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日本教師教育学会 課題研究２ 第５回研究会

『令和の日本型学校教育』構想と
教師教育の課題

Ⅰ．中教審での学校教育と教員養成制度審議
Ⅱ．「日本型学校教育」構想の特質

ーICT教育と「個別最適な学び」ー

Ⅲ．「日本型学校教育」構想の具体化方策と課題
Ⅳ．教師教育研究から見た課題（論点）

2021.5.15
三石初雄(yptyb624@yahoo.co.jp）



最近の学校教育と教員養成の政策の動き
2006.7.11 中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」

2008 教職大学院開設 2009 免許許状更新制導入 2010 教職実践演習導入

2014.11 中教審へ諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について
2015.12.21 ３答申「地域連携」「チーム学校」「教員の資質能力」(AL、ICT、道徳、外国語、特支）

2016.12.21 中教審答申「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等
の改善及び必要な方策等について」

2017.3. 2018.3 幼小中特支並びに高校学習指導要領の告示

2018.3.8 中教審答申「第3期教育振興基本計画について」( ～2022)
2019.1.25 中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構

築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」

次期学習指導要領改訂の基礎作業開始
2019.4.17 中教審諮問「新しい時代の初等中等教育の在り方について」

2019.12.13 中教審第124回初中教育分科会「新しい時代の初等中等教育の在り方論点取りまとめ」
・・・GIGAスクール構想に基づく、2020年度内補正予算4610億円執行予定

2018.4 幼稚園教育要領、2020/21小中学校学習指導要領全面実施

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」

2020.8.20 12th教育課程企画特別部会(中間まとめ骨子案 9.11案→9/18案→10.7「中間まとめ」→11.13
「答申素案」→2021.1.26中教審答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」第228号

2021.3.12 11期中教審諮問「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」

＜今後＞教育職員免許法（施行規則）一部改正（義務教育9年制免許共修、GIGA、更新講習変更）
202X？ 中教審諮問⇒答申「・・・の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」
202X？ 改訂学習指導要領告示 → 202X.4? 改訂学習指導要領実施 2
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2016．1．22第5期
科学技術基本
計画(2016-2020)で
Society.5.0提示

2021．3．26閣議決定
第６期科学技術・
イノベーション基
本計画(2021-2025)
ＳＴＥＡＭ教育、ＩＣＴ

、ＧＩＧＡ構想、
ＭＯＯＣ活用

2018．1.19経産省
EdTech研究会発足
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2018.6.5文科省
タスクフォース

「society5.0に向けた
人材育成



中央教育審議会 教育振興基本計画部会

教育制度分科会
生涯学習分科会
初等中等教育

分科会
教育課程部会(学校改革・
学習指導要領改訂等）

新しい時代の初等中等
教育の在り方特別部会
教員養成部会（教免法、更新講習、課

程認定、コアカリキュラム等）

大学分科会 質保証システム部会
大学院部会(教職大学院含む）
教学マネジメント特別委員会
法科大学院等特別委員会
認証評価機関の認証に
関する審査委員会

中教審「諮問」事項の検討体制
ー第10期中央教育審議会機構図（２０１９年６月現在）ー
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11期中教審「令和の日
本型学校教育」を担う
教師の在り方特別部会
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中教審「諮問」検討体制(2020.11.13 初中教育の在り方特別部会)

１．新時代に対応した９年間を見通した義務教育の在り方

○ 義務教育とりわけ小学校において,基礎的読解力などの

基盤的な学力の確実な定着

○,学級担任制と教科担任制の在り方や習熟度別指導の在り方

○ 年間授業時数や標準的な授業時間等の在り方を含む教育課程の在り方

○ 特異な才能、特別な配慮を要する児童生徒に対する指導及び支援の在り方

２．新時代に対応した高等学校教育の在り方

３．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方

○ 外国人児童生徒等の就学機会の確保

○ 外国人児童生徒等の進学・就学継続のための教育相談等の包括的支援の在り方

○ 公立学校における外国人児童生徒等に対する指導体制の確保指導力の向上

○ 日本の生活や文化に関する教育、母語の指導、異文化理解や多文化共生の考え方
に基づく教育の在り方

４．これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備等

○ 義務教育９年間を学級担任制と教科担任制捉え直しと教職員配置や教員免許制度
の在り方
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新しい時代の初等中等教育
の在り方特別部会

在り方特別部会

教育課程部会

教育課程部会

教員養成部会

新ししい時代の高等学校教育の在り方WG

外国人児童生徒の教育の充実に関する有識者会議

幼児教育の実践の質向上に関する検討会

新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議

新しい時代の特別支援教育の在り方

に関する有識者会議

資料



「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」概要
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～

（答申素案） 2020.11.13 → (答申案） 2021.1.26(赤字）
第Ⅰ部総論

１．急激に変化する時代の中で育むべ
き資質・能力(3)
２．日本型学校教育の成り立ちと成果、
直面する課題と新たな動きについて(5)
３ 2020年代を通じて実現すべき「令和
の日本型学校教育」の姿(15)

４．「令和の日本型学校教育」の構築に
向けた今後の方向性(23)

５．「令和の日本型学校教育」の構築に
向けたICTの活用に関する基本的考え
方(4から独立）(30)

（ ）内は開始頁
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第Ⅱ部 各論

１．幼児教育の質の向上について（33)

２．９年間を見通した新時代の義務教育の在
り方について(38)

３．新時代に対応した高等学校教育の在り方
について（49)

４．新時代の特別支援教育の在り方について
(59)

５．増加する外国人児童生徒等への教育の
在り方について(69)
６遠隔・オンライン教育を含む ICT を活用した
学びの在り方について(75)

７．新時代の学びを支える環境整備について
(81)

８．人口動態等を踏まえた学校運営や学校施
設の在り方について(82)
９．Society5.0 時代における教師及び教職員
組織の在り方について(85-90)
今後更に検討を要する課題(92)

残された課題
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現行学習指導要領から「令和の学校教育構想」への移行

2030年前後の
学習指導要領の

「特質」

「個別最適な
学び」

（＝「個に応じた指導」
（指導の個別化と学
習の個性化）を学習
者側の視点から整理
した概念) (pp.15-17

）

現行・学習
指導要領
の継承？

「協働的
な学び
の実現」

「令和の日本型学校教育」

「個に応じた教育」
・不登校・夜間中学開設(pp.42-43）
・貧困・虐待等問題

・外国人・社会的少数者（福祉機能に言及）

〇「特別な支援が必要な者」と「特定分野に
特異な才能のある児童生徒」

(補足的発展的な学習指導 p.18、p.38)

ICT/AI教育（pp.72-74)
・スタディ・ログを活用した「個別最適」
・CBT(Computer-based testing)
・対面授業と遠隔授業のハイブリッド
・高校での遠隔教育
・デジタル教科書
・児童生徒の特性に応じたきめ細かな対応
・ICT人材の確保（学校外人材とのチーム）

学校教育(制度）の再編
・９年制義務教育学校(p.18,pp.34-45)
・新時代に対応した高校の再編(pp.45-54)
・専門職大学/専門職大学院(現に法制化）
・「人口動態を踏まえた学校経営・学校施設」(pp.77

課
程
認
定
／
教
育
職
員
免
許
法

Ⅱ
「主体的で対話的な深い学び」(「アクティブラーニング）



中教審での、これまでにない“リアル”な現状理解
１．暴力行為：小学校（2013=10,896件、2014＝11,472件、2018=36,536件
→2019＝43,614件（児童間の暴力行為が大幅に増加（2014＝7,118 件→2019＝32,120 件）

〇小中高・いじめの認知件数：2019= 609,421件、重大事態717件(119増）
〇小中高・不登校児童生徒数：2019=231,372人

〇小中学生の自殺者数：2016=105人，2017=119人，2018=131人、2019＝120人
（日本の自殺者総数=20,169人で減少傾向）
〇未就学・未確認外国人の子供(2000=19,471人）

〇児童相談所における児童虐待相談：2018=159,838 件と過去最多（学校等が相談経路とな
っているのは 11,449 件、７％）

２．高校生の学力低下

（「楽しいと思える授業がたくさんある」 という質問に対して、「とてもそう思う」「まあそう
思う」と回答した割合は中学１年生時点では74.8％（第13回調査)→69.2％（第15回調査・
中学３年時点）→66.3％（第16回調査・高校１年時点）→56.4％（第17回調査高校２年時点）：
文部科学省・厚生労働省「 21 世紀出生児縦断調査平成13年出生児」）

３．教師の長時間勤務による疲弊

○「近年の大量退職・大量採用の影響等により，教師の世代交代が進み若手の教師
が増えてきた結果，経験の少なさ等から，中堅・ベテラン教師と比べて勤務時間が長時
間化，総授業時数の増加,部活動の時間の増加など」による。小=月約 59 時間，中=月
約 81 時間時間外勤務。公立学校教育職員の精神疾患による病気休職者年5,000 人
〇公立学校教員採用選考試験採用倍率低下（小では2000=12.5倍→2019=2.8 倍（1倍）
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課題が顕在化し、多
文化共生的社会に



答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」

学校教育の制度改革
１．義務教育学校9年制・小学校教科担任制の導入による変化と課題
・「学級を越えた授業」「学級担任以外の教員が授業」「カリキュラム編成が

複雑」 さらに

・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

２．高等学校制度改革ー定時制・通信制課程の改革
〇後期中等教育の普通教育としての意味・目的の再検討・確認の必要性

・市民としての基礎的な知識と技能を身につけること

・教育課程編成原理の転換：修得主義・課程主義と履修主義・年齢主義の考え

３．STEAM教育等での教科横断的な学習の推進
・STEM(Science,Technology,Engineering,Mathematics)＋Arts

・文系・理系の枠、各教科等の学びを基盤とし，諸情報を統合し，課題の

発見・解決や社会的な価値の創造（資質・能力の育成）

４．ICT/AI教育が学校教育改革の中核的柱に
・「スタディ・ログを活用した「個別最適」「CBT(Computer-based testing)」

「デジタル教科書」「児童生徒の特性に応じたきめ細かな対応」「対面授業

と遠隔授業のハイブリッド」「高校での遠隔教育」
11

特別支援教育幼児教育



「令和の日本型学校教育」の構築を目指して(答申2021/1/26）の特質
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～

１．急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力

12

〇社会の在り方が劇的に変わる「
Society5.0時代」の到来
〇新型コロナウイルスの感染拡大な
ど先行き不透明な「予測困難な時代」

一人一人の児童生徒が，自分のよさや可能性を
認識するとともに，あらゆる他者を価値のある存
在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々
な社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切り拓
き，持続可能な社会の創り手となることができる
ようにすることが必要

学習指導要領

ICT

２．日本型学校教育の成り立ちと成果，直面する課題と新たな動きについて
学校における働き方改革や，GIGA スクール構想の実現といった動きも加速・充実させ，新学習指導要領を着実に
実施しながら，従来の日本型学校教育を発展させた新しい時代の学校教育を実現する必要（ 「諸外国から高い評価」）

３．2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

＜指導の個別化
「全ての子供たちに基礎的・基本
的な知識・技能等を確実に習得

させ，思考力・判断力・表現力等
や，自ら学習を調整しながら粘り
強く学習に取り組む態度等を育成
するためには，教師がより支援

が必要な児童生徒により重点的な
指導を行うことなどで効果的な指
導を実現すること」
〇「子供たち一人一人の特性や

学習進度学習到達度等に応じ，
指導方法・教材や学習時間等の
柔軟な提供・設定を行うこと」

＜学習の個性化
〇基礎的・基本的な知識・技能等
や,言語能力，情報活用能力，問題
発見・解決能力等の学習の基盤とな
る資質・能力等を土台として幼児期

からの様々な場を通じての体験活動
から得た子供たちの興味・関心・キャ
リア形成の方向性等に応じ,探究に
おいて課題の設定，情報の収集整理
・分析，まとめ・表現を行う等，教師が
子供たち一人一人に応じた学習活動
や学習課題に取り組む機会を提供す
ることで，子供自身が学習が最適と
なるよう調整」

個別最適な学び(「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）を学習者側の視点から整理した概念)
＜協働的な学び＞
〇児童生徒同士の学び合いや，地

域の方々をはじめ多様な他者と協働
して主体的に実社会に関わる課題を
解決しようとする探究的な学び，様々
な体験活動などを通じ，持続可能な

社会の創り手として必要な資質・能力
を育成する「協働的な学び」
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目指すべき「令和の日本型学校
教育」の姿を「全ての子供たち
の可能性を引き出す，個別最適
な学びと，協働的な学びの実現
」とする。(pp.15-17) 12



高校制度改革での「弾力化・大綱化」 再び「多様化」政策？

13

１．後期中等学校での普通教育と専門教育の位置づけ変更
＜背景＞高校生「学校生活への満足度や学習意欲」低下
１）普通科改革（p.48)
・7割が「普通科」課程
・特色化・魅力化に取り組む
・「学際的複合的学科」の新設
（Ex. SDGs の実現や Society5.0 における現代的な諸課題への対応を図る
ために学際科学的な学びに重点的に取り組む学科、地域や社会の将来を
担う人材育成
＊総合学科との関係・違いはどこにあるか？

２）専門学科改革(p.49)
・専門高校を卒業後に大学や専門学校等に進学する生徒も少なくない
・「産業界と一体となって地域産業界を支える革新的職業人材の育成」
・「施設・設備の充実には教育委員会等の学校の設置者による計画的な整
備」「それを支える国や地方公共団体における財政的措置の充実が重要」
＊「社会に開かれた教育課程」の拡張！
＊地域産業・企業の“社内教育”を担当？

３）総合学科の改革 ＊授業充実というか外部交流での改革？
・他教科・科目等とのつながり及び２年次以降の学びとの接続の問題
・自校にない科目を ICT 活用によって他高校の科目履修・単位認定制導入
・外部人材や地域資源の活用を推進

「学習ニーズ」に則した
(個別最適化）改革？



定時制・通信制課程の改革
この両課程における改善方策を提案することの困難性が端的に出ている。

①専門スタッフの充実

・多様な生徒の学習形態や進路希望に対応した教育活動

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフの

充実

②関係機関との連携強化

・大学，専門学校等の高等教育機関や企業，ハローワーク等との連携促進，

・学び直し等の支援や外部との連携・協働を行うための職員配置促進等

③ICT の効果的な活用等によるきめ細かな指導・支援

多様な学習ニーズに応じてより一層きめ細かい対応をICTの利活用で改善

＊「高校生が身に付けるべき資質・能力の確実な定着を図り，高校生一人一

人の能力を最大限引き出していくことができるよう，生徒一人一人の学習ニ

ーズを的確に踏まえた上で，各学校の特色に応じた学校教育活動の

PDCA サイクルを確立させていくことが重要」

＊後期中等教育の普通教育としての意味・目的の再検討・確認の必要性

・・・市民としての基礎的な知識と技能を身につけること

・・・教育課程編成での修得主義・課程主義と、履修主義・年齢主義の検討
14
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STEAM教育等での教科横断的な学習の推進

15

〇STEM(Science,Technology,Engineering,Mathematics)＋Arts
＜目的＞文系・理系の枠にとらわれず，各教科等の学びを基盤とし，様々な
情報を活用し、それらを統合し，課題の発見・解決や社会的な価値の創造に
結びつけていく資質・能力の育成
・Aｒｔｓの範囲をデザインや感性などと狭く捉えるもの，芸術，文化，生活，経
済，法律，政治，倫理等を含めた広くとらえるもの
（効果）課題の選択や進め方によっては生徒の強力な学ぶ動機付けになる
（課題）学習に困難を抱える生徒には「実施することが難しい場合も考えら
れ，学校間の格差を拡大する可能性が懸念」
→検討課題１ 「教科等横断的な学習を充実することは学習意欲に課題の
ある生徒たちにこそ非常に重要であり，生徒の能力や関心に応じたSTEAM 
教育を推進する必要がある。」
＊教科横断的な学習の目的はここにあるのか？

＊総合的な学習の時間や「理数探究」との関連と相違点はどこにあるか？

→検討課題２ 「必履修科目として地理歴史科・公民科や数学科，理科の基
礎的な内容等を幅広く位置づけた新学習指導要領の下，教育課程の実施状
況を評価してその改善を図るとともに，教育課程の実施に必要な人的又は物
的な体制の確保を進め，地域や高等教育機関，行政機関，民間企業等と連
携・協働しつつ，各高等学校において生徒や地域の実態にあった探究学習を
充実することが重要である。」 ＊この根拠と可能性はどのくらいあるのか？

資料

総合的な学習ではなく？



ICT/AI教育が学校教育改革の中核的柱に

〇スタディ・ログを活用した「個別最適」

Ex.1 学習履歴（スタディ・ログ）等の様々な教育データを蓄積・分析・利
活用児童生徒自身の振り返りにつながる学習成果の可視化

Ex.2教師に個々の児童生徒の学習状況が情報集約されて提供
このデータをもとにしたきめ細かい指導や学習評価が可能

Ex.3 一人一人の児童生徒の状況を多面的に確認し，学習指導，生徒指
導，学級経営，学校運営など教育活動の各場面において，一人一人の
力を最大限引き出すためのきめ細かい支援が可能

このため個々の状況に応じたきめ細かい指導や学習評価の充実や学
習の改善を図る

Ex.4 全国の学校で CBTを活用したオンラインでの学習診断などができる
プラットフォームを構築 16

・スタディ・ログを活用した「個別最適」 ／・CBT(Computer-based testing)
・対面授業と遠隔授業のハイブリッド ／・高校での遠隔教育
・デジタル教科書 ／・児童生徒の特性に応じたきめ細かな対応
・ICT人材の確保（学校外人材とのチーム）

データに基づく指導、点検・管
理、競争化が深刻化しないか



第11期中教審諮問事項 「令和の日本型学校教育」を担う教師
の養成・採用・研修等の在り方について（2021.3.12）

第一 「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師像と教師に求められる資質能力

・使命感や責任感，教育的愛情，教科や教職に関する専門的知識，実践的指導力，

総合的人間力，コミュニケーション能力

・ファシリテーション能力，ICT活用指導力等の追加

・ICT を駆使しながら，個別最適な学びと協働的な学びの実現

・各学校種・教科等を横断して全教師に求められる基本的な資質能力

第二 質の高い教職員集団の在り方

・多様な専門性を有する質の高い教職員集団（学校以外で勤務してきた経歴や専門的な

知識・技能を有する者が学校現場において十分活躍しているとは言いがたい状況）

・校長等の管理職の在り方

第三 教員免許の在り方

・免許状の区分

・教師の基礎的な資質能力を培う教職課程の内容もこれに合わせて見直す

第四 「令和の日本型学校教育」を支え，多様化した教職員集団の中核となる教師を
養成する教員養成大学・学部，教職大学院の在り方

・教師の養成機能を抜本的に強化し，教師の養成の高度化に取り組む

第五 教師が，自らの人間性や創造性を高め，子供たちに対して効果的な教育活動

を行うことができる環境整備について

・職教員の自律的な学びや研鑽を支えることができるようなインセンティブの在り方
17
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「令和の日本型学校教育」を担う
教師人材育成・質向上プラン（答申直後2021.2.2公表）

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．教員養成段階におけるICT特化科目の新設(2022実

施予定）

4．自己点検・評価整備と質向上のための全学教職
課程体制の整備の義務化（2022実施予定）

5．（独）教職員支援機構での研修内容の充実とオンライン研
修の充実

18中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会（第1回）・初等中等教育分科会教員養
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教員免許取得条件の変更
免許状取得緩和と共修制度等の導入

1．教員養成段階で

①同一学部同一学科に小学校と中学校の教職課程がない場

合への対応

教職科目の「共通開設」を認める（2020.2.18中教審初中教育分科会教

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

「教科及び教科の指導法に関する科目」や「教職実践演習に

関する科目」のうち、教育実習についても共通開設することが

考えられる」修得単位数は118から87～ 91単位に（同上報告書）

19
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教員免許取得条件の変更
免許状取得緩和と共修制度等の導入

2．社会人対応

・・・「教科に関する科目」修得者への便宜を図る

①小学校教員資格認定試験の簡便化（土日1日に短縮、ラインも可）

②（教職特別課程により）「教科に関する科目」修得者は1年課

程で取得可

③特別免許状の制度の授与を受けた社会人等の有効期間を

柔軟化(短縮）

④民間企業従事者が学校現場での職務を経験
（「学校雇用シェアリング」を創設）

⑤教員免許保有者が小学校現場で勤務できるような「教育支

援プログラム」を開発

⑥中学校教諭免許状の取得者が小学校教諭免許状を取得しやすく（Ex.中

学校教諭免許状取得者は、「中学校での勤務経験に加えて小学校の勤務経験も

算入できること」
22
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2021.4.27「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会（第１回）
初等中等教育分科会教員養成部会（第122回）合同会議資料
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教職専門性を
担保できるか？
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小学校教員資格認定試験の簡便化



1949 教育職員免許法の制定時の共通理解
ー中教審「答申」では教職専門性の確保・向上策に悖るー

＜原則＞
①民主的立法、②専門職性の確立、③学校教育の尊重、④免許状の開放

制と合理性、⑤現職教育の尊重 （玖村敏雄『教育職員免許法同法施行法解説』1949）

＊「相当免許状主義」＝教育職員はすべて相当の免許状を有するものでな

ければならない。

＊免許状は、単位授与する学校(大学・学部・学科）による差異を設けない（

課程認定で内容を担保）。

＊免許状に段階を設け、現職者が上級免許状を取得できるようにする

＜「専門職性の確立」をめざす＝相当免許状主義＞
＝「教職の有識専門職性化」（森戸辰男「大学と教員養成」『新制大学の諸問題』1957）

＊「教育職は専門職であるから、・・・専門の学芸の研究学習によって将来
教えようと希望する教科の内容や研究方法に通づることの必要なことは勿論
であるが、更にいま一つの専門的研究、すなわち教職課程の研究によって教
育についての専門的知識及び技術を身につけなければならない。」(同前
p.16)
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