
ま え が き

本書を構想していた時期の2017（平成 29）年 1月頃には、「文科省の天下り
斡旋」で2009（平成 21）年頃から人事課OBを通じた組織ぐるみの再就職の斡
旋が行われてきたことが発覚した。同年の4月からは、前期講義が開始されよう
としていたころである。当時、テレビや新聞・週刊誌などのマスコミは「森友問
題」や「加計問題」などで、日本全国が非常に揺れていた時期に該当する。この
両方の問題は、筆者から見れば教育を食い物にする両理事長の人間性に大いに問
題があるのではないだろうかと感じたものである。
幾度となく“まえがき”を見直していると、「担任らの叱責を苦に自殺」とい
う新聞の見出しが目に飛び込んできた。残念なことに、2017（平成 29）年 3月
に福井県池田町の町立池田中学校の生徒が、担任と副担任に激しい叱責を繰り返
され、精神的に追い詰められて自殺に至ったことが書かれていた。また教員によ
る「指導死」ではないか。2012（平成 24）年に大阪市立桜宮高校で、バスケッ
トボール部顧問の教諭から体罰を受けた男子生徒（当時17歳）が自殺した事件
をもう忘れたのだろうか。
さて「教育」を『広辞苑』で引いてみると、“人間に他から意図をもって働きか

け、望ましい姿に変化させ、価値を実現させる活動”と記されている。それだけで
は、分かりづらい。次に『大辞泉』を引いてみると、“ある人間を望ましい姿に変
化させるために、心身両面にわたって、意図的、計画的に働きかけること。知識の
啓発、技能の教授、人間関係の慣用などを図り、その人の持つ能力を伸ばそうと試
みること”とある。そして二つ目の意味として、“学校教育によって身に付けた成
果”というのがあり、教育の類義語として訓育･薫育・教化・教授などが挙げられ
ている。この内容ならば、少しは「教育」について理解することができた。
そこで、さしあたり「教育」とは、辞書的な意味では“第三者が、ある人物に

対して知識や技能を授け、人間としてあるべき姿へ形成していこうとする一連の
活動”と解釈することができる。教員という職業は、まさに園児・児童・生徒・
学生に前述の行為をつかさどる職業であり、最も人間的な職業の一つである。
しかし、教育現場に目を向けてみると相も変わらず不登校・いじめやいじめを
苦にしての自殺・保護者による虐待などに関する問題が生起している。一方、保
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護者や地域の人々は、教員への期待や要求を多様化・複雑化させるために、教員
は様々な困難な場面に直面している。最近では、教育現場をブラック産業とも揶
揄しているマスコミもある。
各大学において「教職課程」を担当する教員は、激動する社会や急変する教育
界の中で、次世代の社会を担い、自立して問題解決能力を持つ子どもを育成する
ことのできる資質・能力を培い、地球的視野から持続可能な社会の発展と構築へ
貢献する保育者・教育者・指導者の養成を日々めざさねばならない。
そこで、本書の執筆者一同は、幼稚園・小学校・中学校・高校の教諭から管理
職（教頭・園長・校長）まで勤め、教育行政でも学校指導課や教育研究所の指導
主事等を経験してきており、執筆者の大半が教職系大学院で修士号を取得し、実
践と理論の往還を経験した実務家教員で書かれでき上がったものである。それだ
けに、編著者としては、説得力のある内容に仕上がっていると自負している。
本書は、特に次の点に配慮した。教職をめざす学生が最初に学ぶ教職科目が

『教職入門』や『教職論』であるので、各章のはじめには要約を、各章末には学
習課題や参考文献を付記したのは前回と同様である。また、前回評判の良かっ
た“ミニ教育用語辞典”を今回も採用することにした。前回同様に各章単元の最
後に、教員採用試験に頻繁に出題される教育用語（10項目）を新たに選択して、
各章末に付記した。
本書の内容は、できる限り平易な文言で具体的に執筆することを、各執筆者の
先生方には編著者の方からお願いをしたところでもある。
執筆者の先生方もそれぞれの大学で重責を担っておられる方々ばかりなので、
執筆及び校正段階で時間がなく至らぬ点が多々あると思うのだが、ご叱声とご教
示をお願いする次第である。
最後になりましたが、（株）大学教育出版編集部の方々をはじめ代表取締社長
佐藤守氏には「教職入門」に関する書を今回で三冊執筆させていただき感謝ある
のみである。
また本書は、各執筆者の先生方のご協力がなければ、刊行に至ることは非常に
難しかったと思います。この場を借りて感謝の意をお伝えしたい。

平成29年 12月吉日
宝塚医療大学保健医療学部中田研究室にて　

中田正浩　
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第  1  章
教職への視座　

将来は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の教員をめざそ
うと決意し、そして教育職員の免許状取得のため「教職課程」を受講すると決め
た学生諸君が、最初に学ぶ科目がこの『教職論』または『教職入門』である。

そこでは、「教職とは何か」から学び、学年を追いながら教員に必要な資質・
能力を身に付けるため、多様な“教職科目”を 4 年間で習得し、その間に『介護
等の体験』・『教育実習事前事後指導』・『教育実習』を経て、4 年後期の『教育実
践演習』に合格すれば、残りは都道府県教育委員会に“教育職員免許状の交付”
を申請することになる。この間に、自分は教員という職業への適性や資質能力に
ついて自問自答しながら、4 年間を送ってほしい。

大学においては、ただ単なる理論的学修だけでなく、教員として必要な体験・
経験ができ、なおかつ指導力のステップアップを図る「学校支援ボランティア」
にも積極的に参加し、園児・児童・生徒と直に触れ合いながら、教育実践力を十
分に身に付けて学校現場に出て行くことを望みたい。

この単元では、『教職課程』を受講する学生諸君が“教育職員免許状取得”ま
でを、4 年間の実践に沿った内容で紹介をするものである。ただし、毎年 7 月か
ら 8 月ごろの時期に各都道府県・政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用
試験については第Ⅱ部の第 6 章『教員採用試験』で詳細に述べており、そちらを
見てほしい。



第 1 章　教職への視座　�

1．は じ め に

最初から教職をめざす学生諸君に、下記のように暗くて夢のない話から始めて
申し訳ないと思うのだが、やはり教育現場の現実を直視してほしい。

学校を取り巻く環境が厳しさを増すなか、教員（学校園には、教員以外に職員
も存在するが、ここでは教員で統一する）の業務時間が急激に増加している実態
がある。今や教員の世界は、ブラック産業と揶揄されるほど多忙感に満ちた職場
ともいえる。また時間外業務（残業や休日出勤）に対する割増賃金は支払われて
いない（代替措置として“教職調整額”（その者の給与月額の 100 分の 4 に相当
する額を基準）が支払われている）。このように教員の仕事は、勤務時間の非常
に長い職種でもある。

筆者は、大学を卒業して故郷で、中学校の教員として �7 年間勤務し、市・府
の指導主事、小・中学校の校長を経験してきた。その間には、“Ｏ－ 157 事件”
や“刃物振り回し事件”など疲労感・失望感・挫折感・虚無感を味わうような出
来事もあった。一方、使命感・愛情・やりがい・誇り・責任感・信頼などを入学
式から卒業式や同窓会における児童・生徒の成長の姿を通して目の当たりにでき
る喜びも存在した。その �7 年間の時間経過とともにいろいろな形として思い出
されてくるのが、教育に携わった者 =（教員）の特権であろう。

そして、ここ 10 年余り自らの経験・体験を理論化したものを、“教職科目”の
『教職論』や『教育原理』などに生かしながら学生に講じている。

2．「教育」とは何か

「教育」という文言を広辞苑で引いてみると、「人間に他から意図をもって働き
かけ、望ましい姿に変化させ、価値を実現させる活動」と記されている。「教職」
は、まさに園児・児童・生徒・学生に前述の行為をつかさどる職業であると言え
よう。
「教育」は、「成長過程で自立した人間に育成し、人間の諸能力と人格を最大限

に伸ばすとともに、国家社会の形成者である国民を育成する役割を担っている」
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のである。確かに「教育」は、家庭や地域社会においても行われているのだが、
やはり教育の中心的な役割を果たすのは「学校教育」である。「学校教育」は、
教育を受ける者の発達段階に即して、教育内容を系統的に編成して教育を行うこ
とを基本としている。
「学校教育」における義務教育は、その果たす役割としてすべての国民に地域

格差なく一定水準以上の教育を保証し格差の拡大や階層化の進行を防止する役割
も存在している。

以上の点から、「学校教育」は現代社会において必要不可欠なものであるとい
えよう。

しかしながら、教育とはこのような子どもの内部にある生命力や素質、可能
性を養ったり引き出したり、あるいは端的に育てるだけにはとどまらないのであ
る。人間は社会的な動物であり、社会的・文化的生活を営まなければならない。
したがって教育には必然的に、人間を社会化し、文化やそこに内在する価値を伝
達していくことも求められる。つまり単なる養育にとどまらない教育が必要と
なってくるのだ。具体的には、子どもが社会の成員として、自立的な主体となる
ためには、コミュニケーションのための言語を習得し、社会生活の行動や方法、
また規範を覚えていくこと、人間関係を円滑なものにするための礼儀作法や道徳、
日常生活や労働生活において必須となってくる知識や技術など、多くのことを学
ばなければならない。別様に言えば、子どもを社会化し、文化を伝達していくた
めには、親がしつけをし、教え、訓練する必要があるのだ。これが一つの側面で
ある。

そして、最後に、子どもは、親によって教育されるのみではない。学校へと進
む。そこでは、教師から体系化された知識や技術を教えられることになるが、こ
の段階において、教育の中心的な形式である教授が成立するのだ。

このように、教育とは、養育すること、社会化し、しつけをすること、知識や
技術を教授することという多義的な概念であり、それらを統括する語として広義

に用いられるのである。

しかし、その学校教育の現場において、最近悲しい出来事が生起しているの
である。�017（平成 �9）年 � 月に福井県池田町の町立池田中学校で � 年生の男
子生徒が校舎から転落して死亡するという事件が起こった。その後の“第三者委
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員会”の調査報告によれば、「男子生徒の担任と副担任が激しい叱責を繰り返し、
精神的に追い詰められて自殺に至った」と発表した。

この二人の教員は、大学時代の教職課程を受講する過程において、児童生徒を
理解する科目である『生徒指導論』や『教育心理学』などを、学んできたと推測
するのだが、いったい何を学んできたのかと怒りを覚える。

かって �01�（平成 �4）年に大阪市立桜宮高等学校で、バスケットボール部顧
問から体罰を受けた男子生徒（当時 17 歳）が自殺した事件があった。それ以後、
教育現場において肉体的苦痛を与える体罰が影を潜め、教員らからの“言葉によ
る陰湿な体罰”が横行しだしたのではないかと筆者は強く感じている。今回の事
件でも、「お前（生徒会の役員を）辞めてもいいよ」と大声で言うとか、「（国語
の宿題を）やる気のないものは出さなくてもいい」と教員側が、投げやりな生徒
指導に終始していることが、新聞記事から読み取ることができた。

ゆえに、教員の発する言葉の一つひとつによって、命を絶つ児童生徒もいれ
ば、教員の発する言葉一つひとつによって、前向きに取り組む児童生徒も存在す
ることから、「教職」という職務内容は、人の一生を左右する仕事と言っても過
言ではない。

また、平成 18 年の中央教育審議会（以後、中教審と略す）答申「今後の教員
養成・免許制度の在り方について」では「教員の職務は、人間の心身の発達にか
かわっており、その活動は、子供たちの人格形成に大きな影響を与えるものであ

る」とあり、続けて「『教育は人なり』と言われるように、学校教育の成否は教

員の資質能力におうところがきわめて大きい」とある。まさしく、教育の成否は
教員の資質能力に負うところは大である。

その教員の資質能力について述べることにする。少し年代を遡るのであるが、
1997（平成 9）年 7 月に教育職員養成審議会（以下「教養審」という）が第一次
答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」を発表した。その中
で、教員に求められる資質能力を、「未来に生きる子どもに育てる教員には、ま
ず、地球や人類の在り方を自ら考えるとともに、培った幅広い視野を教育活動に
積極的に生かすことが求められている。さらに、教員という職業自体が社会的に
特に高い人格・識見を求められる性質のものであることから、教員は変化の時代
を生きる社会人に必要な資質能力をも、十分に兼ね備えていなければならず、こ
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れらを前提に、当然のこととして、教職に直接関わる多様な資質能力を有する」
と述べている。

さらに �1 世紀の教育を担うべき教員に必要な資質能力については、次のよう
な答申が出されている。

最近では、�015（平成 �7）年 1� 月 �1 日「これからの学校教育を担う教員の
資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向

けて～」が、中教審答申として出されたのである。以下この答申内容について述
べることにする。

この答申が出された背景には、「新たな知識や技術の活用により社会の進歩や
変化のスピードが速まる中、教員の資質能力向上は我が国の再重要課題であり、
世界の潮流でもある」とあり、一方、「近年の教員の大量退職、大量採用等の影
響により、教員の経験年数の均衡が顕著に崩れ始め、かつてのように先輩教員か
ら若手教員への知識・技能の伝承をうまく図ることのできない状況があり、継続
的な研修を充実させていくための環境整備を図るなど、早急な対策が必要であ
る」とも述べられている。

次に、「これからの時代の教員に求められる資質能力」として � つの力をあげ

表 1–1　「教員の資質能力」に関して出された答申

年 審議会名 答申名称

1998（平成 10）年 教育職員養成審議会
「大学院の修士課程を積極的に活用した教員
養成の在り方について」【第二次答申】

1999（平成 11）年 教育職員養成審議会
「養成と採用・研修との連携の円骨化につい
て【第三次答申】

�00�（平成 14）年 中央教育審議会
「今後の教員免許制度の在り方について」
【答申】

�006（平成 18）年 中央教育審議会
「今後の教員養成・免許制度の在り方につい
て」【答申】

�01�（平成 �4）年 中央教育審議会
「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【答申】

�015（平成 �7）年 中央教育審議会
「これからの学校教育を担う教員の資質能力
の向上について～学び合い、高め合う教員
育成コミュニティの構築に向けて～」【答申】
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ている。
1 つ目の力としては、「これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え、

自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求めら
れる資質能力を生涯にわたって高めていくことのできる力や、情報を適切に収集
し、選択し、活用する能力や知識を有機的に結び付ける構造化する力」。

� つ目は、「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、道徳教育の充実、
小学校における外国語教育の早期化・教科化、ICT の活用、発達障害を含む特
別な支援を必要とする児童生徒等への対応などの新たな課題に対応できる力量」。

� つ目は、「『チーム学校』の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的に連
携・分担し、組織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力」などがある。

また、「教員の養成・採用・研修に関する課題」が挙げられているが、ここで
は受講生の 4 年間における「教員養成の課題」のみを取り上げることにする。
「養成段階は、『教員となる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修』を行う
段階であることを認識する必要がある。また、実践的指導力の基礎の育成に資す
るとともに、教職課程の学生に自らの教員としての適性を考えさせる機会として、
学校現場や教職を体験させる機会を充実させることが必要である。さらに教職課
程の質保障・向上のため、教職課程に対する外部評価制度の導入や全学的に教職
課程を統括する組織の整備を促進する必要がある。教員養成カリキュラムについ
ては、学校現場の要望に柔軟に対応できるよう、教職課程の大くくり化や大学の
独自性が発揮されやすい制度とするための検討が必要である」と述べている。

筆者も、教育現場に �7 年間及び大学の教員養成に携わって 10 年間を数える
が、この答申内容にあるように、教員を希望する学生諸君は自らを厳しくとら
え、4 年間をかけて「教員となる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修」を
身に付けてほしいものである。

3．「教職」とは何か

さて本論に戻って、現実の「教職」とは何かと問われたら、一般の辞書や教
育用語辞典で「教職」を引いてみても、なかなか明快な答えは返ってこない。し
かし、「教職課程」・「教職教育」・「教職の専門性」などの説明は詳細に記述され
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ている。しかし、「教職」については簡単に「児童・生徒・学生を教育する職務」
とあるのみである。

長尾和英は「学校教育に従事する職務、つまり学校教師が担当する仕事を意味
している」と著書の中で述べている。つまり、「教職」＝「教員という仕事」で
あると捉えることができる。

教職課程を履修する学生諸君が、4 年次卒業するまでの課程における科目は、
どこの大学においてもあまり変わりはないように思うのだが、4 年間で計画的に
受講すること。また、教職に就いた場合に生かすことのできる資格を取得するこ
とも勧めたい。

例えば、「学校図書館司書教諭」「司書」「日本語教員」「キャンプ指導員」「学
芸員」「社会教育主事任用」「社会福祉主事任用」「認定心理士」「カウセリング実
務士」「公認スポーツ指導者」などの資格が取得できるようにカリキュラムを組
んでいる大学も数多く存在する。前述した資格取得には、講義・実習を経ること
で取得可能なものもあれば、各団体の試験を受けて合格すれば取得できる資格も
あるので、各々の大学の事務局で尋ねてもらいたい。

 

図1–1　「教育原理」の講義風景
（テーマに基づき、新聞を資料に討議・発表）
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4．教育の現代的課題
　

「教育の現代的課題」を『中央教育審議会教育振興基本計画特別部会（第 7 回）
議事録』の「現在の教育に関する課題」から少し、リストアップしてみよう。

まず、「1．教育の目標の実現」では、
最初の「子どもの学力」について、わが国の子どもたちの学力の現状は、国際

的にみて成績は上位にあるものの、①、判断力や表現力が十分に身についていな
いこと、②、勉強が好きだと思う子どもが少ないなど、学習意欲が必ずしも高く
ないこと、③、学校の授業以外の勉強以外の勉強時間が少ないなど、学習習慣が
十分に身についていないことなどの点で課題が指摘されているほか、学力に関連
して自然体験・生活体験など子どもたちの学びを支える体験が不足し、人や物と
関わる力が低下している等の課題が明らかにされている。� つ目の「規範意識」
については、小・中学生の規範意識が低下しているとの調査結果や高校生の規範
意識が米国や中国と比較して低いとの調査結果があり、規範意識の醸成が求めら

図 1–2　「教育原理」の講義（NIE 実践授業）風景
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れている。� つ目の「読書活動」については、子どもたちの読解力が低下傾向の
中、特に中学生・高校生で 1 か月に 1 冊も本を読まない生徒が多いことなど、子
どもの活字離れが指摘されており、読書活動の推進が課題である。4 つ目には、
「子どもの体力」が昭和 60 年頃から長期的に低下傾向にあり、学校・家庭・地域
が連携して、子どもの体力の低下傾向に歯止めをかけることが必要である。5 つ
目は、「食育の推進」で偏食・朝食欠食など子どもの食生活の乱れ、肥満傾向の
増大など健康への影響が問題。栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携に
よる食に関する指導の体制整備が必要である。

その他として、「青少年の自然体験」「優れた芸術文化に触れる機会」が挙げら
れていた。

5．教員をめざす姿勢

教員の免許状取得のために「教職課程」を受講する学生諸君は、これからの 4
年間の生き方によって、大きな差が生じてくることは、筆者の経験（ゼミ生から
数多くの教員採用試験合格者を輩出）から確かなことである。そこで以下、教員
になるための具体的な生活の送り方について、詳細に述べることにする。

（１） 学校支援ボランティア

学校支援については、従来から園児・児童・生徒の保護者や地域住民の人々が、
学校の教育活動を支援してきた経緯は言うまでもないことである。「学校支援ボ
ランティア」という文言は、1997（平成 9）年に『教育改革プログラム』（当時
の文部省）の中の「学校外の社会との積極的な連携」の方策として、初めてその
名称が使用された。

その後の �00�（平成 14）年から段階的に施行された新教育課程の中で、新た
に設けられた時間に行われる活動、つまり「総合的な学習の時間」が導入された
ことなどによって、各地の学校に「学校支援ボランティア」という名称で普及し
ていった。これらのニーズを受け �0 年を経た現在、学校現場に広く定着してい
る。
「学校支援ボランティア」として活動することで身につく点（効果・影響）を、
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表 1–� にまとめてみた。
最近、「学生支援ボランティア」について教員養成課程の大学の大半が、派遣

事業として実施しており、また単位化を図っている大学も増えてきた。
そこで、教職を希望する学生は 1 年生から参加するのが効果絶大である。

（２） 研究会・学会への参加

ボランティア活動に次いで、ぜひとも意欲的に参加してほしいのが、市・都道
府県・全国単位で開催されている研究会の存在である。

例えば、筆者が今まで参加していた“小学校社会科関係”の事例を取り上げて
みたい。

全国的な規模では「全国小学校社会科研究協議会」が存在し、ブロック単位で
「近畿小学校社会科研究協議会」、府県単位で「大阪府小学校社会科研究会」など
が組織されている。また市単位でも、「堺市初等教育研究会」（略：初研）のなか
に「社会科部会」が存在しており、これらの研究会に参加することで、学生に

表 1–2　学校支援ボランティアの効果・影響について

項　　目 学生ボランティアの効果・影響

子ども理解

児童生徒理解の力、子どもについて、子ども一人一人の立場に立って
考える力、個々の子どもに応じた支援を考える力、子どもとの触れ合
いによる多様な子ども全体の理解、子ども理解・子どもの発達を直に
感じ取れる機会、子どもの行動の意味を考える機会

成長の実感
内面的な変化・成長、教師とのかかわりからの学び、子どもとのかか
わりからの学び、子どもから得た喜び、学校現場からのアドバイス・
指導を頂いたことと学生の成長

協働のための
基本姿勢

協働のための基本姿勢、コミュニケーション能力、他者に対する姿勢
の変化、自他の理解能力、対人援助の基本姿勢、他者との関係づくり
を自分で工夫

対処能力
個別的具体的な問題が起こった際に対処する力、子どもに接する不安
の解消

教職・学校教
育についての
意識の向上

教職志望が高まった、教員志望について強くなった、学生ボランティ
アが今後の教職に大いに有効、学校教育活動の理解、教員について（自
覚・学級経営の仕方など）、教員志望の大学生が現場を知る良い機会に
なる、“教師”・指導者の立場を育てる教職意識の成果

（杉本希映「目白大学心理学研究」第 9 号　�01�　pp.11� より引用・作成）
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とっては 45 分間の授業展開をイメージするためのモデルになる。この「堺市初
等教育研究会」では、定期的に教科・領域・専門分野別に授業理論等の実践を通
じて、教員は研鑽を日々積んでいるのである。

また、学生にとっては発表内容が難解であることが予想されるが、ぜひとも
参加することを勧めたいのが学会である。筆者も、今では研究領域の拡大に伴い
『日本教育経営学会』『日本教育行政学会』『日本教師教育学会』『全国社会科教育

学会』『日本NIE学会』などに加入している。学会と言えば、大学院生や大学教
員の研究発表の場となっているケースも多いが、筆者が会員の「日本 NIE 学会」
は小・中・高校の先生方の発表も数多く見受けられる。

（３） 海 外 留 学

海外留学と言えば敷居が高そうであるが、確かに 1 年間の留学制度もあれば、
短期の海外留学も存在する。筆者が最初に勤務していた大学の国際教育学科で
は、1 年時に国際感覚と豊かな英語力を身に付けるために、全員がニュージーラ
ンドに独自の留学制度を設けていた。また二つ目に勤務した大学では、春休みや
夏休みの時期を生かして、海外提携校等へ短期の留学制度を用意していた。参加
する学生には、大学側から助成金が支給されていた。それぞれが所属する大学の

「国際交流センター」に問い合わせるのも一つの方法である。

（４） 教師塾への参加

最近、学校現場には多様な課題が噴出しており、そのため学校や教員は世間か
ら厳しい視線にさらされており、これまで以上に自らの資質・能力の向上を図る
ことが求められている。そこで、各都道府県及び政令都市の教育委員会では「教
師塾」（�004 年東京都教育委員会の『東京教師養成塾』が皮切り）を設置してい
るが、都市部を中心に増えてきている。

その「教師塾」の設定目的を京都市で見てみると、「『教師になろう』という高
い志と情熱と行動力にあふれる塾生が、大学で身に付けた専門的知識を基盤とし
て、京都市の教員の熱意溢れる取り組みや本市教育の理念、本市ぐるみの教育実
践に直接ふれ、教師に求められる資質や実践的指導力に磨きをかける場です」と
ある。
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しかし、自治体の教師塾設立の背景は教員採用試験の競争率低下により、教員
の質の低下に直結しているのではないかということで、事前に自治体主導で教員
養成の充実に乗り出したのが本音であろう。一方で、団塊世代の大量退職への対
応の中で、教員の量的確保をめざし、採用側にとって都合の良い「青田買い」で
はないかという意見もある。

教師塾が、教員志望者にとって魅力的なのは、卒塾すれば教員採用試験に優遇
措置を設けている自治体も存在していることは事実である。

筆者は、教員志望のゼミ生に対して、大学生活に経済的・時間的余裕があれば、
自らの資質・能力を向上させることを目的に、在学中に「教師塾」に入塾するか、
教職大学院への進学を大いに勧めたものである。

表 1–3　全国の「教師養成塾」一覧

開設主体・
開設年月

対　象　者 期　間
募集
人数

受講料

東
京
教
師
養
成
塾

東京都教育
委員会
東京都教職
員研修セン
ター

小学校教諭一種免許状課
程認定大学で東京都教育
委員会が連携する大学に
在籍し、推薦基準に基づ
き学長が推薦する大学 4
年生及び大学院 � 年生
東京教師養成塾の特別教
育実習・講座等の全てに
参加できる人

1 年間 150 名以内 187,000 円
【 東 京 都 の
教員に採用
されれば免
除】

よ
こ
は
ま
教
師
塾

横浜市教育
委員会
花咲研修室

昭和 �� 年 4 月 � 日以降に
生まれた人
小学校・当該の教科の中
学校教諭普通免許状
特別支援学校教諭普通免
許状

（地方公務員法第 16 条及
び学校教育法第 9 条の欠
格事項に該当しない人）

9 カ月間
（土・日）

小学校：
75 名
中・高特別
支援学校：
�5 名

�0,000 円
宿泊集中講
座参加費等
の費用が別
途必要

 

京
都
教

京都市教育
委員会
京都市総合
教育センター

昭和 49 年 4 月 � 日以降の
生まれ
教員免許状の既取得者又
は取得見込み者

入塾式・教育学
講座：10 回＋特
別：5 回
授業実践講座：

定員 �00 名 10,000 円
（保険料：数
千 円 程 度 ）
通塾のため
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師
塾

教員養成支
援室

� 回
卒塾式

の 交 通 費・
本人が使用
する教材費

大
阪
教
志
セ
ミ
ナ

大阪府教育
庁

教員免許状を平成 �0 年度
中に取得見込みの人

（既に教員免許状取得済み
の場合は対象外）

全 1� 回 講 座 に
すべて参加可能
及び指定する期
間内の平日に、
学校における実
地実習（半日×
�0 回）参加可能
な人

募集人数
155 名程度

受講料
�0,000 円

（保険料も含
む）
交通費・給
食費などの
所経費は自
己負担

大
阪
市
教
師
養
成
講
座

大阪市教育
委員会
大阪市教育
センター

大阪市立の小学校・中学
校教員（養護教諭を含む）
を強く志望する人

（例えば、短期大学 1 回生、
大学 � 回生以上の人、現
在講師として勤務してい
る人など）

計 11 日間　
全 15 講座開催
修 了 要 件（ 出
席率 80％以上、
受 講 記 録 シ ー
ト、模擬授業等）
を満たした受講
生に対して、狩
猟証書を授与
受 講 校 種 教 科
等 の 第 一 次 選
考（面接・必等）
の免除

�00 名程度
（小：100 名
程度、中：
100名程度、
養護教諭：
若干名）

�0,000 円
（受講料以外
に係る諸経
費は受講生
の自己負担）

堺
・
教
師
ゆ
め
塾

堺市教育委
員会
堺市教育文
化センター

短大 1 年生・大学 � 年生
以上、大学院生、社会人、
常勤・非常勤講師等
堺市立の小・中・支援学
校教員を強く志望する人
過去に「堺。教師夢塾」
に入塾したことのない人
地方公務員法第 16 条及び
学校教育法第 9 条の欠格
事項に該当しない人

講座は、日曜日
の午前・午後（月
� 回程度、毎回
出席が原則）
講座に加えて、
10 日以上の学校
実習を実施

小・中・支
援学校教員
志 望 者 70
人程度

受講料
14,000 円

（保険料を含
む）

（中田が、各教育委員会の募集要項で作成したが、受講希望者は必ず各教育委員会の
ホームページで確認してほしい）
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前記以外の「教師塾」として、京阪神では「豊中・マチカネ先生塾」「高槻教志
塾」「京都府教師力養成講座」「奈良県ディア・ティチャ―・プログラム」「滋賀の
教師塾」などが存在している。全国的には、「横浜教師塾アイ・カレッジ」「しず
おか教師塾」「山口県教師力向上プログラム」等のプログラムも用意されている。

筆者が経験した二つの大学では、新設の大学や学部であり 4 年後の合格者を誕
生させる意味でも、「学内教師塾」を創って、外部から教員採用試験対策講座に
たけた専門講師を招聘して、課外講座として実施していた。実施期間は � 年生か
ら 4 年生の受験期間の前後まで、その間には模擬試験を数回実施していた（ただ
し、大学によっては受益者負担ということで、幾らかの受講料は徴収していた）。

それ以外に活用するならば、教職課程を設置している大学であれば、必ず「教
職センター」が設置されており、指導者としては元小・中・高校の管理職や元教
育委員会の指導主事を経験した先生方が常駐しているはずである。センターに所
属している先生方には、面接指導や学習指導案の書き方及び添削、模擬授業の指
導など、懇切丁寧に指導していただける。

（５） 部活動（クラブ活動）

大学における部活動は、大きく分けて文化部と運動部の二つに分類されてい
る。大学の文化部には、英語部や新聞部・演劇部など典型的な部活動や少しマニ
アックな漫画研究会・オカルト研究会なども存在する。音楽系でも和楽として琴
や三味線・ 笙

しょう

 ・篳
ひちりき

篥等の伝統的な楽器を使用して演奏するクラブも存在する。
大学によっては、運動部には強化クラブと同好会的なクラブとが存在してい

◆文化部
系統別 具体的な活動

文学系 英語部・文芸部・歴史部・弁論部
理科系 物理部・科学部・生物部・地学部・天文部
芸術系 美術部 ･ 写真部・陶芸部・工芸部
和芸系 書道部・華道部・茶道部・俳句部・かるた部
音楽系 吹奏楽部・軽音楽部・合唱部・ギター部・マンドリン部
メディア系 新聞部・放送部・映画部
芸能系 演劇部・落語研究会・奇術部
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る。各大学の運動部の集合体として、学生自治会（学友会）から独立・発展し
て、「体育会」なるものを組織している。この「体育会」は、学内スポーツの振
興を目的に各運動部に対して、金銭・物品面での援助を行っている。

（６） アルバイト

大学の 4 年間は、大学と自宅との往復だけではなく、“アルバイト”という社
会勉強もしてほしい。ただし、筆者の経験では、“アルバイト”に溺れ過ぎて大
学への出席日数が少なくなり、退学を余儀なくされた学生を数多く見てきた。

アルバイトを実施している学生は、6�.7％であり、1 週間あたりの実施日数は
平均約 � 日程度であり、実施時間 14.� 時間であった。

筆者の経験からも教育学部の学生のアルバイトは、どちらかというと家庭教師
や塾講師が、多く見受けられた、特に、将来小・中・高校の教員をめざしている
ならば、塾講師としての指導の予行演習をさせてもらい、給料をもらえるという
ことは一石二鳥である。

ゼミ生の中には、ガソリンスタンド・新聞配達・居酒屋・コンビニ・コールセ
ンター・ホテルの宴会スタッフなど、多種多様なアルバイトを経験していた。筆
者自身も某デパートで 4 年間（お中元・御歳暮の期間）勉強させてもらった。今
振り返れば、お金のありがたさや人間関係（上下関係・コミュニケーションな
ど）を学ぶよい機会であった。

◆運動部
運動部区分 競技団体

屋外競技
航空・自転車・自動車・スキー・漕艇・馬術・ヨット
陸上競技・ワンダーフォーゲル

球技

バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・サッカー
水球・ラクロス・ホッケー・アイスホッケー・ラグビー
野球（硬式・準硬式・軟式）・アメリカンフットボール・水泳
ソフトボール・低級（硬式・軟式）・バドミントン・ゴルフ

武道・格闘技
剣道・柔道・合気道・空手・居合道・薙刀・少林寺拳法
弓術・相撲・フェンシング・ボクシング・洋弓・レスリング

屋内競技
水泳競技・ボウリング・競技ダンス・体操・
応援（リーダー・吹奏楽団・チアリーダーズ）
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（７） 大学院への進学

法科大学院などと同じで、高度な実践的指導力を備えた教員を養成する専門職
大学院が �006（平成 18）年 7 月に中央教育審議会が創設を提言し、�008（平成
�0）年に国立（15 校）・私立（4 校）併せて 19 校が開設された。

その後、�009（平成 �1）年には、国立 � 校・私立 � 校、�010（平成 ��）年は
国立 1 校、�015（平成 �7）年に国立 1 校、�016（平成 �8）年は国立 18 校の専
門職大学院が設立され、平成 �0 年に設立された国・私立を併せて 45 大学院（入
学定員：1��4 人）となった。

ただし、京都教育大学大学院は京都産業・京都女子・同志社・同志社女子・仏
教 ･ 立命館・龍谷の各大学と大阪教育大学は関西・近畿の各大学との連合教職実
践研究科となっている。

実際に、筆者のゼミからも � 名が鳴門教育大学大学院へ進学し、その後は横浜
市と愛媛県の教員採用試験に合格し、小学校教員として赴任している。

平成 20年に設立された専門職大学院一覧

大学院名 所在地 入学定員 大学院名 所在地 入学定員
北海道教育大学大学院 北海道  45 名 岡山大学大学院 岡山県  �0 名
宮城教育大学大学院 宮城県  �� 人 鳴門教育大学大学院 徳島県  50 人
群馬大学大学院 群馬県  16 人 長崎大学大学院 長崎県  �8 人
東京学芸大学大学院 東京都  40 人 宮崎大学大学院 宮崎県  �8 人
上越教育大学大学院 新潟県  60 人 国立大学計＝ 15 校 6�1 人
福井大学大学院 福井県  �7 人 創価大学大学院 東京都  �5 人
岐阜大学大学院 岐阜県  �0 人 玉川大学大学院 東京都  �0 人
愛知教育大学大学院 愛知県  50 人 早稲田大学大学院 東京都  60 人
京都教育大学大学院 京都府  60 人 常葉大学大学院 静岡県  �0 人
兵庫教育大学大学院 兵庫県 100 人 私立大学計＝ 4 校 1�5 人
奈良教育大学大学院 奈良県  �5 人 合計 19 校
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● ● ● 学習課題 ● ● ●

1．「教職課程」を受講する学生は、1年次から4年次の7月～8月頃における「教

員採用試験」までの計画表を作成しておこう。

�．大学のみの学修ばかりでなく、直接「児童・生徒理解力」を身に付けるため

には、本章の 5 節に記載された「自分磨き」のチャレンジ項目に、あなた自

身が積極的に関わろう。

【参考文献】
中田正浩『私の社会科教育論 ─ 次世代の社会科教師の方々に ─ 』（株）ERP　�01�
中田正浩『次世代の教職入門』大学教育出版　�011　
中田正浩『人間教育を視点にした教職入門』大学教育出版　�014
中田正浩『教育現場に求められるこころと品格』大学教育出版　�008
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝ミニ教育用語事典① 「子どもの貧困」＝＝＝＝＝＝＝＝＝

子どもの貧困率 16.�％、6 人に 1 人が貧困状態にある。貧困の深刻化と広がりはさまざま
な現実を通して、重要な問題となってきている。

そのような動きの中で、『子どもの貧困対策の推進に関する法律』（�01� 年）が成立し、
『子供の貧困対策に関する大綱』（�014 年）が制定された。政府は、「すべての子供の将来が
その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また貧困が世代を超えて連鎖す
ることのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る。すべての子供たちが夢と希望
をもって成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する」と定め
ている。

子どもの暮らしを大きく分けるのは、親の存在である。大半の子どもは実の親に育てられ
ているが、育児放棄や虐待などの理由によって離れて暮らさざるを得ない子どももいる。

子どもが貧困状態にある場合、親が経済的な困窮状態にあることを意味する。親自身が貧
困状態にある場合「生活保護」を申請できる。また、ひとり親世帯の場合は「児童扶養手当」
を受給することができる。就学児童に対する支援としては「就学援助」がある。

実の親と暮らせない場合は、里親や特別養子縁組などの家庭的な環境で暮らす（家庭的養
護）ケースと施設で暮らすケースの二通りがある。施設で暮らす場合は年齢に応じて施設が
分かれている、生後間もなくの乳児は「乳児院」に入所する。� 歳くらいまでここで過ごし
た後親と暮らすことのできない乳児は、里親等に引き取られるか、「児童養護施設」に入所
することになる。� 歳から 18 歳までの子どもたちは「児童養護施設」で暮らす。施設とは
いえ、子どもたちにとっては「家」であり、他の子どもと同様にここで寝て、食べ、生活を
する。18 歳になって施設を退所後は、就職や就学など自立に向けた道を歩んでいく。

しかしながら、子どもの頃の経済格差が教育格差を生み、それが将来の所得格差を生み出
す連鎖構造となっていく。つまり生活保護世帯、児童養護施設、ひとり親世帯については、
進学率・就職率・中退率といった点で大きな開きがある。

子どもの貧困を救済する根本的な手立てはいまだ道半ばである。政府の施策として学校を
プラットホームにしたスクールソーシャルワーカーの配置の推進、ひとり親家庭の孤立を防
ぐための自治体窓口のワンストップ化、ひとり親家庭の子ども 50 万人分に対する居場所の
提供、児童扶養手当の増額が盛り込まれている。各都道府県においてもさまざまな施策展開
がなされている。

子どもの貧困問題は、いろいろな要素が絡み合った社会問題である。低賃金、失業、離婚、
孤立、障害、病気、犯罪、虐待など挙げればきりがない。そんな社会課題に対して、国や自
治体の取り組みでは限界があるのが現実である。個々のニーズに合わせた柔軟な対応が求め
られる。そのため子どもの貧困対策では NPO 法人等の非営利団体が重要な担い手となって
いる。大学生ボランティアによる無料の学習支援や無料学習塾、地域で低価格もしくは無料
で調理ボランティアにより食事を提供する「子ども食堂」というように地域での支え合いが
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実施されるようになってきている。
地域で、あるいは学校で、子ども達をサポートしていけるように、一人ひとりがこの問題

を大きく受け止めてほしい。
〈参考文献〉
浅井春夫「子どもの貧困」解決への道 ─ 実践と政策からのアプローチ　自治体研究社　�008

『徹底調査　子供の貧困がにほんを滅ぼす社会的損失 40 兆円の衝撃』日本財団　子どもの貧困
対策チーム　文藝春秋　�016

中村文夫「子どもの貧困と教育の無償化」学校現場の実態と財源問題　明石書店　�017




