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教育学部改革の実践的課題と展望

小学校教員養成課程を中心にして

・
永

山 昭

は　じ　め　に

　本学部は，1980年度の新入生から小学校教員養

成課程（以下，小学校課程と略）を6つの「系」

（言語，社会，自然，表現，生活，教育）に分け，

それぞれに系別履習の専門科目を配置し，さρ）に，

助言クラスもこの系に対応したものとして再編・

配置する，という改革にまずふみきった（この改

革の内容と経過の詳細については，福島大学教育

研究所r所報』第43号参照）。ここでいう　「まずふ

みきった」とする学部改革の端緒の意味は，第1

に将来の改革構想の形を先に決めるのでなく，現

に今ある教育学部の改善から出発させること，第

2に，その改善の帰着をカリキュラムに求めたこ

と，そして第3に，そのカリキュラム改善を小学

校課程に求め，それを基点にして中・高課程のカ

リキュラム改革にも着手していくこと，等が確認

（1977年10月12日教授会）されたことに由来する。

　このような確認のもとに，その後さまざまなレ

ベルの検討や作業を経て小学校課程系別履習カリ

キュラムがっくr）れ，とりあえず1980年度から出

発することになった。議論や検討の過程であれば，

その限りでの責任ですむが，ひとたび制度改革を

おこない，そこに生身の学生を擁して実践にふみ

きった以上，その責任は，より重く，課題は深刻

である。

　さて，この制度改革にふみきったことによる今

後の課題は，多岐にわたって露出するにちがいな

い。なかでも当面，もっとも重要なことは，実践

をくぐす過程ででてくる具体的問題を処理しなが

r、この制度の定着をどうはかるか，という場合に

求められる，この改革の先行きについてである・

　したがって，この小論では，制度改革にふみき

ったことを機会に，この改革の定着と展望をきり

ひらくために不可避的に求められる諸問題につい

て追求することにしたい・

1　教育学部改革の問題意識

　教育系大学・学部は，「教員の養成を大学で行う」

という理念にもかかわらず，その発足が旧師範学

校（等）を土台にしてなされ，さらには，教員の資

格免許制にしばられ，そび）うえ，「教員養成大学・

学部」を課程一学科目制をとる大学として，研究

体制を軽視し，いわゆる省令カリキュラムで学部

教育の構造を画一化する，という一連の事情を反

映して，今日，実に多くの問題をかかえるにいた

っている。その問題状況と解決さるべき課題につ

いては，さまざまな機関，団体，集会等でく1）か

えし指摘されてきた眺

　しかし，われわれの関心は，「教員養成」におけ

る行政施策とそれがもたらしてきた諸問題に対す

る批判や指摘にあるのではない。そのような批判

や問題の指摘を十分貯めながら（それゆえに，行

政，施策との対応関係を身近に自覚しながら）も，

われわれは，今日と将来に責任の負える教師養成

に一歩ふみだす現実的改革を求める。なぜならば，

成長過程の今日の子どもの「からだと心」の歪み

に象徴される人格破壊のただならぬ進行が，教師

のかってない識見や指導力量（＝資質）にその解

決をいっそう強く求めている，という深刻な事態

の認識にたっからである。

　本学部の改革の理念の1つに「子どもの発達と

学習を十分充足するにふさわしい教員の養成をお

こなう。」（国民の学習・発達権充足の原則）121こと

をあげたのも，教育グ）現実に対するかかる認識が

優先してあるかド）である。したがって，われわれ

は教育のこのような現実認識と教員養成教育の改

善の緊急性にたって，まずは改革にふみきり，そ

ののっぴきならない事態に自らをひき込んで，改

革の進行と実践過程で必要な理念問題や教育内容

の改善問題をも検討していくこととした。このブ

ラグマティッシュともみられる改革試行は，とか

く，改革構想をあれこれの理念あ検討をλて先き
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にあげ，その具体化のレベルで改革を手控える，

という大学特有の保守性打破の認識にももとづい

ている。

　他方，どこの教育系大学・学部にも共通して

みられてきたように，教員の資格免許複数取得，

そのために脈絡のない過密受講と受身の学習，そ

して多人数受講等が一般化し，とくに，小学校課

程は，中学校課程に「従属」しがちな教員養成カ

リキュラムのもとでコマギレ授業が強いρ）れ，専

攻に見合った系統と統合もなく，クラスもまた学

習集団の体をなさない，という現状があり，それ

をどうにか改革したいとする認識があった。本学

部の改革をとりあえず小学校課程のカリキュラム

改革からはじめたのもそのためである。

H　改革内容・ねらいの骨子と授業展開（構想）事例

　この改革にあたっての趣旨，理念，ねらいと内

容，経過等についての詳細は本学教育研究所『所

報』（第43号）の「福島大学教育学部小学校教員

養成課程のカリキュラム改革について」（堀孝彦）

にゆずるとして，本論をすすめるうえで必要な限

りの改革内容とそのねらいについて粗描し，あわ

せていくつかの検討課題も指摘することにしたい。

　改革の内容を概括すれば，（1）「小学校」課程の

目的，性格に適合した履習上の柱（系）を設け，

（2）課程の各教科専攻枠とは異なる，広域の統合・

融合型の「系別専攻科目」（6単位）を新設する。

（3）それらの系に対応した助言教官制のクラスと

（4）英語履習（一般教育）クラスを編成する，とい

うものである。新入生の系所属状況もあわせて，

その内容を示せば次表のとおりである。

〈単位修儲準の新●旧対照〉、98。年度
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区　　分
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基
課
準
程
一

言
語

社
会

生
活
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然
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現

教
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　このような改革の直接的な「ねらい」は，（1）

学生に自主的，積極的な学習のよりどころをつく

り（系所属と系別専攻科目の受講），（2）教官の側

に，今までの教科枠だけにとらわれない多様，多

層な教官集団を組み「小学校教師」に必要な資質

形成を考えつつカリキュラムに工夫を施すことを

期待し，（3ぽとまりのある学習と生活ができる学

生集団化（助言教官制クラス）をはかる，という

ことにある。

　この改革内容は，さρ）に，今年度どび）ような構

成でどう展開されつつあるかの一端を「社会系」

によって例示してみよう。

系
別
専
攻
科
目

　小専
専攻科目
　（例）

小学校課程「社会系」履習構成

単位

2

ワ
］

2

膿雛欝ラス）｝・年次

麟雛読（3クラス）｝・年次

ワ
一
五
口

　
一
三
口

　
国

・
．
会

2
社

　2
算数 2

科

　
理

μ

　2
音楽

　　2
　図工

〃

　4
選択

L　　ゼミ単位　　教科　　（選択）
　〔2　　　　×6　　＋4　　　＝16単位〕

社会系「社会科学入門」　（通年2単位1学年）

　の授業展開　　担当・伊藤宏之（政治学）

1．目標と基本展開の構図

　◎テーマ：社会的物質代謝過程の空間的時間

　　　的展開法則把握び）ための方法について学
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　　ぶ
◎説明：一般的にいって，人間的諸個人の存

　　在形態は，対象的自然との不断σ）社会を

　　なした物質代謝過程σ）総体である，とい

　　えよう。そして，現実的諸個人による一

　　定の社会的関連の態様についての人類史

　　的過程の中に発展法則を見い出すこと，

　　　ここに社会科学の存在理由があるとする

　　なr）ば，それを可能とする方法（二手続

　　　き）が用意されねばなるまい。

　　　　このことを個人（といっても，抽象的

　　なそれではなく，20世紀後半期に生きる

　　現代のわれわれ一人ひとりという意味で

　　　だが）に即していいかえれば，自らの生

　　存＝生活の諸条件（社会的＝歴史的前提）

　　　の総体を自ら対象化し，よって，真に

　　明確な社会生活の指針を確立することが

　　社会研究の目標だといえよう。そのため

　　　の第一歩をふみだす一つの契機としたい。

◎内容

　　1）個体発生と系統発生

　　2）個体発生史

　　　（1）小・中・高での社会＝歴史認識の方法

　　　｛2）その方法の問題性　　現実社会との

　　　対照のなかで一
　　　｛3〕社会形成の経験と概念

　　3）系統発生史

　　　　丁．Parsons　　　（理解的方法）
　　　　　　　　　＼
　　　　　　工　　　　　A．Smith
　　　　K．M、，x〈ノ（分析的方法）

　　　（1｝社会科学史

　　　（2）社会的物質代謝過程の構造理解

　　　（3）理論の時間的・空間的把握の具体化

　　4）（小）教師二「看護人」（内田義彦『学

　　　　問への散策』）的状況の中での学的営

　　　　為

　　　｛D　素人の眼と専門家の眼との統一体と

　　　　して

　　　（2）科学（専門）と教育との結合につい

　　　　て，その媒体としての教育科学

2授業の実際（1980年4月開始）

　◎4月：なぜ「社会科学」か，それ以前の生

　　　身び）人間としての自己の関心状況の洗い

　　　出し〔社会的事象に関する関心を1，000字

　　　ぐらいで書く〕→問題関心を3つに大別

　　する：＜戦争と平和＞，＜日本の政治と

　　経済＞，＜生き方＞

◎5月～6月：個人的関心の自覚化＝対象化

　　の第一歩として，社会科学者でない三人

　　の著作をグループごとに読み，その主題

　　と構造を把握する。

　　①小田実『歴史の転換のなかで一21世

　　　　紀へ一』（1980年）

　　②田尻宗昭『公害摘発最前線』（1980年）

　　③稲葉峯雄『草の根に生きる　　愛媛の

　　　　農村からの報告　　』（1973年）

　　　　（いずれも岩波新書）

　　したたかな生活実践の記録によって，読

　　む側の問題関心を改めて再確認する。

◎7月1グループのまとめと全体の中での発

　　表および個人の感想をまとめる作業をす

　　る。国家行政と資本主義経済の現状の特

　　質とその中で生きる個人の働き（市民と

　　して＝小田，あるいは行政官として＝田

　　尻，稲葉）が中心テーマ。　⇒　ここか

　　ら，社会的分業とその中での個人の生き

　　方，その問題，これを社会科学史の中に

　　今一度位置づける作業を今後の課題とす

　　る。それは，それぞれの歴史的条件のも

　　とで「合理的な物質代謝のための社会シ

　　ステム」を創り出し，歴史をおしすすめ

　　ようとする個人（＝社会）の展開史から

　　学ぶ，ということになろう。しかも，ま

　　ずは，これを日本社会にかかわらして（た

　　だし，世界史的視角も入れて）考えるた

　　めに，内田義彦r日本資本主義の思想像』

　　　（1967年）を選ぶ。

◎9月～11月1『日本資本主義の思想像』の
　　論み．

◎12月：まとめ

◎1月～2月：「スミス，マルクスそしてパ

　　ーソンズ」への展開（人間＝文化論を人

　　れた形での社会科学の批判的継承と生き

　　方の科学的根拠を得る）

　　①スミス：道徳哲学（同感二交通）と経

　　　　　済学

②マノレクス　初期マルクス（近代的疎外）

　　　　　　と資本論

③パーソンズ　社会科学史の中でσ）位置

と機能主義
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　さて，以上のような内容とねr）いをもって改革

にふみだしたのであるが，それが一定の定着をみ，

成果を生みだすまでには多岐にわたる課題の克服

を避けえない。その当面の課題をつぎに列挙し，

項をあらためて，その克服の手だてについて検討

したい。

　まず課題の第1は，小学校課程に適合した履習

上の系を設けたのであるが，あらためて教育学部

の現実にてらして，小学校課程の位置と性格が明

確にされねばなr）ないし，さらに小学校教員養成

教育にとって6つの系が適切であるかどうかの検

討が必要となる。そして第2に，仮に6つの系を

当座ベターなものとして認めるにせよ，それぞれ

の系のもとでどのような資質・力量をもった小学

校教師を育てていくのか，そのねらいがあきらか

にされていなければならない。したがって，第3

に，4年間の履習過程で満たされる教職の専門性

にてらして「系別専攻科目」の統合・融合的編成

とその授業内容の確立をどうはかるかである。さら

に第4に，この「系別専攻科目」履習が終了（2年

次で終了〉し，3・4年次に主として行なわれる

教材研究や教育実習にどうつなげて構造化してい

くか。第5に，このことは，教材研究や，教育実

習ののっぴきならない改造を不可避としている，

といえよう。

　そのほか混乱のない副免取得の措置をどうする

か，教材研究や教育実習以外の教職専門科目の再

編と授業内容の改造，そして小学校課程に責任を

もつ教官集団体制が助言教官クラス制でよいかど

うか，等々，今後につづく検討課題は多い。

皿　小学校課程「改革」定着上の課題検討

　1、小学校課程の位置と性格の明確化

　現にある学校段階の種別を教育系大学・学部

に反映して設けρ）れた小学校課程のその位置と性

格を教員養成論としてあきらかにすることにどれ

ほどの意味があるのかどうか異論なしとしない。

「準備教育」である教育学部の教員養成において

初等教員，中等教員の二分論は妥当性を欠く，と

いう議論もある劇

　しかし，ここで強調したいことは、　「教員養成

教育における欠落は小学校教員養成であるという

事実であり，問題はまさしく，課程制の是非では

なく，いかに小学校教員養成の教育を具体的に充

実させるかにある」剛　という現実認識かρ）の出発

1980－12

である。さド）にまた，われわれは，教員養成教育

のカリキュラム改革を小学校課程に視点を据えた

全面的検討が不可欠だと考える理由にはおおよそ

つぎのような理由があってのことである。

　（D　従来，ここに視点を据えた検討が組織的に

　　なされなかったために，中・高課程への「従

　　属的」カリキュラムが支配的となってしまつ

　　た。

　｛2）子どもの成長，発達，認識の歩みからいっ

　　て，小学校課程のカリキュラムは，中・高課

　　程の基底であり，ここからの《積み上り》と

　　して，中・高や大学の段階を考えることがで

　　きる。

　（3）　「積み上り」という視点を入れることによ

　　って，この検討は，大学の一般教育等（高校

　　からの「積み上り」としての大学）にも，新

　　たな照射を与えることになる。

　（4）総じて「視点」をここに据えるということ

　　は，学問（科学や芸術など）を，各級の教育

　　「視点」から担え返すということになる。し

　　たがって，作業としては，　「学問体系」の再

　　編成から出発して，これを「教育体系」（「科

　　目」・「教科」の体系）へ組みかえるのである

　　から，小学校課程の教育内容の摘出はもっと

　　も困難な部類にあたり，この一連の作業の一

　　番最後になるといってもよい。いずれにせよ，

　　基底（当面は「小学校課程」としておく）ま

　　での下降的分析が不可欠である劇

　この理由からもわかるように，教員養成教育の

基底に小学校課程の充実（当面，それはカリキュ

ラムの改革と学生の学習集団化に力点をおく）を

据えていることは，この課程の現実における軽視

を打破する意図ばかりでなく，教育活動で発揮さ

るべき教師の資質・力量の原点が小学校に集約的

に求められる，という思想にたつからである。そ

れは，学校教育のどの段階に比しても，小学校教

師（初等教員）がもっとも総合的で個性ゆたかな

資質・力量が求められる，という歴史的，現実的

認識にもよるかρ）である。誤解をおそれずにいえ

ば，教育系大学・学部の特別の使命は，そのスタ

ッフの総力をあげて初等教員に求められる資質・

力量の基礎形成にあるといえよう。

2．「系」編成とそのねらいの設定

小学校課程にピーク　（選・専修）制を設けてい
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る教育系大学・学部は全国51のうち48にのぼり，

その内容は，小学校8教科のほか教育学，教育心

理学等にピークを立てているもの24大学，中学校

10教科のほか教育学・教育心理学等にピークを立

てているもの20大学，小学校8教科のみと中学校

10教科のみがそれぞれ2および1大学，という状

況である16L

　全国のピーク制の内容状況かr）みれば、本学部

の「ピーク制」は，全国のいずれの型にも入らな

いもので，あえていえば「教科群ピーク制」に属

するかも知れない。しかし，本学部の「系」は教

員養成の初期教育（initial　education）段階で，将来

深く研究する分野をある程度見通しながr）学生に

自主的，積極的な学習のよりどころを提供し，教

官集団には小学校教師に真に必要な資質が何であ

るのかを考えながら総合的，統合的カリキュラム

を追求してもらう場として「系」を設定している

点で，単なる教科群ピークとも異なる。その意味

では・それぞれの系に学生を所属させることによ

ってどのような小学校教師養成をねらうのか，そ

の像を学部として明確にもつ必要がある。すくな

くとも各系に対するイメージが教官と学生の間で

バラバラであったり，はなはだしい懸隔をもち合

うことは避けねばならない。

　さて系所属によって小学校教師像は，

　①その系にふくまれる教科や分野の細分化され

　　た専門力量を身につけることにのみむかうの

　　ではなく，

　②その系が内包またはその系に関連する内容に

　　ついての基礎認識（科学や芸術成立の基本概

　　念や方法の理解）を深め，科学や芸術と人間

　　の発達との関連を追究し，結果として，特定

　　教科の教材研究や教材の創造能力そして，あ

　　る分野の教育活動にすぐれた力量（たとえば

　　生活指導等）を発揮できる教師づくりをめざ

　　すものでなければならない，といえよう。

　したがって，各系は，どのような（資質・力量

をもった）教師になることをことさらにめざして

いるのか，すくなくとも学生がそれぞれの系を選

択するうえで見通しが立ち，そこで学び研究する

イメージが正確にもてるよう，早急な明文化が必

要である。

3　「系別専攻科目」の統合，融合的編成と授

業内容の確立

　この科目の統合，融合的編成は，そのコトバほ

どに簡単ではない。とくに「生活系」とか「表現

系」のように，その系の学問的中枢が定かでない

ところでは至難といえよう。しかし，いずれの系

であれその科学や芸術が人間の社会生活をより

豊かに合理的にしていくための社会形成の「術」

（ちえ）としてどれほど大きな役割を果たしたか・

という視点で編成される必要があろう。つまり学

芸（science　and　art）の人間，社会への役割的視点

をもって「系別専攻科目」の統合，融合的編成原

理にしょうというのである。そしてこのような原

理で編成される「系別専攻科目」の授業内容は，

できうれば，その系に関連する教科や分野の基本

的内容構成の理解にも役立ち，　「教材研究」の基

礎にもつながるものとして用意されることが望ま

しい。個体発生史（広義の教育を媒介とする個人

の発達史）は，系統発生史（人類の科学的成果の

展開史）を十分にそしゃくしたうえでの本来の創

造に連なるものでなければならない。たとえば，

「社会系専攻科目」の編成でいえばつぎのような

課題意識と脈絡になる。

　社会系の1年次共通履習であるr社会科学入門』

（目標，内容および授業展開は前述参照）は，社

会系の基礎および中枢としてこれを位置づけ，他

方，　「社会事象の科学的認識を培う」社会科にと

って不可欠な科目として設定した。そして，こ

の科目の授業内容では，社会科学とは何か，の基

礎理解と同時に社会発展の分析的理解の思想を紹

介し，今日のわが国の「社会科」の基本がT．Parsons

の主張する機能分化論で構成されていることの認

識とその理論の意義と限界に学生がやがて到達す

ることを期待している。また，同じく1年次履習

の『外書講読』は，社会系に関連する文献の単な

る語学学習としてでなく，社会事象や現実社会を

科学的に理解していくうえでのカテゴリーや理論

を，日常語や常識と区別してより正確にしょうと

するものである。さらに，2年次に課す『地域社会

の総合研究』は，1年次で学習した『社会科学入

門』の実地応用として社会科学的方法による分析

と総合をある特定地域を対象にしておこない（フ

ィールド・ワークも含む），（地域）社会一それは

時間的にも空間的にも個人の社会生活の現実的＝

具体的場である一に関する科学的認識能力を深め

ようとするものである．この演習をとおして，「社

会科教材研究」の直接的基礎につながることも予
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定していることはもちろんである。また，もう1

つのr日本社会の研究』（2年次）は，社会科学の

入門学習や地域社会の実地研究をさらに整理する

意図で、日本における社会科学史の学習が中心と

なる。その場合，とくに，社会の創造的批判の方

法的立場（基準）二「社会科学論」がわが国におい

てどう展開されてきたか，その古典的学習が用意

されねばならない。二のことは，究極のと二ろ，日

本の「社会科」は日本の“社会、、をどのような方

法的基準で教える教科として位置づけるのか，そ

こにつきあたることを予定してのことである。

　以上は，　「社会系」が当座用意した専攻科目の

内容と授業展開意識である。これらがどれほど

「社会系」のねらう小学校教師養成にとって統合

と融合性をもつかについては，これからの実践と

その結果をまって評価され，必要な修正もまた加

えられねばならないであろう。

4　教科専門と教職専門の相互接近一教材研

究の役割一

　小学校課程の教科に関する専門科目（小専科目

と略）は，いうまでもなく，その教科を成立せし

めている科学や芸術の基本となる概念・方法につ

いて探究させ，それぞれの教科の内容に関する研

究能力を培うことをめざしている。しかし，現実

には，全国的傾向が示すように小学校課程に関す

る限り，ほぼ免許法に準じ（6教科以上各2単位，

計16単位および8教科必修），かつ，授業内容に何

をもればよいかの困惑がみられ，学生の学習意欲

をも失なわせる状況にある鴨

　本学部もまたこの全国的傾向にあるとみてよい。

今回の「改革」を機に早急な改善を試みる必要が

あろう。この問題は，開講コマ数や履習教科対象

の削減，単位数の増加等，形式をどうするかも検

討されてよいが，何よりもまずこの科目の授業内

容こそ検討・改善されねばならない。この内容は，

学問や芸術・技術に関するあれこれの教養をできる

だけ水準の高いものにして，それを教授・学習そし

て探究させたり，まして中学校課程の教科専門内

容で替えたり，その程度を低くして学習させるも

のではない。望まれることは，第1に，その教科

の内容がどのような理論的根拠や学問上の思潮的

背景をもって提出されているかがこの科目の授業

で解かれることであろう。そして，第2に，その教

科を支えている学問・芸術・技術等を学び・研究す

1980－12

る態度や方法に一）いて「一般教育等」とは異なる内

容と仕方で展開できないであろうか。つまり，大

学の教官にその教官の専門を土台・材料にして研

究の方法を学び，将来の研究能力養成に備える，

ということである。できうれば，少人数で研究体

験をも試みさせたいものである．小専科目がこの

ような内容・方法で展開されるとすれば，当座，

前者を担当する教官については特定する必要が生ず

るにしても，後者はその教科に所属する教官の誰

もが担当でき，おのずから少人数ゼミを構成する

ことが可能でもある。そして，同時にこの授業内

容は，その直接的基礎として「教材研究」に有効

に連結していくであろう。いずれにせよ，系別専

攻の学生をのぞけば，この小事科目2単位履習の

みで小学校のそれぞれの教科の専門教師として子

どもに対面することになるのである。そうである

だけに，大学においては，たとえば，社会科学と

は何であるのか，そしてその研究態度と方法にふ

まえるべき基本は何か，という程度のものは最低

ぜひ準備し，それが支えとなって現職での社会科

内容の探究に継続・発展することを期待すべきで

あると考える。たった2単位の履習にあれこれの

知識を中途半端に詰め込むことは，つまるところ

無駄であるとみなければならない。したがって，

教員養成教育にとってその後につづく「教材研究」

の位置と役割は，とりわけ重視されねばならない。

　「教材研究」（教科教育法）を免許法制ならびに

教員養成カリキュラムのうえで教職専門の領域に

位置づけるのが普通であるが，教科専門領域に組

織することも考えられる。本学部では，カリキュ

ラム上は教職専門に位置し，担当教官はすべて教

科専門に属するというアイマイな位置にある。そ

の所属，位置の現実形態はどうであれ，　「教材研

究」は，小学生を対象にした授業構成能力の基礎

をつくるものとして教科専門と教職専門を有機的

につなぐ役割を果たす位置にあるといえよう・そ

して，この「教材研究」は，教育実習前の履習と

して位置づかるのが普通でもある。しかし，教育

実習は，子どもに直接働きかけるという学生の「体

験」を契機（学問や研究にあρ）ためて意欲すると

いう変化が多くみられる）にして，教科（の内容

＝学芸）専門（小事科目）や教材研究，教職専門

をさらに深く学習・研究する，という機能を多分

にも一）ている。したがって，教育実習を4年次に

　「仕上げ方式」として位置づけるのではなく，む
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しろ，4年間の中期に位置させることが望ましい。

本学部の幼稚園課程および養護学校課程（3，4

年次に分割）につづいて早急な手直しが求められ

ているといえよう。このように考えてくると，具

体的には，教育実習を2年次から3，4年次に分

割配置し，さらに，実習後にも一部の教科専門

（小専科目の選択4単位）や教材研究（理科や社

会科などの認識教材など），教職専門（教育方法や

教育心理など）が履習できるように位置させるべ

きであろう。

　いずれにせよ，小学校課程の専門は，教科の研

究と教材研究およびその他の教職専門の研究によ

って構成されているもので，問題はその構造化が

教員養成の教育と条件ならびに学問・研究の学内

の志向においてどうはかられるかにあるとみてよ

いであろう。私はその構造化の核は「教材研究」

にあると考える。この充実と位置づけおよび役割

の明確化こそ肝要であり急務といわなければなら

ない。ちなみに，　「教材研究」はどのような科学

と芸術（＝学芸〉を子どもにどう理解させるか，

をさらに，学生にどう理解させて研究意欲をひき

だすか，という教授・学習の二重性を直接背負う

領域である。教員養成の教育の論理における教科

専門と教職専門（の教官団）の相互接近と研究共

同が「教材研究」　（の教官団）を核として展開さ

れることを期待するゆえんの1つでもある．

5．教員養成教育の現実的責任体制

　中学校課程は入学と同時に専攻所属が明確であ

り，かなり手厚いカリキュラム上の保障もあり，

それなりに教官の活用や施設，設備の利用も可能

である。それに比して，小学校課程は，専門の授業

でも受講クラスの学生数が多い上に科目開講は全

体の15％程度であり，各研究室の利用や教官の活

用も卒論でようやく密になるほどの状況である。

ようやく，今回の「改革」でその一部の改善が期

待されそうであるが，それも小学校課程に具体的

な責任を教官団としてどれほどに自覚，積極的に

負おうとするかにかかっているといえよう。本学

部では今回の小学校課程カリキュラム改革計画を

とにかくつくる上で各教科教室から代表1名によ

る小学校課程特別委員会を構成して作業化にあた

った．しかしその計画が決定をみて実施にうつっ

た1980年度に入ると，この実施推進は学部カリキ

ュラム委員会と教務委員会に委ねられ，小学校課

程特別委員会を解散した。つまり，計画実施と今

後のその推進という肝心な段階で，その中心的役

目をになうべき足場を各教科教室からはずしてし

まったのである。小学校課程に対する責任体制は

学部全体で負う，という抽象的な無責任体制σ）再

現をおそれる。この弊を克服するためにつぎのよ

うな具体的な手だてを早急に講ずる必要があろう。

すなわち，小学校課程カリキュラム「改革」の推

進・実施グ）主導的組織はカリキュラム委員会と教

務委員会があたるにしても，それをうけて「改革」

の促進にあたる機構として，「系別」助言教官代表

委員会（各学年「系別」助言教官の代表1名で構

成）と各教科教室代表委員（教材研究担当教官が

適任か）を配置する必要がある・

　　　　小学校課程「改革」実施促進機構

　　　　　巨互互塗亟
　　　　　　　　工
　　　　　　匿｝繍園
　　　　　＿＿＿工＿＿＿
　　　　　巨繊助i塑蝿歪］……各学
　　　　　　　　丁年「系別」助言撫会議
　　　　　各教科教室代表委員…・一各教科教室会議

　かくして，からくも小学校課程に責任を負う形

態だけは整うことになると思われる。

　さて，教員養成教育の責任体制確立にあたって

もう1つ大切なことは，各教官が担当する授業の

シラバスを年度ごとに提出し合うことであろう．

教室によっては少数ながら試行しているところも

あるが，今回の「改革」を機会にせめて小学校課

程の担当授業について，それを全教官で実施でき

ないであろうか。大学の講義や演習には小・中・

高校のように特定された教科書がないだけに，教

官の問で年間の授業シラバスを公開し，せめて，

自分の授業内容がどれほどの遠近距離にどう位置

しているのかがわかり合えることは，特段に大切

なことである。そして，この慣例からは，教科専

門，教材研究，教職専門の内的連結や統合，融合

の有機的関連も具体的に考慮され，本学部が「教

員養成における開放性の原則」を「共同性・総合

性」とよみかえ，総合大学における研究と教育の

共同体制を確立しようという趣旨181に一歩接近す

る道も拓けることが期待できるように思われる。

IV　小学校課程「改革」の若干の展望

　一むすびにかえて一

周知σ）とおり，教育系大学・学部は，1964年
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2月の「国立大学の学科及び課程並びに講座及び

学科目に関する省令」による「課程一学科目制」

化にともなって，大学の本質にもかかわる特殊な

構造を賦与されることとなった。すなわち，　「教

育学部の教員養成課程は〈それぞれの専攻分野を

教育研究するに必要な組織＞としてではなく，教

育上の必要のみに応ずるべき組織とされ，またそ

の学科目も，教育研究上の必要からでなく，単に

教育上の必要から定められることとなったのであ

る。その意味で，課程一学科目制には学問研究の

保証が欠落しているというべきであ1）」教育研究

諸条件の「格差」形成の要因ともなっている191。「教

員の養成を大学でおこなう」とした原則にもとる

こととして当然の批判であり，財政的措置に象徴

されるごとく，きわめて劣悪な学部の現状からみ

て事実でもある。しかし，われわれは，教員養成

に対する法制的措置および制度枠の批判を十分も

ちながらも，教員養成を大学でおこなう，という

実体を形成すべく，できうる限りの内部努力をつ

くさねばならないと考える。その焦点の1つは，

教員養成教育における「研究組織」の内部確立（教

員養成教育の研究目的とその学部組織の明確化）

の問題である。本学部の今回の「改革」の展望の

問題としていえば，小学校課程の「系別専攻」と

中学校課程の「教科専攻」が行う教育とその研究

の力点を明確にしつつ，それぞれに責任をもつ教

官集団をどう組織して位置づけるか，そして，そ

れぞれの専攻にみあう研究形態（学問研究を志向

する領域・系統）をどう創造するかにあると思わ

れる。そして，その重点は，いわゆる「専門科目」

間に学問研究のうらうちないしはその自覚，志向

にもとづく体系と系統性のある部門をどう設けて

いくかに求められよう。それは，今回の「改革」

の実践をとおして，教科専門と教材研究そして教

職専門にどのような共同をうながし，部門的再編

成を求めていくかにかかっているといえるのでは

なかろうか．たとえば，人格（形成）や発達論に

かかわる「教育科学」，教育の内容にかかわる「学

芸二学問・芸術」，教材研究や学習・生活指導に

かかわる「実践科学」の三部門制が考えρ）れない

であろうか。
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Some　Practical　Problems

and　Prospect　of　the　Reform

　in　our　Education　Faculty

一with　Special　Reference　to　a　Primary

　　School　TeachersフTraining　Course一

Syozo　Nagayama

　This　paper　is　an　attempt　to　examine　some

problems　by　which　our　Education　Faculty　is

confronted　in　the‘reform’revolving　around　a

primary　school　teachers’training　course．　By

doing　so　we　intend　to　fix　this　reform　firmly

in　our　Faculty，and　find　a　prospect　in　making

further　reforms　in　all　the　teachers’training

course　of　our　Education　Faculty．

　　　　　　　　　　（1980年9月10日　　受理）


