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2010年 2月 にオ ラ ンダの教 師教育学者 コル ト
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ハ ー ヘ ン氏 の「Linking Practice and Theory:

けて い ない。「教師教育者」 になるのに教 員免許
が い るわけではないか ら,教 育実習 をした ことも

The Pedagogy of Realistic Teacher Education」

な く,研 究授業 も公開授業 もな く,授 業観察をさ

を翻訳出版 した (「 教師教育学」 (学 文社 ))。 この
本 にお いては,教 師教育者 と呼 ばれる人は,現 場

れて自分の授業 を批評 された りす ることもな く学
生を教えてい る。口下手であろうが,人 見知 りで

経験 を持 つ大学教員,現 場指導をす る学校教員 を
意味 してお り,そ の どちらも理論 と実践の双方 を
学 んでい る。理論 だけの大学教 員や実践 だけの学

あ ろ うが,「 教育学」は教え られるし,ひ いては「教
師教育」 もで きる, とみなされてい る。 これはつ

校教員 は「教師教育者」 として適切 であるとは考
えられない。大学 の授業 自体が現場実践 と考え ら
れて い るか ら,学 び,を 促進す る よ うな ワー ク
ショップ形式の授業が提案 されてい る。 一方通行
の教 える授業,眠 くなる講義 はもはや古 い タイプ

まり,料 理学校の先生が,食 材や栄養 の知識 を披
露 し, レシピの解説 をし,食 文化 を講 じてい るけ
れ ど, 自分 自身でその場 で調理 した り,客 に食べ
て もらった りしたことがない, と言 うの と同 じこ
とではないか ?そ れでは料理学校 の先生 はつ とま
らない。が,大 学 ではそれを問われることはない。
一方 で,近 年 は,実 践重視 の傾向が高 ま り,文

の先 生の ものである。学生 は,知 識や情報に関 し
ては,パ ソコンを始め としたあ らゆる学習機能を
備 えたラーニ ング・コモ ンズで 自分 で学べ るか ら

部科学省 も実践家 を大学に入れる ことを推奨 して
い るか ら,学 校現場出身の実践家 とされる大学教

教師 と学生の集 まる場 としての授業は,従 来の与
える,教 えるものではな く,考 え,議 論 し,体 験
す るもの と考え られてい るのである。

員が登場 して きてい るが,彼 らもまた「大学の教
師教育者」になるための トレーニ ングを受けては
い ない。大学生 の発達段階を学ぶ ことな く大学生

さて,初 めて大学 の教壇 に立った時,私 は足が
震 えた。塾 で教 えた体験 はあったけれ ど,そ れで

を教え, これか ら学校現場 に立つ若者 に,パ ソコ
ンの ない時代 の学校教育 で有効だ った教 え方を教

は足 りない と思った。 これか ら学校 の先生になろ
うとする学生たちに一体 自分は何が教 えられるの

える。

,

もちろん,私 は,ぶ つぶつ と古 いノー トを見な
が ら独 り言 をつぶやいていたまさに研究者, とい

だろうと, 自問自答す る日々が始 まった。教育心
理学 の授業 で理論 を述べ るたびに,そ れはすべ て

う大学 の先生 の授業がそれな りに良 い と思 うし
自分の専門分野について楽 しげに沿 々 と語 る先生
,

自分に還 ってきて,今 この瞬間に自分が この理論
を実践 に使 いこなせてい るのだろ うか と恥ずか し
くなった。動機づ けの授業 をしてい るのに,寝 て
い る学生が い るのではお話 にならない。短期記憶
で対応 で きるテス ト問題 を作成 して いては,「 見

も嫌 いではない。
しか し,話 は「教師教育」 である。教育につい
て最 も深 く考 えてい るべ き人たちである。「教師
教育者」は トレーニ ングを積み,学 生 とともに「教
育」 とは何かについて悩み,問 いかけ, 自分の実
践 について,あ るい は研究的態度について振 り返

えない学力」 について語れない。初心 の頃は, 自
分が「教育心理学」 を体現で きる教師にな らなけ
れば,学 生には「教育心理学」 を教 えられない と

り,批 評 され,成 長 してい く必要があると思 う。
大学 の教師教育者が 自らを題材 として教師教育

思 うと,一 つ一つ の言葉 を発す るたびに申 し訳 な
い とい う思 い にさい なまれるのだった。 で も,誰

を考えることはこれまでにほ とんどなされていな
いのではないだろ うか ?そ して, これか らはなさ

が「教育心理学」実践 を教 えて くれ るとい うのだ
ろ う ?誰 が「教師教育」 を実践 して くれた ろ う ?
日本にお いて,教 職課程 の「教職に関す る科 目」
や「教科 に関する科 目」 を教 える大学教員 の多 く
は「教師教育者」になるための トレーニ ングを受
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れる必要があるのではないだろ うか ?「 教師教育
学」 はそれを考えさせて くれる本 として,読 まれ
てい くといい と思ってい る。

