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ヨーロッパの教育事情と教師教育の動向

武　田　信　子 1）

坂　田　哲　人 2）

中　田　正　弘 3）

伏　木　久　始 4）

Ⅰ　報告概要

1．はじめに
　本報告は，平成 21 年度─ 23 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究B（課題番号 21402041）

（海外）「教員のコンピテンシーリスト開発と研修モデルの構築に関する国際協同研究」（代表研究

者　武蔵大学　武田信子）の一環として実施された 2009 年 8 月～ 9月にかけてのヨーロッパの教

育及び教師教育視察報告である。

2．海外視察概要
（1）　海外視察の目的

　①�　日本の教員のコンピテンシーについて検討するため，ヨーロッパ（今回はオランダ，スウェー

デン）の教育及び教師教育について実地視察・ヒアリング・学会参加等を行い，日欧の教師教

育比較を行う。

　②�　オランダの教師教育者 3名に教師教育に関するヒアリングを行うと同時に，今年度及び来年

度に本研究が主催する国際シンポジウム等への参加のための来日招聘に関する打ち合わせを行

う。

（2）　視察スケジュール及びメンバー

日程 スケジュール メンバー

8月 27 日
28 日

29 日
30 ～ 31 日
9 月 1 日
2 日

成田発　Amsterdam（Netherland）着
Rotterdamの CED�groep（教育支援センター）ヒアリング
Amstelveen1e�Montessori 小学校見学
Majorca（Spain）�へ空路移動
ATEE（Association�of�Teachers�Educator�in�Europe 大会参加
ATEE大会参加　Amsterdamへ空路移動
SBL（教員および教育関係者の資質に関する協会）
Frank�Jansma 氏のヒアリングと来日招聘打ち合わせ

坂田・武田
坂田・武田
〃

坂田・武田
坂田・中田・武田
坂田・中田・武田
〃

1）武田信子　本学人文学部教授
2）坂田哲人　本学総合研究所研究員
3）中田正弘　帝京大学教職大学院准教授
4）伏木久始　信州大学教育学部准教授
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3日

4日

5日
7日

8日

9日
10 日
11 日

12 日

Vrije�Universiteit�Amsterdam講師Wim�Westerman 氏講義受講
Vrije�Universiteit�Amsterdam 講師 Fred�Korthagen 氏ヒアリ
ングと来日招聘打ち合わせ
IVLOS�（Utrecht�Universiteit�教員養成研究所）のMr.�Koopman
氏ヒアリング及び
Niewegein 中 等 学 校 に お け る BITEP：Bilingual�and�Inter-
national�Teacher�Education�Programme�の授業視察及び参加
Vrije�Universiteit�Amsterdam教授Anja�Swennen 氏ヒアリング
第 2回 IVLOS,�Utrecht�Universiteit,�Mr.�Koopman 氏ヒアリング
第 2回 Frank�Jansma�氏ヒアリング
Michel�de�Ryter 小学校訪問
第 2回WimWesterman 氏講義受講と来日招聘打ち合わせ
Parnassia 小学校訪問
Velzen 職業準備学校訪問
コミュニティセンターKoh の Youth�Worker らヒアリング
Lund（Sweden）へ移動
Kristianstad�University ヒアリング
Lund 市教育関係者ヒアリング
Lund 市内小学校・保育園訪問
帰国

坂田・中田・武田
〃

〃

〃

武田
坂田・伏木・武田
〃
中田
坂田・中田・伏木・武田
坂田・中田・伏木・武田
坂田・武田
武田

坂田・中田・伏木・武田
坂田・中田・伏木・武田
〃

3．報告の構成
　Ⅰ　報告概要� 武田信子　　

　Ⅱ　日本から見たオランダの教育事情� 中田正弘　　

　Ⅲ　オランダにおける教育現場への支援のしくみ� 武田信子　　

　Ⅳ　オランダの教師教育事情� 坂田哲人　　

　Ⅴ　スウェーデンにおける教員養成カリキュラムの改革動向� 伏木久始　　

　Ⅵ　ヨーロッパの教師教育の動向� 武田信子　　

　Ⅶ　まとめ：海外の教育・教師教育から見えること� 武田信子　　

　本報告は紙幅の都合上，視察のすべてを網羅してはいない。省略した部分については，その内容

の重複などを考え合わせ，2010 年 2 月に実施した国際シンポジウム：教育再考に関する報告書

（2010 年度発行予定）などの中でまとめる予定である。

（武田信子）
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Ⅱ　日本から見たオランダの教育事情

中　田　正　弘

1．複線的なオランダの学校教育制度
　オランダは，面積 41.864 平方キロメートル

（日本の九州とほぼ同じ広さ），人口約 1,653 万

人（2009）の国である。

　オランダでは，子供たちは，4歳になった年

の翌年から小学校に入学し，8年間の過程で初

等教育を受ける。

　この 8年制初等教育においては，子供たちの

感情，知性，創造性の発達と，十分な杜会的，文化的・身体的能力を身につけることに重点が置か

れ 1），中等教育以降になると，複線的な学校教育システムに移行していくところにその特徴がある。

初等教育から中等教育学校に進学するにあたっては，以下の 3つのコースに分かれる。

　　・VMBO　職業準備学校（4年）

　　・HAVO　一般中等教育（5年）

　　・V W O　進学教育（大学入学のための教育）（6年）

　小学校から，VMBO（職業準備学校 4年）に進学し，さらに卒業時（16 歳）に高等教育に進む

には，MBO（中等職業専門学校　4年）へ進学するのが通常である。進路を変更する場合には，

HAVO�（一般中等教育　5年）へ編入し，HBO（高等職業専門学校　4年）を目指すことも可能で

ある。

　また，HAVO（一般中等教育　5年）に進学すると，卒業時（17 歳）にHBOへ進学することに

なる。このHBOでは学士号が取得できる。

　さらに，VWO（進学教育　6年）に進学すると，卒業時（18 歳）にWO（大学）へ進学するこ

とになる。しかし実際には，VWOのごく少数はHBOへも進学している。

　なお，中等教育学校では入学後の 2・3年間は，生徒全員が 15 教科からなる基礎教養課程を学ぶ

仕組みになっている。

　オランダでは，HBO（高等職業専門学校　4年）及びWO（大学 3年学士，1～ 2 年修士）が高

等教育にあたる。学士を取得するには，WOでは 3年，HBOでは 4年かかる。修士課程は，学科

によって異なり，その後 1年ないしは 2年間の修業年限を必要とする。ただし，医学の修士課程は

3年の修業年限を必要としている。

　その他に，PRO（Practical�Training），VSOといった特別教育がある。

　この複線的な学校教育システムをモデル的に示したのが図 1である。オランダでは，初等教育修

了段階（=12 歳）で，VWO，HAVO，VMBOへの進路選択が求められることになる。ずっと勉強

�1）Embassy�of�the�Kingdom�of�the�Netherlands�Tokyo,�Japan　教育，初等教育 L1 ～ 2
� （http://www.mfa.nl/tok-jp/）

表 1　オランダの教育の概要

教育を受けている人　3,725,600 人（08/09）・�
8,289 の学校・�
322,900 人の学校従事者・�
420,000�人が Diploma を獲得�・�
� （VO,�MBO,�HBO,�WO）
年間予算�24.6B�euros�（約 3兆円）・�

（Key�Figures�2008-2009オランダ文部科学省編（Min�OCW））
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して大学（VO）まで進み専門的で科学的な研

究をするのか，あるいは，かなり高度な勉強

ではあるが具体的な職業を想定した訓練を受

けるのか（HBO），それとも，それほど高い理

論教育を必要としない中等以下レベルの職業

訓練を受けるのか（MBOなど）ということに

ついて，子供は親と一緒に考えながら，中等

教育を選んでいる。2）

　また，初等教育の最終学年に卒業認定試験

制度が行われ，多くが「国立教育測定研究所

（CITO）」が実施する全国共通試験を受け，そ

れらの結果が進路選択の重要な資料となって

いる。

　中等教育学校にあたるVWO，HAVO，VMBOでは，卒業時点に，学校での校内試験や全国共

通試験（COE）が行われ，それに合格すると生徒は卒業資格（Diploma）を獲得することができる。

オランダには，日本の入学試験に相当するものはなく，このDiploma の獲得が，次の進学先の入

学資格となっている。したがって，中等教育学校の最終学年における学習の質は，入学試験のある

日本とDiploma の取得を目指すオランダではおのずと違ってくることが分かる。

　しかし，例えば�HAVOで獲得したDiploma でWOに進学することはできず，HAVOに進学し

�2）「オランダの教育」リヒテルズ直子　2004.�9　平凡社　pp96L5 ～ 9

図 1　オランダの学校教育システム
（Key�Figures�2008-2009 オランダ文部科学省編（Min�
OCW）を参考に中田が作成）

図 2　進学率（Key Figures 2008-2009 オランダ文部科学省編（Min OCW））

各数値は初等教育開始時を 100 とした割合
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た生徒がWOに進学したい場合には，VWOの 6年生に編入することが必要となる。裏を返せば，

MBOへ進んだ生徒もHBOに進んだ生徒も，その後の自己の進路に応じて学びの機会が保障され

ていることになる。

　図 2は，2008 ─ 2009 における各学校からの進学率を表したものである。VWO（進学教育　6

年）からは 13 パーセントの生徒がWO（大学）に進学し，HAVO（一般中等教育　5 年）から

HBO（高等職業専門学校　4年）へは 26 パーセントの生徒が進学をしている。この図で特徴的な

のは，HAVO（一般中等教育　5年）からMBO（中等職業専門学校　4年）に 3パーセントの生

徒が進学していること，VMBO（職業準備学校 4年）からHAVOに 6パーセントの生徒が編入学

をしていること，MBOからHBOに 17 パーセントの学生が編入学していることなど，複線的な学

校教育システムが実際に機能していることにある。

2．「教育の自由」と学校教育システム
　オランダの教育システムの礎には，｢教育の自由｣ の精神がある。1848 年に制定された憲法の第

23 条には「教育の自由」が謳われており，｢学校創設の自由｣「学校方針の自由」「学校組織の自由」

が保障されている。そのため，市民や保護者等がそれぞれの宗教，思想，教育理念等に基づいて学

校を創設することが認められている。

　「教育の自由」は，オランダに，公立学校，カソリック系の私立学校，プロテスタント系の私立

学校がそれぞれ 3割程度ずつあることからも分かる。それ以外の 1割弱を占める私立学校は，オル

タナティブ教育に相当する学校である。教育の自由の精神のもと，学校ではさまざまな教育方法を

柔軟に取り入れることが可能で，ダルトン教育やイエナプラン教育，モンテッソーリ教育，シュタ

イナー教育などを取り入れた学校が数多くある。教員の採用も学校に任されており，イエナ校には

イエナ教育を学んできた教員，モンテッソーリ校にはモンテッソーリ教育を学んできた教員が採用

されるのが一般的である。

　また，オランダの教育の特徴として，公立校と私立校における財政の平等を挙げることができ

る。オランダでは，3割程度が公立学校で，それ以外を私立学校が占めているが，授業料は公立も

私立も無料で，保護者は自分の子供にあった教育・学校を自由に選ぶことができる。もちろん日本

のような学区域もない。私立学校は，一定条件を満たす限りどの学校も国から運営資金を受けるこ

とができるのである。

　また，財政支援ついては，どの学校もどの子供にも一律であることをもって平等としているので

はない。財政支援について訪問先のミヒュール・デ・ルイター小学校の校長にインタビューしたと

ころ，前任校では 24 カ国の子供が在籍し，子供自身の問題ではない格差が大きかったこと，その

格差が優先的な学校予算となっていたことを話してくれた。現任校においても，保護者のバックグ

ランドが多様化しており，朝 6時から子供を預けられる仕組みが学校内にあり，その対応は教員で

はなく別の予算で保育士が雇用されているとのことであった。

　また，同校では，発達障害のある子供にとって学びやすい環境を整えるために，スクールドク

ターによる子供の発達や行動の状況把握，保護者を含めた話し合い，2人のコーディネーター配置
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（低・高学年各 1名）による教師や保護者の支援ほか，障害のある子供を受け入れる場合は，学級

規模を小さくするといったことを財政的な支援のもとに実施している。

　障害のある子供や社会的・経済的に恵まれない子供たちが，教育を受けるにあたって，同じス

タートラインに立てないことのないように，財政的な支援体制が整えられているのである。

3．「教育の自由」と質保証のしくみ
　オランダでは，教育の自由を尊重しながらも，その質を保証するために，国による制御機能が働

いている。永田 3）（2005）は，オランダのクオリティ・コントロールのメカニズムについて次のよ

うな項目から指摘している。

　①　4歳以上の子供の就学義務がある。

　②�　カリキュラムは，「社会的関連性があり，現代的であり，教育的に健全であること」がその

評価基準とされている。また，年間の授業単位数の基準は国が定められており，1日の就業時

間も，休み時間を除いて 5.5 時間（最長）と決められている。

　③�　「修了試験」「全国共通試験」がある。初等教育の最終学年に卒業認定試験制度が行われ，大

半の生徒は「国立教育測定研究所（CITO）」が実施する全国共通試験を受けている。中等学

校では，毎年実施される全国共通試験の結果に基づいて修了資格や高等教育機関への入学資格

が授与される。

　④�　義務教育段階のすべての学校はおよそ 2年に一度の頻度で「監査」（full� inspection）を受け

る。監査には，学習の成果，教育的環境，学校運営計画などが含まれている。

　⑤�　学校情報の開示義務がある。政府は学校に対して積極的な学校開放施策の一環として学校説

明書の作成義務を通知。最近では，単に学校紹介だけでなく，学校規模，施設，カリキュラ

ム，全国共通試験の成績などの情報を盛り込んだ「クオリティ・カード」の作成および提示が

義務化されている。

　なお，「監査」（full� inspection）については，一律のスパンで行われるのではなく，評価結果に

よって違いがある実態がみられた。調査のために訪れたパルナシア小学校は，過去の監査において

一定の評価を受けているために，4年に一度程度インスペクターが学校を訪問するそうである。評

価の低かった学校は訪問のスパンが短いことになる。

　また評価項目については，インスペクター自身がもっているが，近年は，学校の教育活動とイン

スペクターが持っているリストがマッチしないこともあり，校長同士が情報を交換し合って学校独

自のリストを作成している状況もある。この監査は必ずしも，学校を評価するだけにとどまらず，

学校に対してアドバイスをするという側面も見られた。

　教員評価については，どのように行っているのだろうか。このことについても同校の校長に聞き

取り調査を行ったところ「教員評価については，年に 2回それぞれの教員との面談を実施する」

「クラスで授業を参観し，面談では指導方法等について質問をする」「一定期間を設定し，そのサイ

3）「オルタナティブ教育」永田佳之　2005.�6　新評社　pp.�119 ～ 123
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クルの中で自分の力量を高めるようにアドバイスする」という方法をとっており，①教員との話し

合い　②取り組む課題と目標，期間の設定　③取り組み　をサイクルとして実施している。この方

法については，公立のミヒュール・デ・ルイター小学校においても同様であったが，いずれも給与

体系と連動させる等の明確な仕組みはなく，また取り組みも，「個人」「チーム（学年の教員）」を

単位にするなど，比較的柔軟に行われていた。

　オランダの学校は，公立も私立も政府からの公費による支援を受けているが，それは学校が独自

の教育活動を行いつつも，これら政府によるコントロールを受け入れ，教育の質を保証していくこ

とによって成り立っているのである。

　さらには，質を保証するシステムとして，オランダ文部科学省（OCW）による“Core�

Objectives”の提示があげられる。これは，小学校・中学校の最終学年の「出口管理」によって教

育の質を保証しようというものである。

　小学校では，2008 年に Core�Objectives が改定され，項目が 58 個へ大幅に増加した（図 3）。こ

の Core�Objectives は，学校におけるカリキュラムを編成する上で大きな指針になるものではある

が，日本の学習指導要領のように，その教科，その学年の目標・内容・標準授業時数等が規定され

ているものではない。オランダのCore�Objectives は次のような方針を提示している。

　・�“結果”を求めるものであって，そこに到達するもの方法（教授法）などを規定するものでは

ない。

　・�内容と近いものであること，そして，日常生活に結びついたものであること，そして皆が納得

できるものであること。

　・�相互の異なる内容も，お互いに影響することを含みおかなければならない。たとえば，語学は

他の内容に十分に影響を与えるものであること。

Core Objectives Primary Education（小学校） 
　・オランダ語（国語）（12）
　・英語（4）
　・フリジア語（オランダ北部の言葉）（6）
　・算数／数学（11）
　・生活＆ワールド・オリエンテーション（総合）（20）
　・芸術／美術（3）
　・体育（2）
Core Objectives Lower Secondary Education 初期中等教育（中学校）
　・オランダ語（国語）（10）
　・英語（8）
　・算数／数学（9）
　・人と自然（自然科学）（8）（自然や科学に対する視点，観察眼）
　・人と社会（社会科学）（12）（社会や歴史に対する視点）
　・芸術と文化�（5）
　・体育とスポーツ（6）
　・フリジア語と文化（6）

図 3　Core Objectives の項目
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4．教員養成のしくみ
　オランダの教員養成課程には 3つのコースがあり，それぞれ機関・修業年限に違いがある。

　　–小学校教師　4年�（おもにHBO）

　　–中学校（Lower�Secondary�School）教師　4年（おもにHBO）�

　　–高校（Upper�Secondary�School）教師　5～ 6年�（WO）

　ヨーロッパ各国の教員養成課程の修業年限を見てみると，イギリスは，小・中・高校ともに 4年

と比較的短く，ドイツは小学校が 5.5 年，中・高校が 6.5 年と，ヨーロッパの中で長い修業年限を

必要とする課程となっている（表 2）。

表 2　ヨーロッパの各国における教員養成課程の修業年限

国名 小学校教員 中学校教員 高等学校教員

デンマーク 4年 4年 6年

イギリス 4年 4年 4年

フィンランド 5年 5.5 年 5.5 年

ドイツ 5.5 年 6.5 年 6.5 年
“Becoming�a�Teacher�Educator”（Swennen�et�al,�2009）

　＜初等教育，初期中等教育（中学校）＞

　小中学校の教員養成は，HBO（高等職業専門学校　4年）といくつかの大学（教員養成専門カ

レッジ）で提供されている。オランダには 30 以上のHBOが存在し，年間 8,000 ～ 9,000 名の学生

が教員養成課程を受けている。HBOでは，4年間のフルタイムでの学習で 240 単位を必要とし（1

単位＝レクチャー＋自学習で 28 時間），最終学年に実際に学校で働きながら学習するカリキュラム

（最大 5カ月フルタイム）が導入されている。ただし，このHBOに入学するには，HAVO,VWO

の卒業資格，MBOの学位が必要になる。

　オランダの教員養成課程は，日本に比べて学校現場での学習の比率が高く，理論と実践を結び付

けることに重きが置かれている。そのため，HBOでは，50 パーセントを機関（HBO）で，50 パー

セントを学校現場で過ごし，「授業観察」「子どもの授業内のサポート」「少人数でのグループ授業

の指導」「授業内での指導」等を，段階を追いながら学び，学生はその中で理論と実践を結び付け

ていく。学校現場での学習は，学生だけが出向いて授業観察や授業実践を行うのではなく，授業観

察した結果を学生と教師教育者がともにディスカッションするなど，学校現場での学習が実習先の

学校ではなく，あくまでもHBOが主体となって進められている。

　＜中等教育（上位レベル）＝高等学校＞

　高校の教員になるためには，小中学校の教員養成課程とはかなり違うルートを通ることになる。

まずはWO（大学）では専門科目に関する修士を取得し，その後 1年間の教員養成課程に入学す

る。例えば，数学の教師になるためには，学士課程 3年，修士課程 2年，その上に教員養成課程 1
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年と，計 6年間の修業年数を必要とする。修士を取るまでの期間は標準で 4年であるが，数学や科

学であれば 5年，薬学であれば 6年などの違いはある。

　WOでは，修士を取るまでは，特に教員養成課程としてのトレーニングを受けるわけではなく，

あくまでも卒業後に 1年間の教員養成課程を受けるのみである。したがって，高校の教員は教員養

成としてのトレーニングの期間がHBOに比べて圧倒的に少ない。それでも日本の私立の教員養成

課程のからすれば，1年間フルタイムでトレーニングを受けているため，少なくとも同じ程度かそ

れ以上の時間数になる。

　この教員養成課程の 1年間は，HBOと同じで，50 パーセントが大学で，50 パーセントが学校

（現場）で過ごすことになる。大学で理論，現場で実践ということではなく，理論と実践を両方で

学ぶことが特徴となっている。これはHBOも同様である。

図 4　オランダの教員養成のしくみ
（Key�Figures�2008-2009 オランダ文部科学省編（Min�OCW）を参考に中田が作成）

5．自律的に課題解決に取り組む子供を育成する学校教育
　教育の自由が保証されるオランダの小学校では，実際にどのような教育活動が行われているので

あろうか。また教師はどのような指導観を持っているのであろうか。ここでは，訪問した小学校の

うち，パルナシア小学校（2009.�9.�8 訪問）での授業観察，聞き取りの結果から考察を加える。

　○ビゴツキーの理論に基づく教育

　アイマーデンサウスには 20 校あり，パルナシア小学校は唯一のビゴツキー学校である。ビ

ゴツキー理論を取り入れ，自分らしさを表現することを大切にした教育を目指している。

　学校では，①「エモーションフリー」②「好奇心や自信」③「自己肯定感」を育成すること

を大変重視して教育活動に取り組んでいる。教員は，ビゴツキー専門学校で学んだ学生が教員

として採用されている。
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　○「遊びや活動を通じて学ぶ」ことを重視する教育

　8年課程のうち，4年生までは遊びながら学ぶことを重視した教育活動を取り入れている。

1984 年に幼稚園と一緒になった際，幼稚園では「遊びで学ぶ」ことを重視し，もともと小学

校にいた教師との指導方法に食い違いが見られたが，現在は，遊びや活動を通じて学ぶという

方法が小学校高学年にまで広がり，今では

それぞれの良さを共有できるに至っている。

　○子供たちが自律的に学ぶ姿勢を育てる教育

　教科（subject）の学習は，国語，算数が

主で，他はワールド・オリエンテーション

（「総合的な学習の時間」に相当）によって

指導が行われている。日本における社会・

理科といった教科の内容も，ワールド・オリエンテーションの中に取り込んで指導を行ってい

る。

　子供たちは，朝のうちにその日に行うことを話し合い，その後，それぞれが「キューブ」を

使って作業学習（1週間の計画に沿って）を行う。教師は子供の学習状況を見ながら，作業学

習の合間にミニレッスン（国語，�算数）を適宜入れていく。作業学習で使われるキューブは，

自己の学習状況を教師に伝える役割を果たし，教師もそれを見ながら子供たちにかかわってい

く。したがって，子供が順調に学習を進め，教師の支援が必要ないと判断した時には，積極的

なかかわりは見せない。子供が計画を立て，自己の課題をもとに学習を進めていくという学習

方法は，ミヒュール・デ・ルイター（公立小学校）においても行われていた。自分の学習計画

を立て，実行していくという学習習慣の育成が，小学校低学年の段階から行われている。

　○子供同士のコミュニケーションを通じて問題解決を図る

　午後は多くがワールド・オリエンテーションの時間にあてられている。参観した 5年生の授

業は単元の導入にあたる時間であったが，山火事の新聞記事について原因や状況などを，記事

の表現から丹念に読み取り，さらにこれから探究していこうとする課題を見つけていこうとい

う場面であった。

　パルナシア小学校で参観した 4つの学級は，いずれもグループで学習を行っていた。教師

が，分からないことを教える以上に，子供同士のコミュニケーションを通じてねらいを実現し

ようとしていることがその背景にある。また，授業では，問題場面を提示し，「なぜなのか」

「どうやって解決するのか」というディスカッションすることが大切にされ，ロジカルに問題

解決を図る能力の育成に，低学年の段階から取り組まれていた。

　○教師の授業観・役割意識

　このような授業を日ごろから行っている教師は，どのような指導観や役割意識を持っている

のであろうか。訪問した 2校（ミヒュール・デ・ルイター小学校，パルナシア小学校）6名の

教員からの聞き取り結果をまとめたものが表 3である。

　ひとつ目に「よい授業イメージ」について質問をした。多くが「子供自身がモチベーション

図５　作業学習で使われるキューブの例
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を高め，課題に自ら歩み寄り，学習を進めていける授業」をよい授業ととれえる傾向にあり，

「子供が分かりやすい授業」といった表現は一切なかった。また同様に，授業における教師の

役割を聞いたところ，「子供が自立して学習に向かっていけるようにすること」「子供自身に考

え解決させること」等を重視する傾向にあった。

　日本の学校教育においては「子供がよく分かる授業」が重視されるが，訪問した 2校におい

てもそれは同様であった。しかし，あくまでも「教師は分かりにくいことを分かりやすく教え

る」のではなく，「子供自身が自分自身で分かる・解決する」「教師は子供自身の学びの過程を

支援する」という指導観・役割意識に立っており，そのことが教室の中での「個の学び」「協

働の学び」「自律的な学び」を成立させることにつながっていた。

表 3　良い授業に対するイメージ・授業における教師の役割

対象 良い授業とはどのようなイメージか 授業における教師の役割は何か

ミ
ヒ
ュ
ー
ル
・
デ
・
ル
イ
タ
ー
小
学
校

女性
中堅層

子供の学びがないとダメ。そのためには，
安定感と安全が確保された環境を整える必
要がある。知識をつけるには，子供が学び
たいという気持ちになるような環境を作ら
なければだめ。

自分で判断し，計画を立て，実行していく
という基本を作らないとだめ。その基本を
作るのが低学年の時期

女性
中堅層

モチベーションを与えられること。例えば，
ケンカをしても子供同士で話し合わせる。
また，何かやりたいとき，何が必要で，ど
う行動すればよいかを自分で考えさせる。
小さな問題も国語や算数と同じく大切

知識は大事だけれど，社会的なスキル，安
全がもっと大事。お互いの思いやりを含め
た社会的なスキルが必要

女性
中堅層

子供と同じ目線で話を進めていくこと，常
に双方向の会話があること。

自分一人でどうするかを考えさせる。でき
ないと思ったらそれを助ける質問をする。
それでもできないと思ったら，最後に教え
る。

パ
ル
ナ
シ
ア
小
学
校

女性
中堅層

興味を持たせるだけでなく，課題に参加し
ようとしたり，もっと知りたいと感じたり
するような授業

その課題に関係したいという気落ちをもた
せること。

男性
新人層

そのことに自分自身で参加し，子供が学校
の学習内容以上のことにまで広げて学習し
ていくような授業

直接命令するのではなく，案内するような
役割を果たす。

女性
ベテラン層

子供たちがモチベーションを持つこと。常
に子どもと教師の両方向の関係がある授業

上から物を教えるのではなく，同じポジショ
ンから案内していく。

本報告に関わる聞き取り調査先
　2009 年 9 月 3 日　VU（Free�University�Amsterdam），Mr.�Wim�Westerman

　2009 年 9 月 4 日　IVLOS,�Utrecht�University,�Mr.�Koopman

　2009 年 9 月 7 日　Michiel�de�Ruyter,�Mr.Ben�Wilshaus（dir.）

　2009 年 9 月 8 日　Parnassiaschool,�Mr.�Jan�Vink（dir.）
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Ⅲ　オランダにおける教育現場への支援のしくみ

武　田　信　子

1．教育の自由を保証する中で必要となる支援
　教育の自由を保証しているオランダにおいては，各学校において，学校運営をどううまく行う

か，そのためにどのような工夫をしていくかがとりわけ大きな意味を持つ。また，自由裁量で使え

る学校予算を使って，教育の質の向上を図ることは各学校に課せられた課題である。一方で，国や

行政にとっては，施策の精神をどう学校に浸透させていくか，教育の自由を保証しつつ，教育の質

の維持をどう工夫するかが課題となる。

　そこで，オランダでは，国内各地に民営の教育支援センターが存在し，教育心理学や教育方法，

特別支援等の専門家が，各学校のニーズに応じた指導助言をする仕組みを作っている。オランダに

は検定教科書がないし，日本の学習指導要領にあたるものはあるが，拘束力が強くないので，授業

の内容や方法，教材について，各学校が独自に設定していくとができる。しかしそれぞれの学校が

一から独自の教材を用意し，授業を作っていくことができるわけではない。そのために，専門家が

様々な選択肢を用意し，提供しているのである。

　また一方で，新しく打ち出される教育政策を現場に紹介し，それらを学校が取り入れる際に，学

校に対して，その学校のニーズに応じた指導助言をしながら，新しいプログラム開発や教材開発を

することもこのセンターの業務である。国家レベル（オランダはほぼ九州程度の面積，人口であ

る）で制定される施策はそれがいかに練られたものであろうとも，各学校固有の事情に対応できる

ものではなく，またときに現場でそのまま導入するには難しい課題があることが少なくない。たと

えば日本においても，学習指導要領改訂の際に，現場でその変化に対応する時には戸惑いの声が聞

かれるが，そのような場合にもこのシステムは機能する。日々の教育に多忙な教師に代わって，よ

り客観的，科学的，研究的に研究者が学校教育に参画しながら，新しい施策の導入に協力する体制

を作るのである。

2．教育支援センター CED groep
　ロッテルダムにある教育支援センター CED�groep は，そのような支援センターの一つであり，

今回，この機関の視察と支援先の学校現場の視察，及び関係者ヒアリングを行った。

　ヒアリングに応じてくださったのは，Gerdin�Griffioen 氏（元小学校校長　改革&組織アドバイ

ザー），Froukje�Joosten�氏（研究開発担当），A.J.C.Struiksma 氏（上級研究者）であり，最初に，

後述の CED�groep の取り組みの説明を受けた。その後，その 3名が同行の上，Prins�Alexander�

小学校に赴いて，校長の Josty�Verhulst 先生にご案内頂きながら学校視察をし，最後に現在の小

学校と CED�groep との合同プロジェクトメンバーである現場教員 2名を交えて，進行中のプロ

ジェクトに関して説明を受けた。
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　ここでは，ヒアリングと当日の配布資料 1）をもとに CED�groep の概要をまとめる。

　CED�groep のミッションは，授業及び教育における質の向上と改革であり，具体的には教育サー

ビスの提供である。教育全般，つまり幼稚園から小学校，中等学校，成人学校にわたるまでの教育

機関に対する教育的支援と青少年福祉サービスを提供している。これらを可能にするため，研究や

発展的プロジェクトに取り組んでいる。つまりは，生徒たちとその学びの環境に対するサービスを

提供する機関なのである。とりわけ，CED�groep が特別支援に対するサービスの提供を中心とし

ているのは，全ての人々に対する機会均等な教育が必要であると考えた時，複雑な問題を有する不

利な状況を抱えた生徒たちへの教育に貢献することが必要であるとこのセンターが認識しているか

らである。

　CED�groep は国内外の教育機関や行政と連携を密にし，現場に対して個別事情に即した解決策

の提示を心がけている。今や同様の民営のセンターは少なくなく，競争関係にあるので，「指導市

場」で先導的役割を果たすことは容易ではない。そのために顧客調査を常に行っている。

　提供しているプログラムとして，たとえば，学校運営のためのコースや，発達支援の方法，教材

などの提供，個人教師やマネジメントメンバーへの個別アドバイス，冒頭で述べた政策展開プロセ

スへの支援，学校改革のためのプロジェクトの指導などであり，それらのための研究活動も行って

いる。

　また，教育分野は常に動いており，クライエントのニーズもまた常に変化しているため，CED�

groep はそれらへの対応を図っている。たとえば，生徒への専門的なカウンセリングや指導の提供

が以前よりも必要になっており，複雑な問題が生じた時はとりわけ，この領域に支援が必要にな

る。さらに，コミュニティスクールが増え，他機関との協働が必要になることから，学校運営，事

務，財政のマネジメントの重要性が増し，それらに対する支援も必要になってきている。公立学校

の自律性の確立や学校運営の合併に対する対応なども必要である。以下，CED�groep の各部門の

活動を見ていこう。

（1）就学前教育・初等教育部門

　○�特別支援が必要な子どもたちにとって，初期の支援がその後の発達に与える影響が大きいこと

から，勉学を始める就学前から保育園や幼稚園との連携を取って支援を始める。

　○�担任教師が教室で出会う様々な課題に対するトレーニングプログラムを提供している。たとえ

ば，子どもの社会情緒的発達に関する課題，ICT，自律性の獲得，職業訓練や読解力向上と

いったテーマのプログラムである。障碍を持つ子どもたちの就学前教育や，研究や運営上・政

策上の最新の知識をそれぞれの分野の専門家が提供できるようなチームを構成し，常に連携を

取って，現場からの要請に応えられるようにしている。

　○�科学，事務運営，政策などの変化発達と新しい知識の増大に対応するため，たとえば言語・読

解，算数・幾何，社会情緒的発達，カウンセリング，マネジメントと組織化，特別支援の方法

などに分野に専門家を配置して，最新の情報を現場に翻訳して伝える役割を担っている。

1）Contributing�to�the�quality�of�education�:�The�work�of�the�CED-Groep,�January�2004�www.cedgroep.nl
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　○�落ちこぼれを作らないために，特別な支援の必要な行動上の問題を抱えた子どもたちを含め

て，担任が対応できるように担任の相談に乗る体制を整えている。JOS（Youth�care�at�

School）�はそういったプログラムの一つで，担任が個別の子どもとクラス全体に対して対応す

るための集中的なプログラムとして現場で活用されている。

　○ �WSNS（Back�to�School�Together）生徒たちが，自分の学校を離れて支援を受けるのではな

く，所属学校で特別支援を受けられるようにという政策にもとづき，CED�groep は学校に専

門家を派遣し，生徒への対応を現場で行っている。

（2）中等教育・職業教育・成人教育部門

　○�学校に専門家が出向いて行って，一斉校内研修を引き受けたり，個別教員や学校マネジメント

チームの相談に乗ったり，学校ビジョンや方針の策定・展開にかかわったり，教育方法の改善

に寄与したりする。

　○�それらの支援は出来合いのものというより，個別事情に応じたテーラーメイドであり，学校の

方針や目標に基づいてその実現に向けた支援を行う。カテゴリーとしては，言語に関する方

針，学校組織，情報機器への対応，特別支援などの支援が挙げられる。たとえば，

《言語に対する方針》：学校で用いられる言葉に対応できない生徒たち（移民や読解の苦手な生

徒，教師の指示の理解に困難がある生徒など）は，授業内容以前に言葉の課題を抱えている。

それらに対してどう対応するか，個別の学校の課題と方針に基づいて，解決策を講じる。

《特別支援》：学校の中の生活だけでなく，卒業後の社会での活動も見据えて，特別支援の必要

な生徒たちを支える特別支援を提案していく。たとえば，認知面のみならず，社会情緒的発達

にも注目して，授業の方法や教材の工夫に対する助言を行う。

（3）特別支援研究所（PI : Paedological Institute）

　○�何らかの障害を抱えて発達の遅れを生じている生徒たち，特別支援学校の生徒たちやバック

パック施策（一定以上の重篤な障碍を持つ生徒に予算がつき，生徒が学校を移動すると予算も

移動するというオランダの政策。パンフレット制作の 2004 年時点の記述）を受けている生徒

たちへの対応・教材作成・研究を行う機関である。この研究所で開発された支援は，全国で活

用されている。カバーしている領域は広いが，特に社会的コンピテンシー，課題志向型行動の

促進，言語，ディスレクシアへのロッテルダムアプローチと呼ばれる手法を中心的な活動とし

ている。
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《社会的コンピテンシー 2）》：生徒たちの社会的コンピテンシーをシステマティックに向上させる

プログラムを開発し，教育システムの中で活用できるようにしている。

《課題志向型作業を促進する方法》教室で適切な行動が取れない生徒たちが，望ましい行動を

とれるようになり，教室の風土が改善されるような予防的効果を発揮する taakspel というゲー

ムを開発し，その活用方法についてアドバイスをしている。教師はこのツールを用いて，生徒

たちの望ましい行動を誘発していくことを学ぶことができる。

《言語》特別支援学校や，特別支援学級における特別支援が必要な生徒たちに，言語学習の方

法を開発している。スモールステップを用い，繰り返しができる，よく構造化された教材であ

り，また，教室における相互交流を刺激し，生徒の自発的な動機付けを高める教材である。

《ディスレクシアへのロッテルダムアプローチ》RADと言われるこのアプローチはロッテルダ

ム市内の 10 の小学校でディスレクシアの生徒たちや読解に問題のある生徒たちに対して実施

され，効果をあげている。早期の介入によって「遅すぎた」ということのないように集中的な

支援が行われることが必要と考えられている。

（4）プロジェクト開発と出版部門（Partners Publishers）

　言語教育を中心とした教育方法と教材の開発を行っている研究部門である。市などの行政機関や

文部省，教育出版機関や教育支援機関などからの要請によって開発がおこなわれる。その成果を出

版部門である Partners�Publishers　が担当する。

《研究・評価》①CED�groep のプロジェクト評価やプログラム評価　②テストサービス。

　CITO（国立教育評価機関）による全国学力検査の実施及び解釈を行い，生徒たちの学習状

況把握をして，学級，学校に報告する。また中等学校に対しては，毎年，行政単位で LVD�

project の結果分析がなされる。

《ICT開発事業》言語発達を促すための ICT開発など，教育内容にかかわる ICTプロジェク

トに取り組んでいる（注：オランダでは，小学校低学年におけるスペリング学習を非常に丁寧

に行うが，それに対してコンピュータープログラムの開発が盛んで，特に障碍を持つ子どもた

ちへの対応策としてこれらのプログラムが活用されている）。

《出版》「教育を教育する」をモットーに多くの出版物を出している。たとえば，

Posterproject,�Bazar,�the�Prisma�Project,�Trias,�Hippo�and�Knoop�het�in�jeoren�といった出

版物がある。www.uitgeverijpartners.nl

� 2）今回，小学校において，CEDが現在取り組んでいる小学生の社会的コンピテンシー（日本の教育施策における
「生きる力」と類似の概念と考えられる）を高めるための方策に関する研究について説明を受けた。その一部に，
我々が科研費研究で扱っている教員に対する SBL のコンピテンシーモデルの活用が入っていたので，ここで触
れておく。CED�groep は，教員のコンピテンシーモデルをその学校にふさわしい形に適合させて，学校とその
プログラムに応じたコンピテンシーリストにするため，コンピテンシーモデルのことばを現場レベルの理解しや
すい言葉に置き換えたり，よりわかりやすい項目に整理統合して書き換えたりしながら，小学校の幾人かの先生
のクラスでそれを実践できるかどうか試行していた。このプロジェクトに参画した幾人かの熱心な担任による実
施結果の報告と情報提供によって，研究者はよりよいプロジェクトの制作に取り組み，このリストを活用できる
条件を整え，学校全体のプロジェクトとしての導入を始めるというわけである。

� 　このように，もともと現場教員を交えて開発されたコンピテンシーモデルも，再び現場に降ろす時にはさらに
現場で改変することが前提とされる，という徹底した現場尊重の姿勢が印象的であった。
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（5）学校運営アドバイス部門

　行政や学校の事務運営部門に対して施策，運営，財務に対するアドバイスを行う部門である。公

教育は長く地方自治体の責任であったが，近年は，独立した機関が学校を運営することが増え，自

律的な運営が複雑になされることが増大している。地方自治体は新しい業務への移行を求められて

おり，財政に関しても地方自治体から分離されるようになった財政への対応が必要である。この過

程において，地方自治体に対して支援を行っている。

　また，市町村合併・再編も進んでおり，それに伴って学校における運営業務は増え，効率的な事

務が必要となり，運営施策の強化や財政規模の拡大が課題となっている。これらは人事や組織の課

題も含めて多角的な運営の視点を必要としており，それらの支援を行っている。

（6）実践に役立つ情報提供：教育情報センター

　教育情報センター（OIC）としての CED�groep は 4 つの地域に 5つの支部を持つ。ロッテルダ

ムの本部には特に大きな教育と教育学分野の資料室を持ち，教材の展示や教育用ソフトウェアの収

集を行っている。また，予約によって，教材，生徒のモニタリングシステム，特別支援教育用資料

や教育用ソフトウェア，さまざまな新しいプロジェクトに関する最新の情報提供もしている。

（7）CED groep の組織人事

　CEDの理事の専門は，法学，小学校教育，企業経営，教育・青少年教育，財政，中等・職業・

成人教育と他分野にわたり，マネジメント部門の理事が 4人のほか，各部署の長は，南オランダ地

域の地域マネジャー，プロジェクト部門の部長，ロッテルダム小児科学（育児）研究所の所長，

ロッテルダム小学校担当長，Nieuwe�Watererg-North�と Rijnmond-South の地域マネジャー及び

事務コンサルタント部長で構成されている。

3．日本への示唆として考えられること
　2006 年のオランダにおける調査の際に，アムステルダム自由大学とFontys 大学の研究者が協力

して企画した 2日間の校内研修に参加したことがある。発達障害の理解と対応に関する中等学校の

一斉研修であった。研修講師のチームは 3名で，自由大学から 1名，Fontys 大学から 2名の組み

合わせで，3つの分科会を開き，教師は自分のニーズに合わせた形で研修に参加するようになって

いた。現場で現実の生徒をイメージしながら，同僚が 3チームに分かれて交替で同じ研修を受け，

知識や技術のレベル，生徒理解を一定以上に揃えていくわけである。講師チームは事前に校長と綿

密な打ち合わせをして，学校の課題を聞き取り調査したうえで研修プランを提示し，それを学校側

と検討した上での実施である。研修はすべて少人数のワークショップ型で，活発なディスカッショ

ンが繰り広げられていた。

　つまり，ここにおける教育支援は，単に学校からどこかに教師たちがやってきて支援を受けるとい

うものではなく，支援者から学校に出向いていく，という双方向性を持つことで効果を上げる，と考

えられているようであった。このようなオランダの教育支援は日本にはない大きな特徴であろう。

　また，CED�groep が強調するように，授業についていけない子どもを出さないために幼少期か

らの特別支援が重要であるという考え方は，オランダの学校では共通認識である。生徒の「落ちこ
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ぼれ」ではなく学校の「おちこぼし」と見ることで，子どもの学習の獲得の責任は学校側に移行す

る。特別支援，ということばも，日本よりも広義に使われ，発達途上で問題を抱えて学習に支障を

きたし，支援を必要としている生徒がいたら，それは特別支援が必要であると考える。しかも，学

業の遅ればかりでなく，学業が進み過ぎて授業がつまらない，という生徒に対しても特別支援が必

要と考える。そうすると，学級担任だけでは到底対応しきれないので，学内には，専任の特別支援

教育コーディネーターを置き，さらに，このような支援センターに協力依頼をするということがど

うしても必要になってくるのである。

　たとえば，2006 年度に筆者が武蔵大学特別研究員としてオランダに滞在中に出会った事例は，

高知能の生徒が多動，校内暴力の状態になった事例であったが（おそらくアスペルガー症候群と思

われる），この場合，親が学校に特別支援を要求し，学校は教育支援センターに依頼してその生徒

専用の学習プログラムを作成する一方で，センターのカウンセラーが親子の個別カウンセリングを

行い，また，担任へのスーパーバイズを行って対応した。この事例は成功し，生徒は次第に学級に

なじめるようになり，問題行動は消失した。

　つまり，教育支援センターは，学校で担いきれない様々な課題に対して，専門的見地から実際的

なサービスを校内にまで出張して提供する機関なのである。それは予防的な分野から対処の分野ま

で守備範囲の広い総合的な支援センターである。

　日本では，各地の教育センターや，民間の教科書会社や塾，通信教育の会社などが，この機関の

役割の一部を分担している。しかし，オランダの教育センターのように，地域の現場と協力して研

究者が研究し，テーラーメイドのカリキュラムやプログラム開発，教材開発と出版を行っていると

ころは，企業を含めてもない。ベネッセのような全国規模の企業がやや類似のサービスを提供して

いるが，地域密着型とはいえないし，合宿型の生徒研修を企画するなどの各種教育サービスの提供

団体はあるが，予算の問題もあり，私立学校中心にしかニーズが広がりにくい。

　また，日本の教育センターや企業，NPOに「私は発達心理学者です」「障碍児の研究をしていま

す」という研究者が所属して現場と共同研究していることはあまりないし，企業の総合研究所など

の外郭団体も，学校現場と結びついてはいないだろう。さらに，一般の学校が，自分の学校や生徒

たちに合わせたプロジェクトやプログラムや教材の作成を外部機関に発注することは難しい。少々

似たところでは，近年，学校教育支援や地域活性化という形でNPOや地域の協力が広がり，学校

教育支援コーディネーターが，総合的な学習の時間の講師手配をしたり，時にはカリキュラム作成

を行ったりすることも出てきているが，それはごく一部であるし，専門家や研究者によるものとは

いえない。

　今後，日本においても徐々に教育の多様化が広がっていくだろうが，その際に多様な生徒を学校

のみ，教員のみで扱っていくことが困難であることは想像に難くない。オランダのような教育支援

センターを各地域に設置することができれば，多様な教育，多彩なメニューの展開が可能になり，

学校教育の可能性が広がるのではないだろうか？
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Ⅳ　オランダの教師教育事情

坂　田　哲　人

1．オランダの教師教育のシステム
　欧州各国における教員養成では，教員を「専門職」と捉え育成するということに力点が置かれて

いる。日本における教員養成（教師教育）と比較すると，多くの点で異なっており，また議論がよ

り進んでいるものと考えられる。本文では，昨夏に訪問したオランダにおいて聞き取りした内容，

およびいくつかの文献における記述を参照し，教員養成のシステムを中心にポイントをまとめる。

　オランダにおける教員養成は，初等教育（Primary�School ＝小学校相当），前期中等教育（Lower�

Secondary�School ＝中学校相当），後期中等教育（Upper�Secondary�School ＝高等学校相当）の

いずれの免許状を取得するかによって，その仕組みに違いがある。一方，日本においては，原則と

して大学の教職課程を卒業することが教員免許状を取得するための一般的な方法である。

　オランダにおいて，初等教育教員になるためには，後期中等教育を卒業したのち，高等専門学校

（HBO）の一種である PABOに進学し，教員養成のためのトレーニングを受ける（Institute�Based�

Teacher�Education）。卒業後は，免許を取得し，教員になる場合もあれば，他の職業に就く場合

もある。PABOに進学する学生は現状でも少なくはないが（在籍者 27,000 人余，2001 年現在 1）），

しかしながら，慢性的な教師不足の問題に直面している 2）。

　前期中等教育の教員になるためには，初等教育の教員と同じく高等専門学校（HBO）に進学し，

免許状を取得することができる。この場合，Second�Grade�Teacher�Qualification ＝二種免許状 3）

を取得する。両者ともHBO卒業時に学位（HBO�Bachelor）が取得できる。

　この仕組みと日本の教員養成系大学における仕組みと類似する点として，中等教育（高等学校）

終了時に専門職としての進路を決定（職業選択）することを挙げることができる。もちろん，卒業

時点で教員を志望しないという選択をすることはできるものの，少なくとも初期段階では教員志望

の場合が多い。

　ただし，オランダの高等専門学校における教員養成では，日本の教職課程における教育実習のよ

うな，教師としての実践を中心にカリキュラムが編成され，学校現場で時間を過ごすことも多い。

その経験を省察するというプロセスの中で教師としての専門性を高めていき，並行して教育学の理

論を学んでいくという編成となっている。したがって，教育学および関連領域の学修という理論的

な側面からアプローチし，数週間，ないしは延べ数ヶ月間の教育実習というカリキュラムとは，時

間数の多さ，つまり専門的なスキルの習得という意味で大きな隔たりがある。

　一方で，後期中等教育（高等学校相当）の教員免許状取得プロセスは，上記とは大きく異なる。

後期中等教育の教員になるためには，First�Grade�Teacher�Qualification ＝一種免許状を取得する

�1）“Teacher�Education�in�the�Netherlands�“�Marco�Snoek,�Douwe�Wielenge,�2001
� 2）日本で小学校教員免許状取得者数は平成 18 年現在で 17,000 名余り，オランダの人口は約 1,600 万人（日本のおよ
そ 8分の 1），またオランダの初等教育は 4歳～ 12 歳

� 3）Second�Grade は，主に，中等教育の前期 3年間を担当することができる（一部の職業教育学校では 4年目以降も
担当できる）。後期を担当するためにはFirst�Grade の免許状を取得する必要がある。
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必要がある。

　この免許状を習得するためには，教科での修士（Master）の学位を取得したのち，専門の教員

養成課程を修了する（University�Based�Teacher�Education）。教科での修士課程までは，教員養

成に関する科目を履修することはなく，修士課程修了後に入学する教員養成課程にて，教員免許を

取得する。この教員養成課程は，教育実習を含む 1年間の課程であり，実習のほかに教育学に関す

る理論を学習する，合計 1,600 時間のカリキュラムである。また，一部はHBOでもコースが提供

されている。この場合，先の初等，前期中等教育とは異なり，HBO�Master の学位まで取得する必

要がある。

　高等職業学校の教員になるためには，一種免許状ないしは二種免許状，またはHBO卒業資格と

職業を教えることの教職資格（Teaching�Certification）を取得する必要がある。この資格を取得

するためには，1年 640 時間のコースを修了する必要がある。

表：教員の資格要件

対象 必要とされる学歴 教育年数 教科

就学前教育 高等職業教育学校卒 3-4 年 教育学的
（Pedagogical）な内容

初等教育
（小学校） HBO（高等専門学校）教師教育課程 4年 全教科

前期中等教育 HBO（高等専門学校）教師教育課程 4年 特定の 1教科

後期中等教育 大学（修士）＋教師教育課程 4年＋ 1年 特定の 1教科

高等職業教育学校 HBO（高等専門学校）＋教職資格
ないしは，HBOの教師教育課程 4年 特定の 1教科

高等教育 教職資格 0.5 年 教育的
（Educational）な内容

出典：“Teacher�Education�in�the�Netherlands�“�Marco�Snoek,�Douwe�Wielenge,�2001

　なお，教員免許は，各学校を卒業する際に与えられ，いったん教員になったらそれ以上の資格認

定は必要ない。ただし，学校単位で研修を受けることを求められることは多い。オランダには，こ

うした現職教員（in-service�teacher）の研修をサポートする機関が数多く存在する（CED-groep

など）4）。

2．IVLOS における教員養成システム
　昨夏の欧州調査において，IVLOS5）の BITEP6）コースのディレクターへ，同コースにおける教員

養成システムに関する聞き取り調査を行った。IVLOS とは，先述の修士課程修了生を対象にした，

後期中等教育免許取得のための教員養成課程を運営する機関であり，ユトレヒト大学に付属されて

�4）CED�groep�http://www.cedgroep.nl/
� 5）IVLOS�Institute�of�Education,�Utrecht�University
� 6）BITEP：Bilingual�and�International�Teacher�Education�Programme
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いる。

　オランダには，IVLOS と同等の機関が全国に 9か所存在している。IVLOS への入学者は毎年

200 名で，うち 6～ 7割が教員として就職していく。

　IVLOS に入学するには，特定の科目での修士号が必要であり，現在，18 科目 7）の修士号を受け

入れている。あるいは，該当する学士を持っている場合，専門科目を同時に履修することができる

2年間のプログラム 8）にアプライできる。

　今回訪問したBITEP では，英語によりコースが提供され，International�School 等の教員になる

ための学生が入学する。前述のように，本コースを卒業すると，一種免許状が習得できる。

BITEP には，pre-service（まだ教職に就いたことのない学生）と in-service（すでに現職となっ

ている学生）の両者に向けてコースを提供している。BITEP の入学者は，両方のコースを併せて

15 ～ 20 名であり，筆者が訪問した際には，pre-service の学生が 12 名で学年を形成していた。

　この教職課程は 50％を実習で，50％を理論のフォローとして実施することが定められている。

　入学当初は，最初の 2～ 3週を IVLOS での講習の時間に費やし，その後は，半分の時間を学校

（School）で過ごし，残りの半分の時間を大学（Institute）で過ごす。具体的には，週 3日を学校

で過ごし，週 2日を大学で過ごすこととなる。

　それぞれの日程の位置づけは，3日間の学校では，教育実習をはじめとする実践的な知識やスキ

ルを習得し，2日間で，それらの学校の経験を省察するために大学で過ごすというスケジュールで

構成されている。

　1年間の課程は，大きく 2つに分かれており，前半では，英語での授業の方法や，異文化教育に

ついて学習する。前半の最後にアセスメントがあり，それに通過しない限りは後半の課程に進むこ

とができない。後半の課程は，海外での教育実習になっており，いずれかの国 9）で 4 カ月の教育実

習体験をし，最終のアセスメントに通過することにより卒業することになる。

　IVLOS をはじめとして，課程を担当する教員は，いくつかの役割分担をしている。主には，機

関（Institute）で理論的なコースを提供する教員，学校（School）で実習をサポートする教員，そ

して，両方の機関を往復しながら，比較的学生に近い距離に存在し，学生に学習，省察を促す役割

の教員が存在する。アセスメントの際には，このそれぞれの立場の教員が合議で実施する体制を

とっている。

3．オランダの教員養成が直面している課題
　これまでで述べてきたように，オランダの教員養成の多くはHBOという専門学校を中心に行わ

れ，実践的な内容を通して，教員としての専門性を高めるトレーニングを受ける。

　これらの実践をサポートし，それを自らの経験，知識として定着させていくための省察のプロセ

スを作り出すことについては，多くの時間とノウハウが注ぎ込まれ，その方法論の完成度は非常に

�7）生物，科学，公民，経済，英語，地理，芸術史，数学，音楽，体育，宗教ほか�
� 8）オランダで学士課程は 3年前後，修士課程は 1年前後が標準修業年数である�
� 9）ノルウェー，フィンランド，スペイン，アメリカ，ウェールズ，南アフリカの各国
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高い水準に達しているといえる。

　一方で，実践をベースとしていることから，実践にない応用的，あるいは発展的な知識，スキル

への展開が不十分であるという点を指摘する声が根強い。実際にHBOには調査研究機能を持たな

いため，理論や方法論に対して情報が更新される機会が少なく，訓練的な課程にとどまるケースも

少なくないことが指摘されている（Marco�et�al,�2001）。この問題点に対応するために，

University-Based10）の初等教職課程のコース提供が始まるなど，問題解決への動きを見せている。

4．日本へのインプリケーション
　これまでの事例で述べてきた中に，日本の現状をあてはめてみると，University-Based の教員

養成に近い形をとっているといえる。したがって，HBOで提供されているような職業としての専

門性を追究する，という形でのトレーニングは行われておらず，この点についてはかねてから日本

の教員養成に対して指摘され続けている課題である。

　しかしながら，オランダにおいても Institute-Based の教員養成に対して，問題点が指摘されて

いる現状を鑑みると，必ずしもHBOの仕組みを模倣する（実践を中心とした教員養成カリキュラ

ムに編成し直す）ことが，日本においてもよい良い教員養成につながるとも必ずしも考えられな

い。むしろ，オランダが Institute-Based と University-Based の教員養成の融合の方向性を検討し

ている現在，日本でも，University-Based の教員養成をベースにした上で，どのように実践的な

内容を取り入れていくべきかという方向性で検討を進めるべきであると考える。

　今回の視察において，オランダの教員養成からのどのようなことを学ぶべきか，ということに関

してポイントをまとめると，ひとつは，上述したように，Institute-Based の実践的な教員養成課

程のシステムを参考に，日本でもその内容の是非について検討していくべきであるということであ

る。

　もうひとつは，「教師教育者」の役割についてである。IVLOS のケースで取り上げたが，教職課

程の学生に対し，少なくとも 3つの役割から教師教育者が関わっているという事実が確認された。

教師教育者とは，教員養成に携わる教員を指しており，現状の日本ではすなわち多くは大学の教員

か，行政機関に所属していることになる。オランダでは，教員養成課程の多くのプロセスに「教師

教育者」と呼ばれる役割の人間が関わっている。もちろん，大学（あるいは高等専門学校）におけ

る教員が主たる役割を果たすが，この教員も，大学にいるだけではなく，学校にしばしば赴いて，

現職教員や校長との調整を図っており，また，学生に対して「学校で」授業を提供している。

　さらに，各学校には教師教育担当の役割の教員が配属されている場合が多く，この教員は，教育

実習生を受け入れ，その教育を担当するほか，現職教員の教育も担当することとなっている。つま

り，大学での教師教育者，現場で講義を提供する教師教育者，現場での実践をサポートする教師教

育者の 3つの役割が存在していることになる。

　今日の日本では，少なくとも教師教育者の役割について言及した議論を見つけることは難しく，

10）オランダでは，IVLOS のような教員養成課程のシステムをこう呼んでいる。一方で，HBOなどでの教員養成は，
Institute-Based と呼ばれている。
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そのことから，役割分担に関する議論についても皆無であるといわざるを得ない。

　一部の機関では，インフォーマルな形でこのような役割分担が行われることはあるが，これはあ

くまでも現場での工夫の上で成り立っているものであり，教師教育者の役割という観点からの議論

の結果とは言い難い。日本がより実践的な内容を盛り込んだ教職課程のカリキュラムについて検討

していくのであれば，教師教育者の役割，専門性に関する議論は必要不可欠であるといえる。

5．教師の質とコンピテンシー
　日本においても「教育の質は教員の質による」という考え方は一般的に定着しており，OECD

や EUにおいても同様の内容が主張されている。

　近年の動向としては，オランダにおいて，2006 年のWBIO（Education�Professions�Act）によっ

て，教員の資質に関するコンピテンシー（スタンダード）11）が制定され，この要件を満たすことが

教員になるための条件であるとされたことがあげられる。

　日本国内にもいくつかの大学が中心となりスタンダードを制定したが，日本のそれと，オランダ

のコンピテンシーとでは，その考え方，使われ方が異なるということをここで指摘したい。

　もちろん，両者とも，教員の力量，質を測るものとして使用され，その項目の高低によって議論

が行われるが，日本とオランダにおいて大きく異なる点は，その評価を何のために行うか，という

視座の違いである。

　今回訪問したある学校に対して，コンピテンシーが上昇したことをどのように測定するのかとい

う質問をしたところ，子どもの成績に関する話題が提供された。こちらの質問が的確に伝わらな

かった可能性もあるが，その点を考慮に入れても，コンピテンシーを高めることが，子どもの成績

を高めるという関係性を考えているからこその回答であるといえる。この連動性が切り離されてし

まうと，コンピテンシーやスタンダードが独り歩きをしてしまい，スタンダードを上昇させるため

の教師教育という考え方に落ちいってしまう危険性があるということを認識した内容であった。

�

参考資料
・“Teacher�Education�in�the�Netherlands-Change�of�Gear”,�Marco�Snoek,�Douwe�Wielenge,�2001

・Key�Figures�2008-2009,�Ministry�of�Education,�Culture�and�Science,�2009

・“Becoming�a�Teacher�Educator”,�Swennen�et�al,�Stringer,�2009

・The�Education�System�in�the�Netherlands,�Ministry�of�Education,�Culture�and�Science,�2007

11）オランダでは「コンピテンシー」と表記しているが，多国間比較の際には一般的にスタンダードという言葉を用
いられることが多く，日本でも同じような文脈で「スタンダード」という言葉が使われている。オランダで制定
された「コンピテンシー」あるいは「コンピテンス」という言葉，あるいは概念と「スタンダード」のそれとは
大きく異なるとしているが，「スタンダード」と「コンピテンシー」の違い，あるいは教師の質の評価というテ
ーマは，本研究プロジェクトが追究しなければならない主題である。



─ 54 ─

本報告に関わる聞き取り調査先
　2009 年 9 月 2 日�SBL,�Mr.�Frank�Jansma

　2009 年 9 月 3 日�VU（Free�University�Amsterdam），Mr.�Wim�Westerman

　2009 年 9 月 4 日，7日�IVLOS,�Utrecht�University,�Mr.�Koopman,�Mr.�Kranenburg
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Ⅴ　スウェーデンにおける教員養成カリキュラムの改革動向

伏　木　久　始

1. はじめに
　オランダと北欧諸国は教育政策において共通性が高いものの，教員の養成および現職教員の研修

においては，各国それぞれの事情を反映して具体的な施策に違いが見られる。教員養成改革におい

て北欧諸国に共通する流れを指摘するならば，旧来の職業専門学校での養成から，いわゆるユニ

バーシティ・カレッジでの養成へとシフトしているという点があげられるが，この教員養成の高学

歴化は，ボローニャ・プロセスをはじめとするヨーロッパ共通の資格認定基準を導入しようとする

高等教育の国際的スタンダードに同調する動きに対応している。さらに，新自由主義的な政策の波

が北欧福祉国家群にも押し寄せるなか，税金を投資した分の費用対効果を求めるポリティクスが，

高等教育機関の統廃合をも要求する政治・経済的要請に，教員養成改革も無視できない状況にあ

る。こうした状況において，長期間の教育実習と大学での授業を有機的に統合する試みを続けてい

る北欧諸国の養成教育は，わが国の教員養成改革に求められている「質保証」要求に対処していく

上で，きわめて貴重な知見を与えてくれる。

　そこで，北欧諸国のさまざまな社会システムを先導的に改革してきたスウェーデンに着目し，教

員養成制度の概要と近年の新しい動きについて概説する。本稿では，紙面の都合により大学での最

新の教員養成教育に限定し，現職教員の研修制度や高等教育を取り巻く政治・経済的な問題等に関

しては機会を改めて論ずることにする。なお，以下に報告する内容の多くは，2009 年 9 月の訪問

調査に応じていただいたクリスチャンスタッド大学とイェーテボリ大学の教職課程担当教員，およ

びルンド市の議会および教育関係者からの聞き取り調査に基づいている。

2．スウェーデンにおける教員養成の新しい動き
（1）教員養成をめぐる制度改革

　スウェーデンは北欧の中でも最も早く大学（＝ university）において教員養成を始めている

（1977 年）が，現在のスウェーデンの教員養成の骨子は，1997 年に新設された教員養成検討委員会

がうちだした方向に即して取り組まれている。その改革は 2001 年からスタートしたが，高等教育

庁（Högskoleverket）の指導のもとで，大学ごとの主体性・独自性を認めた新教育課程が教員養

成プログラムに採用されてきた（是永，2006）。さらに，2007 年にあらためて委嘱された「新しい

教員養成に関する検討委員会」は，2008 年の意見書において新たな提言を行った。それは，教員

資格を「基礎教員」と「教科教員」の 2種類の免許に分けるという改革案と，教員養成課程の卒業

認定を厳格化し，新卒者の教員としての質の向上を求めるという質保証への要求を含んでいる（林，

2010）。そして，現在政府が国会に提出している新しい教員養成に関する法案では，教員資格を

「学童教員」と 6年生までの学級担任を意味する「基礎教員」と 7～ 9年生の教科を指導する「教

科教員」と「職業専門学校教員」の 4種類に区分けされており，2010 年 5 月にこれが国会を通過

する可能性が高くなっている。また，スウェーデンの教員養成課程は，理論科目（högskoleförlagda�
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utbildningen：以下「HFU」）と実習科目（verksamhetsförlagd�utbildning：以下「VFU」）に大別

されるが，この両者を教科理論を含めた教授法によって有機的に統合するという理念が強調される

ようになり，2011 年から施行される教育法では，教科教授法に重点をおいた新しい教師教育改革

が実施されることになった。教職課程（教育学部）をもつ大学では，こうした改革に対してそれぞ

れ独自のカリキュラム改革を検討している。

　これまでスウェーデンでは各大学が独自に教員養成プログラムを計画してきたため，教員ライセ

ンスに関する共通の統一概念がなかったが，2009 年からボローニャ・プロセスに組み込まれ，国

際化への対応が必須となり，無資格教員の解消という課題にも対処すべく養成カリキュラムにおけ

る質の向上が大きな課題となっている。ただし，高等教育も無償にしている福祉国家スウェーデン

が抱える課題として，移民や留学生の増加という問題があり，教員養成においても大学院修士課程

に在籍する約半数は外国人学生という現実もある。一方，他国で教員ライセンスを取得するケース

も増加するため，国際標準という理念が教員の質保証を考える上で重要な要素にならざるをえな

い。

（2）クリスチャンスタッド大学の取り組み

　スウェーデン南端に位置する国内第 2の都市マルメから東に 100kmほどの地点に，クリスチャ

ンスタッドという町がある。そこには教員養成の学部をもつクリスチャンスタッド大学があり，比

較的近くにある国際色豊かなルンド大学と提携しながら，新しい教員養成のプロジェクトに取り組

んでいる。クリスチャンスタッド大学教職課程の学内プログラムのディレクターを務めるカロー

ラ・アイリ（Carola�Ailli）教授は，2011 年から施行される教育法改革の焦点は教科の教授法であ

ると主張する。基礎学校（9年制の小中一貫校）の 7～ 9 年生の教科担当教員を中心に，6年生ま

での教員にも対応したプログラムがスタートすることになるが，従来の教職課程とは異なり，数学

の教師になる場合は数学だけを学んでも教職に就けなくなる。歴史の教師になるためには，歴史学

だけではなく，歴史の教育方法を学ばねばならないということを意味する。こうした改革に関し

て，自然科学系の学生からは不満が出ているが，この改革の根拠として，教育実習を経験した学生

たちから，「キャンパスで学んだことが現場で役に立たない」という批判があった。そこで，教育

現場での実践的な学びを重視することになり，教授法を中核とした教員養成カリキュラムの見直し

が行われることになったという。ここでいう教授法とは単なるハウツーを習得するというものでは

なく，高度な専門的知識を背景としたアカデミックなものが想定されているため，7～ 9年生の授

業内容に重点が置かれている。この大学で教授法を教えている教員たちは，学生時代に教授法を学

び，現職経験があるという。また，「ユニバーシティ」と呼ぶ場合の大学は，複数の学部をもって

いることと，博士課程をもっていることがスウェーデンでの条件であるが，教員養成に直接関わる

大学教員の 3分の 1しか博士号取得者がいないため，博士号取得教員の比率を高めていくことが必

要だとしている。

　その一方で，教育実習も一律 20 週以上を課されることになり，学生ひとりに対してメンターと

指導教員がつくことになった。教育実習のスーパーバイザーを担当するメンターは，大学で 5週間

の理論編の講習と 5週間の実践的講習を受けてその資格を得ることになるが，誰でも希望してなれ



─ 57 ─

るものではなく，校長の推薦などを必要とする。メンターは現職の教員などを務めながら，学校現

場で教育実習を通して学ぶ学生の実践的指導にあたるが，メンターの質保証とこのシステムに対す

る予算の裏付けが鍵となることは言うまでもない。

（3）教師の質向上に向けた取り組み

　クリスチャンスタッドと連携しているルンド市議会のトーヴェ・クレッテ（Tove�Klette）コ

ミッショナーは，教師の質の高さをどう評価するかという質問に対し，①教えることに意欲が高い

こと，②教科指導の力量が高いこと，③学校の中で学ぶことと説明したが，学校で授業を担当しな

がらキャリアを積み，博士号の取得をめざす学生を教員として雇いたいと語った。また，マルメ大

学が中心となって，教員の質を引き上げるという国家的規模のプロジェクトがスタートしている

が，そこで要求している力量に，情報教育リテラシーや知識観の錬磨という内容のほかに，「教育

学的なドキュメンテーション」があげられている点がユニークである。これは，子どもたちの成長

発達について共通理解が図れるように記述していくためのプロジェクトを意味している。

　近年の課題としては，移民の増加にどう対処していくかという問題がある。現状での学習成績

は，移民の女子が最も優秀で，続いてスウェーデンの女子，移民の男子，スウェーデンの男子の順

に成績が分布する顕著な傾向があるという。

3．教員養成における履修単位の構成
（1）教職課程の履修枠
　スウェーデンにおける教員養成カリキュラムは，大学によって多少の違いがあるものの，1年間

に 40 ポイントの単位取得を原則とし，教職ライセンスの種類に応じて，最低 120 ポイントから

140，160，180，200，220 などそれぞれ必要とされるポイントを掲げた養成コースが存在していた。

選択する専門分野の要求水準に応じて必要なポイントを加算するしくみとなるが，現状では 3年半

もしくは 5年で教員資格が得られるところを，今後は最低でも 4年間の課程履修を求める方向にあ

る。例えば，最少 120 ポイントを要求してきた基礎課程では，「共通科目」60 ポイント，「方向性

を定める科目」40 ポイント，そして「専門科目」20 ポイントという科目履修配分を指定していた。

このうち教育実習は「共通科目」と「方向性を定める科目」の中に 10 ポイントずつ位置づけられ，

複数年で計 20 ポイント（1週間の実習を 1ポイントとして換算）を必須としてきた。これらの単

位数についても，新しい法案が国会を通過するとリニューアルされることになる。

　教育実習先は大学教員が学生を学校区に割り当て，学校区ごとに配置されているコーディネー

ター（自治体職員）が学校区内の学校に学生を割り当てるというシステムがとられている。ちなみ

に，スウェーデンには教職課程の附属学校がないため，公立学校との連携を深めながら，大学での

理論研究と教育実習との有機的な関連が図れるように様々な努力がなされている。

　なお，スウェーデンでは，障害者や外国籍の子どもを含め，あらゆる者が学ぶという理念が学校

教育の目標に謳われているため，学校現場では特別支援に関わる様々な専門職が協働し合う「活動

チーム」が編成されることが多い。そのため，教育実習においても地域の学校のリアルな現実に身

を置き，教育実習生同士のチームワークを重視した実習を経験することが，教員としての重要な力
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量を培う機会になると考えられている。北欧諸国での教育実習に共通していることであるが，初期

はグループワークとして実習校に入り，少しずつ個人で責任を持つ範囲が増え，最終的には一人で

授業を計画して実践するという実習が大学の授業と交互に，あるいは並行して複数回に期間を隔て

て進行することになる。

　以下，イェーテボリ大学での事例をもとに履修単位の構成を概説する。

（2）共通科目

　共通科目における必須単位 60 ポイントのうちの 10 ポイントは「活動に基づく学習」と指定さ

れ，一般講義ではなく教育実習を通して活動的に履修する規定になっている。それ以外の共通科目

には，民主主義の価値や教育と社会の関係，および教授─学習過程に関わる内容など，日本の教育

職員免許法での規定では「教職に関する科目」の第 2欄から第 4欄に相当する科目内容が位置づけ

られているほか，学際的なテーマ科目が必修領域に位置づけられている。特に後者の学際的なテー

マ科目は，日本の教育職員免許法には欠如している観点である。すなわち，個々の教育現場におい

て日常求められる「内容の選択や組織化」を含めた単元計画と，その指導に必要な基礎的素養を培

う科目として位置づいており，そうした領域を教員養成の授業としてデザインし，学校現場で実際

に他の教員と協働しながら実践していくための知識領域の視点を与えることを意図している科目で

ある。これら共通科目は，教員養成の導入期，中間期，総括期にそれぞれ設定され，教育実習の経

験から学ぶことと有機的に関連づけられるように配置されている。

（3）方向性を定める科目

　方向性を定める科目は，最低 40 ポイントの履修が義務づけられているが，このうち最低 10 ポイ

ントは教育実習を通して履修するものとされ，志望する学校種や自分が出会うであろう子どもの発

達段階などを考慮して選択される。この科目群の具体的な授業テーマは，「新しい学校の課題およ

び伝統的な学校の課題」，「新しい学問の課題および伝統的な学問の課題」，「学際的な学習および主

題に限定した学習」などと指定されている。

（4）専門科目

　専門科目は，いわゆる教科専門領域としての基礎科学の学問的知識・技術を深める授業のみなら

ず，それに関係する学校での授業科目の教授法がセットになっている点が，わが国の教職免許法の

枠組みとの違いである。専門科目は原則として最低 20 ポイント履修することが必須となっている

が，卒業活動（論文）はこれとは別に 10 ポイントの必須課題とされている。

4．教員養成機関の役割と教員としての質保証への責任
　福祉国家スウェーデンでは，職種による地位の優劣意識はあまりないとされているが，事業所別

ではなく，産業別の組合が大きな力をもっており，それぞれの職種への適性を見きわめるための

キャリア教育は早くから行われている。近年，教職に求められる仕事内容が複雑化し，学校ではい

ろいろな課題を抱えていることから，スウェーデンでも教職への人気はあまり高くないのが実情で

あり，地域によっては教員不足により欠員が出る学校もある。特に優秀な理科系の教員は企業に引

き抜かれるというケースが増え，教員の質保証という課題はいっそう深刻な問題となっている。
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　そうした状況下で，スウェーデンの教員養成課程における「共通科目」は，一般教養を学ぶとい

う内容ではなく，学校での仕事を社会全体の枠組みから捉えて多面的に考えたり，子どもの発達段

階から教育内容・方法を見直したりというように，教育実践を複眼的に捉え直すプロセスを重視す

るなかで，教員としての適性を自己評価することを重視していると言える。すなわち，必修の共通

科目は，教員としての資質・力量を自分自身で見きわめるフィルターの役割を担っているのであ

る。教科の専門性を磨くこと以前に，教員としての自分をイメージしてミスジャッジがないかどう

かを自己評価させる教育が，教育実習を挟んで実施されていることになる。その上で「方向を定め

る科目」で対象校種等をしぼり，教育実習でその適性を再度自己評価しつつ，志望を固めた上で教

科等の専門性をさらに磨いていくという流れが，教員の質保証に向けた大学のカリキュラムのビ

ジョンに反映されている。

�
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Ⅵ　ヨーロッパの教師教育の動向
武　田　信　子

　2010 年 8 月 29 日から 9月 3日まで，スペインのマヨルカ島で開催されたヨーロッパ教師教育学

会大会に，坂田，中田，武田の 3名が参加した。本学会はEU諸国を中心として，その周辺諸国や

アメリカ，カナダ，香港などヨーロッパのみでない多数の国から参加を得て，毎年開催されている

教師教育研究のための学会である。しかしながら，日本からの参加は近年ほとんどなく，その情報

もほとんど伝わっていない。海外の教師教育の情報は日本にそれぞれ一つずつの国からの情報とし

て断片的に伝わることが多く，全体としてどのような取り組みが行われているのかについての情報

は少ないと思われるため，本学会の現在の状況を報告することで，今後のヨーロッパ教師教育研究

につなげたい。

1．ヨーロッパの教師教育の課題
　教育は，先進国の経済の発展を左右する中心的な課題であり，近年は，OECDはもとより国際

的にさまざまな比較検討がなされ，議論されている。それに伴い，教師教育もまた大きな注目を集

め，2005 年，OECD（経済協力開発機構）は「教員の重要性：優れた教員の確保・育成・定着」1）

を発表し，これからの教育において教員が果たす役割と教師教育の重要性についてまとめた。本報

告書の項目は，「教員への焦点／教員政策の意義／教職を魅力的な職業とするために／教員の知識

とスキルの開発／教員の募集，選考，採用／優秀な人材が教員を続けるようにするための政策／教

員政策の開発と実施／プロジェクトの実施方法／教員政策に関する情報提供の枠組み」であった

（本研究には日本も参加している）。

　OECDの中心を占めるヨーロッパの国々や北米では教員不足が問題となっており，教職をより

魅力的な職業として提示して，質の高い教員を確保するという課題を抱えている。また，情報化社

会，知識基盤社会への移行・進展に対して，国家戦略として教育に取り組む必要が認識され，キー

コンピテンシーの概念の登場に象徴されるような有能な人材を育成することのできる教員が求めら

れている。

　一方で，OECD加入国ではない発展途上国，旧ロシア圏の国々や EU周辺の国々などは，経済

や政治の情勢が厳しい中において，新しい文化や教育制度の急速な導入に伴う新しい教育の課題を

抱え，旧来型の教育に対して大きな転換を迫られている。

　しかも，このようにさまざまな国々を包含しているヨーロッパが，ボローニャ宣言以降，高等教

育の相互交流を可能にしようとしており，その流れにおいては，教師教育もまた相互交流できる体

制が求められている。たとえば，教員養成課程において，実習生が実習を海外で行うことはもはや

ヨーロッパにおいては珍しくなく，必然的に情報交換が必要な状況なのである。

　つまり，ヨーロッパでは，教育の質と量の担保の双方が求められる中で，その要となる教師に対

�1）Teachers�Matter�:�Attracting,�Developing�and�Retaining�Effective�Teachers：国立教育政策研究所　国際研究・
協力部監訳
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する教育に対しても，各国が他国の情報を総合的に集めてそれぞれの国に合せた取捨選択をしなが

ら，さまざまな取り組みを始める必要にせまられているのである。

2．ヨーロッパ教師教育学会（Association for Teacher Education in Europe）の動向
　上記のような背景の下，ヨーロッパの教師教育には，専門性の議論が先行した北米の情報が流

れ，スタンダードやコンピテンシーの概念が導入されて，それらの基準をそれぞれの国が工夫する

ようになっている。たとえば，アメリカ教師教育学会では認定教師教育者のスタンダード（ATE，

2007）が開発されているが，それに対してオランダでは，教師教育者のスタンダード（VELON，

2007）が開発されている。

　それに先立って，ヨーロッパ教師教育学会では，2006 年，以下のような教師の質のヨーロッパ

における指標開発に関する政策提言 2）を行った。つまりすでに，ヨーロッパの教師教育は，それぞ

れの国の基準を作ろうとする動向と同時に，共有の参照枠を有しようという段階が現れているので

ある。

教師の質～教師の質を確認する指標開発に関する提言
　指標の開発
　（1）�　国際協力と交換を促進するために，教員の質の概念に関する参照枠を共有することが必

要である。
　（2）�　指標形成にあたって，各国家及びヨーロッパはそのプロセスにおいて，教師の関与とオー

ナーシップに焦点を置く必要がある。これは，教育に対する実質的なインパクトを質の指
標が持つための必要条件である。

　指標の基準
　（3）�　指標は異なる利害関係者（政府，学校長，教員，教師教育，両親，生徒）の関心と観点

を考慮しなければならない。そうして初めて指標は，各者にとっての共通言語となりうる。
　（4）�　教育は省察的思考，継続的専門性開発，自立，責任，創造性，研究と個人的判断を必要

とする職業であるから，指標は，これらの価値と特質を反映しなくてはならない。
　（5）�　指標はその活用において，柔軟性，個人スタイル，多様性のための専門的プロフィール

に余地を残した上で，教育の協働という性質を反映しなくてはならない。
　（6）�　指標は教えるプロセスだけでなく，システマティックな省察と研究を通して，教える教材，

学校改革，知識開発にも焦点づけなくてはならない。
　指標の活用
　（7）�　指標はそれ自体が目的ではなく，教師の質を刺激するためのシステムの一部分でなくて

はならない。そして，そのシステムは，指標と一貫性があり，かつ，教師のオーナーシッ
プを刺激するものでなければならない。

　これらの流れを背景に，教師の質を支えるための教師教育者の質の向上を目指して，国際協力の

下，学会として初の書籍である“Becoming�a�Teacher�Educator",�Swennen�et�al,�Stringer,�2009　

が共通のテキストとして英語で編纂されたのは，画期的なことといえよう。本書は，ヨーロッパ全

体の教師教育者に関する学問的探求と啓発を目指している。

　 ち な み に， 今 回 の 第 34 回 年 次 大 会 の テ ー マ は，“Knowledge�Creativity� in�Teacher�

� 2）“Becoming�a�Teacher�Educator”，Swennen�et�al,�Stringer,�2009
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EducationEducation� for�Knowledge�Creation”であり，大会プログラムの巻頭言には「知識社会

を発展させるためには創造性の強化が必要である。教育のトレーニングシステムにおいても，多様

な人生を，個人的，職業的，社会的ないずれの局面についても独自に切り開いていくことができる

という観点を持って創造性を支援し，コンピテンシーを開発することが求められている。今日の教

員養成・研修機関における教育実践が，創造性を支える学びのあり方を開発するにあたって，効果

的な方策はあるのか？技術，知識，考え方，個人的な性格特徴などに関する知識創造の教育的目的

は形成されうるのか？新しい知識はどのようにして創られるのか？そのための概念的なツールは？

われわれは効果的な教育施策によって可能になる新しい知識の生産プロセスを説明するための解を

探している」と書かれている。本大会は「創造性を支える学びのあり方を開発していく教師を教育

する」ための方策を探す大会であった。

　分科会の構成（教師教育のシステム・内容・教育学そして構造）は以下の通りで，筆者は，○が

ついている番号の分科会に主に参加した。国によって教師教育の発達段階が異なり，発表もそれに

応じてさまざまであったが，共有できる課題が多かった。また，たとえば，アジアや発展途上国の

教師教育は，ヨーロッパの視点から比較して見ると，旧来型と思われるものが多く，新しい視点で

改めて課題意識を持つことが，日本を含めて必要であると思われた。また，日本で紹介されている

ヨーロッパの動向に対しても，より新しい結果からの客観的な発表があるなど，幅広い視野からの

報告を聞くことができた。

（ 1）研究の展望
（ 2）初等教育・幼児教育
（ 3）中等教育
（ 4）職業教育・成人教育
（ 5）包摂と特別支援
（ 6）社会正義のための教育
（ 7）文化・言語と市民性
（ 8）教育的リーダーシップとマネジメント
（ 9）教師教育における国際協力…知識構築に向けて
（10）科学教育・数学教育
（11）教師教育と情報技術
（12）教師教育カリキュラム
（⑬）研修と実践開発（注：現場における実習など）
（⑭）教師の専門性開発
（⑮）教師教育者の専門性開発
（16）（大会テーマ）知識の創造

3．ヨーロッパの教師教育の動向からみた日本の教師教育の課題
　さて，日本では，教師教育者の専門性はもとより，教師教育者という概念そのものが成立してい

るとは言い難い状況であるから，同じ土俵で論じることは難しいが，教師教育に携わる大学教員は

少なくなく，そこに現場教員も実践的指導者として加わるようになってきている状況の中で，この

ような動向と照らし合わせて，日本なりの専門性の議論を始めてもよい時期にあると考えられるの

ではないだろうか。
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　本学会では，RDC（Research�and�Development�Centre）という課題別の研究グループを世界各

国の国際協力のもとに構成しており，それらはグループ別に年間を通して活動している。我々はそ

の中でも Professional�Development�of�Teacher�Educators3） 及び Professional�Development�of�

Teachers のワークショップに参加した。

　今年度の前者のワークショップは“The�Teacher�Educators’�Expertise�Interview”「よい教師

教育者の本質は何か？」という教師教育者の自己開発に関する教師教育者への半構造的なインタ

ビューの項目を試作・検討するためのワークショップであり，筆者は実際にユーゴスラビアの教師

教育者にインタビューの仮項目に沿ってインタビューを行って，質問項目改善のためのディスカッ

ションに加わった。欧州と一口にいってもユーゴスラビアの教師教育は複雑な政情の余波を受け，

まだまた改革途上であること，その中で教師教育者がこのような学会に参加しつつ，毎年刺激を得

て自己啓発に取り組み，さらには自国の教師教育の改革に取り組もうとしていることが印象的で

あった。

　日本もまたこのような教師教育に関する国際的な比較研究に加わることで，教師教育の世界標準

を知り，日本の教師教育を新たな視点で検討するよい機会であると考え，本科研メンバーの坂田

が，関連研究としてこの研究に参画し始めたところである。

　また，今回，本科研と同時進行で，オランダで発行された英語によるコルトハーヘン氏の著書

“Linking�Theory�and�Practice�The�Pedagogy�of�Realistic�Teacher�Education”4）が翻訳出版され，

10 年ほど前までのヨーロッパの教師教育の動向が日本に紹介された。10 年ほど前と言っても，日

本ではまだ導入・実施されていない内容であり，日本の教師教育へのヨーロッパの教師教育からの

情報提供が，来年度本科研によるコルトハーヘン氏の来日招聘，講演やワークショップの開催とリ

ンクすることが期待される。

�3）この部会の中心人物であるAnja　Swennen アムステルダム自由大学教員養成課程教授，学会理事には，本視察
において本大会の後，オランダにおいてオランダの教師教育に関するヒアリングを兼ね，RDCへの参加に関す
る打ち合わせを行った。

�4）「教師教育学　理論と実践をつなぐリアリスティックアプローチ」コルトハーヘン著　武田信子監訳　学文社　
2010
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Ⅶ　まとめ：海外の教育・教師教育から見えること

　子どもたちの生活や育ちの現状を見たとき，果たして現代の日本の子どもたちを取り囲む学習環

境はこれでいいのだろうか？学力的に一時はほぼ世界一にまで上り詰め，経済発展を遂げた日本の

学校教育が，今，疲弊してきていることに対して，教師教育学は何ができるのか？また，教員の生

活や労働の現状を見た時，はたして日本の教員を取り囲む環境はこれでいいのだろうか？教員が魅

力ある職業でなくなり，欧米各国のように志望者が減少する時期は遠くないのではないか？その予

防が必要ではないか？それを見据えた教師教育を考える必要があるのではないか？

　今回の視察では，日本の教育と教師教育に対するさまざまな問題意識から，それらを考えるため

の新たな視点を求めて，ゆとり教育のもととなったと言われるオランダの教育の状況や，教育の軸

が政治ではぶれないというスウェーデンのルンド市の教育の状況，及びそのような教育観の背景と

なっているそれぞれの国の教師教育の在り方を調査すると同時に，ヨーロッパ各国の教師教育者た

ちとの学会大会における交流を通して，海外の状況に触れてきた。本論は，部分的ではあるが，そ

れらにもとづく報告である。

　現在の日本の教育を考えるにあたっては，海外からの新しく幅広い視点で日本の教育と教師教育

をあらためて見直すことが必要だろう。それにはまだ海外からの情報は不足している。特に教師教

育に関する海外からの最新の情報はかなり限られている。その意味でこの報告は，教師教育に対し

て新しい情報提供の意義があると考えている。

　完璧な教育システムのある国などない。アジア型の教育，欧米型の教育等々，それぞれの文化に

よって教育には差異があって当然だが，その中で日本の教育・それを実現する教師教育はグローバ

ル化の進む世界の中で，どのような選択をするのか？

　教育は誰のためのものか？何をめざすのか？その国はどのような教育によってどのような市民を

育てようとしているのか？という問いに対する答えは，国によってそれぞれ異なるが，日本におい

てそれはどこまで議論され，どこまで国民に合意されているのだろうか。OECDは，世界市民に

必要な力量としてキーコンピテンシーの概念を打ち出しているが，日本の求める国民のキーコンピ

テンシーはこれに同じなのだろうか？教師たちは子どもたちにキーコンピテンシーを身に着けさせ

ようとしており，教師教育ではそういう教育ができる教師を育てようとしているのだろうか？�

　今後，教育研究，教師教育研究はさらに世界各国からの情報を集めて，日本の文化や環境や歴史

や子どもたちの状況にマッチした日本の教育のめざすところを見据えた独自の研究の開発に努める

必要があるのではないだろうか？本稿がその一助になればと思う。

　なお，本視察にあたっては，国内研究協力者の水戸こどもの劇場副代表　横須賀聡子氏，総合研

究所職員梶野公代氏に大変お世話になった。感謝の意を表したい。

（武田信子）


