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高等専門学校における教育課程と
教員の資質向上に関する一考察

−全国機関調査の結果をふまえて −

岩　　本　　晃　　代*

１． はじめに

（１）課題設定

高等専門学校は、大学や短期大学とは別個の目的を有する高等教育機関であり、後期中等教育を

包含した5年一貫の教育課程によって、実験・実習を重視し、実践的な技術者を養成することを目

的としている。学校教育法第115条には、「高等専門学校は深く専門の学芸を教授し、職業に必要

な能力を育成することを目的とする。」と定められている。1）この、1962（昭和37）年に発足した

高等専門学校制度は、戦後完全に単線型となった日本の教育体系に新たな制度的局面をひらいたと

もいえよう。

平成20年度現在、全国に国立55校、公立6校、私立3校の計64校あり、そのほとんどに学士の称

号を得られる専攻科が設置され、既設の5年課程は準学士課程とも呼ばれている。学校数は他種の

学校に比して極めて少ないものの、高い就職率、求人倍率で知られるように、即戦力をもった技術

者養成機関として一定の社会的評価を得てきた。

したがって、高等専門学校は教育学的研究対象としてきわめて重要な意義をもっている。だが、

高等専門学校に関する研究は、現在のところ大きく遅れている。学校教育法1条校として日本の学

校体系上重要な一角を占めているにもかかわらず、管見の限りでは単著の研究書が一冊もない。わ

ずかに、法令面に関して、創設時の1962年1月に文部省大学学術局技術教育課長であった犬丸直の

『高等専門学校制度と関連法令の解説』（第一法規出版）が刊行されているに過ぎず、他種の学校と

比較して、学問上きわめて特異な状況にあるといえる2）。

しかも、最近に至り、中等教育学校が中高一貫の学校制度として発足し、さらには、小中連携や

高大連携をはじめとした各学校種の枠組みをこえた「一貫」・「連携」がますます重要視されてきて

いる。この発想は、教育課程の有効的な接続を目的として生まれてきたものと考えられる。これら

をふまえれば、高等専門学校はいわば高大一貫の先駆的モデルといっても過言ではなく、今日的課

題の検討のためにも有効な研究対象だといえるだろう。

そこで、上記の課題意識のもと、本稿は、全国の高等専門学校を対象とした機関調査をもとに、
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高等専門学校の教育課程における問題点を明らかにし、その対策のひとつとして、教員の資質向上

についての指針を提示することを目的とする。

（２）調査の概要

上述の目的達成に向けて、今回は、教育現場における教育課程に関する具体的実相を明らかにす

るため、機関調査を行った。主な方法は、アンケート調査票による実態調査とインタビュー調査で

ある。以下に実態調査の具体的方法を述べる。

①　対象校：全国の高等専門学校63校（国立55校・公立5校・私立3校）を対象とした悉皆機関

調査 3）。

②　回答者：各学校の校長宛に調査票を郵送し、筆者の当時の勤務校の校長の協力を得て、教務

関係に見識の深い教職員1名（＝学校代表者）に回答してもらうよう依頼文書を添付した。

③　調査期間：平成19（2007）年8月30日から同年9月14日まで16日間。

④　調査票題目：「高等専門学校の教育改善に関するアンケート」

⑤　調査項目：「Ⅰ. 教育課程について」（6項目）、「Ⅱ. 教員の資質向上について」（4項目）、計

10項目（表1参照）、設問数は全27題（自由記述5題を含む）である。

表１　調査項目

Ⅰ. 教育課程について

〔１〕準学士課程の教育課程に関する改善の意識

〔２〕改善点の具体的項目

〔３〕設置基準に定められた各修了単位数等について

〔４〕「高等専門学校教育課程の標準」の必要性

〔５〕3年次までの一般教育に関する高等学校との関連性

〔６〕特別活動について

Ⅱ.教員の資質向上について

〔７〕授業評価について

〔８〕教育職員免許の取得について

〔９〕教育改善のための専門家の助言・指導の必要性への意識

〔10〕高等専門学校機構主催・関与の研修について

なお、事前に、校長2名、教務関係役職経験者（教務主事・教務主事補等）7名の協力を得て、

予備調査を実施したうえで調査票を作成した 4）。

①②についての回答結果は次のとおりである。

①　有効回答数（回収率）は、国立51校（92.7%）、公立3校（60%）、私立1校（33.3%）、全体

55校（87.3%）。

②　回答者の属性は、役職については、校長2名、教務主事48名、教務主事補2名、その他3名で、

うち専門科目の教員45名（81.8%）、一般科目の教員10名（18.2%）。

また、インタビュー調査は、校長経験者1名、現職校長2名、教務主事経験者2名、現職教務主事
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1名、現職教務主事補2名（いずれも当時）を対象として行った。

２．高等専門学校の教育課程

（１）高等専門学校の教育課程の特徴

まず、高等専門学校の教育課程の概要について行政的視点から述べる。

最大の特徴は、「くさび型教育課程」となっていることで、学年進行ごとに一般科目の割合が少

なくなり、専門科目のそれが多くなることである。よって、一般教育は低学年において重点的に行

われていることになる。

3年次までは日本の学校体系上は後期中等教育段階の年齢層に相当するものの、あくまでも高等

教育機関として位置づけられている。3年次以下の科目を担当する教員にも教育職員免許法は適用

されず、教育内容は、各教員の裁量に任されている。つまり、学習指導要領の拘束は受けないこと

となる。かつては学習指導要領に相当するような「高等専門学校教育課程の標準」が存在した時期

もあったが、これは学習指導要領とは行政上の性質が異なり、文部省の行政指導にとどまるもので

あって、しかも既に失効している5）。

また、準学士課程修了の認定に必要な単位数は167単位以上（そのうち一般科目については75単

位以上、専門科目については82単位以上）で、3年次以下の一般科目についても、科目名や文系理

系各科目数の比率等は設置基準において定められていない 6）。

さらに、学年制であり、5年一貫の教育機関でありながら、学年ごとの課程修了が認められるこ

とも大きな特徴のひとつである。3年次修了時点で高等専門学校を退学した場合、中途退学とはな

るものの、高等学校卒業程度認定試験は免除されて大学入学資格を得ることができる。3年次修了

者は、「通常の課程による十二年の学校教育を修了した者」に該当すると認められていることに拠

る7）。これによって学生の多様な進路選択が保障されていることになる。

だが、ここで問題になるのは、先述のとおり、教育内容の裁量と教員の資格が高等学校とは全く

異なっている点である。とりわけ高等専門学校3年次までに比重のある一般教育については、その

取り扱いについて高等学校や大学等、他種の学校の教育課程との関係から検討を要するものと考え

られよう。この一般教育についての検討の重要性は、次の（2）に述べる中央教育審議会（以下、

中教審）の答申にも指摘されている。

（２）高等専門学校における教養教育

平成14（2002）年2月21日、中教審は、「新しい時代における教養教育の在り方について（答申）」

を提出した8）。はじめに、かつて広く理解されていた「学問の体系の基礎を成す哲学や思想、科学、

文学や芸術の古典をはじめ、教養として広く認められた書物」および「人格陶冶のための様々な修

養」をふまえつつ、学問の専門化や細分化が進む今日における「教養」そのものの解釈の多様化を

指摘している。また、「教養」を「個人が社会とかかわり、経験を積み、体系的な知識や知恵を獲

得する過程で身に付ける、ものの見方、考え方、価値観の相対」と定義し、「人には、その成長段
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階ごとに身に付けなければならない教養がある」と述べている。教養教育は、家庭教育をも包含し

た生涯にわたる取り組みであるが、高等教育機関においてその役割を主として果すのは、専門教育

よりも一般教育関連の科目であろう。　

この答申のなかに本稿の主旨に深く関連した点が二つある。

一つは、教養教育と高等専門学校の教育課程に密接に関連する課題が指摘されていることである。

「第一章　今なぜ『教養』なのか」において、「我が国は、戦後の経済発展と科学技術の進歩によっ

て、便利さと物質的な豊かさを手に入れた。しかし、その反面、多くの国民が、この物質的は繁栄

ほどには、一人一人の生活においても、社会全体としても豊かさは実現されていないと感じてい

る。」と述べられている。

そもそも、高等専門学校の創設の経緯は、日本の高度成長期に経済発展のために即戦力となる技

術者を短期間のうちに育成することにあった。そのために教育課程における一般教育の効率化が提

唱され、実質的には一般教育の軽視となり、それが批判されることにもなったのである9）。さらに

は「第二章　新しい時代に求められる教養とは何か」では、「科学技術の著しい発展や情報化の進

展は、人類に恩恵をもたらす一方で、地球規模の環境問題、情報通信技術や遺伝子操作技術などそ

の使い方をめぐって倫理的価値観を問い直すことも求められるようになっている。一人一人が、自

然や物の成り立ちを理解し、論理的に対処する能力を身に付けるとともに、科学技術をめぐる倫理

的な課題や、環境問題なども含めた科学技術の功罪両面についての正確な理解力や判断力を見に付

けることは、新しい時代の教養の基本的要素である。」と述べられている。これは、技術者の完成

教育機関である高等専門学校の教育に直結する課題として極めて重要である。

もう一つは、この答申が、新しい時代に求められる教養教育の実現のための方策を掲げるにあたっ

て、個人の生涯を次の三期に分けている点である。

①幼児期からおおむね12、13歳ごろまでの「幼少年期」

②14、15歳頃から社会的活動を始めるころまでの「青年期」

③社会人となって以降の「成年期」

さらに、「青年期における教養教育」の節では、「高等学校における教養教育」と「大学における

教養教育」に分けられている。上述のように、教養教育の今日的課題が高等専門学校の目的そのも

のと直結する課題であるにもかかわらず、高等専門学校に触れる文言はない。よって、5年一貫教

育である高等専門学校の教養教育を考察するにあたっては、それぞれを参考にしながら工夫する必

要があるだろう。

中教審の答申「高等専門学校教育の充実について」（平成20年12月24日）においても、「教育内容・

方法等の充実」で、「一般教育の充実」をあげ、「経済が成熟した社会では、今後新しい市場を創出

する創造力が必要であり、特に製造拠点がアジアに移転してきている我が国では、経済成長に不可

欠である。創造力の涵養のためには、リベラル・アーツ、幅広い総合知識も重要であるので、そう

した面にも配慮したカリキュラムとすることが重要である。」と述べている。10）

このように、一般教育については、独自の目的を持った学校制度の趣旨にふさわしい効果的な教
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育内容・方法となるよう、知育・徳育・体育のバランスをも考慮しつつ、今後とも充実に努めてい

くことが重要である。

以上のことから、高等専門学校における一般教育の重要性は、広く認められた今日的課題である

と考えられる。

（３）高等専門学校の教育課程に関する問題点　―調査結果からー

以下では、調査結果をもとに問題点を指摘していくことにする。なお〔　〕の番号は、先にあげ

た調査項目（表1）の〔　〕の番号に対応したものである。

〔１〕準学士課程の教育課程に関する改善の意識：高等専門学校（準学士課程）の教育課程につ

いて改善すべき点があるかどうかについては、「かなりある」：「いくつかある」：「あまりない」：「全

くない」の回答校数は、55校中、1：49：5：0であった。

〔２〕改善点の具体的項目：改善点として提示した項目ごとの回答数（複数回答可）は表2のと

おりである。

表２　教育課程における改善項目についての回答数

項　　目 回答数

ア 課程修了単位数 19

イ 課程修了単位数における一般科目と専門科目の単位数の比率 6

ウ 一般科目と専門科目の学年別配当時間（くさび型カリキュラム） 12

エ 専門科目における必修科目と選択科目の単位数の比率 15

オ 一般科目の教育内容 30

カ 専門科目の教育内容 24

キ 特別活動の教育内容 13

ク 一般科目と専門科目の教育内容の接続 35

ケ その他 9

単位数等の教育課程の制度的形式的側面に関する項目（ア～エ）と、教育内容の構成に関する項

目（オ～ク）の回答数とを比較すると、後者はおよそ2倍（回答数は52：102）となり、教育内容

への関心の高さが顕著であった。 なかでも「一般科目と専門科目の教育内容の接続」 に35校

（63.6%）、さらに、「一般科目の教育内容」に30校（54.5%）もの高い回答があったことは注目す

べきである。一般教育の重要性は現場でも認識されているといえよう。「改善すべき点はあまりない」

と回答した5校についても、うち4校が教育内容に関する項目（オ～ク）のいずれかに改善すべき

点があると回答していた。

〔３〕設置基準に定められた各修了単位数等について：実験・実習を重視しつつ実践的技術者の

養成を短期間で行わなければならないことから、「多すぎる」および「多い」との回答が多数得ら

れると予想していたが、全課程修了単位数については50.9%、一般科目の単位数については74.5%、
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特別活動の実施単位時間数については81.8％が「適切である」との回答であった。設置基準の改正

ごとに修了単位数が減じられてきたことが、教育課程の過密性を改善することにつながったとも考

えられよう。

〔４〕「高等専門学校教育課程の標準」の必要性：かつて存在した「高等専門学校教育課程の標準」

の必要性を尋ねる項目については、大綱化が進んだ今日であっても、一般科目については「とても

必要」および「必要」という肯定的回答が58.2%にのぼったのは注目すべき結果であろう。なお、

専門科目については、「高等専門学校教育課程の標準」の必要性は30.9%と、一般科目に対してお

よそ半数という低い値であった。

以上のことから、教育課程については、単位数等の制度的形式的な側面よりも全体的に教育内容

の改善が求められていると考えられよう。特に一般科目の教育内容について関心が高いことが明ら

かとなった。専門科目の教育内容についてもある程度高い回答数が見られるが、以下では、本稿の

目的に沿って一般教育の問題に焦点化して検討する。

〔５〕３年次までの一般教育に関する高等学校との関連性：理数系の一般科目については、低学

年から専門科目を履修するために、一般科目と専門科目の教育内容について密接な連携の必要性が

不可欠である。しかしながら一方では、高等学校における普通教育との関係も決して無視すること

はできない。教養教育の段階的習得という観点から、この一般教育の内容に関して、高等学校との

関係がどのようにとらえられているのかを把握するため、高等学校学習指導要領を参考にすること、

および文部科学省検定教科書を使用することの必要性について尋ねたところ、次のような回答結果

が得られた。

表３　高等学校学習指導要領の参考の必要性

ア 十分に参考にする必要がある 3.64%

イ 参考にする必要がある 65.45%

ウ あまり参考にする必要はない 29.09%

エ 全く参考にする必要はない 1.82%

表４　文部科学省検定教科書の使用

ア 可能なかぎり使用したほうがよい 12.96%

イ 部分的に使用したほうがよい 81.48%

ウ あまり使用しないほうがよい 5.56%

エ 全く使用しないほうがよい 0%

設置基準改正の度に教育課程の「標準」は大綱化が進み、現行では、全課程修了単位数と、一般

科目・専門科目の内訳のみの規程しかないことは先に述べたとおりである。学習指導要領を参考に

する必要性については、69.09%が肯定的な回答、また、文部科学省検定教科書の使用については、
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94.44%という極めて高い率の肯定的回答であった。高等専門学校の低学年に比重の高い一般教育

の目的には、専門教育の目的と差異があることを示しているといってもよいだろう。

〔６〕特別活動について：一般教育にも関連の深い特別活動については、ホームルームを中心と

した特別活動における事例研究や指導解説書に関して、「とても必要である」および「必要である」

との回答が78.2%にのぼった。先にあげた中教審の答申「高等専門学校の充実について」では「知

育・徳育・体育のバランス」の重要性が指摘されていたことをふまえれば、この特別活動の機能は

高等専門学校の教育において決して小さいものではない。なお、校長2名、教務主事1名、教務主

事経験者1名にインタビュー調査したところ、特別活動への関心の高さや、教育内容が各学級担任

に任されていること等から、その効果や取組みの難しい現状が明らかとなった11）。

以上のことから、高等専門学校の一般教育については、大学や短期大学における一般教養関連の

科目とは異なった視点で教育課程を編成し、その教育内容や方法についても独自の工夫が必要であ

ると考えられよう。

自由記述に見られる改善点：「Ⅰ．教育課程について」の最後に、高等専門学校の教育課程の改

善について自由記述で意見を求めた。おもな回答を以下に要約して分類する。

①　教育内容・教育方法（全般）

ア　大学とは異なった「技術者教育」の方法論の確立。

イ　学問レベルを探求する自主的な学習の可能性の探求。

ウ　学科横断的にカリキュラムのグランドデザインの再検討。

エ　科目間連携・融合を重視した教育改善。（複数）

オ　各教科の内容を精選。

カ　座学と実習とを融合させるような科目の開設。

キ　一般科目と専門科目の滑らかな接続のための方法。（複数）

ク　学際的な融合科目の開発。（複数）

②　低学年における教育

ケ　低学年における基礎的学習の定着。

コ　中学校の教育課程や生徒の動向を勘案した新入生導入教育。

サ　科目の単位時間（90分・100分）を高学年と区別し、低学年に配慮した単位時間（50分等）

の設定。（複数）

シ　特別活動の内容についての指針。

③　一般科目における教育

ス　英語力の向上。（複数）

セ　一般教育の充実。人文・社会系科目の、高校に準じた教育でなく、学生の興味・関心を引

き出すような内容への転換。

④　設置基準

ソ　設置基準の緩和。
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タ　全課程修了単位数の減。（複数）

⑤　その他

チ　学修単位の導入への対策。

ツ　「新規の改善」より、確立されたシステムの「レベル維持」「メンテナンス」が最重要課題。

テ　高等専門学校独自の教育課程を考えるための全国規模の委員会の設置。

以上、自由記述のため具体的改善方策だけではなく課題の提案もいくつか見られた。

サ・ソ・タ・チ・テ等のような制度的形式的側面に関する指摘もあるが、ア・イ・ウ・エ・オ・

カ・キ・ク・シ等のような教育内容や方法に関する指摘の方の数が多く、教育課程の機能的側面へ

の関心の高さが顕著であった。この結果からも、教育内容・教育方法の改善が高等専門学校全体に

とって重要な課題であるといえるだろう。

また、キ・ス・セ等のような一般教育に関する指摘や、ケ・コ・サ・シ等のような低学年への配

慮についての指摘によって、それらに高い関心があることも明らかとなった。

３．高等専門学校の教員の資質向上

（１）教育課程と教員の資質向上との関係

高等専門学校の教育課程の特徴の考察および機関調査による実態から、その問題点への対策を考

えてみたい。先にあげた中教審答申の「新しい時代における教養教育の在り方について」の「高等

学校における教養教育の課題」では、教養教育の推進に創意工夫が必要であることが強調され、「こ

のような取組を推進する上で、教員の資質向上と、教育活動の点検・評価は不可欠の課題であり、

各学校による積極的な情報発信や、学校の教育活動に関する評価の実施、全国的な学力調査の実施

等を通じて、絶えずその成果を検証していく必要がある。」と述べられている。教育課程の効果的

な実践に教員の資質向上が前提としてあることはいうまでもない。ただ、高等専門学校の場合には、

先述のとおり、高等学校および大学との連携を視野に入れつつ、一貫教育の独自性を活かして学校

の存在感を示していかねばならない。よって、一般科目を担当する場合は、高等専門学校の法的な

目的をふまえれば、「教諭」としての資質とともに教育研究者としての資質をも兼ね備えた高い教

育力が求められる。

（２）教員の資質と資格について　―調査結果から―

全国機関調査の後半部「Ⅱ．教員の資質向上について」から結果と考察を述べる。

〔７〕授業評価について：ほとんどの学校で教員相互、学生による授業評価が実施されており、「と

ても役立っている」および「役立っている」との肯定的評価が90%を越えた。認証評価等の外部評

価の影響もあろうが、教員の資質向上対策の一つとして今後も継続的に活用されるだろう。

〔８〕教育職員免許の取得について：授業評価のほかに、教員の資質の一部について求められて

いる傾向を分析するため、高等専門学校の教員に教育職員免許取得者が望ましいかどうかについて

の調査項目を設けた。その結果を表5に示す。
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表５　教員免許取得者について

選択肢 一般科目 専門科目

とても望ましい 9.26% 0%

できれば望ましい 61.11% 18.52%

あまり望ましくない 1.85% 7.41%

全くこだわらない 27.78% 74.07%

高等専門学校はくさび型教育課程のため、学年進行とともに一般科目が減り、専門科目が増える。

よって、学校によって多少の違いはあるものの、学級担任については、一般科目の担当教員は低学

年中心に、4年次以上には、専門科目の担当教員が当てられている場合が多いと思われる。一般科

目の担当教員に教員免許が求められるのは、「教諭」としての資質のなかでも低学年の生活指導を

ふくめた学級経営の力量が必要であることを示唆していると考えられる。また、一般科目について

も「全くこだわらない」との回答が3割弱を占めているのは、免許取得といった形式よりも教員の

資質や向上のための努力が重要だとの認識の表れであることがインタビュー調査の一部から明らか

となった12）。

（３）教員の資質向上のための方法　―調査結果から―

〔９〕教育改善のための専門家の助言・指導の必要性への意識：高等専門学校の教育を改善して

いくため、教育学等の専門家の助言や指導が必要かどうかについて尋ねたところ、肯定的回答は

80.0%にのぼった。この結果は「教育のための研究」を学校の目的とする高等専門学校の特質への

理解の高さをうかがわせるもので、中学校卒業者を受け入れ、早期からの職業教育をほどこす高等

専門学校にとって、「知育・徳育・体育のバランス」の考慮には専門的立場からのアドバイスは有

効なものだと考えられる。

実際に、どのような項目の改善について、専門家の助言・指導を求めているのだろうか。教職員

全体を対象とした校内研修における講演テーマについての質問項目についての結果には、ある傾向

が見られた。（5項目を選択回答、表6参照）最も回答数が多かったのは、「心理学系」の科目で、

次に「クラス経営」、「メンタルヘルス」、「生活指導」と続いている。全体的に大学の教職課程科目

および教育実習等で習得するような項目に関心が高い。筆者の勤務していた高等専門学校でも、以

上のような項目について、定期的・継続的に講演を望む声が多かった13）。また、学校をとりまく今

日的な世相を反映し、危機管理への関心が高いのも特徴的である。一方、学校組織マネジメントや

学校評価、カリキュラムマネジメントについての関心があまり見られなかったことは、カリキュラ

ムの組織的取り組みに関する認識の低さの一端を示しているかもしれない。
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表６　教育学等の専門家に依頼したい講演項目

選択肢項目 回答数

ア 学校組織マネジメント 7

イ 学校評価 5

ウ カリキュラムマネジメント 6

エ 教育学系（教育法規・教育行政等） 13

オ 心理学系（青年心理学・学習心理学等） 36

カ クラス経営 28

キ 学習指導 16

ク 生活指導 27

ケ 人権教育 8

コ 特別支援教育 11

サ キャリア教育 11

シ 留学生指導 2

ス 危機管理 26

セ セクシュアルハラスメント 11

ソ メンタルヘルス 28

タ その他 0

〔10〕高等専門学校機構主催・関与の研修について：教員免許は必要でなくとも、研修による教

職教養関連の知識の習得は、高等専門学校の教員に対して、大学の教員よりも強く求められる資質

のひとつであろう。教職教養的な内容を含んだ研修については、法人化後に新たに、「クラス経営・

生活指導研修会」や「管理職研修」等の独立行政法人国立高等専門学校機構（以下、機構）主催の

研修が開設され改善が進んだものの、参加人数等から、教員全体への浸透には時間がかかると思わ

れる。

平成18年度の機構主催の研修は次のとおりである14）。

表７　平成18年度機構主催の研修会の内容と参加者数

研　修　会　名 内　　　　　　容 参加人数

教員研究集会 教育方法の改善について研究を進める 97人

新任教員研修会 新任教員の資質の向上を図る 197人

情報処理教育研究発表会 情報処理教育における教育方法等研究発表を行う 109人

教育教員研究集会 教育内容・教育方法に係る研究成果発表を行う 200人
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IT活用実践研修会

（旧・情報処理教育実践研修会）

豊橋技術科学大学の協力を得て、 情報教育等

の指導力を向上する
18人

教員研修

（クラス経営・生活指導研修会）

独立行政法人教員研修センターの全面的協力で

後期中等教育の学生教育を必要とする高専教員

にクラス経営・生活指導能力を習得させる

84人

教員研修（管理職研修）

独立行政法人教員研修センターの全面的協力

で学校管理運営・ 教育課題等に関する高度・

専門的知識を習得させる

54人

教員研究集会（地区研究集会）
各地区で目的や研究課題を定め、 研究発表を

行う
115人

　

新任教員研修会は文部科学省の主催であったものが、法人化後に機構に移管され、さらに職位階

層系のものとして管理職研修が新規に加わっている15）。研究発表系および専門系は、国立高等専門

学校協会からの移管であるものが多い。

上記の研修の継続に関する問いには、どの研修についても、半数以上の継続希望の回答数（複数

回答可）が得られた。

次に、新たに実施してほしい研修について、質問項目における結果を示す。

表８　新たに実施してほしい研修

選　択　肢 回答数

ア 教務担当者研修 13

イ 厚生補導担当者研修 13

ウ 寮務担当者研修 7

エ 管理職養成研修 12

オ 中途採用者研修 16

カ 指導力に課題のある教員研修 35

キ 学校事務職員研修 6

ク その他 0

上記の研修のなかでも、突出して望まれているのが「指導力に課題のある教員研修」であった。

自由記述に見られる具体的な提案：「Ⅱ．教員の資質向上について」の最後の自由記述でも、「指

導力に課題のある教員研修」に対するコメントが複数見られた。このアンケート調査の回答者は、

ほとんどが教務主事等の管理職であり、こうした教員が学校経営に深刻な影響を与えていることを

率直に述べた内容のコメントで、この種の研修は各学校で実施するにはきわめて難しい面があると
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の指摘もあった。ただ、この種の研修については、集合型で実施されたとしても、派遣に関して、

また、その後の勤務校への還元について、新たな問題が発生することが懸念される。

　以下に、自由記述で得られたおもな具体的提案をあげる。

・　校外における専門分野関連の実務研修

・　専門科目担当教員の数ヶ月程度の企業内研修（複数）

・　一般科目担当教員の高等学校・中学校における研修

・　大学教員や高等学校教員との合同研修（複数）

・　人事交流による一定期間の他の高等専門学校における研修（複数）

・　昇格時の研修

研修の現状については、「独立行政法人国立高等専門学校機構　平成20年度事業報告書」（平成

20年6月）に参考となる資料がある。それに拠れば、人事交流による他の高等専門学校における研

修は、平成18年4月から実施され、同年には42人、19年度には前年からの継続者を含め45人の派

遣が行われた。また、地元教育委員会等と連携した高等学校の教員対象の研修等についても、11

の国立高等専門学校で地元高校の授業参観や公開授業研究参加、高等学校の生徒指導連絡会に参加

するなどの実績があるという。現場の要望が徐々に届いているといえよう。

以上の調査結果は、研修の更なる必要性についての現場の意識の高さを表しているように思われ

る。今後の適切な体系的研修の活性化が強く望まれているといえよう。

４．考察と今後の課題

以上、高等専門学校についての行政上の資料の検討および全国機関調査の結果から、教育課程と

教員の資質向上に関しての問題点の一部が明らかとなった。

教育課程については、制度的形式的側面よりも、教育内容や教育方法への関心が高いことが分かっ

た。特に一般教育においては、高等学校の教育課程との関係を重視した教育内容が求められている

こと、一般科目の担当教員に教員免許取得者が望ましいとの回答率が高かったこと、また、教育内

容の標準化を求める回答率が比較的高かったこと等が注目される。これについてインタビュー調査

をもふまえて考えてみると、3学年修了者つまり後期中等教育段階修了者が高等学校卒業程度認定

試験免除となること、さらに進路の多様化によって他種の学校（高等学校や大学等）との接続を念

頭においた教育が必要であるとの見解の表れだと思われる。中学校卒業時に選択した進路が、その

後も継続するとは限らず、適性が合わずに進路変更するケースも決して少なくないことをふまえた

見解であろう。ただ、これは3年次までの教育を「準高校化」することとは全く別の問題であるこ

とを強調しておきたい。大学受験の弊害のない、高等専門学校の一貫教育は、中等教育学校の発足

や、中高一貫の学校発足と、その根拠は同じであるといっても過言ではない。「くさび型教育課程」

を学校体系のなかで有効に機能させること、さらにそれを向上させていくことは、今後の他種の学

校の「一貫」・「連携」の大きな参考となるであろう。一般教育における教育内容の精選と「くさび
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型教育課程」における体系性の構築、その全国的な情報の共有が今後必要となってくると考えられ

る。

また、高等専門学校が教育の独自性を発揮し、その社会的認知度を高めるためには、高等学校や

大学の教育との相対化が必要であり、教育学の分野における高等専門学校を対象とした研究の推進

が強く求められる。それとともに高等専門学校の各教員に「教育のための研究」の礎として教育学

的専門知識の蓄積が必要であると筆者は考える。しかし、高等専門学校においては、現在、研修の

体系性が乏しいため、その効果は決して十分なものとはいえない。外部評価の導入を契機として、

ＦＤ活動も活発化してきているが、教育の専門性を活かした研修プログラムの構築となると、各高

等専門学校単位での対応は非常に困難である。法人化後に機構が教員研修を体系化しようとしてい

ることは確かだが、ひとつの研修に、1校から数名程度の限られた参加であるため、さらに還元方

策が確立されていないため、研修成果の現場への浸透が難しいのが実情である16）。一貫教育の先駆

的存在として、高等専門学校の教育の機能的側面を充実するため、先述した教育内容に関する情報

交換をも含め、高等専門学校全体での課題の共有と議論をふまえた研修プログラムの構築が喫緊の

課題であろう。

なお、本稿においては、法令や中教審の答申、行政資料等についてはできるかぎり詳細な検討を

行なったうえで考察したが、高等教育における「一般教育」および中等教育における「普通教育」

の概念の変遷については今後の課題とし、稿を改めて検討したい。また、実態調査については、機

関調査の結果をふまえたものであり、教育課程と資質向上に関する実態や意識のおよその傾向は把

握できたものの、高等専門学校の教員全体の声を反映して実態を把握したものとはいえない。表8

にあげた「新たに実施してほしい研修」の具体的内容や、機構が推進する、地元教育委員会等と連

携した高等学校の教員対象の研修会への参加の実態や効果等については、インタビュー調査をふく

め現場に踏み込んだ調査が今後必要になってくるであろう。

高等専門学校の優れた特長や、抱える課題については、より多角的な視点から詳細に検討してい

く必要がある。一貫教育を活用したユニークな事例研究をも含め、今後の課題としたい。

＜注＞

（１） 当時の学校教育法では、第70条の2。高等専門学校創設法案の過程で、高等専門学校の目的

から、大学および短期大学の目的にある「教授研究し」から、「研究」が省かれ、研究機関と

しての機能を学校には持たせず、教育に重点化した学校と位置づけられた。研究については、

犬丸直は「学生を教育する目的に指向されるべき研究活動」（『高等専門学校制度と関連法令

の解説』、第一法規出版、1962年1月、p.37）と解説している。

（２） 高等専門学校に関する先行研究は数も非常に少なく、発表時期や内容にも大きな偏りがある。

大別すると、①教育学者による主に教育制度に関する論考、②教育行政関係者による解説・

報告等、③高等専門学校の教員による授業実践報告等である。1980年頃までは①と②が主で
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あったが、それ以降は③が大半を占めている。①では、一般教育軽視を問題とした原正敏「五

年制高等専門学校」（『教育』第11巻弟9号、1961年7月）、同様に山脇与平「高等専門学校の

歴史的考察―中教審答申とかかわって」（『教育評論』 通号110号、1961年5月） 等がある。

②については、創設後10年ごとに、『文部時報』『大学と生活』等の雑誌に特集号が組まれて

いる。③には、国立高等専門学校協会の論文集『高専教育』の継続的刊行があげられる。内

容は授業実践報告が主である。なお現在は独立行政法人国立高等専門学校機構の編集・刊行

となっている。また、最近のものとして布上恭子「高等専門学校の存立意義―大学編入に伴

う諸変化を通じて―」（『生涯学習研究年報』2004年3月）等がある。

（３） 公立高等専門学校については、東京都立産業技術高等専門学校は、再編前の東京都立工業高

等専門学校・東京航空工業高等専門学校のそれぞれに送付し、大阪府立工業高等専門学校、

神戸市立工業高等専門学校、札幌市立高等専門学校の計5校を対象として調査した。札幌市

立高等専門学校は現在学生募集を停止している。

（４） 「教務主事」の職務については、学校教育法第175条に「教務主事は、校長の命を受け、教育

計画の立案その他教務に関することを掌理する。」とある。副校長を兼務する例も多い。「教

務主事補」は、その補佐にあたり、人員数等は各学校による。

（５） 「高等専門学校教育課程の標準」は、1963（昭和36）年に試案が作成され、1968年に成案となっ

た。ただ、通達等の形式はとられず、行政指導としての意味に止まるもので、1976年には失

効となった。ただ、その取り扱いについての問いに対して、文部省大学学術局教育課からは「実

質上参考とすべきものが多く含まれていると考えられるので、各学校で教育課程の編成や授

業科目の内容等を検討する際には、これを参考とすることが適当であろう」（「高等専門学校

教育課程に関する基準の改正一問一答」文部省大学学術局技術教育課内技術教育法令研究会

『高等専門学校法令・資料集』第一法規出版、1968年11月-（加除式）、pp.2451-2451の6所収）

との回答があった。また、当時の設置基準第14条に「教育課程の標準」の項をもうけ、別紙

として「教育課程編成上の留意事項」が示された。1991（平成3年）には、その関連条項も

削除され大綱化が進んだ。

（６） 例えば、低学年における国語科の科目においても、「文学Ⅰ」等のように、科目名や配当時間

等は学校裁量である。また、設置基準では、特別活動を90単位時間以上実施することと定め

られている。その内容には、「ホームルーム」活動の他、学校行事等も含まれている。1991（平

成3）年改正前には、「ホームルーム」を中心とすることが明記されていたが、現行の設置基

準には明記されていない。

（７） 鈴木勲編『逐条　学校教育法』「学校教育法70条の9注解」には，「高等専門学校第三学年修

了者は、法五六条に規定する『通常の課程による十二年の学校教育を修了した者』に該当し、

大学入学資格が認められる。」（第六次改訂版、学陽書房、2006年3月、p.836）とある。よっ

て学校教育法第50条の高等学校の目的における「高度な普通教育」と、高等専門学校の「一

般教育」との関連に留意する必要がある。
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（８） 引用は、文部科学省のホームページに拠る。

（９） 「第38回国会衆議院文教委員会議事録第23号」（1961年5月15日）に拠れば、参考人の原正敏

（東京大学教養部講師）や幡野憲正（都立向島工業高等学校教諭）等が、高等専門学校の一般

教育に問題があるとの指摘をしている。また、今日においても、中央教育審議会「高等専門

学校教育の充実について―ものづくり技術力の継承・発展とイノベーションの創出を目指し

て―」（平成20年12月24日）の資料編（p.46）において、企業アンケートから専門的知識へ

の評価は高いが、「コミュニケーション力は低いと言わねばならない」とあり、卒業生アンケー

トからも「語学力（英語）」については低い評価であったとことが示されている。

（10） 前掲、p.19。

（11） 高等専門学校の低学年を対象とした特別活動に関する先行研究として、『高専教育』にも葛西

享治「高専に於ける低学年学級経営の試み」（『高専教育』第22号、1999年3月）等いくつか

の報告がある。その他、最近のものでは、西村淑子・尾崎信一・福島英倫・赤山幸太郎「一

般科2年学年団の取り組み―特別活動・学級経営・学習指導」（『高知工業高等専門学校紀要』

第49号、2004年4月）、岩本晃代・酒井健・三戸健司・谷口光男・荒木真「高等専門学校・低

学年（1年次）における学年経営の実践報告（1）」（『有明工業高等専門学校紀要』第41号、

2005年1月）、岩本晃代・酒井健・三戸健司・谷口光男・荒木真「高等専門学校・低学年（1

年次）における学年経営の実践報告（2）」（『有明工業高等専門学校紀要』第42号、2006年7月）

等がある。また、八代工業高等専門学校においては、一貫教育の理念に基づいた高学年まで

の体系的な特別活動の優れた例があり、渕田邦彦・村田秀明・湯治準一郎による「基本プラ

ンに基づく高専におけるホームルーム活動の実践」（『工学教育』 第55巻3号、2007年5月）

の報告がある。

（12） 校長2名、教務主事1名、教務主事経験者2名に聞き取りを行ったところ、実際に教員免許を持っ

ている高専の教員であっても授業評価等で問題のある教員も一部にいて、資格は持っている

方が望ましいが、重要なのは研修による資質や教育の意識の向上であるとの見解がほぼ一致

してみられた。また、実態調査の回答中、「全くこだわらない」に回答したうえで「あまりこ

だわらない」との但し書きしたものが1例あった。

（13） 管理職のなかには、とりわけ企業から高等専門学校に転職した教員については、教職教養的

な内容の研修が必要であるとの見解があった。

（14） 独立行政法人国立高等専門学校機構「第1期中期目標期間事業報告書」（平成16年度～平成20

年度）、（平成21年6月、p.24）の「教員の能力向上を目的とした研修の実施」によって作成

した。

（15） 前掲、「第1期中期目標期間事業報告書」によれば、クラス経営・生活指導研修会は平成17年

度から、管理職研修会は平成18年度から始まった。また平成20年度から海外就業体験（海外

インターンシップ）および「高専・技大FDフォーラム」が新規に加わった。

（16） 高等専門学校の教員数はおよそ4000人である。とくに低学年の指導等についての研修につい
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ては、講師の問題等、各学校で取り組むには限界がある。機構主催の研修受講者数からみても、

受講者が主となった還元方策を考えていく必要がある。
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A Study on the Curriculum and Teacher Quality Improvement in Colleges of Technology
―Based on Survey Results―

Teruyo IWAMOTO

Colleges of Technology were first founded in 1962 (Showa 37) as a way to train engineers using a five-year 

consistent curriculum that begins after graduation from junior high school. The College of Technology is 

known as KOSEN in Japan. This is an institution of higher education that combines upper secondary 

education with junior college education. As a result, KOSEN is an interesting subject for research because it 

is unique in its combination of educational systems but has been very little examined.

Recent education trends have placed a greater importance on the concepts of ‘consistency’ and 

‘interconnection’, such as in the cooperation between elementary and junior high schools and between senior 

high schools and universities, etc. This is presumably to create greater connectivity between various 

educational institutions. KOSEN, integrating both senior high school and junior college, is a pioneering 

model. KOSEN is, therefore, a useful research subject for examining the problems in recent educational 

reform.

Based upon the results of questionnaire surveys across all KOSEN institutions, this paper intends to clarify 

the problems in the KOSEN curriculum, focusing on general education courses, for the purpose of gaining an 

understanding of the actual condition of the curriculum and also to provide specific guidelines for teacher 

quality improvement.  Results indicate that KOSEN has educational problems needing to be solved in general 

education courses and courses for lower grades, which clearly suggests that systematic teacher training 

programs including pedagogical content should be developed. KOSEN teachers have taken few opportunities 

to get their teacher training to date.  For KOSEN teachers, who need no educational certification, it is critical 

to activate the teacher training and to improve teacher training programs.

The following research will be conducted in depth, employing multiple interviews and case studies, in 

order to clarify beneficial solutions for curriculum problems and recommendations for teacher quality 

improvement at KOSEN.


