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教 員養成 の 場 を創 る
武蔵大学教職課程委員長 武田 信子
私立大学教職課程は,戦 後,開 放制 の理念 の下で教員養成 を行 って きた。
尊重すべ き理念が,し か し,実 態 としては少 々要領 のいい学生 であれば取 れる教員免許,授 業 を受けな
くて も取れ る単位 の集合体 による資格付与 ,の 温床 となって しまったことは,大 層残念な ことである (も
ちろん,本 学 をは じめ,多 くの大学はそ うではない よ う努力 を続 けて い る)。 大学 を出るのだか ら免許位
はとい う発想 と入学者獲得 の便法 としての資格付与が結びつ きもした。
それで も,大 学が大学 の機能 を果た し,学 問の府 と胸 を張 って言 えた頃はまだ,免 許を取得 し,教 育現
場 に就職 してい った卒業生たちは,そ れな りに時期が来れば自分 に必要な学びを身につ け るだけの基礎的
な力 を持 ち,実 践 を通 して成長 してい ったのだろ う。 しか し,教 員採用 の時点 で「 身元が安心」 と親類縁
者や出身大学 の コネが通 り,教 員採用試験 で必ず しも質 の保証が で きなか ったことなど,さ まざまな理由
か ら「開放制 の理念」が空転 して しまった。 また,現 場 では時に大学 の教育学な ど実践 には役 立たない と
椰楡 され,一 方 で残念 な ことに一部 の教育学者 たちは,教 員養成 を変えようとするよりも,価 値 を一段低
く見 る風潮 を育てた。
時代 は変わ り,今 , 自分 の頭 で考 え,気 働 きよく段取 りを考えるような ご く当た り前 であった 日々の生
活が失 われてい き,学 生の大学入学前 の学 びにおいて,点 を取 ることが至上命令 のような教育が はびこり
,

最高学府 であるはずの大学で学びや生活 の基礎 トレーニ ングをしな くてはならな くなった。今 日, もし適
当に免許 を付与 したならば,か つ ては伸 びを見せ ることので きた一定数 の新任教師たちでさえも,そ の後
の成長が望 めない事態 となって きてい る。学校現場 で先輩教師は 日々の雑務 に追われ,一 人一 人の子 ども
たちの発達課題 と保護者 との不協和音 に悩 まされ,安 全管理が求め られ,新 任教員 を育てる余裕 をな くし
てい る。学校は自然に人が育つ場 ではな くなってきてい るようだ。
しか し今 もなお, 自由な学 びの場 の保証 に,大 学教員 たちの憧れは強 い。学生たちの可能性 にかけると
言 って,自 らの授業 と時代 との饂齢 とい う課題 に真 に取 り組 もうとせず,学 生たちはお しゃべ りや居眠 り
をしてい る。大学 もまた教育現場だが,教 員が十分な教育方法 を身につ けてい ないこ とも少な くない。
い ま,大 学 の教員養成は変 わ らな くてはならない。あた らしい学 びの場 であた らしい人 々を育てて行か
な くてはならない。求め られてい る学 びの場 を,学 びの主体 である学生たちと共に教員たちが新たに作 ら
ねばならないの だ。
まず,入 学当初 に,学 びに希望 を見 い だす ことので きる体験が必要だろう。学びが 自分や社会や大学生
活 を変 えるとい う実感 とそれに伴 う喜 び。 自らの被教育体験 ・教育体験 を振 り返ると共に,学 びの体験 を
掘 り起 こ し,苦 痛やお仕着せや抑圧 ではない学 びが あるとい うことを体感す ること。他人の文章 を読み解
き,意 見 を聞い て,自 分 の頭 で考え抜 くとい う時間のかかる作業へ の取 り組み。世界 の様 々な事象か ら
,

現在 の 自分 を客観視する視点の獲得。何 よ りも皆が 自ら学 ぶ ことをあ らためて「選択」してほ しい と思 う。
学 びが 自由の獲得 を意味すると明確 に見えてい る途上 国では,人 々は一′
心不乱 に学 びに向か う。 しか し
一方 で, 自由が既 に手 の内にあると思 いこんでい る日本 の学生たちはむ しろ,既 成 の価値観 に対 してあ ら
が うことので きない 自分に見切 りをつ け,学 ぶ ことも退 くこともで きずに,黙 って立 ちつ くしてい る。
そ う して入学 して きた学生たちに,大 学 の学問に希望 を見 いだ し, 自らの手 で学 びによる 自由を再度獲
得す る体験 を与 えることが必要 だろ う。知 の喜 びに震え,問 い を立て, 自己を表現 し,社 会 と相互交流す
る機会 を与 えな くてはならない。
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さらに,開 放制 の特徴 であ る専 門教育 の 力 を ど う現在 の大学 で保証 して い くのか とい う問 い に対 して

,

専科 の 教育 も含 めた大 学全体 のあ り方 の 問 い 直 しが必要 であ ろ う。そ こに影響 を与 えて い くだ けの 力 を

,

大学教員養成 の担 当者 たちが持 って い な くてはな らない。 また もちろん,教 職 に関す る科 目が , ど う現在
の教育 に応 えて い くことがで きるのか , よ り現場 の 当事者 を尊重 した教育 学 が発展 して い か な くてはな ら
ない。
どんな時代 に も,あ きらめ ない希望 の 光が見 えて い た人たちはいた。何千年 も前 か ら,絶 望 の淵 にい た

人々は,常 に光を見いだしていた。学問は常に先を照 らしていた。教員養成をそのような学問の場 とする
ことが果た してで きるのか

?

われわれ 自身 の教育が問 われて い る。
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