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戦後教員養成制度と1988年教育職員免許法改正

私｛ま丁　こう碧玉う　「主義」の区聾彗オ童全く無意糠だというのでは童｝ろノしあ弓ません。　しf鮮し良も｝毒彗度寿｝ら慮尨然鋳むこ

善事が，悪い誕獲から必然的iこ悪事が盗み鐵さ訳るという思考のパターンが霞定駕すると，それ慧認議として誤

昌であるばか琴でなく，実蝶としてもはなはだ危験な結梁になります。（蔑鐵糞男虻蔭本の懇懇蓋嬉7頁〉

羽　　田　　貴　　史　　（教育学1

i．はじめに

　騰年代中難よ拳着手されてきた臨教審答串に基

づく教育改革の異体イヒξま，　いよいよ教育寿弩容と教

員養成についても及んできた。1§88隼の教育職員

免許法改正，籔8§年度に行われた学習旛導要鎮の

改正をふくむ教員養成政策の展§舞は，大学におけ

る教嚢養成1こ帰して戦後最大と呼ぶべき性格をも

っており，現実に力婆キュラムに多大な影響を与

えつつある。

　お参しも福農大学教育学都では，縛奪雀目よ参

「系駿華第3段繕」の名のもと吾こ，幾つカ）の奪野饗

教育改革の検討・実施紅至ろうとして輪る。また

教育実習改革の翼体化が，9i隼度よ箏行われる運

びになっている。教曹内容と教員養成政策の麗麗

の中にあって，これらの躯程がどのようなもので，

免許法改歪の動露といかに燐む結ぶのか，翼体的

に闘われることになろう。この鋳点にたって教官

職員免許法改歪を評慰する譲点を整遅し，福島大

学教鷺学部におけるカサキュラム改革の課題を整

還しようというのが，本稿の目的である。我が覆

における「改革」は，構想の過程での論議・検討

はあっても，一たん実施1こ至ると吟味や反省なく

進むのが常であった。改革とは，かくて逝去を振

陰返ることなく，急ぎ是で走讐続けるものの熱く

である。しかし，大鷲の試みはすべて科学によっ

て基礎づけられる。すなわち，客観鍵弊の法難的

認識を媒介にしてのみはじめて有効た馨うるその

認識は当然我が身にも及ばざるを得ない。大学評

轟が取沙汰され，その蕎景に大学入みずからの嚢

主改革縫方への疑麗が提示される昨今，かかる反

省意識こそ，大学入の持たなければならないもの

であろう。

2．戦後改革と教員養成

　韓　現産の教員養成の課題を論じる1こは，まず

戦後教育改革に逆のぼ拳たい。というのは，現代

のわれわれの敏って立つ鱗度は，駿戦を契機とし

て麗麗した一連の政治・社会改革の結果成立した

ものであ彗，その構造的認識を離れて醗在の問題

を論じることはできない．と考えるからである。

　率痩に護って筆者の今の手薄ちの遵翼では，こ

のことを解鬱するには十分でない。しかし，教育

職責免許法改琵に搾って，最大の疑翼は，なぜ大

学のカリキュラムがかくも教育職員免許法によっ

て，変更せざるをえないのかという点である。改

蓮そのものは，ある種の教額の資質を反験してお

箏，それ襲弊一定の穣鑓はあろう。地方，改蕉を

めぐって嚢舞もある駕筆者もこの意見に共感し

ないわけではないが，いずれ曇こせよ，調度講それ

自体がある種のフィクションー作為健一に立興す

る以上，双方議論としては成静立ちうることを認

めねばならない2｝。

　むしろ問題としたいのは亨教員の資質向上が免

許法改正という形で舞われることの意味であ修，

教麟資格であるはずの免許基準が，教轟養成学灘

においては教育海容基準として転化してしまう現

実への弱いである。なぜこのような事態が起こる

のか。そもそも，戦後教育改革は魏韓なる形で教

員免許基準と教員養成大学の基準を準鯖したの

か，探ってみたい。

　⑦　まず明らかにさるべきは，教員養成学部の

教育内容基準寄書，　どのように憲彗定さ津tようとした

か，戦後改革は装置として何を準備したか，その

なかで教育職員免許法隷どのような役割を演じる

ものとされたかにある。少し見てみよう。
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　体系的に教育改革のプランを構想した占領者の

騨からみて，雲本の教員養成の欠臨は，教鷺とし

ての奪1門性の欠麺1ここそあった。欝本灘にとって

の麗心であったゼ舗範型」の改善は，その文賑の

なかで単一教員養成の遷として嚢覇されるもので

ある。米蟹教育綾籔毯報告叢は言う。

　一現在では，蒋露な養成教書は，主に靭等学

校教麟に鰭して行われ，しかも，せいぜい，半

分以下の薪舗しか露分の仕事のための特定の準

講を与えられていない。髭って，第葺こ嚢につ

くことは，教嚢華の養成教育が貧弱であ撃，ある

タイプの教麟のみが，特定的に養成され，さら

にそのタイプのなかのごく少数だけが，鞍らの

仕事のための特定の教官を受1けているという事

実である。專跨的養成教育は，あら塗るタイプ

の教練に，そしてそのタイプに属するすべての

教編にゆきわたるようにすべきである．3墨

　問題は，教蕎行政が專胃牲を欠いていることで

もあった。輻告書の段購では醜除されたけど，そ

の草案はきわめて辛辣な撹覇を癒えている。

　…校長．捲導主事，都道窮察の教鳶課長，文

藻省官吏に至っては，その仕事について教麟よ

りもさらに乏しい養成教育しか受けていない。

晃られるかぎりでは，学校ではこれらのタイプ

の仕事のための奪i闘的準備をしていない。事実，

彼らのうちの幾人かは，彼らが責任を負う蔚に

授業の経験さえ持っていなかった。彼らは，法

律などのような飽の専門教官を，大学での準備

としていくらか受けてきて，経験や講練の素地

なしに教育職轟の地盤を与えられている4》。

に反験することと合わせ，「学問と教育との結合」

が援趨されていた，と見るべきである。さらに，

齢範学校における教員養成教育の改革のために，

報告書は次のように述べていた。

一各舗範学校の教員は，饒範学校のカサキュラ

ムを，最低基準の範露内で農麹に決定し，また

必要に癒じて薩鋳変更することができなければ

ならない。しかし，それは，思いつきによるの

ではなく，稀摺できるかぎむの資料をくまなく

礒究し，十分縷1討したうえで行わなければなら

ない。麟範学校は，資狢と授業についての基準

を維持するに必要なもの以外は，政府富吏から

…々旛示を受けることなく，教育の運論および

実践を懲羨に展開すべきである5》。

　ここで，再編されたあとの麟範学校教蕎1こおけ

る最低基準の存在が遜べられていることに漣§し

たい。それはかならずしも行政官庁の作成する基

準ではなかった。草案は次のように述べていた。

　k．　藷蕎範学校と教官学校の§発的1璽羊水

　欝本の学校のための教鯖養成に責疑をもつ機

関の自発的鐡棒が形蔑されるべきである。この

懇体が形成されるべきである。この懇体は事次

の様な騒的をもつだろう。

　轡　教額養成の計露の改善に融ける共瞬の努

　　力を奨励すること。

　（21上に挙げた勧告に述べた原舞彗にしたがっ

　　て教麟教育の発展を促進すること。

　麟　文蔀省によってさ蕊ている不必要な集中

　　的管建と額範学校の形式的標準化がされて

　　いる教麟教育の標準を発展させること6｝。

　鞍告婁は，続けて異体的な改醤のために次の遵

点，すなわち，第賛こ，麟縫学校の大学昇格，第

2に，総合大学における教官学部の設置と教育懸

究，第3毒こう教員養成教育の三重構造の提起と教

畜麟究の専門姓の確立，第瞬こ，麟範学校におけ

る教育内容を，より高度に再編成すること，を握

起したのである。

　ここに言う教員養成論の本質を，教官灘係職員

に録する教職準備教育の設定と璽解しては矮小化

の感は免れ、ないσ要するに，教育を教育麟究と結

びつけて行うことであ参，科学の成果が教育内容

　鞍善書の段隣では以上の点は麟除されたけど大

学基準協会によって作成された大学基準が，新調

大学発達鱒の大学設置認可基準として採繕された

ことア｝，及び第2次末羅教育養簾懸報告書におい

ても次のよう善こ達べられていたことからも，この

点が重要なi課題であったことが知れるα

　　　　　水準海上の最低基準

　一致舗教畜の改蒋は，水準陶上の基準を設定

することで大いに促進することができる。大学

基準協会がその繍入大学にたいし最低基準を設
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足したことで，ある程度の進歩が冤られてきた。

しかし，大学緯織が設定する基準は，おもに財

政支援の適切さ，建梅，設騰，騒書館，その飽

の施設，および管遅考，教饒，講書，その飽の

駿貴の資鰺の適窮さに震する一般的基準でなけ

ればならない。これらの一般的基準に簾えて，
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　　　　　　ヤ　　　ヤ　　　も　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　　　　　ヤ

教員養成機縫は，免許授与機器の援跡を得て，
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヲ　　　ヤ　　　ヤ　　　サ　　　ヤ　　　ヤ

教饒教育計嚢の認薄のための彼ら霞身の基準を
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　　　　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ

発展させなければならない。この基準は緩やか
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　　　　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　　　　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヘ　　　ヤ　　　や

なもので，おもに，それぞれの機灘がその奉仕
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ん　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　マ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　や

する領域の必要盤に癒じてそれ窪身調）教育計画
ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　キ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　や

を発展させることを奨励する療灘であるべきで

ある。教員養成学藻，公立学校の教麟．文藻省

そして霧奉教育大学機会のような奪鍔職懸体は

鞍懸養成のための謙遜を改善する努力について

継続的に藩究と調査を行うべきである8》。

　　　　　　　　　　　　　　　（露点筆者〉

　ここで言われていることは，最低基準の設定に

よる水準海上の籏遵ではなく，水準陶土のために

教轟養成機縫が5彼ら自身コの基準を設立するこ

とであウ，講者は明確に麩分されて述べられてい

る。それ1よ第i次から一貫するものであむ，教

員養成機縫における教育欝究とこれに基づく教育

の発展に不蘇欠なものとされていることに淫§で

きよう。

　／誹　これらの提霧は，改革にどう生かされただ

ろうか。舗範学校の大学昇格は，大きな璽能性を

初雛請いたか鉦見える。しかし，教育と醗究の結

合は容易ではない。と肇わけ問題であったのは教

員養成と教育醗究との結合であった。

　例えば，総合大学における教育学藻の設置につ

いては，新講大学発足に臠し，有名な譲争があっ

た。姶48奪7月鐸欝，7総合大学総長会議におけ

る罎高学校教官局長及び榮窟大学をはじめとする

瞬七帝馨大学総長と，罠鷺講鞍教育驚教官課との

論議がそれである9）。それは，教育課から新講露立

大学の方鎌として示された聾原驚が簸帝蟹大学に

教育学部設麗を詣示したことについて，協議する

ためのものであった。この時，イールズは医学な

どの奪：霧分野と護1様毎こ，教」曼の水準を海ま1させる

ことの重要さを指摘し，文藻省の計癒しているサ

ベラル・アーツ大学を雛離した。そのほとんどの

部分が懸麟範学校と青年麟範学校だけで構成され

るヲベラノレ・アーツ大学は，この責｛壬を果たしえ

ない，というのである。彼は椴帝国大学をはじめ

蟹立大学は，教畜学部をもち，教麟養成学校を含

むべきだと主張する。

　これに鰐して総長たちの発言の多くは，それを

額蚕遜り受取れぱ，教育学認設置の必要性は認め

てお参，それ準えにC至＆麓との距離もそう大きく

なかったということができる。総合大学における

教育学部設置に反蝿を表薩璽する発奮ぎま霊流ではな

く，嬉立点は時窮早巌と見るかどうかであって，

C董＆沁文藻省・総合大学麟ともそう距離は大きく

ないのである。

　しかし，騨範学校の合併，すなわち総合大学が

教員養成を行うこと，いいかえれば教育醗究と教

員養成との結合についての講者の霧離は，絶望的

である。総長たちはこぞって麟範学校学生の水準

は大学と異なると反撃し，受け入れない。

　このことは会議より一遍間ほどして，イールズ

が南療総長の求め毒こ感じて東京大学を訪れ，交わ

した論議にもよく表わしている麟。よく簿られる

ように棄京大学は，新調移行に麗し，浦灘高校を

金轡して瞬票を越えた大学統合を計露していた。

これは，簸原魏にも反していたので，露原総長は

塵接イールズに交渉して局面の打畷を麟つたので

あるむしかし，イールズの発言は厳しい。彼麟問

題にしたことの一つは，埼玉大学が浦報高等学校

を除いて発足するなら，「鐵発とその後の成長にお

いて多分大変貧蟹で悪騒障害を負う」ことであり，

「高度で特写彗な専門牲，確立した評懸のある現在

の高等学校は，新調大学毒こ必要な地盤と将来の発

展の基礎を与えるために必要」ということであっ

た。そして，紅もし，東京大学が高等学校を引き纒

ぎたいならば，埼玉察の高等教官要求全てのため

に黄経を負うつも磐があるのか？又，特に教麟養

成の要望と編範学校を引き継ぐ意志があるの
か？」　と問う。　これには南漂畢ま窮確な差巨否を示し

たのである。

　大学が懸範学校合併に反薄した事織こは，無遅

からぬものがある。舗範学校が専鍔学校に昇格し

たのはi鱗3年季月，それまでは中等教春機縫紅過

ぎなかった。わずか5隼余での大学への移行は，

容易なことではない。だが，臆銘隼7月は，まだ

戦後教奢改革は進展中であった。窺実はともかく，

改革すべきものは舞か，賑絶すべきもの，そして

作参鐡すべきものが闘われていた時である。後に

レッド・パージ演謹で大学人が揮鍮するイールズ
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が，ここではきわめてラジカルに譲る。

　かくして，総合大学の教育醗究は教麟養成とつ

ながることを擾否して，戦後教貴養成は鐵発した

（従って，東北大学教官学部が唯一緬範学校を含

んで再編されたことの意義，また欝6§奪に分離さ

れたことの意義もきわめて大きい／。

3．教員養成大学基準の成立

　総合大学の教育醗究と教員養成の結合が不十分

に趨発したとすれば，そのメダルの裏郷，教員養

成における教官藩究の結合はどうであったか。

　大学における教育と晒究を支える装謬として戦

後教育改革が罵意したひとつは，大学基準協会を

中心とした瞬業者幾簿1による水準溝上浴しくみで

あ箏，大学設麗基準の設定であった。米羅綾簸懇

の艱苦書も，こうした基準のなかに教育懸究を探

離することを求めたのであった。教員養成を主と

した学芸学部の基準作成は，C至凌難文離省・大学

設置委貴会・大学基準協会の権互鷺係にまたがっ

てお参シこれ老き体，緻密な験詳を要するものの，

次のことは言いよう圭i㌧

　第i吾こ大学基準協会における基準馨成作業は教

員資格が文部省によって立案さ轟たことに鐸いそ

の麟約を免れず，複雑に進展していった。まずig曜

隼に大学設覆基準が成立し，大学基準協会が分科

大学基準の麟定作業に入ったその蒔点で，すでに

文部当馬は緬範教育課で委員会を設諺，教員養成

の大学に臠する基準作成を大学基準協会とは辱彗纒

に進める計癒を表聡してお拳，大学基準協会もこ

のことを是認した鶏。その後轄隼9月，新講大学

の審査のために，文部省が「大学における教職課

程の基準」を，大学設置委員会が「教員養成を主

とする学芸大学基準」を鐸成し，このことで大学

基準協会の基準作成権との競合さえ生じたが，疑

月に大学基準協会は，C簸建の了承の下にこれら

の「基準ゴを，大学設置委員会の申し合わせ事項

として援うことを決定し追認した．更にその後，

教欝職員免許法が蟹会に提鐵された鐙無になっ

て，大学基準協会は作業を再麗したが，その繕譲

は，毘簿に大学基準に「教職課程については，教

簿職員免許法及び岡法施ぞテ全音こ定められたところ

1こ合致するよう考癒されなければならない」との

擁筆改訂を行うことであった聯。これは，背後に

大学教育内容基準跨設定をめぐる専稗家憲治と蟹

畏主権との構克という問題を掩えているから，単

湧警隼3月

純に論ずることはできないけれど，大学基準協会

の基準が大学教欝の水準を規定するのではなく，

教育職員免許法毒こ大学基準が綬定されるという関

係となっていることには淫意を要しよう瞬。

　ついで購鱒窮，大学基準協会は教員養成基準分

科会を発足させ，基準作成作業を再請したが，教

育；職員免許法の1撰定後，教員養成課程についても

文離婁で成案をまとめる詩嚢があることが明らか

とな参，その決定をまって基準委曼会で験試する

ことに方鋭を転換し，教員養歳基準分科会を解敬

してしまった賜。以降，学芸大学基準の作成が大

学基準協会で行われるのだが，これも遅々として

基準作成は進まず，欝騒奪6籍㌶嚢に至参，よう

やく学芸学部基準案が，歓会事業学教育基準改訂

案などと織時に評議員会で決定されるのであ

るe　麟

　第2にシこうして麺定された基準は，特に教職

教育に麗してはなんら定めるものではなく，その

海容を教育職員免許法に委ねるものであった。そ

の「学芸学部基準」は，次のようである聖駕

　…，適穏範醗　本基準は学芸学部及び講じ趣

旨毒こよって設けられた各学部・教員養成を主と

する学菩学藻・その飽名称は異ってもその欝的

において異らない学部1こ適罵される。

　二，馨的　学芸学都は人文科学・縫会科学・

轟然科学の各分野に亙る総合的摂究に重きを麗

き，一定の領域に診て統一された傷い教養を与

えることを欝的とする。

　三，綴織　学芸学蔀は人文科学・社会科学・

§然科学の三系難こわたって縷織するものとす

る。

　醒，課程

　工　一般教官科目は大学基準による。

　2　奪跨科嚢紅興しては，専攻の領域を購成

　　するが嫁き科嚢を各系翼にわたって総合的

　　1こ履修させる。或は，専攻の領域を構成す

　　るため専攻科欝の外にその専竣の馨しない

　　地の系列から髄連科醤を選んで総合的に緩

　　修させることもできる。

　3　教員を志望するものには専門科目毅単粒

　　の中のその…部を教職課程毒こあてることが

　　できる。

　五，単位

　i　一殺教育科翼は大学基準1こよる。
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2　専跨科猛については84単位！以ま二羅1修する

　ことを庭・要とする。

　この縮容が物語るように，これは，縫ベラル・

アーツの講容構絞であ拳，教職教育すなわち教育

麟究を蓬接反駁する科目に薄しては，全くその雲

容を纏足していない。舞彗蔀こ成立した勉の分科大

学基準が，いずれも専攻科目の内容籔分や単佐数

を明示しているの喜こ婦比すると，巽祭立った違いで

ある。

　つま今，結論から言えば，教員資格を定めた教

育職員免許法の履修基準が，大学基準協会の作成

した大学基準の中に緩み込まれ，大学教育内容基

準として佳麗馨けられているという点で，戦後の

基準法調からすれば変態的な形態をとって，教員

養成大学の基準が成立したのである。

　ところで，このような経緯をもって基準法譲が

成立し，教育職員免許法が教員養域大学基準とし

ての役割を擾うところから，免許法はおのずと大

学教書内容基準としての内在的性椿を帯びざるを

えないとも考えられる。その内在的牲賂とは，大

学の教官課程編成を講約しないこと，それに伴う

こととして最低基準性にとどまることである。

　このことを｛勇証するのは，教育職員免許豪去と瞬

鋳に成立した文部設護法（紹報驚奪5肩綴饗，法

律第饗6｛｝／である。文語省設置法は，第珪条第2

号でゼ蔑主教育の体系を確立するための最低基準

に臠する法令案その飽教鳶の肉上及び普及に必要

な法令案を作成すること」を文藻省の任務とし，

第5条（文部省の権銀〉第2§号において「小学較，

中学校，高等学絞，養学校，ろう学絞養護学校及

び幼稚璽に饑し，教官課程，教科濡秘書その地の

教韓，施設，纏成，身体綾甕，保健籍生，学校給
　　　ヤ　　　ち　　　ヤ　　　ヤ　　ち　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　　ヤ　　ヤ

食及び教官職員の免許等についての最低基準に関

する法令案を作成すること」（圏鳶筆者／と定めて

いる。文部省の鐸威する教育職員の発許等につい

ての基準たる法令が教官職員免許法であり，それ

が最低基準たるべきことは，大学教育内容基準と

しての’籠絡をもつところから必然的に要請される

ゆえと思われるのである麟。

　さて，このような基準法麟の成立に照らして今

図の改正は，どのように評癒iされるのであろうか

この点を検討してみたい。

4．欝88年免許法改正と教員養成

　繊　今醒の免許法政正を機略すると，多鍍1こ亙

る内容が盛込まれており，統譲と規羅綾報との2

つの梅異なる原運藩混在してお穆，いずれが本筋

なのかにわかに苦しむところではある。

　前者の｛欝諏は，　茎〉現行i・2綴免許を専修免

許・i種免許及び2種免許への種霧化（法第義条

第2項／，2〉2種免許に離するi種免許の取得義

務化（法第§条の2）と，懸果の欝葬在職による

上級免許震動授与纒足（蔭法第6条霧表第3簿考

第δ号／の廃盤，3〉上級免許取得のための教職

員縷定方法を変更し，大学等での単縫取得を購確

にしたこと，の教職・教科専門科目それぞれ最

低単粒数を引き上げ（第5条灘表第i／，免許取得

に必要な科目の変更・特定（蔑麹第捻条，第6条／

を行ったこと，などをあげることができる。

　これらは，大学における教員養成の強化である

かに見えるし，あながち否定できない悪を持って

いる。たとえば，羅免許法が上級免許自動授与燐

定を置募ていたことは，現職経験を専門牲として

公証するうえでの免許規定として評極できただろ

うが，地方，急速な現代科学の進展に薄癒して専

門職としての教麟の醗究の機会・能力の再形成を

積極的に保嚢毒する観点から見ると弱い。それを自

主醗究にすべて代替することはできないσ）であっ

て，かかる機会の設置を行政にも義務付ける今藏

の措謬（在職鴛隼を越えた2種免許取得者にたい

し，授与権者は3年以内にi種免許取得必要単位

を修響できる機会を与えること一法第6条雛表鯖

考第7）は一応意妹のあるといえよう。

　これらに鰐して，麟大学における教員養成に

よらない特磯免許状を麟殺したこと（法弟護条第

6項第2，3号，第驚条の3第三項，闘魂第i項，

規則第斑条の4〉，2〉免許状を有しない非常勤講

麟麟凌をもうけたこと（法弟3条第2項但し霧き，

繰灘第6§条の81は，教鷺魯容の多様化を免許状

の饗彗面から裏付けるものであるととも毒こ，免許状

主義の完全な鱗外であむ，大学における教員養成

の瀦外を作るものである。こうして，一晃財立す

る内容が総奪免許法駿豆1こ盛込まれているのであ

るが，よく考えれば，焼麟強髭をおこなうが故に

鱗外搭選を設けるという灘係であるかもしれ．な

い。捲摘されるように教員養成大学・学翻以外の

大学の教貫養成が霞難になるとすれば，そうした
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一般大学からの教員志望者を籔較するものとして

今後機能するのかもしれないのである。

　さて，その綴調強牝は教員の質質海上施策の一

環であるとされている。かかる内容は資質海上に

つながるであろうか。今騒，教畜醗究を直接に反

験している教職事解科轟の履修基準設定に麗して

行われた駿歪等を次に櫨討してみよう。

①構法第§条磯表筆墨及び難施行規難第6条改

麗によむ教職科§の最低修得単｛立数と科欝名を

変更したこと。

②簸施行幾則第6条第2項を改正し，大学の換

える教職に灘する専門科藝を，轟等学校の専修

免許又は至極免許状に鰻足したこと。

③教書勧戒局長還達「教職員免許法施行爆難等

の一都を改正する省令の公蕪こついて」（文教教

第縫弩・，婚8§奪3月22鋤により，2以上の教

職紀臠する専鷺教官科猛の内容を包猛させる授

業科羅の設定を，施行幾羅第6条表第2嬬に漿

足したこと（蟹意事項i（欝。

④講通達によ拳第2構の教職奪霧科目として讐

殊教育に臠する専門科§を修得することが望ま

しいとしたこと（留意事項蓑31／。

⑤簿通達によむ小・申・高・幼の教育実習に奮

聾・養護学校の鰐癒する部の教育実習を含むこ

とができるとしたこと（留意事項i韓／｝。

⑧教育勧戒局教職員課長通知「平成元隼度以降

における免許状授与の所要資烙を得させるため

の課程の認定について諜（元教教第鷲号，鯵8§年！

5肩22馨〉によ拳，教職奪囲科饗中の醗修得単

位を新規雛の科欝に冤なす場合を示したこと．

　鋤　大学の教畜課程纏成との関係について

　さてこれら1こついては，大学の持つ懸有の教育

課程続成権との麗孫で疑問のある施策が含まれて

いる。

　まず簾設専門科羅縁，大学での履修基準として

教畜職員免許法に蔑定の有無と麗係がなく設定で

きるものであ彗，かつ免暴午資格の最低羅i修単｛糞垂こ

含まれない。従って，この罵定欝体は免許資格と

しては不要なのである。それを存続させ，しかも，

高等学校免許に罹ることで，実質的に大学の教育

課程纏成鉦対する指示をなす内容となっている。

これ縁免許法によってなしうることだろうか。

　また，2以上の教職専錫科鑓を包落する科嚢の

王鱒§年3鴛

設定を通達によって瞬足したこともか大きな疑問

である。確かに文藻省の所掌事務のうちには，大

学教畜についての振興・援助・跡書が含まれてお

拳（文部省設置法第5条第26，27，28，調号〉，また

大学の運営について捲導・助毒することを権縷と

している（溺法第6条第9号）。

　しかし，地方，大学設置基準江基づいて大学で

いかなる科翼を設定するかは，大学の織布の権醸

であ拳，科藝設定に臠する事項は，教養の資賂に

関する事項というよ鯵は大学教育課程に臠する事

項である。教員養絞太学の教育課程は，教育職轟

免許法に麟約を受診るものの．それは，瞬法グ）諸

焼定毒こ添わなけれ多ぎ免許状の発ぞテカ叢ぞテわれないと

いう形のサンクシ3ンによって握鐸：されるのであ

って，大学教育課程の設定そのものは，第一義的

に大学に属するものと考えら轟るのである。瞬通

達が教育助成局長名で発せられているところが

ら，文部省紛織令第9条に定める教畜助成馬の事

務「教育職員の免許，養成及び大学にお鵠て行う

現職教育に関し，企1蚕し，及び援助と助言を与え

ることゴの一環として行われていると思われるが，

なぜ教奮励絞局長通達によって大学教官におけ

る，ある科目群についての包猛的馨講形態が是認

され，逆にその驚の科§群については是認されな

いことの捲示が薄髭なのであろうか。橿遜は定か

ではない。

　当該通達は，課程認定に纏わってのものである

が，課程認定そのものが，このような指示をなし

うる譲擬となるのであろうか。しかし，「大学にお

いて教員養成の課程を謬く場合の審査基準蚕教育

職員審議会決定，欝8§簿3月蔦饗一部改正／は，

課程認定を「当該学科等の目的・姓絡と認定を受

けようとする免許状との帽当縫係，教畜課程，教

員纏織が適当と認められるか否かを審査」するも

のとしているが，審査基準の鍔2科§及び単鮭」

や「大学において教員養成の課程を置く場合の審

査内燐3（教育職員審議会決定，欝8§隼3揖露警一

部駿豆三）には，教職專饅群籍毒こ対癒する科欝の縫

講形態を審査する項霧萎まなく，課程認定がこのよ

うな捲示を擾擾づけるとは思われない。

　この縁か，大学露有の教育課程編成に関与して

いると見られるのは（鎚）も疑様である。④毒こつも》

ては，筆者もその望ましさを運解するが，なぜ免

許法や施行蔑疑彗に明示されず，このような指示が

なしうるのだろうか。特1こ⑥については，大学で
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開講する科目と施行縄則の科目の対癒牲を指示す

るもので，このような嬉嬉は，従来，大学の舞籔

に委ねられていたのに，通知という形態で文部省

が振示したことは重大な問題である。

　なお，ついでにその内容に駿れれば，纏えば，

蔭緩蟹彗第6条に蔑定した「教育原運，教育心理学

児童心建学（教育の本質及び目標に臠する科鐸又

は幼晃，晃童又は生徒の心身の発達及び学習の遜

程1こ臠する科目の単位としてみなされる科§を除

く。／」を，「教育に係る縫会的．鱗度約文は経営的

な事項に関する科目」に見なすことと指示するご

とく，およそ教育学㍉む運学の専鍔的惣翼1の存在

を疑わしめる部分がある。このような指示がなぜ

職妻義課長通知でなしうるの毒Σ，疑翼というほかな

い。

　（31水準1溝上施策としての免許法改正

　そもそもこの改歪や一連の措置は，教員の資質

陶上策として主張されている騰。確かに教畜職員

免許法は，欝騒隼に改蕉されたままであったから，

その見1聾しそのものは行われてよいだろう。

　ところで，教員養成学離に身を置くものとして

は今圏の改正が水準肉上につながるとは考えられ

ない。今馨，量界的にも公教育は様々な矛履をか

かえており，教員の力量1海士1もこれを解決する上

での一つの課題であることは瞬らかだが，それは，

教麟1こよ塗豊かな文化と教養，高い專胃性垂こ裏付

けられた教育の力量を奮える以外にはあむえな

い。それは，なによりも教育醗究の成果を教麟養

成力婆キュラムの中に打ち立てていくことでもあ

る。藩達した難く優籔縷幸髪告書の指摘が，いまだ

に重みをもって響いてくる段踏に，我々は雛る。

そして，総合大学の教育醗究と教員養成との麗係

は，戦後改革難以降，ますます遠くなった。i§騒

隼の教育職員免許法改正において，校長・教育長

の免許状が廃止され，教官ぞテ致の専門書生が否定さ

れたことで，宗嫁譏惣の遜譲に蟻的に表われてい

るように，講歴講教育概究に変容をもたらし

た鰍。教舗の専門牲の｛難に立ってみれば学校経

営・教育課程織綾など教育学曝有の辮象は，免許

法上で一般教養的位置しか占めておらず，免許種

類としてその専門牲を公証されず，したがって免

許法としてはその専門牲が確定していない。反面，

こ轟を専糀的に行いうる講座舗教育学離では教舗

養成を行わない，という分離構造が戦後を貫徹し

ている。

　では，教育養成大学の教奮醗究の発展はどうか。

今饗の教育癖究の成果の多くは，貧弱な羅究条件

と過重な教育負撞導こ燐みながらも教員養成大学に

おける醗究餐によって進められている。教員の資

質病上策は，これらの教畜醗究を更に進め，教育

内容を充実させる舗護・政策として展灘されるべ

きなのである。

　だとすれば，水準湾上における基準の役割も，

もっぱら教育醗究と教春海容とを接続させるため

に設定されねばならず，免許基準の単位数増撫や

科譲の蒋定位の形で進めることは，教員養成大学

の教育観究を進めること1こ益しない。と讐わけ癩

嫡したいのは教育職員免許法が最低基準牲を持た

ざるをえないこととの矛蔭である。一般大学での

教員養成を保難ずるためにも，教育職員免許法1ま

最低基準盤を帯びざるをえない。最低基準たる免

許法の最低履修基準を瞬き上げれば，一見教麟の

資1質が晦上したかに見えるが，それは錯覚という

べきである。まず，それは直ちに開放麟と矛盾せ

ざるをえないし，その結果慧より大きな開題を難

き起こすだろう鋤。要するに，水準陶土は免許基

準撰き上げによるのではなく，露な形態をとるべ

きなのである22㌧

　紛　複数免許の問題

　免許法改亜による最低取得単｛立の設定力雪，教員

養成大学においては実質的教育課程基準に転化す

る問題には，きわめて単純な運由が存在する。そ

れは，都道痛察教育委員会の要望が大きな要露と

なって，教員採醗に複数免許取得が常態化してい

ることである。これに嬬癒して多くの教員養浅学

藻の教育課程は，2種類の免許取得が可能のよう

に設定されてお塗，遵に署えば2種類の免許取得

が薄龍な程度の専穆牲に蟹まっている。こうした

構造にメスを入れることなく免許基準を挙げても

水準海上の機能は果たしえないだろう。

　そして，福島大学教育学離が欝8§年度よ讐実施

した講専攻の「改革藩はこの点に関わったもので

あった。そこで，そればどのような意味をもつも

のか，次に論じてみよう。

5．福島大学教育学部の欝89年改革
　一いわゆる繁3段踏論について一

／il総隼よ箏現在に至る教官学離の教育改革の

キィ・ワード瓢中心擾念は，小学校教員養成課程

における〈系〉の設定に見られ．るように，総合化
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にあった。

　これ嚢身，様々な講議の薄象となってきたが，

総合化とか統合化とか，ある雛はこれに蝿麗して

の学問の専野彗分嚢三とか，「学潤論ゴとして毒ま尽きる

ことのない議論はある。しかし，たとえば教育職

員免許法の教科専門科馨の単位数鎗の中で，専門

科学の水準を遮求すること窃体懸難なことは壼窮

なことである。地の学藻では，専韓薮鴬科§76単

麓の中で，しかも文学認なら羅文学だけにこれら

の単位をあてて学習させる仕鰹みと比べて，劣弱

穫は覆い難い。

　というより，もともと教員養成学離の専門牲の

内容は，教科専鞘科欝の枠のなかで追求できない

はずのものなのである。瀦えば文学部の場合，趨々

の学科が史学や文学を教授する場合，あらかじめ

体系牲は，これらの学問体系の中に内蔵されてお

箏，予定講私的に系統牲が揚保される。だが，教

員養蔽学部のように，職業人養成の学認で，教職

專霧科羅（実1祭は教育学・心理学と教科教育とい

う二つの異なる科学を総誌しているので．単に教

育i織翼免許法上の区分によってこれを講一擬する

ことは許され．ないが〉　と，教科専軽科簑からなる

単離にあっては，科猛総体の体系盤がおのずと存

在しているわけではなく，窪覚的に作陰欝されな

ければならない。

　してみれば，教職奪胃やその飽の科鐸全体を通

じて学生に奪稗教育を行う仕緩みが準薦されなけ

ればならないのは当然すぎることだろう。それを

総合とカ》統合とよぶと，奪野彗科学の分科受生と対立

するように見えるが，要するに学都教育全体でど

のような教育をすべきか．という課題設定である

と考えれば，縫々の教員覇究者の議義体系の総憩

が予定調穣的に学生の教育体系にな滲えない以
ま二，桂1互の篝篭連づ垂ナ喜ま必然的なこととも｝うほ毒〉な

いのである。

　いま豪での福島大学教育学部の教革綜，小学校

に〈系＞という新しい纏修体系を設け，卒論指導

に合せて単位を拡大し，麟専攻を主専攻に讐ンク

した。また，教育実響を3q隼次1こ分麟した。

これらはすべてが実施されて機能したわけではな

いから，その評懸は，まだ数奪を待たねばならず

慎豊に行われるべきだろう．

　しかし，あえていえば青全体としての緩み立て

ば，教育職員免許法の機念を素材にすることから，

騰隷せず，これから離れて新たな專粥盤を購築す

湧轟算3縁

るという段購にまではいまだ至っていないといわ

ざるをえない麟。

　讐に，教畜醗究を甕接薄象とする教育学・心理

学・教科教育学の妓置餐けの不十分さは，今まで

述べてきたように戦後の教員養成が残してきた課

題であ蓼，教官学離全体の奪稗力婆キュラムを構

怨する上でも克賑していかなければならないにも

拘らず，決して十分でない。

　たとえば，教育学部の中学校各教科の履修方法

をみると，長い閣ダ教職華こ絶する専門科臨と「教

科に絶する奪羅科讃」とする区分によって表示さ

れてきた。免許法の区分に基づく点では窮に麗違

いというわけではない力量，　うっカ〉むすると課程教

科の専野穫窒を，教科専門科§と等直してとらえる

観念が発生しかねない。購様に薦奪に発達した大

学鶴の緩修基準をみると，「学校教育に臠する群

島を「共通基礎］として一挺し，ド教科内容に鷺

する科臥を「基礎論ゴ，ヂ教科教育に麗する科臥

を「教育論」と示している。「学校教育に麗する群

島を構成する教奮学・心逡学は，専胃分科の科

学として成拳立ち，学校教育専修の続生にとって

は，深く暴究すべき学閥鑛域なの1こ表示のうえで

はこれ蓬こ対癒しないところに，構造づけの曖昧さ

が見られるのである。

　（2／　さて，これらの整謹を踏まえて，灘専攻麟

度の改革＝嚢中的学習という名での課程・教科に

よる取得範饗の醸定二経連響けをどう評するべき

だろうか。これは単離力婆キュラム全体を通じて

の専門牲グ）形成につながるだろうか。

　講専攻といい，主事竣といい，これらは教科の

免許基準をもとにしてその免許を取得させること

を基準にしている。ところで教科とは，もともと

教膏土の緩織単位であって，ある教科とある教科

の内容構成が，教科の関係として特定の欝係をも

つということはない。複合教科の場合をみても墾

らかなように，教科を構成する学闘領域は教科の

関係として関連感けられ，ないものを含んでいる。

　饑えば，家庭科の教科内容は，家族講など社会

学や経済学を含んでお参，それゆえに縫合科学を

軸にしているが，飽方，栄養学・食贔学といった

轟然科学に属する内容も欝っている。また，家庭

科の必修科饗を購成する住居学にしても，建築学

といった工学1こ属する内容もあれば，地方，住宅

政策論や鄭薦計薩など歓会科学に属するものも含

んでいる。つま拳，家庭科を構成する懇々の学縫
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は，地教科の学問と深雛関係をもつことはあるが，

教科樒互に何かの髄孫をもっているわけではな

い。教科は，単に科学・分科の領域を束ねたもの

だけではなく，教育§的にそって構成したもので

あるから，運科・社会科のように比較的科学の譲

選にそって構成されている教科もあ麹ば，家庭科

のように教育改造運動の繕果として嚢的的に構威

された教科もある。鍵って，これらの教科の履修

を縫運賃けるだけでは，新しい専霞性が形成され

るとはいえず，i種の観念的整蓬1こ留まると思わ

れる蹄（ただし，その活絹・再纏成によって新た

な専闘姓を形成する可能牲はある。このことは後

で遠べる／。

　（31採熔と複数免許麟

　ところで，教育学部の力饗キュラム改革が，な

ぜ教育職員免許法の機念をもとに謡らざるをえな

いか，それ，な箏の運蜜がある。

　複数免許を総連付けて簿かの専門牲を生み識そ

うとする議論の背景には，実は，無意識的に便宜

の問題が潜んでいる。優宣とは，複数免許取得を

籍望する採罵者の意向を前提にし，その範雛内で

カリキュラムを購懇するという志向である（もっ

とも鰯度論はおのずと優宜の問題を食み，i種の

道翼論として作為的に講じられる性質を持ってい

る。だが，一方では，講獲：は，客観的事実に麟癒

しな鯵れば奮勤垂こ機倉麩しない。嚢尊者の統一一を自覚

的に探ることが必要だろう／。

　だが，そもそも複数免許取得はそれ嶽ど意練あ

ることだろうカ〉（もし，複数免許取霧輪こ｛響ら毒、の

意味があるとしたら，それは，不牽意入学領霧の

緩秘としてである／鍛。前遠したように，その闘

い覆しこそ，今離心要なことではないだろうか。

従来よく言われるのは，緩命権者から複数免許取

縁が望ましいことが琴まのめかされ、3争学生闘にも

複数免許取得が採薦に有灘まとする意識があったこ

とである。筆者の講べた範饗では，離免許取得者

との聡には近隼やや変動があるものの，採擁率が

決定的に異なるとは零えない職。その差異震体は

たして，複数免許の有無によるかどうか定かでは

ないのである（勿論，採罵試験合格の要瞬を多葱

的にかつ長窮にわたって験試するなかで甥擬すべ

きだが，客観的なデータ不在のまま，譲免許取得

を繭提とするのも考えものだろう／。

　任免権者毒こ人事政策上複数免許を希望する運密

があるとすれば，学校種鷺聡の移動が簡便だから

ということであろう。しかし，それは懸鋳に教麟

の専闘牲を蓬年瞬に2種類の免許を取れるほどの

程度におとしめているのであ警．教員の資質海上

に責任をもつ立場からはそのような専門牲軽機起

つながる施策こそ跨昧しなければなるまい。しば

しば，教麟の資質としてこどもへの愛情を説き専

門牲を軽擬する発誉が見られ，る。だが，日本の教

官張究は，すべてのこども1こ高い水準の科学を，

系統的に教授し，遅解させるほどには発達してい

ない。教育実践は，すべて教緬懇々人の技麟的灘

面をもち，多分にその性路を捨て表ることはでき

ないとしても，こうした量雰が持つカンやコツか

ら飛鍵して教授・学習過程の合法別姓を解塾して

いかなければ，先の課題は達成されないだろう。

　一般大学の場合は，免許基準とは惣こ大学設置

基準に基づき專饒科学を教授する仕緩みができて

いる。これ1こたいして教員養成大学において，教

鑛資格の最低基準たる免許基準の枠内で大学教育

を設定することは，不†分というほかない。

　繊　専門姓形成と複数免許

　若しか雛こ，複数免許取得をこうした不†分性

を補い，教員養成離における専門性形成の道具と

して位置感けているとしたら，教育職員免許法に

呪縛された形ではなく，大学がこれに代わる専門

盤の独嚢な構想を示す必要と責任があろう。

　教麟の専門姓を公証する仕緩みは，なにも教育

職員免許法によるとは蟹らないのである。第i次

第2次教育使籔毯輻蓋書にあるごとく，蒙本教育

大学協会といった大学連合体やその飽専門学会で

公証する硅緩みを作ればよいのである．勿論，こ

れ藩ま法的拘束力を持たない。しかし，重要なのは

専門的裏付けの問題であって，法律に競走がある

か否かではな秘。元来，こうした専胃性を公証す

る起灘は，大学の発行する学鍾であ参，教授醗究

者の専門牲は，国家の手によって麟設されたので

はなく，専胃家集欝の瞬業煮による認定が基本で

あった。こうした大学史実も．支えになるだろ

う2駕

6．教員養成学部のがナキ議ラム論

　轡　婚8§年度，全蟹の教員養成大学と購様福島

大学教育学離は，課程認定作業に追われ，本来あ

るべき力夢キュラムの内容についての議論・綾討

が行われなかった。今まで述べてきたように，教

育職員免許法の履修基準をもとにしたカサキュラ
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ム構成論は，教員養成学部の専門鍵形絞を進める

とは思えない。

　そこで，今8の縛点で，やや彌縫的ではあるが

免許基準にも鰐応可能で教育学部における奮闘牲

を表示する力婆キュラム試案を購懇する上で，要

請される原麩を講配しておこう。

　第至に，蔑に行われてきた改革の中で生まれて

きた成果をよ拳発展させること，ないしはその活

絹をはかることである。大学教育改革も教育実践

であることを踏まえるならば，現に生起している

新しい曝籠牲を定着させることが，麺度論の要請

されるところであると考えるからである。

　異体的には，課程認定再串議の際紅墾らかにな

ったことだが，教育学部内毒こは，中学絞各教科の

専懇科欝欝のなかに教科教書に翼する奪霧科濤を

免許法上の教科教育法以上善こ緩み込む動き右書ある

ことである。これを一定まとま鯵のある専門体系

として保絶することである。

　第2には，今までのく系〉カサキュラム形成を

教科闘だけでなく，全教科にまたがって行うこと

で内実化をすすめることである。纐えば，表現系

科§に言諸表穫科猛を超えること，生活系科弩に

家庭教育講を換えるなど全体としての横乗疹を進

めることである。

　第3に，孟專竣と譲専攻の聞達付けの内実駕を

さかることである。但し，先に述べたように複数

免許取得を麟提として，免許取得を癩互に指定す

ることにはさほど意妹がない。発想を逆転し，縫

えば，勉教科ないし課程が竸講ずる授業科醤で主

専攻に麗連のある科目を，空専攻に縫達する科嚢

群として履修揚足を行うことで，よ参深みと摩み

のある履修体系を購恕することが可籠ではないだ

ろうか。教員養成学部は鰻られた人数の教官で多

くの分野をカバーせざるをえないから，特定の分

野での専門分登録ま手薄毒こならざるをえないが，皮

嚢．多くの分野にまたがった履修体系の形成は蒋

籠であ滲，こうした点を生かすことが独自なカ》

キュラム形成につながると考えるのである。

　そして，こうして懇み立てられた科§群が複数

免許取得に活躍できるならば，さらにこれ．に鍼え

ての科§指定を行い，免許基準をク婆アするよう

に設定することも可能であろう。

　第淫には，これに換えて，現行教官職員免許法

の欠臨，蹄ち，教育醗究を專霧姓として表示せず，

最低基準としてしか表示しないことを補い，独自

i§鱗年3薄

な專野蟹盤の領域として表示することである。鍵来

の教轟養成論には，生活旛導など教科外教育，学

校経営や教育行政講などの領域を佳麗付ける場

合，すべての教麟が漏れなく修得するものとして

展絹される傾病があった。教舗の活動が，教科・

教科外を含めかつ学校経賞の主体であることから

もこれ脅体は蓬当だが，教員免許の最低基準にこ

れを緩み込むだけでは必要な専門牲の水準は保簿

されない。かつて騒隼教育職員免許法改笙までは，

校長教育長免許状としてこれらの専門性が公証さ

れ．ていた面廃立されたからといって，必要性が消

失したわけではない。むしろ，擁比された今饗こ

そ，教育醗究の成果に基づく教蕎が求められてい

るのである。これも，專移譲養として醗亮の学離

教官の中に存在している281。

　第5に，これらを総落して統一的な学部の緩修

体系を構想すること，灘專竣をあわせて専露盤と

していたような形態でなく，これに代わる新しい

專霧雛表示の方式を示すことである。これは，緩

念鼕鼕に留まるかもしれないが，試案として必要

であろう。

　しかし，カサキュラム講は以上のべてきたごと

く演繹的に決定される鰯藏だけではなく，現実に

存在する学生の教養水準・発達課題に爆略して構

成される必要もある。そうでなければ，力華キュ

ラム論それ麹体は発展しながら，麗実の学生の奮

闘牲形成にむすびつかず，からぶむとなる危験牲

をもつであろう。力亨キュラム案そのものはこの

点についての検認をふまえての課題とし，いまは

禁欲したい。

i）三輪定宣参考人発言，第簸3璽会衆議醗文教委

員会会議録第六号。

2）羨野千寿参考人意見，纂簸3国会参議院文教委

員会会議録第十号。

3／握茶実讃・講談被学徳文庫，鱗頁。

尊〉”盆e葦》ort（鍾Co搬醗撤ee騒丁髭AC縫董翼G　A｝紛

丁麗獲》｛∫CA賢0翼0罫TEAC薩E浴”，夢．i3，

Tra麺or　B｛｝x翼。．33、この文献の紹介・分新と

　して，鈴本英一・鑑藤秀棄飽「末羅認景教育懐

簸獲の成立事薦に関する総合的懸究ノ名壽屋大

学教官学蕪紀要一教育学科一誰第綴巻，臆艇隼

度，252頁。

駐村井実訳・藍貰。

6銃R銀or沁｛C櫨搬滋ee麗丁鴛AC鐙糞GA醗》
T｝建獲）乏JCAT至0餐0ぎ丁歪盗C9獲≧S聾，貸．蟹．
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7〉海後・寺綺蓼大学教育謹（東大詣叛会〉，騒8～

　52§頁。

8調原典対訳　来蟹教畜嚢養簿聾鞭告書寡建畠社／

　i鍵，玉92頁α

肇）W、C．εe蓋茎s喰eor§a虚zat醸。重量｛ゆeダ
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　Ri茎…〕C（〉盆至）S，猛ox！耀。．53…～8亨　C簸…：（盛）2警28、　この

　講争の内容・位謬については，織縞「三十器年

　史観究ノート　戦後教畜彗霞箪と大学σ）蟹土毒牽錘

　（下湯『大学基準協会会鞍　第§2弩凄謄総隼鷺

　月｝　工53～i59頁参照ダ）こと。

臨WC．露el董s，｛望醜s綴融。員∫rawaKo鉛Ga－
　1｛装｛｝鯵y　To藪yo　U敬重Vεrs圭ty”，　（27，」鱗茎yi§48），

　瀬4．この薫も叢稿縫総～i磁頁参難。

茎i〉経緯については，ゼ大学基準覇会十年史嵯海後

　宗欝編密教員養成壌（東大講叛会／，蟹立教鷺醗

　究所縮本近代教育吾隼史6匪の鑓述が詳しい。

i2／i輿7隼曾月舗彗「大学基準臨会第4璽基準委

　員会議事録」『基準委員会　曜秘二三暑。

欝／童大学基準協会十奪史書欝2頁。

轡もともと大学基準第縢項は，「この基準1こは学

　校教育；法及び漏法施行燈嚢i郵こ決められている事

　項を省聡してあるヨというものであ鯵，これ毒こ

　先の文言を蕊えた改誕である。しかし，学校教

　育法及び施行燭則の大学驚連条項は，入学資賂

　などに関するもので，教畜講容水準としての牲

　格を持っていない。この酸譲の異質牲を毒摘せ

　ざるをえない。

i§／ヂ購憩24隼驚月25響　大基議発基教第3号のi

　大学基準憾会会長穣鐵小六　教塁養成基準分科

　会委員長平塚益徳　教員養戯基準分科会解散に

　ついて」ζ教曼養成基準分科会盛

夏欝『大学基準議会十隼史書欝2頁．罫理事会　評議

　轟会　昭灘二六飾

｝7／郵戦後教官資料垂v卜慧i。

i8）この規定は，欝52隼の改蕉（7月綴響法等第

　27i号うで蓉婆余されたが，それに灘する議瞬は一一

　切ない。『第圭3響会衆議鶏内麟委舞会議録第貿

　号』（ig52隼5月9暮）。

鯵／教鳶職員免許法改歪案についての農地政府委

　員設覇．第簸3蟹会衆議院文教委員会議録第5

　号音

2緋警乗京大学醤葎1史　部藩吏一一曇露髄頁。その影

　響は，麟：究の方向と質1こかかわる重要なもグ）で

　あった．携えば致策撹鞠を標榜する教育青酸学

　と政策科学としての教官後会学との分離瓢懸腕

　をもたらした。また，現在，急速に必要性が増

　大している生活指導・遵徳教膏など教秘外教育

　分野の麟究老は，ほとんど講痙譲大学駝では養

　成されていない鋒

2葺畷数講慧，戦薦の霧鎖的教量養成に薄する否

　定凝念として，教員養成系大学における独占的

　教舞養成を撰1饗する機念としても硬羅されてき

　た感がある。しかし，高等教畜がエサートから

　マスヘ，マスからユニバーサルヘと移行しつつ

　ある窺縛点で1ま，轟等教奮進学への不本意就学

　的領海と4）黙係においてとらえ藍すべきであ

　鯵，教塁養成の計麺的養成の猛緩みを再検討す

　る要馨として再評慰すべきである。

22／今欝，麟力的に教典養成麟漫講を展露してい

　る一人に講蜜浩子氏がいる。醸鐵氏の著作には

　大いに学ばせていただいた．ただ，海山氏が教

　育職員免許法に絞れ，ヂ免許基準の法定主義が教

　職課程の設麗基準醜な機籠だけをもち，設置後

　の質的講ま二のための基準といった機能を持たせ

　ないというところ毒こ醸饗を定めるなら多ま，羅家

　権力の欝欝的な介入をふせぐことができ，免許

　法方式は是認されるのではないだろうかゴ繹教
　職｛7〉奪野弩牲謹軽羅濃霧聖書，　i§暮7奪三，　i撰…買〉と説く

　ところには，十分鶴翼できるが，教1織奪鱒教畜

　の水準海上を免許基準の議講としてのみ展麗し

　ているのには（緯，2欝～2i2頁）得心できない。

　質的海上基準が問題紅なる島藏においては，瞬

　業者規麟すなわち専臨家欝治の位置録’けを重撹

　すべきではないだろうか。また，法定主義の評

　懸は，礎史的な文脈でのみなされるべきであ滲，

　特に勅令主義の克嚴として意義を晃鐵すべきで

　あろう。この原運が，境段繕の教嚢養成の水準

　簿圭1と関数牲を講停する原種是箏えるわけで縁

　ない。そしてまた，戦後改革は，羅家権力を教

　奮立法の主体とするだけでなく，露主懸体によ

　る祭主立法を舗度として緩み込むことを予定し

　ていたのではないか。

2瞬機猛射には，かつてダ教畜職舞免許法と教官

　学謬の課題！福島大学教官実践懸究紀要露第聾

　号騨馨（懲87隼3舞／で違べたことがある。

2麟このことはく系〉そのものがケ教科間で行わ

　れたこととに妥当しよう。鯵えば，表現系は，

　当誘，美徳科・音楽科・保健体畜科に一よって構

　懇された。しかし考えてみれ窪，表現系が教科

　の統合によって購成されるという運霞はない。

　表現が叢雲吾の窪多態をとる以上1，蓑蚕藷の一一音藝を含

　むものも講懇されてよい。こうした談議が髭面

　きって墨にくいのは，教群を蕩堤としているか

　らであ拳，その舗約をま癒がれてこなかった表

　われ，といえよう。したがって，教育内容改革

　を進めるとしたら，教斜懸の総合｛ヒだ謬ではな

　く，科目幾のすなわち教官の事象！領域羅1の関連

　付1ナを行なうべきだろう。
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25／鱒沢・羽蟹・宇都宮「票・轟専攻鱗度に麗す

　る学生意識ζ橿鳥大学教奮実践覆究紀鶏第謁
　号　（i｛捻9集銭湾〉。

2春｝小学校課程学生の畿免の有無と採罵の§慧係は

　次のようである。

墓彗免 圭綴 2綴 なし 合計

合 　85
i騒．i％1

　播
戟D轡％／

　i3
i騒．2％／

　驚8
i§2．蓬％／一

九
八
五

不 ？2 i5 簸 §8　1

合 　7§
i灘．3％〉

　i6
i蓬2、i％／

　　5
q33．3％1

購　i解、ε％／i

一
九
八
六

不 78 22 欝
　　　ヰ
焔ﾁ

合 　8§
i53．8％）

　i§
i5§．融％／

　　毒
i28．6％〉

　鯵6
i§2．嚢％／一

九
八
七

不 7達 鯵　　　　鰺 98　1

　　　〔／は合格事

2？〉横薙駐英ド学整調度の起濾ノ大学講集誰第§

集（辮7璃，鐸鞍噸ツパ大学都毒への総
　（サクルート鐵飯離，露8§奪〉参照。

28〉文離釜はr蟹立の教貴養成大学・単離の学藻

　の今後の整簿の方海について」（総懸奪7肩2§

　鋤によって，教員養成学藻・大学の「再鑛」

　を示し，これを契機嘉こ就職率の懇下した教員養

　成大学・学部は，ゼロ免コースの設置などに乗

　讐識した。この擁重策は，教官定量増をほとんど

　簿わず行われてお参，ただでさえ教員スタッフ

　の手薄な教員養成学部に雑多な機能を持ち込

　み，簸で簿硬な職業教畜を行う紛駕獺
　養成学部の統一牲を潟姦させ，「整騰3の名に纏

　しない内容のものである．　しかし，これが積極

　的な施策として意味をもつとすれば，教鳶懸究

　を推進する教育学科（娃会教畜行政麗係老・心

　理カウンセラー・縫会橿穫縫孫者などの養成を

　含む》を設置し，本来の琵務である教塁養成と

　矛愚ない学藻構造を形成するものとして靉靆で

　きるかどうかであろう。

＊本論文は，鶴藤秀夫礒究代表者「米露薄馨教育

　1吏簾1璽華こ関する総合的麟究」韓露8奪と度よつ3

　卑〉に繍わって得られた醗究成果が一蕊硬鰐さ

　れている。
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