
「相当免許主義」からの離脱過程
〇1949 教育職員免許法制定

＊1958 中教審答申、1962教養審建議

〇1964 同法一部改正（大学教育になじまない特殊分野としての高校柔道、剣

道、計算実務の免許状を教員資格認定試験で授与可とした

〇1973 同法一部改正（教員適格認定試験の範囲が小学校教員、看護・柔道・

剣道・インテリア・計算実務・建築・デザイン担当の高校教員、特殊教育教員

（養護訓練）の普通免許状授与可）

＊1986 臨教審2次答申（特別の免許状、特別非常勤講師制度の提言・・「社

会人の活用、学校教育の活性化」という理由）

〇1988 同法一部改正（特別免許状制度、特別非常勤講師制度発足）

〇1998 同法一部改正（さらに緩和される）

〇2001 学校教育法施行規則一部改正（校長・教頭職の資格緩和で民間人管理

職の登用可）

〇2020.7.17 中教審教員養成部会「教育課程部会審議のまとめについて」

＊管理職に限らず、社会人登用の弾力化、免許取得条件の緩和を提言

＜検討課題＞

①社会人の登用・社会人経験の可能性と課題・・「大学での教員養成」から離反

②教育内容の高度化、複雑化、多様化の必要性と課題・・教職専門性の軽視

③「令和の日本型学校教育」の構築という課題と9年学校教育教員養成の課題 27



１．小・中学校連携での変化（先行実践研究から）
〇「教材準備にかかる負担感がない」「教材準備が効率的」「復習や発展

的学習で系統性を意識した授業を実施」

〇「担当する教科では、学級間の学習指導の差が少なくなる」

〇子どもたちとの関係づくりに関しては、「保護者対応・児童への生活指

導問題への複数教員での対応可能」(横浜市)、「小中の児童・生徒理解

と教員等の人間関係構築できる」(さいたま市)とあり、「小学校高学年

担任の持ち時数の平準化による業務軽減」(水戸市)と報告

２．実施上の課題
△「学級を越えて授業を行ったり、学級担任以外の教員が授業を行うため

学年全体で時間割を作成することになり、時間割作成に戸惑うなど今

までにないシステムへの不安がある」「カリキュラム編成が複雑になり、

学校教育活動の遅滞が起こる可能性がある」

△小・中学校間を移動することも多く、時間的なロスや児童・生徒理解と

いう点での不十分さが予想される。専門的な指導内容の準備が困難

△「中学校から小学校に異動した教員は、小学校の免許を取得していな

い場合、担当できない授業がある」・・・別途、教員養成部会で検討 28

義務教育学校９年制・小教科担任制導入上の課題
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教科担任制と教師教育の課題

〇教科担任制の導入に伴い、教師の担当は、①複数学年、し
かも小学校と中学校を合わせて教材研究することが想定されて
おり、専門的な指導内容を準備することが実質的に困難となら
ないか、②小・中学校間を移動することも多く、時間的なロスや
児童・生徒理解という点での不十分さが予想される、③カリキュ
ラム編成が複雑になり、学校教育活動の遅滞が起こる可能性
がある。

← ここには、学習指導ならびに学級指導・特別活動等の場面
での多様で複合的な教師としての仕事の遂行とともに、そのた
めの準備や調整、教学的事務処理の増加によって、教育活動
に集中しきれない勤務状況が近年顕在化慢性化していること（
TALIS調査結果等）に対して、改善のメスを入れることの必要性
緊急性が提起されている。

また、小・中学校教育の教育職員免許状の枠組み変更とい
う課題も出てきており、それは、別途、教員養成部会で検討が
なされている。 29



教員免許更新講習改革についての意見
今後検証すべき事項の例 ＊教員免許更新制小委員会の設置(2021.4.27)

① 制度の趣旨である最新の知識・技能の修得は達成されているか。また、更新講習は、
学校における教育活動に役立っているか。

② 更新制の導入を契機として、大学等の講習開設者と学校・教育委員会との連携に状況
の変化はあったか。

③ 教員免許状の未更新等が、退職教員の柔軟な活用等、適切な教員確保（教員不足）に
どの程度影響しているか。

④ 更新講習の受講が教師にとって、本来業務や生活時間をはじめとした状況においてど
の程度負担があるか。

⑤ 一定期間ごとに更新を要する有効期間の付された免許状であることが、新卒・

既卒含めた教員志望者の志望動向に影響しているか。

⑥ 更新講習において、特に受講者のニーズや評価が高い講座はどのようなものか。また
、そのような講座の開講を増やすに当たり困難なことはあるか（費用等）

⑦ 受講者の意向や更新講習の運営状況、効果を踏まえて、開設する更新講習の改善は
どのように行われているのか。

⑧ 更新講習を開設することが、講習開設者や講師個人にどの程度負担が生じているか。

⑨○ 更新制導入後、平成28 年の教特法改正も受けて、主としてその内容面において、現
職研修は変化してきているか。例えば、最新のテーマが取り入れられたり、受講者のニー
ズが反映されていたりするか。

⑩NITS における研修やオンライン講習等教員が研修を行う機会や内容について充実が
図られてきているのか。

30
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ＳＴＥＭ/ＳＴＥＡＭ教育の可能性と課題

ツプロスら（2009）によるSTEM 教育の定義
米国アイオワ州のSTEM 教育諮問委員会（Iowa Governor’s STEM Advisory Council）

• STEM教育とは、STEMリテラシーの発達とそ
のリテラシーを活用して新しい経済の中での
競争を可能にし、学校、地域、仕事、グロー
バルな営みとを関連付ける文脈の中で、生徒
が科学、技術、工学、数学を応用するような
現実世界の授業と強固な学問的な概念とが
結び付けられる学習への学際的なアプロー
チである。

内ノ倉真吾、石崎友規、齊藤智樹、Irma Rahma Suwarma、今村哲史、熊野善介、長洲南海男『日本科学教
育学会研究会研究報告』 Vol. 29 No. 1（2014）

31
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「個別最適な学び」の導入 使用事例

①「協働的な学び」と「個別最適な学び」とのセット ・・・ p.24

②「多様化する子どもたちへの対応としての「個別最適な学び」の実現」

このため学校に十分な人的配置を実現し１人１台端末や先端技術を活用しつつ
生徒指導上の課題の増加、外国人児童生徒数の増加、通常の学級に在籍する
発達障害のある児童生徒，子供の貧困の問題等により多様化する子供たちに対
応して、個別最適な学びを実現しながら学校の多様性と包摂性を高めることが必
要である。(p.29）

③教育課程編成原理として

修得主義と履修主義 ： 修得主義の考え方を生かした「指導の個別化」

④学習論として

「学習の個性化」により児童生徒の興味・関心を生かした探究的学習等の充実

⑤ICT／AI教育として

・「個別最適と協同的を進めるためのICT」 (↓ p.82)

・「学習履歴（スタディ・ログ）など教育データを活用した個別最適な学びの充実」

⑥効果・検証論として

「早期の気付きやエビデンスに基づく個別最適な指導・支援」 32
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◎行動主義的な学習指導論ではなく、ヒト・ひとの認知特性を明ら
かにしつつある、認知科学、学習科学に基づいた、学習理論を基
に、学校教育の改善を視野に入れる。

①個人の学習は、個人が追求し、つかみ、構成していくという理解
が中核となっている。それは、ピアジェの言っていた「同化」「調整」
という用語（奈須氏）を使っているように、個人構成主義的な認識
論がベースとなっている。「個別・ 最適化 」 という発想と「主体的
選択による協働による最適化」という発想が重要という提起

②したがって、教育実践での強調点は、「自己調整力」となり、「メ
タ認知」となる。また、「学習の個性化」「学習の最適化」は、個の
学びに即して提案されたものであり、個の学びを囲み、影響を与え
る文化、学校・教育環境についての言及が後景になりがち？ 「協
働」は「個別最適」化に接近する方法となっている？

③「個の学習」への集中は、逆に、客観的状況、教育・文化環境に
対しての配慮、分析を弱くさせる傾向にならないか？ 教師・学校
が、なぜ授業時間数確保、学力点数向上への執着、ドリル的指導
の容認をせざるを得ない状況（同調圧力）への言及が弱い？

④「個の学び」が効率的、早く、広く情報探索できるので道具として
ICT器機は大いに活用？ 認知特性に則した指導が必要

33

「個別最適」論提起の意味と検討課題



1970年前後教育における「最適化」の提起
ー教育学の科学化を目指す教育工学（教授工学）ー

〇教育工学（日本に遅れて紹介されてきた）

米国では1930年代以降 Skinnerら
〇日本では、J.S.Brunerによる教育現代化運動と同時に紹介された

Brunerは、Skinnerらの行動心理学でなく認知心理学を提唱
（学習者は「科学者」であるようにふるまい、教師が構造化した教科内容を開発

し、その構造を学習することにより、類似の構造への学習の転移を図り、

学習の仕方を学習し、それによって創造性の育成を図る）

〇教育工学は、教育学、心理学、工学などの諸分野からなる学際的な

科学技術であり、教育学の一分野と定義づけられる（坂元昂「教育工学

の現状と今後の動向」『教育学研究』1970 vol.35 No.1）

◌その教育工学の統合概念として「教育方法の最適化」概念を提案

◌「教育方法の最適化」の原理として注目されたのが、「適性（能力）処遇

交互作用」（Aptitude Treatment Interaction)であった。
34

資料

かつての「最適化」
との違いは？



ICTを介した「個別最適」提起の意味と検討課題

②スタディ・ログを活用した「個別最適な学び」
と⑦「きめ細かい指導や学習評価」
③全国学力調査のCBT化
＜数値化された社会 →

単一評価観 → 孤立化＞

④対面授業と遠隔授業のハイブリッド
⑥デジタル教科書
⑤高校での遠隔教育

＜デジタル化された社会・世界 →
実物から乖離 → 弱・非実在化＞

・教育活動（評価）の数値処理
・数値による効果測定とデータ管理
・教育活動・教師の仕事の単純化

＜「データリテラシー」の向上 →
人を見て育てるのではなく数値で育てる教師＞

〇多面的で、多様な
価値観の育成

〇人・もの・事との多
面的関わり

●｢個別最適な学び｣が｢孤
立した学び｣に陥らないよう」

●「協働的な学び」において
は、集団の中で個が埋没し
てしまうことがないよう」

●「学校における授業づくり
に当たっては，「個別最適な
学び」と「協働的な学び」の
要素が組み合わさって実現
されていくことが多いと考え
られる。」(中教審答申）
<教師の負担を軽くする？>

35



学校でのICTによる効果
（OECD/PISA『Students,Computers and Learning』2015

36

読解スキル（p.153）と数学(リテラシー、p.158）
「デジタル読解」＜「プリント読解」
ICT活用がスキル向上に無関係？

資料



「Society 5.0 に向けた人材育成」(文科省タスクフォース2018.6.5)

「Society 5.0 に向けたリーディング・プロジェクト」項目
（１）「公正に個別最適化された学び」を実現する多様な学習の機会と場の提供

①学習の個別最適化や異年齢・異学年など多様な協働学習のためのパイロ

ット事業の展開【全国の小中高等学校○校程度で実施（学校数は今後検討）】

②スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用

③EdTech とビッグデータを活用した教育の質の向上、学習環境の整備充実
（２）基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力をすべ

ての児童生徒が習得

①新学習指導要領の確実な習得

②情報活用能力の習得

③基盤的な学力を確実に定着させるための学校の指導体制の確立、教員免

許制度の改善

（３）文理分断からの脱却

①文理両方を学ぶ高大接続改革（高等学校改革）（大学改革）

②地域の良さを学びコミュニティを支える人材の育成

文科省「society5.0に向けた人材育成」が全面的に反映

37
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（１）「公正に個別最適化された学び」を実現する多様な学習の機会と場の提供

①学習の個別最適化や異年齢・異学年など多様な協働学習のためのパイロッ
ト事業の展開【全国の小中高等学校○校程度で実施（学校数は今後検討）】

児童生徒一人一人の能力や適性に応じて個別最適化された学びの実現に向
けて、スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオ（後述）を活用しながら、
個々人の学習傾向や活動状況（スポーツ、文化、特別活動、部活動、ボランティ
ア等を含む）、各教科・単元の特質等を踏まえた実践的な研究・開発を行う（例：

基礎的読解力、数学的思考力の確実な習得のための個別最適化された学習）
。また、異年齢・異学年集団での協働学習（例：英語力に応じた異年齢・異学年
の協働学習。）についても、実践的な研究・開発を行う。「チーム学校」を進める
観点からも地域の人材等と連携し、体験活動を含めた多様な学習プログラム
を提供する。

さらに、生徒・学生の学習環境がより個別最適化されるよう、アドバンスト・プ
レイスメント、飛び入学及び早期卒業等の活用促進を図る。また、学生の様々

な学びの意欲を実現させ、学習の個別最適化を進める観点から、各大学にお
けるギャップイヤーや学外での幅広い学びのための休学の活用を促進する。
こうした取組を通じて、例えば、苦手な教科については下の学年の内容を学ぶ

ことや、一方、アドバンスト・プレイスメントを活用した生徒が大学入学後に優秀
な成績を収めることで、早期卒業するといったケースが出てくるものと考えられ
る。この事業と併せて、学習の個別最適化に関する好取組事例についての発
信等も行い、全国における自主的な取組を促進する。文科省「society5.0に向けた人材育成」

p.18 2018.6.5
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②スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオの活用 EdTech を活用し、
個人の学習状況等のスタディ・ログを学びのポートフォリオとして電子化・蓄

積し、指導と評価の一体化を加速するとともに、児童生徒が自ら活用できる
ようにする。そのため、CBT（Computer Based Testing）の導入を含めた全国
学力・学習状況調査の改善、学びの基礎診断の円滑な導入により、個々の

児童生徒について、基盤的学力や情報活用能力の習得状況の継続的な把
握と迅速なフィードバックを可能とし、評価改善のサイクルを確立する。

③EdTech とビッグデータを活用した教育の質の向上、学習環境の整備充実
EdTech は学習支援のみならず生徒指導、教師の働き方改革や学級運営等
、あらゆる面で教育の質を向上させる可能性があることから、ICT 環境の整
備、ビッグデータ活用に係る個人情報保護の在り方についての整理等の条
件整備や、強みと限界を踏まえた効果的な導入方法など、EdTechの一層の
活用に向けた課題の整理及び対応策について官民を挙げた総合的な検討
を行った上で、一定の方針を示す。また、データの収集、共有、活用のため
のプラットフォームの構築に関する検討を行う。さらに、デジタル教科書、デ
ジタル教材、CBT 導入などを進める観点からも、ICTによる教育・学習環境の
整備や ICT人材の育成・登用を加速する

文科省「society5.0に向けた人材育成」pp.18-19 2018.6.5
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（２）基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力をすべて
の児童生徒が習得

①新学習指導要領の確実な習得語彙の理解、文章の構造的な把握、読解力、計
算力や数学的な思考力など基盤的学力の定着を重視した新学習指導要領の確

実な習得を図る（全国学力・学習状況調査、大学入学共通テスト、学びの基礎診
断でもこれらの力を重視）。そのため、個別最適化された振り返り学習など指導方
法の改善や効果的な指導を支える教材、ICT 環境、EdTech の整備を加速し、学習
支援を充実する。また、スタディ・ログ等を蓄積した学びのポートフォリオ（（１）②参
照）を活用し、学力の定着を促進する。

②情報活用能力の習得 大学入学共通テスト（2024 年～）で「情報」を出題科目
に追加することについて検討を開始する。また、小中高を通じてデータ・サイエン
スや統計教育を充実する。

③基盤的な学力を確実に定着させるための学校の指導体制の確立、教員免許
制度の改善、小学校高学年における専科教員の配置など学校の指導体制を確
立する。中学校・高等学校教員採用試験に比べ小学校教員採用試験の倍率が

低迷していることや、中学校・高等学校でも技術科、情報科のような特定教科の
免許状を保有する教員が少ないことを踏まえ、指導体制の質・量両面にわたる充
実・強化を図る観点から、免許制度の在り方を見直す。（例：複数の校種、教科の
免許状取得を弾力化すること、経験年数や専門分野などに応じ特定教科の免許
状を弾力的に取得できるようにすること。）

文科省「society5.0に向けた人材育成」p.19 2018.6.5
40



文科省「society5.0に向け
た人材育成」より2018.6.5
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◆公教育の重要な役割は、子どもの学
びの状況を観察し、個々人に応じた学び
の実現を支援
◆次世代型学校を軸に、大学、NPO、企
業などが提供する様々なプログラムを選
択して学ぶユビキタス・ラーニング

◆学校は、実体験や他者との対話・協働
をはじめ多様な学習活動の機会を公正
に提供する役割を重視

◆個人の学習成果（作文、作品、レポー
ト、プレゼン等）は学びのポートFAOリオと
して電子化、蓄積）



経産省提案
「未来の学校」

経済産業省「未来の教室」プロジェクト�
–教育イノベーション政策の現在地点–

2020年9⽉�経済産業省�商務サービ
スグループサービス政策課 教育産業室



経産省EdTechの学校教育実践例



今後の経産省
EdTechとSTEAM



教育グロバール化の一断面
ーIT産業と教育産業の結合の急展開の背景ー

○グローバル教育市場の規模
・2011年400兆円⇒2020年600兆円（
自動車市場の約3倍、年間14％の伸
び率）

○世界の公立学校のIT化によ
る財政負担削減策
・教育機器導入による人件費節減

○個人投資による私教育市場
の膨張
・学習塾、英語塾、プログラミング塾、スポ
ーツスクール、お稽古ごと、大人向けの英
語塾、会話塾

＊学校外の学習機会の拡大

・公教育はIT産業の大きなマーケット
・グローバルネットワークの形成

○日本は世界第二位の債務国

・1114兆5400億円（2020年3月末
前年比11兆1856億円増）

○日本の第三次産業革命（デジタル革命の

遅れ「空白の30年」：特に学校内での配置

○2009年から2012年にかけての変化

・学校でコンピューターにアクセスできる生
徒の割合 84⇒89％ 平均92-3％ 42国
中下から4番（F2-12 報告書の図番号）

・学校でインターネットにアクセスできる生
徒の割合 72⇒84％ 平均89-92％ 下か
ら4番（F2-13）
・余暇でのコンピュータ利用（情報とニュー
ス並びにゲームの集団/個人利用では、
日本がOECD平均で1.5割程度低い（F5-8)

45（佐藤学『第四次産業革命と教育の未来』2021）

（OECD『Students,Computers and Learning』2015）



第10期

中央教育審議会

2021.1.26 第127回
(答申）

2020.12.25 第126回

2020.10.16 第125回

（２８委員＝永田恭介、天笠
茂、明石要一、荒瀬克己、有
信 睦弘、今村久美、牛尾奈
緒美、加治佐哲也、亀山 郁
夫、菊川律子、木場弘子、清
原慶子、小林いずみ、今野享
子、志賀俊之、竹中ナミ、中
野留美、西橋瑞穂、萩原なつ
子、橋本幸三、長谷川敦弥、
東川勝哉、日比谷潤子、堀田
龍也、道永麻里、村岡 嗣政
、村田治、吉岡知哉）

教育課程部会

2020.12.22 第122回
2020.10.23 第121回
2020.9.24 第120回
2020.8.24 第119回
2020.7.27 第118回
2020.6.30 第117回
2020.6.12 第116回
2020.4.20 書面会議

2020.2.5 第115回
（２７委員＝秋田喜代美、天笠茂
、荒瀬克己、市川伸一、市川裕
二、大島まり、喜名朝博、今野享
子、貞広斎子、篠原文也、杉江
和男、髙木展郎、土井真一、戸
ヶ﨑勤、、奈須正裕、西橋瑞穂、
根津朋実、萩原聡、橋本幸三、
東川勝哉、堀田龍也、松本茂、
三田村裕、山口香、山中ともえ、
吉田晋、若江眞紀）

46

石井英真報告に対しての意見書による議論
「個別最適化された学び」から「個別最適な学び」へ

教員養成部会

2021.1.27 第120回
2020.12.22  第119回
2020.11.30 第118回
2020.10.15 第117回
2020.9.17 第116回
2020.8.11 第115回
2020.7.10 第114回
2020.6.5 第113回
2020.2.18 第112回

（２４委員＝秋田喜代美、安部
恵美子、安藤雅之、市川裕二
、一木薫、北神正行、喜名朝
博、木村国広、坂越正樹、高
橋純、竹原和泉、立田順一、
田中雅道、萩原聡、古沢由紀
子、本図愛実、松木健一、松
田恵示、松田悠介、三田村裕
、三村由香里、森山賢一、吉
田晋、若江眞紀

中教審「個別最適」提起とその一部変更



〇天笠茂意見書＝「テクノロジーの活用を考える上での原理・
原則として、『個別最適化』への矮小化に陥らないためにとの箇
所は、とりわけ重要」

〇秋田喜代美意見書＝「一人一人の学習スピードや志向性
が異なることを補い、誰もが深く学んでいくことをいかに保障す
るのかという点が重要である。しかしそのための方法として、一
人1台のPCで個別化という方法と易しい課題から難しい課題へ
という大人側が決めた単線型の内容配列のシークエンスがこ
れからの学びの在り方を考えた時にベストとは言えない。また
同一課題だけではなく 、同一内容であっても多様なメデイアや
多様なリソースをいかに活用するかが、重要である。この意味
では新たなメデイアとして、デジタルメデイアでも多様なリソース
、またデジタル技術を使うだけではなく、本や地域資料や教師
開発の独自の教材を組みわせて使用するなど、内容とその学
びの目的に応じて、多様な学習材とメデイアを活用することが、
個性化や多様性を生かした深い学習を自ずからもたらすだろう
。 47

「個別最適」提起とその一部変更
－中教審の委員間での論点①ー



〇秋田喜代美意見書（抄）

・「「個別・最適化 」という発想と「主体的選択による協働最適化
」という発想について

⇒ 個別最適化という発想は、基本的に教える側、大人側が最
適化するためのデザインをするという発想である。しかし、主体
的に子どもたちも選択し教師と共に子どもたちが共に学びの環
境をデザインしたり、それを見直し再構成しながらこれからの学
習環境を構成するという発想が大切ではないかと考える。もちろ
ん学年や発達によるが、児童生徒もまた主体的に学習環境の構
成に参画する主体として捉えていく発想が、ポストコロナの教育
には必要ではないだろうか。」

・「協働性と学びの連続性を保証する協働であるからこそ、子ども
同士で足場をかけ動機づけられる面、内容は高度であるが真正
（文化的に本物の活動につながるもの）であるからこそ、子ども自
身が意味を感じて取り組むことで習得できることも多い。」

48

中教審での論点から②



〇貞広斎子（千葉大）意見書(抄）
・「個別化は規準化を回避できるか。石井氏も指摘する通り、転換後の学校教
育で希求されるのは、個別化ではなく、個性化であると考えます。個別に最適
化された学びが、仮に、量的学びとして展開され、テストスコアに象徴される様
な一元的な尺度に基づいて評価される場合、教育がパッケージ化され、画一
的になり、パターン化や過剰な規準化・範型化がおきる（Sahlberg 2011; 
SteinerKhamsi 2003）可能性があります。特に、学校での活用が必要以上に拡大
された場合は、学校現場もそれに気がつかず、無自覚なまま、教育活動を工夫す
る職能やイノベーション力を失っていくのではないかという危惧を持ちます。これら
を回避することに、十分に自覚的である必要があると考えます。」

・質保証の問題。履修主義の制度では、一定程度の質は維持されるものの、
個性化への対応や、教育革新は生まれにくい側面もあります。このとき、公財
政支援の面からも、学校や地域、家庭の課題性に配慮した配分は行われ難く
なります。一方、修得主義を基本とするシステムの場合も、質保証が一元的尺
度のみによって行われると、高評価を受ける教育成果（主としてテストスコア）
を目指して平準化が進行するため、個性化の幅は縮小していきます。教育成
果や学力問題は、教育の方法や技術の問題に矮小化され、特に数値化され
たグローバルスタンダードが介在することで、教育の多様性が危機にさらされ
る可能性もあります（Meyer & Benavot、2013:12)。このとき、評価の結果による
信賞必罰的な財政配分制度が伴う場合は、教育の質の格差を生むことに繋
がりかねません。従って、当該学校の教師等が多面的な評価基準の設定に関わりなが
ら、新しい質保証のシステムを設計していく必要があります。これらが担保されてこそ、個性
化を前提とした履修主義と修得主義のハイブリットシステムが実質化されると考えます。」49

中教審での論点から③



「個別最適な学び」をめぐるいくつかの課題
〇「個別最適な学び」が徹底できるような「データリテラシー」の向上

ＩＣＴ活用教育の位置の再確認 ⇒ 「数値で育てる教師」ではない！

「数値化された社会→単一評価観 → 孤立化」

「デジタル化された社会・世界 → 実物から乖離→弱・非実在化」

〇教師の指導原理をどう深めるか＝「教師は教える人」観を捉え直す

教師は学習・スキルを中心とした教育活動支援・助成・提案者

学習材・教授材の開発者（科学／芸術の本質を典型化・翻案する）

学習・スキル向上、人間関係づくりの推進／支援・助成者

教育活動のデザイナー 学校の目標(方向目標）をどう考えるか 等

〇教師の教育環境の根本的な改善

学級定員の少人数化（教師の視野に入る人数）

ＣＢＴ学力テスト体制で、教育活動を萎縮させない方策

ＩＣＴ機器が、使用当事者の意向を反映できるシステム

労働時間の短縮、教育活動支援制度の充実

＊「教師の理解／努力」に限定できる問題ではない

＊当該教師にふさわしい研修システムと内容の改善（校内での個人課題設定等）

⇒ 子ども・生徒観（成長・発達観）、教師の指導観、評価観の問い直し

＊「個別最適」は可能か？ ＊「コンピテンシー」概念の問い直し 50



教師教育研究から見た課題（論点①）

1．「大学での教員養成」理念の深化・具体化
1）「教員の質保証」政策の矛盾
・財政削減下での簡便な「教師」確保政策

・教免法の変更と「教師の質保証」政策との矛盾

2）「教員養成の高度化」施策（2012.8中教審答申）の具現化

・「教員養成を修士レベル化し、教員を高度専門職業人として位置づ

ける」(答申）・・(牛渡提起『学びの専門家としての教師』2016）

→「高度専門職業人」としての研究能力の尊重という課題

・「実践的指導力」の内実検討とその育成・熟達化研究

・「実践的指導力」育成のカリキュラムと制度設計

（学士レベルから修士レベルへ）

・教科教育における高度化の具体的検討

・「社会化機能と配分機能」＋「現状改革機能」(油布提起）

→ 教職専門性の探求 51



教師教育研究から見た課題（論点②）

2．現実的な対応に関する課題
1）教職科目の「共通開設」を認める（2020.2.18教員養成部

会教職課程の基準に関するワーキンググループ報告書）

2）「義務教育特例」（仮称）の新設を提言

3）教職科目でのICT関連科目の拡大

3．「実践的指導力」(概念と実態）の革新（捉え直し）

1）「実際的指導力」から「実践的指導力」へ

2）「実践的指導力」強化こそが教員養成改革の鍵か？
→「実践的指導力」の内実と本質的課題の検討
→教職科目内容の捉え直しと再構成の試み(の交流）

3）学士課程カリキュラムに盛り込んだ「実践的指導力」
→学士・学部(124単位）内で充実することの限界

52



教師教育研究から見た課題（論点③）

4．学習/教育/教師論の革新
1）学校の機能の吟味・深化
「社会化機能と配分機能」の捉え直し

2）教師の役割の吟味と深化
「教え」と「学び」指導： 「新しい能力」コンピテンシー/エージェンシー概念の検討

「主体的で対話的で深い学び」からの撤退？

5．予算誘導策への対応
1）「新しい時代の教員養成プログラムの開発」

Society5.0を想定した新たな教師に必要となる知識／技能習得のための科
目開発(2022実施予定）

2）複数大学が、各大学の強みと特色を持ち寄り教職課程
を構築・・・大学等連携推進法人参画大学での課程と教員の共有化

3）「小さな学校」論と子どもの学習権保障という課題 53



改めて「個別最適」とは何か

教師の役割、学校の仕事は何か

学会としてできることは何か？

ご清聴を

ありがとうございました


