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問われる教育学の
独自性、自律性

実践栄養学を踏まえた教職課程の現状と課題

中嶋（高津）みさき（女子栄養大学）

単科大学における教職課程の現状から
教育学分野の「参照基準」の
課題（疑問）と可能性を検討
単科大学 栄養学部

高度職業人の養成 管理栄養士・栄養士の養成

建学の精神
「食は生命なり」
「栄養学の知識をひろめ、病気のない社会を作りたい」

教職課程もその一部をになう
「「より良い教育」を実現しようとする実践志向性」（「参照基準」）

栄養学と「参照基準」の教育学との対比

栄養学

栄養学の一部としての教育学

栄養指導 食育

人間の健康の維持・回復

生活の改善（可変性）

科学的 実践的

「参照基準」の教育学

教育学 諸学問領域を包括

人間の可変性→社会の可変性

規範的 実証的 実践的

技術知 反省知 再帰性 他の諸学と協働

三つの学科と三つの教職課程
栄養学部 実践栄養学科 栄養教諭（一種）

保健栄養学科 栄養科学専攻 家庭科教諭（中高）

栄養教諭(二種)

保健養護専攻 養護教諭（一種）

保健科教諭（中高）

看護科教諭（高校）

食文化栄養学科 （家庭科教諭の他学科履修可能）

＜歴史＞ 短大1950（昭和25）年

大学 家政学部1961 → 栄養学部（栄養学科）1965（昭和40）年

→ 栄養学部 栄養学科、保健栄養学科1980（昭和55）年

文化栄養学科 1993（平成5）年

→ 改組 現在の形へ2003（平成15）年

食文化栄養学科に名称変更2006（平成18）年
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栄養教諭、家庭科教諭、養護教諭の教職課程
に共通の特徴

「栄養と健康」 ･･･ 実践栄養学

受験科目ではない ･･･ 子どもの生活、安全を守る領域

教職の中の一人職種 ･･･ 連携が必要

コミュニケーションに課題

ジェンダー・バイアス･･･女性職

履修者数
栄養教諭

卒業年度 H30 R元年

実践4年生学生数 243 237

栄養教諭履修者数 18 14

栄養科学専攻4年生学生数 106 107

栄養教諭履修者数 7 8

実践栄養教諭就職者数 7 4

科学栄養教諭就職者数 1 1

家庭科教諭

卒業年度 H30 R元年

栄養科学専攻卒業生数 99 109

家庭科教諭履修者数 21 20

家庭科教諭就職者数 8 6

養護教諭

卒業年度 H30 R元年

保健養護専攻卒業生数 57 65

養護教諭就職者数 43 51

看護諭就職者数 0 1

養護教諭

卒業年度 H30 R元年

保健養護専攻卒業生数 57 65

養護免許取得者数 53 65

保健免許取得者数 45 53

看護免許取得者数 41 48

各教職課程の目的化

栄養教諭 2008（平成20）年以降採用数が10名以下で推移。
厳しい教育実習の要件（栄養教諭一種）
管理栄養士に必要な科目（89単位取得見込み）

臨地実習科目Ⅰ及びⅡ（履修資格74単位取得）
家庭科教諭 平成24年～コース制を採用

1年生後期から教職科目の履修を開始
栄養士免許取得が前提

養護教諭 平成15年度～保健養護専攻として独立
保健科＋看護科の免許も取得可能に
学校保健の担い手として二重資格を推奨

複数免許取得の影響（家庭科と養護）
～教育学系科目は

教諭の教職課程の最低単位数に
日本国憲法は教養科目に

教育の基礎理解に関する科目等は最低単位で、選択科目がない。

生徒指導論、教育相談に1単位の選択科目がある。

家庭科教諭の場合
教科及び教科の指導法に関連する科目のうち 食領域の科目が多い。

養護教諭の場合
教育の基礎理解に関する科目等は、保健科教諭にあわせて増加している。
養護に関する科目は、保健科と看護科の内容を取り入れ増加している。
→ 学校保健の全領域をカバーしようとしている。

教育実習の要件科目に、教育の基礎理解に関する科目等は入っていない。
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課程認定外の科目の活用

一般教養科目の活用
教育学 心理学 ジェンダー・セクシュアリティ論 社会学

栄養科学特論、保健養護特論、（採用試験対策講座、学校サポート活動
、教育史）の活用

家庭科教諭の場合

実践教育学研究（家庭科教諭教職研究）
養護教諭の場合

長期学校体験実習

教職課程センター ～ 教育統制

教職課程・栄養教諭委員会 ●

教職課程・家庭科委員会 ●

教職課程・養護保健看護委員会 ●

教職課程・介護等体験委員会

教職専門教育部会 ▲

教職課程・大学院委員会

教員免許状更新講習実施委員会

●カリキュラム管理、教育実習事前・事後指導、実習に関する業務

▲教職専門科目に係る教育・運営

実践的アプローチ、技術知・反省知の重視

コアカリキュラムによる課程認定

教職課程としての教育内容の共通性を自覚可能にした。

実習・実践に傾いた本学のカリキュラムの特徴が明示的になる。

栄養学との相違点が浮かび上がる。

教職課程の教育において栄養学との相違点を意識する必要性。

教育学的な理論と実践の往還の場の必要性。

限られた履修時間内で教育学の学修の確保が課題に。

実践栄養学と教育学の
ディシプリンの相違

栄 養 改 善

治療と予防 回復

医学的処置としての指導

医療者の優位性

膨大な知識の暗記

病状に合わせる

分析的

高い職業倫理

厳格な管理、清潔

教 育
個人の発達 社会の発達

教育学的指導

納得の主体は被教育者

子どもに即した知識の活用

発達に合わせる

総合的

高い職業倫理

人格の尊重、子どもの権利
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すべての学生が身に
付けることを目指す
べき基本的素養

コアカリキュラムの教育の基礎
理解に関する科目等 に対応し
ている？

歴史的把握、教育事象と社会事
象の関係の把握、は弱い

教育史は共通特論に

ほとんど履修せず

社会文化の多様性

食文化の変遷や多様性とも関

わり理解されている

（1）基本的な

知識と理解
①教育の原理と基本概念

②教育の目的に関する探究理解

③教育の歴史的理解

④教育の社会・文化的多様性の理解

⑤学習過程とそれへの教育的介入の理

解

⑥教育事象と社会事象との相互関係の

理解

すべての学生が身に
付けることを目指す
べき基本的素養

（2）実践的能力は高い

①ア 学士課程で目指すべき能力

ア）批判的に考察、 （イ）部分あるい
は全体を構造・具体化 は弱い
効果的にコミュニケーションを行うことができる

効果的に協働することができる

生涯にわたって教育について学び続ける

①イ 職業上求められる能力
現行の教育の在り方や積極的価値を理解

職業倫理・意識を持って学習者に対する

職能集団の後進の指導にあたることができる

（2）基本的能力

①教育学に固有の能力

ア及びイ

②ジェネリックスキル

（3）参考：態度・価

値観について

すべての学生が身に
付けることを目指す
べき基本的素養

栄養学で弱い部分

社会の可変性の意識

理論と実践を往還し、

全体と部分を俯瞰する能力

社会的課題の把握

市民性の涵養の課題

（2）基本的能力

①教育学に固有の能力

ア及びイ

②ジェネリックスキル

（3）参考：態度・価
値観について

「参照基準」の疑問と可能性

「参照基準」の疑問

教育学の範疇として

健康・安全に関わる部分

人類の生存、人体の探究 自然的基礎

子どもの権利の尊重 反省知の拠り所

＊栄養教諭、養護教諭、家庭科教諭が事実上女性職であるため？

＊性やジェンダー平等など学習指導要領の位置づけが弱いため？

＊近代以降の教育を強く意識しているため？
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「参照基準」を活かすには 本学の場合

• 教職課程内

演習的方法の活用、ICTによる反転学習

ジェネリックスキルを意識する

• 教職課程と教職課程外の内容との連関を意識

教養科目及び栄養学関連の科目

･･･教育学との関係を意識させ･教職課程の履修につなげる

･･･食や健康の背景にある社会を意識させる契機とする

• 組織内 各委員会における教育学的対話の促進

各教職委員会との連携の場としての専門教育部会の活用
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