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教職課程・現職研修カリキュラムデザイン基礎研究 

 

１．目標 

 

・「教師教育者の専門性」に係わる学術論文を読んで，問いと論証の構造を批判的に再構成

できる。またその結果を他者に表現できる。 

・教師教育者として教職課程・現職研究の「カリキュラムをデザイン」するときの視点や

原則あるいは留意点を説明できる。 

・教師教育者としての「構え（disposition）とその変化」をメタ認知し，表現できる。 

＜註＞ 

本授業は，「教師教育者のためのプロフェッショナル・ディベロップメント」講座の指定

授業となっています。社会人の受講生 6 名が登録しています。後日オンデマンドで聴講

される方がいるため，録画をすることをお許しください。 

https://evri.hiroshima-u.ac.jp/15326 

 

 

２．スケジュール 

 

第１講 4月 09日（金）②  オリエンテーション 

 「教師教育者のミッションとは何か」 

 日本教育方法学会の課題研究（2020）での対決：渡辺貴裕 VS石井英真 

 ２人はどこで対立したか，なぜ対立したか 

 

＜指定論文の検討＞ 

・論文の成果と方法を再構成して紹介する→論文の pdfは teamsのファイルに保存 

・複数の論文を扱うにしても，両者を総合して論ずること。 

・草原の「問い」に対する答えとその根拠，ならびに中心概念を考察する。 

・参考文献等にも目配りし，できるだけ多面的に答えをまとめる。 

【教師とは，教師の専門性とは】 

第２講 4月 16日（金）② （ 全員, 発表：池田 ） 

 「教師は変わることができるのか，いつ・どんなときに変わるのか」 

〇Thomas Guskey， 

Professional Development and Teacher Change， 

Teachers and Teaching: theory and practice, 8（3）,381-391，2002 



第３講 4月 23日（金）② （３ 野瀬  ）（４ 髙見 ） 

 「教員志望者はいかにして教師になるのか，いつ・どんなときに変わるのか」 

 〇大坂遊， 

教職課程後半期における教員志望学生の社会科観・授業構成力の形成過程－「洗い流

し」はいつどのように起こるのか,あるいは回避されるのか－， 

学習システム促進研究センター (RIDLS) 学習システム研究，5，81-102，2017 

〇大坂遊， 

教職課程入門期における社会科教員志望学生の社会科観・授業構成力の形成過程とそ

の特質－被教育体験と大学カリキュラムの関係に注目して－， 

社会科研究，85，49-60，2016 

第４講 4月 30日（金）② （５ 吉田 ）（６ 加藤 ） 

 「教師を育てることは可能か，教えることを教えることは可能か」 

〇Anja Swenne,Mieke Lunenberg,and Fred A.J. Korthagen, 

Preach What You Teach! Teacher Educators and Congruent Teaching 

Teachers and Teaching: theory and practice, 14(5–6)，531–542，2008 

〇小柳和喜雄， 

養成と研修の内容・方法の連続性と非連続性に関する関係考察－Andragogy と 

Signature Pedagogies の考え方からの教員育成指標の検討－，奈良教育大学教職大学

院研究紀要，学校教育実践研究，9，1-10，2017 

【教師教育者とは，教師教育者の専門性とは】 

第５講 5月 14日（金）② （７ 田中  ）（８ 川上 ） 

 「教師教育者とは何者か，誰がなるべきか，どのような専門職か？」 

〇小柳和喜雄， 

教員養成における教師教育者のアイデンティティに関する基礎研究， 

奈良教育大学，次世代教員養成センター研究紀要，2，27-35，2016 

〇草原和博， 

社会科教師を育てる教師教育者の専門性開発－欧州委員会の報告書を手がかりにして

－，教科教育学研究の可能性を求めて，風間書房，281-290，2017 

第６講 5月 21日（金）② （９ 野瀬 ）（１０ 加藤 ） 

 「教師教育者に求められる専門性とは？ 教師教育者はどのように育成されるのか？」 

 〇武田信子， 

教師教育実践への問い－教師教育者の専門性開発促進のために－， 

日本教師教育学会年報，21，8-18，2012 

 〇濱本想子・大坂遊・草原和博・岩田昌太郎   

A. Swennen と K. Smith の教師教育者の専門性開発論 

広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部，68，45-54，2019 



第７講 5月 28日（金）② （１１ 田中  ）（１２ 池田  ） 

「教師が教師教育者になる過程でどんな課題に直面するか？ 課題を軽減するには？」 

〇大坂遊・川口広美・草原和博， 

どのように現職教師から教師教育者へ移行するのか—連続的・漸次的に移行した教師教

育者に注目して－， 

学校教育実践学研究，26，87−94，2020 

〇草原和博， 

教師教育者の専門性開発の理念と方法－教師教育の質を高める３つのアプローチ例－， 

社会系教科教育学会編，社会系教科教育学研究のブレイクスルー理論と実践の往還を

めざして－，風間書房，310-320，2019 

第８講 6月 11日（金）② （１３ 川上 ）（１４ 吉田  ） 

 「研究者が教師教育者になる過程でどんな課題に直面するか？ 課題を軽減するには？」 

〇岩田昌太郎・草原和博・川口広美， 

教師教育者の成長過程に関する質的研究－TA の経験はアイデンティティ形成にどのよ

うに影響を与えるか－,  

日本教科教育学会誌, 41（1），35-46, 2018 

〇大坂遊 

駆け出し教師教育者は自らの実践をどのように形作っていくのか 

中国四国教育学会，教育学研究紀要（CD-ROM 版）,65，2019 

第９講 6月 18日（金）② （１５ 池田 ）（１６ 髙見 ） 

 「教師教育者は，どこにアイデンティティを見出しているか，どんな葛藤があるか」 

 〇山田秀和・草原和博・川口広美・大坂遊， 

教科教育研究者の社会的責任の果たし方－教育学に背景を持たない３名の欧州研究者

の多様性と共通性－， 

日本教科教育学会誌，42（3），41-54，2019 

〇岡田了祐・堀田諭・村井大介・渡邉巧・田口紘子・田中伸， 

米国の教師教育者にみる professional identity の多様性－社会科教育を事例とした

教科観と教師教育者観に着目して－， 

岐阜大学教育学部研究報告. 教育実践研究・教師教育研究，20，55-65, 2018 

 

＜海外論文の紹介＞ 

・以下の文献より（カリキュラムデザインに向けて）有益と判断する論文を選択する 

・5月 28日までに選択して，取扱う「論文名」と「テーマ」を共有する。 

・各論文について，著者の関心・経歴，問い，理論的枠組みと研究方法，結論を整理する

とともに，研究の意義と限界を批評する。 

・日本の教師教育の改善に示唆することを引き出す。 



Tony Bates, Anja Swennen, and Ken Jones（eds.）, 

The Professional Development of Teacher Educators，Routledge，2012 

   

第１０講 6月 25日（金）② （１   ） 

 「問い：     」 

第１１講 7月 02日（金）② （２   ） 

 「問い：     」 

第１２講 7月 09日（金）② （３   ） 

 「問い：     」 

第１３講 7月 16日（金）② （４   ） 

 「問い：     」  

第１４講 7月 30日（金）② （５   ） 

 「問い：     」  

第１５講 8月 06日（金）② （６   ） 

 「問い：     」 

 

 

３．運営と評価 

 

・原則として金曜日の２コマにハイブリッドで実施する。 

・草原ゼミの zoom担当は，以下のことを行う。 

 → Zoomの立ち上げ，画面の教室への投影，動画の録画状態のチェックなど 

・＜指定論文の検討＞での発表２回，＜海外論文の紹介＞での発表１回，を評価対象とす

る。①論文理解の妥当性，②表現技法の説得性，③議論への参画状況を視点に評価する。 

・「教師教育者のためのプロフェッショナル・ディベロップメント講座」の受講者は，各講

の問いに対する答えを 800 字～1600 字にまとめて，授業終了後３週間以内にメール添付

で送付すること（後日，teams経由に変更します）。 

- novice teacher educators, issues of transition; 

- identity development including research identity; 

- the facilitation and mentoring of teacher educators; 

- self-study research including collaborative writing, 

use of stories; 

- professional development within the context of 

curriculum and structural reform. 


