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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

Ⅰ
１

対象組織の現況及び特徴
現況

（２）学部改組等

（１）大学名
学部・研究科名

（２）所在地

教育学部は，平成 12（2000）年の改組により，学校

弘前大学
教育学部

教育教員養成課程，養護教諭養成課程及び生涯教育課程

教育学研究科

の３課程の体制とした。
平成 13（2001）年には，附属教育実践研究指導セン

青森県弘前市文京町１

（３）学部等の構成

ターを改組し，附属教育実践総合センターを設置した。
また，平成 14（2002）年，大学院教育学研究科（修

学部：教育学部
研究科：教育学研究科

士課程）３専攻（学校教育・教科教育・養護教育）12

附属学校：附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，

専修が設置された。

附属特別支援学校
関連施設：附属教育実践総合センター，附属教員
養成学研究開発センター

（３）教育学部の特色
教育学部は，「人間の生涯発達を支援する教育の専門

（４）学生数及び教員数（平成24年５月１日現在）

家として，広い視野と新しい専門性を身に付けた教員及

学生数：学部 1,009人，大学院73人

び幼児，児童，生徒，社会人等の学校外教育や成人教育

専任教員数：93人

に関わる人材の一体的な養成」を目的とし，『学校教育

助手数：

教員養成課程』，『養護教諭養成課程』，『生涯教育課

１人

程』の３つの課程を設置しており，さらに学校教育教員
２

養成課程は３専攻 13 専修，生涯教育課程は３専攻から

特徴

（１）教育学部の創立と歩み

それぞれ構成されている。

弘前大学教育学部・教育学研究科の母体の一つである

本学部は，実践力強化のため，１年次の教職入門，２

官立青森師範学校は，師範学校規程に基づく国民学校教

年次の学校生活体験実習，３年次の Tuesday 実習，４年

員の育成を目的として昭和 18（1943）年に青森県師範

次の研究教育実習及びサポーター実習というような，手

学校・青森県女子師範学校を統合のうえ設置された。

厚い教育実習のカリキュラムを設定し，４年間切れ目な

また，もう一つの母体である官立青森青年師範学校は，
文部省直轄学校官制の改正により昭和 19（1944）年に
青森県立実業補習学校教員養成所から設置された。

く教育現場と関わる長期継続型実習体系を確立し，学生
の教育・指導を行っている。
また，４つの附属学校園（附属幼稚園，附属小学校，

昭和 24（1949）年，新制弘前大学教育学部は，官立

附属中学校，附属特別支援学校）が設置されており，実

青森師範学校（小学校教師養成機関）と官立青森青年師

証的研究への協力及び本学部学生の教育実習受入先とし

範学校（旧青森青年学校教員養成所）を併合・再編し，

て機能している。

設置された。

さらに，附属施設として教育実習部門・教職実践演習

平成６（1994）年には，大学院教育学研究科（修士

部門・教育支援研究部門・学修支援部門の４部門で構成

課程）２専攻（学校教育・教科教育）６専修が設置され

された附属教育実践総合センター及び附属教員養成学研

た。

究開発センターが設置されており，重要な教育・研究支

また，附属教育研究施設として，昭和 63（1988）年
に，附属教育実践研究指導センター（現附属教育実践総
合センター），平成 15（2003）年には，附属教員養成
学研究開発センターが設置された。
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援機関となっている。

弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

Ⅱ
１

目的
教育学部の教育目的
本学部の目的は，弘前大学教育学部規定及び弘前大学大学院教育学研究科規定に次のように定めている。
（学部）
学部は，人間の生涯発達を支援する教育の専門家として，広い視野と新しい専門性を身に付けた教員
及び幼児，児童，生徒，社会人等の学校外教育や成人教育に関わる人材の一体的な養成を目的とする
（研究科）
研究科は，教育学部における教育研究を基礎として，教育科学，教科教育及び養護教育学について，精
深な教育研究を行い，高度な資質能力を備えた教育職員等の養成を目的とする。
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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準１

Ⅲ 基準ごとの自己評価
基準１ 大学の目的
（１）観点ごとの分析
観点１－１－①： 大学の目的（学部、学科又は課程等の目的を含む。
）が、学則等に明確に定められ、その
目的が、学校教育法第 83 条に規定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。
【観点に係る状況】
本学部では，弘前大学学則の趣旨を受け，弘前大学教育学部規程（資料１－１－①－１）に示すとおり，教
育学部全体及び課程ごとに教育研究上の目的を明確に定めている。
資料１－１－①－１ 弘前大学教育学部規程（抜粋）
(教育研究上の目的)
第 1 条の 2 学部は，人間の生涯発達を支援する教育の専門家として，広い視野と新しい専門性を身に付けた教員及び幼児，
児童，生徒，社会人等の学校外教育や成人教育に関わる人材の一体的な養成を目的とする。
2 各課程の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育教員養成課程
学校での教科指導・道徳指導・特別活動指導・総合的な学習の指導・生徒指導・特別支援などを担当する教員として，
必要な資質や能力を身に付け，深めていくことを目的とする。
(2) 養護教諭養成課程
子ども達の心身の健康を守り育てていく教員として，必要な資質や能力を身に付け，深めていくことを目的とする。
(3) 生涯教育課程
地域生活・健康生活・芸術文化など広範にわたる領域について生涯を通じて自らを不断に高めていくとともにその活
動を支援する教育の専門家として，必要な資質と能力を身に付け，深めていくことを目的とする。

（出典 弘前大学教育学部規程
http://reiki.jm.hirosaki-u.ac.jp/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000229.htm）
【分析結果とその根拠理由】
弘前大学教育学部規程により，教育学部全体及び課程ごとに教育研究上の目的を明確に定めており，これら
に定められている内容は学校教育法第 83 条に規定された大学一般に求められる目的に適合している。
以上のことから，学部及び課程の目的が，学部規程に明確に定められ，その目的が，学校教育法第 83 条に
規定された，大学一般に求められる目的に適合していると判断する。

観点１－１－②： 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。
）が、
学則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 99 条に規定された、大学院一般に求
められる目的に適合しているか。
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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準１

【観点に係る状況】
本研究科では，弘前大学大学院学則の趣旨を受け，弘前大学大学院教育学研究科規程（資料１－１－②－１）
に示すとおり，教育学研究科全体及び専攻ごとに教育研究上の目的を明確に定めている。
資料１－１－②－１ 弘前大学大学院教育学研究科規程（抜粋）
(

(教育研究上の目的)
第 1 条の 2 研究科は，教育学部における教育研究を基礎として，教育科学，教科教育及び養護教育学について，精深な
教育研究を行い，高度な資質能力を備えた教育職員等の養成を目的とする。
2 各専攻の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育専攻
教育学・教育心理学・幼児教育・特別支援教育・臨床心理学の 5 分野に関する各分野固有の課題について高度な理論と
実践的能力及び教育的指導力を備えた人材の育成を目的とする。
(2) 教科教育専攻
国語・算数数学・社会・理科・音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語など学校における各教科の教育に関する
固有の課題について、高度な理論と実践的能力ならびに教育的指導力を備えた人材の育成を目的とする。
(3) 養護教育専攻
養護教育学と保健医科学の 2 分野からみた健康教育や児童生徒の健康問題の解明について、高度な理論や実践的能
力及び教育的指導力を備えた人材の育成を目的とする。
3 学校教育専攻学校教育専修臨床心理学分野は，臨床心理士の養成を目的とする。

（出典 弘前大学大学院教育学研究科規程
http://reiki.jm.hirosaki-u.ac.jp/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000233.htm）
【分析結果とその根拠理由】
弘前大学大学院教育学研究科規程により，教育学研究科全体及び専攻ごとに教育研究上の目的を明確に定め
ており，
これらに定められている内容は学校教育法第 99 条に規定された大学一般に求められる目的に適合して
いる。
研究科及び専攻の目的が，研究科規程に明確に定められ，その目的が，学校教育法第 99 条に規定された，大
学院一般に求められる目的に適合していると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① 学部及び研究科の目的をウェブサイトにより，広く社会に公表している。
【改善を要する点】
・該当なし
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基準２

基準２ 教育研究組織
（１）観点ごとの分析
観点２－１－①： 学部及びその学科の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構
成）が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本学部では，
「人間の生涯発達を支援する教育の専門家として，広い視野と新しい専門性を身に付けた教員及
び幼児，児童，生徒，社会人等の学校外教育や成人教育に関わる人材の一体的な養成」を目的としている。学
校教育教員養成課程，養護教諭養成課程，生涯教育課程の３つの課程を設置しており，さらに学校教育教員養
成課程は３専攻 13 専修，生涯教育課程は３専攻からそれぞれ構成されている。また，それぞれの教育課程は特
色ある各種資格が取得できるように設計されおり，これらの人材育成に十分に対応できる組織を構成している
（資料２－１－①－１，資料２－１－①－２）
。
資料２－１－①－１ 学部及び課程の構成

（出典：弘前大学教育学部 2013 P2-3）
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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準２

資料２－１－①－２ 本学部で取得できる教育職員免許状

課程・専攻・専修

卒業所要単位で取得可能な教員免許状
種 類（教 科）
小学校コース

教育科学専修
学
校
教 発達心理専修
育
専
攻
幼児教育専修

学
校
教
育
教
員
養
成
課
程

中学校コース

教科教育専攻から選択した教科の免許
状※
幼稚園教諭一種免許状

国語専修

中学校教諭一種免許状(国語)
高等学校教諭一種免許状(国語)

社会専修

中学校教諭一種免許状(社会)

算数・数学専修

中学校教諭一種免許状(数学)
高等学校教諭一種免許状(数学)

理科専修

卒業所要単位の他に追加履修すること
で取得可能な教員免許状
種 類（教 科）

小学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
高等学校教諭一種免許状(公民)

中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(理科)
中学校教諭一種免許状(音楽)
高等学校教諭一種免許状(音楽)

教
科 音楽専修
教
育
専 美術専修
攻

中学校教諭一種免許状(美術)
高等学校教諭一種免許状(美術)

保健体育専修

中学校教諭一種免許状(保健体育)
高等学校教諭一種免許状(保健体育)

技術専修

中学校教諭一種免許状(技術)

家庭科専修

中学校教諭一種免許状(家庭)
高等学校教諭一種免許状(家庭)

英語専修

中学校教諭一種免許状(英語)
高等学校教諭一種免許状(英語)

高等学校教諭一種免許状(工業)

教科教育専攻から選択した教科の免許
小学校教諭一種免許状
状※
＋
特別支援教育専攻
＋
特別支援学校教諭一種免許
特別支援学校教諭一種免許状(知･肢･
状(知･肢･病)
病)
養護教諭養成課程

中学校教諭一種免許状(保健)
高等学校教諭一種免許状(保健)

養護教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状(保健体育)
高等学校教諭一種免許状(保健体育)
中学校教諭一種免許状(保健)
高等学校教諭一種免許状(保健)
中学校教諭一種免許状(音楽)
高等学校教諭一種免許状(音楽)
中学校教諭一種免許状(美術)
高等学校教諭一種免許状(美術)

健康生活専攻

生
涯
教 芸術文化専攻
育
課
程

中学校教諭一種免許状(理科)
高等学校教諭一種免許状(理科)
中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(公民)

地域生活専攻

（出典：平成 24 年度学習案内 弘前大学教育学部 P6）
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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準２

【分析結果とその根拠理由】
教育学部では，学校教育教員養成課程，養護教諭養成課程，生涯教育課程の３つの課程を置き，さらに学校
教育教員養成課程は３専攻 13 専修，生涯教育課程は３専攻を置くことで，それぞれの課程の教育研究の目的に
柔軟に対応している。
以上のことから，学部及びその課程の構成が，学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なもの
となっていると判断する。

観点２－１－③： 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、そ
の構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本研究科では，
「教育学部における教育研究を基礎として，教育科学，教科教育及び養護教育学について，精
深な教育研究を行い，高度な資質能力を備えた教育職員等の養成」を目的としている。学校教育専攻，教科教
育専攻，
養護教育専攻の３専攻を置き，
さらに専攻の下に 12 専修を置くことで専門性を持つ構成となっている。
また，それぞれの教育課程は特色ある各種資格が取得できるように設計されおり，これらの人材育成に十分に
対応できる組織を構成している（資料２－１－③－１）
，
（資料２－１－③－２）
。
資料２－１－③－１ 研究科及び専攻の構成

（出典：弘前大学教育学部 2013 P30-31）
- 7 -

弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準２

資料２－１－③－２ 本研究科で取得できる教育職員専修免許状
専

攻

専

修

取得できる免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状

学校教育専攻

学校教育専修

国語教育専修

社会科教育専修

数学教育専修

理科教育専修

音楽教育専修
教科教育専攻

美術教育専修

保健体育専修

技術教育専修
家政教育専修
英語教育専修
養護教育専攻

養護教育専修

高等学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
養護教諭専修免許状
特別支援学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
幼稚園教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
小学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状
養護教諭専修免許状

免許教科の種類
国語，社会，数学，理科，音楽，
美術，保健体育，保健，技術，
家庭，職業指導，英語
国語，地理歴史，公民，数学，
理科，音楽，美術，保健体育，
保健，看護，家庭，職業指導，英語

国語
国語

社会
地理歴史，公民
数学
数学
理科
理科
音楽
音楽

美術
美術

保健体育
保健体育
技術
工業
家庭
家庭
英語
英語
保健
保健

（出典：平成 25 年度 弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）学生募集要項研究科案内 P8）
【分析結果とその根拠理由】
教育学研究科では，学校教育専攻，教科教育専攻，養護教育専攻の３専攻を置き，さらに専攻の下に専門性
を持つ 12 専修を置くことで，それぞれの専攻の教育研究の目的に柔軟に対応している。
以上のことから，研究科及びその専攻の構成が，大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切な
ものとなっていると判断する。
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弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

基準２

観点２－１－⑤： 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本学部には，教育実践総合センター，教員養成学研究開発センター，幼稚園，小学校，中学校，特別支援学
校が附属して設置されている。各センターは，それぞれの組織の特性に応じて教育学部における教育研究の発
展，学校教員の資質の向上，地域教育の活性化などに寄与している。また，センター専任教員は，本学部及び
教育学研究科の授業科目を担当している。４校種４校園の附属学校は，教育実習校としての役割を果たすとと
もに，研究協力校として本学部と一体となって教育の理論と実際に関する研究を行うなど，本学部の教育研究
目的の達成に大きな役割を担っている（資料２－１－⑤－１）
。
資料２－１－⑤－１ 附属施設，センター等の役割

（出典：弘前大学教育学部 2013 P46-47）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，附属センター及び附属学校園が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている
と判断する。
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基準２

観点２－２－①： 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。
また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、
必要な活動を行っているか。
【観点に係る状況】
教育活動に係る重要事項を審議するため，弘前大学管理運営規則の規程に基づき，教育学部に教授会を，教
育学研究科に研究科委員会を置いている。
学部では教育学部教授会規程に則り，学部長の選考に関する事項，教員の選考に関する事項，学部の教育課
程の編成に関する事項，学生の入学・卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項，その他
学部の教育又は研究に関する重要事項の審議を行っている。教授会の構成員は，本学部に所属する教授，准教
授，講師，助教及び助手で，平 24 年５月１日現在の構成員は 94 名である。教授会は原則毎月１回開催され，
所要時間は３時間程度である。
研究科では教育学研究科委員会規程に則り，教員の人事に関する事項，教育課程に関する事項，入学・退学・
休学・課程の修了その他学生の身分に関する事項，試験に関する事項，修士論文の審査に関する事項，その他
教育学研究科に関する重要事項の審議を行っている。研究科委員会の構成員は，本研究科に所属する教授，准
教授，講師及び助教で，平成 24 年５月１日現在の構成員は 93 名である。研究科運営委員会は原則毎月１回
教授会終了後に開催され，所要時間は 15 分程度である（資料２－２－①－１）
。
資料２－２－①－１教授会及び研究科委員会の審議状況（平成 23 年度実績）
審議
機関名
教授会

研究科運
営委員会

構成人
数・定
足数
91 名
61 名

90 名
60 名

開催回数

意思決定プロセス

主な審議事項

定期 11 回（８月
を除く第３水曜
日
臨時２回（学部
長選挙：１月，
卒業認定：３月）
定期 11 回
臨時１回

特に定める場合を除
き，出席した構成員の
過半数をもって決定

・学部長の選考に関すること
・教員の選考に関すること
・学部の教育課程の編成に関すること
・学生の入学，卒業その他その在籍に関すること及び学位の
授与に関すること
・その他学部の教育又は研究に関する重要なこと
・教員の人事に関すること
・教育課程に関すること
・入学，退学，休学，課程の修了その他学生の身分に関する
こと
・試験に関すること
・修士論文の審査に関すること
・その他教育学研究科に関する重要なこと

出席した委員の過半
数をもって決定

（出典：教育学部教授会及び教育学研究科委員会議事録）
学部における教育課程や教育方法に関する事項，学生の異動，単位認定，卒業認定，非常勤講師採用計画，
授業日程，時間割，シラバス等に関することを検討する組織として，学部長委嘱の委員長，各専攻・専修及び
附属センターから選出された 20 名の委員で構成される学務委員会を設置し，適切な体制を整えている。委員
会は原則毎月１回開催され，所要時間は２時間程度である。
研究科における教育研究の運営に関する事項を検討する組織として，研究科運営委員会を設置し，学務委員
会とほぼ同様の構成となっている（資料２－２－①－２）
。
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基準２

資料２－２－①－２ 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の審議状況（平成 23 年度実績）
審議
機関名
学務委員
会

構成人
数・定
足数
20 名
14 名

研究科運
営委員会

20 名
14 名

開催回数

意思決定プロセス

主な審議事項

定期 11 回
臨時１回

出席員の過半数を
もって決定

定期 11 回
臨時１回

出席委員の過半数を
もって決定

・教育計画（カリキュラム編成を含む）及び休業に関するこ
と
・ 教育指導に関すること
・ 入学（入学試験を含む），休学，退学，転学，転課程等及
び卒業に関すること
・ 学生の厚生指導に関すること
・ 学生の褒賞及び懲戒に関すること
・ 認定講習等に関すること
・ その他教授会から委任されたこと
・研究科の教育研究の運営に関すること

（出典：教育学部学務委員会及び研究科運営委員会議事録）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教授会及び研究科委員会が，教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っ
ており，また，教育課程や教育方法等を検討する学務委員会及び研究科運営委員会の組織が，適切に構成され
ており，必要な活動を行っていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① 附属教員養成学研究開発センターを設置し，教員養成活動全体を不断に検証改善する環境が整っている。
【改善を要する点】
・該当なし。
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基準３

基準３ 教員及び教育支援者
（１）観点ごとの分析標記
観点３－１－①： 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在
が明確にされた教員組織編制がなされているか。
【観点に係る状況】
本学部の教員組織の基本単位は，総数12の講座と附属教育実践総合センターであり，講座は教育学研究科の
３専攻12専修に対応している。大学院設置基準を維持しつつ，一方で教育学部の３課程６専攻13専修の教育課
程と連携し，多様な授業科目の運営や学生指導についての明確な責任を負うことのできる体制を取っている
（資料３－１－①－１）
。
資料３－１－①－１ 課程別教員数（平成 24 年５月１日現在）
現員数（人）

性
（男性）

別
（女性）

学校教育教員養成課程

65

56

9

養護教諭養成課程

10

6

4

生涯教育課程

20

16

4

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされていると判断する。

観点３－１－②： 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。また、教
育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。
【観点に係る状況】
本学部の専任教員数は平成 24 年５月１日現在 94 名（うち教授 51 名，54.3％）で，配置は（資料３－１－②
－１）の通りである。各課程とも，大学設置基準に定める教員数および教授数を適正に満たしている。在籍学
生（1,009 名）に対する教員１名当たりの学生数は 10.7 名である。また，教育職員免許法上の必要な専任教員
は確保されており，さらに効果的なカリキュラムを遂行するため，専任教員に加えて客員教員（平成 24 年度は
３名）や非常勤講師（平成 24 年度は 73 名）を任用することにより，学生に対して十分な指導を行うことが可
能となっている（資料３－１－②－１）
。
資料３－１－②－１ 教員配置状況（平成 24 年５月１日現在）
教授（人）
学校教育教員
養成課程

33

准教授
（人）

講師
（人）

20

助教
（人）

11

基準数
（人）

0
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うち教授
数（人）

62

31

助手
（人）

非常勤教
員（人）

1

50

弘前大学教育学部・大学院教育学研究科

養護教諭養成
課程
生涯教育課程

7

2

1

0

10

5

12

6

2

0

20

10

基準３

0

6

0
17
（出典：大学現況票）

また，各教育課程においては主要授業科目を原則として専任教員，兼担教員及び非常勤講師（学内・学外）
が担当している。
主要授業科目の例としては，学部共通科目及び課程・専攻・専修基礎科目がある（資料３－１－②－２）
。
資料３－１－②－２ 主要授業科目の担当状況（平成 24 年度）
開講科目数（必修科目）

開講科目数（必修科目）

専任教員担当科目数
教授

准教授

非常勤講師
担当科目数

その他

104

29

29

13

13

養護教諭養成課程

18

8

3

2

5

生涯教育課程

26

11

3

0

4

148

48

35

15

22

学校教育教員養成課程

計

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教員の適切な配置がなされており，また，教育上主要と認める授業科目には，専任の教授
又は准教授を配置していると判断する。

観点３－１－③： 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。
【観点に係る状況】
本研究科の平成 24 年５月１日現在の研究指導教員及び研究指導補助教員の配置は（資料３－１－③－１）
の通りである。本務教員は 93 名で，人文社会研究科から２名，理工学研究科から２名，保健管理センターか
ら１名の教員が学内兼務している。大学院設置基準に定める教員数および教授数を適正に満たしているととも
に，各専修において教育上必要な科目を担当できる数の研究指導教員及び研究指導補助教員を組織していると
判断する。
資料３－１－③－１ 教員配置状況（平成 24 年５月１日現在）
専攻名

研究指導教員数

研究指導

（うち教授数）

補助教員

計

研究指導教員基

研究指導補

基準数計

準（うち教授数） 助教員基準

非常勤教
員

学校教育専攻

7( 6)

10

17

7( 5)

5

12

0

教科教育専攻

46(42)

29

75

42(28)

34

76

0

養護教育専攻

5( 5)

2

7

4( 3)

3

7

0

（出典：大学現況票）
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基準３

また，各教育課程においては主要授業科目を原則として専任教員及び非常勤講師（学内・学外）が担当して
いる。
主要授業科目は，臨床心理学分野を除いた全教育課程を対象とした大学院共通科目の他，所属する各分野科
目の中か６単位以上修得することとなるため，全ての科目を必修科目としている（資料３－１－③－２）
，
（資
料３－１－③－３）
。
資料３－１－③－２ 主要授業科目の担当状況（平成 24 年度）
開講科目数（必修科目）

開講科目数（必修科目）

専任教員担当科目数
教授

准教授

非常勤講師
担当科目数

その他

学校教育専攻

86

39

23

10

14

教科教育専攻

198

114

44

32

8

養護教育専攻

18

13

2

2

1

302

166

69

44

23

計

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
資料３－１－③－３ 研究指導の担当状況（平成 24 年度）
所属及び教員名
社会科教育講座
髙 瀬 雅 弘
数学教育講座
中 野 博 之
学校教育講座
平 田

淳

研究テーマ

授業科目名

○青年期概念の形成と変容に関する研究

○社会学持論

○労働システムと教育システムの相互関係の研究

○社会学演習

○近代化過程における人口構造・人口移動に関する研究

○社会科教育課題研究

○学校教育における算数学習のあり方とその価値

○算数・数学科教育持論Ⅰ

○算数授業での問題解決学習の価値と学習効果

○算数・数学科教育持論Ⅱ

○算数教材の本質的な意味の追求とそれに基づいた授業実践

○数学教育課題研究

○日本及びカナダの教育行政・制度・政策に関する比較研究

○教育制度持論

○学校のアカウンタビリティ（学校評価・教員評価など）に関する研究

○教育制度演習

○「子ども・教師・親の成長」の観点からの「開かれた学校づくり」研究

○学校教育課題研究

（出典：平成 25 年度 弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）学生募集要項研究科案内）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，
大学院課程において，
教育活動を展開するために必要な教員が確保されていると判断する。

観点３－１－④： 学部・研究科の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じ
られているか。
【観点に係る状況】
本学部専任教員の年齢構成は，44歳以下が29名，45歳から54歳が25名，55歳以上が40名で，いわゆる若手の
人員がやや少ない傾向がみられる。教員採用にあたっては，全て公募制をとっている。
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資料３－１－④－１ 専任教員年齢構成（平成 24 年５月 1 日現在）
年齢区分

教授

准教授

講師

助教

助手

合計

～24 歳

0

0

0

0

0

0

25～34 歳

0

2

7

0

1

10

35～44 歳

1

11

7

0

0

19

45～54 歳

14

11

0

0

0

25

55～64 歳

33

3

0

0

0

36

3

1

0

0

0

4

51

28

14

0

1

94

65 歳～
合計

（出典：全学共通データ集）
女性教員は 17 名でその割合は 18.1％であるが，公募に当たり，男女共同参画に配慮しており女性の積極的
な応募を期待する旨を記載する等の配慮をしている。さらに，特命教員制度等教員組織を活性化するための措
置もとられている（資料３－１－④－２）
。
３－１－④－２ 女性教員・外国人教員数（平成 24 年５月 1 日現在）
女性教員
計
教授

准教授

8人

講師

5人

助教

3人

助手

0人

1人

外国人教員
教授

准教授

1人

講師

1人

助教

1人

計
助手

0人

17 人

0人

0人

（出典：全学共通データ集）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられていると判断する。

観点３－２－①： 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学
士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指
導能力の評価が行われているか。
【観点に係る状況】
教員の採用基準，昇任基準については，教育学部教員選考規程及び教育学部教員選考規程に関する申合せに
定めている。教員の採用，昇任候補者の選考に当たっては，教員選考規程により教員選考委員会をその案件ご
とに組織し，委員会の報告に基づき教授会の議を経て決定している。本学部では，採用又は昇任に際して，教
育学研究科の専任教員とすることを原則としており，選考にあたっては修士課程における教育研究指導能力と
学士課程における教育上の指導能力の審査を兼ねており，観点で求める内容を満たしていると判断する（資料
３－２－①－１）
。
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資料３－２－①－１ 教員の採用基準，昇格基準，教員選考方法等
「 弘前大学教育学部教員選考基準」に関する申合せ（抜粋）
Ⅰ

教授の資格
教授は，大学院設置基準第９条に定める修士課程の研究指導及び講義担当適格者(M マル合)とし，次の一に該当し，かつその
担当する専門分野に関し，高度の教育研究上の指導能力及び識見，経験を有する者。

(1) 担当する分野と密接に関係する博士の学位を有し，当該分野の研究及び学会活動が現在も継続していると認められる者。
(2) 研究上の業績が(1)と同等と認められる者。
(3) 音楽教育専修，美術教育専修，保健体育専修の実技系の専門分野については，高度の技術・技能を有する者。
Ⅱ

准教授の資格
准教授は，研究指導の補助並びに講義（及び実験）担当適格者（M 合）とし，次に示す研究上の業績及び教育研究歴に関する事
項以外のことについては，
「教授の資格」において定めたこと【１の(4)から(9)及び２の(1)から(6)】を準用する。

Ⅲ

専任講師の資格
概ね「准教授の資格」において定めたことと同じ。

（出典：
「 弘前大学教育学部教員選考基準」に関する申合せ）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ,適切に運用がなされており，学士課程に
おいては教育上の指導能力の評価,また大学院課程においては教育研究上の指導能力の評価が行われていると
判断する。

観点３－２－②： 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果把握
された事項に対して適切な取組がなされているか。
【観点に係る状況】
教員の教育及び研究活動等に関する評価は，
「国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程」に基づき，
教育・研究・社会貢献・診療（診療に携わる教員のみ）
・管理運営の５評価分野について，教員からの自己申告
の内容を基に毎年度実施している。実施体制は，部局長による一次評価を経た後，評価室において全学的な視
点から取りまとめ及び調整を行い，その結果を基に学長が最終評価を行っている。
評価結果については，学長が本学の教育研究等の質の向上，活性化に活用するとともに，処遇等に反映させ
ることとしている（資料３－２－②－１）
。
資料３－２－②－１ 教員業績評価に関する規程（抜粋）
（評価の対象）
第３条 教員業績評価の対象教員は，評価実施年度の前年度の９月30日に在職する教授，准教授，講師，助教及び助手とする。
ただし，当該教員が所属する部局において部局長を兼ねる場合は，この限りでない。
（評価分野）
第４条 教員業績評価の対象とする分野は，教育，研究，社会貢献，管理運営及び診療の５分野とする。
（評価の実施時期）
第５条 評価は，原則として毎年度実施する。
（評価の対象期間）
第６条 教育分野の評価，社会貢献分野の評価，管理運営分野の評価及び診療分野の評価は前年度の実績により評価し，研究分野
の評価は過去３年の実績により評価する。

（出典：国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程）
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全学の教員業績評価のほか，本学部ではファカルティ・ディベロップメント委員会を設置し，教育内容・方
法の改善を推進する体制を整えている。全学教育委員会が所掌する授業アンケート（年２回）の自由記述欄の
写しを教員に配付し，授業方法等の改善に活用している（資料３－２－②－２）
。
資料３－２－②－２ 弘前大学教育学部ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）委員会申合わせ（抜粋）
（任務）
第２条 委員会は，本学部の教員の授業内容・方法の改善等を通して，教育・研究の向上を図るための組織的な取組についての
計画及び実施に関することを任務とする。
（組織）
第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教授会で系列から選出した教員各１名
(2) 附属教育実践総合センターから選出された教員１名
(3) 研究科運営委員会から選出された教員１名
(4) 学務委員会から選出された教員１名

（出典：弘前大学教育学部ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）委員会申合わせ）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われており，また，その結果把握さ
れた事項に対して適切な取組がなされていると判断する。

観点３－３－①： 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されて
いるか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。
【観点に係る状況】
本学部の教育活動の展開を支援しているのは，主として総務グループ（教務担当）の事務職員である。履修
関係（教育実習を含む），教員免許関係，学生支援関係等の業務を，常勤職員３名と非常勤職員１名で分掌し
ている。事務職員は限られた人数しか配置されていないが，非常勤職員を採用することにより，教育支援に関
する業務に支障を来さないよう適切に措置している（資料３－３－①－１）
。
資料３－３－①－１ 教育支援者の配置状況（平成 24 年５月 1 日現在）
職

種

専

任（人）

非常勤（人）

計（人）

事務職員（うち主に教育支援者）

17 （3）

9 （1）

26 （4）

技術職員（うち主に教育支援者）

0 （0）

3 （0）

3 （0）

その他の職員

0 （0）

0 （0）

0 （0）

17 （3）

12 （1）

29 （4）

計

（出典：大学現況票）

平成２４年度のティーチング・アシスタント配置状況を（資料３－３－①－２）に示す。修士課程の学生を，
主に実験・実習や演習の補助者として活用することにより，教育的効果をあげている。
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資料３－３－①－２ 助手及びＴＡの配置状況（平成 24 年５月 1 日現在）
学科・課程
助手
学校教育教員養成課程
ＴＡ

養護教諭養成課程
生涯教育課程

授業科目数

人数

総時間数

0

1

0

57

27

1,704

5

2

120

18

3

396

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されて
おり，また,ＴＡ等の教育補助者の活用が図られていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
・該当なし。
【改善を要する点】
① 教育学研究科の研究指導教員及び研究指導補助教員について，教員が定年退職したり他大学へ異動したり
した際に，後任を速やかに補充できない場合があり，その対策が必要である。
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基準４ 学生の受入
（１）観点ごとの分析
観点４－１－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
本学部の入学者受入方針は，大学としての理念，目的，求める学生像に沿って，学部をはじめ，学科ごとに
定められている（資料４－１－①－１）
。詳細に関しては弘前大学のホームページ上及び「入学者選抜要項」で
公表・周知されている。そこでは，教育学部全体としての求める学生像に続いて，課程・専攻・専修ごとに，
教育目的に対応した求める学生像が明示されている。
資料４－１－①－１ 学部アドミッションポリシー
＜教育学部＞
教育学部では，専門的な知識・技能を習得して，学習者を支援することのできる専門家の養成を目指しています。学校教育教員
養成課程・養護教諭養成課程では，児童・生徒の学習と健康を支援する学校教員の養成を，生涯教育課程では，児童・生徒の学校
外での学習及び社会人の学習・文化・スポーツ活動を支援する教育専門職員の養成を行っています。したがって，子どもや社会人
の学習活動に強い関心を持ち，学校の教員や生涯学習の支援・指導者などとして働くことを志す，豊かな人間性と確かな学力を兼
ね備えた意欲的な学生を求めます。
そこで，大学入試センター試験では「教育プロフェッショナル」を目指すものとして必要な幅広い教科・科目にわたる基礎学力
を評価し，一方，個別学力検査では「教育プロフェッショナル」となり得るために重要な各課程・専攻に関する専門的学力や資質
を評価します。
各課程・専攻のアドミッション・ポリシーは次のとおりです。
◎学校教育教員養成課程
（学校教育専攻）
学校教育専攻は，教育科学，発達心理，幼児教育の三専修から成り立ち，教育に関わる専門的な分野を学習することによっ
て教科にとらわれない学校教育のスペシャリストを目指します。
学校の教員は，国語や数学などの教科を指導するだけではなく，総合的な学習，道徳，生徒指導，特別活動などの教育活動
を担当しています。そのため，教員になるためには教育科学，発達心理，幼児教育などの優れた専門的見識が求められていま
す。学校教育専攻は，主にこうした教育諸科学を中心に学ぶことによって，幼稚園・小学校・中学校・高校など，将来どのよ
うな学校の教員になっていくためにも必要な資質を身につけ，深めていくことを目的としています。
大学入学までに，文系・理系に偏らず，幅広く教科・科目を学習しておくことが望まれます。
（教科教育専攻）
教科教育専攻では，自らが所属する「専修」において専門の教科の学習を深めながら，様々な教科にまたがる幅広い教育実
践力を持った小学校教員の養成と，専門とする教科についての優れた教育指導力を持った中学校教員の養成を目指します。
そこで，児童・生徒の成長に関わることにやりがいと使命を感じ，小学校教員として得意教科を中心にした十分な教育実践
力を身につけようとする意欲をもつ人や，中学校教員として専門とする教材に関する研究能力と十分な教育指導力を身につけ
ようとする意欲をもつ人を求めます。
大学入学までに，小学校教員をめざす人は文系・理系に偏らず，幅広く全教科・科目を学習しておくことが望まれ，また中
学校教員を志望する人は，それぞれの専門に関係するより多くの教科・科目を学習しておくことが望まれます。
（特別支援教育専攻）
様々な障害のある児童・生徒に対する教育は，特別支援教育として，学校教育全体の課題となり，ますます重要視されてい
きます。障害に関し，教育，福祉，心理，病理など，多方面から取り組む意欲をもつ学生を求めます。
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◎養護教諭養成課程
専門職としての社会的責任を自覚し，その活動に必要な研究・研修を自ら進んで行うことのできる養護教諭の養成を目指しま
す。そのため，「養護教諭になりたい」という強い意志を持ち，学習・研究意欲が高く，努力を惜しまない人を求めます。すな
わち，子どもたちの「健康問題に高い関心」をもっており，子どもたちに「生涯を通して，生命を大切にし，自らの健康を守り
高めていける力を育てたい」と願う人です。
養護教諭は，児童・生徒，教職員他，様々な人々とコミュニケーションをとりながら，合理的，実践的な科学的思考に基づ
き，子ども自らが心身の健康問題を解決していけるよう支援していきます。したがって，大学入学までに，幅広い教科・科目を
学習しておくことが望まれます。
◎生涯教育課程
人間の学習は一生涯のものであり，学習すべき領域は広範にわたります。本課程では，健康生活，芸術文化，地域生活の分野
で生涯学習を支えていこうという意欲をもつ学生を求めます。大学入学までに，それぞれの専攻に関係する多くの教科・科目を
学習しておくことが望まれます。
（健康生活専攻）
健康の大切さと生涯にわたる体力の維持の重要性を理解し，今後の社会における人々の健康維持増進活動（定期的な運動・
スポーツ実施を含む）に対する関心を持ち，高齢者や障害者をも含んだ多くの人々の健康維持増進のための実践活動を支援する
運動・スポーツ技能等を学習する意欲をもつ学生を求めます。
（芸術文化専攻）
人間・社会に対する幅広い関心の上に，芸術，思想，哲学，文学または芸能，文化遺産などに深い興味をもつか，あるいは
音楽，美術等に関する技能を有している，積極的な意欲をもつ学生を求めます。
（地域生活専攻）
地域の活性化と地域住民の生活の質の向上に貢献できる実践的な能力をもつ人材を養成するという観点から，生活者の視点
での生活環境に関わる諸問題に関心意欲をもつ学生を求めます。

（出典：平成 25 年度入学者選抜要項）
また，大学院課程においても入学者受入方針が専攻ごとに明確に定められている（資料４－１－①－２）
。
詳細に関してはこれも弘前大学のホームページ上及び「学生募集要項」で公表・周知されている。そこでは，
専攻ごとのアドミッションポリシーに加えて，
「教育学研究科の目的」に続いて，
「専攻・専修の概要」の項目
において，各専攻・専修にあわせた目的が明示されており，これが教育学研究科のアドミッションポリシーで
ある。
資料４－１－①－２ 研究科の目的及びアドミッションポリシー
Ⅰ 研究科の目的
本研究科は，教育学部の教職及び教科又は養護専門教育を基礎として，教育科学，教科教育学，養護教育学及び教科専門，
養護専門の諸科学について，精深な教育を行うとともに，高度な教育実践の資質能力を備えた人材を育成し，さらに，社会の
変動とこれに基づく価値意識の多様化に即応して，現職教員の再教育の場を提供し，地域文化の向上や継承のための人材を養
成することを目的とする。
◎学校教育専攻
教育学・教育心理学・幼児教育・特別支援教育・臨床心理学の各分野に関する基礎的知識を有し，高度な理論と実践的能力及
び教育的指導力を高めようとする意欲がある人を求めます。
◎教科教育専攻
国語・算数数学・社会・理科・音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語など学校における各教科の教育に関する基礎的知識
を有し，高度な理論と実践的能力及び教育的指導力を高めようとする意欲がある人を求めます。
◎養護教育専攻
養護教育学と保健医科学の２分野からみた健康教育や児童生徒の健康問題に関する基礎的知識を有し，高度な理論と実践的能
力及び教育的指導力を高めようとする意欲がある人を求めます。

（出典：平成 25 年度学生募集要項・研究科案内）
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【分析結果とその根拠理由】
教育学部のアドミッションポリシーは，求める学生像が課程・専攻・専修ごとに明確に定められ，適切に公
表・周知されていると言える。
また大学院教育学研究科についても，専攻・専修ごとのアドミッションポリシーが明確に定められており，
適切に公表・周知されていると言える。教員免許状取得者以外の受験生（例えば、本学部の生涯教育課程出身
者など）も，地域文化の向上や継承のための人材の養成ということで，受け入れ方針を明確にしている。
以上のことから，入学者受入方針が明確に定められていると判断する。

観点４－１－②： 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。
【観点に係る状況】
学士課程では，一般選抜と特別選抜による入学者選抜を実施している（資料４－１－②－１）
。
一般選抜は，大学入試センター試験を課している。センター試験は幅広い教科・科目の基礎学力を評価する
というアドミッションポリシーに基づき，センター試験の受験科目には制限を設けていない。例えば，外国語
も受験科目に指定されている５カ国語を選択出来るようにしているし，数学も工業数理基礎・簿記会計・情報
関係基礎での受験が可能である。また例えば理科専修受験者であっても，センター試験での理科２科目を受験
する必要はないなど，他によく見られる文系・理系ごとの入試科目の制限も設けていない。一方，個別学力試
験では，アドミッションポリシーでの専門的学力と資質の評価に基づき，各課程・専攻・専修のアドミッショ
ンポリシーに沿って，専門性と資質が評価できるような入試科目をそれぞれに課している。
特別選抜は一般選抜方法と比較し資質に重点を置いた評価を行うため，センター入試は課していない。その
ため専門の基礎学力が特に重要と考えられる算数・数学専修や英語専修などは，特別選抜を実施していない。
選抜科目は，資質を見るため面接を行うとともに，課程・専攻・専修のアドミッションポリーにあわせて必要
に応じてそれぞれ小論文や実技を課している。ただし，特別選抜における入学者の（入学までの）基礎学力の
確認や学習意欲の維持が重要であると考えており，平成 25 年度入試からは，
「合格者の大学入試センター試験
任意受験」を導入する。
資料４－１－②－１ 学士課程の選抜試験の種別・方法等（抜粋）
6 入学者選抜方法等
入学者の選抜は，一般入試においては，平成25年度大学入試センター試験の成績と，本学が実施する個別学力検査・実技検
査・面接・小論文及び調査書の内容を総合して行います。
なお，本学が定める教科・科目等を１つでも受験していない場合には，受験資格がなくなりますので，注意してください。
(1)一般入試の出願受付は，平成25年１月28日（月）から２月６日（水）までとします。
(2)一般入試個別学力検査の日程は，前期日程を平成25年２月25日（月）・26日（火），後期日程を３月12日（火）に実施し
ます。
(3)一般入試合格者の発表は，前期日程を３月６日（水），後期日程を３月20日（水）に行う予定です。
(4) 各学部・学科の入学者選抜方法等は，10 ～ 12ページに示したとおりです。
(5) 医学部医学科では，入学定員の一部について，ＡＯ入試（アドミッション・オフィス入試）を行います。
(6) 本学では，入学定員の一部について，出身学校長の推薦に基づき，個別学力検査を免除して推薦入試を行います。
(7) 本学（一部の学科・課程を除く）では，入学定員の一部について，社会人を対象とした特別入試を行います。
7 第２志望選抜
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本学では，複数の学科・課程・専攻等に進学意欲を持つ受験者，あるいは将来複数の分野の職業に興味を持っている受験者
に広く進学機会を与えるため，当該学科等の志願状況等を考慮のうえ，第２志望学科等に基づく入学者選抜を行います。
(1)第２志望選抜は，一般入試前期日程において実施します。
(2)第２志望選抜を実施する学科等は，10 ～ 11ページの「第２志望選抜実施の有無」欄に示したとおりです。
（同一学部内で，大学入試センター試験の利用教科・科目及び配点並びに個別学力検査の教科及び配点が統一されている
学科等毎に実施します）
(3) 該当学科等の志願者のうち，複数の学科等に進学意欲を持っている者は，出願の際に第２志望学科等を指定することが
できます。第２志望学科等がない志願者は，出願の際にその旨を意思表示してください。
(4)入学者の選抜は，各学科等が定める募集人員の９割を第１志望の志願者から成績順に選考し，あとの１割は第１志望・
第２志望の志願者を区別せずに成績順に選考します。

（出典：平成 25 年度入学者選抜要項）
大学院課程では，
臨床心理士養成のために入試方法が決められている学校教育専攻の臨床心理学分野を除き，
口述試験での選抜を行っている。これは教育学研究科のアドミッションポリシーとして，現職教員の再教育の
場に加えて，高度な教育実践の資質能力を備えた人材，および地域文化の向上・継承のための人材養成を目的
としている。この目的に即した入学者の選抜には，現職教員をはじめ社会人や他大学・他学部の受験者に対応
するため，従来の画一的な試験方式ではなく，多種多様な受験者の基礎学力と資質を評価するための柔軟な試
験方式が望まれ，その方法として個々の学習履歴・背景に合わせた審査が出来る口述試験方式を行っている（資
料４－１－②－２）
。
資料４－１－②－２ 大学院課程の選抜試験の種別・方法等（抜粋）
Ⅳ

入学者選抜方法等
入学者の選抜は，口述試験及び出願書類等の審査結果を総合して行う。
ただし，学校教育専攻臨床心理学分野においては，学力検査（外国語科目，専門科目，口述試験）及び出願書類等
の審査結果を総合して行う。

１．試験科目び配点
区

分

口述試験

計

一般選抜

500 点

500 点

教科教育専攻・・・注１

現職教員等特別選抜

500 点

500 点

養護教育専攻

外 国 人 留 学 生特 別 選 抜

500 点

500 点

200 点

500 点

学校教育専攻
（臨床心理学分野を除く）

学校教育専攻 臨床心理学分野・・・注２

外国語科目

100 点

専門科目

200 点

注 1) 教科教育専攻音楽教育専修は，分野によっては口述試験に実技を課す。
注 2) 学校教育専攻臨床心理学分野においては，外国人留学生や現職教員等を区分した選抜方法はとらない。

（出典：平成 25 年度学生募集要項・研究科案内）

【分析結果とその根拠理由】
学士課程・大学院課程それぞれの課程・専攻・専修ごとのアドミッションポリシーに基づき，入学者選抜方
法が定められており，アドミッションポリシーに沿って適切な学生の受入方法が採用されていると言える。
以上のことから，入学者受入方針に沿って，適切な学生の受入方法が採用されていると判断する。
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観点４－１－③： 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。
【観点に係る状況】
≪学士課程≫
入学者選抜の実施体制は，資料の通り，教育学部入試委員会の運営の下で，試験ごとに詳細な実施計画が作成
され，適正・公平に実施されている（資料４－１－③－１）
。
資料４－１－③－１ 入学者選抜の実施体制
出典：弘前大学入学試験委員会規程
弘前大学入学試験運営細則
平成 24 年度教育学部推薦入学者試験実施計画書
平成 24 年度教育学部入学者選抜個別学力検査実施計画書（前期日程）
平成 24 年度教育学部入学者選抜個別学力検査実施計画書（後期日程）

試験実施に関する詳細は実施要綱，マニュアル，実施計画等に定めている。また，学部独自に試験問題点検
システム，面接試験の実施基準，合格者の選抜基準等を詳細に定め，公正な入試の実施に努めている（資料４
－１－③－２）
。
資料４－１－③－２ 実施要項，マニュアル，実施計画等
出典：弘前大学入学試験委員会規程
弘前大学入学試験運営細則
平成 24 年度教育学部推薦入学者試験実施計画書
平成 24 年度教育学部入学者選抜個別学力検査実施計画書（前期日程）
平成 24 年度教育学部入学者選抜個別学力検査実施計画書（後期日程）

≪大学院課程≫
入学者選抜の実施体制は，資料の通り，教育学研究科入試委員会の運営の下で，試験ごとに詳細な実施計画が
作成され，適正・公平に実施されている（資料４－１－③－３）
。
資料４－１－③－３ 入学者選抜の実施体制
出典：大学院教育学研究科（修士課程）学力検査実施要項
大学院教育学研究科（修士課程）学力検査（第２期）実施要項）
）

試験実施に関する詳細は実施要綱，マニュアル，実施計画等に定めている。また，研究科独自に試験問題点検
システム，面接試験の実施基準等を詳細に定め，公正な入試の実施に努めている（資料４－１－③－４）
。
資料４－１－③－４ 実施要項，マニュアル，実施計画等
出典：大学院教育学研究科（修士課程）学力検査実施要項
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大学院教育学研究科（修士課程）学力検査（第 2 期）実施要項
教育学研究科 入学試験問題作成，点検に関する申合せ
教育学研究科入学者選抜試験における口述試験に関する申合せ

【分析結果とその根拠理由】
資料に示したように，弘前大学を構成する全学部に渡る入学試験に関する業務を担当する「弘前大学入学試
験委員会」が設けられ，この委員会の下に教育学部の入学試験委員会が置かれ，入学試験の企画・実施・運営
の実務を適切かつ公正に担当する体制となっている。また，推薦入試や前期・後期試験及び大学院選抜試験ご
とに試験実施計画書が定められ，試験のための適正人員が配置され，適切・公正な入学試験が実施されている。
さらに，教育学部・教育学研究科独自の取り組みとして，試験問題点検システム，面接試験の実施基準，合格
者の選抜基準等を詳細に定め，公正な入試の実施に努めている。
以上のことから，入学者選抜が適切な実施体制により，公正に実施されていると判断する。

観点４－１－④： 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組
が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
【観点に係る状況】
≪学士課程≫
教育学部入試委員会をはじめとして基本構想会議や学務委員会が，それぞれの立場から恒常的にアドミッショ
ンポリシーに沿った選抜体制になっているかなどの検証の取り組みを行っている。この検証で指摘された事項に
関して検討を重ねた上で，適宜入試改革委員会を設置して入試改革案を作成し，基本構想会議，教授会の議を経
て入試選抜に反映させるような体制を整えており，入学者選抜の改善のために活用されている。
また，弘前大学全体としても毎年の入学試験の実施結果を検証した調査報告書が発行されている。
これらの検証の結果，具体的に改善に結びついた例としては，平成 23 年度の選抜方法の変更が挙げられる。平
成 22 年度入試までは，学校教育教員養成課程において小学校教育専攻と中学校教育専攻に分けて選抜しており，
個別試験の入試科目も国語と数学であった。アドミッションポリシーとして，専門力の重視としているため，各
教科の専攻を設け，
そのアドミッションポリシーに沿った専門力を評価する入試科目に平成 23 年度選抜から変更
した。
また，全学の検証結果としては，センター試験と個別試験の配点が，各課程・専攻・専修ごとに異なっていた
が，改善点として，前期はセンター試験 900 点・個別試験 400 点，後期はセンター試験 900 点・個別試験 300 点
に全ての課程・専攻・専修全て同じ配点に平成 25 年度選抜試験から実施している。
≪大学院課程≫
教育学研究科入学試験委員会をはじめとして基本構想会議や研究科運営委員会が，それぞれの立場からアドミ
ッションポリシーに沿った選抜体制になっているかなどの検証の取り組みを行っている。そこで指摘された事項
に関しては，検討を重ねた上で，大学院入試検討ワーキンググループを設置し入試課企画案を作成，基本構想会
議，研究科委員会の議を経て，入試選抜に反映させるような体制を整えており，入学者選抜の改善のために活用
されている。
教育学研究科のアドミッションポリシーは，教員免許を有する（あるいは取得希望者）入学者だけでなく，地
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域文化の向上や継承の人材養成も目的としている。そのため受験者は，本学部出身者の他にも，現職教員，他大
学・他学部卒業（見込）生，社会人等，多種多様な学習履歴・背景を持つ。このような受験者の選抜には，従来
の画一的な筆記試験重視の試験方法で適正な評価が出来るのかが検証され，検討の結果，アドミッションポリシ
ーに基づく人材養成を達成するため，個々の学習履歴・背景に合わせた評価が出来る口述試験に平成 25 年度入試
から変更した。
【分析結果とその根拠理由】
教育学部・教育学研究科入学試験委員会をはじめとして，基本構想会議や研究科運営委員会がアドミッショ
ンポリシーに沿った選抜入試になっているかなどの検証を行っており，全学の入試委員会と連携して，多面的
な検証が行われていると言える。
事例でも挙げたように，学部ではアドミッションポリシーでの専門性の重視にあわせて入試科目を専門力の
評価が出来る方法に変更し，大学院課程ではアドミッションポリシーに適応できる入学者を確保できる入試方
式に改善をしている。このように検証だけでなく，その結果を確実に適切に対処できる実施体制が確立されて
いると言える。
以上のことから，入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組
が行われており，その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。

観点４－２－①： 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、
その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係
の適正化が図られているか。
【観点に係る状況】
学士課程では，
「平均入学定員充足率計算表」によれば、課程・専攻・専修ごとの充足率の変動は 10％未満
であり，教育学部全体としては 100％強（10％未満）である。超過の原因としては，推薦入試で優秀な学生が
多かったこと，過去の逃げ率を考慮していることに起因している。
大学院課程では，
「平均入学定員充足率計算表」によれば，学校教育専攻がかなりの超過，教科教育専攻がか
なりの不足となっている。これは学校教育専攻の臨床心理分野の受験希望者が多いこと等が原因であるが，研
究科全体では，９割から８割の充足率であり定員割れの状態が続いている。対応のため，基本構想会議の下に
大学院入試検討ワーキンググループを設置し，入試委員会と合わせて検討を行った。その結果，教育学研究科
の特性を考えた上で学内外から広く受験生を確保するために，受験生のニーズに沿った教員免許取得プログラ
ム（特別長期履修制度）を新設および共通教育科目の見直しを実施した。その後，大学院課程の入学定員から
充足率が低い教科教育専攻の定員を平成 25 年度入試より 10 名減の 32 名とし，
募集定員の面からも適正化を図
っている。
【分析結果とその根拠理由】
学士課程では，入学定員と実入学者数との関係は適正であると判断する。
大学院課程では定員割れが続いていたが，改善策として受験生のニーズに即したプロクラムの新設や充足率
が低い専攻の定員削減を行うなど取組が行われており，入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られてい
ると判断する。
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（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① それぞれの課程・専攻・専修ごとに、その教育目的に対応した求める学生像がアドミッションポリシーとし
て明確に定められている。
② アドミッションポリシーに従い，適切な入学試験体制の下に学部独自の種々の要領や基準が定められている。
③ 学士課程においては，入学定員と実入学者数の関係が適切である。
④ 選抜方法の検証は，入試委員会を中心に多面的な検証がなされており，より適切な入学者選抜方法への改善
がなされている。
【改善を要する点】
① 大学院課程においては，入学定員に対し実入学者数が下回っている。
なお，選抜方法や授業カリキュラムの検証により，より適切と考えられる変更が行われているが，新選抜に
よる卒業生・修了生が出ておらず，変更内容の検証がなされていない。
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教育内容及び方法

（１）観点ごとの分析
＜学士課程＞
観点５－１－①：

教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められてい

るか。
【観点に係る状況】
本学部の教育課程は，「教養科目」「学部および課程共通科目」「専門性基礎科目」「専門性発
達科目」の四つから構成されている。まず前の三つの科目群で，学部が目標として掲げる「専門力
と実践力を兼ね備えた教育プロフェッショナル」の養成に必要となる専門力（高い専門性を支える
基礎的・専門的知識ならびに技能）の充実を図り，「専門性発達科目」で，実習や実験・調査等の
実践活動を通じて実践力の強化をめざすとともに，講義・演習によって専門力と実践力の融合を導
く，と規定されている。なお，学校教育教員養成課程と養護教諭養成課程の教育課程は，自己形成
科目群・学校臨床科目群・教員発展科目群の三つから構成されているが，１～２年次で履修する自
己形成科目群は「教養科目」「学部および課程共通科目」「専門性基礎科目」に，３～４年次で履
修する学校臨床科目群（教育実習関連科目）・教員発展科目群は「専門性発達科目」に，それぞれ
対応している（資料５－１－①－１）。これらの内容は，学部ウェブサイトに掲載されるほか，学
部案内や学習案内にも要点が記され，学生への周知が図られている。
資料５－１－①－１

教育課程の編成・実施方針（教育学部）

教育学部ウェブサイト
平成 24 年度学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』

平成 24 年度教育学部『学習案内』

【分析結果とその根拠理由】
教育学部の目的に則り，明確に定められている。

観点５－１－②：

教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、

その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。
【観点に係る状況】
教育学部では，学部の共通目標を，専門力と実践力を兼ね備えた教育プロフェッショナルの養成
とし，この目標の実現のために「学部共通科目」を置く。また，学校教育教員養成課程，養護教諭
養成課程，生涯教育課程の３課程を置き，それぞれの課程には独自のカリキュラムが設定されてい
る。卒業要件単位数は 130 単位（一部 140 単位），そのうち「教養科目」（21 世紀教育科目）以外
の学部で履修すべき単位数は 88～103 単位である。「学部共通科目」は１～３年次に履修し，必修
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６～10 単位で，必修教職科目及び教科又は教職に関する科目からなる。
その上で，各課程・専攻・専修ごとに，以下のような科目を開講している。
学校教育教員養成課程は，学校教育専攻（３専修），教科教育専攻（10 専修），特別支援教育専
攻の各専攻を置き，それぞれに小学校・中学校コースが設けられている。また，これら 13 専修・
１専攻のカリキュラムは，専修・専攻基礎科目（各専修 12 単位・特別支援専攻 26 単位），専修・
専攻発展科目（０～６単位），小学校・中学校コース基礎科目，同発展科目，及び同教職科目，自
由科目からなり，専修・専攻及びコースの基礎・発展科目は，教科専門科目，教職科目，教育学科
目及び心理学科目によって構成されていて，各専修・専攻の特性に合わせて単位数の設定と年次配
当がなされている。さらに「専門力と実践力を兼ね備えた教育プロフェッショナル」にふさわしい
実践的な力量の強化のため，１年次に授業観察等を行う「教職入門」（必修），２年次に「学校生
活体験実習」（選択），３年次に年間を通して実習を行う Tuesday 実習（恒常的実習）と集中実習
（ともに必修），そして４年次には集中実習型の研究教育実習と，１年間を通し週のうち１日，終
日実習校にはいって教員の支援と生徒指導のサポートを行う「学校サポーター実習」（いずれも選
択）と，４年間を通した手厚い教育実習のカリキュラムが用意されており，これに４年次に行われ
る教職実践演習（必修）をもって，教育学学士にふさわしい力量を持った卒業生を送り出せる充実
したカリキュラム体系となっている。なお，各専修・専攻の学生は，教育職員免許法にそって専修・
専攻・コースに応じた教員免許状を取得できるほか，専門外の学校種や教科の免許状も取得できる
ようになっている。
養護教諭養成課程のカリキュラムは，養護基礎・発展科目（養護・学校臨床学、養護・教科専門
からなり，基礎科目 47 単位、発展科目４単位が必修），教職科目によって構成され、本課程の学
生は養護教諭免許状が取得できるようになっている。
生涯教育課程は，健康生活専攻，芸術文化専攻，地域生活専攻をおき，これらの専攻のカリキュ
ラムは，課程共通科目（14 単位）及び専攻ごとの基礎科目・選択必修科目・選択科目によって構成
されている。また，授業では，多様な実技・実習科目や，地域と連携したフィールドワーク科目な
どが設けられ，３専攻とも独自の教育課程が編成されている。こうしたカリキュラムによって，課
程の目標とする地域社会で活動し生涯学習を支える専門家を養成するとともに，希望者には教員免
許状が取得できるようになっている（資料５－１－②－１）（資料５－１－②－２）。
資料５－１－②－１

教育課程

平成 24 年度学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』

平成 24 年度教育学部『学習案内』

資料５－１－②－２

授業科目の開設状況（例１，学校教育教員養成課程教科教育専攻・国語専修）

措置
初年時教育の実施

措置の状況
介護等体験実習１，教職入門２，学部共通４，教職２，専修基礎 10，小学
校コース専門基礎４，中学校コース専門基礎８

教養教育及び専門教育のバランス

卒業要件 130，教養 37，専門 93

必修科目・選択科目等の配当

必修（小 69・中 58），選択必修（小６・中 12），自由（小 10・中 15），

（専門 93 のうち）

卒業研究８
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２０１３』13 頁に例示

授業科目の開設状況（例２，養護教諭養成課程）
措置

措置の状況

初年時教育の実施

教職入門２，学部共通４，教職２，学校臨床学基礎２，教科専門基礎４

教養教育及び専門教育のバランス

卒業要件 130，教養 37，専門 93

必修科目・選択科目等の配当

必修 60（基礎科目 39，教職科目 21），選択必修 12（基礎科目８，発展科

（専門 93 のうち）

目４），自由３，卒業研究８

履修モデル

学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』35 頁に例示

授業科目の開設状況（例３，涯教育課程・健康生活専攻）
措置

措置の状況

初年時教育の実施

学部共通４，専攻基礎４，専攻選択（４年間の必修 12 単位中，初年時に 18
単位分を開講）

教養教育及び専門教育のバランス

卒業要件 130，教養 42，専門 88

必修科目・選択科目等の配当

必修 30（学部共通６・課程共通 14・専攻基礎 10），選択必修 20，選択 12，

（専門 88 のうち）

自由 18，卒業研究８

履修モデル

学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』37 頁に例示

（出典：平成 24 年度教育学部『学習案内』）
【分析結果とその根拠理由】
上記のように，教員養成課程及び生涯教育課程において，教育課程の編成・実施方針に基づいて，
教育課程が体系的に編成され，また教育学部にふさわしい内容とレベルを持った科目が配置されて
いる。

観点５－１－③：

教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発

展動向、社会からの要請等に配慮しているか。
【観点に係る状況】
学校教育教員養成課程および養護教諭養成課程では，教員の資質向上という社会的要請に応える
べく，高い専門性と実践的指導力を持った教員の養成を目指した授業科目を整備している｡ 例えば，
大学での学習と現場での実践とを相互に関連づけることができるように，１年次から４年次までの
学年進行に合わせて，切れ目なく実習科目を配置している｡ ４年次に９ヶ月にわたって学校現場に
通う「学校サポーター実習」や，長く現場を経験した教員を交えた「教員養成総合実践演習Ⅱ，同
Ⅲ」など，正規の教育実習を終えたあとで行われる実習や演習科目は，キャリア形成の一環として
学校現場での経験をさらに積みたいという学生からの要望に応える授業科目で，教員としての資質
の向上に寄与している｡公立学校への学生の派遣にあたっては，青森県教育委員会や弘前市教育委
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員会などと定期的に協議会を開催し，教育現場からの要望に配慮した調整を行っている｡カリキュ
ラムや授業内容の教育効果については、附属教員養成学研究開発センターで継続的に検証活動が行
われている｡
生涯教育を支える専門家の養成を目指す生涯教育課程のカリキュラムには，社会教育関連施設や
一般企業などで行われる実習や演習を多数取り入れているほか，地域の専門家や現代の最前線で活
躍している職業人を講師として展開する演習を含んでいる｡
他学部の授業科目の履修については，最大 24 単位まで「自由科目」として認めている｡他大学と
の単位互換については，21 世紀教育において制度化されている｡インターンシップについても実施
されている｡また，教育学部では，規定により２年次への転学部，転課程，転専攻を認めており，
毎年若干名を受け入れている｡
教育学部では，『弘前大学教育学部紀要』や，教育学部研究紀要『クロスロード』，『教育学部
附属教育実践総合センター研究員紀要』，教育学部附属教員養成学研究開発センター『教員養成学
研究』を刊行して，教員の研究活動を広く公開するとともに，その成果を授業に取り込んでいる（資
料５− １− ③− １）（資料５− １− ③− ２）（資料５− １− ③− ３）
。
資料５− １− ③− １

各種措置の実施状況（例）

措置
社会的及び職業的自立を図る
ために必要な能力を培うため
の配慮

措置の状況
学校サポーター実習：正規の教育実習後に行われる実習で，9 ヶ月間にわたって特定
の公立学校に通い，教員の仕事全般を実践的に学ぶことによって，教員としての資質
を高めている｡
キャリアサポート実習：青森県教育委員会と連携した学部共通科目で，研修講座や高
等学校でのワークショップへの参加を通して，キャリア教育に関する実践力な指導力
を養成している｡
芸術文化演習：社会の最前線で活躍する複数の職業人を講師に招いて，取材方法や表
現方法の育成を実践的に学ぶことを通して，学生自身の能力開発を刺激し，将来の職
業の指針となっている｡
個展企画：弘前大学芸術祭参加事業の一環として，教育学部で企画している取り組み
で，美術関連の就職を希望する学生，大学院生にとって，学外との交流を図るととも
に業績を作る重要な場になっている｡
授業科目の学術の動向（担当 理科教育法 II：国際的な学力調査の結果を解説し，理科教育の動向と今日的課題に
教員の研究成果を含む）の反 ついて解説している｡
映
物理学概論 II：現代物理学の最前線の素粒子論，超弦理論について概説している｡
他学部の授業科目の履修
「自由科目」として最大 24 単位まで認めている｡
編入学、秋期入学への配慮
該当なし
修士課程教育との連携
大学院教育学研究科で開講している「教育実践研究Ⅱ」は，生涯教育課程からの入学
者に対応した授業科目で，学部での授業内容を発展させた実践によって，企画運営能
力や問題発見・解決能力の育成を目指している｡
（出典：弘前大学教育学部シラバス： http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?page=DBView&did=2128
平成 24 年度教育学部『学習案内』）

資料５− １− ③− ２

インターンシップの状況

年 度
学生数
受入企業、単位認定実績等

平成 21 年度
５
青森銀行，岩手日報社，NPO
法人弘前こどもコミュニ
ティ・ぴーぷる，
弘前大学，NPO 法人岩木山自
然学校，青森テレビ．
３名が単位認定

平成 22 年度
２
青森銀行．
単位認定なし

平成 23 年度
２
八戸市庁，弘前市役所．
単位認定なし

（出典：教授会資料）
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単位互換・交換留学の状況

年 度
弘前学院大学

平成 21 年度
派遣人数
４
受入人数
０
４単位２名，２単位２名
派遣人数
０
４単位履修，すべて不合格

放送大学

平成 22 年度
派遣人数
０
受入人数
１

平成 23 年度
派遣人数
０
受入人数
３

派遣人数

派遣人数

１

０

（出典：教授会資料）
【分析結果とその根拠理由】
本学部では，教員としての実践力の向上を望む学生の要望に対応した，学年で切れ目のない実習
科目や，職業的自立に寄与できる実践的な授業科目を整備しており，企業などへの就職を希望する
学生に対するインターンシップにも，毎年複数の学生が参加している｡開講されている授業科目は，
学術の動向を踏まえ，教員の研究内容や関連した内容を反映させている｡
以上のことから，教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ、学術の発
展動向，社会からの要請等に配慮していると判断する｡
観点５－２－①：

教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バラ

ンスが適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されて
いるか。
【観点に係る状況】
教育学部は，学部が３課程に分かれ，さらに２つの課程がそれぞれ３専攻に分かれて，比較的小
規模に編成されている上に，これらの基礎単位となっている専修の規模が小さく，小人数であるた
め，多くの授業で小人数授業や対話・討論型の授業が可能な体制となっている。ただし，小学校コー
スや教職科目の一部の授業では 100 名を超える大人数の授業が行われているところもある。
また，それぞれの課程・専攻・専修の目的に応じて，講義，演習，実験・実習（野外実習を含む）・
実技など，バランスに配慮した授業編成を行っているほか，学校教育教員養成課程の学校生活体験
実習・学校サポーター実習・教育工学演習・地理学巡見・小学校理科実験，生涯教育課程の地域生
活実習などに代表されるように，教職・教科科目とも実践的科目やフィールド型授業の設置に力を
入れ，こうした授業を各学年に配置している。大学院生から適任者を選んで行われる TA の活用も
積極的に行われている（資料５－２－①－１）（資料５－２－①－２）（資料５－２－①－３）。
資料５－２－①－１

授業形態の組み合わせ・バランス（自然地理学の例）平成 23 年度

授業形態

授業科目名

履修学生数

単位取得学生数

少人数授業

自然地理学演習 1･2･3･4

２

２

対話・討論型授業

自然地理学演習 1･2･3･4

２

２

事例研究型授業

地域生活調査実習

36

36

フィールド型授業

地理学巡見 1･2，地域自然環境基礎実習

42

41

多様なメディアを高度に利用した

総合演習（オムニバス）

41

41

授業

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
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資料５－２－①－２

基準５

教育内容に応じた学習指導法の例（自然地理学の例）平成 23 年度

【地理学巡見】
中学校社会科，高校地理科では，身近な地域の地理的な説明や，地域調査に関する内容を指導することになっ
ている。本実習は，現地において地理的事象について教員による解説を受けるのみではなく，対象地域につい
て受講学生自らが事前学習をし，現地においてその内容を発表することで，机上のみでは得られない教師とし
ての必要な資質の向上をめざしている。
【総合演習】
社会科教員として，児童・生徒の安全確保，防災教育を実施するために身につけておくべき知識について，イ
ンターネットによる情報収集方法を学び，さらに web 上で無料でダウンロードできるソフトを用いて地理教材
を作成する方法等（アナグリフ等）について解説する。

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
資料５－２－①－３

ＴＡの活用状況（平成 22～24 年度）

平成 22 年度

26 人

56 科目

1,306 時間

平成 23 年度

28 人

65 科目

1,650 時間

平成 24 年度

32 人

80 科目

2,220 時間

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
学部の特性に応じた組み合わせが行われており，バランスのとれた構成になっている。また，学
習指導の工夫も，小人数授業やＴＡの活用など，活発に行われている。ただし，一部の授業で大人
数の授業が残っていることは改善を要する。

観点５－２－②：

単位の実質化への配慮がなされているか。

【観点に係る状況】
本学部では，各授業科目の授業は半期 15 週を確保しており，別に定期試験に１回を当てている。
また，７月中は 11,12 時限を専門科目の補助期間に当てている。なお，半期 15 週確保のため，
土曜日に振替え授業を行う場合がある。また，定期試験は必要に応じて別個に実施している（資料
５－２－②－１）（資料５－２－②－２）（資料５－２－②－３）。
資料５－２－②－１
・平成 24 年度

学年暦

授業日程

毎年，年度はじめに新入生に対し学生便覧を配布し，全学生に対しては年間スケジュール

を配布している。

（出典：学生便覧・年間スケジュール表）
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資料５－２－②－２
措

基準５

単位実質化への取組（１）

置

措置の状況

履修ガイダンスの有無

４月の第１週目に履修ガイダンスを行っている。

授業時間外の学習時間の確保

年次初めに，各学期 30 単位を上限とする履修登録指導と各自の自学自習指
導を行っている。

主体的な学習を促すための組織的な履

学部全体への履修ガイダンスを４月３・４日，それに加えて，新入生には履

修指導

修相談を４月５・６日に行っている。

シラバスを利用した準備学習の指示

事例あり，シラバス参照

レポート提出や小テストの実施

事例あり，シラバス参照

（出典：教育学部総務グループ作成資料）

資料５－２－②－３

単位実質化への取組（２）
履修科目の登録の上限

学科等の名称

卒業要件の単位数

期間

単位

学校教育教員養成課程

130

半期

30

生涯教育養成課程

130

半期

30

養護教諭養成課程

130

半期

30

特記事項
特別支援教育専攻は 140 単位

（出典：学生便覧）
組織的な学習指導として，入学時や年度当初などに，学部全体，課程別，専攻別，専修別，指導
教員別ガイダンスを行っている。また，学生便覧とは別に学習案内を作成し，履修ができるコース
などを示すなど，学生が自らの学習目標に沿って適切な履修選択を行うことができるよう，きめの
細かい履修指導を行っている。
学生の自学・自習時間確保のための単位の上限設定については，各学期 30 単位までとし，履修
登録にあたって指導教員が確認を行い，また，成績通知表配布後は教務担当の事務職員と指導教員
とで履修状況のアドバイスも丁寧に行っている。
【分析結果とその根拠理由】
丁寧なガイダンスを行い，学習案内を作成し履修モデルを示すなど，きめの細かい履修指導を
行っている。また履修単位の上限を設定することにより，学生の自学・自習時間を確保し，また，
月１回の土曜日にも授業日を設けたり，各専門科目の補講期間を設定することで，学習時間の確保
に向け努力している。以上のことから、単位の実質化への配慮は十分になされていると判断される。

観点５－２－③：

適切なシラバスが作成され、活用されているか。

【観点に係る状況】
弘前大学では，平成 17 年度から，21 世紀教育及び各学部・学科のシラバスの記載項目（授業名，
担当教員名，講義目的，各回ごとの授業内容，成績評価方法，成績評価基準，準備学習，教科書・
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基準５

参考文献，履修条件としての留意点・予備知識）を統一し，ウェブ上で公開している。平成 23 年
からは授業内容について，15 回ないし 16 回分を各回ごとに細かく記述している。
シラバスの活用状況については，教育学部授業アンケート（平成 23 年度前・後期）でシラバスと
実際の講義との整合性を学生がチェックするシステムが構築されている。また、電子化されている
ことはガイダンス等で学生に周知させている。
以下にそのサンプルを示す（資料５－２－③－１）。
資料５－２－③－１

シラバスの例

授業名：ソルフェージュ・プライマリーⅠ
担当教員名： 島一夫
講義目的：音楽表現の基礎です。正確な読譜と適切な演奏表現を目標に音感と身体感覚を高度に養います。
各回の授業内容：
以下に凡その計画を示しますが，実技を伴う内容なので能力・状況を見ながら柔軟に進めます。また各項目は他の
要素との密接な関係で成り立つものです。全体を総合的に身に付けることで音楽表現の基礎となります。
第１回 音楽（洋楽）の三要素についての捉え方。
第２回 リズム１）拍節
第３回 リズム２）拍子
第４回 音階１）音の中の響き，響きの中の音。
第５回 音階２）音程の意味する物（事），階名の重要性。
第６回 楽譜１）視唱。正確な音程とリズム。
第７回 楽譜２）視唱。拍子，リズムのアーティキュレーション。
第８回 楽譜３）フレージングの捉え方。
第９回 和音１）和音の種類と役割。和音判別。
第１０回 和音２）ドミナントの機能，カデンツ，調性と呼ばれる組織。
第１１回 音楽表現１）楽譜から音楽を読む，視唱，視奏。
第１２回 音楽表現２）ディナーミクとフレーズの受け止め方。
第１３回 音楽表現３）歌える楽曲（フレーズ）は楽譜に書ける。
第１４回 音楽表現４）音楽として聴くことが出来れば歌える。
第１５回 音楽表現５）音楽として聴き，歌わずに楽譜に記す。
以上，歌唱を中心に鍵盤演奏を交えながら機能的和声（調性）感覚獲得に向けた実習を行います。
成績評価方法及び基準：
重要なポイントについては授業の中で実技評価も行いますが，受講者の音楽経験，演奏技術には少なからぬ差があ
り同一の基準による公正な評価は困難なため日頃の努力向上を重視します。レポートの提出を求める場合がありま
す。
授業準備学習：楽典の知識が必要です，各自受講前に準備を心がけてください。
日常的に可能な限り名曲・名演奏に触れる事（録音等で聴く）を奨励します。
教科書：コールユーブンゲン第１巻他，教材は最初の授業時に示します。
参考文献：音楽通論，音楽事典等
留意点・予備知識：お稽古事の延長ではありません，音楽の勉強です。
また「音楽」は「音を楽しむ」ではありません，納得がいかなければ一度辞書を引いてみてください。
http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?page=DBRecord&did=2128&vid=163&rid=424&text=%93%87%81%40%88%
EA%95%76&Head=&hid=&sid=528&rev=0&ssid=2-1163-4600-g81

【分析結果とその根拠理由】
例示された「ソルフェージュ・プライマリーＩ」の授業は，学校教育教員養成課程教科教育専攻
音楽教育専修１年の必修科目である。講義目的では ，読譜と演奏表現の基礎を習得することが明確
に記載されている。従来，実技系の科目は講義と比較すると各回ごとの授業内容の表記が難しいと
されたが，このシラバスでは，15 回の流れが１年次学生にも分かり易く説明されている。評価方法，
評価基準についても，音楽実技に起因する学生のプレッシャーを解消する配慮がなされている。そ
の他の項目についても，すべて適切に記述されている。
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観点５－２－④：

基準５

基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。

【観点に係る状況】
本学部では，基礎学力不足の学生の入学が困難となるように，センター試験，個別学力試験を活
用している。調査書をもとに，未習科目の把握をしている。（資料５－２－④－１）
資料５－２－④－１

基礎学力の状況を把握するための取り組み

措 置
センター試験の活用
個別学力試験の実施
推薦入学での評価

措置の状況
入学試験成績にセンター試験の成績を活用している
前期日程に個別学力試験を課している。
推薦入学において，その課程における基礎学力を問う実技試験，口述試験
を行っている
高校の理科において，未習の科目の把握をする。

調査書の活用

（出典：募集要項）
その結果，それぞれの入学試験で，基礎学力を問う問題が出されており，基礎学力不足の学生は，
入学しにくい状況にある。また，高校の理科で，未習の科目については，基礎学力がないものとし
て，履修指定を行っている（資料５－２－④－２）。
資料５－２－④－２

基礎学力不足の学生に配慮した取組(例）

措 置
21世紀科目での履修指定

措置の状況
学校教員養成課程教科教育専攻及び生涯教育課程健康生活専攻では，高校
で「物理」，「化学」，｢生物」，｢地学｣未習者に対して，それぞれ科目の基礎
科目を履修指定している。

（出典：21 世紀教育科目履修マニュアル

p26）

【分析結果とその根拠理由】
入学希望者が募集定員よりも上回っている。また，それぞれの試験において，基礎学力を問う試験
問題が出題されており，基礎学力不足の学生は，入学していない。そして，高校の理科での未習科目
のあるものについては，基礎学力がないものとして履修指定を行っている。
以上のことから，当該学部では，基礎学力不足の学生への配慮はされている。また，入学試験を行
うことで，入学生の基礎学力は補償されているものと考える。

観点５－３－①：

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められているか。

【観点に係る状況】
卒業時の到達目標として，○教育一般及び教科専門分野に関する基礎的・専門的知識ならびに技
能を理解・修得している。○教育プロフェッショナルとしての基礎的実践能力を修得している。
○専門分野の課題に自律的，協働的に取り組むことのできる能力を修得している。以上の３つを掲
げ，これを学位授与方針としている。これらの内容は，学部ウェブサイトに掲載されるほか，学部
案内や学習案内にも要点が記され，学生への周知が図られている（資料５－３－①－１）。
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資料５－３－①－１

基準５

学部及び学科・課程の学位授与方針

教育学部ウェブサイト
平成 24 年度学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』

平成 24 年度教育学部『学習案内』

【分析結果とその根拠理由】
教育学部の目的に則り，明確に定められている。

観点５－３－②：

成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従っ

て、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
成績評価基準は，弘前大学学則に基づき，学部規定第 17 条および第 18 条で規定され，学習案内
の「履修科目の評価」で評価対象や評価基準が策定されている。成績は，出席状況と試験，レポー
ト等によって評価し，秀（100～90 点）優（89～80 点）良（79～70 点）可（69～60 点）不可（59
～0 点）の五段階評価で 60 点以上を合格として単位認定する基準を策定し，学生便覧および学習案
内に明記してすべての学生に配布している。
教育実習に関しては，教育実習有資格者の基準を設けて履修を許可し，成績評価の基準に関して
は，学部内で教育実習評価基準を策定している。教育実習評価のしおりに基づいて実習校が評価を
行い，それを参考に学部の実習委員会で単位認定を行っている。
加えて，シラバスには授業科目ごとの「成績評価方法および採点基準」の項目を設定している（資
料５－３－②－１）。また，これらの成績評価基準や方法は，ガイダンスやシラバス，学習案内，
教育実習手引で学生への周知を図っている（資料５－３－②－２）。

資料５－３－②－１

成績評価の基準・方法

平成 24 年『学生便覧』

61 頁

平成 24 年教育学部『学習案内』

２頁

教育学部講義概要（シラバス）
教育学部ウェブサイト
教育実習評価のしおり

資料５－３－②－２

成績評価基準の周知方法

平成 24 年教育学部『学習案内』２頁
教育学部講義概要（シラバス）
教育学部ウェブサイト
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基準５

【分析結果とその根拠理由】
成績評価，認定基準に関しては，組織的な基準や取り決めがあり，学生への周知も十分になされ
ている。
以上のことから，成績評価基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基準に従っ
て成績評価単位認定が適切に実施されていると判断する。

観点５－３－③：

成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられている

か。
【観点に係る状況】
教育学部では，成績評価について，秀（100～90 点）習得した基礎的・専門的知識及び技能を発
展させることができる，優（89～80 点）習得した基礎的・専門的知識及び技能を応用できる，良（79
～70 点）基礎的・専門的知識および技能を習得している，可（69～60 点）最低限必要な基礎的知
識および技能を習得している，不可（59～0 点）最低限必要な基礎的知識及び技能を習得していな
い，との基準を策定し，厳密に評価している。
さらに成績評価に関しては，各教員が成績を提出する際，
「授業採点結果報告書」を添付すること
になっており，特に成績評価が偏っている場合には，その理由を書くことが義務づけられている（資
料５－３－③－１）。
学生からの成績評価に対する申し立てについては，授業担当教員が対応することになっているが，
その手続きについては学習案内に明記するほか，学生ラウンジにも掲示して知らせている。また学
務委員会にトラブル処理のための窓口教員をおき対応している（資料５－３－③－２）。
資料５－３－③－１

成績評価の客観性，厳格性を担保する措置

教育学部ウェブサイト
授業採点結果報告書（添付資料）
平成 23 年度成績分布表（添付資料）

資料５－３－③－２

成績評価に対する申し立て方法

平成 24 年教育学部『学習案内』２頁
平成 24 年ラウンジ掲示資料（添付資料）

【分析結果とその根拠理由】
学部のガイドラインを策定し，評価システムの改善に取り組み，成績評価の妥当性については教
員が採点結果報告書を作成することによってチェックしている。学生からの苦情にも組織的な対応
策が周知されている。
以上のことから，成績評価の客観性や厳格性を担保する組織的な措置が講じられていると判断す
る。
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観点５－３－④：

基準５

学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されて

おり、その基準に従って卒業認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
教育学部では，学則第 13 条第 41 条に基づき，４年以上在籍し，所定の単位を修得したものには
教授会の議を経て卒業の認定を行う基準を策定しているほか，学部の課程ごとの卒業所要単位数な
どが学習案内に明記されている。必修の卒業研究の提出については，学部規程第 19 条に期日等の
規程が設けられ，掲示によっても周知されている（資料５－３－④－１）。
卒業認定に関しては，学務委員会での審議と教授会での卒業認定の議を経て厳格に認定している。
資料５－３－④－１

卒業認定基準の策定と学生への周知方法

平成 24 年『学生便覧』（学則掲示）

60 頁・63 頁

平成 24 年教育学部『学習案内』２頁
教育学部ウェブサイト

【分析結果とその根拠理由】
以上のことから，学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され，学生に周知されて
おり，その基準に従って卒業認定が適切に実施されていると判断する。

＜大学院課程（専門職学位課程を含む。）＞
観点５－４－①：

教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。

【観点に係る状況】
本研究科（修士課程）は，発展的・専門的な能力を習得して学習者・要支援者を指導支援するこ
とのできる高度な「専門力」と「実践力」を兼ね備えた教育・臨床プロフェッショナルの養成を目
標として掲げている。この目標の実現のために，３専攻 12 専修を置き，教育課程は，専門科目（臨
床心理学分野においては「選択科目」），共通科目（臨床心理学分野においては「必修科目」），
自由科目，課題研究の４つの科目群から構成されている。このうち，専門科目では教育一般，各教
科・専門分野に関する理解を深め，共通科目では実践的能力を身につける。また自由科目で幅広い
教養を身につけ，課題研究で自ら課題を発見し自律的に課題に取り組む能力と研究能力を身につけ
る，と規定されている。さらに本研究科では，多様な人材に幅広く修学の機会を提供するために，
長期履修制度，教育職員免許取得プログラムなどを設けている。これらの内容は，学部ウェブサイ
トに掲載されるほか，学部案内や研究科履修案内，研究科学生募集要項・研究科案内にも要点が記
され，学生への周知が図られている（資料５－４－①－１）。
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資料５－４－①－１

基準５

教育課程の編成・実施方針（教育学研究科）

教育学部ウェブサイト
平成 24 年度学部案内『弘前大学

教育学部

２０１３』

平成 24 年度教育学研究科『履修案内』
平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）学生募集要項・研究科案内

【分析結果とその根拠理由】
教育学研究科の目的に則り，明確に定められている。

観点５－４－②：

教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、

その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。
【観点に係る状況】
本研究科では，研究科の目標に基づいて，学校教育（１専修５分野），教科教育（10 専修），養
護教育（１専修）の，３専攻 13 専修を置いている。また，学校教育課程の臨床心理学分野は，「臨
床心理士の養成を目的とする」「臨床心理学に特化した学習・実習・研究に２年間専念させ，学校
における児童生徒を対象にした臨床実践に加えて，児童生徒を支える家庭・学校・地域の担い手で
ある保護者・教職・市民を対象とした臨床実践の能力を養う」と独自の目標を掲げており，臨床心
理士資格試験に十分な科目を備えている。
修了要件単位数は 30 単位で，共通必修の「共通科目」（８単位）・「課題研究」（４単位）と，
選択制の「専門科目」（14 単位）から構成され，また，これとは別個に，各専攻の全ての専門科目
から研究目的に照らして４単位を選択して履修する「自由科目」が置かれている。なお，「共通科
目」は教育実践研究Ⅰ・Ⅱ（各２単位）と教育活動演習（４単位）からなり，「専門科目」は専攻
ごとに次のように設定されている。
学校教育専攻
教育学，教育心理学，幼児教育，特別支援教育分野の各専門科目（臨床心理学分野では，臨床
心理学に関する選択科目）
教科教育専攻
各教科の教育特論・方法論・教材論・演習・特別演習，各教科に係わる専門分野の特論・演習・
特別演習，
養護教育専攻
養護教育学，保健医科学の各専門科目
これらの授業科目は，各免許状の取得に必要な「教科又は教職に関する科目」「養護又は教職に
関する科目」「特別支援教育に関する科目」に対応して設けられている。これらの科目 30 単位を
取得し，学位論文を提出し，その審査及び最終試験に合格したものに修士（教育学）の学位が授与
される。
また，所定の単位を取得することによって，専門とする学校種・教科の専修免許状が取得できる
（資料５－４－②－１）（資料５－４－②－２）。
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資料５－４－②－１

基準５

教育課程

教育学部ウェブサイト
平成 24 年度教育学研究科『履修案内』
平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）学生募集要項・研究科案内

資料５－４－②－２

授業科目の開設状況（教科教育専攻・国語教育専修の例）

措置

措置の状況

修了に必要な単位数

修了要件 30 単位，共通８，専門 18、課題研究４

共通科目・専門科目の

【共通科目】

配当

教育実践研究Ⅰ（前期）･Ⅱ（後期），各 2 単位，1 年次・2 年次のどちらでも履修可。
教育活動演習，４単位，１・２年次の２年間を通じて履修。
【専門科目】
国語科教育・国語学・国文学・漢文学の４分野，計 20 科目（特論 12・演習８）を設定

（出典：平成24年度教育学研究科『履修案内』）
【分析結果とその根拠理由】
上記のように，教育課程の編成・実施方針に基づいて，教育課程が体系的に編成されている。ま
た，必要とされる専門科目が授業科目としてバランスよく配置されているほか，研究科の特性に応
じた共通科目が開設されるなど，教育学研究科にふさわしい内容とレベルを持った編成となってい
る。

観点５－４－③：

教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発

展動向、社会からの要請等に配慮しているか。
【観点に係る状況】
教育学研究科（修士課程）は，より高度な資質を持った教員や，教育的な立場や視点から地域社
会の発展に貢献できる人材の養成を目的とし，共通科目と専攻・専修ごとの専門科目を配置してい
る｡このうち，共通科目のひとつである「教育実践研究Ⅱ」は，学外での活動を重視した授業科目
で，地域社会のイベントや教育活動等への参加を通して，実践的な指導力の向上を目指している｡
また，同じく共通科目のひとつである「教育活動演習」は，学生自身の研究内容を学校や公共施
設など，地域社会の教育に生かす試みで，演習内容の立案から実施，報告書の作成を通して，研究
と教育を結びつける力の養成を目指している｡
教育学研究科の授業や学生指導を担当する教員は，教育学部における採用人事で，教育学研究で
の研究指導ができる業績と力量を有することを条件にしているため，教員それぞれの研究活動は授
業科目と整合し，研究活動が授業内容に反映されている（資料５－４－③－１）。
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資料５－４－③－１
措

基準５

各種措置の実施状況（例）

置

実施状況

他研究科の授業科目の履修

「弘前大学大学院共通科目」の規定を設け，大学院に共通する授業科目の履修を可能
にしている｡

授業科目の学術の動向（担当

国語科教育特論Ⅰ・同Ⅲ：担当教員が専門とする児童詩教育の歴史的・実践的研究の

教員の研究成果を含む）の反

成果である著書を研究動向の一つとして取り上げ，「詩歌の学習指導」や「作文（書

映

くこと）の学習指導」を検討・考察する｡
障害児教育相談演習 I・ 同 II：担当教員の発達障害に関する理論的実践的研究成果を
基に，発達障害児に対する指導及び評価方法を学習する｡
有機金属化学演習：境界領域化学として認識されている分野を，最新の研究論文から
取り上げて学習する｡
素粒子物理学特論：量子力学について掘り下げて講義を行うとともに，現代物理学の
最先端で，担当者の研究領域である素粒子論や超弦理論についても概説している｡
音楽科教育特論 II： 担当者による記号論研究を基盤として，音楽教育の方向性を多
角的に思考する能力の獲得を目指している｡

外国語による授業の実施

外国語科目以外，該当なし

秋期入学への配慮

該当なし

（出典：弘前大学教育学研究科シラバス：
http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?page=DBView&did=2139
弘前大学『学生便覧 2012』
、平成 24 年度学部案内『弘前大学

教育学部

2013』）

観点５－５－①：教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、
それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。
【観点に係る状況】
研究科の授業は，基本的に講義（特論）と演習がセットとなっており，授業科目は分野の特性に
応じてバランスよく設定されている。また，ほとんどの授業が小人数教育で，対話・討論型授業が
原則となっている。指導教員は授業時間外でも研究や学習の内容についてアドバイスすることが多
く，教員と大学院生のコミュニケーションは密接である。また，教育学研究科の特徴として，教育
実践研究，教育活動演習など実践力強化のためのフィールド型の授業を設けて，共通科目としてい
ることがあげられる（資料５－５－①－１）。
資料５－５－①－１

授業形態の組み合わせ・バランス

（教科教育専攻・社会科教育専修・地理学分野自然地理学の例）平成 23 年度
授業形態

授業科目名

履修学生数

単位取得学生数

少人数授業

自然地理学特論

４

４

対話・討論型授業

自然地理学演習

１

１

フィールド型授業

自然地理学特論

４

４

多様なメディアを高度に利用した授業

自然地理学特論

４

４

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
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資料５－５－①－２

基準５

教育内容に応じた学習指導法の例

（教科教育専攻・社会科教育専修・地理学分野自然地理学の例）平成 23 年度
【自然地理学特論】
この講義では，少人数による対話型の講義を基本とするが，受講生の研究テーマを考慮した対象地域を設定
し，その地域の地形に関する文献講読，空中写真判読等により，地理学的な研究を体験するものである。こ
れらを応用し，青森県内の各地へフィールド調査を行うことで，応用可能な知識の習得をめざしている。

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
研究科の特性に応じた共通科目の設定や，講義・演習の組み合わせが行われており，バランスの
とれた構成になっている。また，学習指導も小人数授業を基本として，各指導教員のもとできめの
細かい教育・研究指導が行われている。

観点５－５－②：

単位の実質化への配慮がなされているか。

【観点に係る状況】
本研究科では，各授業科目の授業は半期 15 週を確保しており，定期試験には別に１回を確保し
ている。また，７月中は 11,12 時限を専門科目の補助期間に当てている。なお，半期 15 週確保の
ため，月１回は土曜日も振り替え授業を行っている。
組織的な学習指導として，新入生及び年度当初のガイダンスにおいて，修得すべき単位数，履修
の時期，履修方法などに関して，丁寧な指導を行い，学習・研究に応じた指導体制がとられている。
また，研究科では基本的に少人数教育であるため，各専修ごとに研究科運営委員と指導教員が連
携し学習状況に対して，きめの細かな支援と教育が行われている（資料５－５－②－１）。
以上のことから，単位の実質化への配慮がなされていると判断する。
資料５－５－②－１

単位実質化への取組

措置
履修ガイダンスの有無
授業時間外の学習時間の確保
主体的な学習を促すための組織的な
履修指導
シラバスを利用した準備学習の指示
レポート提出や小テストの実施

措置の状況
４月の第１週目に履修ガイダンスを行っている。
履修ガイダンスを４月３・４日，それに加え，新入生には履修相
談を行っている。
事例あり，シラバス参照
事例あり，シラバス参照

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
丁寧なガイダンスを行い，きめの細かい履修指導を行っている。学生の自学・自習時間を確保し，
また，月１回の土曜日にも授業日を設けたり，各専門科目の補講期間を設定することで，学習時間
の確保に向け努力している。
上記のことから，単位の実質化への配慮は十分になされていると判断される。
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観点５－５－③：

基準５

適切なシラバスが作成され、活用されているか。

【観点に係る状況】
弘前大学では，平成 20 年度から，大学院教育学研究科のシラバスの記載項目（授業名，担当教員
名，講義目的，各回ごとの授業内容，成績評価方法、成績評価基準，準備学習，教科書・参考文献，
履修条件としての留意点・予備知識）を統一し，ウェブ上で公開している。平成 23 年からは授業
内容について，15 回ないし 16 回分を各回ごとに細かく記述している。以下にそのサンプルを示す
（資料５－５－③－１）。
資料５－５－③－１

シラバス例

授業名：教育実践研究Ⅱ
担当教員：今田匡彦・出佳奈子・上羽広明（非常勤講師）
講義目的：芸術教育，教育実践の場に応用させるために，芸術とはなにかを思考し，技術を伝えるための言語を身に
つける。
各回の授業内容：
第１回 ガイダンス
第２回 音楽の形式
第３回 音楽の内容
第４回 音楽の様式
第５回 音楽の身体化
第６回 音楽の技＜わざ＞
第７回 芸術実践の場での言葉＜指揮と音楽＞
第８回 言語と芸術：英語を通して
第９回 ＜技＞言語の実践：欧米では （7－9 は非常勤講師を予定）
第 10 回 美術の様式
第 11 回 美術の内容
第 12 回 美術の機能
第 13 回 美術の解釈
第 14 回 美術の技〈わざ〉
第 15 回 美的質について
尚、講義の内容は授業の進行状況に応じて変更する場合がある。
成績評価基準及び方法：タームペーパーにより評価
教科書：スーザン・ソンタグ『反解釈』，ロラン・バルト『第 3 の意味』，R. Murray Schafer 『HearSing』
留意点・予備知識：教科書を事前に良く読んでおくこと。
http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?page=DBRecord&did=2139&qid=all&vid=163&rid=7&Head=&hid=&si
d=528&rev=0&ssid=2-3504-4112-g81

【分析結果とその根拠理由】
教育実践研究Ⅱは，教育学研究科１年次後期の必修授業である。例示された講義の目的は，教育
現場で芸術系教科の技術を伝える言語の取得であることが明確に示されている。授業内容も音楽，
美術を中心に，過剰な説明を排し分かり易く提示している。また，非常勤講師担当分の根拠も明瞭
に示されている。その他の項目についても全て適切に記述されている。

観点５－５－⑥：

専門職学位課程を除く大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題

研究の成果を含む。
）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が
行われているか。
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基準５

【観点に係る状況】
本研究科では，それぞれの研究課題を自主的に設定し創造的な研究が進められるよう指導教員が個
別指導を行い，
中間報告会を修了予定年度の 10 月に行うなどして指導している（資料５－５－⑥－１）。
また，芸術系専修(音楽，美術)の実技系分野では，大学校内の展示施設とみちのくホールでの実技
発表を課し，より専門性を生かした評価を行っている。そして，優れた修了生に対しては，県内の音
楽ホール・画廊等で演奏会･展示会を企画し，市民に向け発表し成果を上げている。
資料５－５－⑥－１

研究指導の基本方針，考え方

Ⅲ．学位論文

（出典：弘前大学教育学部研究科『履修案内』p14）
また，指導体制についても，資料に示したように整備され，十分に機能している（資料５－５－⑥
－２）。
資料５－５－⑥－２

研究指導・学位論文に係る指導体制

措置

措置の状況

中間発表会の開催

修了予定年度の10月に実施する。

学位論文の審査及び

学位論文の審査及び最終試験は，主査1人，副査2人で行う。（弘前大学学位規則第9条）

最終試験
教育的機能の訓練と

各学生の研究活動と関連付けて，その中で広義の教育活動に該当する部分を取り上げて

しての教育活動演習 実践を行うことで，実践的手法による授業力，省察的実践力，組織開発力，人間関係力，
の向上及び深化を行う。弘前大学総合文化祭における発表をもって授業の終了とする。
SAのとしての活動

京都造形美術大学･通信教育部よりスクーリングアシスタントを依頼され，同大学芸術環

を通じた他大学との 境演習－「津軽の芸術と文化」受講生(23名）をテーマに岩木山神社及びお山参詣ツアーの
連携
TAとしての活動を
通じた能力の育成

案内役と津軽の文化の紹介をし，教育活動に貢献した。
TAは，「養護活動基礎実習」の授業で，ストレートマスターの2年生が行っている。単な
る実習補助という活動のみならず，デモンストレーションや実習の徹底を図るための指導
補助において，学生の立場に立って補助活動ができ，大きな教育効果がもたらされている。
そして，ＴＡ自身も，ＴＡ活動を通じて，自己の学習の学び直しをすることで，さらな
る学習課題の発見にもつながっている。授業の最後に設けたＴＡの「授業補助をしての感
想」のコメントでは，ＴＡ自身の成長が大いに見られる。

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
本研究科では専門性と特質を地域に向けて発表する機会も増えている。また，指導教員による研究
に対する個別指導，中間発表会の開催，教育活動演習を受講することにより，研究指導，学位論文に
係る指導の体制が整備され，適切な計画に基づいて指導が行われていると判断する。
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観点５－６－①：

基準５

学位授与方針が明確に定められているか。

【観点に係る状況】
修了時の到達目標として次の３つを掲げ，これらを学位授与方針としている。○教育一般及び教科・
専門分野に関する発展的・専門的能力を修得している。○教育・臨床プロフェッショナルとしての発
展的実践力を習得している。○自ら課題を発見する能力，および自らの課題に自律的，協働的に取り
組む能力を修得している。これらの内容は，学部ウェブサイトに掲載され，学生への周知が図られて
いる（資料５－６－①－１）。
資料５－６－①－１

研究科・専攻の学位授与方針

教育学部ウェブサイト
平成 24 年度教育学研究科『履修案内』

【分析結果とその根拠理由】
教育学研究科の目的に則り，明確に定められている。

観点５－６－②：

成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従っ

て、成績評価、単位認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
成績評価基準は「弘前大学大学院学則」の規定に基づき，「大学院教育学研究科規程」で定めら
れている。これらは大学院生全員に配布され，ガイダンス・履修案内によって周知されている。単
位の認定は，試験または研究報告書等により，授業担当教員が学期末または学年末，あるいはその
他の適当な時期に行い，秀（90 点以上），優（80 点以上），良（70～79 点），可（60～69 点），
不可（59 点以下）の５段階評価に基づき，可以上を合格とする。これらの基準・方法に従って成績
評価・単位認定が実施されている（資料５－６－②－１）。
資料５－６－②－１

成績評価の基準・方法

平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）『履修案内』研究科規程 15 条 P15（基準）
教育学部ウェブサイト（方法）

修了認定については，所定の年限以上在籍し，所定の単位（30 単位）を修得し，かつ必要な研
究指導を受けた上，学位論文の審査及び最終試験に合格することとされている。
以上のことから，成績評価基準が組織として策定され，学生に周知されており，その基準に従っ
て，成績評価，単位認定が適切に実施されていると判断する（資料５－６－②－２）。
資料５－６－②－２

成績評価の基準・方法

平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）『履修案内』に明記
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基準５

【分析結果とその根拠理由】
以上のように，成績評価基準及び修了認定基準は組織として策定され，学生に周知されている。

観点５－６－③：

成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられている

か。
【観点に係る状況】
本研究科では，成績評価の客観性と厳格性を担保するために，組織として研究科運営委員の厚
生補導担当教員を成績苦情担当として 3 人配置している。
これらの手続きに対してはガイダンス時に周知徹底しており，いつでも対応できる体制にある。
また，教務担当の事務職員も成績評価の窓口になっている。こうした取り組みの結果，成績評価
をめぐるトラブルはこれまで起きていない。
【分析結果とその根拠理由】
上記のように，組織的に学生からの申し立てに対応できる体制がとられており，大学院が発足
してこれまで評価に対しての問題はおきていない。
以上のことから，成績評価等の客観性，厳格性を担保するための組織的な措置が講じられてい
ると判断する。

観点５－６－④：

専門職学位課程を除く大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論

文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体
制の下で、修了認定が適切に実施されているか。
また、専門職学位課程においては、学位授与方針に従って、修了認定基準が組
織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、修了認定が適切
に実施されているか。
【観点に係る状況】
本研究科では教育学研究科規程の他,学位論文の審査及び最終試験の実施に関する内規が定め
られ,それに基づいて,主査１名、副査２名の教員を審査委員として選出し,審査が行われている。
２年次には各専修ごと修士論文（実技も含む）中間構想発表会を義務付けている。最終の修士論
文発表は公開形式で学位論文最終発表会として厳正な審査が行われる。組織的には研究科運営委
員会の議を経た後，研究科委員会の最終的な承認を得るダブルチェック体制をとっている（資料
５－６－④－１）（資料５－６－④－２）。
資料５－６－④－１

学位論文に係る評価基準及び審査手続き等

平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）『履修案内』に明記
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資料５－６－④－２

基準５

学生への周知

平成 25 年度弘前大学大学院教育学研究科（修士課程）『履修案内』に明記

【分析結果とその根拠理由】
学位論文の審査は，選出された主査１名，副査２名により厳格に選出し審査及び最終試験が行
われている。
以上のことから，学位授与方針に従って，学位論文に係る評価基準が組織として策定され，学
生に周知されており，適切な審査体制の下で，修了認定が適切に実施されていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
〈学士課程〉
① 専門力の充実と実践力の強化，ならびに両者の融合に基づく教育プロフェッショナルの養成とい
う明確な教育目標を掲げ，その実現のために，教育課程を，教養科目，共通（学部・課程）科目，
専門性基礎科目，専門性発展科目の４つの構成とした。さらに教員養成課程（学校教育教員養成
課程・養護教諭養成課程）においては，教育学部の目的に照らして自己形成科目群，学校臨床科
目群，教員発展科目群の３科目群を設定し，それにふさわしい授業科目群を配置して，体系的で
きめこまかな教育課程を編成した。
② 教員養成課程における４年間を通じた手厚い教育実習のカリキュラム設定（１年次の教職入門，
２年次の学校生活体験実習，
３年次の Tuesday 実習，４年次の研究教育実習及びサポーター実習），
生涯教育課程における多様な実技・実習科目や地域と連携したフィールドワーク科目の設置，そ
して，学部全体を通した教育プロフェッショナル（教員・職業人）としての実践的指導力の向上
及び職業的自立に役立つ実習・演習科目を充実するなど，教育学部の目的にふさわしい，高い水
準の独創的な科目群が設定され，充実した教育体系となっている。また，実習先への学生の派遣
にあたっては，教育現場からの要望に考慮した調整を行うなど，きめこまかな対応を行っている。
③ 入学時や年度当初に，組織的でかつ丁寧な科目履修ガイダンスを行い，学習案内・学部案内を作
成し，履修モデルを示すなど，きめの細かな履修指導を実施している。また高校理科での未習科
目のある者については，21 世紀教育科目（教養教育科目）で履修指定を行うなど，基礎学力不足
の学生に対する対応にも配慮を行っている。
④ 授業内容，授業の流れ，評価方法，評価基準などに十分配慮した，充実したシラバスを作成し，
学生の主体的な学習をうながす措置をとっている。各授業科目は半期 16 週を確保し，月 1 回は土
曜日も振り替え授業を行ったり，学生の自学・自習時間確保のために，各学期 30 単位を上限とし，
履修登録にあたっては指導教員や教務担当の事務職員が丁寧な履修アドバイスを行う体制をとる
など，単位の実質化のための配慮を行っている。さらに，成績評価に関しては，各教員が成績を
提出する際，
「成績採点結果報告書」を添付するなど，成績評価の客観性・厳格性を担保する組織
的な措置がとられている。
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基準５

〈大学院課程〉
① 高度な「専門力」と「実践力」を兼ね備えた教育・臨床プロフェッショナルの養成という明確な
教育目標を掲げ，その実現のために，研究科の共通必修科目として，教育実践研究Ⅰ・Ⅱ，教育
活動演習というフィールド型の授業を設けて実践力の強化をはかる一方，各教員の研究活動を反
映させた専門科目や，課題研究への取り組みを通して，自ら課題を発見し，自律的に課題に取り
組む能力と研究能力を身につけることができるよう，カリキュラムを構築している。また，実技
系の芸術（音楽・美術）分野では，より専門性を生かし，大学内の展示施設などでの実技発表を
課し評価を行うとともに，優れた修了生に対しては，県内の音楽ホール・画廊などでの展示会・
発表会を企画し，市民に向け発表して成果を上げている。
② 臨床心理士等，臨床職資格獲得に向けたカリキュラムを用意している。また，多様な人材に幅広
く就学の機会を提供するために，長期履修制度，教育職員免許取得プログラムなどの制度を設け
ている。
③ 小人数教育による丁寧な教育研究指導を行っている。また，わかりやすく，充実したシラバスを
作成し，学生が主体的な勉学を進めていけるように配慮を行っている。

【改善を要する点】
〈学士課程〉
① 一部の科目に関して，大人数での授業が見られること。
〈大学院課程〉
①長期履修制度や教育職員免許取得プログラムについて，なおいっそうの周知徹底の努力が必要であ
ること。
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基準６ 学習成果
（１）観点ごとの分析
観点６－１－①： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、
単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文
等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。
【観点に係る状況】
《学士課程》
各学年において，単位修得率は 90％以上と高く，一方留年率はほぼ３％前後，休学率と退学率はほぼ１％程度
と，いずれも低い水準で推移している（資料６－１－①－１）
。
資料６－１－①－１：単位修得率，留年率，休学率，退学率の状況
区

分

平成 20 年度

単位修得率

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

90.71

96.50

90.71

90.50

留年率

3.31

2.49

2.55

2.97

休学率

0.00

1.53

1.08

1.39

退学率

0.47

1.05

0.59

1.29

（出典：全学共通データ）
卒業時において，卒業率は修業年限以内では 90％前後であるが,最終的には 100％に近い学生が卒業している
（資料６－１－①－２）
。また教員免許取得率も高い値を示している（資料６－１－①－３）
。さらに音楽の全国
大会で 1 位なしの２位受賞の実績がある（資料６－１－①－４）
。
資料６－１－①－２：卒業率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

標準修業年限内

90.66

93.05

89.88

88.58

標準修業年限内×１．５

96.33

94.84

96.89

98.07

（出典：全学共通データ）
資料６－１－①－３：資格取得率の状況
区

分

平成 20 年度

教員免許取得

平成 21 年度

100.00

平成 22 年度

100.00

平成 23 年度

100.00

100.00

（出典：全学共通データ）
資料６－１－①－４：学部学生の受賞状況
受賞年度

賞の名称

学会等名称

受賞内容

20 年度

2008 年度 第 18 回 日本クラシ

一般社団法人：日本クラシック

木管楽器（オーボエ）の全国的レベルのソ

ック音楽コンクール全国大会 木

音楽協会（主催）

ロ・コンクールにおいて 1 位なしの第 2 位
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を受賞。

（1 位なし）

（出典：学部教員からの情報）
《大学院課程》
学士課程に比べ，特に最近，留年率と休学率が若干高く，修了率が低くなっているが，一時的なものかもしれ
ないので今後も注視する必要がある。一方，単位修得率と教員免許取得率は学士課程と同様，非常に高レベルを
示している。受賞についても５年間で４件あった（資料６－１－①－５～８）
。
資料６－１－①－５：単位修得率，留年率，休学率，退学率の状況
区

分

平成 20 年度

単位修得率

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

99.52

98.39

98.74

98.15

留年率

5.26

5.41

7.69

7.69

休学率

2.63

1.35

3.08

4.62

退学率

0.00

6.76

4.62

4.62

（出典：全学共通データ）
資料６－１－①－６：修了率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

標準修業年限内

92.11

94.29

85.29

70.97

標準修業年限内×１．５

90.91

94.59

91.67

83.33

（出典：全学共通データ）
資料６－１－①－７：資格取得率の状況
区

分

平成 20 年度

教員免許取得

平成 21 年度

100.00

平成 22 年度

100.00

平成 23 年度

100.00

100.00

（出典：全学共通データ）
資料６－１－①－８：大学院学生の受賞状況
受賞年度

賞の名称

学会等名称

20 年度

ゴールドポスター賞

材料技術研究討論会

21 年度

優秀ポスター賞

色材協会研究発表会

23 年度

東北理科教育賞 学生研究奨励賞

日本理科教育学会東北支部

23 年度

グッドデザイン賞

公益財団法人 日本デザイン振

受賞内容
優れた研究成果をわかりやすくポスター
にまとめて発表した。
優れた研究成果をわかりやすくポスター
にまとめて発表した。
優れた研究成果を本学会において発表し
た。
日本酒ボトルデザイン開発と商品化。

興会

（出典：学部教員からの情報）
【分析結果とその根拠理由】
学士課程と修士課程を合わせると，単位取得率は 90％を越えて高率を維持し，留年率，休学率，退学率は一
部を除き低水準で推移している。
卒業率および修了率については，
標準修業年限の 1.5 倍まで延長してみると，
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ほぼ９割以上となっている。教員免許取得率についても非常に高い率となっている。また受賞の件数は５年間
で５件にのぼった。
以上のことから，各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について，
単位修得，進級，卒業（修了）の状況，資格取得の状況，受賞の状況等から判断して，学習成果が上がってい
ると判断する。

観点６－１－②： 学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
《学士課程》
平成 24 年３月卒業学生に対して，卒業時に実施したアンケートによると（回答数 212 名）
，教育内容に全体と
して「１．満足している」または「２．どちらかといえば満足している」と答えた者は 90％を越え,学習や研究
が「１．やりやすかった」または「２．どちらかといえばやりやすかった」と答えた者も 75％に達している。
一方,「３．どちらかといえばやりにくかった」が 25％いたが，これは校舎改修によることが考えられる。こ
のことは，改修終了後の経過により検証されるであろう。また，学生生活によって自分が「１．大きくよい方

に変わった」と「２．少しよい方に変わった」を合計するとほぼ全員に近かった。さらに，学生生活で充実
していた面をたずねたところ、
「１．カリキュラム」
，
「２．課外活動」
「３．研究室・ゼミの活動」という広い意
味での大学内での学習活動に関する回答の全回答者数に対する割合が，上位３位を占めていた（資料６－１－②
－１）
。
資料６－１－②－１：平成 24 年３月卒業学生に対するアンケート
アンケート調査結果（在学生）
教育内容に全体として満足してますか。

％
１．満足している

37.3

２．どちらかといえば満足している

55.7

３．どちらかといえば満足していない

学習や研究はやりやすかったですか。

6.1

４．満足していない

0.9

１．やりやすかった

29.5

２．どちらかといえばやりやすかった

44.6

３．どちらかといえばやりくにかった

25.2

４．やりにくかった
１．大きくよい方に変わった

0.8
64.2

学生生活によって自分がよい方向に変わったと思いますか。 ２．少しよい方に変わった

33.6

３．あまり変わらなかった

1.4

４．まったく変わらなかった

0.9

１．カリキュラム

36.8

学生生活のどの面が充実していたと思いますか。

２．課外活動

35.8

当てはまるものに○をつけて下さい（いくつでもよい）。

３．研究室・ゼミ室の活動

61.3

４．キャリア教育

2.4

５．インターンシップ

0.9

６．ボランティア活動

10.4

７．海外留学
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８．アルバイト

34.0

９．その他

10.9

（出典：平成２３年度卒業生アンケート調査）
《大学院課程》
平成 24 年３月修了学生に対して，修了時に実施したアンケートによると（回答数 21 名）
，研究科で受けた教育・
研究について全体として，全員が「１．満足している」または「２．どちらかといえば満足している」と答えて
いた。また，自分自身の勉学・研究について，カリキュラムについて，教員の指導・教え方についても、
「１．満
足している」または「２．どちらかといえば満足している」の回答が 80％あるいは 90％に達していた。さらに学
習目標の達成についても，90％以上が「１．達成できた」または「２．どちらかといえば達成できた」と回答し
ていた（資料６－１－②－２）
。
資料６－１－②－２：平成 24 年３月修了学生に対するアンケート
アンケート調査結果（在学生）

％
１．満足している

76.2

教育学研究科で受けた教育・研究について，全体として満足

２．どちらかといえば満足している

23.8

してますか。

３．どちらかといえば満足していない
４．満足していない

0.0
0.0

１．満足している

61.9

あなた自身の大学院での勉学・研究について，全体として満

２．どちらかといえば満足している

19.0

足していますか。

３．どちらかといえば満足していない

19.0

４．満足していない

0.0

１．満足している

61.9

本研究科のカリキュラムについて，
全体として満足してます

２．どちらかといえば満足している

28.6

か。

３．どちらかといえば満足していない
４．満足していない
１．満足している

教員の指導・教え方について，全体として満足してますか。 ２．どちらかといえば満足している

4.8
4.8
71.4
23.8

３．どちらかといえば満足していない

4.8

４．満足していない

0.0

１．達成できた

52.4

本研究科での学習目標は，
全体として達成できたと考えてい

２．どちらかといえば達成できた

38.1

ますか。

３．どちらかといえば達成できなかった

9.5

４．達成できなかった

0.0

（出典：平成２３年度修了生アンケート調査）
【分析結果とその根拠理由】
平成 23 年度学部卒業時および大学院修了時に行ったアンケート調査の結果は，学習に対する満足度が高く，
学習目標が達成され，目指す方向への変化が見られたことを示している。
以上のことから，学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して，学習成果が上
がっていると判断する。
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観点６－２－①： 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上が
っているか。
【観点に係る状況】
《学士課程》
学部卒業生の進路状況は，各年度，進学率は 10％に近く，就職率は 80％に近い。これらを合わせると 90％に
近くなる。また，就職希望者の就職率は 90％を実質的に超えている（資料６－２－①－１）
。
資料６－２－①－１： 進学率，就職率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

進学率

8.50

8.43

9.02

9.96

就職率

78.95

75.86

77.05

75.10

就職希望者の就職率

94.20

94.74

93.07

98.37

（出典：全学共通データ）
卒業生は，約６割が教員，公務員，医療・福祉関係の対人的職業に進んでいる（資料６－２－①－２）
。
資料６－２－①－２：主な進学先・就職先（平成 23 年度）

就職先（業種）をお知らせください

％

１．教員

44.5

２．公務員

10.0

３．医療・福祉関係

3.3

４．大学院進学

9.0

５．農林漁業

0.1

６．その他

33.2

（出典：平成２３年度卒業生アンケート調査）
平成 24 年度５月に教育学部教員に対し，卒業生の社会での活躍が確認できる資料の提出を求めたところ，下記
のように多様な方面で活躍を示す新聞や雑誌等の記事が存在することがわかった（資料６－２－①－３）
。
資料６－２－①－３：卒業生の社会での活躍が確認できる資料
斉藤紀行

NIE 教育の実践

東奥日報

2011

ボクラの住み良いまち

広報みさわ

2011

野澤美絵

健康相談活動における学級担任との連携について

雑誌「健」

2009

山口太一

石巻子ども新聞を使った授業

北海道新聞

2012

同

（出典： 平成２４年度大学教員向けアンケート調査）
《大学院課程》
修士課程修了生の進路状況は，各年度，進学率は５％前後である。就職率は 50％前後であるが，就職希望者の
就職率を見ると 90％を超えており，100％の年度もあった。さらに修了生の社会での活躍が確認できる資料も６
件見られた（資料６－２－①－４と５）
。
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資料６－２－①－４： 進学率，就職率の状況（修士課程・博士前期課程）
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

進学率

2.78

5.88

3.45

4.17

就職率

58.33

38.24

48.28

58.33

就職希望者の就職率

95.45

92.86

100.00

93.33

（出典：全学共通データ）
資料６－２－①－５：修了生の社会での活躍が確認できる資料
猿渡智衛

畔柳昌平
新谷ますみ
森 菜穂子
赤木光子
濱端美奈子

八甲だより「子供を守れ！」
読売新聞青森版
猿渡さんの連載コラム 「がんばれ！地域子ども教室」第１～６回
青森県子どもの居場所づくり情報誌 ふらっとイン １～６号
横浜市公立学校 平成 23 年度実施 教員採用案内
「子どもの発達と生活の現実への支援」 第５回日本教育保健学会 シンポジウム１
養護教諭の仕事 ―子どもに保健の自治能力を育てる委員会活動―」
第５回日本教育保健学会 シンポジウム２
歯と口の健康つくり（青森県立青森高等学校，健康優良学校推進校の実践） 平成 20 年度
青森県学校保健・学校安全・学校給食研究大会 第１分科会
「養護教諭の実践をふりかえって―見えてくるもの―」
第 17 回学術集会 シンポジウム

2005（12/4）
2005
2010
2008
2008
2008

日本養護教諭教育学会
2009

（出典： 平成２４年度大学教員向けアンケート調査等）
【分析結果とその根拠理由】
学部卒業生の就職希望者の就職率は，過去５年間いずれも 90％台前半で推移してきたが，平成 23 年度は 98％
強と近年になく高い率を達成した。修士課程修了生についても平成 22 年度は 100％に達した。
特に，学部卒業生の教職系については，希望者のほとんどが正規，臨時の別はあるが採用されるに至っている。
これは，同年度から２名の学校現場の経験豊富な元学校長を教職アドバイザーとして常駐する教職支援室を開設
したことの効果が表れたものと思われる。ガイダンス・講話，採用試験対応講座，個別相談・助言などきめ細か
な指導を提供している。
また 22 年度から 23 年度にかけて，各種の公務員に比較的多くが合格し採用されている。これは地方自治体に
おいていわゆる団塊世代の退職者が一定数あり，採用枠の多少の拡大によるところが大きいと見られる。学生自
身も，学外で有料講座を受講するなど努力している結果が表れているといえよう。
卒業および修了後に社会で活躍していることが確認できる資料は，学部卒業生と大学院修了生を合わせると 11
件にのぼっている。
以上のことから，就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して，学習成果が上がっ
ていると判断する。

観点６－２－②： 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
《学士課程》
本学では，平成 17 年度を始めに以降隔年おきで，弘前大学卒業生に対するアンケート調査及び企業等に対する
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アンケート調査を実施している。
平成 23 年度に実施した調査結果について，就職活動への支援が「１．十分だった」または「２．どちらかといえば
十分だった」という回答がほぼ 80％であり，進路の満足度についても「１．満足している」または「２．どちらかとい
えば満足している」の回答が 85％と高い割合を示した （資料６－２－②－１）
。

資料６－２－②－１：卒業生についての意見聴取の結果
就職活動への支援は十分でしたか。

進路については満足していますか。

％

１．十分だった

31.3

２．どちらかといえば十分だった

48.3

３．どちらかといえば不十分だった

17.1

４．不十分だった

3.3

１．満足している

52.1

２．どちらかといえば満足している

33.1

３．どちらかといえば満足していない

6.6

４．満足していない

8.1

（出典：平成２３年度卒業生アンケート調査）
また，本学卒業生を採用している企業等について，平成 24 年度に実施した調査結果によると，多方面で高い評
価を得ていることが明らかになった（資料６－２－②－２）
。
資料６－２－②－２：就職先や進学先等の関係者への意見聴取の結果
平成 24 年度５月に弘前大学教育学部教員に対して実施したアンケート調査の結果によれば，これまで川崎市学校教員他教職，岩手県
警，青森少年院，生協，郵便局，地方公務員（青森県上級）
，などに就職した卒業生の評価を，指導した教育学部教員に尋ねたところ，
回答があったすべてのケースにおいて，
「よい」あるいは「とてもよい」の評価を得ていた。

（出典： 平成２４年度大学教員向けアンケート調査）
これら調査以外にも，学部独自に就職先等へ直接意見聴取を行い，同様に多方面で高い評価を得ている
（資料６－２－②－３）
。
資料６－２－②－３：就職先や進学先等の関係者への意見聴取の結果
１）学校教員
教職に関しては，青森，岩手，秋田の北東北３県の公立学校教員の採用枠はここ数年きわめて規模が縮小しており，競争倍率はい
ずれの学校種においても 10 倍から 20 倍と高止まりしている。
そういう中で，徐々に本命の地元から大量採用傾向が持続している首都圏の自治体に新卒採用される学生が増加している。
一例として，毎年採用者が続いている政令指定都市の川崎市教育委員会の採用人事担当者から意見聴取した。
小学校教諭の採用選考と採用後の新任研修に携わっている方の話として，弘前大学教育学部からは毎年優秀な学生さんに受験して
もらい，採用しているが，現場の校長の評価も極めて高い，とのことである。同期生の中でも模範として推奨される例も少なくない
（23 年９月川崎市教育委員会教職員課および市立小学校１校訪問時）
。
首都圏では小学校を中心として大量採用が続き，新採用教員の中には能力適性の面で問題を抱える者が散見されるが，弘前大学出
身者にはこれに該当する者に関して，この数年，各自治体担当者と情報交換する中で指摘を受けたことはない。
一方，本学部出身者の７～８割を占める北海道，北東北地域の採用が厳しい状況の中で，いわゆる臨時講師として教壇に立つ者も
少なくない。これら講師経験者の中にはもともと優秀でありながら高倍率に阻まれて正教員になるまで数年から多ければ 10 年を経て
合格する例が多い。学校現場では，本学出身者が，これら臨時教員として実践的指導力を磨き上げ高く評価されている者が多いと言
われる（23 年３月下北教育事務所など訪問時）
。
また，そうした評価は各県の私立学校からもしばしば耳にすることが多い。特に青森県内の複数の私立高校からは，コンスタント
に毎年教員採用されている。
一例として過去数年間で４名の本学部出身学生を採用した学校では，中学生，高校生との年齢が近い若手教員が，生徒集団と教員
集団全体の距離感を縮める潤滑油の役割を果たしてくれているという。しかも，個性的でありつつ人格的には生徒の敬意の対象とな
っており，私立学校の校風にも速やかにとけ込むことができ，また進学コースを中心とする学習指導における受験指導能力も十分備
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えている，と総合的にも高い評価を得ている（24 年５月青森市内私立高校訪問時）
。
２）一般公務員等
生涯教育課程を中心として県庁，市役所，町村役場の職員，また道県の警察職員に採用となる学生が少なくない。教育学をベース
としながらも，住民への行政サービス，まちづくりに関連する諸施策などにおいて，一般公務員として活躍している状況が見られる。
一，二例を挙げると，生涯教育課程地域生活専攻出身学生で地元の町教育委員会に配属され，社会教育部門で，成人・高齢者の町
民講座を担当，大学時代の学びがストレートに活かされている（23 年３月野辺地町中央公民館訪問時）
。
また，中学校社会科専修で卒業したが，出身県の警察官に採用された学生は，同県警察学校を同期生中首席で卒業し，訪問した際，
上司からの評価は最大級の賞賛であった。人間的にも住民の安全安心を守る公僕としても，強い意志，広い視野と教養，行動力とも
申し分ないとのことであった（23 年６月岩手県警派出所訪問時）
。
３）一般企業
本学部の場合，県内外の企業に就職する学生は専門との関連性は大きくないものの，同僚，上司，後輩など社内の人間関係，顧客
や取引先とのコミュニケーションという意味で，教育学部における学習は確実に役に立っているように思われる。
本学部卒業生を何年か連続採用している学生就職情報提供企業の担当者によると，大学時代の専門に加えて部活動など打ち込んだ
経験（実例では弓道部，放送アナウンス系同好会）が，顧客へのプレゼンテーション能力として発揮される例が多いということであ
った（23 年１０月担当者本学訪問時）
。

（出典：教育学部前就職支援委員長報告）
《大学院課程》
平成 23 年度に実施した調査結果について，就職活動への支援について「１．満足している」または「２．どちらか
といえば満足している」という回答は合わせて 95％に達している（資料６－２－②－４）
。

資料６－２－②－４：修了生についての意見聴取の結果
就職活動の支援について，全体として満足していますか。

％

１．満足している

40.0

２．どちらかといえば満足している

55.0

３．どちらかといえば満足していない

5.0

４．満足していない

0.0

（出典：平成２３年度修了生アンケート調査）

【分析結果とその根拠理由】
学部，大学院とも就職活動への支援に対する満足度は高く，学部生では進路についても高い割合で満足して
いた。また，教育学部教員からの情報収集や就職先等からの直接の意見聴取の結果，多様な進路先で高い評価
を得ていることがわかった。
以上のことから，卒業（修了）生や，就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して，学習成果が上
がっていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① 単位修得率や卒業率が 90％を超えていること。
② 学習への満足感が高く，学習の成果が上がっていると感じていること。
③ 就職率が 90％を大きく超えていること。
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④ 卒業生や修了生が社会の様々な方面で活躍している具体的資料が見られること。
⑤ 就職活動への支援に対する満足度が高いこと。
⑥ 就職先等からの意見聴取がなされており，多様な進路先で高い評価を得ていること。
【改善を要する点】
① 就職支援において，一般企業については，本学部学生の場合，率直なところ，就職活動への取組みが時期的
に遅れをとっており，かつ企業と自己の適性等とのミスマッチのケースが少なくないとの指摘がある。
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基準７ 施設・設備及び学生支援
（１）観点ごとの分析
観点７－１－④： 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。
【観点に係る状況】
自主的学習が利用できる研究室・演習室・学習室 45 室，実習室２室，資料室 10 室，実験室８室，制作室 10
室，実技室９室（合計 84 室）
，ラウンジ１室が整備されおり，パソコン・プリンタなど基本設備はもとよりそれ
ぞれの専門に関連する基本的な設備が配置されている。また，多くが利用可能時間に制限が設けられておらず，
日中常時５～６名の学生で利用されている状況にある。
学生からの要望に対応し，学生が自主的学習に利用できる学生ラウンジの設備，音楽・美術等の実技関連施設・
設備，実験室設備の充実等を図った（資料７－１－④－１）
。
資料７－１－④－１ 学生のニーズ及び対応状況
学部・研究科
教育学部・
教育学研究科

室名
研究室・演習室・
学習室（45 室）
実習室（2 室）
資料室（10 室）

実験室（8 室）
制作室（10 室）
実技室（9 室）
ラウンジ

設備等
机，椅子，テーブル，パソコン，プリンター，ホワ
イトボード，扇風機，ストーブ等
実験台，椅子等
テーブル，椅子，ホワイトボード，コピー機，パソ
コン，プリンター，テレビ，書架，扇風機，ストー
ブ等
テーブル，机，椅子，パソコン，プリンター，顕微
鏡等
作業台，工作テーブル，椅子，工作機械，工具等
アップライトピアノ，ピアノ用椅子等
長机，椅子，コピー機，自動販売機，掲示板，無線
ＬＡＮ等

利用可能時間
24 時間利用可能
24 時間利用可能
24 時間利用可能

利用状況
各専攻専修の学生
が利用
履修学生が利用
各専攻専修の学生
が利用

24 時間利用可能

履修学生が利用

24 時間利用可能
24 時間利用可能
24 時間利用可能

履修学生が利用
履修学生が利用
学部学生・大学院
生が利用

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
教育学部所属の学生は 1,009 名であり，これに対し合計 84 室の自主的学習に利用できる施設・設備が整備され
ている。
また，
学生所属の 15 講座においてそれぞれの専門にマッチした自主的学習に利用可能な研究室，
演習室，
資料室，実験室，制作室が整備されており，利用可能時間に制限は少なく，日中常時５～６名の学生が使用して
いる。さらに，教育学部の特徴である音楽・美術系の学生への自主的学習施設・設備が充実しており，学生のニ
ーズが取り入れられた整備が図られている。
以上のことから，自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されていると判断する。

観点７－２－①： 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
入学時，コース・ゼミナール選択時および教育実習時などに，ガイダンスを実施している。その際，学生便覧，
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学部学習案内，コース・ゼミナール選択の手引き，教育実習手引き等，必要な冊子を配布している。また，この
他必要に応じて集中授業や専門科目実習の授業ガイダンスが履修希望者を対象に適宜行われている（資料７－２
－①－１）
。
資料７－２－①－１：ガイダンスの実施状況（学部）
ガイダンスの種類
新入生ガイダンス

対象学生
新入生

参加状況

実施内容

全員

履修案内，履修手続き，学部・課程の構成，カリキュラム構成
の説明，履修相談等，クラスアワーの実施

コース所属ガイダンス

１年生

ゼミナール所属ガイダンス

１年生

教育実習ガイダンス

２年生

学校教育教員

選択手続き，コースの特性，カリキュラムの構成，取得可能な

養成課程全員

免許の説明，小中学校退職校長による教員のキャリア教育

生涯教育課程

選択手続き，専門分野，カリキュラム構成の説明

全員
教員免許取得

３年次附属学校教育実習の説明

希望者全員
教育実習ガイダンス

３年生

教員免許取得

４年次協力校教育実習の説明

希望者全員

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
入学時と本研究科の特色である共通科目の履修開始前に，履修に関する詳細な説明のためのガイダンスを実施し
ている（資料７－２－①－２）
。
資料７－２－①－２：ガイダンスの実施状況（研究科）
ガイダンスの種類

対象学生

参加者数

新入生ガイダンス

新入生

35 名

共通科目ガイダンス

１年生

31 名

実施内容
履修案内，履修手続き，学部・課程の構成，カリキュラム構成の説
明，履修相談，専修個別ガイダンス等
履修手続，カリキュラム構成，科目内容の説明

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
新入生ガイダンスに関してアンケート実施したところ，
「理解できた」および「普通」と答えた学生は約 86％
である。また，在学生による個別ブースを設けた質問コーナーでは，80％以上が役に立ったと回答し，17％以上が
「普通」であったと回答している。

【分析結果とその根拠理由】
授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスは，入学時を重点的に２年次以降も適切な時期に実施されてい
る。 新入生ガイダンスに関するアンケート結果は，
「理解できた」および「普通」と答えた学生は約 86％であ
る。また，在学生による個別ブースを設けた質問コーナーでは，80％以上が役に立ったと回答し，17％以上が「普
通」であったと回答している。
以上のことから，授業科目，専門，専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されていると判断する。
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観点７－２－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行
われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのでき
る状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。
【観点に係る状況】
学習支援に関する学生のニーズ把握の取り組みは，
日常的にはオフィスアワー，
クラスアワーで行われている。
さらに半期に１～２回，教職員の代表と学生の代表との間で，学生・教職員連絡協議会を開催し意見交換をして
いる。
学修相談，助言，支援の取り組みは，入学時に履修相談の時間を設け，教員と在学生が協力してスムーズな導
入を図っている。そして，１年生は基礎ゼミナール，１～４年生にはオフィスアワー，クラスアワーを開設し，
個別および専門に関連する小集団ごとに学習支援にあたっている。また，各学期初めの履修登録の際には，全学
生が指導教員に履修登録科目と単位修得状況の確認を行っている。さらに，教員を目指す学生が抱える教職に関
する種々の課題や問題についてサポートする教職支援室を設置し常時対応するとともに，教育実習実施時には身
体的・精神的不安に関するアンケートを行い，希望により個人のニーズに沿った支援をしている（資料７－２－
②－１）
。
資料７－２－②－１：学習支援の実施状況
学習支援の取組

実施状況

オフィスアワー

全教員が実施

クラスアワー

クラス担任が担当

電子メールによる相談

全教員が実施

備

考

大学ウェブサイトに掲載しているシラバスに，全学共通に「オフィス
アワー」の項目を設定し，開設日時を掲載し周知している。
クラスアワーの実施により，定期的に学生への指導・助言をするとと
もに学生のニーズ等を聴取している。
大学ウェブサイトに掲載しているシラバスに，全学共通に「オフィス
アワー」の項目を設定し，メールアドレスを掲載し周知している。

履修登録確認

全指導教員が実施

各学期はじめに履修登録科目と単位取得状況を確認し，適宜アドバイ
スを行う。
（履修登録科目の上限も確認している。
）

特別面談

主として臨床心理分野専門教員

クラス担任・指導教員だけでは支援が困難で，特別な支援が必要とさ
れる学生について心理学・医学・特別支援等の専門知識のある教員を
中心に面談を実施している。

履修相談

学務委員および協力学生

入学時に２日間，専門・専攻ごとにブースを設け実施している。

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール担当教員

基礎ゼミナールでは，専門科目への速やかな導入のための手ほどきを
するとともに，教員と学生のコミュニケ―ションの場としても活用
し，学習や学生生活上の諸問題について話し合い場にしている。

教職支援室の設置

教職支援室所属教員

小・中校長経験者を専任スタッフとして配置し，教職に関する種々の
相談に対応している。

アンケート調査

教育実習担当教員

「教職入門」
，
「学校体験実習」
，
「Tuesday 実習」
，
「教育実習」
，
「研究
教育実習」
，
「学校サポーター実習」の事前指導時にアンケートを実施
し，何らかの問題が申告された場合には個別対応している。
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学生・教職員連絡協議会の

学部長，事務長，学務委員長，副

教職員と学生，それぞれの要望を出し合い，学習および学生生活環境

実施

学務委員長，関係事務員，各課

の向上をめざしている。

程・専攻のクラス代表者で実施

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
本学部では，平成 23 年度に試験的に単位修得不足の学生について調査を実施，その後分析を行った結果，学修上
特別な支援が必要な学生が２～４年生に 15 名程存在することが明らかとなり，
その原因は多岐にわたった。
そこで，
平成 23 年度に教務学修支援システムを構築，平成 24 年度より導入し実施している。このシステムは，半期の授業
単位取得数が 10 単位未満の学生について教務情報から明らかにし，
クラス担任・指導教員が面接対応するとともに，
必要に応じて心理学・医学・特別支援等の専門知識のある教員による特別面談を実施し，課題や問題への対応をす
るものである。さらに，教員免許取得が卒業要件の学生で，病気や障害等のある特定の原因で教育実習単位の取得
が不可能である場合に教員免許を取得せずに卒業するための特別措置を整備して，特別な支援が必要な学生が安心
して学習を継続できるよう対応をしている（資料７－２－②－２）
。
資料７－２－②－２ 特別な支援が必要な学生等への学習支援の実施状況
人数（平成 24.5.1 現在）

実施状況 ※当該学生に限らず、過去の実績があれば記載

単位修得不足の学生

72 人

クラス担任および指導教員による面接

クラス担任、指導教員では対応で

20 人

心理学・医学・特別支援等の専門知識のある教員による特別面談

０人

教育実習の単位認定に係る特別措置システムの適応

８人

教育実習の履修に何らかの不安を抱えているかのアンケート

きない課題や問題を抱えた学生
教育実習の履修上問題のある学
生
アンケート調査

（出典：教育学部総務グループ作成資料）

【分析結果とその根拠理由】
入学時履修相談，オフィスアワー，クラスアワー及び基礎ゼミナールといった従前から行われていた取組みの
他に，新たに学生・教職員連絡協議会の開催，教務学修支援システムの整備，特別面談の実施，教職支援室の設
置など，学生のニーズや実態に即したニーズの把握やきめ細かな支援がなされている。
特に教務学修支援システムは，他大学でもあまり例がなく，臨床心理，医学，特別支援教育の専門教員が配置
される教育学部独自の取り組みである。教育学部の一つの特色として，多くの学生が小中高校生と実習等を通じ
て関わり合いを持つこととなる。
本システムは，学生がスムーズに実習活動をするための足場を構築するとともに，その際に生ずる可能性があ
る種々の人的障害や事故を未然に含む役割をも果たすものである。
以上のことから，学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され，学習相談，助言，支援が適切に行われて
おり，また，特別な支援を行うことが必要と考えられる学生に対し，そのニーズに即した教育学部独自の学習支
援が適切に行われていると判断する。
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観点７－２－⑤： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種
ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことので
きる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。
【観点に係る状況】
全学的に導入されているクラス担任制，ハラスメントの窓口設置による相談・助言体制のほか，教育学部独自
の取り組みとして，教職支援室の設置による教員就職相談を教育学部学生のみならず，他学部生に向けても門戸
を開いている。また，教務学修支援システムを平成 24 年度から開始し，心理学・医学・特別支援等の専門知識
のある教員による特別面談を実施し，単位修得が順調でない学生について特別な支援をしている（資料７－２－
⑤－１）
。
資料７－２－⑤－１：生活支援の実施状況
生活支援の取組

実施状況

生活

クラス担任制，授業料免除等の経済支援情報の周知

健康

学外実習授業時（１～３年次の各教育実習関連科目を含む）に健康に関するアンケート調査を実施

進路・就職

就職支援委員会による就職ガイダンスの実施と就職状況調査，教職支援室による教員就職相談

各種ハラスメント

ハラスメント窓口の設置

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
留学生に対しては，以前は学部でチューターを配置し，学生生活に係る支援をしてきた。現在は留学生課で対応
している（資料７－２－⑤－２）
。
資料７－２－⑤－２ 特別な支援が必要な学生への生活支援の実施状況
人数（平成 24.5.1 現在）

生活支援の状況 ※当該学生に限らず，過去の実績があれば記載

留学生

１人

障害のある学生

０人

留学生の希望によりチューターを配置。

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
生活・健康面では，クラス担任の対面サポートによる生活支援に関するニーズの把握や指導・助言が行われて
いる。また，他者との協働が重要となる教育実習関連科目を実施する前には，アンケートによる健康状況の把握
がなされ，希望により心理学・医学・特別支援等の専門知識のある教員による特別面談を実施している。一方，
進路・就職，ハラスメントについては組織的な対応が行われており，これらの対応により高い就職率が維持され
るとともに，ハラスメントに関する問題は近年見当たらない。
以上のことから，生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており，相談・助言体制が整備され，ま
た，特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等が適切に行われていると判断する。
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（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① 学生・教職員連絡協議会を設置し，学生のニーズの把握に対して積極的な点。
② 教務学修支援システムにより心理学・医学・特別支援等の専門知識のある教員が特別面談を実施し，単位修
得が順調でない学生について特別な支援をしている点。
③ 教員就職希望学生の要望が強い，教職に関する種々の問題の解決について，教職支援室を設置し相談体制を
整えている点。
【改善を要する点】
① 学生との情報交換の場のさらなる充実。
インターネットにを用いた学生との双方向の情報交換システムの構築が必要。
② 大学院生への学習支援体制。
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基準８ 教育の内部質保証システム
（１）観点ごとの分析
観点８－１－①： 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価
し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機
能しているか。
【観点に係る状況】
本学では，教員の諸活動のデータを一元的に収集・蓄積する「大学情報データベースシステム」を構築して
いる。本システムは，評価室による管理の下，各教員が随時，個々の教育研究活動等の情報を入力し，本学の
教員業績評価に活用されているほか，
研究者総覧として大学ウェブサイトに掲載し研究者情報を公表している。
学士課程のシラバスは，
「サイボウズ・デジエ」を活用し，教員の入力等について全学で一元管理されており，大
学ウェブサイトに掲載し公表している（資料８－１－①－１）
。
資料８－１－①－１：全学的な教育活動データの収集・蓄積状況
大学情報データベースシステム〔学内限定〕 http://www.hirosaki-u.ac.jp/kikaku/hyoka/dbnew.html
研究者総覧 http://hue2.jm.hirosaki-u.ac.jp/index-j.jsp
シラバス http://www.hirosaki-u.ac.jp/syllabus/index.html

学生の履修，成績等のデータは，全学の教務システムにおいて収集・蓄積しており，学務部教務課が管理して
いる。
部局独自には，教育活動のデータ・資料の収集・蓄積を行いつつ，学習成果の検証・評価に取り組んでいる。
これらの自己点検・評価は、学部の教育活動全般については学務委員会が，教員養成カリキュラムについては教
員養成学研究開発センターが，
及び教員養成総合実践演習のような各科目については担当部門がそれぞれ実施し，
教育活動の質の向上や改善に結びつけるための方策立案に取り組み，具体的に改善が図られた事例がある（資料
８－１－①－２，資料８－１－①－３）
。
資料８－１－①－２ 教育活動の状況・学習成果に関するデータ・資料の収集状況
実施年度
23 年度

データ・資料名
教育学部卒業生に対するアンケート

データ収集・

資料・データの収集・蓄積の状況，又はこれら資

蓄積の担当

料・データを活用して作成の報告書等

学務委員会

『平成 23 年度教育学部卒業生に対するアンケー
ト報告書』

毎年度

弘前大学教育学部の教員養成に関す

教員養成学研究開

豊嶋秋彦，平岡恭一，福島裕敏（2009）
「新教員養

るアンケート

発センター

成カリキュラムの効果検証の試み」
『教員養成学
研究』第５号他

毎年度

教員養成総合実践演習に関するアン

教職実践演習部門

ケート

和久秀樹、福島裕敏(2010)「平成 20 年度教員養成
総合実践演習Ⅰ・Ⅱの検証について」
『日本教育大
学協会研究年報』第 28 集他

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
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資料８－１－①－３ 自己点検・評価及び検証の取組
実施年度

自己点検・評価及び検証の取組

実施組織

改善事例

毎年度

弘前大学教育学部の教員養成に関す

教員養成学研究開

自律的発展力の向上と関わる学校サポーター実習

るアンケート

発センター

等についての積極的な履修指導。

23 年度

教育学部卒業生に対するアンケート

学務委員会

特筆すべき改善の指摘無。

毎年度

教員養成総合実践演習に関するアン

教職実践演習部門

授業方法の講義中心・教員主導から演習中心・学

ケート

生主体への改善。

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
全学的には，評価室により教育活動データの収集・蓄積を図るシステムが運用されており，また部局において
は学務委員会，教員養成学研究開発センター，各部門・担当者によるデータ・資料の収集がなされている。
以上のことから，教育の取組状況や学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価し，教育の質の改善・
向上を図るための体制が整備され，機能していると判断する。

観点８－１－②： 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向上に
向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。
【観点に係る状況】
学生からの意見聴取については，全学の教育・学生委員会が行っている「授業方法改善のための学生による
授業評価に関するアンケート」において，学士課程のすべての授業科目（卒業研究，臨地臨床実習を除く。
）に
ついて学生からの満足度等を聴いている。また，大学として４年ごとに学生生活実態調査を行い，授業内容や
学習環境等の満足度について意見を聴いている。
部局の取組として，学務委員会により学生代表との連絡協議会において直接の意見聴取を図るとともに，学
務委員会，教員養成学研究開発センター，あるいは教職実践演習部門等の各授業担当者によるアンケートを通
じて，意見聴取に努めている。これら意見については，学務委員会等において，教育改善に向けての検討を行
い，具体的改善に結びついた事例がある（資料８－１－②－１）
。
資料８－１－②－１ 学生の意見聴取の取組
実施年度

意見聴取の内容

実施体制

改善・向上に結び付けた事例

21 年度～

学生・教職員連絡協議会の設置

学務委員会

ラウンジにおける共同学習スペース設置等の教育
環境の整備。

23 年度

教育学部卒業生に対するアンケート

学務委員会

特筆すべき改善の指摘無。

毎年度

弘前大学教育学部の教員養成に関す

教員養成学研究開

教科の専門性に力点をおいた入試・カリキュラム

るアンケート

発センター

改革等。

教員養成総合実践演習Ⅱ授業評価ア

教職実践演習部門

新たに学級経営に関する内容の創設等。

毎年度

ンケート

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
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教職員に対する意見聴取としては，学部教授会，入試改革委員会やカリキュラム改革委員会等の各種委員会，
あるいは教育実践演習部門等においてなされており，
教育の改善に結びついた事例がある
（資料８－１－②－２）
。
資料８－１－②－２ 教職員の意見聴取の取組
実施年度

意見聴取の内容

実施体制

改善・向上に結びつけた事例

毎年度

学生代表との会合の改善

学部教授会

学生・教職員連絡協議会の設置等。

20 年度

入試改革

入試改革委員会

校種ごとから教科・領域ごとの入試とし，専門力
育成強化を図った。

22 年度
毎年度

カリキュラム改革
総合演習の内容

カリキュラム改革

小学校 発展科目の新設，子どもとカリキュラムの

委員会

１年次実施等の改革をおこなった。

教育実践総合セン

総合演習において教科・領域指導に関する回を導

ター教職実践演習

入した。

部門

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
学生からの意見聴取は，全学的な授業評価アンケート，部局における学生との連絡協議会や学生への各種アン
ケートを通じて，教員に対する意見聴取は，教授会や各種委員会等において行われている。
以上のことから，学生及び教職員の意見の聴取が行われており，教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継
続的に適切な形で活かされていると判断する。

観点８－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か
されているか。
【観点に係る状況】
本学では，２年ごとに，卒業生に対するアンケート調査として，在学時の教育内容の満足度，学生生活の評
価，身につけた知識内容，大学の支援内容等について，また卒業生を採用している企業等について，また卒業
生を採用している企業等に対しては，採用にあたっての重視項目，卒業生の印象，本学の教育に対して期待す
るもの等について調査し，意見を聴いている（資料８－１－③－１）
。
これらアンケート調査の集計結果は，学部へフィードバッグされ，学部ＦＤ委員会において検討され，必要
に応じて担当の部署・講座などに伝えている。
資料８－１－③－１：全学的な学外関係者の意見聴取の取組
弘前大学卒業生に対するアンケート調査結果及び企業等に対するアンケート集計結果の検証について
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/enquete/kensyo.html

部局独自には，青森県教育委員会，弘前市教育委員会，学部同窓会，教育実習受入校との協議会を継続して
実施している。また，卒業生に対して聴き取り調査をおこない，教員養成カリキュラムの効果検証・改善に役
立てている（資料８－１－③－２）
。
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資料８－１－③－２ 学外関係者の意見聴取の取組
実施年度

取組

実施体制

改善・向上に結びつけた事例

毎年度

青森県教育委員会との協議会

教育学部

高大連携キャリア形成支援事業のキャリアサポート実習
による単位化等。

毎年度

弘前市教育委員会との協議会

教育学部

教育改善に活用。現時点では特に改善の指摘無。

毎年度

学部同窓会における卒業生から

教育学部,教育学部同

教育改善に活用。現時点では特に改善の指摘無。

の意見聴取

窓会

教育実習連絡協議会

教育実践総合センタ

４年次学校サポーター実習の実施日等に関する共通理解

ー教育実習部門

形成と柔軟な対応。

教員養成学研究開発

校務分掌についての学習を学校サポーター実習や教員養

センター

成総合実践演習Ⅱにおいて充実。

毎年度

23 年度

卒業生に対する聞き取り調査

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
全学的には，
卒業生及び卒業生を採用している企業等に対して定期的にアンケート調査がなされている。
また，
部局においては，関係教育委員会，同窓会，実習受入校などとの協議会が定期的に開催されている他，卒業生に
対する聴き取り調査も実施されている。またそこでの意見のいくつかは，実際にカリキュラムなどに具体化され
ている。
以上のことから，学外関係者の意見が，教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かさ
れていると判断する。

観点８－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や授業
の改善に結び付いているか。
【観点に係る状況】
教育学部では，ＦＤ委員会が独自のＦＤ活動を企画し，展開している。中でも特徴的な研修として，学務委
員会や入試広報委員会との合同事業として実施していることが挙げられる。学士課程教育の充実のためには，
個々の教員の努力や力量のみならず，組織的な集団として教育環境の整備や力量を高める必要があるとの考え
から，教員と事務職員の合同事業としての研修も取り入れている。
教員は，これらＦＤ活動を通じて教育の質の向上や授業改善に取り組んでいるほか，組織的な取り組みとし
ての研修機会を通じて，教員も事務職員も一体となった教育の質の向上や改善を図る企画運営がなされている
（資料８－２－①－１）
。
授業公開後には検討会を実施し，その成果についてアンケートで点検しており，それによれば授業改善の成
果が上がっていることが確認できる。広報委員会や学務委員会との合同研修会実施後には，教員と職員参加に
よる，報告会を実施し，成果を点検し，組織としての教育力の向上と改善に結びつけている（資料８－２－①
－２）
。
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資料８－２－①－１ 部局の実施状況
『テイーチングポートフォリオを活用したＦＤ活動の展開』９(2）
「教育学部におけるＦＤ活動の取り組み」
119～130 頁
平成 22 年度ＦＤ報告書

48～49 頁 70 頁

平成 23 年度ＦＤ報告書

51 頁

平成 23 年度ＦＤ活動ポイント調査表

実施年度

ＦＤの内容

教員の参加数

22 年度

進学相談会（入試広報委員会と合同研修）

30 名

23 年度

教育学部職員合同研修会

55 名

教育学部東北地区高校進学説明会（広報委員会と合同研修）

10 名

教育学部特別研修会（学務委員会と合同研修）

36 名

教育研究活動調査（学務委員会と合同研修）

6名

（平成 22 年度平成 23 年度ＦＤポイント調査表）
資料８－２－①－２ ＦＤの後、改善に結びつける取組等
平成 22 年度弘前大学公開授業アンケート結果 （資料添付）
平成 21 年度「学生による授業評価アンケート」集計結果の分析等について（回答）
平成 22 年度「学生による授業評価アンケート」集計結果の分析等について（回答）
弘前大学教育学部進学説明会アンケート集計結果について
弘前大学教育学部合同職員研究東北地区進学説明会福島県担当からの報告

【分析結果とその根拠理由】
全学のＦＤ活動に加えて，学部独自のＦＤ活動も活発に実施され，企画から運営に至るまで，組織的な取り組
みがなされている。研修会後の検討会や報告会，アンケート調査などによってその後の改善に生かされていると
推測される。教育学部では，ＦＤ活動への参加率ものびており，教職員の意識の向上が図られている。
以上のことから，ファカルテイ・デイベロップメントが適切に実施され，組織として教育の質の向上や授業の
改善に結びついていると判断する。

観点８－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向
上を図るための取組が適切に行われているか。
【観点に係る状況】
教育学部では，一部の授業科目で大学院生をＴＡとして採用しており，担当教員により，随時個別の指導も行
われている。教務担当事務職員および総務担当事務職員は，学部独自に教員のＦＤ活動とＳＤ活動を一体化させ
て行っている。
東北地区高校進学説明会や学部特別研修会は，
教員だけでなく事務職員も企画運営実施に参加し，
協同事業による組織力強化を図っている（資料８－２－②－１）
。
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資料８－２－②－１ 教育支援者（教務担当事務職員、技術職員）
，教育補助者（ＴＡ等）の研修の実施状況
『テイーチングポートフォリオを活用したＦＤ活動の展開』９(2）
「教育学部におけるＦＤ活動の取り組
み」119～130 頁
平成 23 年度ＦＤ活動ポイント調査表

実施年度
23 年度

研修,資質の向上を図るための取組

対象

参加者数

教育学部若手事務職員研修会

総務・教務

20 名

教育学部若手事務職員研修会報告会

総務・教務

25 名

教育学部東北地区高校進学説明会

総務・教務

12 名

教育学部特別研修会

総務・教務

36 名

（平成 23 年度ＦＤポイント調査表）
【分析結果とその根拠理由】
教育学部では，大学院生のＴＡに対しては，担当教員による個別指導が行われている。また教務担当事務職員
に限らず，総務担当事務職員も学部のＦＤ・ＳＤ研修に参加している。
以上のことから，教育支援者や教育補助者に対し，教育活動の質の向上を図るための研修等，その資質の向上
を図るための取組が適切に行われていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① ＦＤ委員会だけでなく，入試広報委員会や学務委員会との連携による研修活動が企画実施されており，有
機的な教育改善のシステムが整備されている。
② 教員の授業改善だけでなく，事務との連携による資質向上のための組織的なＦＤ・ＳＤ活動が展開されて
いる。
③ 学務委員会や教員養成学研究開発センター等によるカリキュラムの効果検証により，教育学部・教育学研
究科にふさわしい教育改善が行われている。特に継続的なアンケート調査実施のみならず，連絡協議会を
通じた学生からの直接の意見聴取の機会を設けている。
青森県教育委員会，弘前市教育委員会や小中学校長会，本学部同窓会などの学外関係者・関係機関との継
続的な懇談を行い，教育改善に役立てている。
【改善を要する点】
① 様々な委員会等組織による調査等をより体系的・組織的に集約、活用していくこと。
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基準 10 教育情報等の公表
（１）観点ごとの分析
観点 10－１－①： 大学の目的（学士課程であれば学部、学科又は課程等ごと、大学院課程であれば研究科又
は専攻等ごとを含む。
）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知
されているか。
【観点に係る状況】
学部及び研究科の目的については，部局ウェブサイトに掲載し，学内外に公表しているほか，刊行物では学
部案内に掲載し，オープンキャンパスや高等学校等において開催している学部説明会で配付し，高校生に周知
している（資料 10－１－①－１）
。
資料 10－１－①－１ 周知の状況（平成 23 年度）
媒体
学部ウェブサイト

対象者
構成員，学生，

周知方法

周知の程度

学部案内等刊行物にＵＲＬを記載している。

アクセスカウンタの状況

学部案内等刊行物にＵＲＬを記載している。

アクセスカウンタの状況

新入生ガイダンスにおいて，説明している。また，掲示版に

全学生、構成員

志願者等
研究科ウェブサイト

構成員，学生，

246,525 件

志願者等
教育学部規程・教育学

構成員，全学生

研究科規程
学部案内
弘前大学大学院教育

57,884 件
明示している。

志願者等，構成

入試説明会，オープンキャンパス等において配布している。 年間配付数

員

同じく，構成員に対しても配布している。

志願者等

志願者，県内公私立学校等に募集要項を配布している。

5,487 部
年間配布数

学研究科募集要項

1,145 部

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
学部及び研究科の目的については，各規程に明記し構成員に周知しているほか，部局ウェブサイトに掲載し，
学内外に公表している。また，刊行物では，学部案内，募集要項に掲載し，オープンキャンパスや高等学校等
において開催している進学説明会等での志願者への配布だけでなく，同窓会又は教育委員会との連絡協議会の
場でも配布し，広く公表している。配布状況及びウェブサイトの閲覧状況も良好である。
以上のことから，学部及び研究科の目的が適切に公表されるとともに，構成員に周知されていると判断する。

観点 10－１－②： 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知されて
いるか。
【観点に係る状況】
学部・研究科の入学者受入方針，教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針については，部局ウェブサイ
トに掲載し，学内外に広く公表している。
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刊行物では，学習案内や学部案内等を学生，志願者，構成員等に配布しており，オリエンテーション，ガイ
ダンス，オープンキャンパス及び入試説明会等により周知している。学部案内については，5,487 部配布して
おり，本学部の志願者だけでなく，同窓会又は教育委員会との連絡協議会の場でも配布し，広く公表している。
（資料 10－１－②－１）
。
資料 10－１－②－１ 周知の状況（平成 23 年度）
媒体
学部ウェブサイト

対象者
構成員，学生、志

周知方法

周知の程度

学部案内等刊行物にＵＲＬを記載している。

アクセスカウンタの状況

願者等
研究科ウェブサイト

構成員，学生，志

246,525 件
学部案内等刊行物にＵＲＬを記載している。

アクセスカウンタの状況

新入生ガイダンスにおいて，学部，学科の目的を記載した

全新入生

願者等
学部学習案内

学部新入生

57,884 件
履修案内を配付し，説明している。
（入学者受入方針の記
載はない。
）

学部案内

志願者等，構成員

入試説明会，オープンキャンパス等において配布してい

年間配付数

る。同じく，構成員に対しても配布している。
学生募集要項

志願者等

志願者等に募集要項を配布している。

5,487 部
年間配付数
(全学共通)
部

弘前大学大学院教育

志願者等，構成員， 志願者，県内公私立学校等に募集要項を配布している。

学研究科募集要項

教育委員会，県内

年間配布数
1,145 部

公私立学校

（出典：教育学部総務グループ作成資料）
【分析結果とその根拠理由】
学部及び研究科の入学者受入方針，教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針については，部局ウェブサイ
トに掲載し，学内外に広く公表している。刊行物の配布状況及びウェブサイトの閲覧状況も良好である。
以上のことから，入学者受入方針，教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表，周知されてい
ると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
① 学部案内を各専修単位まで詳細に作成し，高校生の視点に立って，よりわかりやすく作成している。
【改善を要する点】
① ウェブサイトを入学者のみでなく，一般の人（企業や教育委員会）に対しても情報発信できるよう作成。
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