
区　　　分 留　意　事　項 履　行　状　況
未履行事項について

の実施計画

認　　 可　　 時
(平成19年12月3日)

1.　計画されている教育体制等に
よって、設置の趣旨・目的を十全
に達成できるか懸念されるので、
学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的、さらに理
論と実践を融合して専ら小学校、
中学校、高等学校、中等教育学
校、特別支援学校及び幼稚園の高
度の専門的な能力及び優れた資質
を有する教員の養成のための教育
を実施するという教職大学院の目
的に照らし、開設時から充実した
教育研究活動を行えるよう教育体
制等を整備するとともに、その水
準を一層向上させるよう努めるこ
と。

1．設置の趣旨・目的に照らし、高度で専門的な
能力を有する教員を養成するために、指摘された
留意事項を踏まえ、専任教員の増員を図るなど教
育体制等の整備に取り組んでいる。充実した教育
研究活動を行うとともに、その水準の向上に努め
ている。⑳

専任教員１名、実務家みなし教員１名、計２名の
増員を行うなど、教育体制等の整備に取り組んで
おり、教育研究活動の水準の一層の向上に努めて
いる。(21)

２．１学年７０名の入学定員に対
して、研究科専従の教員が５名で
あり、実習指導体制が万全か懸念
されるため、巡回指導を行うすべ
ての教員の具体的な勤務モデルを
明確にしつつ、教員に過重な負担
がかからないよう又きめ細やかな
巡回指導が可能となるよう、教員
の補充を行うなど具体的な方策を
講じること。

２．専従教員として専任教員１名を増員する計画
である。さらに、充分な実習指導体制の実現に向
け、実務家みなし教員の増員を図ることとした。
　なお、教員による実習の巡回指導については、
授業の配置を特定の曜日に集中させ、終日巡回指
導に充てることのできる曜日を複数設定するこ
と、実習校の交通アクセス等を配慮し一日に複数
校の巡回が可能となるように工夫をすることなど
により、きめ細やかな巡回指導の実現と教員の負
担の軽減を図る。⑳

充分な実習指導体制の実現に向けて、専任教員１
名、実務家みなし教員１名、計２名の増員を行う
とともに、実務家みなし教員４名について、全て
の実習科目を担当するよう、平成20年12月に専任
教員採用等設置計画変更書を提出し、Ｐ可の判定
を得た。(21)

専任教員1名について、平
成20年8月に専任教員採用
等設置計画変更書を提出
する予定である。⑳

３．学校における実習の免除の判
定については、以下の点を開設時
までに改善して、確実に実施する
こと。
①　実習を免除する現職教員学生
の教職経験を「学校臨床実習Ⅰ」
（５単位）は３年以上、「学校臨
床実習Ⅱ」（２単位）は５年以上
としているが、そのように設定し
た理由が不明確で教育上の有効性
が懸念されるため、設定の考え方
を明確にすること。

３．学校における実習の免除の判定については、
以下の対応をとり、改善を図った。

① 左記の経験年数は、「学校臨床実習Ⅰ」「学
校臨床実習Ⅱ」の免除を申請するための 低限の
条件として設定したものであり、これに加えて、
「学校臨床実習Ⅰ」の免除については学級担任を
１年以上経験していること、「学校臨床実習Ⅱ」
の免除については学級担任や各種主任等の職務を
３年以上担当していることを課している。これら
の経験年数のみで単位認定を行うものではなく、
「教職経験確認票」「授業案の写し」「課題に取
り組んだ実務報告書」等の書類の提出を求め、そ
の内容を判断するとともに、面接試験により、学
校における実習で修得すべき内容がすでに達成で
きているかの厳正な判断を行う。⑳

平成21年度から、入学者選抜に先立って実習単位
認定面接を行うこととし、学校における実習で修
得すべき内容がすでに達成できているか、より厳
正な判断を行った。(21)

６　留意事項に対する履行状況等
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②実習により修得させようとする
内容との相関性を明らかにしつ
つ、実習の到達目標を代替できる
とする教職経験の評価方法、実習
の免除基準を設定し、厳正に評価
すること

② 「学校臨床実習Ⅰ」は、教職全般の業務につ
いて理解し、授業実践や学級経営などの力量を高
めることを目標としており、「学校臨床実習Ⅱ」
は、学級経営、生徒指導など個別の課題について
活動計画を立て、課題解決へ向けて取り組むこと
ができることを目標としている。教職経験年数
は、これらの到達目標に達しているかどうかを判
断する際の 低限の条件として設定したものであ
る。「学校臨床実習Ⅰ」の免除希望者には、教職
全般にわたる業務に関わる力量を把握するための
所属長の評価による「教職経験確認票」、授業計
画の質を把握するための書類として「授業案の写
し」の提出を求め、当該内容について具体的に評
価した。「学校臨床実習Ⅱ」については、これら
に加えて、「学級担任としての活動の概要を記載
した書類」（あるいは、「主任としての職務内容
と活動内容の概要を記載した書類」）、分野別選
択科目にかかわる課題に関して「学校や研修セン
ター等で３か月以上取り組んだ実務に関する報告
書の写し」の提出を課すなどにより、厳正に評価
した。
　なお、１年制コースを希望したが「学校臨床実
習Ⅱ」の単位が認定されなかったために２年制
コースとしての合格となった者は、２名であっ
た。⑳

 平成２１年度から、入学者選抜に先立って実習
単位認定面接を行うこととし、より厳正に評価を
行った。その結果、２３名の実習単位認定希望者
の内、４名について「学校臨床実習Ⅱ」の単位
が、１名については「学校臨床実習Ⅰ・Ⅱ」の単
位がそれぞれ認定されないこととなった。（21）

③実習免除のために申請させる
「実習単位免除申請書」について
は、教職経験を適切に評価できる
内容とすること。また、評価にあ
たっては、所属長や任命権者が評
価する資料を活用するなど、客観
性が担保されるよう配慮するこ
と。

③ 実習単位免除申請書の提出にあたっては、併
せて「教職経験確認票（小学校・中学校用、高等
学校用、小中学校特別支援学級・特別支援学校
用）」の提出を求めた。「教職経験確認票」は、
学習指導（教科指導、道徳、特別活動、総合的な
学習の時間）、学級運営及びその他の指導（学級
経営、生活指導、キャリア教育・進路指導、部活
動指導、健康安全指導）、学校運営（校務の処
理、連携）、基礎的能力（教師としての自覚およ
び職務遂行の姿勢、研修）、その他、についての
質問項目から成る。この教職経験確認票は、所属
機関の長に評定尺度法による評価を求めること
で、客観性が担保されるよう配慮した。⑳

平成２１年度から、入学者選抜に先立って実習単
位認定面接を行うこととし、「教職経験確認票」
に加え、学級担任あるいは主任としての活動の報
告書、学校や研修センター等で課題を設定し、一
定期間取り組んだ実務に関する報告書等の資料も
提出させるなど、より客観性が担保されるよう配
慮を行った。(21)
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④実習免除の評価に入学者選抜に
おける面接試験の評価を含めるの
であれば､実習免除手続き上明確
に位置づけること｡

④ 実習免除の可否の 終決定は、提出書類と面
接試験の結果を総合的に評価し、慎重に行った。
　平成２０年度入試においては、入学者選抜とし
て実施された面接試験において、事前に提出され
た実習免除申請関係書類をもとに作成した「面接
時確認事項」に基づいて面接を実施した。面接結
果も判断材料としながら、 終的に実習免除の可
否を判定した。⑳

平成２１年度入試においては、入学者選抜に先
立って実習単位認定面接を行った。このことによ
り、受験予定者の１年制・２年制の出願コースが
明確化され、本研究科の趣旨・目的をさらに明確
にした入学者選抜を実施した。（21）

平成２１年度入試におい
ては、入学者選抜と実習
単位認定を区分して行う
ことに変更する予定であ
る。これは、入学者選抜
以前に、実習単位認定を
行い、受験予定者の１年
制・２年制の出願コース
の明確化を図ることによ
り、本研究科の趣旨・目
的をさらに明確にした入
学者選抜を実施するため
である。⑳

４．現職教員学生が現勤務校で実
習を行うことになった場合、日常
の勤務に埋没することのない内容
となるよう、その工夫・配慮の方
策を具体的に検討し実施するこ
と。

 ４．現職教員学生の実習については、｢（現勤務
校とは異なる）多様な経験をする｣「違う学校の
教員と交流することで、視野が広がり、技術や知
識の交流が行える」という観点から、現勤務校以
外での実習を原則としている。しかしながら、研
究課題等に照らして、現勤務校が実習校として適
切と判断される場合には、連携協力校である現勤
務校での実習を認める。その際には、次のような
方策をとることにより、日常の勤務に埋没するこ
とのないよう配慮する。
　①現勤務校での実習の可否の決定方法
　　・現職教員学生は、現勤務校での実習課題お
     よびその実践に関する計画書を提出する。
　　・現勤務校での実習が勤務でないことを確認
     するために、現職教員学生に週単位での実
     習計画書を提出させる。
　　・提出された資料をもとに、学校臨床実習運
     営委員会は現勤務校での実習の可否につ
     いて決定する。
　②現勤務校に対する、理解の徹底
　　・実習開始前に、実習担当教員が学校を訪問
      し、実習の趣旨について説明する。
　　・現勤務校に、勤務と実習を分けて実践でき
     るような体制づくりを依頼し、確認する。
　③現勤務校での実習中の巡回指導時の留意点
　　・実習担当教員は、巡回指導時に、上記の実
     習計画が適切に履行されているか確認する｡
　　 ⑳

　現職教育学生が現勤務校で実習を行なう場合、
次のように規定し、日常勤務に埋没しない方策を
講じた。
１　指導教員が実習前に研究協力校を訪問し、
「日常の勤務に埋没しない実習」の実施について
確認を行う。
２　実習開始前に「現任校実習の事前レポート」
を提出させ、日常の勤務に埋没しない実習への十
分な配慮を徹底する。
３　実習の間、毎日「実習ノート」の実習日誌部
分を指導教員にメール送付し、「日常の勤務に埋
没しない実習」維持のため逐次、指導を受ける。
４　事後指導で実習中の資料に基づき「日常の勤
務に埋没しない実習」に対する総括を行い、成果
と課題をまとめさせ、今後の現勤務校の資料とす
る。(21)

30



区　　　分 留　意　事　項 履　行　状　況
未履行事項について

の実施計画

５．１年制コースの複数の履修モ
デルに対応した具体的な履修スケ
ジュール（実習や補講を含む。）
を作成し、教育の質を担保しつつ
１年間での卒業に必要な単位の修
得が円滑に行える具体的な方策を
講じること。

５．1年制コースについて、複数の履修スケ
ジュールを作成した。入学後の履修面談の際に、
本人の研究課題や希望を勘案しながら、メンター
教員が個別に履修指導をすることで、1年間での
修了に必要な単位の修得が可能となるよう対応す
る。⑳
　
　1年制コースについて、複数の履修スケジュー
ルを作成した。入学後の履修面談の際に、本人の
研究課題や希望を勘案しながら、メンター教員が
個別に履修指導をすることで、1年間での修了に
必要な単位の修得が可能となるよう対応した。
（21）

６．「教育課程の編成及び実施に
関する領域」に実務家教員が配置
されていないが、理論的な科目を
担う教員と実務家教員の役割を踏
まえた協働体制となるよう、実務
家教員に求められる役割・趣旨に
照らして教員の配置方針を再検討
すること。なお、「この領域への
社会ニーズや連携協力校の教育研
究課題が変化することも考えられ
る」との記述があるが、既に小学
校等の現場では差し迫った課題と
なっていることから、このことを
踏まえた適切な教員配置の方針と
すること。

６．当該領域に、実務家教員を配置する予定であ
る。⑳
　
　　当該領域に、実務家教員の配置を行った。
（21）

平成21年4月から配置す
る計画である。⑳

７．早稲田大学教育学部教育学
科、複合文化学科の入学定員超過
の是正に努めること。

７．平成20年度入学定員教育学科210人、複合文
化学科70人に対して、入学者数教育学科248人、
複合文化学科76人と定員超過の是正に努め、平均
定員超過率は教育学科1.33倍から1.31倍、複合文
化学科1.34倍から1.22倍となった。⑳
　
　平成21年度入学定員教育学科210人、複合文化
学科70人に対して、入学者数教育学科250人、複
合文化学科90人と定員超過の是正に努め、平均定
員超過率は、設置認可申請時との比較において、
教育学科1.33倍から1.28倍、複合文化学科1.34倍
から1.23倍となった。(21)

（その他の意見）
・実習免除の評価にあたって、入
学者選抜での面接結果を含めるこ
ととしているが、受験生に対し予
めそのことが明確に伝わるように
すること。

・審査意見１２の回答の中で「養
護学校」という表現を使用してい
るが「特別支援学校」が適切であ
る。

・説明会や入学試験要項において受験生への周知
を行った。⑳

・平成２１年度の入学試験から、入学者選抜に先
立って実習単位認定面接を行うよう変更し、説明
会やHP、入学試験要項において受験生への周知を
図った。（21）

・認可後においては、特別支援学校の表記を使用
するよう配慮を行った。⑳

・入学試験要項、研究科案内等、関連書類全てに
ついて誤りがないよう確認を行った。（21）
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設置計画履行状況
調　　 査　　 時
(平成21年1月28

日）

○　教職大学院の設置の趣旨が活
かされるよう、入学者の質に留意
しつつ、入学者の適切な確保に努
めること。
　また、コースごとの適切な定員
充足に努めること。
　特に、現職教員の受入れについ
ては、教員委員会の人材養成ニー
ズと大学が養成する人材像につい
て教育委員会と十分な共通認識を
図ること。

○　特別選考入試に先立ち、実習単位認定面接を
行うこととした。加えて入学試験を年２回実施す
るように変更した。また、平成21年度の１年制
コースに関して、修学休業制度に関する手続上の
瑕疵により入学出来ない者が複数生じたことを踏
まえ、手続きの重要性について平成22年度の入学
試験要項において明記する予定である。
　東京都教育委員会とは連携協議会を開催し、養
成する人材像について十分な共通認識を図るよう
努めている。(21)

○早稲田大学教育学部教育学科及
び国語国文学科、理工学部物理学
科の入学定員超過の是正に努める
こと。

○平成21年度入学定員教育学科210人、国語国文
学科135人に対して、入学者数教育学科250人、国
語国文学科145人と定員超過の是正に努め、平均
定員超過率は、履行状況調査時との比較におい
て、教育学科1.31倍から1.28倍、国語国文学科
1.30倍から1.21倍となった。また、理工学部物理
学科は平成19年度より学生募集を停止とした。
(21)

設置計画履行状況

調　　 査　　 時

（○年○月○日）

　　　　毎年度，具体的に記入し，報告年度（丸数字）を付記してください。

　　　２　「設置計画履行状況調査時」欄には，当該設置計画履行状況調査の結果，付された留意事項

　　　　る資料を添付してください。

　　　４　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。

　　　　入してください。

　　　　に対する履行状況等について，毎年度，具体的に記入するとともに，その履行状況等を裏付け

　　　３　入学定員超過に係る留意事項への履行状況については，指摘を受けた学科等についてのみ記

（注）１　「認可時」欄には，当該大学等の設置認可時に付された留意事項（学校法人の寄附行為又は

　　　　寄附行為変更の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等について，
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