
帝京大学教育学部の構想と教育・支援・研究の実践
― 「教育学部創立記念研究集会」の記録 ―

帝京大学教育学部・帝京教育会i

〒192-0395　東京都八王子市大塚359

　平成24年4月より帝京大学教育学部が発足したことを記念し、同年6月、創立記念研究集会が開催された。
竣工したばかりの17号館校舎に、教育学部1期生をはじめ、学部・教職大学院に所属する教員や職員、名誉教授、
教育学科卒業生など総勢430名が一堂に会し、大講義室に立ち見者が現れるほどの盛況を博した。研究集会の
第Ⅰ部では本学学長と学部長による記念講演が行われ、第Ⅱ部では各学科長、コース主任、教職大学院研究科
長、大学小学校長によるシンポジウムが行われ、各登壇者がそれぞれの立場から、帝京大学教育学部とそこで
の教育・支援、学生や教員への期待等について熱のこもった議論を展開した。本記事は、この記念講演および
シンポジウムの概要を記録したものである。本記事の取りまとめと編集作業は同学部紀要編集委員会が協力
した。当日の記録を基に必要に応じ発言者による加筆がなされたことを付記する。

記念集会の概要

日時： 平成24年6月23日（土）　13：00～ 16：00

会場： 帝京大学八王子キャンパス17号館1721教室

主催： 帝京大学教育学部・帝京教育会

後援： 帝京大学

協賛： 帝京大学教職センター
 帝京大学大学院教職研究科
 帝京大学小学校
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プログラム
 

 総合司会　熊丸光男（帝京教育会事務局長）

第1部 記念講演

 冲永佳史 （本学学長・帝京教育会会長）
  「教育学部の教員と学生に期待していること」（本誌 p. 211）

 浦野東洋一 （教育学部長・帝京教育会副会長）
  「教育学部に学問の風を、主体的に学ぶ学生文化の創造を」（本誌 p. 215）

第2部 シンポジウム　―「教育の帝京」をめざして―　（本誌 p. 225）

　　　 シンポジスト

 清水静海 （初等教育学科長・学部創設準備委員会委員長）

 和田　孝 （教育文化学科長・教職センター長）

 村山祐一 （初等教育学科こども教育コース主任）

 高橋　勝 （教職大学院　教職研究科長）

　　　 指定討論者

 星野昌治 （初等教育学科教授・帝京大学小学校長）

　　　 コーディネーター

 小関礼子 （教職大学院　教職研究科准教授）
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　皆さん、こんにちは。帝京大学学長をしております、
冲永でございます。なかなか普段皆さんと顔をあわせる
機会がございませんが、帝京大学教育学部の創立記念集
会ということで、皆様方がこのように大勢お集まりいた
だきましたので、私も教育領域の専門家ではございませ
んが、大学を率いていく立場として、皆様方にこうして
お話できる機会を頂きましたことを、感謝申し上げる次
第であります。
　今般、教育に対する社会の目というものは、皆様方も
感じていらっしゃる通り、非常に高くなっているところ
であります。今回のこの研究集会のテーマといたしまし
て、教育学部の構想と教育・支援・研究の実践というこ
とでございますが、まさにこのことを大学として、そし
て教育学部をあげて遂行してゆかなければいけない、非
常に差し迫った状況に社会はあると言うことが言えるか
と思います。
　具体的に、なぜそのようなことが言われているかとい
うことについて、若干触れさせていただきたいと思いま
す。皆様もご存知のとおり、現在日本は少子高齢化に向
かっております。一方で社会の変化は激しく、グローバ
ル化が進んでおります。そのような環境下で、様々な文
化、宗教、あるいは言語というものを、皆さん自身が今
まで以上に身近に感じる社会になる中で、それを十分受
け止められる人間が、この日本に存在し続けられるかど
うか、これが、これから日本が生きてゆく上で、非常に
重要なポイントになってくるというふうに思います。
　少子高齢化になりますから、経済的な面で言えば、皆
さんご存知の通り、日本は政府の借金が毎年のように積
み上がっておりますが、これからいわゆる人口の多くを
抱えている世代、団塊の世代、よく聞かれると思います
けれど、そういう世代の方々が社会の一線から退いてゆ
く。そのような環境下で、日本の経済を今後どのように
支えてゆくべきかということが大きな課題となってお
り、とりもなおさずそれを支えていくのは、次の時代を
担う若い人たちなのであります。

　現実問題として、社会の一線から出て行かれる方々と、
若い人の比率と申しますのは、少子高齢化という言葉
に表れているように、非常にアンバランスになっていま
す。ですので、今までとは違った新しい価値を見いだし
てゆかなければいけないという課題が、若い世代に覆い
被さってくるわけであります。すなわち、今までのよう
な仕事の仕方で世の中を回していくということだけを考
えているのであれば、絶対的な人口の数が違いますから、
これは多分世の中を支えていけるものにはなり得ないと
考えざるを得ないからであります。
　であれば、やはり若い人たちが、新しい価値観を持っ
て世の中を創り上げていくというサイクルに入っていか
なければならない。勿論、教育というのは歴史の流れの
中で、分断されたものではなく、過去に蓄積された良い
部分はきちっと生かしてゆかなければならないのであ
り、それを咀嚼しつつ、自分たちの新しい価値を創造し
てゆかなければいけない、それだけ厳しい時代に突入し
ていると言わざるを得ません。
　特に日本は、資源が無い国でありますから、対外的な
交流というものを、多方面で展開してゆく中で、自らの
糧を築いていかなければいけないということでございま
すから、具体的には、エネルギーを輸入しなければなら
ないですし、勿論、天然資源、魚とか農産物という食料
については、日本はそれなりにとれるところではありま
すが、しかしながらそれらをも獲得するためには、現実
問題としてエネルギーが必要であります。その他にも各
種資源が必要であり、それらを輸入しなければいけない。
そのための経済的な力や、そういうものを、先ほど申し
上げたように多面的に、対外的な交流を築き上げる中で
獲得してゆかなければいけないということでありますか
ら、黙って生きていける世の中では無いのであります。
それに加えて、先ほど申しあげたような経済環境ですか
ら、新しい社会的活動を創造してゆかなければいけない
ことは、このことからも明らかであります。
　ですので、それを担う人材を育成してゆくことが、冒

第一部　記念講演
記念講演 1

教育学部の教員と学生に期待していること
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頭に申し上げたように、重要なポイントの具体的な作業
として求められるわけであります。とりもなおさず、そ
の第一歩を行うものとして、初等教育から高等教育まで
がありますけれども、教育現場で教授する方達の仕事は、
大変重要になってくるわけであります。
　教員として、社会に出るにあたっては、やはり専門知
識や教育力そして創造力を含めて、それなりの力を持っ
ていなければならないということは事実であります。で
すから、特に教育学部で学ばれる学生の皆さんにおかれ
ましては、将来教授することになる科目に関する専門性
というものを、きちっと深めていくということと同時に、
それをどうやって若い人たち、あるいは教育現場で伝え
ていけるか、いくべきか、ということ、そしてそれを考
える力、あるいはそれを具体的に実践できる力、これが
求められていると言えるかと思います。
　帝京大学は、1966年に設置された大学でありまして、
46年の歴史の流れがあります。教育学科が1973年に設置
されましたので、こちらは40年ほどの歴史を重ねている
わけでありますが、この大学が設立された当初からの教
育の基本、帝京大学が携えている教育に対する基本的な
姿勢というのは何かと申しあげますと、礼儀、誠実、努力、
だいたいこの三つの言葉に集約されるものであります。
　現代においては、時代の流れにあわせて、自分流とい
う教育理念を軸に、「実学」「国際性」「開放性」という三
つの教育指針を示して、大学における教育研究活動を
行っているわけですが、その根底に流れるものとして、
礼儀、努力、誠実あるいは敬愛というものがあるという
ことを覚えていただきたいと思います。
　もともと帝京大学の前身である法人を創立した沖永荘
兵衛先生が、柔道家であったということでありまして、
日本の柔道家としての精神的支柱というものを、そのま
ま具体的に教育現場に落とし込むことをめざし、教育機
関を創ったという歴史的背景があります。
　日本のこれからを担う人たち、あるいは当然帝京大学
で学んでいかれる人たちに対しましては、やはり日本人
が基本的に持っていた姿勢というものを持ち続けて欲し
いと思ってはおります。
　その中でも、努力という部分、これは何時の時代にも
必要なものであると思いますが、これ無くしては新しい
ものは創り上げられませんし、それこそ皆さんが日々の
生活を送っていく中でも、これ無くしては、自らを滅ぼ
してしまうことにもなりかねません。ですので、何かに
対して努力をするということ、この姿勢を絶対に忘れて
ほしくないと思います。
　そして、誠実さ、礼儀、このふたつは、日本が、今経済
的に苦しいとは言われておりますが、しかしながら、諸

外国から見れば、日本はすごい国だと思われているとこ
ろが多くあるわけですが、その要素であることは確かだ
と思います。昨年起きた震災後にも、日本人がその後に
起こした行動というのは、やはり諸外国では考えられな
い行動であったということであります。つまり、暴動は
起こらない。食料を確保するにもちゃんと並んでいる。
これは他の国では、ほとんどあり得ないものであります。
それはやはり培ってきた生き方として、礼儀とか誠実さ、
これは大切にしていかなければいけない部分です。
　さも無ければ、他の国と差別化することはできないで
すし、当然冒頭に申し上げたように、様々な国と交流す
ることによって、我々は必要な資源を獲得しているわけ
ですけれど、我々しか持ち得ないものというものを持っ
ていなければ、現実問題として相手にされないわけです。
ですので、相手が持っていないものを持ち続ける、日本
人として持ち続けるということを考えた場合には、誠実
さとか礼儀とか、これは必須のものだと思っています。
　勿論、とはいえ、日本の中でも様々な問題が生じます。
それをみると、時に「ああ、どうしたことか」という風に
思ってしまうこともありますし、あるいは、教員という
立場になっても、そのような様々な世の中の外乱に、時
につぶされてしまいそうになることもあろうかと思いま
す。
　しかしながら、冷静に考えていただきたいのは、先ほ
ど申し上げた通り、なんだかんだいっても日本は、注目
に値する国であると思われているわけです。そういう部
分はちゃんと残していかなければならない。醜い部分も
世の中には見えるかもしれないけれど、それを超えてい
い部分を残していく力を、自らの中に醸成してほしい。
私の強い、特に教育学部に学んでいる学生さんに対する
願いというのは、そういうところであります。
　帝京大学が、先ほど少しお話しいたしましたが、教員
養成課程を設置してから40年が経つわけですが、文学部
の教育学科として発足し、40年を経て、学部として独立
させました。これは、先ほど申し上げた通り、教育に対
する世の中の要求が高くなったということもそうです
し、もう一つは帝京大学自身が培ってきたこのような教
員養成課程における様々な力と言いますか、それをより
レベルの高いところまで昇華させるべきであろうと考え
て、独立させました。
　多少余談になりますが、これから帝京大学が50周年を
迎えるにあたって、様々な新しい活動を、大学としても
行っていかなければならない時期にさしかかり、それを
実行しているわけですが、その一つの象徴として、板橋
キャンパス、こちらは医療系の学部がありますけれど、
こちらを新しくいたしました。
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　丁度偶然と言えば偶然なのですが、医学部が設置され
たのが1971年なのですね。ですから、今教育が大切だ、
医療が大切だと言われている時代でありますけれども、
丁度40年ほど前に遡ると、やはり教育とか医療というの
は、これから世の中を支えるにあたって、やはり重要で
あると認識される時代があったということが言えるかと
思います。丁度40年を経て、我々は再びその活動を改め
て深めてゆく時期になり、帝京自身が今実行していると
いう風にご認識いただければと思います。
　ですので、私の講演―講演というよりはお願いという
形かもしれませんが―もう一つの目的として、教員の
方々に期待するところを、今申し上げたことをふまえて
お話ししたいと思います。本学でお勤めいただいている
教員の方々は、本当に手練された先生、経験豊富な先生、
知識が豊富な先生ばかりなので、私が申しあげるのはお
こがましいことではありますが、しかしながら、大学を
率いていく立場として、多少思いを述べさせていただき
たいと思っております。
　ご存知の通り、文部科学省、あるいは文部科学大臣の
諮問機関であります中央教育審議会におきましても、今
大学教育に求められることは何か、これからの教員養成
はどうあるべきかということを、事細かに審議していま
す。それらのことが国から要求される時代になりました
けれども、これは裏を返すと、大学の教員養成課程は、
今まで何をやっていたのだと言うことを、若干隠喩的に
示されている部分もあるのではないかという風に感じて
おります。
　勿論、大学というところは、多少世の中から離れた立
場で、非常に細かいことを探求してゆくという役割を
担っていると思います。この作業は絶対続けなければい
けないと思います。つまり、世の中が見ていない視点か
らものをみるということが、新しいブレークスルーをも
たらす大きな源泉になる。これは間違いないことと思い
ますし、これは続けてゆかなければならない。
　しかし、あまりにもその方向に集中しすぎたという面
は否めないと思います。先ほど多少触れましたが、これ
からの教員として求められるところは、所謂教科夫々に
対する深い知識とともに、それをちゃんと教えていく実
践力、これを持っていなければならないということであ
ります。大学の教員養成課程の中でも、今までそれがき
ちっとできていたかどうか、ということも反省しなけれ
ばならない時代になったのかなという風に思います。
　ですので、その反省も含めて、我々は教育学部という
ものを立ち上げて、一丸となってその問題解決に当たっ
ていこう、ひいては先ほど申し上げた、このような厳し
い環境下であっても、次の世代を担う人材を育成して

ゆける教員を養成していこうという強い思いを持って、
我々は行動を起こしているということを認識いただけれ
ばと思います。
　幸いにも、そういう意識の高い先生方にお集り頂きま
したので、この雰囲気を決して消すこと無く、持続させ
る仕組みをこの学内で築き上げていただければと思って
おります。
　また、これからいろいろ政府の方でも政策を発表して
ゆく時期になるとは思いますが、もう一つその中でいろ
いろ議論されていることで重要だと思われるところは、
やはり教育のあり方、教員養成のあり方というのは、画
一的なものではなく、ある程度多様性を担保しておかな
ければいけないということだろうと思います。世の中、
今の社会もそうです。あまりにも画一的な価値観に進み
すぎると、社会は、例えば今回の金融危機はまさにその
例ですけども、危なくなってくる。やはりいろいろな人
が、いろいろなことを考えて、夫々の立場で意見をぶつ
けあって、社会活動を進めてゆくことが、結局は安定を
もたらす大きな力になるわけですが、教育に関してもそ
うです。画一的なものというのは危ない。多面的に物事
を捉えていくというフォーメーションを、教育界全体で
もそれを担保してゆくということが重要かと思われま
す。
　そういう観点から、各大学で、特に国公立大学を中心
に、所謂教員を専門に養成する課程が設置されてきまし
たが、その一方で特に中等教育の専科教員などは、私学
の各学部学科に教員養成課程があって、多くの教育者を
世の中に輩出しているわけですが、この仕組みというも
のは、多分あまり変えてはいけないのだろうと思います。
　しかしながら、その質を上げてゆかなければならない
ことは確かだと思いますし、そのテーマに我々はどのよ
うに取り組んでいくかということが、今後我々に課され
た課題であろうと思います。それを克服してゆける努力、
そして新しい方策、これが我々に求められているという
ことだと思いますので、この点を踏まえた教育研究施策
というものを、学内に醸成していただければ有り難いな
という風に思っております。
　それから、本学には、これは所謂教育法を中心に据え
て設置されている教職大学院があります。おおざっぱに
いえば教職大学院は教育の方法・技術を中心に高度な実
践力を培う立場に立たされている。我々はなぜ教職大学
院を創ったかと言えば、先ほどの反省に基づいて創った
と言えるかと思います。
　しかしながら、所謂教科に対する深い知識と教える方
法、実践力というもののバランスを取っていくためには、
今般教育学部というものを独立させましたから、この学
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部課程における特徴と、教職大学院におけるそれとを、
上手く融合させていかなければいけないだろうという問
題意識を我々は持っております。
　なかなかこれを上手くできている大学というのは、多
いようで、そうではないと思っているところであります。
是非、それを帝京大学の中で実現してゆきたい、これを
強く思っております。
　そうすれば、帝京大学自身が、教員養成という中で、
素晴らしい大学である、そこで育った学生さんは、本当
に熱心に教育に取り組む、真剣に次の世代を育成してゆ
くことに取り組んでいる、そういう能力を持っている、
というように認識されることになりますし、それがひい
ては、先ほど申し上げた新しい世の中を創り上げてゆく
若者が社会に出てゆく大きな力になるということは間違
いないですし、ぜひ本学の先生方におかれましては、そ
の活動に今後とも邁進していただきたいというふうに
思っているところであります。
　冒頭に申し上げました通り、帝京大学が設置された
ベースにある哲学として、礼儀、努力、誠実、この三つを
重んじることがあると申し上げました。やはり教員自身
も、この礼儀、努力、誠実というものを忘れずに、世の中
がいろいろ大変なことがありますけれども、一歩ずつ物
事は積み重ねて進めてゆかない限りは、何事も打開でき
ませんし、それが人間の成長につながってくるものであ
りますから、これを教員自身も忘れずに、是非先ほど申
し上げたような本学の今後の活動に活かして、参加して
いただきたいと思っているところであります。
　さて、多少細かいことも申し上げさせていただきたい
と思いますが、今般教員養成課程に対する目というもの
が厳しくなっておりますが、その一つとして、教員の免
許状のあり方、これも段階的にしていこうとか、あるい
は、今後免許の更新制度がどうなるとか、いろいろ議論
があろうかと思います。
　政府レベルでいろいろと議論を進めていただくのも
結構なのでございますが、しかしながら、これをもう少
し冷静に考えた形で、我々が提言できることはないかと
思っているところであります。これは私の口から具体的
に「こうしろ」ということは言えないのですが、若干議
論が拙速とは言いませんが、もうちょっと考えた方が良
いのかなという点もいくつかあろうかと思います。何の
ためにこういう制度を採用するのかというビジョンが見
えてこない、これでは制度を設けたところで、教員の教
育力を向上させることにつながる保証は無いと思うので
すが。
　こういうことに対して、本学は教育学部を設置し、世
の中に発信する力もそれなりに持つことができる立場に

なりましたから、積極的に意見をお出しいただくのも宜
しいかなと思っております。また、学生自身もこれから
教員になるという立場ですから、これは大きな問題です。
勿論先ほどから申し上げている通り、教員自身も成長を
続けていかなければならない立場にある。礼儀、努力、
誠実、これを守って成長していかなければならない立場
にあるということは間違いないのですが、ただ、その活
動を阻害してしまうものがあると、やはりこれはひいて
は、皆さんと一緒に学んでゆく生徒さんに、あるいは教
育現場に影響を与えるものになってきます。
　ですので、そういう議論に関しては、皆さん自身も大
学時代は勿論教科とか、教育法とか、専門のものを勉強
するのも重要ですが、教育政策がこれからどのようにな
るかということに関しても、多少なりとも関心を持って
もらいたい、そういう議論も本学の先生方と、時々はし
てほしいというふうに思っております。
　今後、勿論日本のおかれた立場は厳しいからこそ、様々
な議論が行われているわけですけれども、それを一つ本
当に実りあるものにするためには、当事者である皆さん
自身が、やはり考えていく、それが今求められているも
のであるというふうに私は思いますので、日々の勉強を
真剣に取り組む中で、一方では教員は勿論社会性も持っ
ていなければいけませんから、そういう社会の流れをき
ちっと頭に入れて、自分はこういう教師になるんだとい
う映像を自分の頭の中に、できれば大学時代を通して描
き切っていただきたいと思います。
　先生方に改めまして、本学の学生をきちっと教育研究
面からサポートしていただきたいということと、これか
らの教育政策に対して、きちっとした提言を続けていた
だきたいというふうに思うわけであります。
　話が多少雑駁になってしまいましたが、表題の通り、
教育学部の学生と教員に私が期待することを縷々述べさ
せて頂きました。私の講演に代えさせて頂きます。多少
話は長くなりましたが、次の浦野先生のお話も、私自身
がじっくりとお聴きしたいということもございますの
で、ここら辺でバトンタッチさせて頂きたいと思います。
どうもありがとうございました。
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　帝京大学学長・帝京教育会会長の冲永佳史（おきなが・
よしひと）先生には、ご多忙のところご記念講演をおひ
きうけいただき、かつ本集会に対し種々ご高配を賜りま
したことにつきまして、厚くお礼申し上げます。また、
本日の記念集会をご準備いただきました帝京教育会事務
局の熊丸光男先生、佐藤高樹先生をはじめ関係者のみな
さんに心から感謝申し上げます。
　これから私が話しますことは、教育学部教員会議の議
論を経たものではありません。全く私個人の見解であり
ますことを、あらかじめお断りしておきます。

（1）	帝京大学教育学科と私
　私の大学教員生活は、最初が北海道教育大学で11年余

（1970年4月～ 1981年9月）、次が東京大学教育学部で22
年余り（1981年10月～ 2003年3月）で、2003年4月から
本学にお世話になっており、今年で10年目になります。
伝統も性格も課題も大きく異なる三つの大学に勤務でき
ましたことは、教育学徒としてまことに貴重な体験でご
ざいまして、その幸運に感謝している次第です。
　最初に、この10年間の私と帝京大学との、授業や学生
指導面以外の主なかかわりをふりかえってみたいと思い
ます。年表風に整理してみると次のようになります。

記念講演 2

教育学部に学問の風を、主体的に学ぶ学生文化の創造を

浦野 東洋一

平成15年 ・ 文学部教育学科に着任（教育学科長：大南英明先生）。卒業生と現役の学生・教員との交流・学習組織
の設立を思い立つ。

平成16年 ・ 帝京教育会発足（会長＝冲永佳史学長）　

平成18年 ・ 7月：中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（教務委員長として、答申全文をコピー
して教育学科の全教員に配布した）

平成19年 ・ 4月：「帝京大学教職センター規程」制定　（センター長：大南英明教育学科長。浦野が研究会で立命館
大学草津キャンパスに行ったおり、同キャンパスの「教職支援センター」を視察。パンフレット等を
持ち帰り事務長に提出した。）

・ 12月：教務委員長として「教職課程改革検討委員会」を設置（委員長：岩城孝次先生）

平成20年 ・ 4月：浦野、教育学科長・教職センター長を拝命。
・ 5月：「教職課程改革検討員会」からの四つの答申出揃う（教職課程カリキュラム、教育実習、幼児教育、

特別支援教育）。ここで教育実習履修許可要件にGPAを導入するこが答申された。
・ FD活動の本格的な推進を開始した。（学生生活実態調査、教員相互の授業見学とその記録の冊子化な

ど）。
・ この間、認証機関による第三者評価、教職課程認定校に対する文科省による実地調査を受けた。

平成21年 ・ 4月：教職センターを整備（本館3階の「教務」事務室の右奥にブースを設け、非常勤教員2名を採用し
ていただき、学生に対する相談・支援活動を開始した）

平成22年 ・ 4月：「教育学科将来計画委員会」を設置（委員長：清水静海先生）
・ 学生の履修登録をWEB方式に切り替えたのがうまくいっているのをみて、教職センターでは、法令

であらたに義務付けられた「教職課程履修カルテ」をWEB方式で実施することとし、宇都宮キャン
パスと合同で業者とシステムの開発を開始した（開発会議座長：浦野東洋一）。

・ 5月：帝京大学が「関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会」会長校、事務局長校となる。（会長：冲
永佳史学長、事務局長：浦野東洋一。浦野は「全私教協」の理事を兼ねることとなった）

・ 12月：将来計画委員会から「報告書」が提出された。学長に「参考資料」として提出した。
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　教育学部創立（移行）につきましては、学長・大学当局
はもちろんのこと、清水静海先生をはじめとする先生方、
古張事務長、教務グループ「企画」の須田さん・河井さん
をはじめとする職員のみなさんに大変お世話になりまし
た。厚くお礼申し上げます。
　教育学部創立（移行）を前にして、今年3月卒業した学
生の教員採用試験（2次試験）合格者数が前年度比で28
人から57人へと倍増したことは、大変嬉しい出来事でし
た。要因の第一は学生諸君が頑張ったことにあるでしょ
うが、授業などでの先生方の日頃の尽力に加え、「教師へ
の夢　応援プログラム」を含む平成21年4月以降の教職
センターの相談・支援活動もまた大きく寄与しているに
違いありません。教職センターの活動に対する大学当局
のご理解と先生方のご協力に、ここにあらためて感謝申
し上げる次第です。
　私は学校経営における数値目標には批判的なスタンス
をとっておりますが、5月26日に河口湖（西湖）で行わ
れた初等教育コースの新入生合宿では、「教育学部1期生
であるみなさんの卒業年度には、つまり4年後には、教
員採用試験（2次試験）合格者数が3桁（100名以上）にな

るよう頑張ってほしい」と檄を飛ばしました。
　現在は全学で数名にすぎない中・高教員の2次試験合
格者数も、4年後には全学で2桁台前半（30名程度）に届
くことを夢見ています。このことについては、和田孝先
生が座長をつとめた調査検討員会からの前掲「報告書」
に注目していただきたいと思います。
　
（2）	現状をどう見るか、そこにどんな問題があるのか。
　私が提案した「教育学科将来計画委員会の設置理由」

（2010年4月26日）をひもといてみますと、9項目にわたっ
て書かれています。第1項は次のとおりです。

（1）学長は次のように述べておられる。
「各学科・コースにおかれては、入試ポリシー（入学
させたい学生像）を明確にし、学生に対してきめ細
かな教育・指導を行い、学生の希望する進路・就職
を実現させ、（入学時に不本意入学の学生であって
も）学生が卒業時に“帝京大学に入学してよかった”
と思えるように、おおいに工夫・努力していただき
たい。」（2010年4月10日の全学入試委員会における

平成23年 ・ 2月：「教育学部創設準備委員会」を設置（委員長：清水静海先生）
・ 3月：学科会議で確認した「教育学科専任教員職務に関する申し合わせ」（倫理規定）に基づき教員の「自

己点検報告書」を作成した。
・ 4月：本館4階に独立した「教職センター」室を設置、本格的活動（「営業」）を開始。（非常勤の先生を3

名に増やしていただき、勤務を週3日から4日に変更。センター教員も増員。平成23年度毎月300人余
の学生がセンターを利用した）。

・ 八王子キャンパス独自でWEB方式による「保育士課程履修カルテ」を導入しようと、システム開発
の勉強会を発足させた（座長：浦野東洋一）。〔この課題は紆余曲折を経て、平成24年9月に市販のソ
フトをカスタマイズする方法で、実習指導中心のパソコンシステムを保育実習センター（旧・保育実
習室）に導入したことで決着した。〕

・ 6月：教育学部への移行について文部科学省に事前説明。その後、正式申請し、9月に承認された。
・ 7月：教職センターが、教育学科以外の他学部・他学科の教員の参加を求め「帝京大学八王子キャンパ

スにおける中学校・高等学校教員養成の現状と課題等に関する調査検討員会」を設置。（座長：和田孝
先生）

・ 9月：1～ 2年生を対象に「教職課程履修カルテ」が始動した。

平成24年 3月：学部卒業生の正規教員採用者数57名（前年度28名）となり、倍増を達成!
4月：帝京大学教育学部発足
・ 「教職課程履修カルテ」の対象が1～ 3年生に拡大した。
・ ガイダンスの効果か、4月の教職センター利用学生数が900名を超えた。
・ 5月26日（土）～ 27日（日）、河口湖（西湖）で、初等教育コースの新入生合宿を実施した。
・ 中教審・教員の資質能力向上特別委員会「教職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（審議のまとめ）」（平成24年5月15日）を全文コピーして、教育学部全教員に配布した。
・ 5月28日（月）、全学教職センター会議。「帝京大学における中学・高等学校教員養成の現状と課題等

に関する調査検討委員会」から「報告書」が提出された。
・ 6月23日（土）、「教育学部創立（移行）記念研究集会」おこなわれる。
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学長発言要旨。学長は入試の際の教授会においてし
ばしば同様の発言をなさっている。）

　私にとってはこのことが教育学部創設（移行）の初心
でした。換言すれば、私が教育学部への改組・発展を思
い立った第一の理由は、教員養成教育の一層の充実を図
るとともに、教育学科の学生の多様なニーズにより適切
に応えるために、教員の数を増やし、カリキュラムなど
を多様化・柔軟化しようということでした。この初心は、
議論の進展の中で、教育学部・各学科の「目的」「アドミッ
ションポリシー」「カリキュラムポリシー」「ディプロマ
ポリシー」として具体化（定式化）されました。
　教育学徒である私は、「どんな動機でどんな学生が入

学してこようと、目の前にいる学生とそれなりに真剣に
付き合う」というスタンスで昔からやってきました。し
たがって、帝京大学教育学科の入試偏差値がどうのこう
のということについてもまったく無頓着でありました。

「マーチ」だの「ダイトウアテイコク」だのという文言と
その意味するところも、同僚教員から教えられてようや
く知りえた次第です。この講演原稿を事前に学生に見せ
ましたら、「『マーチ』はもう古い。今は「Gマーチ」。G
は学習院大学のこと。」と教えてくれました。
　それでも、教育学部に移行した結果志願者数がどう
なったかということは、学部長として気になります。調
べてみましたら、結果は次のとおりでした。

募集定員 志願者 受験者 合格者 入試手続き者 競争率
（2010年度実施）

教育学科入試 330 2,511 2,468 649 366 3.8

（2011年度実施）
教育学部入試 330 3.694 3,610 689 390 5.2

※競争率＝受験者数/合格者数
※「合格した早稲田をけってこっちに来たのでよろしく」と私に挨拶した学生がいました。

　算数・数学担当の先生の話ですと、今年の1年生には
高校で数Ⅱ、数Ⅲまで履修した生徒が多いとのことです。
従来は、「文学部教育学科＝文系」と社会的にみなされて
いたのではないか思います。
　教育学の教えるところによれば、教育実践の出発点は

「子どもの理解」です。大学もまた教育機関（高等教育機
関）である以上、大学教育においても出発点は「学生を
どう理解するか」iでなければならないでしょう。
　 教 育 学 科 で は、 数 年 前 か らFD活 動（Faculty 
Development）の一環として「学生生活実態調査」を実
施して、その結果を担当教員が論稿にまとめて『教育学
科紀要』に掲載してきています。ここでは、教育社会学
の大多和直樹先生が中心となって昨年度実施した調査 ii

のデータを紹介しながら、この問題について考えてみた
いと思います。

（2）	―ア）教育学科の学生は大学に満足しているので
しょうか？

　「大学生活全般に対する満足度」のデータを見てみま
すと、満足している：18.2％、まあ満足している；61.1％、
満足していない；18.1％、わからない：2.5％で、①＋②
が79.3％の高率となっています。私としては不満足の学
生が2割近くいることが気になりますが、満足派が高率
なのでひとまずホットします。高率の要因を考えてみま
すと、次の事情が大きいかと思います。
　大学ではよき友に支えられており、大学には自分の居
場所があり、大学生活にはおおむね満足している、といっ
たところでしょうか。
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i 「子どもの理解」については、田中孝彦さんら臨床教育学系の研究者の発言（著作等）が目立っていますが、最近読んだ本の中
で私の専攻分野の視点からは、桜井千恵子『子どもの声を社会へ』、2012年、岩波新書、がinterestingで刺激的でした。ご一読
をお勧めします。

ii	 調査時期は2011年6月～ 7月、対象は当時の1～ 3年生、実施方法は必修の授業中に記入してもらう方法。従って有効回答数
922、回収率90％以上と高い。原則として選択肢は①当てはまる、②やや当てはまる、③やや当てはまらない、④あてはまらな
いの、いわば「＋＋、＋、－、－－」の4択。4年生には2012年3月に郵送方式で実施したが回収率が低く、ここではとりあげない。
したがって、ここでとりあげるデータは、現在の2～ 4年生が昨年の6月～ 7月に回答した内容ということになる。今、学年別
のデータに踏み込んで分析する余裕が無いので、とりあえず全体のデータで考えることにします。



であり、要注意です。
　私は「授業のときくらい友達と離れて座れ」というの
ですが、効果はありません。私はみなさんの「友人関係」
がみなさん一人ひとりの「向上」に寄与しているのか、
逆に「低きに流れる」結果を生んでいるのか、厳格に点
検して欲しいと思っています。

・ 私の理解では、「居場所」とは、①異質な存在を排除
しない包容力・温かさのある場（空間）であり、②何
でも話し合える場・学び合える場であり、③元気・
活力を回復して外に出て行き活躍できる「根拠地」
のはずです。学び合える場になっているか、活躍で
きる「根拠地」になっているかの点検が必要だとい
うことです。

・ したがって私の理解では、授業の場は「居場所」では
なく、学生が活躍する（真剣勝負をする）場です。授
業中に「居場所」にいる感覚で私語をするなどとい
うことはあってはならないということになります。

（2）	―イ）昨年まではどんな学生が入学してきていたの
でしょうか？

「本学の志望順位」・・・
 第1志望　30.9％、第2志望　20.7％、
 第3志望以下　39.4％

「進路希望」・・・
 学校教員　53.8％、保育士21.1％、公務員　4.1％、 

民間企業　4.4％
「高校時代よく勉強していた」・・・
 ①13.6％、②24.7％　（計38.3％）

「高校時代よく部活やスポーツをしていた」・・・
 ①54.6％、②20.6％　（計75.2％）
　高校時代に部活やスポーツをやっていて、教員・保育
士という明確な進路希望をもつ学生が多く入学してきて
いるということになります。私は子どものころから体操・
スポーツの得意な人は無条件に尊敬していますので、こ
れは大変良いことだと思っています。
　「教育学科の学生は人（人柄）がよい」といわれること
が多いです。高校時代に熱心に部活やスポーツをやって
いた学生が多いということと無関係ではないと思いま
す。

質問項目 ① ② ①＋②
「大学ではいつも友達といる」 49.3％ 35.8％ 85.1％
「悩み事を相談できる友人がいる」 54.6％ 32.2％ 86.8％
「一晩でも語り合える友人がいる」 58.1％ 30.1％ 88.2％
「大学に自分の居場所がある」 42.9％ 40.6％ 83.5％

ただし、

質問項目 ① ② ①＋②
「友人と一緒の授業を選んで履修する」 18.3％ 41.1％ 59.4％
「授業中も友人と語ってしまうことがある」 26.4％ 39.1％ 65.5％

（2）	―ウ）大学の授業についてはどうなのでしょうか？
質問項目 ① ② ①＋②

A 「少しでもいい成績を取らなければと思う」 62.1％ 29.0％ 91.1％
B 「頑張って勉強しないと保護者に申し訳ないと思う」 58.4％ 33.8％ 92.2％
C 「板書が丁寧でない授業だと理解するのが大変だ」 30.3％ 39.8％ 70.1％
D 「授業の中で必要なことはすべて扱って欲しい」 34.8％ 49.8％ 84.6％
E 「授業で紹介された本を自主的に読む」 5.4％ 23.0％ 28.4％
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　ここにはかなり重要な課題がひそんでいるように思わ
れます。
　Aは、教育実習の履修許可要件として「GPAが2.2以上
であること」を導入したことの影響・効果かも知れませ
ん。
　Bについては、「高い学費を払ってもらっているのだか
ら当然だ」と一応了解できますが、なおそこには「学生
の自立・自律にかかわる問題」「親の子離れの問題」が絡
んでいるように私には思われます。
　何故そのように思うのか。近年私が体験したこと、見
聞したことを話してみましょう。

・ 中教審などが「『教育実習公害』の是正」などという
ことも手伝って、学校現場では「本当に教員を目指
している学生以外は受け入れない」「就活をしなが
ら教育実習もという学生は論外」という風潮が年々
強まっています。就職の内定も出ていて民間企業に
就職することは間違いないが教育実習に行きたいと
いう学生がいました。私は、教育実習の実際や、教
員免許が有効期限10年になったことなどを話し、教
育実習を辞退するようアドバイスしたのですが、頑
として受け入れませんでした。最後の弁明は「教員
になりたいということで教育学科に入学し、親に授
業料を払ってもらった。免許状を取得しないと親に
申し訳ない。私にとっては卒業証書より、教員免許
状が大事である。」というものでした。（4年生）

・ 教員にはならないが教育実習に行くという学生に対
して、教育実習履修許可要件をクリヤーしている場
合、教員がアドバイスすることは可能ですが、禁止
することはできません。「実習に行く以上、教員にな
りたいという建前を貫くこと」「採用試験を受けま
すねと聞かれたら、ハイ受けます、と答えること」「実
習期間中の就職活動は不可能である」などの指示を
するのですが、欠陥だらけの「研究授業」を参観し
て「講評」するのは、指導教員にとっては悩ましい
仕事です。

・ 自宅通学である。何から何まで親（特に母親）にし
てもらっているので、親がいなくなったら私は生活
できない。（3年生）

　C，D，Eは私にとっては悩ましい問題です iii。
　私に対する学生授業評価アンケートの記述欄にも「板
書をきちっとして欲しい」というものがけっこう多くあ
ります。が、キーワードを書くだけでなく（小・中・高等
学校のように）板書を丁寧にしていたら、講義の時間が
足りなくなります。

・ 大学では「板書をノートに写す＝授業を聴いたこと
になる」ではないでしょう。（小・中・高校ではどう
でしょうか？）

・ 板書を丁寧に書きながら同時に講義するという「芸
当」は、私にはできません。学生さんも、板書を写し
ながら「講義を考えながら聴く」という芸当はでき
ないのではないかと思うのですが。

・ そのためでしょう、（「化石」の私にはできませんが）
板書の代わりにパワーポイントを使用する授業が盛
行しています。映し出された画面をノートに写すと
いうことは困難ですから、画面のコマを写したプリ
ントを配布する、更にワークシート類のプリントを
配布するという丁寧な授業が盛行しています。私の
授業見学の範囲では、それらのプリントをきちんと
整理して、授業科目ごとに冊子にファイルしている
学生はそう多くはないように見受けられましたが、
いかがでしょうか。また、教員が機器の操作に拘束
されて、思考―表現―対話を重視する学生参加型の
授業になりにくいのかなとも思いました。しかしこ
れは、私の「ひがみ」かも知れません。

　また、セメスター（2単位授業）制度のもとでは、Dは
不可能です。ですから、シラバスでテキスト・参考文献
を紹介するのですが、そのことについてはEの実態があ
ります。

・ 「昔は・・・で、よかった」という表現は禁物なので
すが、私の学生時代には授業は原則として「通年授
業（4単位）制」で、夏休みを有効に活用して後期に
は授業に追いつくことができた。また課題や調査を
行うことができました（教員も夏休みを教育的に活
用していた）。

・ 授業は教員と学生との「共同作品」です。教員だけ
努力しても効果的な授業は成立しません。「私語の
問題」から「Eの問題」まで、学生側にも克服すべき
課題があります。

・ 私は「課題図書レポート」の提出を求めていますが、
何冊読ませるか、何回提出させるか、毎学期判断に
困ります。教員の全員が課題図書の提出を何回も
求めたら、学生はパンクするに違いないからです。 
――教員間の話し合いが必要になると思いますが、
その前に「実態」を知らなければなりません。この
面についての調査、FD活動の進化（深化、新化）が
必要だということになります。

　教育課程認定の際の文科省・中教審によるシラバスの
チェックで私もひっかかり、「扱うべき事項は万遍なく
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扱うこと」という指摘（行政指導）を受けたことがあり
ます。学生の要求と似ているなあ思いました。これだと、
表面的な授業しかできなくなりますし、学生参加型の授
業の実施も困難になります。
　この問題（大学の授業について）、みなさんはどう考え
ますか？おおいに議論して欲しいと思います iv。

（2）	―エ）お金の問題はどうなのでしょうか？
「家庭の収入（総額）」・・・
 わからない：47.4％、200万円未満：4.7％、
 200～ 400万円：9.5％、400～ 600万円：10.1％、
 600～ 800万円：8.9％、800～ 1000万円：9.7％

「生活費のためにアルバイトをしている」・・・
 ①48.8％、②29.4％　（計73.7％）

「アルバイトと大学生活を両立するのが大変だ」・・・

 ①31.3％、②32.1％　（計63.4％）
　親が話さなければ仕方ないと同僚教員の一人はいいま
したが、私は「家庭の収入はわからない　47.4％」は多す
ぎると感じます。家庭が裕福だとはいえないでしょう。
新聞店に住み込んで朝刊・夕刊を配達している学生を何
人か知っています。昨年の後期「授業料が払えないので、
先生、お金を貸してくださいませんか？」と研究室に相
談に来た4年生がいました。

・ 帝京大学の教員になりたての頃、1時限の授業なの
にすぐ寝てしまう学生、パンとミルクで食事を始め
た学生がいました。強く注意（叱る）すると、「コン
ビニで夜間働き、そのまま大学に来ましたので・・・」
ということでした。「食事は外で」と指示しながら、
あらためて物事には事情（原因）があるということ
を確認させられました。

（2）	―オ）学生は何に悩んでいるのでしょうか？
質問項目 ① ② ①＋②

「勉強のことで悩みがある」 41.4％ 39.1％ 80.5％
「アドバイスをもらえる先生がいる」 18.3％ 25.1％ 43.4％
「将来の進路に不安がある」 58.1％ 30.4％ 88.5％
「相談できる教員がいる」 18.8％ 25.6％ 44.4％

　勉強・学びのことで悩みをかかえている学生が8割、
進路の問題で不安を抱えている学生が9割もいます。わ
れわれ教員は、「生徒理解」の初歩として、このことを十
分認識しておく必要があると思います。

・ 話はそれますが、「家庭崩壊」「育児放棄」「児童虐待」
に類する不幸を絵にかいたような学生、精神系疾患
に陥ってしまった学生の存在をこの10年間で何人
か知っています。親や学生サポートセンターと連絡
をとり対応した経験、家庭訪問をした経験などもあ
ります。こういう困難を抱えて学生と、みなさんは
どのように付き合っていますか？どのように付き合
うべきか考えてみてください。

・ ある事柄についての知識が欠けている時、つまりあ
る事柄について無知であることの言分けとして「私
たちは『ゆとり世代』ですから」という学生が少な
くありません。学習指導要領の歴史を認識している
と思われ、まずは結構なことだと思います。同時に

私は、知らないことは恥ずかしいことではないから、
調べて知識を吸収すればよい。誤字も誤読も、改め
ればよい。（私の授業では、授業中に電子辞書を活用
してくださいと言っています。）　読書の苦手な人
は、本を読めばよい。会話の苦手な人は、会話をす
ればよいと思います。要するに積極的に「自己変革」
に挑戦してほしいということです。

・ 「個性の尊重」「選択の自由（自己決定―自己責任）」
という風潮が強まった時代に皆さんは生まれ、育ち
ました。教職を断念して4年の後期になっても就活
に踏み出せないでいる学生がいました。教員になる
ことしか考えていなかったので、自分が何に向いて
いるのか分からない、自分の個性・適性がわからな
いというのです。居酒屋で話したことも手伝って、
私は「大概の人は自分の本当の適性など分からない

（職業について働いてみた後でないと、本当にその
職業が自分に向いているかは分らない）。英才教育
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iv	 大学の授業について考える際、大学設置基準第21条が「1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する
ことを標準」とすると規定していることの意味を考えて欲しいと思います。大学の授業は15週（15回）で行いますから、学生
が授業時間のほぼ2倍に相当する時間をその授業の予習・復習・関連する学習と研究にあてることを前提に大学のカリキュラ
ムは設計されると理解してよいでしょう。大学が履修科目の登録数を制限しているのは、このためです。学生には、教室で授
業を受ける時間のほぼ2倍の時間を（授業の空き時間、帰宅後の時間、土・日曜日に）、その授業科目の予習・復習・関連する学
習と研究にあてることが求められているということになります。このことを知っていましたか。



を受けた人は別として、われわれ凡人はほとんど偶
然に左右されて職業を選んでいると思う。修業僧は
自分が「無」になることを目指して修業している。
あなたは自分が「無」だというのだから偉い。自分
を生かそうという発想ではなく、世のため他人（ひ
と）のために働いてみようという発想で考えてみた
ら。」と話した記憶があります。2～ 3日後、その学
生は就活に踏み出しました。

　「アドバイスをもらえる先生がいる」学生、「相談でき
る先生がいる」学生が、ともに40％余りという事態はど
う考えたらよいでしょうか。数字の上では過半数の学生
にはそうした教員はいないということになりますから、
教員サイドで反省・検討すべき重要な課題であるという
ことになりましょう。学生のみなさんには、教員をおお
いに活用するように訴えたいと思います。

　以上、学生の現状をどうみるか、そこにどんな問題や
課題があるのかについて縷々述べてきました。
　教育学部1期生のみなさんは「データは2～ 3年生を対
象とした調査の結果であり、私たちとは違う」「浦野はど
うも帝京大学の学生をnegativeにみているようだ」とい
う印象をもたれたかもしれません。
　前者であるなら「大変結構なことです。1期生に大い
に期待します。」と申し上げます。
　後者であるなら「決してそうではありません。私の師
匠は“教育とは人間の尊厳をうちたてることである”と
いっていました。私ども教員は人間の『発達可能性』に
かけています。みなさんの自己変革への挑戦を心から期
待しています。」と申し上げます。
　いずれにしろみなさんに大いに期待しているのです。v

（3）	教育学部に学問の嵐を、主体的に学ぶ学生文化の創
造を!

　大多和直樹先生が教育文化学科の教員会議で「教育学
部に学問の嵐を」と発言なさいました。「嵐」で学部が吹
き飛んでしまったら困りますが、大多和先生の意気に感
じて、ここでは「嵐」をお借りしました。

（3）	―ア）建学の精神
　本学は私学ですから、私たちの拠り所はなによりもま
ず「建学の精神」です。
　努力をすべての基とし偏見を排し、幅広い知識を身に
つけ、国際的視野に立って判断ができ、実学を通して創
造力および人間味豊かな、専門性ある人材の養成を目的

とします。

（3）	―イ）国の法令
　私学も公的機関ですから、国の関係法令、国際法規範
に従わなければなりません。

教育基本法第7条（大学）　大学は、学術の中心とし
て、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真
理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を
広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与
するものとする。
2　大学については、自主性、自律性その他の大学に
おける教育及び研究の特性が尊重されなければなら
ない。

学校教育法第83条〔大学の目的〕　大学は、学術の
中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門
の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力
を展開させることを目的とする。
②　大学は、その目的を実現するための教育研究を
行い、その成果を広く社会に提供することにより、
社会の発展に寄与するものとする。

大学設置基準第19条（教育課程の編成方針）　大学
は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の
目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設
し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2　教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等の
専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く
深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性
を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
大学設置基準第25条の3（教育内容等の改善のため
の組織的な研究等）　大学は、当該大学の授業の内
容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研
究を実施するものとする。

　
　学校教育法の小・中・高等学校の目的・目標規定には、

「道徳」ないし「道徳的」という文言は出てきません。何
故83条の大学の目的規定にのみ「道徳的能力を展開させ
る」と書かれているのでしょうか？考察してみてくださ
い。
　設置基準第19条第1項にある「体系的に教育課程を編
成する」ことについては、特に留意して教育学部創設準
備委員会・教務委員会で検討していただき、ご苦心いた
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v	 教えるとは希望を語ること、学ぶとは誠実を胸にきざむこと（アラゴン「ストラスブール大学の歌」より）



だいたところです。
　最後に載せた大学設置基準第25条の3は、FD活動の
直接の根拠法令です。私は、FD活動の対象範囲は授業
改善に限定されるべきではなく、学生理解のための調査
研究活動、学生の自主的・主体的な学びを支援するため
の活動、教員の同僚性を育てるための教員の倫理規定の
制定及び教員の自己点検・評価活動の推進などが含まれ
るべきであると考えています。また、「授業は教員と学生
との共同作品」という私の考えからすれば、授業改善に
は学生との対話（学生参加）が不可欠であるということ
になります。

（3）	―ウ）大衆化した大学
　私が大学に入学した1961年当時の大学進学率は、短期
大学も含めても15％程度でした。
　現在では、4年制大学に限っても50％を超えています。

　※分厚くなく、読みやすい、最近の大学論として次
の2冊をお薦めします。

 矢野眞和『「習慣病」になったニッポンの大学』、 
　　2011年、日本図書センター

 吉見俊哉『大学とは何か』、2011年、岩波新書
　昔話は禁物ですが、私の学生時代には教員や先輩から

「大学に来たくても進学できなかった人がたくさんいる。
君たちはそういう人のことも考えて大学で学ばなければ
ならない。」ということを公式の場でも聞かされました。
また、私は高校（長野県奨学金）、大学・大学院（日本育
英会奨学金）と「奨学金」を借りていましたが、大学教員
に就職後、長野県には返還しましたが、日本育英会から
は返還免除になりました。表現は難しいですが「公共性
の強い職」についたので免除になった（あらかじめ返還
免除になる職種は公示されていて、そういう職に就くこ
とを「誘導」する制度であった。）ということでしょう。
　みなさんは、何のために大学で学んでいますか。
　比喩的な表現ですが、50％は自分が幸せになるため
に、残りの50％は社会が幸せになるために［世のため他
人（ひと）のために］学んで欲しいと思います。人間は、
一人だけでは生きられないし、幸せにはなれないのです
から・・・。vi

　ここで特に皆さんに強く訴えておきたいことがありま
す。それは「自己管理能力」を身につけて欲しいという
ことです。大学には事務局や教職センターなどに締め切
り日までに届け出なければならない様式の定まった文書
がたくさんあります。また、教務係や教職センターなど

が主催するガイダンスや講習会がたくさんあり、それに
出席しないと該当する教職課程等を履修できない場合が
あります。「教職課程履修カルテ」への記入、登録も同様
です。
　残念ながら、これらのもろもろのことをきっちんと処
理・対応できていない学生、やるべきことをやるべきと
きに実行することのできない学生が多数存在します。関
係する部局・関係教職員に多大な迷惑をかけることにな
ります。また学生本人も不利益をこうむることになりま
すので、『学生便覧』等を正確に読み、掲示やインターネッ
ト配信に常に注意して、正確に行動してください。
　この「自己管理能力」を身につけることは、みなさん
が親から精神的に自立し、自律した人間になることでも
あります。

（3）	―エ）職業教育の必要性
　大学と社会との接続の問題は学生個人にとっても大学
にとっても社会にとっても重大事となっています。社会
の仕組み（制度・政策）や企業の雇用戦略が非正規雇用
を容認・重宝していますから、小学校から大学までキャ
リア教育をいくら積み上げても、卒業生全員が希望する
業界に「正規社員」として採用されることは事実として
ありえないでしょう。
　大学においても「キャリア教育」「職業教育」が必要で
す。しかしその教育は、社会に「適応」「順応」していく
ための教育と、自分を守るために社会の現実を「批判」
し「抵抗」していくための教育の双方が必要となります。

　※森岡孝二『就職とは何か』、2011年、岩波新書
 児美川孝一郎『若者はなぜ「就職」できなくなっ 

　　たのか』、2011年、日本図書センター
 やや出版年は古いが、本田由紀『教育の職業的意 

　　義 ―若者、学校、社会をつなぐ―』、2009年、 
　　ちくま新書、はいぜんとして刺激的であるに 
　　ちがいない。

・ 2012年3月に卒業した私の指導学生のなかに、専門
学校に進学した者が2名いた。中・高の教員になる
ことを夢見ていたが、4年生のときの採用試験に落
ちて挫折。就活はしてこなかったし、すでに4年生
の就活の時期は過ぎているし、特に特技はないから、
きちんと就職できるようにするために専門学校に進
学するということでした。自宅通学していた学生の
一人は、親から「食費はとらないが、経済的な面倒
は見ない。学費・通学費は自分で稼げ」といわれて
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vi	 何のために学ぶのかは、何のために生きるのかという問題に重なります。戦前に書かれた、吉野源三郎『君たちはどう生きる
か』、岩波文庫、は古典的名著といえると思い、推薦します。



いるといっていました。

（3）	―オ）大学における学び
　このことについて考える視点として、まずは「建学の
精神」「国の法令」「学生の学力の実態」が挙げられます。
　学生の学力の実態というとき、それを見る視点として
次の文言が重要だと思います。

　学校教育法第30条（小学校教育の目標）第2項　
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤
が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させ
るとともに、これらを活用して課題を解決するため
に必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をは
ぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、
特に意を用いなければならない。【この条項は、中学
校・高等学校にも適用される。】

　このような教育論を法律に書き込むことについては問
題を感じていますが、入学してくる学生が初等中等教育
を通じて、このような「学力、能力、態度」をいかにして
どのレベルで獲得してきているかという問題は十分意識
すべきだと思います。
　私は授業の中で「思考する ――それを文章に表現す
る――意見を発表し、他者の意見を聞き、対話する」こ
との大切さを訴えて、そのような機会を授業中に確保し、
あるいはそのような課題を宿題として出すように努力し
ています。上記のような「学力、能力、態度」を子どもた
ちに身につけさせなければならない「小・中・高校の教師」

（幼稚園教諭・保育士を含む。）になりたいという学生が
教育学部には多いわけですから、格別この点に留意した
いと思います。
　また、教員志望者が多い割には、学校のこと、教員に
ことについてリアルな認識に欠けている学生が多いよう
に感じています。授業科目の性格にもよりますが、リア
ルな現実を学生にいわば突きつけて、学生の認識を大き
く揺さぶる授業をしたいものです。（そのような授業科
目群が教育学部のカリキュラムには用意されています。）
　法令を見るまでもなく大学は学問の場であり、教員の
みならず大学を構成する学生も当然学問の主体 vii viiiで
す。

　私は、学問とは事実を明らかにする・事実を知るため
に努力することと理解しています、「事実」を真理、法則
などと置き換えて考えてみてもよいでしょう。
　学生時代に演習や自主ゼミで、課題図書や文献につい
て「疑ってかかれ。」「批判せよ。批判は非難とか悪口と
かではない。」ixなどとよくいわれました。いたって素直
な私でしたから、初めのころは課題図書や文献に書かれ
ていることがみなもっともなことに思えて、批判などと
てもできないなあと困ったものです。すると、「立場（視
点）をいろいろ変えて読みなおせ」「書かれていることに
ついてだけ考えるのではなく、何が書かれていないかを
考えよ」「主要な引用文献を読み、原著の文脈に即して引
用・解説されているか調べよ」「和英辞典をひいてみるの
もおもしろいよ」などと、さまざまなアドバイスが上級
生から飛んできました。
　学生の皆さんには、主体的に、批判的に、おおいに学
んでほしいと思います。
　人間ですからひとりで孤立していると、学ぶ意欲が萎
えてしまうことがありえます。そこで、自主ゼミや学習
サークルをつくって、おおいに切磋琢磨xしてください。
教員に相談すれば、必ず支援してくれるはずです。
　現にこのような学習サークルはいくつも存在していま
す。去る2月27日に、中山京子先生が支援している学習
サークル「半熟たまご」が中心となり、中山京子ほか編
著『真珠湾を語る――歴史・記憶・教育』（2011年12月8
日刊、東京大学出版会）の公開合評会が開催されました。
私の記憶では初めてのことで、画期的な出来事として大
変うれしく思いました。こういう会合が大学のあちこち
で開かれるようになることを強く願っています。

・ 中山京子先生の本の合評会のとき、報告した学生全
員が第2部の授業実践を取り上げていて、第1部の
理論問題（歴史教育論ないし歴史教育論争）を取り
上げた学生がいなかったことは、いささか残念でし
た。しかし、佐藤高樹先生が優れた論評をなさって
下さり、学生諸君には大いに参考になったことで
しょう。

（3）	―カ）大学における教員養成・教師教育
　戦後大学において教員養成が行われることになりまし
たが、「教育実習」と「大学の授業」を同時並行で実施せ
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vii	主体＝性質・状態・作用などの主として、それを担うもの。特に、認識と行動の担い手として意思を持って行動し、その動作の
影響を他に及ぼすもの。〔明鏡国語辞典第二版〕

viii	主体的＝自分の意志や判断によって行動するさま。〔明鏡国語辞典第二版〕
ix	 批判＝物事のいい点については正当に評価・顕彰する一方、成立の基盤に関する欠陥については徹底的に指摘・検討し、本来

どうあるべきかを論じること。〔新明解国語辞典第六版〕
x	 切磋琢磨＝学問・道徳に、励みに励むこと。また、仲間同士互いに励まし合って向上すること。〔岩波国語辞典第五版〕



ざるを得ないなど、当初から困難（解決不能な問題・矛盾）
を伴っていました。今日学校現場では、課題が山積して
います。
　5月15日に公表された中教審・教員の資質能力向上特
別部会の「審議のまとめ」は、「これからの教員に求めら
れる資質能力」を次のように整理（定式化）しています。

（ⅰ）教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通
じて自主的に学び続ける力（使命感や責任感、教
育的愛情）

（ⅱ）専門職としての高度な知識・技能
・ 教科や教職に関する高度な知識・技能（グローバ

ル化、情報化、特別支援教育その他の新たな課題
に対応できる知識・技能を含む）

・ 新たな学びを展開できる実践的指導力（基礎的・
基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・判断
力・表現力等を育成するため、知識・技能を活用
する学習活動や課題探求型の学習、協働的学びな
どをデザインできる指導力）

（ⅲ）総合的な人間力（豊かな人間性や社会性、コミュ
ニケーション能力、同僚とチームで対応する力、
地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力）

　みなさんのこの文章を読んでの第一印象はいかがです
か？
　指導主事など現職の先生方に聞いてみましたら、異口
同音に「体（心身の健康）がもつか心配だ」というお返事
でした。学生のみなさんも、教員の長時間過密労働、休
職者（特に精神系疾患）の増大、過労死などの実態につ
いて多少は知っていることでしょう。公立学校教員の平
均退職年齢と離職理由のうち定年退職以外の理由の占め
る割合（2009年度）は次の通りです。

平均退職年齢 定年退職意外の離職率
小学校 52.8歳 37.4％
中学校 50.2歳 45.7％

高等学校 51.6歳 28.5％

　どうやら、公立学校教員もまた「定年まで安心して勤
められる職業」ではないといわなければなりません。
　「同僚とチームで対応する力」だけで体がもつでしょ
うか。「身を守るために要領よく仕事を断ることのでき
る能力」「身を守るためにバランスよく手抜きできる能
力」といった能力を加えるべきかどうか、思考実験して
みてください。
　ともあれ、この「審議のまとめ」をもとに8月に中教審

答申が出される予定です。
　また、大学における教員養成については、近年特に「実
践力・即戦力の養成」が強く求められています。大学4年
生を対象とする「教師養成塾」を開設する教育委員会が
増えています。
　大学の教職課程の一部は、専門教育＝職業教育である
と明確に意識する必要があると思います。このことが出
来るのは、教育学部の強みです。
　大学における教員養成については、かねてより理論と
実践の「統合」「融合」「架橋」などの言葉が語られてきま
した。私は、その主体は学生であると考えています。が、

「往還」「主体の変容」ということもいわれ始めており、
教員養成にかかわる大学教員はどうあるべきかについ
て、FD活動の場面で議論してみる必要があると思いま
す。教育学部の教員人事の在り方にもかかわる重要な問
題であることは間違いありません。

（3）	―キ）教育学部に学問の嵐を
　教員・保育士志望で入学して来ても、途中で進路変更
をする（せざるを得ない）学生が多い現実があります。
悪いことではありません。主体的に、賢く（自分流に）進
路変更をして欲しいと願っています。（そうすることを
支援できるように、教育学部のカリキュラムは工夫して
ありますし、実質1年～ 4年の「クラス担任制」を敷いて
あります。）
　そして何よりも、大学で学問的に学んだ体験 ―― 
課題を発見し、調べ考えて、それを文章に表現し、
Presentationして議論することを繰り返し、その意欲と
方法を体得すること――が、生涯学習時代において、い
かなる職業についても確実に役に立つ能力を培うものと
確信しております。

長時間、ご静聴ありがとうございました。
〈以上〉
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○小関：	それでは、さっそく始めます。会場の皆さん、
それからシンポジストの先生方、どうぞよろしくお願い
いたします。
　初めに先ほどの講演で、浦野先生からお話をいただき
ました。たくさんの問題提起があったと思います。その
浦野先生の問題提起をどのように受け止められたかとい
うことも含めて、シンポジストの先生方、今紹介があり
ましたように、それぞれのお立場がありますので、その
お立場から、そして、浦野先生の問題提起を踏まえてと
いうことで、お話をいただきたいと思います。
　初めにお一人ずつ、8分程度お話をいただいて、そし
て進めて参りたいと思います。では、初めに清水先生、
お願いいたします。

○清水：	皆さん、こんにちは。初等教育学科長をしてい
ます清水です。
　教育学部創設準備委員会のお世話をさせていただいた
こともありますので、前半で、教育学部の骨格に関わる
ことをお話しします。後半では個人的な考えをお話しし
ます。前半のことについては、皆さんには富士五湖の合
宿の時にも触れましたので、おさらいということになり
ます。
　昨年の初夏に学部昇格への申請の書類を文部科学省に
提出し、秋深まる頃、ほぼいけそうという話があり、今
年の春、晴れて教育学部がスタートしました。
　先ほど冲永学長先生からのお話にもありましたが、建
学の理念を実現するための教育指針として、「自分流」と

第二部　シンポジウム

「教育の帝京」をめざして

シンポジスト： 和田　孝・清水 静海・村山 祐一・高橋　勝
指定討論者： 星野 昌治
コーディネーター： 小関 礼子
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いう言葉が強調されています。その心として、皆さんが
入学式の折りにいただいたパンフレットの中に冲永佳史
学長先生と冲永荘八副学長先生のメッセージがありまし
た。学長先生は「『自分流』で進むべき道を見つけよう」、
副学長先生は「思い悩む前に行動することが大事」との
タイトルで熱き思いが述べられています。そこでの言葉
や思いを使わせていただきます。まず、「思い切り自分の
成長にチャレンジ」、これができる環境を教育学部は整
えようとしており、これが実現できれば、「教育の帝京」
として世に問うことができるであろうと、そういう仮説
の下でいくつかお話をします。
　まず、「思い切り自分の成長にチャレンジ」についてで
す。入学式の折りにいただいたパンフレット、皆さん、
大事にしまってありますね。挨拶の最後のほうで冲永学
長先生が、「なりたい自分像を明確にしていくこと」、そ
れから、そのために「思いっきり自分の成長にチャレン
ジすること」を強調されています。これら二つのことは、
大変重要なことだと思います。

　上の図は教育学部における学びの全体像を整理してい
ます。まず、足腰を鍛えるということで、「スタディスキ
ル、学びの転換」、さらに、それらを踏まえて「主体的な
学び」へ、これらの部分は全部必修になっています。今
までは、「主体的な学び」の部分は選択必修や選択になっ
ていましたが、皆さんからは全部必修になります。とい
うことは、教育学部にはいろんな学科、コースがありま
すけれど、ここの部分で教育学部としての共通の基盤が
培われるというわけです。しかも、この部分がいろいろ
な資格を取るための前提、あるいは、教育学を学ぶため
の基盤となるところです。こういう基盤がしっかり整え
られた教育学部は、国内でもそんなに多くないのではな
いかと思います。そこへ皆さんにおいでいただいたわけ
です。
　それと併行して「専門的・理論的な学び」が展開し、専
門選択科目に加えて現代教育課題系科目群を設けて、「な
りたい自分」を確認していただく。そういう仕組みを導

入させていただいています。皆さんは、一部の科目はも
う履修していますね。秋期、あるいは2年次以降では、さ
らに専門性を高めた科目群へと発展していきます。
　それから、もう一つは、この後星野先生からもいろい
ろお話があるかと思いますけれど、帝京大学小学校を含
めて、教育の現場との交流の機会を設けて、自身の問題
意識を確認しつつ、方向を定めて全力を投入していける
よう意図された授業科目が準備され、「実践的・臨床的学
び」を促すこととしています。
　これらの授業科目の履修により、皆さんがしっかりと
力をつけて、先ほど浦野学部長先生からお話がありまし
たように、皆さんはいろんな動機で帝京大学においでい
ただいていると思いますけれども、将来学生生活を振り
返った時に、ここで学んでよかったと思える学生さんを
増やしていきたいとの思いがあります。
　話が飛びますけれど、皆さん、よくご存じのOECD－
PISA調査で、リーディング・リテラシー（読解力と訳さ
れています。）、これは言葉に関する素養のことですが、
このことが調査の対象になっています。言葉は、人間の
知性とか社会性を支える重要な要素です。この定義（下）
では、「なぜ、リーディング・リテラシーか」との問いに
も応えています。しかし、現在、読解力の向上とか言語
力の育成ということで話題になるのは、テキストの「理
解」とか「利用」とか「熟考」といった後半の能力の部分
だけなのです。けれども、なぜ読解力なのかということ
についても、併せてしっかりと認識をして対応する必要
があると思います。では、「なぜ、リーディング・リテラ
シーか」、まず、「自らの目標を達成すること」です。つい
で、「自らの知識と可能性を広げること」です。これは先
ほどの浦野先生のお話ですと、自分のために頑張るとい
うことです。結果として、「効果的に社会に参加する」。
独り占めではなくて、世の中にも還元する。そのために
一生懸命学ぶわけです。これらのことをしっかり意識し
て、皆さんの可能性を広げていく。このことは、「なぜ、
思い切り自分の成長にチャレンジしなくてはいけないの
か」ということに対する一つの答えということができま
す。

読解力とは、
自らの目標を達成し、
自らの知識と可能性を発達させ、
効果的に社会に参加する
ために、
書かれたテキストを
理解し、利用し、熟考する能力
である
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　上は先ほど申しあげた現代教育課題系の科目について
です。将来の目標を確認したり明確にしたりするための
科目群です。併せて、知的な技法を習得します。このよ
うな構想になっていることは、皆さん、よくご存じです。
　次は、その精神に則って、実際に学習を進めていくの
ですが、その際の基本としての必要条件と言えることに
ついて、「先入観なく、また自分を決めつけずに取り組ん
で欲しい」とのメッセージが、やはり入学式の時に皆さ
んに配布された冲永副学長（平成科学大学学長）先生の
あいさつの中にあります。つまり、現在の興味や関心だ
けにとらわれず、与えられたチャンスに果敢に挑戦して、
そこから得られた興味や関心は本物であるとのお考えで
す。両者の興味や関心を併せて大事にしてくださいとい
う趣旨のことが述べられております。つまり、与えられ

たことに対してできるだけ先入観を持たずに、決めつけ
ずに誠実にしっかりと取り組む、努力をしていただきた
い、ということです。これも大学での学びを進める上で
大切なことではないかと思います。
　また、帝京大学小学校で授業を観察することができま
す。大学の授業と連携してできる環境が整いつつありま
す。これも大切な学びの機会になりますし、また学びの
質を高めるチャンスになると思います。
　学びの環境が整備され、皆さんの努力、切磋琢磨によっ
て、学生さん、あるいは私たちも含めて頑張ることがで
きたらよいかなと思っています。

　最後に、専門が算数・数学教育ですので、その事例を
取り上げます。上は、平成20年の全国学力・学習状況調
査で「約150㎠の面積のあるものを選ぶ問題」が出され
ています。皆さんはどれだと思いますか、正答は2です。
この正答率が50％より上だと思う人、手を挙げてくだ
さい。下だと思う人。そうですよね。下だということは
分かりました。25％と比べて上か下か。25％より下だ
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と思う人。25％と50％の間だと思う人。実は、正答率は
17.8％でした。なぜこんなことが起こるのでしょうか。
正方形とか長方形の面積は、（一辺）×（一辺）や （縦）×

（横）で求めることができることは、小学校4年生で勉強
します。これは6年生の4月の出題です。3を選択した6
年生は49.2％で約半分です。いつも使っている教科書、
これはB5サイズです。皆さんのもとにあるのはA4サイ
ズですから、ちょっと大きいです。それから教室の広さ、
だいたい8m×7mくらいです。反応率は30.6％です。こ
のようなことになっているのです。この現実をどう考え
たらよいのか、教育の現場としては大変重要で大きな問
題です。その解決に挑戦していかなければいけません。
そのためになにをどうしていったらよいかという問題、
これを解決するための専門的、実践的な知恵を授けても
らわなければいけない。あるいは、獲得していかなくて
はいけない。
　もう一つ、これは社会科でよく出てくると思いますけ
れど、このデータが与えられて、これを組み合わせて判
断する問題です。

　まず、生産額が10年おきに出ています。それから、そ
れぞれの年度の種類別の結果が出ています。問題は、こ
の二つのグラフを見て、ひろしさんの言っている「1970
年と2000年を比べると、米の割合が60％から40％に減っ
ているので、生産額も減っている」ことが、正しいか正
しくないかを判断し、その理由を述べる問題です。これ
はどのくらいの正答率でしょう。さっきと同じくらいだ
と思う人。もうちょっと上、50％くらいだと思う人。いや、
80％はいるでしょう、と思う人。分からない人も多いで
すね。

　これは、場合によって正しかったり正しくなかったり
します。この場合は正しくありません。それをきちんと
理由もつけて説明できたのは、17.6％です。なんと、正
しいと答えている6年生が65.0％で三分の二近くいると
いうことです。これだと、ちょっと賢い人に、すぐ騙さ
れてしまいます。これは単純な算数科の問題ですが、理
科とか社会科はもっと複雑な場面に関わってきますの
で、いろいろまた厄介な問題が出てくると思います。こ
ういう問題にどういうふうに対処していくのか。ただ単
に「できて分かって、それを教えればよい」という認識
では立ちゆかない、そういう状況が教育の現場にあるわ
けです。
　最後に、社会は成長社会から成熟社会へ変化していま
す。成長社会における競争は「先陣争い」でありましたが、
成熟社会における競争は「切磋琢磨と協働」によらなく
てはならないといわれています。そして、成熟社会では、
野球チームのメンバーからサッカーチームのメンバーへ
と意識を変えていく必要があるといわれています。つま
り、守備範囲を決められてそこを一生懸命やる人材から、
いつなんどき、なにがあっても、いろんな場面で臨機応
変に対応できるように、フォワードでもミッドフィル
ダーでも、ときにはゴールキーパーでもしなくてはいけ
ないことがあるかもしれない。だからサッカーチームで
す。競争の質の変化への適切な対応が必要であるとうこ
とです。皆さんのパワーが野球チームのメンバーとして
ではなくて、サッカーチームのメンバーとして、一緒に
まとまって力を合わせてできるようになっていくこと、
それが、教育学部で学んでいるときだけでなく、卒業後
もうまくできるようになることを期待しています。そこ
に、「帝京の教育」の特徴が出てくるかと思います。幸い
にも、高校までに体力をしっかりと鍛え、健康に自信の
ある皆さんです。教育学部での確かで、豊かな学びによ
り、これからの約60年間をハッピーに生きぬくための基
盤をしっかりとつくっていただきたい。教育学部にはそ
の環境が準備されています。それを活かし、皆さんと一
緒に「教育の帝京」をつくりあげていきましょう。
○会場：	（拍手）
○小関：	清水先生、ありがとうございました。先ほど、
熊丸先生からお話がありましたけれども、教育学部とし
ての1期生400名ということですね。400名全体に、今お
話しにあった……1人1人に先生方がお話をされている
んだと思って聞いていただきたいですね。皆さん、1人1
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人に今話しかけられていると、そう思ってお話を聞いて
ください。
　では、和田先生、お願いします。
○和田：	教育文化学科長の和田でございます。どうぞよ
ろしくお願いします。特に初等教育学科の皆さんには、
なかなかお目にかかる機会がなくて、お話ができなくて、
残念に思っていますが、実はこれから皆さんが教員の道
を歩もうとする中では、きっと何回もお目にかかること
があると思います。
　私は、この4月に学科長を命じられた時に、名刺を作っ
たわけなのですけれど、その時の名刺の肩書きを何にし
ようかと考えました。何にしようかではなくて、「教職セ
ンター長」という肩書きと、「教育文化学科長」という肩
書きがあるものですから、どちらを上、メインにしてい
こうかということを考えました。その中で、私は最終的
には、教職センター長という肩書きを最初に挙げること
にしました。
　それはなぜかというと、この大学は、教職を目指す学
生たちがたくさんいます。多い時で、新入生で千人くら
いの学生がいましたが、今年も800人くらいの学生がい
ます。他学部他学科にもいるということになるわけです。
教職をめざす学生たちと関わっていく仕事、つまり、全
学部に関わりを持ちながら仕事をしていくほうを優先し
ようと私は思って、教職センター長を上のほうに書くこ
とにしました。
　今日、皆さんがここにいらっしゃるので、最初に教職
に関することについて、私は4つほど投げかけたいこと
がありますので、一緒に考えていただきたいと思います。
　その第一は、今お話をしたように、他の学部学科であっ
ても、教員免許状を取得したり、教員採用試験を受ける
ことができるわけですね。そうすると、他の学部の人た
ちは、例えば経済であったり法律であったり、様々な勉
強をしながら、さらに教員免許状を取ったり、教職の道
を選ぶという選択肢を持っているわけです。
　ところが、教育学部の皆さんはどうでしょうか。教職
を目指すということが、唯一の一本道のようになってし
まっていて、他の学部の学生のように、様々な分野の学
びというものが、教職に特化しているだけに、欠けてし
まっているのではないかということです。
　つまり、私が申しあげたいのは、どの学部学科でも、
免許状が取れるとなった時に、では教育学部で学んでい
る学生というのは、他の学部学科の学生に負けない何を
身に付けて、この大学を卒業しようとしているのか、と
いうことなんです。これが第一点の、皆さんに投げかけ
たいことです。
　これは、教育学入門でもお話をしましたけれど、教職

というのは、非常に分かりやすい職業の一つです。つま
り、ずっと今まで学校生活を送ってくると、先生がいつ
も前にいて、「こういう仕事をしているんだ」というのが
分かっているだけに、なんとなくできそうだ、なんとな
く自分もやってみたい、というようなイメージを持ちな
がら来たわけですね。
　ところが、本当に教育っていうのは、「教職」だけが道
なのだろうか、ということを考えずに、自分の進路選択
をしている人が多いのではないかと思っています。教育
学部で学ぶ皆さんにとって、本当に他の学部に負けない
教育学部の特色というのは何なのか、ぜひ考えていただ
きたいというのが第1点です。
　2点目です。教職センターが昨年の4月に本館4階に開
設をしたのですけれど、先ほどから何回もお話に出てい
るように、文学部教育学科ができたのが、1973年なん
ですね。そして、教職センターとして名前が出て来たの
が、2009年の4月なんです。しかし、この2009年の時も、
本館3階の教務グループの横の狭いスペースのところに
2人の小学校の校長先生がいらっしゃって、なにか相談
があるとそこで相談をするというようなことをやってい
て、教職センターというのは、名前はありましたけれど、
けっして外に開かれていたものではなかったんです。
　その状態から、昨年の4月にセンター専任の先生を1
人、それから非常勤の先生を3人という体制でカウン
ター形式で相談ができるようになったわけです。
　つまり、教育学科、初等教育学科ができてから、38年
間、教職を目指す人のためにどんな取り組みをしてきた
のかということになると、非常に危ういところがあるわ
けです。
　それまで、何をしてきたのかというと、キャリアサポー
トセンターで、職業の一つとして教職の相談をする講師
の方を1人置いて、相談に当たるということでした。
　ですから、その間の学生諸君については、卒研などの
担任の先生が相談に乗るような状況になっていたわけ
で、教職に向けて積極的な支援がなされていたとは言え
なかったわけです。先ほどの学長のお話のように、国か
ら「大学は教員養成をきちんとやってきたのか」という
指摘を受けるのは、こういう点なのですね。つまり、大
学全体で教職に向けた取り組みをしていたのかというこ
とです。
　案の定、教職センターを立ち上げて、今年で1年にな
るわけですが、この4月の1カ月間だけで、教職センター
に相談に来た学生の数は875人です。この1カ月間だけ
です。このままで行くと、教職センターに相談に来る学
生たちは1万人を超えるでしょう。相談に行きたいとい
う学生たちの思いが、これだけの数になって現れている
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と思うわけです。
　私たち教員も教職を目指している人たちに、積極的に
そういう支援をしていきたいと思っているわけで、それ
が実現したということです。
　その結果かどうか分かりませんけれども、今年度の小
学校の合格者が28人から57人に倍増したわけですね。
私は、この時にまず実感したのは、やればできるのだと
いうことなのです。今まで二十数名を前後していた帝京
大学の小学校教員採用数ですけれども、学生諸君が、支
援を受けたり、自分たちから積極的に学習会などに参加
することによって、合格者が倍になるということを見た
時に、とっても嬉しかったし、やればできるんだという、
そういう思いがあります。
　こういうことを踏まえた時、皆さんに問いかけたいの
は、学校の先生になりたいという思いの人たちが、ここ
にたくさんいると思います。強い思いで「教師になりた
い!」という人は、恐らく全員が全員そうだと思います。
ところが、その高まる思いは誰にでもあるんだけれども、
それを続けられるか、継続していけるかというところが、
やはり大きな問題で、これから皆さんが3年、4年かけ
て取り組んでいく中で、どれだけの継続する意思がある
のかということを問いかけたい。「継続は力なり」という
言葉がありますけれども、そういった思いをきちんと持
ち続けていけるかということです。
　三つ目です。教員採用の指導に当たって私がいつも考
えていることがあります。できるだけ多くの学生が学校
の先生になってもらいたいという気持ちは、強く持って
いますが、皆さんに逆に問いかけたい。ちょっと手を挙
げてもらいたいなと思っているのですが、もし、学校の
先生に確実になれるという保障が今皆さんにあったら、
大学に来ますか？　大学の授業を受けに来ますか？　今
から、いくつか挙げますので、よく考えて答えてくださ
い。次の中から自分に該当するものを挙げてください。
　1番、来ます。とにかく来ます。2、3名かな。はい。〔2番、〕
来ないだろう。はい数名いますね。では次、〔3番、〕教員
としての力量を高めるために来ます。決まっているんだ
けれども、力量を高めるために来ます。はい、これも数
名いますね。ありがとうございます。最後〔4番、〕教員
にかかわらず、大学で多くのことを学びたいと思ってい
る人、手を挙げてみてください。はい、ありがとう。
　ここで申しあげたいのは、教員になろうという人はた
くさんいると思うのですが、ここは専門学校ではありま
せん。教員養成の担当者として、希望する人は、皆合格
させたいと私は思っていますが、専門学校ではなくて、
大学で学ぶということの意味を、ぜひ考えていって欲し
いと思います。

　そこで、教員になることだけに特化した学び、勉強と
いうのは、それでいいんだろうか。少し考えてみて欲し
いと思います。「教育は、教職だ」と一本道になってしまっ
ている人がいるとしたら、そのことを考えていただきた
いと思っています。
　四つ目、最後になります。現実の話をしましょう。こ
れは教育文化の人たちにはお話ししました。教育文化学
科の1年生に、教育学入門で、なんのために入ったのか
と聞いたら、90パーセントが、「教員になりたい」と書
いてありました。しかし、現実には教職に就けない、あ
るいは、なれない人たちもいるわけです。初等教育の人
たちも、昨年などは半分ぐらいが合格していましたが、
逆に言えば、半分は決まらなかったという状況を考えた
時に、本当に自分はこの教職だけを目指していっていい
のかという辺りをどのように考えているのかということ
です。
　多様な進路の選択肢のなかで、教育の学びと進路をど
のように考えているんだろうか。両学科、多数の教育志
望者の中で、現実は数割、あるいは何パーセントしか教
員になれない実態を、直視しているのかということです
ね。学力が足りないこと、適性や資質はどうなのだろう。
努力できない自分がそこにいることについてどうなの
だろう。遊びたい、好きな格好をしたい、そういうよう
な自分を、どれだけ律しながら、あるいは様々な学びを
これからしていけるのか、ぜひ一緒に考えていきたいと
思っています。私からの最初の提案は以上です。
○会場：	（拍手）
○小関：	ありがとうございました。それでは村山先生、
お願いします。
○村山：	村山でございます。私は、こども教育コースの
主任を仰せつかっております。私からは、特にこども教
育コースという立場から、少し学長先生と浦野学部長先
生から話されたことを踏まえながら、ぜひ考えて頂きた
いことをいくつかお話ししたいと思います。
　一つは、学長先生が新しい価値観という問題を提起さ
れました。社会の中で、やはり常に様々な動きがあって、
その新しい価値観を自分たちで作り上げていかなくては
いけないという主旨が語られました。それに関連して私
はその一つが、これからの社会の中で、一番考え方やい
ろんな面で大きく変動しているのが、乳幼児の「保育・
教育」だと思います。
　恐らく乳幼児の「保育・教育」は、21世紀前半期は、
混乱と混迷とをくぐり抜けながら、様々な新しい視点を
打ち出していくということになるのではないかと思いま
す。
　一例で言いますと、乳幼児の「保育・教育」という言葉
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自体、必ずしも統一されていないんですよね。様々な意
見があります。そこに象徴されています。
　乳幼児の「保育・教育」を、子どもの視点からどうやっ
て小学校につなげていくかということを、試行錯誤しな
がら、積み上げていくことが求められています。もちろ
んその試行錯誤は、過去の、あるいは現在の保育園や幼
稚園の取り組みを踏まえていくことが前提になります。
その際、保育界や関係者の中では合意が一定形成されて
も、社会的な合意形成はこれからです。その意味で、乳
幼児の「保育・教育」は、社会的にはスタートラインにあ
るといえます。皆さんは、この時代のまっただ中に置か
れているということです。
　そういう意味では皆さん方は、大変さもありますが、
これから保育、幼児教育の現場に入って、大変やり甲斐
のある時代を迎えているということであり、このことを
ぜひ考えていただきたい。
　保育というと、すぐどうやって子どもと関わったらい
いか、ピアノはどの程度弾ければいいかとか、ただ資格
を取るための単位をこれだけ取っておけばいいかと、そ
ういうレベルで保育というのを考えるならば、これは専
門学校というレベルではないかと思います。
　そうじゃなくて、自分がこれから大学で学び、保育の
専門職として社会に出て、生きていく。社会に貢献して
いく。そういう視点から考えた時にそれだけでは、専門
職としてきわめて不十分です。やっぱり乳幼児期の子ど
も理解や、乳幼児というのは、未熟ですから、子ども理
解や対応と同時に、家庭や親の理解や支援ということも
必要となってきます。乳幼児の保育は総合的な科学であ
り、幅広く総合的で専門的な知見が必要となります。
　これは、教育学入門のところで話しましたので、省略
しますが、そういうことをやっぱり常に考えていかない
と、先ほどの話であれば、政策の流れとか、社会の流れ
とかというのは、理解できなくなってくるのです。
　幅広い知見を学ぶためには、やっぱり主体的に学ぶこ
とが極めて大事だと思います。私は、帝京に来て7年ば
かり、皆さん、学生さんと関わっていて、先ほどもちょっ
と学部長先生から話がありましたけれど、どうも正解を
求める傾向が大変強いように思います。
　いろいろテキストを読ませたりしても、それを理解す
るのに「なにが正解なのか」という形で理解をする方が
少なくないですね。そうじゃなくて、執筆者は、どうい
う思いや気持ちで書いているのか。その流れはどうなの
か。考え方はどういう考え方をしているのか。そういう
筋道で理解することが必要じゃないのだろうか。
　私は「正解はない」とよく言います。私が主張してい
ることとは、違う見解や考えがあるかもしれないのです。

だから、それはその人の考えや思いを流れの中で捉えて、
それをどういうふうに自分が理解するのか、こういう視
点をぜひ深めてもらいたいのですね。
　私もここへ来て何期生か卒業生を送っていますけれど
も、その中で、やはり学生同士が真剣に論議し合うとい
う雰囲気を作っていく、そういう文化が必要だと思いま
す。そのためには、先ほども話がありましたけれども、
ぜひ学習サークルを作ることも必要です。幼児教育コー
スでは、今の3年生、4年生、卒業した4年生等の学年で、
学習サークルを作ったりして、去年は3年生が2年生を
呼んで、手伝いを2年生がしたりして、大学祭の時に一
緒に地域の親との関わりをしたりという話も聞いていま
す。この場合、2年生と3年生が一緒になってなにかや
るのかなと思っていたら、学年で分かれてサークルをつ
くって進めたようです。学年の垣根を外して一緒になれ
ば、交流も一層広がると思います。ボランティアに行く
時も、その情報を交換したり、学び合うことがより豊か
になると思います。
　何らかの形で、自分が一歩踏み出して、そして自分の
まずい点や、なかなかできない点を少しでもできるよう
に、相手との関わりで、そういう努力をできるようなサー
クルを、ぜひ作っていただきたいなと思います。
　それから最後に、この保育士コース、幼児教育のコー
ス、今年度からはこども教育コースになりましたけれど、
2011年度で4回の卒業生を送り出しています。
　去年卒業者の集いを保育実習センターの先生方が中心
になって行いました。そういうことを踏まえて、卒業生
の状況をちょっと調べてみました。そうしますと、4回
の卒業生の総計をみますと、卒業生の約75パーセント
が、保育所、幼稚園、施設などに就職しています。その内
訳を見ると、保育所が64パーセント、幼稚園が21パーセ
ント、施設が12パーセント、公務員が2パーセント。公
務員というのは、公務員としてなので、いわゆる保育所
や幼稚園や施設で、公立の施設に行った方は、約10パー
セントです。
　これは保育者養成校の全国的動向の中では、大変高い
数字だと思っています。最近、研修で呼ばれたりして行
くと、就職して2～ 3年の卒業生ですけれども、やはり
積極的に研修に参加して来ている学生に遭遇することが
あります。
　先日は、ある教育サークルから呼ばれた時には、卒業
生が、「先生、話をしてください」と来ました。だから、
帝京の学生の中には、現にそういう力を持っている人が
出始めているわけです。
　ぜひ皆さんも主体的に学んで、卒業して、社会に出た
時に、自らがその職場で、主体的にチームワークを取り
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ながら、保育の力量を向上させていける基礎を大学生活
で育んで頂きたいのです。
　保育の世界はこれからです。園長や主任、管理職にな
るという多様な道があるわけです。帝京の学生は、非常
に体を動かすのが得意な人が多いわけですから、そのバ
イタリティをぜひ発揮して、総合な基礎力を主体的に身
につけていただきたいということをお願いしたいと思い
ます。以上でございます。
○会場：	（拍手）
○小関：	ありがとうございました。それでは続きまして、
高橋先生、教職大学院の研究科長です。よろしくお願い
いたします。
○高橋：	はい。それではよろしくお願いします。教職研
究科の研究科長の高橋といいます。
　まず、先ほど学長先生、それから浦野学部長さんから、
基調講演のお話があったわけですが、私は実はこの4月
にこちらに参りました。ちょうど教育の帝京という機運
が非常に高まってきたこの4月に教育学部ができた。1
期生が入った。こうして一種の祝祭的な空間が盛り上
がってきたところに、私は赴任できたことを大変嬉しく、
またありがたく思っています。それと同時に、清水学科
長先生からも、昨年度設置準備委員長として、いろいろ
ご苦労があったという説明もございました。本当に諸先
生方のことを聞くと、先輩方がいろいろご苦労して、こ
ういう学部をつくりたいという思いの中でできあがった
学部ですので、私も大学院ではありますが、ぜひ出来る
限りのサポートをしたいと思っています。
　また、沖永学長先生が、先ほどお話の中で、ぜひ教育
学部と教職大学院をつなげてという言葉をおっしゃった
かと思います。連続性というのでしょうか、それをぜひ
お願いしたいというお話がございました。
　私は、浦野学部長さんから、「大学院の宣伝、してもい
いよ」と言われておりますので、そのことも含めて、少
しお話をしたいと思っています。
　まず私は火曜の3限目の「教育原理」という授業を担
当していて、1年生も大勢いると思うのです。私は、学
生の皆さんに、いろいろお願いしたいことを、今話して
みたいと思います。
　私がやっていることは、教育哲学とか、教育人間学と
いうことで、主に子どもとか若者の目線で社会を見た時、
あるいは、子どもや若者の目線で学校を見た時、その自
己形成とか自分が成長するということは、どんな意味が
あり、問題があり、障害があり、あるいは、いろいろ大変
な状況があるのかということを調べるというのが私の仕
事です。
　まず、これは先ほど浦野先生の基調講演の中で、昨年

度の今頃、6月頃の文学部教育学科の学生さんたちの意
識調査がありましたよね。浦野先生が、その中で、大学
に満足しているかという数値を説明されました。非常に
満足している、まあ満足しているというものが、合計し
て先ほど79.3パーセント、8割が大学に入ってよかった
というふうに思っていらっしゃる。
　実は全国のこれは厚生労働省が委託した就労支援会
社、「シェアするココロ」という会社が調査した、今年の
2月の大学生の調査でも、全く同じような質問があった
のです。そこでは、75パーセントでした。ですから、本
学のほうが、4パーセント高いということになります。
　しかし、同時に卒業後の進路に関しては、厚生労働省
が委託したところでは、卒業後自分はニートになるかも
しれないと、52パーセントが回答した。先ほど浦野先生
からの説明でも、自分の将来に関しては、88パーセント
の者が、やはり不安を感じているということです。つま
り、大学生活は満足している。しかし、将来が非常に不
安だというのが、今の日本の若者に大変共通する傾向だ
と私は思っています。
　世の中は、もうこれは先ほど来、グローバリゼーショ
ンとかいろいろな話が出ました。その中でどうやって生
きていくか、どんな力を身につけるかという議論もいろ
いろありましたが、皆さん方としては、確かに萎縮せざ
るを得ない材料はいっぱいある。できれば大学に何年で
もずっといたいという思いの人が多く、それが本音なの
ではないかと思います。
　私は、前の大学で学生指導をして、3月の卒業間際に、
ある学生が私に言っていました。「先生、もう俺、おしま
いだ」「なんで。就職できるのに？」「いや、4月からネク
タイしめて、ラッシュアワーに揉まれて、満員電車で仕
事場に行かなければならない。そこではもう個性もなに
もどこか行っちゃうんじゃないか」というすごい不安を
持っています。
　それはやはり、大学生は社会的な経験が少ないという
問題もあるのですが、世の中が非常に早く走っていると
いう現実があるわけです。知識基盤社会という、そうい
う情報中心の社会ですから、もうこれは瞬時に世界の情
報がわれわれの目や耳に入るわけですので、そういう社
会で働くということに対する不安が、君たちにはあるこ
とが、私はよく分かります。
　それでは、大学時代はどうしたらいいのか。私は学生
の皆さんに三つのことをお伝えしたいと思います。私は、
先ほど浦野先生もおっしゃいましたが、教育学部という
のは、教養課程をフルに活用できる学部だというふうに
思います。教養課程、人文、自然、社会のいろんな分野
について、1年生、2年生でまんべんなく学ぶわけです。
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これは先ほど和田先生も指摘なされたように、大学は専
門学校じゃないというところであって、まず大学は狭い
視野の技術者をつくるところではなくて、広い判断力を
持ったグローバルな視野を持った専門家をつくるのです
ね。
　そういう意味では、リベラルアーツとか、教養的なも
のを学ぶわけですが、そういう自然科学や社会科学や人
文科学を学んだものを、学校の教員、はっきり言えば、
特に小学校の教員は、全てそれを使うわけです。そのメ
リットをぜひ活かして欲しいし、また、教養の一番大事
なところは、これは皆さん方のような近しい友達となれ
合い関係の中で生きている若者には、大変厳しいかもし
れませんが、やはり習慣とか価値観とか、国籍とか、世
界観が違う人間と話ができるということが、教養の重要
なポイントです。
　つまり、同質の人間とはいくらでも話ができるけど、
例えば、年齢が違う私みたいなおっさんとしゃべるとか、
あるいは、別の国の人としゃべるとか、あるいは別の考
え方、イデオロギーを持った人としゃべるということが
できないのは、はっきり言えばやはり教養がない、とい
うふうにヨーロッパの古代ローマ人やギリシア人は考え
たわけです。
　ですので、教養を持つということは、どんな人とでも
話しをするということが大事で、それを思い切って自分
を開く。もっと言うと、自分の見方は数ある見方の中の
一つに過ぎないとの認識が大事です。つまり、自分はせ
いぜいこんな人間ですよ。いつもしょっちゅう失敗ばか
りしていますよ。という感じで話をすることが大事なん
ですね。そうすれば、相手も心を開きます。
　それを逆に、いいことを言おうとか、寸分も隙もない
ようなリポートをつくろうとか身構えてしまうと、これ
は自分で自分の首を絞めてしまう、というふうに思いま
す。それが1点目です。
　二つ目は、教育ってなんだろうということは、教育学
部生はぜひ考えてください。教育の定義は辞典を見れば、
いろいろ載っています。定義というものは、これは正し
い、間違いが証明できませんので、定義ですから。定義
を使ってなにかをすれば、その適用範囲は証明できます
けれど、定義自体は様々なものがあり得る。
　要は、その中で、自分はこういうふうに教育を考えた
い、という自分流の定義を深めていっていただきたいと
いうふうに思います。
　どこかに模範解答があって、それを頭でしっかり把握
しておけば、鬼に金棒というものはこの世にはありませ
ん。つまり、自分で考え抜いた定義というもの、それを
深めていっていただきたい。

　最後にもう一つ。私はやはり教育学部生は、子どもを
見る目、小学生、中学生を見る目を磨いてもらいたいと
思います。
　どうしてもわれわれは、人間というのは、簡単に言う
と、全て把握しきれない存在です。どんな小学校1年生
のAちゃんとかBちゃんとかCちゃんがいても、「あの子
は活発だ」とか、「あの子はルーズだ」とか、「あの子は自
分勝手だ」と、いろいろありますけれど、場面が変われ
ばみんな様々な振る舞いをするわけです。
　ですので、その人を、ある言葉、ラベルで、ちょうどキ
リンビールとかサッポロビールのように、ラベリングを
しないで、「この子は活発」とか、「この子は駄目」とか決
めつけるということをせずに、子どもと付き合い続ける。
長く付き合ってその子どもの変容を見る。それが先ほど
浦野学部長さんがおっしゃった思考変化。人間は変わっ
ていくんだ。浦野先生も、自分は教育学が専門なので、
皆さん方を発達という視点から応援したいとおっしゃい
ました。私も全く同感なのですが、そういう意味では人
間は変容していく。子どもたちを、あるラベルとか、あ
る箱とか、ある入れ物に、入れ物の枠組みの中に入れて
しまってはいけない。むしろ、入れ物自体を壊して壊し
て、もっと自由な、もっと広い入れ物を君たちにはつくっ
てもらいたい。そういうトレーニングをしていってもら
いたい。
　時間が8分過ぎましたので、とりあえずこれで終わり
ます。
○会場：	（拍手）
○小関：	それぞれのお立場の先生方から、大変多岐にわ
たるお話をいただきました。先生方、申し訳ありません。
実はもう一巡するはずでしたけれども、既に時間が過ぎ
ておりますので、予定を変更します。
　この後、今、先生方からいただいたお話で議論をして
いきたいと思います。清水先生からは、まだまだ学びが
不十分であったというお話があったかと思います。
　和田先生からは、他の学部学科に負けないように、な
にを身につけるのかということですね。継続も必要だし、
なにを身につけていくのか。大学でなにを学ぶのか。学
ぶ意味はなにかというお話がありました。
　村山先生からは、これから後の、特に乳幼児保育とそ
の次の段階、小学校、中学校のつながりの重要性のお話
もありました。主体的に学ぶということが、今こそ求め
られていることはないと、そういうお話。
　そして、それを受けて高橋先生からは、教育というも
のはなんなのかということ、それを自分流できちんと捉
えて欲しい。子どもを見る目も養って欲しい。さらにラ
ベリングはしないようにというお話がありました。
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　今、先生方からいただいたお話で、二巡目がなくて大
変乱暴なのですけれど、先ほどの浦野先生のお話の中に、
学生文化ということがありました。先生方のお話で「学
ぶということ」がキーワードになると思いますので、主
体的に学ぶ学生文化と、学生と教師が共につくる学生文
化としての主体的に学ぶ学生文化ということで、議論を
していただきたいと思います。
　議論する前に、1、2分、少し補足の時間を取りますの
で、もし補足がある先生、いらっしゃいましたら、時間
が細かくて申し訳ないのですが、1、2分、いかがでしょ
うか。補足なくていいですか。はい。
　それでは、時間が押していて、大変申し訳ないのです
が、先ほど申しあげましたように、学生文化という浦野
先生から出された非常に大きなテーマがあります。学ぶ
ということが、先生方のお話の中にも出て参りました。
自分流、主体的ということがありましたので、後ほどそ
のことに関しても、星野先生からの指定討論に参加して
いただきますが、もう一度先生方から、時間がちょっと
短くて申し訳ないのですけれど、4、5分ずつくらいで、
お話をいただければと思います。
　初めに高橋先生、先ほどのお話につなげてお話しいた
だければと思います。よろしくお願いします。
○高橋：	はい。私が、学生時代というのは、70年代前後で、
大学で入試がなかったり、本当にいろいろ荒れた大変な
時代でした。さっき村山先生から、もっと学生さんたち
は、自分たちで学習サークルをつくったらどうだろうか
というお話もあったのですが、私たちの時代は、むしろ
そういうことが盛んで、むしろ大学の授業にあまり出な
いのは普通といったら変ですけれど。大学のほうも、出
欠はほとんど取らずに、要は試験とかリポートで、一発
で、いいリポートを書くといい評価がもらえるというこ
とがあったものですから、私たちは、いわば学外の喫茶
店とか、いろんなところで、もちろん酒の強い人は酒を
飲みながら、いろいろなディベートや議論だけは、もう
山のようにしました。それから、好きな本をとことん読
んできました。
　私は、ちょうどあの頃、学生街の喫茶店とか、いろい
ろな歌もあったし、ニューミュージックもあったし、私
は井上陽水がずっと好きで後を追いかけてきましたけ
ど、そういう生活をずっとやってきましたので、あまり
オフィシャルな、学校の中で模範解答のような話を聞く
というのは、どうも苦手で、むしろ「先生、本当はどうな
の？」とか、「先生、ちょっと一杯飲んでから話を聞かせ
てください」みたいな、そういうのは学生文化だと思っ
ていました。
　今は、だいぶ違ってきましたね。やはり今は、学生さ

んは、親密圏という狭い数人の仲間内で、いつもメール
のやりとりをして、お互いの信頼関係を確認し合ってい
る。野生のサルがするような毛づくろいの関係でしょう
か。しかし、身近な仲間以外はみな風景だと宮台慎司が
言いましたが、仲間以外の世界に対して、アンテナが非
常に鈍いように思います。
　それは、学生が悪いというよりも、社会の変化があま
りにも激しすぎるので、ちょうど台風が来る日に、われ
われは身をかがめて、避難所で台風が過ぎ去るのを待っ
ているように、学生さんは避難所生活をしているのでは
ないかと私は思っているわけです。
　しかし、4年経ったら就職しなければいけない。その
時に、大嵐の中に出て行くわけですから、これは避難所
にずっといた人が、嵐の中で生きていくのは大変だろう
なという思いがあります。
　しかし、社会というのは、私は自分が教員になった時
に思ったのですが、思ったほど厳しくはなかったし、こ
んなことを言ってはなんですが、仕事が思ったほど辛く
はない、大変ではない。大人たちが当時言っていたほど、
仕事は、こう言ってはなんですけど、結構楽でした。そ
ういう面がすごくあります。
　だから、皆さん方は、周りの大人たちの厳しい目線に
対しては、少し眉に唾をつけて、もっと君たちがやりた
いこと、思ったことを、ストレートにどんどん発信して
いっていいんじゃないか。そういうトレーニングを4年
間やっていけば、私はかなり楽に社会に入れるのではな
いかと思っています。はい。
○小関：	ありがとうございます。それでは、和田先生、
お願いいたします。
○和田：	学部の皆さんに、「大学時代というのは、自己投
資の時間だ」と申しあげているんです。つまり、4年間
という期間は、ある意味では自分を楽しませ、豊かにし
たりとか、あるいは、厳しく鍛えたりとか、そういうよ
うな時間にいっぱい使ったほうがいいと思っています。
　学生たちの話を聞いていると、バイトをしている人が
随分いて、それを楽しんでやっているという人がたくさ
んいるんだけれど、なにか勘違いしている人がいるんで
すね。
　つまり、アルバイトをすることによって、なにか職場
体験をしているような、そんな感覚を持っているような
人がいるわけですね。中学や高校の中での職場体験とア
ルバイトは違うわけですよね。
　私も昔、中学校の教員時に家出をした女子中学生がい
たわけですけれど、10日も1週間もいなくなって、その
うち出てきた時に、私にこう言いましたよ。「先生、私だっ
て生きていけるんですよ。アルバイトやるところ、いっ
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ぱいあるんですよ。先生、なにも心配しなくても大丈夫
ですよ」というようなことを私に言うんですね。それで、

「本当にあなたは将来、アルバイトを本業としてやって
いけるの？」という話をしたことがあるんです。
　なにかアルバイトをして、人に使われたり、あるいは
やらされている時間が非常に充実しているように思えて
くる。本来であれば、自分の意志で職業を選んだり、職
場を選びながら、目的を持ち、体験を通して、そこで自
分に必要なものを吸収していくというのが、本来の職場
体験なんだけれども、たまたま行ったアルバイトの中で、
なにか自分を見つけたような、そんな気持ちになってい
る人たちがいるので、とても心配をしています。
　社会に出ていて、もうこのままやっていけるんじゃな
いかという自信になっているような人がいたり、その時
間が、ほとんど生活の全てのようなことになっているよ
うな人がいるのではないかと思います。
　アルバイトを私は否定するつもりはありませんけれ
ど、自分が主体的になってやりたいことを大学生活の中
でできないかという観点から4年間を考えてみて欲しい
と思います。
　教職センターでは、自分たちで勉強する場合には、教
室を貸しています。私も、びっくりするぐらい遅い時間
に、4階、5階の教室で、板書や模擬授業をしている学生
に出会いました。あんな時間まで自分たちで勉強してい
る。そういうように、自分の学びを大学生活の中の時間
を有効に使いながらやる。あるいは、サークルなどの活
動でも、自分がやりたいことを目指しているサークルに
参加して、そこでいろんなことの学びをしていくという
ことが大事なんじゃないかなというふうに思います。
　ぜひ、自分のやりたいことや目的意識を持った活動を
積極的に進めていって欲しいと思っています。以上です。
○小関：	ありがとうございます。それでは、清水先生、
お願いいたします。
○清水：	はい。まず、大学生活では、網の目はあらくても、
大きな網を張れる、張らなくてはならない時期ではない
かと思います。というのはどういうことかというと、高
校まではどうしても大学へとか、いろいろな制約があっ
て、学びが小さくなっているのです。大学は、将来の進
路もありますけれども、4年間を考えてみますと、特に
最初の1、2年というのは、先ほど冲永副学長先生のお話
の一部を紹介しましたけれど、自分の興味や関心、好き
嫌いで判断しないで、いろんなことに挑戦して、今まで
にできている網をどんどん大きくして欲しいわけです。
大きくしたら、その後、あるいはそれと併行して、自分
の興味や関心とかによって、ある部分を細かくしっかり
したものにしていくということです。より専門的な部分

は、将来の設計との関係で網の目を細かくしていくので
す。そして、仕事に就きます。私もいろいろな仕事をさ
せてもらいました。振り返っていますと、大学時代に大
きな網に拡げておかないと、その後の仕事の中では、あ
まり広げられないのです。社会に出ると、どこかをしっ
かりするとか、細かくするということで、十年、二十年
とすぐ過ぎてしまうのです。もし最初の大きな網がな
かったとすると、もっと狭いところできゅうきゅう、ぎゅ
うぎゅうとなってしまっていたと思います。
　だから、そういう意味では、先ほどPISA調査のリー
ディング・リテラシー（読解力）のところで触れました
ように、学ぶということは、自分の可能性を広げること、
別の言い方をすると、皆さん自身が、なにが得意でなに
が不得意なのかを挑戦を通して見極め、得意な部分をど
んどん伸ばしていくということです。このように考えて
いきますと、1年生、2年生の時期というのは、しっかり
とした太い糸でもって大きな網をいかに巡らせるかとい
うことだろうと思うのです。その上で、自分の興味や関
心、将来のことを視野に入れて、どこを細かくしていく
か、どこをしっかりしたものにしていくかというふうに
考えていって欲しいと思います。
　先ほど高橋先生から、いろんな言葉が使われますけれ
ど、それには定義がありますというお話がありました。
定義というのは、数学的に言うと勝手に決めていいもの
であって、絶対的なものではないわけです。しかし、そ
のことがはっきりして、数学界で共通理解になるのは、
今から約100年前の20世紀に入る頃です。つまり、数学
的な真理は前提に依存し、相対的であるという認識です。
それが今、社会科学でさえもそういう議論になってきて
いるというわけです。ということは、つまり、疑ってか
かると言いますか、直感でもなんでもいいので、「おかし
いな」「どうしてかな」と思うことを大事にしていただい
て、それはすぐ決着がつかなくても、皆さんで議論した
り、先生方に教えてもらったりという中で、少しずつ解
けていくことがあるかもしれません。あるいは、自分の
関心事であれば、徹底的に調べてみる、ということを体
験することが大事だと思います。なにについて学ぶかと
いうより、むしろいろんな学びを通して、そういう体験
をするということが大切で、大学生活では、そのことが
一番できる時期ではないかと思います。私の経験を振り
返っても、やはり大学生活の4年間は、そういう意味で
は大変重要な時期であったと思います。
　実は高橋先生は大学院の先輩で年はあまり違わないの
で、昭和40年代前半の大学紛争の時にどこかで一緒にい
たのではないか思いますけれども、あのときの経験は私
にとって大変重要だったのです。大学がバリケードで封
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鎖され、授業が全部ストップし、勉強ができない時期が
約10カ月あったのです。でも、その時に友だちと自主ゼ
ミ風に勉強したことは、今日でも十分役に立っています。
○小関：	ありがとうございます。村山先生、先ほども基
礎をつけるときだというお話がありましたし、主体的に
学ぶ、学び合うという言葉をいただきましたが、それに
続けてお話しいただければと思います。4分くらいで〔お
願いします〕。
○村山：	今ずっと主体的に学ぶとか、学び合うとか、い
ろいろ話がされていますけれど、私は学生と接して感じ
るのは、例えば、本を読んだ時でも、その本を読んで、自
分で自分の体験、ボランティアに行ったり、いろいろな
体験をそれなりに持っていればいるほど、そこから自分
のイメージを、どうやってつくっていくか、広げていく
か、その点が非常に苦手なようですね。
　だけども、やっぱり本を読むとか、実践、ボランティ
アに行って体験するとかという時に、それをつなげてい
くためには、自分がイメージを豊かにしていくという努
力をしないといけないと思うのですよ。体験なんかも、

「行ってきました」「楽しかったです」だけではだめです。
　そこで、なにを学んで、そしたらそこから自分は、子
どもと関わっていた時に、それをこういう場面でこうい
うふうにして行けば、子どもたちはもっと楽しくなるか
もしれないとか、そういうイメージをやっぱりどうやっ
て広げるか、そういう論議を学生同士で、是非していた
だきたいと思います。
　これは授業だけではできません。限界があります。やっ
ぱり学習自身で主体的に進めることが大切です。学習
サークルという話をちょっとしましたが、実はこれは大
学側にも私は、改善の課題があるのではないかと思いま
す。例えば、サークルの受付が11月の説明会の前後で1
回だけとなっています。
　そうすると、例えば4月にサークルを立ち上げようと
思っても、立ち上げることはできるが、部屋を借りたり、
そういう手続きは全部いろいろと教員が傍にいないと
いけないということになっているのです。やっぱりそう
じゃなくて、年に何回かの説明会を持って、申請ができ
るようにする等の対応も必要ではないのかと思います。
　学生自身も、サークルづくりを進めていれば、これじゃ
あ、といって、そういうルールも学生の側から、「こうい
うふうにしてもらいたい」という提案を出していただい
たりすれば、もっと主体的に学ぶ雰囲気、文化をつくっ
ていくことになるのではないか。待ちの姿勢じゃなくて、
自分たちがこういうふうにしたいから、こういうところ
で工夫していただきたいという、そういうことも提案し
たり、学生自身から提案していくということも大事じゃ

ないのかなというふうに思います。以上です。
○小関：	はい、ありがとうございます。今、先生方のお
話の中で、高橋先生が、好きな本をとことん読むという
お話をされましたし、村山先生からも本を読むというお
話がありました。浦野先生からも、本のお話は出ていま
すよね。読書に関して、大多和先生が、興味深いデータ
をお持ちなので、時間がものすごく短くて申し訳ないん
ですけれど、読書と成績の関係ですか。他のことも言い
たいそうですけれども、大多和先生から短くお話しいた
だきます。
○大多和：大多和と申します。「風」を「あらし」と読ん
でしまいました。「学問の嵐」と読みまして、間違えてし
まいました。
　まず一つは、今読書と成績の話ですが、私が中心になっ
て調査の分析をしたりしているのですが、そこでは読書
をしても、成績は上がらないんです。そういう結果が出
ています。出席をすると、成績が上がる。こういう結果
が出ています。
　しかし、逆に学問の面白さ、学問のなにか理解したと
いう項目で、出席しても理解度は上がらない。また、授
業の出席をしても、面白さが上がらないという結果が出
ています。
　逆に、読書をすると、面白さや理解度が上がるという
データが上がっておりました。まだ、よろしいでしょう
か。
　きょう、ショッキングな気持ちになったのですけれど、
先ほど、教職にもし皆さんが就けるとしたら、これから
大学に来ない、学ばないといったところで、これは私に
とってはショッキングでした。私は、学問の嵐とか適当
に言っていますけれど、学問というのは、真面目なもの
と思っている人は、たぶんこの中に多いのではないで
しょうか。たぶんそれだと間違いで、学問のもう一つの
核は、たぶん遊びみたいなもので、そこでは、どんな妄
想をしてもいいわけです。そういう要素があるのですね。
　私の卒論生は、アイドルの応援についてとか、バーベ
キューでバーベキュー合コンなんていうのもテーマにし
てやる人もいるのです。こういうテーマで、これが卒論
のテーマになるよというと、「どこが教育なんですか？」
と学生は訊くんです。そうすると、私は「いや、そんなも
の、僕にも分からない」と答えるんですけれど、でも、こ
れは教育学ですね。アイドルを応援する時に、あるコミュ
ニティがあるわけです。ファンです。その中で、どうやっ
てコールという応援の仕方が決まるのか。そして、その
知識がどうやって広がっていくのか。一つの教育の関係
する側面があるんじゃないか。そういう遊びから考えた
りしています。長々とすみません。
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○小関：知識の広がりとか、学問の面白さということに
ついてのお話をいただいたんですけれども、読書をする
と、読書だけで即成績ということではないが、ものの見
方、考え方、理解力が深まるという、その大多和先生の
お話を伺って、私は「なるほどな」というふうに思った
ので、今突然指名をいたしました。
　それでは、指定討論ということで、星野先生にお話を
伺いますが、日本一の施設設備を誇る帝京小学校で、今
現在具体的な教師の姿にも触れていらっしゃるし、学校
における子どもたちの現状、そして子どもの後ろにいる
保護者、それらを全部ご覧になっています。さらに皆さ
んですよね。教育学部の帝京の学生たちの現実もご存じ
ということで、それらとこれまでの話を踏まえて、星野
先生に伺いたいと思います。お願いします。

■指定討論
○星野：	ご紹介いただきました、星野昌治と言います。
帝京大学で5年間、それから帝京大学小学校の校長とし
て4年間、大学と小学校を行き来しながら過ごしており
ます。ある意味では、教育の理論と実践という形で、両
輪のようにして、今ずっと教育の仕事をしているのかな
と私自身実感しています。
　今回、教育学部に変わったということで、私は大変専
門性のある学部になったなと思います。世の中で、今、
教育学部というのは、少なくなってきているのですね。
現代こども学部とか、児童学部とか、人間科学部とか、
そういう中で、帝京大学が、教育学科を発展、拡充して、
教育学部ということで、学部を新設されたということは、
大変今の時代に意味のあることじゃないかなと思いま
す。
　私は、教育の嵐といわれますが、風を吹かせるという
学問の風、嵐、そういうものを吹かせるということです
が、まさに教育学部ということで、そのことが私は言え
るのではないかなと。教育のアカデミックさ、というも
のを感じるわけであります。
　それで、なぜよかったかというと、ある面では、この
学部の一つの目的が、非常に明確になったというふうに
思います。それで、皆さんの中には、ほとんど教員志望、
または教育に携わる、または世の中に出て、指導的な立
場に立つ、教育的な指導者となる、そういうことが私は
あるのではないかなと思います。
　それで、ぜひ皆さんにこの創設にあたっての浦野先生
のきょうのお話のレジュメをよく読んでいただきたいな
と思います。
　それで、私は、教員志望ということで、ぜひ学生のう
ちから、教員としてのセンスを磨いていって欲しいな、

センスをつくっていただきたいな、こんなふうに思いま
す。教員で大事なのは、やはり教員としての資質とか能
力とかセンス、これが私は一番大事なものではないかな
と思います。それは、高橋先生が、子どもを見る目とか、
子どもを感じる心というお話をされましたが、そういう
ものを先生になってから磨くのではなくて、やはりこの
4年間の中で、大学生活の中で、磨いていくということ
が、私は大事ではないかなというふうに思っています。
ぜひ授業をしっかり受ける、大学の授業に主体的にかか
わる、人の話をしっかり聞く。先生の話をしっかり聞い
て、おしゃべりをしない。居眠りをしない。しっかりメ
モするとか、そういうことが、私は教員としての資質を
磨く元になっていくのではないかなというふうに思いま
す。
　皆さん、学校の先生になると、子どもたちに「ほら、宿
題忘れずしっかりやって来なさいよ」「先生の話をしっ
かり聞きなさいよ」「忘れ物をしないようにしなさいよ」
など説教します。それから先ほど読書の話もありました。

「しっかり本を読みなさいよ」、こういうことを言うわけ
ですよね。先生がしっかり本を読んできてなくて、なん
でそんなことが言えますか。私は、そういうことが、教
育学部としてのこれはアカデミックさということにも通
じていくのではないかなと思います。ぜひぜひ皆さんに
そういう資質をつくっていって欲しいなというふうに思
います。
　いろいろなことを私は学生時代経験していいと思いま
す。ただ、反社会的、非社会的以外のことはね。頭を染
めるのもあるかもしれませんね。いろいろ服装もあるで
しょう。ある時期、そういうことは、私は許されるんじゃ
ないかな、それがやがていろんなところに、ある面で活
きる部分も出てくるのではないかな、そんな気がしてお
ります。
　それで、私は今話をしっかり聞くというのも言いまし
たけれども、今回、文科省が学力の要素で三つ言ってい
ます。これは法律でも定めています。学校教育法の30条
です。つまり、一つは基礎的・基本的な知識、技能です
ね。これはよくペーパーテストで測られるものです。そ
れから、二つには、思考力や判断力といった活用力です
ね。考える力です。これらは、これまでもやってきた、言っ
てきたことです。その次に、三つには主体的な学習態度、
学習意欲というのを規定しているのですね。これはまさ
に授業をしっかり聞くとか、規律を守るとか、学習習慣
を身につけるとか、そういうことも学力の一つであると
いう風潮を示していく、そういうことが私は今、大事じゃ
ないかなと思っております。そのためにも皆さん自身が、
そのことをやっぱり肝に銘じて、大学生活の中で、今しっ
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かりとやっていくことが私は大事じゃないかなと、こん
なふうに思います。
　それから、帝京大学小学校の校長をしているというこ
とでありますけれども、帝京大学小学校は、平成17年に
できた学校で、ちょうど8年目になります。この4月に新
校舎が完成したわけですけれど、もうご覧になった方が
たくさんいると思うのですが、建物の素晴らしさという
か、そういうところもありますけれども、あの中にこれ
からの教育の理念というのが入っているのですね。それ
はどういうことかというと、「強く、優しく、美しく」の心、
日本の伝統というか、自然美を活かした、また武士道を
活かしたもの、教育の不易の部分、ソフトの面で言えば、
学長が言っておりましたけれども、礼儀とか誠実さ、努
力とか、敬愛とか、そういうものが、あの建物の中に含
まれているのですね。それで自然にマッチした、そうい
う建物になっているということです。それから教育の流
行の部分のICT教育です。各教室は電子黒板が真ん中に
据えられています。従来の黒板とチョークでなくて、電
子黒板をメインにして、教育機器を使った教育方法、そ
ういうものを取り入れているわけです。それから、子ど
もたちはスレッドPC、そういうものももって授業に取
り組んでいます。また、教科書も電子教科書などを併用
させて質の高い授業を行っています。
　そういうふうにして、教育の流行の部分を取り入れて
います。一方で、教育の不易の部分で、自然や環境に調
和させた教育とか、体験を重視した学習をしていくとか、
問題解決の学習をしていくとか、そういう感性の部分も
多く取り入れています。そういうバランスを取った学校
として、帝京大学小学校は創られているわけです。
　今、本校の教員は、指導方法の研修に一生懸命励んで
います。これから皆さんも本校に参加する機会も多くな
ると思います。その中でいろいろなものを感じ取って、
これからの自分に生かすとか、教育に活かすというか、
自分のものにしていただくといいかなと思います。
　聞くところによると、授業の観察実習なども、今後教
育学部のほうで計画もあるようですので、そういう中で、
教育方法、教育環境、諸々施設についても、ぜひ学んで
いって欲しいなというふうに思います。
　それから、皆さんの先輩を今回教員として採用いたし
ました。優秀な学生を、ぜひ帝京大学小学校のほうでも
求めています。そのことも励みにしていただいて、諸々
本校を見ていただくといいかなというふうに思います。
　清水先生が、この話に触れていただきましたけれども、
いろんな授業の中でも実践的な形で学校を大いに活用し
て、そこからもちろん批判する目も大事ですけれど、学
び取って自分のものに変えていく。

　私は、ある面では体験の重視というのがありましたけ
れど、そういう教育実習を通して、またそういう帝京大
学小学校の様子を見て、自己変革、今こういうふうに動
いているのか、こういうふうに変えなきゃいけないのか
という、そういう学びの場にもしていただくと、私はい
いかなと思います。
　それで、今いろいろな子どもがたくさんいます。でも、
これは変わらぬものとして、子どもは学びたいとか、い
ろいろなことを知りたいとか、理解したいとか、先生に
認められたいとか、そんな思い、これは昔も今も変わら
ない。どの学校にも変わらないものがあると思いますね。
そういうことで、ぜひ学生の4年間のうちで、教師とし
てそういう子どもを見る目、感じる心をぜひ培って欲し
いな、そういう意味でボランティアに参加したり、それ
から教育実習に行ったり、いろんな形での体験を大いに
していただきたいなと思います。
　そして、教師という仕事は、子どもの持っている可能
性とか才能を伸ばす、そういう仕事なんですね。いいで
すか。それから、夢をかなえてあげる。子どもの夢の実
現に助けてあげる。そういう役割だと思うのですね。そ
ういうことをしているんだという、やっぱり自覚という
か、意識というか、そういうものを持っていただきたい
なというふうに思うのと、それから先生自身が学び続け
る教師であることです。だから、学生時代から、やっぱ
り学びをぜひ続けて欲しいなというふうに思います。
　先生になれば、またその時はその時じゃなくて、教育
学部の4年間を、ぜひ意味のあるそういうことにしてい
ただくと、また違った大学生活が送れるのはないかなと
思います。一つ一つが、自分の将来の夢を実現するため
の糧として身に付いていくのではないかなと私は思って
おります。ぜひぜひ頑張って欲しいと思います。

■質疑応答
○小関：時間残り少なくなったのですが、ここでフロア
の皆さんからも質問、シンポジストの先生に質問でもよ
ろしいですし、浦野先生のお話、それから今のお話を聞
いて考えたことなどをお話しいただいてもいいかと思い
ます。あまり時間がないので、簡潔に言っていただけれ
ばと思いますけれども、いかがでしょうか。
　「1人1人、自分に話しかけられていると思って聞いて
くださいね」というお話を最初にしたので、先生方から
のメッセージは伝わったと思います。手が挙がらなけれ
ば当てちゃうんですけれど。皆さん、それぞれ話しかけ
られているはずなので、それに応えてください。いかが
でしょうか。
　はい、手が挙がりました。

帝京大学教育学部・帝京教育会： 帝京大学教育学部の構想と教育・支援・研究の実践

－ 238 －



○質問：	ありがとうございました。私の勉強不足であれ
なんですけれど、村山先生にお訊きしたいのですけれど。
○小関：	ごめんなさい。お名前と所属をお願いします。
○質問：	教職大学院のシマタニナオキと申します。村山
先生にお訊きしたいのですけれど、乳幼児の保育がこれ
から一番混乱につながっていく時代であるというお話が
あったのですけれど、まだ私は勉強不足で、乳幼児の保
育というのがまだまだ見えていないところがありまし
て、その混乱の時代に向かうと思うと言われている背景
だったり、未だに見えていなくて、少し具体的にお話を
していただければと思って質問させていただきました。
お願いします。
○小関：	はい、他に質問はありませんか？では。今のお
話の後でいいですか。それでは、村山先生、申し訳あり
ません。短い時間でお願いします。
○村山：混乱と言ったのは、乳幼児の保育とか、あるいは、
例えば、今、「保育」という言葉を使う場合と、「乳幼児教
育」という言葉を使ったり、「保育・教育」という形で使っ
たりしていますよね。
　その言葉に見られるように、乳幼児期の保育、教育と
いうのを、どういうふうに定義づけていくか。共通のと
ころはどういうところなのか。そういう定義自体が、い
ろいろな人によって若干異なったりしています。コンセ
ンサスがとれていないということがあります。
　それは、乳幼児期の問題を家庭の育児の側面から強調
して捉えてきたという側面が強い。集団で保育というの
が営まれるようになったのは、特に乳児は1970年代くら
いからですから、そういう意味で、共通の概念が必ずし
もきちっとされていない。それで、「幼小の連携」という
言葉もありますけれど、幼小の連携と言った場合は、や
やもすると小学校の教育を幼児期に下ろすという視点か
らの主張も、またあるわけです。
　そういうので、いろいろな混乱をこれから整理して、
それをきちっとした方向に位置づけながらすすめなけれ
ばいけない、そういう意味では混乱を克服し、コンセン
サスの確立をはかる時代でもありますよという意味の混
乱です。よろしいですか。
○質問：	はい、ありがとうございます。
○小関：	では、浦野先生、手が挙がりました。
○浦野：	質問ではなく解説的発言になりますがよろしい
でしょうか？高橋先生と清水先生と今この会場にいる学
生諸君との年齢の差は、ほぼ半世紀になるでしょう。で
すから両先生が「私の学生時代には10ヶ月くらい授業が
なかった」とおっしゃいましても、ピンとこなかった学
生がいただろうと考えます。そこでその解説をしようと
思い立ちました。1969年に東京大学の安田講堂を「全共

闘」の学生諸君が占拠した写真や映像を見たことのある
学生はいるかもしれませんね。その事件に象徴されてい
るように、この時期には全国で学生運動が盛り上がりま
した。そのために授業を中止した大学がかなりあったの
です。東大では大学入試も中止になりました。お二人の
先生の話は、この時代の話なのです。ちょうど私のレジュ
メの10頁に吉見さんの『大学とは何か』という出たばか
りの岩波新書を紹介してあります。この本は戦後の大学
史を上手く整理していますので、読むと両先生の話した
ことがよく分かるでしょう。
　それから村山先生がサークルをつくるには手続きが大
変だと話されました。それはサッカー部とか手話サーク
ルとか、学生サポートセンターにきちんと登録して、顧
問の教員も必要な、いわば正規の部やサークルのことで
す。私が話した「サークル」は、もっと気楽な「勉強会」「自
主ゼミ」を意味しています。村山先生はお忘れなのだと
思いますが、「勉強会」や「自主ゼミ」をつくって教職セ
ンターに登録すると、本館4階の教室を自由に使えるこ
とになっています。もちろん教職センターに申し出てい
ただいて、バッティングしているときには教職センター
で調整することになっていますが。
　最後に、星野先生が学校教育法30条にふれられていま
したが、私のレジュメの11頁にその条文をゴシック体で
引用してありますので、参照してください。以上です。
○小関：	はい、ありがとうございます。他にフロアの皆
さん、なにか「もう少しここを」というところはありま
せんか？よろしいですか。はいどうぞ。手が挙がりまし
た。
○質問：	教育学部初等教育コース1組のシミズです。お
話を聞いていて、どなたかの発言か忘れてしまったので
すが、アルバイトのことで、職場体験みたいになってい
るという発言をお聞きしたのですけれど、教育者を目指
すに当たって、いろいろな体験の一つとして、アルバイ
トはいいことなのか、悪いことなのかということが、少
し気になってしまったのですが、どう捉えればいいんで
しょうか。お願いします。
○小関：	和田先生、お話しされましたので、お願いしま
す。
○和田：	先ほどもお話しましたが、アルバイトを否定し
ているわけではありません。そこでお話したのは、アル
バイトをすることが、まるで職場体験をしたり、自分の
職業観を育成しているような、そういう勘違いをしては
いけませんよと言ったのです。
　また、アルバイトを中心としてしまうと、多くの大切
な自分の時間を、学ばなければいけないことのために使
うべき時間を、アルバイトだけで使い果たしてしまうこ
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とになると言うことです。私は「自己投資」という言い
方をしました。時間を自分の成長や豊かさのために使う
ことが大切だという意味です。若さであったりとか、学
ぼうという意欲であったりとか、大事な時間を、どんど
んアルバイトに使ってしまっていることに気をつけなけ
ればいけないと思っているわけです。バイトがいけない
とは言っていませんけれども、それが中心ではないよと
いうことです。
○質問：	勉強の時間を使いつつ、社会を学ぶという意味
では、バイトはいいということでよろしいでしょうか。
○小関：	ありがとうございます。他にはよろしいですか。
それでは、もうちょっと待って。ここで4時になりまし
たけれども、もともとのテーマが、「「教育の帝京」をめ
ざして」ということです。そこからお話が始まりました。
皆さん、1人1人に目指していただかなくてはいけない
わけですけれど、最後に「「教育の帝京」をめざして」、一
言というのを、シンポジストの先生方から、すみません、
細かく刻みます。1分半くらいずつで、お一人ずつお話
を伺いたいと思います。清水先生から、最初にお話を伺っ
た順に。
○清水：	一言ということですが、二言いいます。
　皆さん、教職を選ぶ動機として、私の聞いている範囲
では、お世話になった先生を挙げる方が多いようです。
まだ皆さんの先生方、お元気だと思いますので、チャン
スがありましたら、ぜひその先生が現在、あるいはそれ
までにどのような努力をされてきたかということを尋ね
ていただきたいと思います。よい情報が得られると思い
ます。これが一つです。
　もう一つは、三つのCで頑張って欲しいということで
す。Cの3倍ではなくて、Cの3乗、C3（シーキューブ）
で大きくなって欲しいと思います。まず、「チャレンジ

（challenge）」です。先に触れた「自分の可能性へのチャ
レンジ」もそうです。チャレンジをするためには、「チェッ
ク（check）」が必要です。つまり、大きなものに体当た
りしても潰れ、砕けてしまいます。だから、しっかりと
自分自身とチャレンジの対象をチェックして、チャレン
ジすることです。悔しかったら「チャージ（charge）」し
て、もう一度チャレンジする。ということで、チャレンジ、
チェック、チャージの三つを、たし算ではなくてかけ算
でもって、大学生活の学びに活かしていただきたいとい
うことです。
○小関：	ありがとうございます。
○和田：	皆さんの先輩が、教育学部になって羨ましいな
と言っていたことがあります。それは、卒業証書に教育
学士と書かれるからです。教育学を修めましたという卒
業証書が、皆さんには学位記となるわけです。今までの

人たちは、文学部の学位記になっているわけです。
　つまり、皆さんは「教育」を勉強してきたということを、
きちんと学位記の中に示されるわけです。ですから、今
まででしたら「文学部でなにやってきたの？」と聞かれ
るわけですけれど、今度は「教育を学んできた」という
ことが、明らかに皆さんの卒業証書や履歴の中に記され
るということなのです。
　そういう意味で、先ほどから申し上げているのは、教
育学部に学んだということは、教育に関して自分は専門
家であり、教育に関する学びをたくさん深めていくんだ
ということをしっかりと自覚し、勉強に励んでもらいた
いということです。
　もう一つだけ。先生になった時に、帝京大学の教育学
部出身だっていうことをきちっと言える、そういう人に
なってください。つい先日もある学校で、「私は教育学科
で4期生です」と小さな声で教えてくれた先生がいまし
たけれども、そういうことをこそこそじゃなくて、「私は
帝京大学の教育学部出身です!」ということを堂々と言え
るような、そういう学部の雰囲気であったり、1人1人が
教育者として、教育を学んだ者としての品位を身に付け
ているような、そういう学部になってもらいたいと思っ
ています。以上です。
○村山：	いろいろと今日は、お話がたくさん出たと思う
のですけれども、一つまとめてみると、自分たちが4年
間の学生生活の中で、毎日の生活スタイル、1カ月の生
活スタイルを、生活っていう中で、さっきアルバイトも
出ました。そのどういう生活スタイルをつくりながら、
そこでなにを努力しているのか。これが、私は大事じゃ
ないのかなと思います。
　生活を積み重ねる、その生活の中で、自分というのは
つくられていくんだと思うんですよね。人間は、教員に
なったり、保育者になったりして、その日から頑張りま
すといかないわけで、そういう点では、自分の生活スタ
イルを、どういうふうにつくっていくのか。その中で、
サークル活動とか、あるいは授業とか、あるいはアルバ
イトとか、そういうものを全体としてどういうふうに位
置づけながら、そこで今年はこういうことを中心的に方
針でもって努力したいとか、そういうことを積み重ねる
中で、今年はこういうところを努力したとか見えてくる
んだと思うんです。読書もそうだと思います。そういっ
たことを大事にしていただきたいなと思います。以上で
す。
○高橋：	二つのことを申しあげたいですが、一つは、文
部科学省の中央教育審議会、その二つの部会、一つは大
学部会が、今年の3月に出した審議のまとめの中では、
これからは大学生は生涯にわたって学ぶ力を身につける
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ことが大事だ。つまり、4年間だけ学んで、あとは仕事
だけすればいいということではない。また、教員の資質
向上に関する部会のほうも、やっぱりこれからの教員は、
学び続ける教員であることが大切だということを言っ
ているわけです。つまり、これからは一生学んでいく必
要があるなということが一つです。そういう覚悟をぜひ
持ってもらいたい。
　それから、もう1点は、日本青少年研究所、千石保さん
という方が所長ですが、そこで1年くらい前に、日本と
アメリカと韓国と中国の中学生、高校生に、「あなたは、
どこまで学歴が欲しいですか」という希望を訊いたわけ
です。つまり、高卒でいい、大卒でいい、大学院でいいか。
そうすると、他国では大学はもう9割以上、みんな希望
するわけです。大学院に関しては、アメリカや中国は7
割くらいが大学院、マスター行きたい、修士へ行きたい
と言っているのですね。韓国も5割くらいです。日本の
高校生は、なんと2～ 3パーセントに過ぎません。つまり、
日本の高校生は大学院って、ほとんど視野に入ってない。
しかし、世界の先進国は、もう大学院へ行かなきゃ駄目
なんだというところまで来ているのです。ぜひ皆さん方
には、卒業後、教職大学院へ来て欲しいと思います。以
上です。
○星野：	私は一言です。学び続ける人になって欲しい。
それで、人生、ライフステージを、それぞれ目的を持っ
てもらいたい。目標を持ってもらいたい。20代では、子
ども理解。30代では、教科の専門性を高めて欲しい。そ
れから40代では、学校運営にぜひ携わってもらいたい。
そして50代で、学校経営にぜひこれも携わって欲しい。
そういうライフステージをもって、これからも過ごして
欲しいな。そのための素地を、この4年間でしっかり身
につけて欲しいなというふうに思います。
○小関：	はい、長い時間にわたって先生方にお話を伺い
ました。そして、皆さんも1人1人、自分に話しかけられ
たこととして受け止めてくださったことと思います。先
ほどから、私のところからは見えませんけれど、テーマ
として掲げられた紙に書いてある創立記念というこの研
究集会です。この創立記念のこの集会、研究の集会、こ
れが新たな1ページになって、そして、浦野先生のおっ
しゃる主体的に学ぶ学生文化の創造というのを、これか
ら皆さん1人1人、実践していただくことになると思い
ます。先生方も一緒に、共につくる学生文化ということ
で頑張っていきたいと思います。簡単な言葉でまとめて
しまいましたけれど、時間がありませんので、これから
も皆で一緒にやっていきましょう。と、呼びかけて、こ
のシンポジウムを終わりにしたいと思います。先生方、
皆様、ありがとうございました。
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