
1．はじめに

本稿は、平成23年度（2011年度）基盤研究（C）

（一般）「教育実践と省察を軸とした教師教育実践プ

ログラムの開発と普及」（研究代表者：中田正弘）

の1年次の研究成果について、その一部をまとめた

ものである。

近年採用される教員は、実践的指導力やコミュニ

ケーション力、チームで対応する力などの教員とし

ての基礎的な力が十分に身についていないことなど

が指摘されており2）、理論と実践を融合させ、実践

的な指導力のある教師の養成･育成は、我が国の教

員養成・学校教育の充実にとって重要かつ喫緊の課

題となっている。そのため、我が国では教員養成系

大学を中心に、実践を重視したプログラムの開発が

進められるとともに、2008年には、実践的指導力の

育成を重視した体系的・効果的なカリキュラム編成

や、実践的で新しい教育方法の積極的な開発・導入

により、理論と実践の融合を目指した教職大学院が

創設された。

また、2010年度入学生のカリキュラムから導入さ

れる教職実践演習は、教科に関する科目及び教職に

関する科目の履修状況を踏まえ、教員として必要な

知識技能を修得したことを確認するもの3）とし、養

成する教師の質を担保する仕組みとしての役割が期

待されている。

－1－

教育実習の質保証をめぐる今日的課題
―『教師教育者』１）という視点から―

中田 正弘1・鞍馬 裕美2・坂田 哲人3・伏木 久始4

帝京大学教職大学院1・明治学院大学心理学部2

青山学院大学情報科学研究センター3・信州大学教育学部4

要　約

理論と実践を融合させ、実践的な指導力のある教師の養成･育成は、我が国の教員養成・学校教育の充実に

とって重要な課題となっている。しかし、実際に、大学や学校において、教職課程や教育実習の指導を担当

する教員（＝教師教職者）に期待される資質能力や研修等についての議論や検討は決して多くない。

今回聞き取り調査を行ったオランダでは、School-Based Teacher Educationの考え方に立ち、教育実践を

行うことを中心とした実践的な教員養成への移行が進められている。そして、教師教育者協会の役割や活動

に見られるように、学校における実習指導教員も含んだ教師教育者に対する評価や支援が具体的に行われて

いる。

また、デンマークでは、教育実習期間は24週以上と決められており、職業短期大学では 4年間の各セメス

ターでの実習にテーマをもたせ、大学での授業と有機的に関連付ける試みが行われている。さらに、事前事

後の演習や、実習中の現場での臨床的な指導助言を行うために、教育実習にかかわる学内フォーラム等の教

員FD活動が積極的に行われるなど、教師教育者の指導力向上という側面からの質保障の取り組みが進められ

ている。
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教育実習については、学校現場での教育実践を通

じて、学生自らが教職への適性や進路を考える貴重

な機会4）としてその役割が期待され、これまでにも

実習期間の長期化や内容の充実に関する検討が繰り

返し行われるとともに、学校ボランティア等を教育

実習の参加要件とする5）といった議論も行われてい

る。

しかし、このような実践的指導力の育成を目指し

た教育を担う教師教育者に関する議論を見つけるこ

とは難しく、その実質的な専門性や力量に対する関

心は、国内というよりもむしろ海外において議論が

進んでいる6）。換言すれば、日本においては、教師

教育者という明確な概念が見あたらず、教師を養

成･育成するための教師教育者を取り上げた議論は

極めて少ない状況にあるといえる。

実践的指導力を養成するためには、教員養成のカ

リキュラムや方策、教育実習の内容や期間等につい

ての検討は重要である。しかしそれを実質的に運用

し推進していくのは教師教育者である。教師教育者

の資質能力は、教員養成の質保証において大きなフ

ァクターとなる。これは、学校教育の充実や学力向

上のために、教師の指導力向上を期待することと同

じである。

3 年間の研究の 1 年目に当たる本年度は、上述の

ような問題意識をもとに、「教師教育者」という視

点から、教育実習の質保証をめぐる現状と課題を明

らかにすることを目的に、アメリカ、オランダ、デ

ンマークでの海外調査を含めて研究を進めてきた。

本稿では、国内における教育実習上の課題や問題、

日本における教育実習をめぐる現状と研究的課題を

整理（鞍馬）するとともに、オランダ（坂田・中田）、

デンマーク（伏木）における教育実習の現状と課題、

さらには、学校現場における教師教育者への支援等

について報告する。

註

1）「教師教育者」について、武田信子（2011）は

『日本における「教師教育者研究」の課題』

（「現代の教育改革と教師」東京学芸大学出版、
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で、「本稿において、教師教育者とは、教師教

育（養成・研修）を職務とする全ての人のこと

を指す。狭義の教師教育者、つまり大学の専任

教員や研修センター講師などに留まらず、今後

そのあり方を検討すべきであると考える広義の

教師教育者、つまり、教育実習校の指導教諭や

『教科に関する科目』担当教員等も含める」と

している。

本稿では、この解釈を参考に、教師教育者を、

大学で教員養成にかかわる教員だけにとどまら

ず、教育委員会等で現職教員の研修を担当する

指導主事や、学校で教育実習を担当する指導教

員等を含んだ広義の概念としてとらえている。

2）中央教育審議会答申教員の資質能力向上特別部

会「教員生活の全体を通じた教員の資質能力の

総合的な向上方策について（審議経過報告）」

2011年 1 月31日

3）教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第

26号）第 6条第 1項の表備考十一

4）中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制

度の在り方について」平成18年 7 月11日

5）中央教育審議会答申教員の資質能力向上特別部

会基本制度ワーキンググループ報告（案）2012

年 3 月16日

6）坂田哲人（2011）「教師教育者に対する研究動

向」．武蔵大学総合研究所紀要第20号　pp123
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1．教育実習をめぐる政策的変遷

周知の通り、教員養成段階において「実践的指導

力」の基礎を育成することが掲げられ、さまざまな

改革が進行してきた。「実践的指導力」とは、1997

年の教育職員養成審議会（以下、教養審と表記）第

1次答申によれば、「採用当初から学級や教科を担任

しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支障

が生じることなく実践できる資質能力」であり、養

成段階で修得すべき「最小限必要な資質能力」を指

す1）。そして教育実習は、まさに、その「最小限必

要な資質能力」を修得する上での要として、あるい

は、理論と実践とを架橋する重要な機会として、大

学の教員養成プログラムに位置づけられてきた。

教育実習をめぐる政策を概観した場合、ここ20年

ほどで、質・量ともに大きく変化を遂げてきたこと

がわかる。

まず第一に、1989年に教育職員免許法（以下、免

許法と表記）が改正され、教育実習に係る事前・事

後指導（ 1単位相当）が必修化された。

また第二に、1997年には教養審第1次答申が出さ

れ、翌1998年に免許法が改正されるに至る。97年の

答申は教員養成における大学の責任の強化と「教育

実習の充実」を求めており、翌年の免許法改正では、

中学校一種及び二種免許状取得に係る教育実習が 5

単位（ 1 単位は事前・事後指導）に増え、実習期間

が 2週間から 4週間に拡大した2）。

第三に、多様な実習機会の確保の推進が挙げられ

る。97年答申は、免許法が規定する「必修部分を超

えるもの」としての多様な実習機会の確保に言及し

た。すなわち、「休業土曜日を活用した子どもたち

とのふれあいの機会の設定、学校・教育委員会・大

学の連携による子どもたちとの合宿・交流事業の実

施、教育委員会の協力により教員を志願する者が毎

週学校の授業等の補助を行う試みなど」の多様な取

組みを、各大学が積極的に進めて「教科又は教職に

関する科目」に属する授業科目として単位認定する

ことを提言したのだった。また、必修部分を超えた

部分は、「福祉体験、ボランティア体験、自然体験

など、多様な内容・方法の体験的実習を広く含める

ことが可能であり、各大学の創意工夫が期待される」

と言及した。こうしたことを受けて、各大学は独自

色を出すために3）、あるいは、学生の教職への適性

や課題等に対する判断を、早い段階から明確にさせ

ていくことを目的として、多様な実習機会を養成プ

ログラムに確保するようになった。さらに、同じく

97年には「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授

与に係る教育職員免許法の特例に関する法律」が制

定され、98年度の大学入学者より、小・中学校の教員

を目指す者に対して介護等体験が義務づけられた。

そして教育実習をめぐっては、第四に、2006年 7

月の中央教育審議会（以下、中教審と表記）答申

「今後の教員養成・免許制度の在り方について」の

影響と、翌2007年の免許法および教育公務員特例法

の改正の影響が挙げられよう。

2006年の中教審答申は、教員として最小限必要な

資質能力を確実に保証するために、教職課程の質的

水準の向上の必要を指摘し、①専門職大学院として

の「教職大学院」制度の創設、②教員免許制の導入、

③「教職実践演習」の新設・必修化を柱とした提言

を行うなど、その後の改革に多大な影響を与えてき

た。同答申は、「教育実習の改善・充実」を具体的

に言及しているが、そこでは、教育実習を「学校現

場での教育実践を通じて、学生自らが教職への適性

や進路を考える貴重な機会」と明示し、「大学は、

教科に関する科目の担当教員と教職に関する科目の

担当教員が共同して、教育実習の全般にわたり、学

校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導

に当たること」「各大学は、教職課程の全体の中で、

体系的な教育実習の実施に留意することが必要であ
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る」と示した。またその上で、実習生の精選や母校

実習の見直し、教員養成カリキュラム委員会の創設

や教育実習担当教員の校務分掌上の明確化等の必要

性について述べた。さらに、「教育実習を円滑かつ

効果的に実施するため」には、各都道府県ごとに幅

広い関係者（教員養成系大学・学部、一般大学・学

部、教育委員会、公立私立学校、知事部局の代表等）

の参画を得て教育実習連絡協議会を設置し、そうし

た協議の場で実習内容や指導方法、実習生に求めら

れる資質能力について共通理解を図る中で、「相互

の適切な役割分担と連携協力により、各地域におい

て実習生を円滑に受け入れていく具体的な仕組み

（例えば、実習生の受入れに当たっての調整や、実

習に係る人的・財政的措置等）について検討するこ

とが必要」だと言及した。すなわち、大学・学校・

地方自治体（教育委員会）の連携に基づく実習指導

体制の総合的な改革を促した。

そして、この中教審答申に基づき、2010年度の大

学入学生からは、教員として必要な資質能力を形成

したかどうかを確認する「教職実践演習」が、教育

実習後の4年次の後期に必修化されて今日に至る。

また併せて、教職指導の充実と強化を図る一つの方

策として「履修カルテ」の導入が課程認定を受けた

すべての大学に義務付けられた。こうして、教育実

習の内容等をはじめとする課程認定大学間の差異

と、大学の責任の所在の曖昧さといった問題の解消

が目指されてきた。

2．教育実習の多様化の功罪

2－1．「研究的教育実習」の志向性の萌芽

以上のように、この20年ほどの間に、教育実習は

質・量ともにさまざまな変化が求められてきた。ま

た同時に、各大学は各種の政策提言や法令等に従い、

多様な実習機会の確保を図り、教員養成プログラム

に位置づけてきたと言える。特に、2001年に「国立

の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会」

（以下、「在り方懇」と表記）が報告書を出し、日本

教育大学協会（以下、教大協と表記）が「在り方懇」

の要請に応じて教員養成の「モデル・コア・カリキ

ュラム」を策定して以降は、「教育的体験にかかわ

る活動を体系化し、その教育的体験を実践に結びつ

く理論として構成する場を設定する」4）ことが一層

求められて普及していくこととなった。すなわち、

1年次から 4年次に至るまで「教育実践体験」「実習

開発実習」「教育実習」「研究実習」といった段階的

な実習を設定するとともに、そのそれぞれに「教育

フィールド研究」を並行して設定し、実習に関する

省察を行うことを可能とする構造のプログラムがモ

デルとして提唱され、国立の教員養成系大学・学部

を中心として実際に実現をみてきたと言える（日本

教育大学協会：2004、別惣：2010など）。

かつて藤枝（1983）は、「研究的教育実習」の重

要性を説き、次のように記した。

「わが国においては、総仕上げ的・見習い修行的

教育実習観と研究的教育実習観の二つの教育実習観

がある。すなわち、前者は、教育実習を大学での教

員養成の総仕上げ（教師としての完成教育）の場と

してとらえる立場である。これは、学校現場との直

接的関係のなかで実習を考えるものであり、教師に

なった場合の即戦力となりうる実際的、応用的、技

術的側面の訓練に力点がある。したがって、それは、

基本的に実習校に一任され、見習い修行的性格を帯

びる。それに対して、後者は、教育実習を教育理論

の実際に即しての検証や実験、新しい研究課題の発

見のための場として捉える立場である。これは、大

学教育の一環として、大学での教育および研究活動

の充実という観点から教育実習を考えていくところ

に基本的特徴がある。しかして、わが国の『教育実

習』は、実態上、これら二つの性格・機能を共に達

成することを期待されている。実習にまつわるある

種の曖昧さ、不徹底さは実にこの点に起因する。」

藤枝のこうした指摘を踏まえた場合、現在におけ

る実習の状況は、志向性としては、「総仕上げ的・

見習い修行的教育実習」を超えて、「研究的教育実

習」の実現が追究されてきたと捉えることが可能で

あろう。
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2－2．「大学教育の一環としての教育実習」の実現

という課題

しかし、段階的で研究的な教育実習が志向されて

きた一方で、「教育実習の多様化」、すなわち、「体

験的活動」や「実践的経験」の拡がりが生じさせて

きた問題も少なくない。

2－2－（1）．量的拡大がもたらす弊害－実習先への

一任の恒常化と大学による関与の低下－

まず、大学生活の早い時期から多様な実習機会が

確保されたことによって、学生数などの規模が拡大

し、その量的拡大自体がさまざまな問題を生起させ

ていると指摘できる。

国立系大学・学部の各種の取り組みを分析した別

惣（2010）は、「各大学・学部のすべての体験的科

目について省察の機会が設けられているわけではな

い」とし、「副免教育実習、インターンシップ、学

校支援ボランティアなどについては、省察の機会が

設けられていない場合が多い」と言及した。また、

「体験的科目は、教育実習の場合とは異なり、学生

の体験内容がさまざまであり、何を省察するのかは

学生個人に委ねられることが多い」とも述べ、「結

果的に学生の省察テーマも多種多様」となるため、

指導者側の指導内容や指導力が特に問われると指摘

した。この指摘は、大学教育の一環として、充分な

配慮の下に多様な教育実習が確保され、実施されて

いるとは言い難い面があるということを示してい

る。介護等体験を例にとってもみても、体験内容に

関する一定のガイドラインが存在する一方で、体験

内容は受け入れ先に一任されている現状があるな

ど、体験の質はさまざまな状況を呈する。実際には、

実習が多様化するほど、実習先の状況に対する大学側

の把握と学生指導の展開は困難になる危険性を孕む。

高野（2010）は、体験的活動や実践的経験の機会

が多様な形で設定されてきた背景の一つには、学力

問題や生徒指導の必要から、学校現場がサポート・

スタッフを求めていたことがあると述べた。またそ

の上で、「多くの場合、学生に対する指導・配慮体

制を整備するための財政的措置をともなわず、受入

れ側の『厚意』にその多くを依存する状態」がある

と言及し、教育実習との類似点の一つに挙げた。

これらを踏まえた場合、まず、学生が受入れ先の

都合のいい労働力として期待され、なおかつ、補助

的で周辺的な業務の遂行のみを期待される危険もあ

ることに留意しなければならない。また、そのよう

な場合、大学側の思惑、すなわち、「研究的な教育

実習」を行うための実習の多様化という方向性とは

必ずしも親和性をもたないと指摘できる。さらに、

財政的措置を伴わずに受入れ側の「厚意」に依存し

ているという状況は、実習の多様化や拡大の度合い

が進むほど、実習に対する大学側の関与はさらに低

下する危険があると考えられる。

2－2－（2）．学生の身分の不安定さと関係者間の緊

密性がもたらす弊害－ハラスメントの生起と職業的

保守化の危険性－

次に、学生という、実習中の身分の不安定性さが

もたらす問題が挙げられよう。

佐久間（2003）は、学生は、子ども（student）

と教員（teacher）の間を重層的に生きる存在

（student teacher）であり、その立場は極めて中間

的かつ不安定な存在であると指摘した。教育実習の

質・量の拡大は、大学および学校における実習指導

教員と、学生との緊密な関係性の構築が不可欠とな

る。そうした中では、トラブルも必然的に多く発生

しうると考えられる。しかし、実際には、各種のト

ラブルを回避し、トラブルが生じた後の対応を図る

ためのガイドラインや支援体制が確立されてきたと

は言えない状況にある。学生、学校における指導教

員、大学の指導教員、それぞれの立場を尊重するた

めの環境の整備が求められる。

加えて、学生の身分の不安定性さと関係者間の緊

密性の要求は、学生を容易に職業的保守化に陥れる

危険があることにも留意が必要である。すなわち、

実習生は身分が不安定であるがゆえに、実習が長期

化すればするほど、学校という官僚的組織に容易に

与する危険性がある（佐久間：2003）。大学の指導

がままならない場合などには、実践に関する省察に

基づいて新しい「知」を創出することや、学校や子

どもにその成果を還元するというプラスの連鎖の創

出は全く見込めないこともあろうか。その意味にお

いて、実習校と実習校における指導教員の選定基準
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の設定や、大学の方針および指導に対する共通理解

の確立は不可欠と考えられる。実習校と各指導教員

の内実が、その後の実習生の教職専門性の在り方や、

教職キャリアの在り方に大きく影響を与えることに

対して、より一層目を向ける必要があろう。

2－2－（3）．行政主導による教育実習の展開とその

問題

教育実習の多様化は、実習を受入れる側やその実

施時期の多様化だけではなく、実習を実施し、評価

する側の多様化とも表裏一体で展開されてきた。

特に、2004年に東京都教育委員会が開始し、他の

自治体に影響を与えてきた「東京教師養成塾」（以

下、「養成塾」と表記）は、行政主導による教育実

習の典型であり、多くの議論を投げかけて今日に至

る。「養成塾」は、主として小学校教員の養成課程

を有する大学の 4 年生と修士の 2 年生を対象とした

もので、学生は、1 年間、決められた曜日に指定さ

れた公立学校で授業の補助と教壇実習を行うことが

要求される。そして修了後は、別枠で東京都に採用

されるなど、採用行政と結びついた「入職前研修」

に相当する点が特徴でもある。

戦後の教員養成は、周知のように、「大学におけ

る養成」と「開放制による養成」が原則とされてき

たが、「養成塾」における実践と評価の在りようは、

特に、「大学における教員養成」原則を揺るがすも

のであり（蔵原：2008）、大学教育の一環としての

「『教育実習』における研究的省察とは多少の隔たり

がある」（岩田：2010）との言及がなされている。

本来的に、「教育実習の多様化」は、学校を基盤と

した教師教育の展開、すなわち、民主的で自律的な

教職専門性に依拠して展開されてきたものにあた

る。しかし、昨今の傾向は、行政主導の教育実習が

展開されてきたことが示すように、行政管理の拡大

傾向は否定できず、民主的で自律的な方向性は後退

していると捉えられる（佐久間：2003）。

ここにおいて改めて、「大学における教員養成」

や「大学教育の一環としての教育実習」、そして、

「専門職養成における教育実習の意義」に関する追

究が求められていると指摘できよう。

3．教育実習をめぐる今日的研究課題

以上、教育実習に係る近年の政策動向および教育

実習の現状と課題について示した。最後に、教育実

習をめぐり、いかなる研究的課題が求められている

のかを若干ながら提示したい。

3－1．教育実習の多様化が学校に与えた影響に関す

る研究の必要

教育実習の多様化に伴い、学校には、これまで以

上に学生が入り込むようになった。その影響につい

て改めて追究していく必要があると指摘できる。学

校は一層疲弊を極めるようになったのか、それとも、

学生の存在によってより豊かな教育の展開が可能に

なったのか。その実態の解明と背景要因を精緻に分

析していくことが求められよう。

3－2．実習経費をめぐる問題

佐藤（2010）は、実習指導体制の整備という観点

から、学校側に対する実習費の支払いについて次の

ような問題提起をしている。

「実習費の辞退を黙認することは、結果的に実習

が受入れ校の『厚意』のみで実施されることを是認

することになる。実習が、受入れ校に相当の負担を

強いていることは明白である以上、その費用の算定

と支払いの方法を明確化する必要があろう。同時に、

受入れ校の指導体制を整備するという観点からも、

実習生を受け入れている学校に公的な財政的措置を

講ずるといった方策も検討すべきであろう。」

教育実習をめぐっては、大学・学校・地方自治体

それぞれの立場や財政状況が問題を複雑化している

面がある。佐藤の指摘を踏まえて、大学・学校・地

方自治体それぞれの現状と課題を探る中での指導体

制の改善方策の提示が必要とされる。

3－3．実習指導教員の専門性と職務負担に関する研

究の必要

現在、大学や学校現場等において、誰がどのよう

に多様化した実習を指導しているのか、また、具体

的にどのような問題が生じているのか。この点に関

中田・鞍馬・坂田・伏木：教育実習の質保証をめぐる今日的課題

－6－



する精緻な分析は、管見の及ぶ限り見当たらない。

「実習校への一任」や、「特定教員への一任」が批判

されているが、実習指導教員の専門性と職務負担の

あり方、さらには、評価のあり方に関する研究を進

める中で、「大学教育の一環としての教育実習」に

ついて追究することが必要と考える。

3－4．大学教育の一環としての教育実習と行政主導

による教育実習に関する比較研究の必要

先に記した通り、近年、東京都教育委員会をはじ

めとして、行政主導の教育実習（「養成塾」）が行わ

れるようになった。「養成塾」の修了生が一定程度

輩出された今日、行政主導による教育実習の功罪に

ついて、大学主導による実習と比較する中で明らか

にする必要がある。つまり、教員養成の何がその後

の教職生活に影響を与えたのかを、教職専門性や職

業的社会化の問題などを含みながら、多面的に分析

を行うことが求められ、その上で、改めて大学にお

ける教員養成と教育実習の意義を検証していく必要

があるだろう。

また最後に、評価の公平性や、教員養成における

地域性と公平的分配にかかわる問題、地域における

大学の役割の問題も併せて追究していくことが肝要

になると指摘できよう。
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1．背景

EUは、2010年に‘Relationship between Teacher

Education Institute and Schools’というタイトル

の提言を発表した。この提言では、教員養成課程に

おける教員養成機関と実習校との関係性について、

「教員養成機関と実習校との関係は一方的である」

「実習校の態度は概して後ろ向きである」「理論と実

践のかい離がみられる」という指摘とともに、今後、

教員養成機関と実習校の関係性をますます強め、改

善していくべきであると提言した。

欧州の国々では、近年、教員の質に対する国民的

な要求も高まってきている。また、教員養成課程に

対する要求も高まり、かつ複雑化している状況にあ

る。加えて、教員不足（あるいは、教員の配置の偏

り）の問題を抱えている国々も少なくない。

オランダは、欧州の国々の中でも優れた教育を行

い、また体系的な教師教育・教員養成を実施してい

ることで日本をはじめ各国に紹介されている国のう

ちの一つである（中田，2010など）。そのオランダ

においても、教育の質保証の必要性、ひいては教員

の質保証の必要性が高まり、その取り組みとして、

教員の能力要件である「コンピテンシー」が国家レ

ベルで制定された。教員養成課程においても、この

コンピテンシーのフレームワークを利用した養成が

要求されるようになった（コンピテンシーに関する

詳述は武田（2009）などを参照）。

教員の質保証が求められる一方で、一部を除く学

校では教員不足の状況にも陥っており、このような

状況に対応するため、現在は、免許を持たない課程

の学生が教員として教壇に立つことを一時的に認め

られる状況も出てきている。オランダは、原則とし

て教員の人事（配置・採用）の権利は各学校に与え

られており、必要な教員を確保することは、各学校

の責任において行わなければならない。このことに

より、多数の応募者が集まる学校もあれば（一般的

に学力が高いとされる進学校は人気が集まりやすい

傾向がある）、一方で応募者を確保することに苦労

する学校もあるといった状況にある。そのため、一

部の学校では、課程の学生が教壇に立つという状況

が発生しうることになる。課程の学生が教壇に立つ

という動きには、現職教員をはじめとして疑問を呈

する声も多いが、それだけ、教員不足が深刻である

という状況を表している。

2．教育実習をめぐる観点の変化

2－1．オランダの教員養成の特徴

オランダの教員養成課程においては、日本と比較

すると、はるかに長期間の「学校における活動」の

時間が設定されている。

オランダでは、中等教育教員養成と、初等教育教

員養成では、そのカリキュラムが大きく異なるが

（詳しくは、坂田（2010）、坂田（2011）などを参照）、

いずれも課程最終年度においては、出校時間のうち

の半数の時間を学校で過ごすこととされている。

日本においては、このような学校における活動時

間の長さを特筆して欧州の教員養成の特徴を紹介す

ることが多いが、オランダは、学校における活動時

間の長短に加えて、その活動の質に着目し、改善に

取り組んだ国の一つであるといえる。

Korthagen（2001）は、オランダの教員養成課程

でも直面していた理論と実践のかい離を指摘すると

ともに、その解決策として現場での経験を礎とした

教師教育モデルである、『リアリスティック教師教

育アプローチ』を提示し教員実習における問題を表

面化させた。

他にも、Bezzina et al（2006）、van Velzen et al

（2010）は、実践例を提示しながら、学校との連携

をより強化した教員養成の取り組みと、それによっ
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て観察された効果を通じて、実習校を中心とした新

たな教員養成の取り組みについて提示した。

これらの報告の積み重ねにより、オランダの教育

実習のあり方も変化してきた。近年では、これらの

一連の実習を重視した教員養成の取り組みを統合す

る概念として“School-Based Teacher Education

（以下SBTE）”という言葉が用いられている。

SBTEは、単純に学校における実習の時間を延長し

た、あるいは、教員養成学校と、実習校が密に情報

交換を行うということにとどまらず、実習（校）中

心の教員養成のあり方を提示しようとしている。

2－2．School-Based Teacher Educationの考え方

SBTEの検討を行う際には、「教育実習」という言

葉を用いることに慎重にならざるを得ない。日本に

おいて教育実習という言葉を用いる際には、狭義的

には教職課程の単位として、数週間の学校での教育

経験（Teaching Experience）のことを指し、一般

的には、この教育経験を中心とする一連の学校にお

ける活動のことを指すと考えられる。このとき、教

員養成課程の大半は、教員養成機関において知識・

技能を習得するというカリキュラムが形成され、そ

の体得した知識・技能を用いて実践する場としての

教育実習が設けられるという基本的な考え方があ

る。

一方で、School-Based Teacher Education あるい

は、Korthagenの提示するリアリスティック教師教

育アプローチは、教育経験を中心として教員として

の資質・力量を高めていくというカリキュラムを形

成し、その教育経験から理論体系や、技能体系を導

いていくという基本的な考え方に基づく。このよう

な文脈のもとで「教育実習」という言葉を用いると、

その課程のすべてが「教育実習」であるとみなさざ

るを得ないため、教育課程＝教育実習となり、日本

で用いる際の教育実習という言葉から想起される内

容とは大きく異なってしまうという懸念がある。し

たがって、本稿では、オランダの教員養成課程にお

ける学校での実践的な活動のことを、冒頭より「学

校における活動」と称して述べてきている。また、

課程学生が活動する学校のことについては、本稿に

おいてこれまでも「実習校」と表記している。上述

の文脈に沿って考えれば「実習校」という言葉は対

訳として必ずしもふさわしくない可能性があるが、

一方で、「School = 学校」と表記すると、一般名詞

との区別がつかなくなり、本稿ではこの後も「実習

校」と表記することとする。

3．School Based Teacher Educationによ
る教員養成の実際

3－1．SBTEへの移行

オランダでも、かつては日本と同じく、教員養成

機関が課程の学生に対して理論体系や技能体系を構

築していくことへの主導権を執り教員養成を行なっ

ていた。この考え方のことを、SBTEに対して

Univerisity（Institute）-Based Teacher Education

といわれる。

もちろんSBTEの考え方に基づく教員養成におい

ても、その資格認定（学位認定）は、教員養成機関

の責任と権限において行われるわけだが、その養成

課程における実質的なプロセス、あるいは権限は、

実習校に大幅に移譲されている。

具体的にSchool-Based Teacher Educationがど

のように実践されているのかということについ

て、オランダにおける2校への取材記録（2010年

Hogeschool Rotterdam School in Education（ロッ

テルダム教員養成高等職業専門学校1））および、

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, PABO

Arnhem（アーネム・ナイメーヘン高等専門学校、

アーネム初等教員養成部））および、一般に発表さ

れている文献を材料に以下に述べる。

SBTEが意味するところは、現地での教育実習

（実践）の量の多寡を直接的に意味する言葉ではな

い、ということはすでに述べたが、一方で、School-

Basedが文字で表するように、学校におけて活動す

る量がそれなりに確保されている状況でなければ、

School-Basedの考え方は実践できない。

先に述べたように、オランダでは養成課程最終年

度（ただし、上級中等教育（Upper-Secondary

Education）の養成は 1 年課程であるため、初年

帝京大学教職大学院　第 3号（2012年 8 月）
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度＝最終年度である）は、その半数以上の時間を学

校で過ごし、卒業間際の段階では、実習校の指導教

員がサポートすることなく、単独でクラス運営をす

ることが求められる。

これまでに取りあげた「長時間の実習」は以前よ

りある仕組みであるが、SBTEに移行するにあたり、

その内容や考え方に変化があった。具体的には以下

に示すような変化である。

一つは、教員養成機関から、実習校へ向けて、課

程学生のコントロールに関する権限が大幅に委譲さ

れているということである。

具体的には、出校に関する管理から始まり、教育

活動へ参加していくときの手順、クラス配置、メン

タ―教員（指導教諭）の配置などは、実習校にほと

んど任されているということである。また、日本の

教育実習と異なる点は、多くの学校に「実習生受け

入れ担当教員」が専属で設けられ、この担当教員に、

指導、評価の権限まで委譲されていることである。

この担当教員のことをSchool-Based Teacher

Educators（学校ベースの教師教育者）と呼び、こ

の教師教育者を配置するために、教員養成機関も特

にコスト負担などの面からなどから協力したり、こ

の教師教育者が養成機関から派遣されることもあ

る。

したがって、日常的な指導や評価については、こ

の学校ベースの教師教育者が責任と権限をもってあ

たり、ここでの評価は、教員養成機関における卒業

要件や進級に直接的に反映される。

教育実践の振り返り、振り返りからくる体系的な

知識・技能の形成も、学校内で行われる。学校の一

角に設けられたクラスルームで他の実習生と経験を

共有したり、グループディスカッションをするなど

の活動も行われ、必要に応じて教員養成機関の教員

は、実習校に赴いて授業を提供する。

一方で、実習校で実習するために必要とされる最

低限の教育学や教授法に関する知識・技能の習得

（初年次から 2年次）、あるいは高度な教育理論、知

識の体系づくりに関連した授業については、養成機

関のクラスルームを用いて行われる。

このように、School-Based Teacher Education の

考え方では、教育実践を行うことを中心に、他の行

為、行動が、この実践と切り離されてしまわないよ

うに、可能な限り学校でその取り組みを行うように

委譲・移管し、それをサポートする機能として機関

での教育実践があるという体制を実現している。

3－2．SBTEへ移行する際の課題

オランダにおけるSBTEによる教員養成の取り組

みは、その移行期にあるとともに、一方で、数多く

の課題が指摘され、その解決に対する困難に直面し

ている状況にもある。

第一に、先に述べた学校ベースの教師教育者の不

足、及びその役割に関する議論の蓄積が少ないこと

から、その指導力にばらつきが出てしまっているこ

とがあげられる。

そもそも、教師教育者自身の役割自身が現時点に

おいて明確に定義されていない上に、主に機関に所

属していた教師教育者の専門性と、学校ベースの教

師教育者の専門性が同一なのか、異なるのか、そし

て、異なるとすれば、学校ベースの教師教育者はど

のような専門性を求められるのかといった本格的な

検討が行なわれ始めたのは2000年代に入ってからの

ことであり、そのため議論の蓄積が少ない。

また、学校ベースの教師教育者を、誰がどのよう

に配置し、また育成していくかという点についての

明確な結論が出ていない点も、この課題を大きくし

ていることのうちの 1 つである。後ろの議論と話題

が重複するが、これは養成機関と、実習校における

関係性のあり方にもかかわる問題である。実習校が

教育が実際に行われている学校現場でもあることか

ら、実習生を受け入れ、多くの時間を過ごすことに

よる、学校現場への影響も無視できない。実習校に

おけるスムーズな学校運営のためには、実習校の意

志で教師教育者と実習生をコントロールする必要性

もでてくる。一方でその費用の問題について新たな

問題が浮上する。実際に訪問した養成機関でも、実

習校と十分な関係を築けているのは「特別なパート

ナーシップを結んでいる一部の学校」に限られてい

るとの回答があった。

第二の課題は、SBTEの実践により学校側に養成

中田・鞍馬・坂田・伏木：教育実習の質保証をめぐる今日的課題

－10－



プロセスが移っていった際に、養成機関、あるいは

養成機関の教師教育者は何をするべきなのかがあい

まいになるという懸念である。このことは、機関ベ

ースの教師教育者の役割と専門性の定義の議論と直

結する重要な問題である。

第三の課題は、実習校がこのモデルによる教師教

育実践をどれほど支えることができるかという課題

である。日本においては「実習公害」という言葉さ

え出るように、教育現場の実践を、教育実習が妨げ

かねないという文脈で語られることが多いが、この

ような関係では、より時間数が増え、より様々な活

動が学校内で行われるSBTE型の実践は困難がある

ことが予想される。

この問題に対しては、Dam et al.（2006）や、

Buitink et al.（2009）による検討がある。ここでは、

SBTE型教員養成の効果を語ると同時に、実習校に

おける「学びのメカニズム」に関する言及を行って

いる。たとえば、Wenger（1998）の実践コミュニ

ティ論に対して、学校組織全体が学びのコミュニテ

ィとなり、その中で周辺的参加をしながら課程の学

生が育っていくという構図をあてはめ、学校組織全

体の開発を語っている。

この学校組織の『学びのコミュニティ』化は、

SBTE型による実践の効果であるが、一方で、学校

運営に携わる当事者たちが、このことメリットとし

てとらえ、積極的に学びのコミュニティを形成して

いく体制を作ることができるかという点が、この実

践を支えるための必要条件であるとも考えられる。

オランダにおいて、教員の質の保証に対するニー

ズが高まり、SBTE型の教員養成に関する取り組み、

あるいは、その取り組みに対する評価、効果測定が

始まったのは、先述のようにおよそ2000年代中盤

（2005年ごろ）からである。そのことを考慮すれば、

SBTE型教員養成モデルは開発途中であり、その経

過において様々な課題、問題が検討されている段階

である。しかし、そのことに関するノウハウ、知見

というものは、同様に教員養成についてのニーズの

高まり、制度改革の真っ最中にある日本にとって学

習すべきで内容が多く含まれている事例であると考

えられよう。

4．終わりに

日本では、福井大学教職大学院が、学びのコミュ

ニティを形成することによる教員養成、教師教育の

実践に取り組んでおり、SBTE型教員養成モデルの

開発可能性を示唆するものとして注目に値する。し

かしながら、本稿で述べてきたように、日本全体を

とらえると、教育実習の概念をとってみても、学び

のコミュニティ形成を通じた教員養成、あるいは

SBTE型の教員養成、それを支える教師教育者の育

成など、解決すべき課題というよりも、それ以前に

この概念、考え方に関する議論の蓄積が圧倒的に不

足している。

もちろん、オランダの事例を日本に展開すること

が望ましいということを本稿の結論とするわけでは

ない。しかし、実習期間の延長に関する議論、実践

的指導力という名称で語られている教員の資質・力

量に関する議論、あるいは教育実習に対して常に問

題点が指摘されていることを考えると、SBTE型の

日本への適用可能性という検討までは及ばないにし

ても、教育実習のあり方、養成機関と実習校との関

係のあり方、教師教育者をどのように定義し、育成

していくかという問題などは、すべて日本における

教員養成にかかわる問題としてとらえる必要がある

のではないだろうか。

註

1）Hogeschoolの日本語の対訳は存在せず、今回は

高等職業専門学校と訳したが、文献によっては

「大学」と訳されることも多い。実際には、高

等職業専門学校と大学の特徴を併せ持った教育

が行われている。
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○　はじめに

オランダのVELON（教師教育者協会）は、教育

にかかわるすべての人々をサポートすることを前提

に、とりわけ教師教育者の質及び専門性の向上をサ

ポートすることを目的とした組織である。

本稿は、2012年 3 月 5 日に行った聞き取り調査1）

をもとに、VELONの開発した教師教育者スタンダ

ードや教師教育者支援の現状・課題等について整理

するとともに、我が国の教員養成が抱える課題に対

してどのような改善の視点を見出すことができるか

を検討することを目的とする。

1．VELON（教師教育者協会）の目的と役割

VELONが対象としている教師教育者は、大学や

PABO（初等教員養成機関）2）などで教員養成にか

かわる教員だけでなく、小中学校や高等学校におい

て実習指導に当たる教員なども含まれている。もと

もとは大学等での教師教育者としてのステータスや

プロフェッショナルとしてのプライドの向上に貢献

してきた協会であり、それゆえに、会員の職業は、

比較的均一で狭い範囲の組織であった。しかし、小

中学校等において実習の指導に当たる教員の役割の

重要性に対する認識の高まりから、学校現場にいな

がら実習生を指導する教員も教師教育者として含め

るようになった。このことは、VELONの協会とし

ての役割が拡大することを意味し、学校で実習指導

に当たる教師教育者に何をどのように提供していけ

ばよいかという課題も生じてきている。また、この

協会の特色は、教師教育者それぞれが所属する機関

とは直接的な関係はなく、教師教育者個人をサポー

トするものとして機能している点にある。 VELON

は所属する教師教育者に対し、主に3つの役割を果

たしている。

1 つ目は、教師教育者が出会う場所を設けること

である。そのため、ミーティングや機関誌、セミナ

ー、ワークショップ等を通じて、会員が相互に出会

うプラットホームとしての機能を果たしている。こ

れは、教師教育者の質及び専門性向上をサポートす

ることを目指す協会として、役割を遂行する上での

前提条件となるものであるといえる。

2 つ目は、個人や職業全体としての専門性を向上

させるための刺激を与えることにある。専門性を高

め活性化させるために刺激を与えるということは、

あくまでも教師教育者自身の開発志向の発展のため

のものであって、強制や制御を伴うものではない。

方法としては、1 つ目と同様に、ミーティングや機

関誌、セミナー、ワークショップ等となる。しかし

今回の聞き取り調査では、VELONが直接的に教師

教育者に提供する活動は、年3回程度のミーティン

グが中心で、教師教育者の専門性向上のためにトレ

ーニングを開発したり提供したりしているという事

実は把握できなかった。

むしろVELONの登録者に学校現場で教育実習の

指導に当たる教員が加わるようになったことから、

機関誌の発行にしても何をどのように情報を発信す

ることがそれぞれの満足を得ることにつながるかと

いったことが課題になっている。要するに大学や

PABOで教員養成にかかわる教員と小中学校等で、

教育実習生の指導に当たる教員とでは必要とする情

報に違いがあり、それらを包含しつつどのような機

関誌を編集・発行すべきか、ということが課題にな

っているということである。

3 つ目は、教師教育者の質とその専門性の維持向

上に努めることである。VELONでは、登録者が教

師教育者としての専門性を行使することに焦点を当

て、専門性を高めるための条件が守られない、また

は破られた場合などに教師教育者たちの利益を守ろ

うとするものである。
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VELONでは、上の 3 つの役割を、登録した教師

教育者それぞれに対して果たせるように、ミーティ

ングの場や機関誌等による情報提供を通じて実施し

ている。しかし先述したように、登録している教師

教育者が、小中高等学校での教育実習にかかわる教

員も含むようになったことから、現在、プラットホ

ーム型のミーティングの内容や方法、機関誌の内容

をどのように改善していけばよいのか、今以上にメ

ンバーの範囲を拡げるにはVELONの任務や活動が

どのような方向に向かっていけばよいのかといった

ことが課題になっている。現に、聞き取り調査を行

った時点では、VELONの登録者数は1700名とのこ

とであり、オランダにおける教育従事者の総数

329,300人3）からみて、登録者の拡大そのものも重要

な課題となっていることが推測できる。

個人としての協会への登録、プラットフォーム型

のミーティングを中心とした取り組みが、個々人の

ニーズや質保証といった面から変革を求められてき

ている様子がうかがえた。

2．VELONにおける活動の実際と課題

VELONへの登録には教師として「教えること」

に従事していることが前提となり、登録期間は 4 年

を 1サイクルとしている。

登録後の最初のミーティングでは、まず各登録者

にVELONからピュアコーチが提供され、後述する

教師教育者スタンダード4）をもとに、自己評価を行

い、目標設定とプログラム作成が行われる。つまり、

それぞれの教師教育者にとって重要なターゲットを

決め、ステップとなるプログラムを作成していくこ

とになる。その後はプログラムに基づいて各自の職

場において実践が行われ、登録者は、その成果をポ

ートフォリオにまとめていく。年 3 回ほど実施され

るミーティングでは、登録している教師教育者のほ

かに、VELONや評価機関（SRL）スタッフが参加

し、取り組みの「内容」と「方法」について、それ

ぞれアドバイスが行われる。評価は、自己評価、同

僚評価、生徒評価、他者評価と多面的に行われ、さ

らに、評価機関（SRL）によってポートフォリオに

基づく評価が行われる。このポートフォリオは、各

教師教育者からVELONに提出され、評価機関

（SRL）によって評価されることになる。評価機関

（SRL）には大学や教員養成機関の教員等、20～25

人程度の評価者がいる。

VELONへの登録は 4 年を 1 サイクルとしている

ことから、4 年たった段階で自分のウィークポイン

トを点検し、さらに登録を行うのが一般的になって

いる。

しかし、VELONでのこうしたポートフォリオ及

び評価は、登録者自身の資格証明（certificate）に

なるものの、特段のインセンティブが与えられてい

るわけではない。

3．教師教育者スタンダード

教師教育者自身の専門性の基準は、大学等におけ

る教師教育者の場合は 7 つ、小中高等学校の教師教

育者の場合は 8 つの領域で構成されている。本稿で

は後者のスタンダードを取り上げる。

小中高等学校の教師教育者用のスタンダードで

は、8 つの領域に対して、具体的な項目が40示され

ている。そしてこのリストはVELONに登録を希望

する教員自身の教師教育者としての専門性を把握す

るためのものとしての活用が期待されている。

登録者は、まず教師教育者としての自身の専門性

を把握するために、8 つの領域の意義や重要性を把

握する。これはVELONに登録をする教師教育者の

職務内容や責任には幅があることから、まずは自分

にとってどの領域が重要であるかを考えることをね

らいとしている。その上で、具体的に示された40項

目に対して、3 段階で自分自身が現在どんな状況に

いるかをチェックする。この 3 段階とは、その項目

に対し、「努力が必要」「概ねできている」「大変優

れている」状態を指し、そのいずれに該当するかを

自己評価しチェックする。以下にスタンダードの 8

領域40項目を示す。
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【小中高等学校の教師教育者用スタンダー
ド】

1. 教師教育者としての基本的な考え方（ 4 項目）

有能な教師教育者は、質的に優れている教師であ

る。生徒、教育実習生、そして自分自身の成長を明

確に理解している。また、他人を受け入れる姿勢が

あり、イニシアチブや批評ができ、機転も利く。そ

のため、教師教育者は他人の手本としての役目を果

たしている。

1-1

教師教育者は、以下の3つの考え方を示せる。

－ 生徒が自らどう成長していくのか、明確な見通

しを持っている。

－ 実習生が成長するための手助けができる。

－ 指導者として、自ら成長できる。

1-2 教師教育者は、

－ イニシアチブがとれる

－ モチベーションが高い

－ 様々な事に積極的に参加する

－ 興味や好奇心がある

－ 批評できる

－ 自己開示的である

－ 問題を上手に解決する

－ 機転が利く

－ 順応性がある

上記項目を関連させたりバランスよく行ったりで

きる。

1-3 教師教育者は教育実習生の成長を主眼に置き、

自分自身に責任を持ちながら成長するよう促せ

る。そして、彼らの行いを真剣に受け止める。

1-4 教師教育者自身が、ひとつの手本となっている。

2. 対人関係と教育（ 8 項目）

有能な教師教育者は周りの人たちとうまく付き合

え、自分と他人、そして他人同士の関係に適切に対

応できる。教師教育者は、教育実習生に安心・安全

な職場環境で、学校の様々な施設やソフト利用の便

宜を図ったり、様々なことに挑戦する場を提供した

り、彼らの成長に必要な条件を整えたりすることが

できる。

教師教育者は、

2-1 安心・安全な職場環境を作れる。

2-2 自己開示的で、他人の意見に積極的に耳を傾け

る。

2-3 自主的に活動できる機会を作ったり、指導した

り注意を促したりできる。

2-4 様々な人との共同作業を取りまとめたり、自分

自身と教育実習生、または教育実習生同士の間

で、議論や意見交換が活発に行われるように促

したりできる。

2-5 教育実習生が学び得た事柄を使いながら、彼ら

の自発性を伸ばせる。

2-6 教育実習生が自ら成長していく方向性を促せる。

2-7 教育実習生が抱える職業観やアイデンティティ

の発達をサポートできる。

2-8 教育実習生の価値の方向付けや、自分自身の価

値を自覚するように促せる。

3. 指導方法（ 8 項目）

有能な教師教育者は、生徒と教育実習生の授業プ

ロセスに見通しを持ち、それを理論的にも説明する

ことができ、またサポートすることもできる。この

教師教育者は、自らが学ぶ姿勢を示すことで、教育

実習生を手助けできる。有能な教師教育者は、指導

方法の選択肢を詳しく伝えたり、根拠に基づいて説

明したり、責任を持ったりすることができる。

教師教育者は、

3-1 教育や指導方法の新しい動向を自分の学校の教

育状況に置き換えられる。

3-2 学校内で様々な教育への取り組みを行っている/

知っている。そして、それを応用できる。

3-3 実践した指導方法の取り組み方を評価し、それ

を教育実習生が指導方法を選択する際に反映で

きるようにする。そして、自分自身の方向性が

決められるように促せる。

3-4 参加者の様々な違いを肯定的にとらえることが

できる。
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3-5 教育実習生の様々な経験を理論的な観点からも

掘り下げ、さらにその経験を実用的な職務上の

理論に置き換えるよう促す。

3-6 教育実習生の調査・研究開発を指導し、必要に

応じてそれを現場で実践するように導ける。

3-7 教育実習生が、様々な経験を考察したり、学ん

だことに自己責任を持ったり、適性を自己評価

したりするように促せる。

3-8 適切な基準に基づいて教育実習生を評価できる。

4. 組織（ 3 項目）

有能な教師教育者は、学校の中で教育を組織的に

上手く進めようという姿勢がある。さらに、自身に

とって必要なことと学校にとって必要なことに関心

を持っている。

教師教育者は、

4-1 コーディネートしたり、オーガナイズさせたり

しながら、学校内での教育をサポートする。

4-2 適切な学習サポート設備・機能を用意できる。

4-3 勤務時間とプライベートの時間をバランスよく

上手にやりくりできる。

5. 同僚との協働（ 4 項目）

有能な教師教育者は同僚と協力しながら職務をこ

なす。同僚とは、他の教員や研究機関(大学)の教育

者などを指し、一緒にチームを組む。教師教育者は

他の同僚を適切にサポートし、必要な場合は、内容

に関して助言をし、それら教育に関する知識や情報

が、学校内で誰でも簡単に利用できるように整える。

教師教育者は、

5-1 講師、指導教員、コーチングなどを目指す教育

実習生の指導に当たっている同僚に、指導の仕

方やトレーニングの進め方等のサポートができ

る。

5-2 大学の教員と協力して仕事ができる。さらに、

学校で行われる教育実習の研修内容が充実する

よう調整できる。

5-3 教育実習生が学校内でどのような実習教育を行

っているのか、誰が見ても明確に分かるように

する。

5-4 学校内で知識の共有が円滑に行われるように配

慮できる。

6. 学校の方針や発展に対する取り組み（ 6 項目）

有能な教師教育者は、学校がダイナミックでイン

スピレーションを与えるような職場・学習環境に発

展していくために、協力する姿勢がある。また、学

校内でどのような指導を行うのか、方針を形成する

ことができる。

教師教育者は、

6-1 勤務する学校内の教育に関係する展開を様々な

理論に基づいた観点から観察することができる。

6-2 学校内で教育実習生を指導する際、明確で根拠

のあるビジョンが持てるように配慮できる。

6-3 校内に、安全でダイナミック、かつインスピレ

ーションが沸く教育環境を作り、その発展に配

慮できる。

6-4 学校内での指導と、統合的な職員に対する方針

や役割とを関連させることができる。

6-5 学校の方針の実施に取り掛かり、校内の指導に

関して話せる立場である。

6-6 学校内の指導に関わる質保証の仕組みが適切で

あるように、責任を負っている。

7. 多様な状況の中での職務（ 3 項目）

有能な教師教育者は他の教師教育者と上手に共同

作業ができ、学校内の指導に関わるネットワークを

効果的に使うことができる。

教師教育者は、

7-1 学校内での研修を他の一人若しくは複数の教師

教育者と一緒に行える。

7-2 勤務している学校以外でも、教師教育の更なる

発展についての議論に参加している。

7-3 勤務している学校の外で、関連するネットワー

クに参加している。
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8. 教師教育者自身の専門性を高める努力（ 4 項目）

有能な教師教育者は、常に探究心を持っている。

また、プロフェッショナルなやり方で自分の能力や

職業観を説明することができる。そして自身の専門

性を高めようと努力する姿勢がある。

教師教育者は、

8-1 教育実習生の教育や指導に関連する文献をもと

に、自身の教育手法を裏付けることができる。

8-2 校内で教育実習生を指導するための知識と技能

を維持し、発展できる。

8-3 自分がもっと成長するための可能性を積極的に

探し、この可能性を自分の必要な部分に役立て

ようとする姿勢がある。

8-4 教師教育者としての自分の役割を体系的に反映

できる。

4．日本の教師教育者教育への示唆　

VELONに登録し、自身の教師教育者としての資

質能力を向上させ、定期的に評価を受けても直接的

なインセンティブは用意されていない。しかしオラ

ンダの場合、学校教員としてキャリアをスタートさ

せても、その後いくつかの道が用意されている。日

本と同様に、生涯にわたって教師としての専門性を

高めること、さらには管理職になることに加え、

PABO等の教員養成機関において指導者として教員

養成にかかわっていく道がある。実際に、学校現場

で教育実習の指導教員として高い能力を発揮してき

た教員がPABOの教員になるケースは大変多い。そ

の際、VELONでの教師教育者としての評価は自身

の資格証明になる。

我が国においては、教員養成の充実にあたり、教

職大学院等で実務経験を有する教員(実務家教員)が

登用されるケースが増えてきている。このように実

務家教員の一層の活用を進める方向で検討される一

方で、実務家教員の大学教員としての質を確保する

ための方策について検討すること5）も示された。つ

まり、実務家教員にはどのような経験や資質能力が

必要かということである。オランダのPABOは採用

条件として教員経験を必要とするが、質の確保とい

う面では日本と同様の問題が起きている。それは、

教師教育者として、学校現場での経験を伝えるだけ

でなく、学生の実習の振り返りを促したり、最新の

教育学の動向を指導したりしていくことも求められ

る6）ことから、教員養成機関における研究能力をい

かに確保していくかという問題である。

VELONの教師教育者スタンダード及びその取り組

みは、学校現場において教育実習等に担当する教員

を教師教育者として認め、資質能力の向上に向けた

支援を行うとともに、教師教育者としての評価は教

員養成機関の指導者へ進む際の資格証明にもなりう

るものである。これは、教育実習そのものの質を向

上させるとともに、教員養成機関の教員としての質

を確保することにもつながるものではないだろうか。

註

1） M.G.A.M(Mathilde) van Vliet氏に対して2012年

3月5日に聞き取り調査を行った。

2）オランダは、初等及び前期中等教育の教員養成

は、大学（WO）ではなく、高等職業専門学校

（HBO）で行われる。PABOは、教員養成を行

う高等職業専門学校（HBO）のことである。

主に、中田正弘(2010)「日本から見たオランダ

の教育事情」武蔵大学総合研究所紀要第19号

pp33-41を参照した。

3）Ker Figures 2006-2010 オランダ文部科学省編

pp19を参照した。

4）オランダ教師教育者協会（VELON）のHPを参

照した。http://www.velon.nl/

なお、このスタンダードのタイトルには、「学

校における教師教育者用の専門性の基準に対す

る質問リスト」と付けられている。

5）中央教育審議会答申教員の資質能力向上特別部

会基本制度ワーキンググループ報告（案）2012

年 3 月16日

6）坂田哲人（2011）「教師教育者に対する研究動

向」．武蔵大学総合研究所紀要第20号　pp128
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1．デンマークの教員養成のアウトライン

デンマークのフォルケスコーレ（公立の義務教育

学校＝日本の公立小学校と中学校にあたる）の教員

は、伝統的に教員養成校（Seminarium）で専門職

として養成されてきた。その養成校は、いわゆる

「大学（University）」とは区別され、学問的知識よ

りも教授技術が、アカデミズムより実践的指導力が

優先される高等教育機関として長い間教員を学校現

場に送り出してきた。近年は、EU域内の単位互換

制度への対応や教員養成の高学歴化が進み、

「University College」(以下「職業短期大学」と表記）

において4年間を標準とする教員養成カリキュラム

が適用されている。

デンマークの教員養成プログラムの目標が示され

た法令（1998）1）によれば、フォルケスコーレの教

員に求められる基礎的能力として、次の4項目があ

げられている2）。

こうした能力を養成する高等教育機関として、デ

ンマーク国内に18カ所の職業短期大学（ 4年コース）

とフリースコーレの教員を多く輩出する教員養成自

由大学（ 5 年コース）が1校存在する。これらの養

成機関に入学するためには、大学入学資格と同様に、

高等教育準備試験等（HF,HHX,HTX）3）に合格する

ことが条件となる。ただし、今日の教員は指導の難

しい子どもたちや価値観の多様な保護者らを相手に

仕事をしなければならないという実情にあることか

ら、教職に就く前には様々な社会的経験が必要だと

考える若者が比較的多い。そのため、教員養成の職

業短期大学への入学者平均年齢は22歳を超えてお

り、入学後も 4 年間の最短期間で卒業する学生は 6

割程度でしかないという4）。デンマークにおける教

職希望者のこのような実情は、義務教育学校のみな

らず、大学や大学院等の高等教育まで学費がすべて

無料であることや、18歳以上の学生には公費で生活

支援金が支給されるという北欧流の教育支援が存在

することと密接に関係している。また、教員採用に

ついても日本のような新卒一斉採用システムに偏る

ことなく、多様なキャリアおよび幅広い年齢層の候

補者を、学校（運営評議会）ごとに採用する制度が

一般的である。

2．デンマークの教員養成カリキュラム

デンマークの教員養成カリキュラムは近年頻繁に

改革議論がなされているが、最新の法的根拠として

は、2006年 6 月 9 日の「フォルケスコーレの教員と

しての職業学士の教育に関する法律」（法番号579）

に基づいている。デンマークにおける4年間の教員

養成は、ヨーロッパ単位互換制度（ECTSポイント）

で240単位に相当する。その中で、教育実習は

36ECTSポイントに相当するとされ、24週間の実習

が課せられている。それ以外の必修科目をブローゴ

ー（Blaagaard）校の事例でみてみると、一般教授

法（12ECTS）、教育学（10 ECTS）、心理学（11

ECTS）を合わせて33ECTSポイントを課している。

また、キリスト教理解または生活教育または市民性

①教科ならびに教育学に関する理論、義務教育学

校で行う諸活動の実践的基礎、その他の授業なら

びに提示の仕方に関する実践的基礎をそれぞれ修

得する。

②理解面や実践面の適正を生かして協働できるよ

うに、また授業の計画、実施、評価が行えるよう

にする。

③教科的側面を含む課題研究を通して、協働を通

して、さらには教育責任を共に発揮しあうことを

通して人間的成長を図ることができる。

④子どもや大人との学習に関わる取り組みに高い

参加意識をもち、喜びを見出すことができる。
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教育に17 ECTS、「職業学士プロジェクト」として

10ECTSが割り当てられている。問題は144ECTSの

学修となる主専攻に関するルールである。通称「大

科目」といわれる主専攻は108ECTSで、72ECTSと

36 ECTSの小科目もあり、学生は合計144ECTS以上

を取得するように指導される。

以前は、デンマーク語か数学のいずれかを入学前

に選択するとともに、①人文科学群（英語、フラン

ス語、ドイツ語、歴史、社会科、宗教教育）、②自

然科学群（生物、物理・科学、地理、数学、自然・

技術）、③実技・芸術群（体育、音楽、デザイン、

工芸、表現芸術）の 3 群の中から、少なくとも 2 つ

の群にわたって 3 教科を専攻しなければならないと

いう規定だった。それが教員養成の質保証を目的に

2006年に法改正され、新しく導入された履修方式変

更によって、学生の科目選択の自由度が減り、結果

的に「芸術や創作活動を主専攻にする学生が減ると

ともに、自然科学系を主専攻にした卒業生の割合が

少なくなった」5）という。また、主専攻にする教科

の入学前事前登録の規準を厳しくし、教育実習も

“教科”と同様に単位数値化し、各学年での教育実

習のたびに成績をチェックすることが求められるよ

うになった。これらの改革は職業短期大学の学生か

らも学校現場からも好意的な評価がなされていると

はいえない状況にあり、2012年2月には新たな審議

委員会が発足し、またもや教員養成システムの改訂

が検討されている。

3．デンマークの教育実習のアウトライン

教育実習期間は合計で24週（以上）と決められて

いるが、職業短期大学側は24週間の実習を 4 年間に

分割し、それぞれのセメスターでの実習にテーマを

もたせて、学校現場での実習と職業短期大学での授

業とを有機的に関連づける試みを展開している。教

育実習は基本的に学生 3 ～ 4 人がチームを組んで行

うが、事前にもチームで議論してレポートを作成す

るなどの課題が課されている。なお、デンマーク国

内の多くの教員養成職業短期大学では、3 年次での

実習先として、外国の学校での教育実習や児童養護

施設や刑務所内の教育機関などでの特別な実習を推

奨している。そして、4 年次セメスターでの教育実

習は、グループではなく単独で授業計画や学級経営

の教育案を練り、一人で学級を指導する経験を積む

ことになる。

デンマークのフォルケスコーレの教員になるため

には、複数の主専攻を選択履修する必要があるが、

すべての主専攻ごとの授業実習が必須となるため、

主専攻の数に応じて教育実習を繰り返すことにな

る。日本の小学校教員の免許を取得するために行わ

れている一般的な教育実習は、デンマークにおいて

は4年次の最終段階での実習に相当する。主専攻以

外の科目を実習することは基本的にはないが、赴任

する学校の事情によって様々なケースがあり、フォ

ルケスコーレの教員になると、主専攻以外の科目を

授業担当することも当然必要になる。しかし、デン

マークの教員養成制度の2006年改革は、デンマーク

語や算数、英語などの教科指導力の育成に焦点があ

たり、芸術系や実技系の科目を主専攻にしにくくな

ったことから、学校現場での教育実習生の実習科目

が結果的にしぼられるようになった。教職を志望す

る学生たちからすれば、自分の得意分野や興味・感

心の強い分野で教育実習をして自分なりに主専攻を

選びたいという思いが強く、「基礎教科」とされる

デンマーク語（国語）や英語、算数の学力水準を向

上させようとする教育大臣の方針とは対立する場面

があるようだ。国家予算に対する義務教育段階の教

育予算を比較すると、デンマークはEUの平均であ

るGDPの5.2％という割合を上回る8.5％という高水

準に達しており6）、世界でも最も学校教育に公的支

出をしている国の一つである。それなのに国際学力

調査の結果などでは必ずしも満足できるスコアでは

ないという事情が、2006年改革の背景にある。しか

し、学び手の主体性や学習意欲を重視するデンマー

クの学校教育風土は、PISAなどのスコアに一喜一

憂すること自体を問題視する世論を形成している。

7 年生（中学 1 年生）まで数値評価的な成績表を出

さないことや、他人と比べたり学校間競争を煽った

りする「競争」原理を否定的に捉えるデンマークの

教育現場を取材してみると、教育実習のあり方も、
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学生の多様性や個々のニーズに対応しやすいものに

再改革されるのは必至であると感じられる。

ところで、フォルケスコーレの教員を養成するカ

リキュラムにおける教育実習は、原則的に一般の公

立学校にて行われ、学校側は受け入れを断ることは

できない。学校現場側に実習生を受け入れることに

関してネガティブな反応が少ないのは、教育実習生

を受け入れて指導することに関して、加配の非常勤

講師が割り当てられたり、指導教員となる教員には

応分の手当7）が支給されたりすることに加え、教育

実習生を指導できる教員や学校であるという社会的

信用を得ることができるというプラス材料があるか

らだという見方もある。一方、自治体によっては、

4年次の教育実習生には教員の仕事とほぼ同様の職

務を担わせて、非常勤職員としての給料も支給する

というケースもある。また、日本における教育実習

と同様に、子どもたちを対象とした授業実習と並行

して、一人または複数の実習指導教員の指導下で、

教員の授業外の職務に携わることも実習内容に含め

ている。例えば、PTAの連携や教員同士の連携とい

った実習内容を学校ごとに期間中にアレンジするこ

とができる。その際の職務内容は、教育実習生を受

け持つ指導教員と、それぞれの実習グループのメン

ターとなる教員が準備し、その都度リフレクション

が行われている。

4．フォルケスコーレでの教育実習の実例

デンマークでは、高等教育段階における職業教育

の高度化と統合化が進み、医師や弁護士等の一部の

高度専門職は大学院を有する大学（University）に

てその資格を得るが、多くの専門職養成は職業短期

大学が担うようになり、2010年代にはほとんどの自

治体で職業短期大学に専門職養成課程を結集させて

いる。今回、筆者ら調査グループが訪問取材したコ

ペンハーゲンエリアでも、University College of

Capital（以下「UCC」）という職業教育機関同士の

ネットワークの中で、教員養成のみならず、看護師

養成と保育士養成等を連携して取り組む体制が構想

されていた。本稿では、そのUCCの教育機関のうち、

3校の教員養成・職業短期大学における教育実習に

焦点を当て、その事情をレポートする。

（1）フレデリクスベア校の場合8）

本校では、実習前の教職の授業において、教育学

と心理学のスタッフ同士が教育方法について相互に

連携し、日本でいうところの「教育実習事前指導」

的な役割を果たす授業を展開している。例えば、一

つの授業科目を 9時から14時までの終日授業として

設定し、学生を学校現場に連れて行き、臨床的に教

育学もしくは心理学の講義を行う取り組みを導入す

るなどの試みを実施している。

教育実習は入学後 5 週間のキャンパスでの講義を

履修後、6 週目から 2 週間の観察中心の実習を経験

する。2 度目の実習は 1 年次後期に 2 週間、2 年次

も 2 回に分けて計 7 週間というようにセメスターご

とに同じ学校へ実習に出かけている。フレデリクス

ベア校の場合、3 年次にグループではなく一人で教

育実習を経験することや、外国や特別な施設での実

習を経験することも奨励されている。グループ実習

の場合には、一緒の配属校となった 3 ～ 4 人がチー

ムミーティングを開き、5 ページ程度のレジュメを

実習前に共同作成するなどの課題に取り組むことに

なる。その課題の内容は、授業における異文化の問

題とか、保護者との関わりのことなどをテーマにす

ることが多い。また、実習後の養成校での授業では、

実習グループ単位に集まって「教育実習事後指導」

としての役割を担うグループディスカッションが必

須となる。実習中に学生が学んだことを知的にリフ

レクションすることが要求されている。

主専攻の授業実習についても大学での事前準備と

事後のリフレクションがセットになっている。例え

ば、子どもの文字の綴り方の指導に焦点を当てた国

語専攻の実習生は、事前に国語の教員とコンタクト

をとってそのための教材研究をして、実習中にそれ

にかかわることをノートに記録しつつ、事後に養成

校の授業においてそのふりかえりを行うという一連

のサイクルを経験する。なお、どの段階の教育実習

であるかによって職業短期大学側のスタッフの役割

分担が大まかに決められている。具体的には、1 年

次の実習では教育学のスタッフ、2 年次は教育方法
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学かデンマーク語のスタッフ、3 年次は教育方法学

または選択した主専攻の教員スタッフ、さらに 4 年

次は学生の主専攻の教員が現場に出向いて学生の実

習の様子を参観指導することになっている。

実習校の配属は、いずれの職業短期大学でも教育

実習担当教員がアレンジするが、フレデリクスベア

校の場合、54校の実習協力校への学生の振り分けに

関して、事前に各学校との協議の場を設けて、専門

教科の実習指導担当者数を勘案しながら、同時に一

緒のグループとなる学生同士の人間関係にも配慮す

る必要があることから、この業務はかなりハードな

仕事とされている。

（2）Nサールス校の場合9）

前述のフレデリクスベア校とNサールス校とは教

育実習システムに大きな違いは無いが、本校は市街

地に位置することもあり、学生定員も多く90校もの

実習協力校をもつため、学生の実習先となる協力校

の数と、養成校側の教育実習担当教員数が多いこと

による運営システムの違いが多少みられる。すなわ

ち、養成校側のスタッフ同士の連携・協力体制と同

時に、各実習校の教育実習指導者間の意識の共有化

や指導スタイル、指導内容の情報交換等が必要にな

るという課題が加わる。そこで、Nサールス校では

年に2度ほど、「教育実習指導者講習会」を開催し、

いろいろな研修メニューを用意しているが、学校現

場の指導教員側が多忙を理由に不参加となるケース

が多く、なかなか思うようには受講者を集められな

いという実情にある。

（3）ブローゴー校の場合10）

UCCの構成機関の一つ、ブローゴー職業短期大学

では、保育士養成校の学生と教員養成校の学生を合

同で 4 週間のプロジェクト型演習を課すなど、ユニ

ークな取り組みをしてきた11）。そこでの教育実習は

以下のようなスケジュールに沿って実施している。

1 年次の段階は、主専攻（その 1 ）に力を置く授

業実習が課せられ、4人の実習生が 1チームとなり、

1週間の学校実習を経験する。2 年次には、1 年次と

同じ主専攻での授業実習を行うが、3 人グループに

よる 5 週間の実習の中で、教科の指導法よりも、学

ぶ子どもの側への着目と、個に応じた指導という課

題へと実習内容を深めている。3 年次には 2 人グル

ープをつくり、①通常の主専攻（ 1 ～ 2 年次とは別

の教科）の授業をするか、②特別な実習（学校以外

の教育機関や外国での教育実習）、あるいは社会教

育施設等での教育実習を選ぶことになる。4 年次に

は、一人で授業づくりや生活指導等の教育実習に挑

むことになるが、3 教科目の主専攻で 7 週間の実習

をやり遂げることで自立した個人としての教育実習

を完了させるという流れとなっている。

5．職業短期大学の学生と教員の実情

教育実習期間が24週間以上もあるデンマークで

も、新任教員の中には、いわゆる「リアリティ・シ

ョック」によって早期に離職する者もいる。高齢化

する教員の年齢構成の中で、難しいクラスを新しく

赴任してくる教員に担当させるという現場の実態も

問題視されている。それゆえ、教員養成の職業短期

大学には、多様な社会経験を積んだ人や、非常勤で

学校内の教育支援職を経験してきた人が入学してく

るケースが少なくない。これは前述の通り、高等教

育まで学費が無料であることなどにも起因するが、

職業短期大学に在籍しながら、子どもに関わるパー

トタイムの仕事やボランティアを見つけて取り組む

学生が多いため、入学年度ごとに授業を割り当てて

一律指導する日本的な教員養成システムはそぐわな

い部分がある。それは教育実習に関しても同様で、

3年次までは基本的にグループ単位の教育実習が課

されるルールにおいて、各個人の主専攻に合わせて

グルーピングをし、実習校の指導教員とのマッチン

グを調整する作業も困難な実務となるが、各実習生

の指導助言を義務とされている職業短期大学側の教

員スタッフにも、かなりの時間を教育実習指導に費

やすことが求められている。平均すると一人の大学

教員が約15～20名の教育実習生の指導を担当するこ

とになるため、担当学生の授業実習のすべてを参観

して講評することは不可能に近い。また、教員養成

の職業短期大学の教員の中には、フォルケスコーレ

での教職経験を経てデンマーク教育大学などで修士

号を取得してから赴任した教員や、専門分野での修

帝京大学教職大学院　第 3号（2012年 8 月）

－21－



士号取得後に教職課程のコースで教育学等を学んで

から赴任した教員もいるが、教員養成とは関係の薄

い特定研究分野のスタッフとして教員養成校の教科

専門のスタッフになるケースもある。そうした教員

にとっては、自身の研究分野に近い内容が教育実習

生の授業で取り上げられるわけではないため、実習

生や学校現場の指導教員とのミーティングの場で、

有益な指導・助言ができるとも言いがたい。そこで、

最近では、職業短期大学の教員スタッフが協働して

学生指導するプロジェクトが推奨されており、ブロ

ーゴー校をはじめとするUCCの教員養成機関でも、

職業短期大学の教員同士が一堂に会して、教育実習

に関わる学内フォーラムを積極的に企画するなど、

徐々に教員FD活動が取り組まれてきている。

6．デンマークの教育実習の課題と日本へ
の示唆

新自由主義的な教育政策が徐々に進行していたデ

ンマークにおいても、国際学力調査の結果を受けて

方針転換した2006年改革が、期待したような成果を

生んでいないとの現状認識に至っている。こうした

経緯の中で、デンマークの教員養成システムにおい

て注目できる点は、年次ごとにテーマをしぼって取

り組む教育実習と、それを支える事前事後の大学側

のサポート体制である。教員養成機関の教員になる

ルートは様々であるが、教育実習の事前事後の演習

のみならず、24週にわたる実習期間中もしばしば現

場での臨床的な指導・助言が期待されている大学側

の教員が、協働的な指導体制を組めるようにFD活

動を活性化させている点は、今後の日本の教師教育

者の指導力向上を考えていく上で参考になると思わ

れる。また、デンマークでもフォルケスコーレの教

員に求める主専攻の科目数や科目の組み合わせに対

して様々な議論があるが、日本でも初等教育におけ

る専門家養成という課題に対して、薄く浅く教科内

容と指導法を履修する現在の免許法規定をどう見直

すのか、あるいは各大学がどのような教員養成カリ

キュラムを組むことで、小学校教員としての質保証

に責任を持とうとするのかをじっくり議論すべき時

が来ているように思う。
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