、

箸蔵寺でのキャラバンコンサート

積極的に広報活動を行い、教員採用試験で合格が内
定した学生さんから体験談を聞き、将来の進路につ
いて真剣に考える機会を持ちました。
今後は、高等学校教員、大学教員、教育委員会、
教員をめざす学生をパネリストとしたフォーラム等
を実施して、教員をめざして入学する高校生に対し
てその道筋を示していきます。

徳島文理大学では、
「教員養成コンソー
シアム四国」の連携事業の中で次のよう
な特色のある取り組みを行っています。
１ 教員をめざす学生と現職の教員がと
もに学ぶ研修会の実施
本年度はこれまでに講師を招聘して、
○小学校外国語活動研修会
○理科教育研修会
○養護教諭をめざす学生のための研
修会
を実施しました。学生にとっては、現職
の先生方とともに学ぶことで、
より実践
的な学びを実現できました。
２ ｢教職ポートフォリオ｣の作成と活用
教員をめざす学生の教職キャリアの
向上と主体的で豊かな学びの実現を目
的に、｢教職ポートフォリオ｣を作成して
活用しています。
３ 学生スタッフの育成

｢教員養成コンソーシアム四国｣の学
生スタッフを組織して活動しています。
他の大学の学生との交流活動の企画･
運営や「教員養成コンソーシアム四国」
事業の運営のサポート等の活動をとお
して、教職キャリアを向上させ教職に向
けて主体的に学ぶ姿勢を育てます。
４ 地域との連携･高大連携の取り組み
キャラバン･コンサート
音楽学部の学生の皆さんが徳島県内
の高等学校の吹奏楽部や管弦楽部と交
流しながら合同練習などを行い、高等
学校の演奏技術の向上に協力すること
で高大連携を図るとともに､地域の歴
史的・文化的な価値を持つ寺院や建物
でミニコンサートを開催し、地域の人々
との交流を図ることを目的として実施
しています。
平賀源内先生こども科学教室
讃岐が生んだ江戸時代の科学者 平
賀源内先生を顕彰して、徳島文理大学

高松大学では、教育内容改善・充実部会
の諸事業を県・市教育委員会や現場の先
生方の理解・協力を得ながら推進してい
るところです。
○近隣小学校での授業参観、学生と地域
の教員がともに参加する研修会等外国
語活動導入の諸課題解決への取り組み
○博物館、美術館等を活用する伝統・文化
に関する授業実践
○子ども科学教室の開催等
これらの具体的体験を通して、新学習
指導要領に対応できる学生の育成に努
めてきました。

また、教職課程部会関係では、教職実践
演習専門部会を立ち上げ、
「教職ポートフ
ォリオ」の導入、シラバス・履修カルテの
検討・実践事例作成等に向けて、上越教育
大学教授釜田聡先生をお招きして「教職
実践演習研修会」を開催、後期より
「教職
ポートフォリオ」を導入しています。実践
事例集についても、作成に取り組んでい
ます。
本年度は、こうした内容を重点的に推
進するとともに、講義録画・自動配信シス
テムおよびテレビ会議システムの積極的
な活用、スターボードの研修会を行うな
ど今期導入した情報システムを効果的に
運用してまいります。

四国学院大学では、学生ボランティア
による地域のこどもの登下校時のパトロ
ールを行ったり、地域の子ども向けに絵
本の読み聞かせを行うイベントを開催し
たりしています。
また、
教育委員会と連携し、
学生をボランティアスタッフとして実際
に学校現場に派遣するなど、日頃より地
域と密着した取り組みを行っています。
また、1月30日には小学校外国語活動
の研修会を予定しており、本学非常勤講
師 の 新 宮 久 子 先 生 を講 師 に お 招きし、
2011年度から導入を義務付けられてい
る小学校外国語活動について、地域の小

学校教員を対象としたお話を伺います。
小学校外国語活動に関心のある方なら、
どなたでも参加できます。新学習指導要
領を踏まえた、小学校における外国語活
動の意義、
または事例など、理論と実践の
バランスに配慮した内容となっています。
外国語活動の指導法について、さまざま
な取り組みが進められつつある現場にお
いて、現在最も需要の高い研修会だとい
えるでしょう。
また、クリッカーについての学内研修会
を実施し、教員免許状更新講習会やオー
プンキャンパスで使用した際には、利便
性と教育環境の充実度にとても高い評価
を得られました。今後も教員養成系科目

理工学部(香川キャンパス)とさぬき市
教育委員会との共催で、子どもたちに
モノをつくることの楽しさや科学のお
もしろさを伝えることを目的として開
催されています。子どもたちの活動を
サポートするために教員をめざす学生
がボランティアとして参加しています。
理科教育研修会

■教員養成コンソーシアム四国 事務局
徳島文理大学［徳島キャンパス］
〒770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示180
088-602-8048 kyouin-consortium@tks.bunri-u.ac.jp

■サテライト事務局 徳島文理大学［香川キャンパス］
〒769-2193 香川県さぬき市志度1314−1
087-894-5111(内線2291) k-ookubo@kph.bunri-u.ac.jp

教職ポートフォリオ研修会

■教員養成コンソーシアム四国 サテライト事務局
高松大学
〒761-0194 香川県高松市春日町960番地
087-841-3255(内線5411)
conso1@takamatsu-u.ac.jp

やコンソーシアム行事での有効活用、連
携大学への紹介につなげたいと思います。
クリッカーの学内研修会

■教員養成コンソーシアム四国 サテライト事務局
四国学院大学
〒765-8505 香川県善通寺市文京町3−2−1
0877-62-2111(内線232)
stakao@sg-u.ac.jp

