
 1 

［研究報告］ 

 

課程認定申請大学からの事例報告①

～神戸学院大学の指摘事項を中心に～

神戸学院大学 松 宮 慎 治

 
はじめに

（１）大切なのは本質

本稿1では、指摘事項や、その他いろいろなことの中で特に本学が困ったことをピックアップして

報告します。最初に、簡単に全体のことを押さえてから、報告に入ります。はじめに、『SYNAPSE』

という雑誌の、昨年の 12 月号に掲載されていた記事について話します。私事ですが、昨年の 6 月

に異動があってこの業務を担当することになりました。大変困ったのですが、阪神教協の会員校の

方の助言や、この『SYNAPSE』という雑誌が非常に役立ちました。具体的には、課程認定の仕組

みとか制度のことを連載していまして、そちらをかなり参考にしました。  
『SYNAPSE』の 12 月号には、教員免許制度や課程認定制度が非常に複雑であるので、細かい形

式にとらわれてしまって全体を見ることができなくなり、その結果、本質が置き去りにされ、この

状態では充実した教職課程の実現は困難になるということが記されていました。つまり、本質や全

体をしっかりと見てくださいということです。はじめに結論を申し上げますが、では「何が必要か、

何が本質か」ということです。この 1 年間、申請の業務を通して気づいた本質は、大きく 2 つです。 
第一に、「学位プログラムと教職課程との相当関係を満たしているかどうか」です。これは、言い

換えると、「教職課程の学び」が、「学科の専門の学び」の中に溶け込んでいるかどうか、というこ

とです。 
第二に、「その当該の学科・専攻・コースで、責任を持って養成する体制をとっているか」という

ことです。これまでは、教職課程の科目は、オプション科目であり、がんばる学生がプラスαの資

格として取得を目指し、大学も科目を他の学科と相乗りで運用しているところがありました。しか

し、そうではなく、「その学科・専攻・コースで責任を持って養成をする必要がある」ということで

す。イメージとして、今までのオプションとしての位置づけだった教員免許状が、もうオプション

ではないということになったのではないかと考えます。 
加えて、申請書を作るとどうしても書類の細かい中身、書き方、様式等の形式が気になることが

あります。しかし、所詮書類ですから、例えば、本学で養成する予定の教員が実際に学校現場で教

壇に立つとどんな良いことがあるのか、その魅力をアピールする手段がこの書類であり、書類は単

なる手段に過ぎないというイメージで、私は臨んでいました。 
 
１．確認事項

（１）申請数の推移

 
1 2013 年度 阪神教協 第 3 回課題研究会プログラム「教職課程に係る事例報告」（2013 年 12 月 18 日）をもとに作成 
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申請数の推移について、課程認定が厳しくなっているという話が多かったので、調べました。今

年度の最新の結果では、大学数が 105 校、課程数が 397 件であり、5 年前の平成 20 年度は、大学

数が 222 校であり、課程数が 1,260 件となっています。 
 

 
図1 課程認定申請数の推移 

（中央教育審議会 初等中等教育分科会 教員養成部会資料をもとに作成） 
 
つまり、申請大学数は半分になり、申請課程数は 3 分の 1 になっています。申請時のハードルが

一番高くて、申請後に認定の申請を取り下げざるをえない大学もあります。しかし、基本的には申

請イコールほぼ認定だと私は考えています。問題なのは、厳しくなってきたという時に、この 25
年度の大学数 105 校、申請課程数 397 件の結果の中にどれだけ申請を諦めた大学があるかというこ

とです。ただ、その結果は、公表されていないので、厳しくなってきたかどうかは、実際のところ

良くわからないと思います。 
 

（２）前年度からの主な変更点

前年度からの主な変更点について、主に 4 つあります。 
第一に、＜提出期日の 1 ヶ月前倒し＞で、提出期日が 6 月末から 5 月末に変更になりました。こ

れは、今年の課程認定委員会で示された通りです。来年度は前倒しになる可能性はないと思います。 
第二に、＜審査回数の制限＞です。これは、原則 2 回までとなりました。ここでの１回は、課程

認定委員会での審査 1 回を指します。ただ、回数を気にする必要はありません。2 回までしかない

から、準備をしっかりしてくださいというメッセージだと思います。 
第三に、＜教員審査省略の原則廃止＞です。以前は教員審査の省略が結構できました。しかし、

一部の例外はあるものの、今年度から基本的にできなくなりました。審査が省略できるのは、科目

名称が一緒で、科目の中身も一緒で、担当も一緒というように非常に限定された場合のみとなりま

した。したがって、実質的に教員は全員審査されると考えています。しかも、審査の原則廃止の例

外は、もし例外に当てはまるとしても省略されるのではなくて、あくまでもかつての審査結果を尊
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重するということです。ゆえに、この例外は最近申請した大学を念頭においているだけであって、

基本的に審査の省略はなく、全員審査するということであると考えています。 
第四に、＜様式の一部変更＞です。大きくは 2 号、4 号、8 号のア、シラバスあたりで変更があ

りました。 
 

（３）認定を受けるための条件

次に、どうやったら認定を受けられるかということです。結局、課程認定基準をクリアすれば良

いということであると考えます。ただ相当関係に関するものをはじめとした、追加事項や通知等が

後から出てきているので、それらを知らなかった場合に、まるで基準が厳しくなったような印象を

受けることはあると思います。 
つまり、基準の運用が厳しくなったとは言えると思いますが、基準そのものが厳しくなったとは

言えません。1 年間の経験で理不尽に思うようなことはありませんでした。ただ、後から追加連絡

された通知等をしっかりと把握しておく必要があると思いました。 

２．主な指摘事項（「教科に関する科目」の配置方法）

本学の事例を報告します。2014 年 4 月に現代社会学部という新学部を開設する予定です。学部

の認可は受けています。最近、申請書の差し替えに文部科学省を訪問した際、入試広報との関係で

早めに内示の連絡が必要であったため、「認定はまだですか？」と尋ねました。しかし、12 月中に

連絡をもらえることはないようです。1 月上旬か中旬くらいになるそうで、今回の現代社会学部の

現代社会学科と社会防災学科の両学科でそれぞれ申請した中一種免（社会）・高一種免（公民）は、

12 月 18 日現在で認定されていませんが、認定される可能性は高いと思います。 
本当は、高一種免（地歴）も検討していましたが、昨年の阪神教協の課題研究会の報告を受けて、

教職課程の専任教員と相談して、「高一種免（地歴）は諦めようか」ということになりました。昨年

度の芦屋大学の報告で、「1 学科 1 免許にしなさい」ということがあったため、「複数の課程を申請

しようとしているのに、さらに学部の学びの内容から遠いものを申請するのはやめておこう」とい

うことになりました。 
次に、具体的に本学が指摘された内容です。一番問題となった「教科に関する科目」の配置方法

について説明します。自学科等で開設される科目の考え方と、「教科に関する科目」の学位プログラ

ム上の位置づけの 2 つです。 
 

（１）自学科等で開設される科目の考え方

前提として、「教科に関する科目」は、施行規則に定める各分野の半数までは自学科で開設しなけ

ればなりません。ここでは、図 2 に中一種免（社会）を例として示しました。 
図 2 のように、5 つの科目区分があって、このうちの半数、つまり 3 つは自学科で開設しなけれ

ばならない。つまり純度 100％のものを 5 分の 3 設けなければならないが、残り 2 つは別の学科の

科目でも良いということです。 
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図 2 「教科に関する科目」の開設例 
 

本学で問題となったのは、純度 100％だと考えていたことが、実は純度 100% ではなかったとい

う話です。以下の×のついている方が、本学が考えていた誤りで、○の方が正しいものです。 
 

× 学則上、当該科目が単独で各学科に開設されていればよい 
○ 学則上、当該科目が単独で専門科目として各学科に開設されていれ

ばよい 

 
ポイントは、「自学科等で開設される科目」とは、「専門科目（卒業要件科目）」のことであるとい

うことです。私もかなり形式にとらわれていて、「学則上、単独で開設されていれば、自学科開設と

みなされる」とだけ、繰り返し考えていました。確かにそうですが、実は「単独で開設されている

だけではなくて、専門科目として開設されていなければならない」ということでした。本学の場合

は、学則の体系が以下のようになっています。 
学則には、色々と文章があったのち、最後にカリキュラム表があります。ここでは「共通教育科

目」、「専門教育科目」、「教職課程に関する科目」の 3 つがあります。最後に、各学部の科目表を掲

載しています。したがって、「教科に関する科目」において、いろいろと科目が並んでいますが、実

質的に同じものであっても、あたかも各学部で開講しているような形式になっています。そこで、

各学部について科目が記載されていたら、それで「学則上、単独で開設されていることになる」と

いう理解をしていたわけです。 
 
 

－　  －85



 5 

神戸学院大学の学則体系（カリキュラム表、下線報告者） 

１．共通教育科目 
（各学部の科目表を掲載） 

２．専門教育科目 
（各学部の科目表を掲載） 

３．教職課程に関する科目 
（１）教職に関する科目 
（各学部の科目表を掲載） 

（２）教科に関する科目 ※ 
（各学部の科目表を記載） 

※専門科目と重複するものは除く 

 
ここで「教科に関する科目」に掲載されている科目は、専門科目ではなく、卒業要件科目でもな

いので、自学科開設には該当しなかったのです。先述のように、自学科で開設される科目というの

は、本来卒業要件に入っていなければなりません。一方、本学の場合、「日本史」、「西洋史」、「東洋

史」の 3 科目を、これまでに開設されていた社会や公民の免許を取れる課程と相乗りして一緒に開

講し、この 3 科目を卒業要件外科目として置いておりました。「教科に関する科目」であり、卒業

要件外科目であったのです。その上で、ここでは、純度 100％だと思っていたものが、実は混じり

けがあると指摘されました。そこで、これまでは「教職課程に関する科目」として卒業要件外の扱

いをしていた「日本史」、「東洋史」、「西洋史」の 3 科目を、図３のように現代社会学部の専門科目

の中に組み入れました。 

 
図 3  文部科学省事務局指摘を受けての対応策 

 
ただし、これは新しい学部だからできたことです。もし本学の全ての教職課程に適用された場合、

「施行規則の科目区分の半数までは自学科で開設しなさい」という条件を満たす教職課程はありま
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せん。私は、このことから課程認定行政のある種の限界を感じました。いろいろ新しいことが始ま

り、文部科学省と新しい基準の運用で一緒に頑張るのは良いのですが、その運用は、新規参入する

教職課程へ適用することはできるが、既存の教職課程についてはそのままになっているという問題

です。ニーズとしては、既存の教職課程の方が、学生数が多いので、新規参入の教職課程だけを良

くしようとすることには、問題を感じました。今回は、新学部の設置認可申請と並行しましたので、

今まで卒業要件外できたものを卒業要件内に入れることも可能でした。これは学部の先生にとって、

「日本史」、「東洋史」、「西洋史」の 6 単位だけですが、本当は学ばせたかった専門科目に、今まで

教職課程に関する科目として、「教科に関する科目」に置いてきた卒業要件外科目を、突如、卒業要

件内科目として組み込まなければならないという点で少し苦しかったと思います。そこまでしても

教員免許状がとれる状態にしたいということでした。 
 
（２）「教科に関する科目」の、学位プログラム上の位置づけ

次に、「教科に関する科目」をどこから選ぶのかという問題です。図４の左側の×の方が、最初に

本学が考えていたことです。 
 

× ○ 

 
図 4 「教科に関する科目」の、学位プログラム上の位置づけ（１）  

 
現代社会学部では、元々学部基礎科目と学科基礎科目を設けておりました。その全体から「教科

に関する科目」を選んでいました。しかし、先述したように、学科で責任を持って教員を養成する

体制でないというイメージをもたれたのか、「『教科に関する科目』においては、その学科・専攻・

コースの最小の単位で完結しなければならない」と指摘されました。すなわち、図４の右側のよう

に、学部共通の基礎科目をなくして、完全に学科別の A 学科専門科目、B 学科専門科目のそれぞれ

から、それぞれの「教科に関する科目」を取りなさいということでした。したがって、図４の左側

の形式であっても、一番下の学部共通の基礎科目から「教科に関する科目」を取らなければよかっ

たと思います。 
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旧 新 

 
図 5 「教科に関する科目」の、学位プログラム上の位置づけ（２）  

 
この指摘を踏まえて、図 5 のように、科目群の名称を変更しました。 
「共通教育科目」というのは、教養教育科目のことです。図 5 の左側の旧のように、「共通教育

科目」、「学部基礎科目」、「学科基礎科目」、「学科専門分野科目」となっていました。それを、図５

の右側の新のように、「共通教育科目」より上の部分について、「専門基礎科目」と「専門基幹科目」

という科目群に名称を変えました。科目配置は以前と同じですが、図 5 のような科目群の名称変更

を行いましたので、置いている科目は同じであっても、カリキュラム全体の体系が変わったと言え

ます。これで、文部科学省の指摘の解決になっているかは疑問ではありますが、体系を見直すこと

によって申請書提出可となりました。 
 

３．その他

最後に、学位プログラムとの関連についてと申請書作成上の留意事項についてです。 
（１）学位プログラムとの関連 

学位プログラムとの関連を示した有名な図があります。「学科の専門の学び」があり、「教職の学

び」があり、「教科に関する学び」があり、それらが互いに連関していることを示す図です。この図

を文部科学省の事前相談で提示されました。事前相談に来る大学ごとにこの図で説明されていたよ

うに思います。重要なのは、どうすれば学位プログラムとの関連が満たされるのかということです。 
ポイントは「名称」と「単位」と「カリキュラム」の 3 つです。「名称」は、学部／学科／コー

ス名と免許教科の関わりが問われるということです。以前、中教審の議事録では、経営学科で体育

の免許状が取れるとか、心理学科で社会の免許状が取れるとか、一般に説明しにくい学科と免許状

との関係があり、これを解消したいという話が掲載されていました。したがって、学部の名称と申

請する免許状が、普通の常識で考えてあまりにもかけ離れてしまうと、いきなり審査が厳しくなる

と思います。 
次に「単位」です。「教科に関する科目」の単位数と卒業所要単位数とを最低 30 単位重ねると述

べました。これは公式に言われたことではありません。昨年の阪神教協の報告や全私教協のアンケ

ート結果では、最低 30 単位は重ねるように指摘されたということが何回も出てきました。ゆえに、
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私たちは初めからこのことを満たして申請しました。公式に 30 単位重ねなさいとは明記されてい

ません。また、ここでの 30 単位というのは、目的養成の大学は対象に含みません。これは、本学

のような開放制の大学を念頭に置いた単位数であり、目的養成の大学の場合は 40 単位ということ

が昨年度の研究会で報告されていました。 
最後に「カリキュラム」です。先述のように本学で苦労したところです。申請するコースや学科、

その最小単位の中から、「教科に関する科目」を取らなければ、多分指摘されます。つまり「教科に

関する科目」のとり方です。どこから取るのかという問題です。この 3 つを満たせば学位プログラ

ムと免許教科との相当関係は満たされると思います。 

（２）申請書作成上の留意事項

申請書作成上の留意事項ですが、「手引き」は熟読する必要があります。ただし、なかなか新しい

「手引き」が届きません。今年度は、2 月末にホームページに掲示され、それが最初であったと思

います。「手引き」を熟読しないといけないと言いながら、新しいものが来ないので、今のものをベ

ースにしながら、新しいものが来たら変更点や新規追加項目をチェックして、今までやってきた作

業をアップデートするかたちになります。新しく追加されたことや変更点については、「今後はこう

いうことで行きます、このことについては、大学はあまり理解しないで申請しているのではないで

すか」というメッセージを暗に感じました。新しく追加されたことや変更点に着目して「手引き」

を見ると傾向がわかります。 
番外編として、思わぬ落とし穴があることも述べます。昨年度の報告の中で、去年からシラバス

に担当形態が追加されたのに担当形態を書かずに申請した大学があり、指摘されましたということ

がありました。この指摘について、新しく追加されたことは様式を見れば分かるのに、なぜ書き忘

れるのか、全く理解できなかったのです。しかし、申請業務に携わってみて理解できました。 
それは、文部科学省のホームページに掲載される様式が、昨年度のままであることが多いという

ことです。今年は文部科学省に新しいものにしてくださいとお願いできませんでしたが、来年度は

したいと考えています。つまり、掲載されている様式が必ずしも最新とは限らないということです。

「手引き」はほぼ問題はないですが、追加された様式が「手引き」にはあるものの様式には掲載さ

れていないということはありました。 
その他にも、今回の本学のように、学部設置認可申請と並行した場合に生まれる問題もあります。

本学では、設置認可申請の実行部署と私たちの教職課程の申請の実行部署とは違っていたため、連

携しながらやっていたわけです。しかし、例えば、履歴書で教員の年齢の記載方法が違うというこ

とがありました。どちらかが認定年度でどちらかが採用年度になっています。私が教員の履歴書を

チェックしているときに、何でこんなに先生方は年齢を書き間違っているのだろうと思っていたら、

間違えているのではなくて、学部の設置認可申請用の履歴書では、そうなっていて、それをそのま

まコピーして使っていたということがありました。そういう、本筋とは関係ないところで落とし穴

もあります。 
 
おわりに（来年度に向けて）

（１）形式から内容へ
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最後に「来年度に向けて」です。これは一度、中教審の委員の先生に書類を見ていただいたとき

に、その先生が、その場で文部科学省の方に電話してくださって、電話越しに聞いたことです。こ

れまでは形式的に科目を配置して適当に申請する例が多かったということです。そして、開放制の

原則のもとで、それをできるだけ認めていたということもあったと思うのですが、今は教員養成の

質を担保することを考えているということでした。これからは、特に重視しているのは、教員養成

のポリシーとカリキュラムの 2 点ということです。要するに、今までは形式がだいたい整っていれ

ばよいとしていましたが、そうではなく、大事なのは内容であって、本質であるということです。

私たちとしても、大事なのは形式ではなくて、本質であり内容であることを十分踏まえたうえで仕

事をすれば、特に恐れることはないと思います。その学部・学科・コースで養成した人材が教員に

なったとき、その魅力をこの書類でアピールするというイメージで良いと思います。 
最後に、私たちは私学なので、独自の信念を持って国を引っ張っていくというイメージが必要か

と、自戒を込めてですが思っています。例えば、本学の場合、再来年度にグローバル・コミュニケ

ーション学部を開設する予定があり、そこで英語の免許状を申請する予定です。その時に「私たち

はこういうことがしたい、一方、法律が足かせになっているから、こういうところを変えてくれ」

と逆に国へ要求できるような気概を持ってやっていきたいと思っております。  
 

参考文献

新田正樹，松本眞（ ）「教職課程・課程認定制度の基礎 第一回 教員免許制度、教職課程・課

程認定制度の概要」，『 』第 号，

新田正樹，松本眞（ ）「教職課程・課程認定制度の基礎 第二回 教職課程①「教職に関する科

目」群」，『 』第 号，

新田正樹，大畠啓子（ ）「教職課程・課程認定制度の基礎 第三回 教職課程②「教科に関する

科目」群」，『 』第 号，

 

－　  －90


	表紙
	本文

