横浜国立大学教職大学院

教員養成・育成スタンダード
本スタンダードの背景

１． 横浜国立大学教職大学院での学びのゴールは？

《これからの教員に求められる資質能力とは？》
(ⅰ)教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力(使命感や責任
感、教育的愛情)
(ⅱ)専門職としての高度な知識・技能
・教科や教職に関する高度な専門的知識(グローバル化、情報化、特別支援教育その他の新た
な課題に対応できる知識・技能を含む)
・新たな学びを展開できる実践的指導力(基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・
判断力・表現力等を育成するため、知識・技能を活用する学習活動や課題探究型の学習、協
働的学びなどをデザインできる指導力)
・教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力
(ⅲ)総合的な人間力(豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する
力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力)
※「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」
（中央教育審議会答申

平成 24 年

8 月 28 日）より抜粋

《都市部の抱える教育課題と求められる人材》
(1)
(2)

(3)
(4)

ストレートマスター

スクールリーダー（現職教員）

学部の授業や教育実習などで学んできた
ことを具体的な教育実践と結び付けて捉
え直すことにより、新しい学校づくりの
推進者となる素地を養うこと。

学校や地域が抱える教育課題に対し、同
僚性を構築しながら課題解決すること
のできる、リーダー性のある中核教員と
なること。

２． このスタンダードの特色は？
○現職の教員であるかないかによって学ぶべき内容が異なると考え、ストレートマスターとス
クールリーダー（現職教員）とに分けて記載してあります。
○到達段階を測る評価基準の形ではなく、実現状況を見る評価規準の形で作成されています。
卒業までに、ここに掲げられたすべての項目について、
「おおむね実現している」状況になる
ことが望まれます。

３． 使い方は？

都市部では、教員の大量退職・大量採用に伴い、急速な世代交代が進行している。そのた
め、学校組織マネジメントの中核を担う人材が求められている
人材確保の困難さから、研修等を十分に受ける機会の少ない臨時的任用職員や非常勤講師の
数が多い。その結果、ＯＪＴの重要度が増しており、その中心となる人材が求められてい
る。
ＩＣＴ教育、外国語教育、小中一貫教育など、全国に先駆けた先進的な取組が求められてお
り、その推進役となる人材が求められている。
都市部の学校は、ともすると地域との関係が希薄になりがちである。
「地域の教育資源の活
用」や「地域に開かれたカリキュラムの創出」といった観点から、地域との連携を推進する
ことのできる人材が求められている。

《本学における特徴的な取組》
(1) 連携協力校との連携
現職教員の在籍校を連携協力校に認定し、大学と学校が協働して、学校及び地域の教育課題解
決に取り組む。
(2) 附属学校の活用
5 つある附属学校がそれぞれに取り組んでいる特色ある教育活動に学ぶ。学生は、希望する学
校の研究実践に参加することができる。
(3) 基本実習とメンタリング実習
一般的な基本実習のほか、主に教員間の協働性を活性化するための教職メンタリングの角度か
らの実習を行う。
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○学びは、PDCA の繰り返しの中で深化していきます。長いスパンや短いスパン、様々なスパンにおけ
る PDCA のプロセスの中で、このスタンダードを適宜活用してください。
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確かめたり、学
び方を工夫し
たりします。

Action
これからの学
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学びの成果と
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ます。
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解するとともに、これからの時代を生きる

教育改革の動向や学習指導要領の趣旨・内
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の教育課程についてのモデル案を示すこ

ネ

とができる

ジ
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(3)学習指導案の作成と授業の展開
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(4)教材開発・指導方法の工夫

(5)目標と評価の設定

(6)授業評価と授業研究の推進

(7)横断的・総合的な学習

(8)教育の情報化
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(2)学校組織マネジメント
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(4)経営ビジョンの構築と学校評価
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籍などを活用して理解しようとしている

かりやすく説明したり、自分の考えを述べ
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