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教職課程における履修カルテとポートフォリオの導入に関する一考察
　

鞍 馬 裕 美
帝京大学短期大学（帝京大学教職大学院）

１．はじめに

平成18（2006）年７月11日の中央教育審議会（以
下、中教審）答申「今後の教員養成・免許制度の在
り方について」は、「教員に対する揺るぎない信頼
を確立するための総合的な改革」を推進すると明示
し、教員養成・免許制度改革に係る３つの主要な改
革提言を行った。すなわち、①専門職大学院として
の「教職大学院」制度の創設、②教員免許に10年の
有効期限を付すという教員免許更新制の導入、③

「教職実践演習」（仮称）の新設・必修化を柱とした
教職課程の質的水準の向上、である。「教職実践演
習」（仮称）は、教職課程を履修する学生が、教員
として必要な資質能力を形成したのかどうかを４年
次の後期に最終的に確認することを企図するもの
で、いわば、出口管理に通じるものであった。中教
審は、この出口管理に加えて、学生の系統的な履修
履歴を把握して必要な指導を行うなどのプロセス管
理をも要求し、「教職指導」ⅰの充実による教職課程
の質的水準の向上を提言した。

中教審の改革提言は、その後の教員養成・免許制
度に多大な影響を与え、さらに現在は、それぞれ実
現をみている段階にあると言える。

教職大学院に関しては、平成19（2007）年３月１
日の「専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を
改正する省令」公布（４月１日施行）と「専門職大
学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令の
公布等について（通知）」の発出により、平成20

（2008）年４月から開学されてきた。その数は、平
成22年度現在で25大学に及ぶ。また、教員免許更新
制に関しては、平成19（2007）年６月の「教育職員
免許法」及び「教育公務員特例法」の改正によって、

平成21（2009）年４月より導入されてきた。そして、
「教職実践演習」（仮称）の新設・必修化を柱とした
教職課程の質的水準の向上に関しては、平成20

（2008）年11月12日の「教育職員免許法施行規則の
一部を改正する省令」公布（平成21年４月１日施行）
と「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令
及び教員免許法更新制の実施に関わる関係告示等の
整備について（通知）」の発出によって具現化され
てきた。つまり、「教職実践演習」が平成22年４月
の入学学生より新設・必修化され、また、学生の系
統的な履修履歴の把握と管理も始められるに至った。

中教審による上述した３つの主要な改革提言は、
それぞれ、各大学に大きな影響を与えてきたが、と
りわけ「教職実践演習」の新設・必修化と学生の履
修履歴の把握・管理の要求は、すべての課程認定大
学の教職課程に対して根本的かつ実質的な大改革を
迫るものであり、極めて甚大な影響を与えてきたと
捉えられる。中教審は、答申に「教職実践演習」に
関する「別添」を付して授業内容例や到達目標、授
業方法等を例示した。一方で、学生の履修履歴の把
握と管理に関しては、課程認定委員会が平成20

（2008）年10月24日に「教職実践演習の実施にあたっ
ての留意事項」を出し、さらに、演習を円滑に実施
するための準備事項として「履修カルテ」の作成を
奨励し、「履修カルテの活用方法（例）」を提示して
きた。こうした中で、現在すべての課程認定大学は、
各例示等を参照しつつ、「教職実践演習」と「履修
カルテ」の本格的な実施・導入に向けて対応に追わ
れている状況下にあると言える。「教職実践演習」
と「履修カルテ」の構想・中身は、教員養成に対す
る大学のビジョンと指導体制の在り方が投影される
ものだけに、大学間の差異も明確になることが予想
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される。それだけに、各大学は大きなプレッシャー
を抱えた中で作業を進めているとも考えられよう。

本稿では以上のような状況を踏まえ、まず、平成
18年の中教審答申に見られる教職課程改革の志向性
を整理したいと考える。また次に、「教職実践演習」
の新設・必修化など、教職指導の充実という改革志
向性に着目する。「履修カルテ」の作成と活用が推
奨され、多くの大学が「履修カルテ」とともに「ポー
トフォリオ」を作成し、活用を行っている状況を踏
まえて、その整理を行いたい。そしてその上で、教
職課程に「履修カルテ」や「ポートフォリオ」を導
入することの意義と課題を考察したい。

昨今の一連の教育政策の動向は、一見すると、文
部科学省による規制や基準の強化と映ってしまう
が、一方で、教職課程における「履修カルテ」や

「ポートフォリオ」の導入は、作成・活用の仕方に
よっては、教職の専門性や大学組織に対して新たな
可能性をひらくものとも捉えられる。したがって本
稿では、教職の専門性や大学という組織の概念か
ら、教職課程への「履修カルテ」や「ポートフォリ
オ」の導入について検証し、今後求められる改革の
方向性を考究したいと考える。

　　２．平成18年の中教審答申にみる
　　　　教職課程改革の志向性

（1）諮問の背景

平成16年（2004）年10月20日に、中山成彬文部科
学大臣（当時）は中教審に「今後の教員養成・免許
制度の在り方について」諮問を行った。そこでは、
①教員養成における専門職大学院の在り方につい
て、②教員免許制度の改革、とりわけ教員免許更新
制の導入について検討することが示された。

教員免許制度に関しては、「免許状が教員として
必要な資質能力を確実に保証するものとなるように
する」必要が示された。その背景には、「教員免許
状の授与に際して、実際の教科等の指導力や適格性
を含めた教員としての全体的な資質能力は必ずしも
十分に判断されていないこと、また教員採用者数に
比べて、教員免許状取得者がはるかに多く、この中

には教職を志望しない者も少なからず含まれてい
る」状況への批判的認識があった。そしてそうした
認識の下に「教職課程の履修状況を十分に判断した
上で教員免許状を授与するための方策」、「学部段階
の教職課程の改善・充実方策」、「教職課程の認定に
係る審査等の見直し」等の検討が掲げられたと考え
られる。

（2）答申による改革提言と具現化の過程

中教審は上記の諮問を初等中等教育分科会に付託
し、教員養成部会を中心に審議を行うとした。教員
養成部会は「専門職大学院ワーキンググループ」及
び「教員免許制度ワーキンググループ」を平成17

（2005）年３月に設置して具体的な審議を重ね、同
年12月８日に「中間報告」を、そして平成18（2006）
年７月11日に答申「今後の教員養成・免許制度の在
り方について」を公表するに至る。

答申が示した教員養成・免許制度改革に係る具体
的方策の柱は、概して、教職課程の質的水準の向上、

「教職大学院」制度の創設、教員免許更新制の導入、
以上の３点に集約できる。

教職課程の質的水準の向上に関して、答申はま
ず、大学における組織的指導体制の整備が重要との
認識を示し、具体的な５つの方策を提言した。すな
わち、①「教職実践演習」の新設・必修化、②教育
実習の改善・充実、③「教職指導」の充実、④教員
養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化、⑤教
職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実、であ
る。

そしてこの５つの方策は、その後、平成20（2008）
年11月12日の「教育職員免許法施行規則の一部を改
正する省令」公布（平成21年４月１日施行）と「教
育職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教
員免許法更新制の実施に関わる関係告示等の整備に
ついて（通知）」の発出によって具現化されてきた。
まず、「教職実践演習」は平成22（2010）年度の入
学生より、普通免許状に係る所要資格を得るために
修得が必要な「教職に関する科目」として新設・必
修化された。さらには、文部科学大臣によって、課
程認定大学における教職課程の是正勧告と認定取消
しが認められるようになり、教職指導と教育実習の
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円滑な実施の努力義務化も図られた。教職指導に関
して中教審は、「課程認定大学により取組に大きな
差があった」との認識を示していたが、免許法施行
規則において「課程認定の全体を通じて当該学生に
対する適切な指導及び助言を行うよう努めなければ
ならない」（第22条の４）と規定され、法令上の性
格が明確となった。こうして、大学全体としての組
織的な指導体制の整備と、教職課程全体を通じた指
導・援助による教職課程水準の向上が図られてきた
と言える。

３．「教職実践演習」の概要

（1）導入の目的

「教職実践演習」は大学の教職課程において、い
わゆる出口管理の徹底を包含して導入されたと捉え
られる。平成18年の中教審答申では、科目の趣旨・
ねらいを次のように記した。
「学生が身に付けた資質能力が、教員として最小

限必要な資質能力として有機的に統合され、形成さ
れたかについて、課程認定大学が自らの養成する教
員像や到達目標等に照らして最終的に確認するもの
であり、いわば全学年を通じて『学びの軌跡の集大
成』として位置付けられるものである。学生はこの
科目の履修を通じて、将来、教員になる上で、自己
にとって何が課題であるのかを自覚し、必要に応じ
て不足している知識や技能等を補い、その定着を図
ることにより、教職生活をより円滑にスタートでき
るようになることが期待される。」

また、以上のような科目の趣旨を踏まえて、本科
目には教員として求められる以下の４つの事項を含
めることが適当であるとした。

１．使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
２．社会性や対人関係能力に関する事項
３．幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項
４．教科・保育内容等の指導力に関する事項

（2）方法および内容

授業方法および内容の詳細に関しては、答申の
「別添」に演習の授業内容例や到達目標、授業方法
等が例示され、さらに平成20（2008）年10月24日の

課程認定委員会決定「教職実践演習の実施にあたっ
ての留意事項」でも言及がなされてきた。

まず、履修時期に関しては、原則として４年次
（短期大学の場合には２年次）の後期に実施するこ
ととされ、授業方法に関しては演習を中心とした内
容で、演習科目として適正な規模で行うこととされ
た。役割演技（ロールプレーイング）、事例研究、
現地調査（フィールドワーク）、模擬授業等も積極
的に取り入れることが望ましいとされ、さらには、
学生のこれまでの教職課程の履修履歴を把握し、そ
れを踏まえた指導を行うことにより、不足している
知識や技能等を補うものとするとされた。

一方、担当教員に関しては、教職に関する科目の
担当教員と教科に関する科目の担当教員が協力して
行うこととされ、また、学校現場の視点を取り入れ
る観点から、授業では必要に応じて現職の教員又は
教員勤務経験者を講師とすることと、授業計画の立
案に当たって、当該教育委員会又は学校の意見を聞
くことが望ましいとされた。

（3）導入に伴う問題と整備の必要

文部科学省は、平成20（2008）年９月３日から10
月２日までの間に、「『教育職員免許法施行規則』の
改正及び教員免許更新制に係る関係告示の整備に関
するパブリックコメント」を募った。その意見募集
の結果ⅱなどからは、①４年次の後期とする実施時
期の適切性や限定性の問題、②担当教員の問題、③
演習における学生数と大学運営の問題、④「総合演
習」との関連、主として以上の問題の指摘が見て取
れる。

特に、②の担当教員の問題に関しては、中教審答
申が言及した「特に教科に関する科目の担当教員の
積極的な参画」に関連する指摘に相当する。「教科
に関する科目の担当教員の授業担当を義務づけず、
教科ごとに開設せず、そして厳格な教員審査もおこ
なわれない場合」、「特に教科に関する科目の担当教
員の教員養成に対する意識が低い」大学が多数を占
める状況では、「教職実践演習」のねらいは達成さ
れないと指摘するものであった。また④の指摘は、

「教職実践演習」の導入に伴い、「教職に関する科目」
として必修化されてきた「総合演習」の事実上の廃
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止ⅲに関連している。「総合演習」は人間・人権尊
重の精神等の人類に共通するテーマや、国内外にお
ける多様な現代的課題について「教員を志願する者
の理解を深めその視野を広げるとともに、これら諸
課題に係る内容に関し適切に指導することができる
ようにする」ことを企図して平成10（2000）年の免
許法の改正で導入された演習科目であった。しか
し、今次の免許法施行規則の一部改正で、「総合演
習」は各大学の判断で「教職に関する科目」に準ず
る科目として引きつづき開設は可能だが、必修から
は外されることとなった。いわば、学生の視野を広
げることと、知的探求心・研究的態度の育成を図る
科目が、教員として必要な知識技能を修得したかを
最終確認するという、趣旨も目的も全く異なる科目
に代替されることへの危機意識が潜んだ指摘と言え
よう。

４．「履修カルテ」の概要

（1）導入の経緯と目的

まず、「履修カルテ」という表現は、中教審答申
の中では見られず、中教審は、「学生の履修履歴」
との表現を用いてその把握と管理の必要について提
言を行った。実際には、平成20（2008）年10月24日
に課程認定委員会が公表した「教職実践演習の実施
にあたっての留意事項」（以下、「留意事項」）と、「履
修カルテの活用方法（例）」（以下、「活用方法（例）」）
によって「履修カルテ」の表現が用いられⅳ、一般
化してきたと捉えられる。
「履修カルテ」の導入は、「教職実践演習」との関

係、さらには、教職指導と密接な関係がある。それ
は第１に、大学によって大きく差があった教職指導
を、学生の適性や履修履歴に応じた指導に改める必
要があるとの認識、第２に、大学の指導体制や責任
の在り方が不十分なままで、学生は必要な科目を履
修して単位を修得すれば教員免許状が取得できると
いう在り方を改める必要があるとの認識が背景にあ
る。つまり、課程認定を受けた大学の責任をより明
確にする一つの方策として、そして、教職指導の充
実と強化を図る一つの方策として「教職実践演習」

および「履修カルテ」の導入がなされてきたと考え
られる。
「履修カルテ」の目的に関して、「活用方法（例）」

は「教職実践演習を行う教員をはじめ、大学側が学
生を指導のために把握することを目的とする」とし
た。しかし、「学生のモチベーションの向上等を目
的として、学生も教員評価等の欄を参照できるよう
にすることも考えられる」とするなど、具体的な活
用については大学の判断とした。

（2）作成と管理

「履修カルテ」の作成と管理は、「活用方法（例）」
に基づくと以下のように整理できる。
１．作成は教員養成カリキュラム委員会（教職課程

の運営や教職指導を全学的に行う組織の仮称）等
が行う。

２．管理は教員養成カリキュラム委員会が行う。
３．大学は「履修カルテ」を学生の教職指導に活用

する。
４．「教職実践演習」の担当教員は「履修カルテ」

を参照して学生の履修状況を把握するとともに、
演習の進め方についての参考とする。また、個別
の補完的な指導等に活用する。

（3）種類と記録の項目

「履修カルテ」の種類に関しては、「活用方法（例）」
は、①＜教職関連科目の履修状況＞と②＜自己評価
シート＞の２種類のカルテを例示した。

まず、①＜教職関連科目の履修状況＞に関する
「履修カルテ」は、（1）教職関連科目の履修状況（科
目区分、科目名、単位数、修得年度、教員名、評価、
履修者の具体的な傾向・特徴、以上を記載）、（2）
教職に関する学外実習・ボランティア経験等の状況

（自由記述）、以上を含む形で示した。
次に②＜自己評価シート＞に関しては、（1）必要

な資質能力についての自己評価（５件法による自己
評価）、（2）教職を目指す上で課題と考えている事
項（自由記述）、以上を含む形で例示した。（1）の
自己評価表は次の７つの大項目を含む。
１．学校教育についての理解
２．子どもについての理解
３．他者との協力
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４．コミュニケーション
５．教科・教育課程に関する基礎知識・技能
６．教育実践
７．課題探求

そして、各大項目の下に３−７の小項目と、小項
目に応じた指標を示した。その小項目・指標を、２
年次以降に学年単位で５件法による自己評価を行う
構成としているのが特徴である。

（4）記入と評価をめぐる問題

上述した「履修カルテ」への記入の仕方について
は、各大学の判断とされた。また同様に、教員評価
に関しても大学の判断とされた。つまり、各教職科
目毎に科目の担当教員（非常勤を含む）が評価を行
うことも、また一方で、教職担当教員が対象学生に
ついて総合的に評価を行うことも可能とされた。そ
してこのことに関連して、特に、①＜教職関連科目
の履修状況＞における「履修者の具体的な傾向・特
徴」欄の記入をめぐる問題が予想される。各教職科
目毎に担当教員が一人一人の履修学生の傾向と特徴
を具体的に記入するとした場合、教職課程の規模に
よっては相当な困難を伴うことが予想されるためで
ある。文部科学省が、記入の仕方は大学の判断とし、
さらに「活用方法（例）」において、教職担当教員が、
学生について総合的な評価を行う場合の＜観点

（例）＞ⅴを示したのはそのためだと捉えられる。
しかしながら、各科目・各教員の評価とその活か

し方は、「履修カルテ」作成上の要となろう。また、
大学としての教職指導や教職課程経営の在り方を示
す重要な観点ともなる。各教科・各教員による「履
修カルテ」の記入と活用への関与を問うことは、こ
れまで不問にされ続けてきた問題、すなわち、各科
目間の繋がりと学生の学びの統合、実践への統合と
いった問題の克服に迫る上で極めて重要になろう。

（5）消極的な受容から積極的な活用への転換の必要

上述してきたように、「履修カルテ」の導入をめ
ぐっては、項目の構築の仕方のみならず、記入の仕
方、公開の仕方、活用の仕方、特に「教職実践演習」
と「履修カルテ」をいかに連動させて教職指導を充
実させるのかなど、さまざまな課題が残されてい
る。加えて、「履修カルテ」の作成・活用と新設・

必修化された「教職実践演習」が、教員を目指す学
生の学びをいかに豊かにしうるのか、専門性の発達
にいかに貢献しうるのかについて、学生自身の理解
と効力感が得られるように働きかけるという課題も
残されている。大学が「履修カルテ」の作成・活用
の積極的な意義を見出して学生に伝えて自覚させる
ことなく、国の政策が変わったからという消極的な
姿勢で学生に関するさまざまな情報を集めて記録・
蓄積するというだけでは意味がない。情報を一元化
するということ自体の意義や、大学教員と学生双方
が履修状況に関する記録を残し、蓄積をするという
こと自体の意義を、大学側と学生側の双方の観点か
ら明確にし、それらを学生に伝えるとともに自覚さ
せていく中で「履修カルテ」の積極的な活用を図る
必要があると言える。

 ５．省察する主体を育成する手段としての
 　　ポートフォリオへの着目

（1）カルテとポートフォリオの峻別

姫野（2010）は「教職実践演習で求められる履修
カルテは、大学教員による評価、品質保証の色彩が
強いが、学生が自身の資質・力量を自覚し、自ら高
めていけるポートフォリオとの連動が望ましいと考
える。」と述べ、学生が記録するものを教職ポート
フォリオ、大学教員が記録するものを教職カルテと
規定した秋田大学の学生支援システムの事例につい
て紹介した。同大学のシステムはポータルサイト

「あきた教職．net」によって運営されているⅵ。
また、「カルテ」ではなく「ポートフォリオ」の

名称を使用し、学生自身のより主体的な学びを促
し尊重する中で教職指導を行おうとしている大学
も見られるⅶ。

そもそも、カルテ（ドイツ語のKarte）は、診療
録、病歴を指し、医師または歯科医師が医療を行っ
た際に診断治療の内容を記載した文書を指す。ま
た、法律的な証明文書に相当し、医師または歯科医
師にはカルテの記載義務と保有義務、そして守秘義
務が課せられ、違反行為には罰則規定も定められて
いる。カルテは、単に診療の経過をみるばかりでな
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く、医学上の資料、法律上の証拠、会計上の原本と
されているⅷ。

一方、ポートフォリオに関しては、山川（2003年、
230頁）が詳細に以下のように整理している。「『ポー
トフォリオ』（portfolio）とは、port（=to carry）
と folio（=leaf）が結合した単語で、原義は、『書類
や印刷物、デッサン、地図、音符などをまとめるた
めのケースであり、通常は紙ばさみ式の形を持つ』
ものである。これが転じて、『学習してきたことに
対する各人の意味づけを表現するための生産的な手
段である』と定義される。

ポートフォリオは、過去の学習を振り返り再統合
し、現在進行形の学習については一段落した時点で
各自で意味付与を行い、その後作成したポートフォ
リオをもとに次にどのような行動に移るか、今後の
計画を立てる。そして計画に則り目標を立て、次な
る学習活動に参加する。そしてそれが一段落ついた
ら意味付与を行い……というように、一生涯を通じ
て継続的に作成していく生涯学習の自分史である。
学習プログラムとの関連でいえば、ポートフォリオ
評価は学習者にとって、第一に自己の成長を査定し
省察する機能、第二に学習プログラムのなかでいか
に進歩したかを査定することを促す機能、そしてそ
れを他者に開陳あるいは共有するならば、第三に外
的リソースに対しての自己表現を促す機能を果たす
ことになる。」

また、安藤（2000年、45頁）は、ポートフォリオ
を「特定の目的にそって学んだ事柄を多様な評価手
段を使って長期にわたって収集したものであり、そ
の際には学び手の自己評価だけでなく、同じ学び手
同士や助言者からの評価なども含めて、自分の次の
学びに生かすことができるもの」と指摘する。

以上を踏まえて比較した場合、両者は共通して、
蓄積された情報や文書という意味を有するものの、
カルテは法令や規則が関連しているように、管理的
側面を有する概念と捉えられる。一方でポートフォ
リオは、本来的に法令等の規定を促す概念は含まれ
ず、情報や文書の蓄積は、蓄積する者の意思と意味
づけによってなされることを基本とし、また、自己
評価と同僚評価を基盤としている。ポートフォリオ

は極めて主体的かつ能動的な概念をもち、逆にカル
テは客体的かつ受動的な概念を持っていると捉えら
れる。その意味において、両者を峻別し、教職課程
への導入を図ることも必要だと考えられよう。

（2）ポートフォリオを支える理論

もともとポートフォリオは、イギリスやアメリカ
において、新しい教授・学習理論に基づいた新しい
評価のあり方として提唱され、普及してきた経緯を
もつ。そして土持（2009年、183−187頁）が紹介す
るように、現在、アメリカにおける教師教育の場面
では、ポートフォリオ（電子ポートフォリオ）の活
用が一般化している状況にあるⅸ。

教師教育におけるポートフォリオ活用の研究を理
論と実践の両面から行っているマクローリン

（McLaughlin、1996、９−10頁）は、教師教育にお
けるポートフォリオ評価は次の４つの理論に基づい
ていると指摘する。その理論とは、①構成主義

（Constructivism）、②社会的相互交渉と発達の最近
接 領 域（Social Negotiation and Zone of Proximal 
Development）、 ③ ス キ ー マ に 基 づ く 学 習 発 達

（Schema-Based Learning Development）、 ④ 省 察
的実践家（The Reflective Practitioner）、である。
つまり、マクローリンは、ポートフォリオ評価は、
第１に、学習者の意味の構築を求めている点、第２
に、協働や相互作用、他者からの支援を尊重する点、
第３に、学習者を探求者として本質的に捉える点、
第４に、学習者が既に学んだことに関する知識の拡
大と応用の拡大に価値を置いている点、第５に、学
習者の自己省察と自己評価を要求し、実践に関する
省察の促進を要求している点、以上の特徴を有する
ことを指摘した。

ポートフォリオを支える以上のような理論を概観
すると、日本での実践においては、まず、学習者、
つまり教職課程の学生や現職教員の主体性の尊重が
課題となると言えよう。また、学習者同士が積極的
に接触し合い、相互に学び合う中で、自身の課題や
問題意識を自覚する機会も少ない。学習者の学びは
個人的なものとなりがちで、さまざまな知識や経験
を他の学習者と共有する機会も限られているのが現
状である。そしてそのことと関連し、学習者の知識
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や経験を尊重して、それらに具体的な意味を与えて
いくということもなされてこなかった。さらに、自
己省察と自己評価の尊重や、実践に関する省察の促
進が十分になされてきたとは言い難い状況があるだ
ろう。専門職教育として、教員養成や現職教育の中
で明確に自己省察や自己評価の意義が示されること
は少なく、実践に関する省察の機会も組織的にも制
度的にも位置づけられてはこなかったと言える。

（3）ポートフォリオ導入の意義

ポートフォリオに関して実践的な側面から研究
し、その成果を公表している鈴木（2006年a）は、

「ポートフォリオをバラバラのもの（情報）を一元
化するものやその概念」と捉え、俯瞰すると「未来
に役立つファイル」となり、それがポートフォリオ
の役割であり本質であると説いている。また、仕事
や学習の目標達成に活用可能で、「目標へ向かうプ
ロセス」になり、「評価へのエビデンスがみえる」
と同時に、「知の『再構築』」に不可欠なものだと指
摘する。この「再構築」の過程は、まずは、元とな
るポートフォリオをつくり、必要に応じて「知の

『再構築』」を行い、凝縮ポートフォリオにアウト
プットすることを意味する。このことは、山川

（2003年、235頁）が言う、「継続的に開発される自
己志向のポートフォリオが、ある時点で、特定の他
者評価のために利用される」過程でもある。そして
何よりも、省察し、自己評価を行い、見えない自己
を顕在化して明示化することや、新たな実践や計画
を生み出す過程でもある。

鈴木は、ポートフォリオを俯瞰して再構築するこ
とは、「単発的な『知』ではなく、『知と知の結びつ
き＝関係』」を見ることだと述べた。さらに、「『大
事なことは何なのか』を見極める思考訓練」に繋が
るものだと指摘した（2006年b、16頁）。一方で山
川はポートフォリオについて「現在、他者評価と自
己評価が別個に存在するシステムを、両者を包摂し
た多元的評価システムとして再構築する手掛かり
に」なると論じた（2003年、236頁）。

こうしたことを教職課程におけるポートフォリオ
の導入にあてはめて考えるならば、知と知の結びつ
きは、各科目と各自の経験の結びつきの関係を考究

することになろうか。すなわち、ポートフォリオの
作成と活用は、各科目や経験がそれぞれ別個の存在
として教職課程の学生の前に存在するのではなく、
あるいはまた、科目を履修し、何らかの経験を終え
たらすべてそれで終わりという性格のものではな
く、科目間の統合や経験との統合が十分に考慮され
る必要があるということを学生と大学教員双方に自
覚させ、追究させる機会を与えるものだと捉えられ
よう。加えてポートフォリオは、その作成と活用過
程において自己省察と自己評価を不可避とするた
め、省察を軸とした教職の専門性の確立と教師教育
の基盤をつくると考えられる。知識や経験を統合し
て実践に移し、その実践を省察して明示化してポー
トフォリオとして蓄積していくことは、自らを絶え
ず説明可能な状態にすることを意味する。そのこと
は説明責任を果たすという意識を持った専門職に教
職を転換させる可能性を持つものであり、また同時
に、説明責任を果たす組織へと大学を転換するもの
だと考えられる。教職が無防備なままで多くの批判
にさらされている今日、エビデンスを残し、それを
もとに説明責任を果たせる専門職として育成するこ
とは、極めて重要だと言える。さらに教員養成を担
う大学が説明責任を果たし得る機関として確立され
ることも重要となるだろう。自己省察や外に開いた
状態での学び合いを基礎とするポートフォリオの蓄
積とその活用は、「開かれた専門職」および「開か
れた大学における責任ある教員養成」の実現へと導
くものだと指摘できよう。

そして最後に、ポートフォリオがプロセスを重視
し、他者評価と自己評価の相互関連性に基づいて多
元的評価を行うことを重視している点は、教職とい
う複雑かつ高度な専門性が要求される職業の養成プ
ロセスの評価においては、特に重要な観点であると
指摘できよう。

６．今後の課題

以上、昨今の教職課程改革の動向について、特に、
学生の履修履歴の把握・管理を通じた教職指導の充
実に焦点化し、導入が推奨されている「履修カルテ」
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に関して、学生の主体的な学びを尊重する「ポート
フォリオ」との対比を示す中で検討を行ってきた。
最後に、若干ではあるが今後の改革に関する課題を
示したい。

まず、第１に、「履修カルテ」と呼ぶにせよ「ポー
トフォリオ」と呼ぶにせよ、単なる知識やスキル等
のチェックリスト式のものではなく、学習者の自己
評価や同僚評価を基礎として教職や自己について深
く追究できるような「広がり」を含んだ形式のもの
として学生の履修履歴が把握・蓄積され、指導に活
かされることが求められる。それには、Web上で
それらを蓄積し、共有できるというシステムにする
ことが不可欠となるだろう。一方で、単に、教職課
程という教員養成段階にとどまらず、大学が卒業生
を継続的に支援することや、同僚性等を高めること
を目的として、卒業生が引き続きWebシステムを
利用できるようにシステムの構築を図る必要も出て
くるだろう。このことは、大学の責任や役割に関す
る議論に発展していくものと考えられる。

また第２に、教師教育において、学習者自身が省
察の内容を書き示し、記録していくことの限界や、
内面にまで踏み込むことへの躊躇と限界が挙げられ
る。山川（2003年、237頁）は「書くという自己を
顕在化する行為によって逆に自己が隠蔽されてしま
う可能性」を指摘しているが、内面の意識化として
の省察と、教師教育における「記録していくこと」
の意義と方法の確立をめぐっては、今後、十分な検
が求められると指摘できようⅹ。

そして最後に、教職課程への「入口」に関する問
題を指摘できる。このことは日本教育大学協会の次
の指摘に端的に示されている。
「学部段階の教育の質を考える上では、単に『出

口』（４年修了時点）だけではく、『入口』とも言う
べき入学者のありようとセットで考えていく必要が
あるだろう。教育の効果の検証とは、『その教育を
受ける前』と『受けた後』を比較することで初めて
可能になるものである。したがって、教員養成教育
に入ってくる学生の資質─入学前の学修のありよ
う、入学者選抜のありよう、入学後のリメディアル
のありよう等─にも視野を広げた上で『学部教員養

成教育』を考えていかねばなるまい。」（日本教育大
学協会・学部教員養成教育の到達目標検討プロジェ
クト、2008年、85頁）。

現在の教職課程改革は、主としてプロセスと出口
にのみ注意が向けられてきた感がある。しかしなが
ら、本来的には、教職課程への入口がまず第１に問
われるべきものである。各大学は、学生の実態を踏
まえて、どのように独自の改革を展開するのか。各
大学は、専門職としての教員を養成する機関として、
入口から出口に至るすべてのプロセスでの責任をい
かに果たすのか。今後は、こうした観点からの追究
が尚一層求められると言えるだろう。

注

ⅰ）中教審答申では、教職指導について次のように
述べている。「学生が教職についての理解を深
め、教職への適性について考察するとともに、
各科目の履修等を通して、主体的に教員として
必要な資質能力を統合・形成していくことがで
きるよう、教職課程の全期間を通じて、課程認
定大学が継続的・計画的に行う指導・助言・援
助の総体、即ち教科と教職の有機的統合や、理
論と実践の融合に向けての組織的な取組であ
る。」

ⅱ）文部科学省初等中等教育局教職員課「『教育職
員免許法施行規則』の改正及び教員免許更新制
に係る関係告示の整備に関するパブリックコメ
ント（意見公募手続）の結果について」平成20
年11月10日。

ⅲ） 文部科学省は、「教職に関する科目」としての
「総合演習」の廃止理由について、①大半の大
学で「総合演習」と同趣旨の科目が教養科目と
して開設されていることが調査で明らかになっ
ていること、②人類に共通する課題等について
取り扱う科目は、各学部・学科の教育研究内容
に応じて多数開設されていること、③各教科専
門科目、各教科の指導法、教育の方法及び技術
等の科目において、人類に共通する課題等の内
容が取り扱われる例も多いことを挙げている
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（「教育職員免許法施行規則の改正事項について
（案）」中央教育審議会初等中等教育分科会教員
養成部会（第54回）配布資料６−１（平成20年
６月10日））。

ⅳ）「留意事項」では、演習を円滑に実施するため
の準備事項例を含んでおり、その項目の中に、

「入学の段階からそれぞれの学生の学習内容、
理解度等を把握（例えば、履修する学生一人一
人の『履修カルテ』を作成）」と記した。

ⅴ）観点には次のようなことが含まれる。①教職の
意義、教育の理念・教育史・思想、学校教育の
社会的・制度的・経営的理解等、学校教育に関
する理解が身についているか。②子どもに関す
る心理・発達論的な理解や子どもの状況に応じ
た対応方法等、子どもに関する理解が身につい
ているか。③教科・教育課程に関する基礎知
識・技能が身についているか。④自らの役割を
見つけ、与えられた役割をきちんとこなし、他
者と協力して課題に取り組むことができるか。
⑤子どもや保護者に対応できるコミュニケー
ション能力が身についているか。⑥教材開発、
授業の構想・展開等の実践的な能力が身につい
ているか。

ⅵ）そこでは、学生同士のみならず卒業生等も含ん
だ支援・交流の場としての広がりを見せている
のが特徴である。

　http://gppts.cerp.akita-u.ac.jp/kyousyoku/index.
php

ⅶ）例えば、岡山大学の「教職実践ポートフォリ
オ」、徳島文理大学の「教職ポートフォリオ」
等がある。

ⅷ）尾崎恭輔「カルテ」『日本大百科全書』小学館
を参照。

ⅸ）アメリカでは、州や大学が要求する教員スタン
ダード（知識やスキル等）を充足していること
を示す具体的な資料として学生はポートフォリ
オを蓄積する。ポートフォリオは各種のプレゼ
ンテーションや省察的実践に不可欠なものとし
て位置づけられ、就職活動やその後の現職研修
にも活用されている。

ⅹ）今津（1996年）は、「記録を書くことが教師の
実践の自省のためであるという基本がまだ十分
に把握されていない」点、教員養成・現職教育
双方の段階で「実践記録法が正式に教育されて
いない」点を指摘し、実践記録方法を教師教育
と関連付けていくことの重要性を論じている。
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