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第1節

研究の目的と課題

本研究の目的は、大学における教師教育の分野で、
「実践的指導力」の育成が強調され、
これを担うために実務家教員１）が必要とされてきた理由を探る事である。
1980 年代以降、教師教育の分野で、学校現場を経験した実務家教員が大学の教壇に立つ
ようになってきた。それは臨時教育審議会（以下「臨教審」
）答申以降、
中央教育審議会（以
下「中教審」
）答申、教育職員養成審議会（以下「教養審」
）答申などの政策的な理由が主で
あるが、これらの答申が出される背景を探ることが本研究の中心課題である。
本研究の課題を探るために、1970 年代の政府・与党の教育政策、特に教員養成政策を検
証する。1971 年に出された中教審答申は、
「第三の教育改革」と銘打たれ、
学校制度の多様化、
個別化をはじめ戦後教育改革による教育制度の体系的な改革を目指したものである。そこで
は、教員の資質と能力を向上させるためとして、教員の養成、採用、研修、再教育を一体化
したものととらえ、一連の改革案が示された。また、
「校内管理組織の確立」のために、教頭・
各種主任などの、
「職制」の確立が進められた。1974 年、
「教員人材確保法」
・
「教頭職法制化」
の学校教育法一部改正、1975 年、
「主任制度化の省令改正」
、1978 年、
「新構想教員大学の設
置のための国立学校設置法一部改正」などの制度改革が矢継ぎ早に行われた。また、小・中
学校新規採用教員の全員研修が 20 日間に延長され、また、小・中・高教職 5 年程度経過教
員研修が 6 日間実施されるなど、行政研修が強化された。1970 年代は、文部省、教育委員
会が主催する行政研修が重視され、教員統制が強化されたことが、教育政策の特徴の一つで
ある。これら一連の政府・与党の教育政策の中で、教員政策を分析し、具体的に考察するこ
とにより、
「教員の資質能力の向上」が図られてきたことの意味を探っていく。
1980 年代になり、中曽根内閣は、
「戦後政治の総決算」を掲げ、政治、外交、経済等、
「行
政改革」に重点を置く政策を推進しながら、教育改革を模索した。
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1984 年臨時教育審議会設置法案が可決されると、
同年 9 月臨時教育審議会がスタートした。
政府・与党は、なぜ臨教審を設置しようとしたのかを明らかにし、本稿の研究課題である、
「教
員の資質能力の向上」が追求されてきた背景を明らかにしていく。
本稿では、はじめに、1970 年代から 80 年代初めにかけて出された、教員養成に関する中
央教育審議会答申、及び各政党・各団体の教員養成政策の提言を考察し、研究テーマに関わ
る内容を分析する。当時は、
「保守陣営」と「革新陣営」の確執があり、中教審などの審議
会以外に、「保守陣営」に属する政党、団体が教育政策について、また教員養成に関しての
提言を発表した。これらの提言は、中教審・臨教審答申、及び政府・与党の教員養成政策に
反映されたものもあり、その内容を検証していく。
次に、各新聞社が行った教育問題に関する世論調査を取り上げ、その中で「教員の資質能
力の向上」が求められてきた世論を考察する。その上で、世論の動向が、
「教員の資質能力
の向上」策へ連動していったことを明らかにする。
最後に、臨時教育審議会設置法案の国会審議から、臨教審設置の理由を明らかにし、審議
過程から、「教員の資質能力の向上」が強調された理由を考察する。

第2節

先行研究の検討

1980 年代以降、教員養成において、
「実践的指導力」が政策の中心に位置付けられてきた。
それ以前の 1970 年代は、
「教員の資質能力の向上」という言葉で、学校現場の教員の指導力
が問題とされた。現職教員の指導力と教員養成における実践的指導力が政策課題として重要
視されてきた。はじめに、戦後当初から 1980 年代以前までの教員養成政策を概観し、教員
養成の変遷を検討した先行研究を考察する。
海後宗臣は、
「戦後日本の教育改革８

教員養成」２）において、戦前から戦後にかけての

教員養成政策の転換を詳細に書き残している。以下、海後の著作を概観しながら、戦後の教
員養成の原理原則を考察する。
1946 年、第一次米国教育使節団が提出した報告書３）は、我が国の教員養成についての重
要な提案を行ったが、米国教育使節団が到着する以前に、占領軍総司令部内の民間情報教育
局 CIE ４） は“Education in Japan”という改革提案を行った。この CIE の作った冊子は、
日本の教員養成全般にわたって米国教育使節団のために説明したものである。
同冊子は、師範学校の教育目標は、生徒各個人に対して天皇に対する忠誠、愛国心、権威
への従順を訓育し、生徒の模範たらしめようとし、特に戦争中は超国家主義の思想が導入さ
れ、その結果、自由に思考したり、みずからを表現することができない教師が育てあげられ
たことなどの問題点があったと指摘した。
さらに、教員の現職教育については、文部省が著作した国定教科書に沿って作成された教
師用書の内容を授けることに限られていた。教師用書は、教師が何を教えるかを明らかにし
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ているものであり、これによって教師がその授業において独自性や創造性を練習するような
機会を与えることを許さなかった。
このように、戦前の教員養成は、国家の管理下におかれ、いわゆる「師範型」と言われる
順良、信愛、威重の特性を備えることを目標とされ、二十歳に達する以前に、生徒は立派な
教師となって卒業するという気風が学校にみなぎっていた。この戦前の師範教育と、1980
年代以降の教員養成政策が求めている教師像に重なる部分はあるのではないかと思われる。
米国教育使節団による教員養成についての原則的提案として、以下の三点が報告書に盛り
込まれた。まず教師を民主主義教育の代行者たらしめるように正しく向け直さなければなら
ない。このため、特定の準備教育を受けないでは教員免許が与えられないようにする。教員
養成のカリキュラムについては、第一が全般的な普通教育、第二は教える教材についての特
別な知識、第三は教師の職務の専門性についての知識、三つの観点から具体的な内容を揚げ
た。
その勧告案によると、師範学校はもっと優れた専門的準備教育とさらに充分な高等普通教
育を施すように、
教師養成のための専門学校あるいは単科大学となるべきであると指摘した。
師範学校の教員はカリキュラムを決定し、ときに応じてこれを変更する自由を持たなけれ
ばならない、政府からの特定の指令を受けることなく、教育の理論と実践を発展させる自由
を持つべきであると、指摘した。
このような米国教育使節団報告書等を受けて、教員養成および教員に関する問題について
論議した教育刷新委員会第 17 回総会（1946 年 12 月 27 日）において、
「教員の養成は総合
大学および単科大学において教育学科をおいてこれを行う」という教員養成の基本方針が採
択された。この原則を「大学における教員養成」の原則と呼ぶ。
これにもとづいて、教員免許は教育職員免許法に従った教職課程を置く大学なら、いずれ
の大学でも教員養成を行うことができるという「開放制教員養成制度」がとられ、先の「大
学における教員養成」とともに、戦後教員養成の二大原則が確立した。
「新制大学に於ける教職的教養基準設
また、大学基準協会５）が 1947 年 7 月に設立され、
定に関する提案」が採択された。
「提案」は、
「教職者は人間としての豊かな一般教養と専門
学科に関する精深な知識技能と更に十分なる教職的教養との三者を調和的に身に付け以て新
しい社会における有能なる教師たる実践的使命を果たさなければならぬ」と述べ、高い教職
的教養を求めた。
とくに教職課程を、原理的部門（教育原理、教育史）
、社会的部門（教育社会学、教育行政、
社会教育）
、心理的部門（教育心理学、発達心理学、教育評価）および技術的部門（教育方
法論、教育指導論、学校経営論、学科課程論、学校衛生論）の四部門にわけ、必修・選択合
わせて 20 単位以上を修得する（教育実習四単位含む）ものとした。この大学基準協会の「教
職的教養基準」は 1949 年 5 月に教育職員免許法が制定され、なんらの実効性をもたずに消
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滅していったが、大学における教職的教養の新構想を提示した一つの事実として注目に値す
る。
新しい教師教育の制度は、1949 年 5 月 31 日の「国立学校設置法」が施行され、全国に学
芸大学７校、学芸学部 19 校、教育学部 26 校が発足することとなった。これらの大学・学部
は、いずれも教員養成を主としながら、研究教育の組織および教員養成のための学科課程の
構造については、それぞれ特色をもっていた。学芸大学および学芸学部は教員養成に自己完
結的であったが、教育学部は文理学部等との協力のもとに教員養成を行った。また、教育学
部のうち、旧帝国大学、旧文理科大学に設置されたものは、必ずしも教員養成を主要な任務
としなかった。
また、同日公布された「教育職員免許法」
、
「同施行令」によって今日に至るまで ' 戦後の
教師教育の原則が確立された。
黒澤英典は、
「真理と平和をもとめ、豊かな人間性をもつ新しい国民の教育は、閉鎖的で
ない自由な教育制度のなかで養成された教師によってはじめて可能であり、その教師たちが
国民の知的形成に責任をもちうるためには、教師自身真の『学問』をしていかなければなら
ないという考え方が『大学における教員養成』という制度の論拠にほかならない」６）と述べ、
教員養成制度は、
「学問の自由」と「大学の自治」の保障に裏付けられた大学制度の上に、
構想されたものであると強調した。この黒澤の主張は、文部行政への痛烈な批判であるが、
戦前までの教師教育の反省の上にたって形作られてきた教師教育を見直すことは、今後の教
員養成を考える上で大切な示唆を与えるものである。
現行教員養成制度の確立以後、
大脇康弘は、
「教師教育の連続性に関する研究」７）において、
教師教育の国家統制をめぐる動きをまとめている。
大脇は、1958 年 7 月の中教審答申「教員養成制度の改善方策について」で、教員養成を
兼ね行う学芸大学・学部、教育学部を特殊化し教員養成の目的にふさわしい学校種別の教育
課程を国家基準によって組織する動きを紹介した。
教養審は、1962 年 11 月に「教員養成制度の改善について」建議した。そこでは、教員養
成の教育課程について国家基準を定めることとし、試補制度の新設などを提起した。
こうした教員養成大学の目的大学化政策の動きは、小学校教員養成課程に見られ、免許状
取得のために狭く目的化されたカリキュラム編成と学生の過大な単位履修という問題を生み
出した。
また、文部省は、日教組の教育研究全国集会の対抗策として行政主催の研修を導入した。
1958 年 10 月の学習指導要領改訂に伴って、文部省、教育委員会、学校、教員と上から下へ
周知徹底することを目的とした行政研修が実施され、これ以後、さまざまな教員の養成、研
修に対する国家統制が強権的に進められ、
それに反対する勢力との深刻な対立状況を呈した。
1971 年 6 月中教審は、
「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的な施策
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について」答申した。その中で、教職は専門職であり、それにふさわしい資質能力は、養成・
採用・研修・再教育の過程を通じて形成されるとした。この政策の理論的基盤には、ILO・
ユネスコの「教員の地位に関する勧告」を契機とした教職＝専門職論が据えられていると大
脇は述べている。
以上、戦後当初から 1970 年代初めまでの教員養成に関する先行研究を見てきたが、実務
家教員に特化した研究は見られない。1980 年代以降、
「実践的指導力」が求められてきた頃
から、学校現場の人材が教員養成でも必要とされるようになってきた。本稿では、1970 年
代から臨時教育審議会法案が提出されるまでの中央教育審議会答申と各政党の政策提言、お
よび各団体の提言を分析しながら、
「教員の資質能力の向上」
、後の「実践的指導力」
、
「実務
家教員」が出されてきた背景を以下明らかにしていく。

第１章

中央教育審議会答申の示す「教員の資質能力の向上」方策

1971 年 6 月中教審は、
「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策に
ついて」を答申した。答申の中で、本稿の研究テーマである「教員の資質能力の向上」「実
務家教員」につながる内容が含まれている。
答申では、
「教員としての自覚を高め、実際的な指導力の向上をはかるため、まず新任教
員の現職教育を充実するとともに、その的確な実施を保障するため、特別な身分において一
年程度の期間任命権者の計画のもとに実地訓練を行なわせ、その成績によって教師に採用す
る制度を検討すること」と「実際的な指導力の向上」という表現で、教育現場での指導力を
強調した。
「実際的な指導力の向上」は、今日強調されている「実践的指導力」につながり、
教員として実際的な指導力を求めた答申であった。また、
「一年程度の期間任命権者の計画
のもとに実地訓練を行わせ」とあるように、
初任者研修制度につながる構想が含まれていた。
同答申では、
「なお、国民は、教育を尊重し、教員に大きな期待を寄せている。したがって、
教員の地位が高い専門性と職業倫理によって裏付けられた特別の専門的職業として、一般社
会の尊敬と信頼を集めるためには、教員が自主的に専門的な職能団体を組織し、相互にその
研さんに努めることが必要である。教員自身が、そのような教育研究活動を通じ、不断にそ
の資質の向上に努めるならば、その建設的な意見は社会的に評価され、国民の期待するとこ
ろにこたえることになろう。
」と締めくくられている。
「教員が自主的に専門的な職能団体を
組織し」と、教職員組合の教研集会及び民間教育団体等を意識した職能団体の組織化、例え
ば市町村単位の行政主導の研究会を組織することを期待した内容である。
「不断にその資質
の向上に努めるならば」と、
「教員の資質能力の向上」という言葉が、これより盛んに使用
されるようになった。
1978 年 6 月、中教審は「教員の資質能力の向上について」を答申した。同答申は冒頭の
部分で、
「学校教育の成果は、これを担当する教員に負うところが極めて大きい。優れた教
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員を確保し、その資質能力の絶えざる向上を図ることは、我が国教育の発展のための基本的
な課題である」と、
「資質能力の絶えざる向上」が我が国の教育の基本的な課題であると提
起している。
同答申では、当面、次の方策を推進する必要があるとして、
「大学においては、教科教育、
教育実習その他実際の指導面に関する教育の充実に留意して教育課程の改善を図ること。そ
の際、初等中等教育において十分な教職経験と教育研究上の実績を持つ者を進んで大学に招
致するなどの配慮をすること」
、
と答申した。
「実際の指導面に関する教育の充実に留意」は、
学校現場で実践的指導力を養成することを大学側に求める言葉である。また、
「十分な教職
経験と教育研究上の実績を持つ者を進んで大学に招致する」と、いわゆる「実務家教員」登
用が答申に示されたことを意味している。1970 年代後半より、
中教審答申に「実践的指導力」
や「実務家教員」といった意味内容の答申がまとめられた。このことは、1980 年代以降の
臨教審や教養審へ引き継がれ、今日の教員養成政策のもととなった考え方の一つである。
次に、1970 年代以降臨教審が設置されるまでの間に出された、各政党、各団体等の教員
養成政策の提言を考察し、いくつかの考え方が臨教審答申へ影響を与えたことを考察する。

第２章

各政党、各団体の提言

第1節

与党「自由民主党の提言」

1970 年代から 80 年代初頭にかけて、与党である自由民主党の教員養成政策は、臨教審答
申及び教養審答申に大きな影響を与えた。そこで、臨教審答申を考える上で、70 年代から
80 年代にかけての自由民主党の教員養成政策を考察していくことは、本稿の研究テーマを
検証していく上で必要な内容である。
1972 年 7 月、自由民主党文教制度調査会は、
「教育改革第一次試案」として、
「教員の養成、
再教育並びに身分・待遇の根本的改革について（中間報告）
」を提言した。
その中で、「教員の資質向上についての基本的な考え方」として、
「望ましい教師とは、な
によりも人間愛―児童愛に燃える教師である。教師の使命は、知識の伝達にのみあるのでな
く、子供たちを心身ともにすこやかで、知・情・意のバランスのとれた人間を育成すること
である。」と教職に携わる者の心構えを説いている。当時、大学紛争、連合赤軍事件、テル
アビブ事件等が続き、学生が起こした行動に衝撃を受けた政府・与党は、その原因が日本教
職員組合（以下「日教組」
）の組織的な学校現場での教育活動にあると考え、事あるごとに
日教組を攻撃してきた。
自由民主党は 1972 年、
「教育改革第一次試案」をまとめ、
「教員の養成・再教育並びに身分・
待遇の根本的な改革について」を公表した。教員の待遇改善により、優秀な人材を確保する
ことが急務であり、また新しい教員養成大学及び大学院の創設を図ることなどの提言がされ
た。
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1979 年 7 月、自由民主党研修叢書「教育の新しい方向」８）がまとめられ公表された。そ
れによると、
「教育改革の第一の柱は、教育制度の改革であり、第二の柱は教育内容の改革
である。しかし制度や教育内容を運用し、実践していくのは、教師自身に他ならないから、
教員の養成や、その質的な向上はそれ以上に重要な問題であると言っていい」
、と書かれ、
教員養成の改革が重要であると指摘をした。特に、年間教員免許取得者 13 万人のうち、実
際に教員になるのは 3 万人程度であり、膨大なペーパーティーチャーが生じている。安易な
教員免許状の取得の仕組みは早急に改善をする必要があると、ペーパーティチャーの問題を
挙げている。具体的な改善策は示されていないが、教育実習の在り方、およびインターン制
度の導入を提言した。
同叢書で、
「教師は、きわめて実践的な職業である。知識や技能を教え、子どもを扱うと
いうことは、
かなり技術的なもので、
この力は実習で伸ばしていく他ない。いかに知識があっ
ても、現場で役立たないのでは意味がない。極端に言えば、教師の育成では実習こそすべて
である」と、教育実習の重要性を指摘し、少なくとも欧米諸国並みに延長しなければならな
いと提言した。当時、小学校は一か月、中学校は二週間という教育実習期間であったが、こ
れを欧米諸国並みに、例としてイギリス十五週間、フランス三か月、ドイツ十週間にするこ
とが必要であると強調した。これは、教員養成における現場実習の重要性を強調し、教育実
習期間の延長と、教職に就かない教育実習生の排除が課題であるとの認識を示したものであ
る。
また同叢書では、
「一応教員に採用しても、少なくとも半年ないし一年は見習い生として
取扱う。この間は、ベテラン教師が一緒に教室にいて、インターン生の教育の仕方、方法な
どを十分に観察し、指導、助言を行う」とし、ここでも、採用後インターン生として、学校
現場実習を引き続き行いながら、教員としての「資質能力」を向上させることが必要である
との提言であった。教員養成における教育実習期間の延長と、採用後の長期間の研修は、臨
時教育審議会でも討議され、臨教審答申に反映された。以上のように、同叢書は、本稿が取
り上げている、
「教員の資質能力の向上」
、および「実務家教員」が生まれてくる背景となっ
た文書であった。
1981 年 11 月、自民党は、
「教員の資質向上に関する提言」を発表した。
「教育の成否は、
究極的には、実際に教育に携わる教員の資質と指導力いかんにかかっているといわなければ
ならない」
、および「国民の間では、教員の指導力と教育に対する使命感に大いに注目する
ところとなっている」
、と教員の指導力、使命感に国民が不満を持っていると断定した。そ
のために、自由民主党は、政務調査会文教部会の中に教員問題に関する小委員会を設け、教
員の採用・研修と養成等について各方面の意見を聞きながら、検討を進め、改善のための提
言を行った。
同答申では、
「教員養成及び免許について」の項目を設け、
「現行制度が、比較的教員免許
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を取得しやすい水準にある」
とペーパーティーチャーを多く生み出している問題を指摘した。
そして、「教員養成にとって特に大切な教育実習その他実践的な指導力を涵養する教育の充
実という観点から見て、その機会と場の確保にかなり困難な問題を提起している」
、と教員
養成の現状を改善しなければならないとして、以下のような提案を行った。
まず、「短期大学卒業程度で小・中学校教員等の二級普通免許状が取得できるような現在
の教員養成の水準については、今後、これをより高いレベルに引き上げていくことが必要と
考える」とし、
「普通免許状については、すべて四年制大学卒を原則とする考え方や四年制
大学プラス１～ 2 年の制度を設ける考え方」を提案した。これは、臨教審でも審議され、現
行の教員免許制度への「改革」につながる提言であった。また今日、中教審答申で修士課程
を基礎とする免許制度への改革が提言されているように、その先駆けとなる内容であった。
本稿のテーマである、
「教員の資質能力の向上」及び「実務家教員」についても、次のよ
うに提案されている。
「教職に要求される強い情熱と優れた実践的指導力を十分身につけさ
せるためには、
豊富な教育現場の体験を得させることが重要である」とし、
「採用後一定期間、
いわゆる試補としての実地経験等を経ることが望ましい」と提言した。この提言では、
「教
員の資質能力」という言葉から「実践的指導力」という表現が使用されたことは注目される。
また今日、試補制度は財政上の問題等から実現しなかったが、初任者研修制度へ結実した内
容であった。
同文書では、
「当面、退職教員その他経験豊かな先輩教員が、新任教員に対して一定期間、
適切な指導ができるよう、アドバイザー制度の導入について検討すべきである」とし、新任
教員に対しての指導者として、適切な指導ができる退職教員や経験豊かな先輩教員が指導す
ることが望ましいと提案され、今日の初任者研修制度におけるマンツーマンで新任教員を指
導する退職校長等の活用や、
「実務家教員」の制度を模索した提言とも言える。
1983 年 5 月、自由民主党は「教員養成、免許等に関する提言」を発表した。この提言は、
1981 年「教員の資質向上に関する提言」を基本としながら、教員の養成、免許等について
具体的実施について早急に対処するよう求めたものである。
それによると、
「免許基準については、教科のみならず、道徳、特別活動等の各領域を自
信をもって担当し、また、児童生徒について、個々の教育相談に応じ、実情に即した指導が
できるような基本的な素養と実践的な能力を身に着けることを目途として」と、道徳と特別
活動の充実を挙げ、実践的な指導力を身に着けることが重要であると提言した。これは、道
徳、特別活動等の領域の、実践的な指導力を教員に求めたものである。そのために、
「道徳
教育に関する科目を充実するとともに、生徒指導、教育相談（カウンセリング）
、学級経営
等に関する基礎教養並びに実践的な知識、技術を十分習得できるよう、所要の単位数の増加
を図ること」と、道徳教育、生徒指導、教育相談、学級経営についての所要の単位数の増加
を図ることが重要であると提言をしている。このことは、後の教育職員免許法の改正で単位
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数の増加、教職科目の重視という形で実現され、その後の教員免許基準の改定に連動する提
言であった。
さらに同文書では、
「新任教員等に対し、適切な指導ができるよう、退職教員等経験豊か
な者をもって充てるアドバイザー制度の導入を検討するとともに指導主事等の指導体制をさ
らに充実すべきである」
、と提案し、新任教員に対してのアドバイザーとして、学校現場の
経験者を指導者として活用することが提言されている。この構想は、本稿の課題である「実
務家教員」につながる内容であり、臨教審が設立される前の提言として、その後の教育改革
を構想した考え方である。同答申は、①上級免許状の新設、②免許状取得基準の引き上げ、
③教育実習期間の大幅延長などを柱としており、臨時教育審議会答申や教育職員養成審議会
答申に引き継がれ、法律として実体化した提言であった。
以上四点の自由民主党の提言は、政権与党として、その後の臨時教育審議会・教育職員養
成審議会答申等に影響を及ぼし、教育政策に関係する法律を立法化し、文部省（文部科学省）
の教育政策、教員養成政策に影響を与えたものと言える。
次に、臨時教育審議会答申に影響を与えた政党と各団体の提言を考察する。

第２節

野党「民社党の提言」

1983 年 12 月、第 37 回衆議院総選挙が行われた。当時、中学生の校内暴力事件が連日の
ように報道され、各政党も教育問題に対してさまざまな対策を発表した。総選挙に向けて、
各政党が選挙公約として発表した中で、本稿に関係のある教員養成、教員の資質能力の向上
を具体的に取り上げた政党は民社党であった。民社党の教育政策は、今日の教員養成政策と
符合するところがあり、教員の資質能力の向上や実務家教員の登用などの先駆けとなる提案
を行った政党であった。
「教育は人なり。
民社党は、
「青少年に尊敬される教師の確保」９）という項目を設け、冒頭、
教育の効果を高め、青少年の人格を高める教育を進めるには、教育に情熱をもち、教育技術
にすぐれた教師の確保が不可欠です」と訴え、教員養成政策を発表した。具体的な提案とし
て、「大学での養成期間中に、夏休みなどの長期休暇を利用し毎年一定の教育実習を義務付
けるとともに、養護教育施設や福祉施設などでの実習を取り入れ、社会性を身につけた広い
視野の教員の養成を行います」と主張し、今日実施されている介護等体験を提案した。さら
に同党は、現職教員に対して、
「10 年ごとの教員免許の再審査制度の導入、一般社会人で教
師としての適格を有する者を一定の資格試験と研修を経た後教師として採用する制度の創
設、社会や職業などに関する授業に地域の有識者の話を聞く機会を設ける、などの対策を推
進します」と公約した。
「一般社会人で教師としての適格を有する者を一定の資格試験と研
修を経た後教師として採用する制度」は、1988 年の教育職員免許法改正で実現し、
「特別免
許状」や「特別非常勤講師」といった形で教員免許状を持っていない社会人に門戸を開いた。
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「10 年ごとの教員免許の再審査制度の導入」は、2007 年の教育職員免許法改正が成立し、
2009 年４月１により教員免許更新制が実施された。
「社会や職業などに関する授業に地域の
有識者の話を聞く機会を設ける」については、キャリア教育として小・中学校等で既に実施
されている。このように、当時の民社党の教育政策は、教員の実践的指導力に焦点化した現
実的な政策が提言されており、注目される。

第３節

団体等・私的諮問機関の提言

（1）「文化と教育に関する懇談会」
（座長：井深大ソニー名誉会長）
1984 年 3 月 22 日、中曽根康弘首相の私的諮問機関「文化と教育に関する懇談会」が、教
育の問題点と今後の教育改革の方向性を盛り込んだ「提言」10）をまとめ、中曽根首相に提
出した。
提言は、当時の教育の問題点として、受験体制教育や画一教育の弊害をあげ、教育制度の
多様化、運用の弾力化を提唱している。同提言では、
「教師は単なる労働者ではない」と、
日教組の教師像を批判する一方、戦後教育を「過去との断絶と対決で築き上げられた」と規
定、「我が国文化の選択的継承と創造的発展を目指しつつ、未来社会に柔軟かつ主体的に対
応し得る人間の教育」を目指すべきであるとしている。
この提言は、改革の目的を、
「高度の知識と技術が集約された社会」
、
「新しい時代に即応
する教育」への改革が求められ、そこでは「あらゆる教育の場に、競争原理が機能する」と
している。なぜなら、
「超高度な技術、そして多様化された社会は、多様かつすぐれた人材
の輩出を要求するからである」とされ、
「生徒同士の競争ばかりでなく、先生同士も自由に
競争するものとしたい」と、意欲ある人なら、たとえ一般社会人でも教職に就くことができ、
「任期制」による「淘汰」の制度が必要であるとしている。競争原理にたった、教育の内容、
方法、制度を全面的に自由化するという、新自由主義の立場に立った提言である
本稿に関係する内容を取り上げると、
「教員に適格者を求めるためには、養成や資格の改
善だけではなく、
正式採用前に一定期間のインターンシップ制を導入することが必要である。
社会経験豊かな社会人がさまざまな形で教員に加わることが望ましく、そのためにも、教員
研修の場を拡大し、かつ充実することが望まれる」とされ、教員採用後 1 年間の研修制度で
ある「初任者研修制度」や、教員免許状のない社会人に教壇に立つことを可能とした「特別
免許状」への「改革」につながった提言である。教員の資質能力の向上を具体的に図る政策
の提案であった。
「文化と教育に関する懇談会」は、中曽根康弘首相の私的諮問機関であり、臨時教育審議
会設置法案と連動した動きであった。メンバーの何人かは、臨時教育審議会の委員に首相よ
り指名され、彼らは臨教審の大枠を定め、審議の方向付けを行ったと言える。
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（2）「世界を考える京都座会」
（座長：松下幸之助 PHP 研究所所長）
1984 年 3 月 22 日、
「世界を考える京都座会」が「学校教育活性化のための七つの提言」11）
を新聞各紙に発表した。中曽根康弘首相の私的諮問機関である
「文化と教育に関する懇談会」
の提言と軌を一にする行動であった。京都座会は、1983 年に松下幸之助が PHP 総合研究所
内に新政策提言機構として発足させたシンクタンクである。
同提言では、
「教育とは、子どもたち一人ひとりを、それぞれのもてる能力が十二分に発
揮できるよう、育てることであると言えるでしょう。それは、自由で、正しい競争原理が機
能する、多様な個性ある教育あってはじめて、可能であるということです」と提言し、臨教
審で討議された、教育の自由化、個性化につながる内容を含んでいた。
本稿に関係する内容として、七つの提言の一つとして、
「現行の教員免許制度を改めて、
適性と能力、そして意欲ある人なら、たとえ一般社会人でも随時、常勤または非常勤の教職
に就きうるようにすべきです。そして一旦教員になった人々に対しては、さまざまな形での
研修を充実強化し、場合によっては再選抜制、あるいは任期制の導入も考えてみる必要があ
るでしょう」と提言し、教員の免許制度の改革を中心に取り上げている。このことは、後の
臨教審答申での教員免許状のない社会人の採用や、教員免許更新制へと連動した提言であっ
た。教員の資質向上策の一つとして提言されたものである。

第４節

教育問題を取り上げた新聞各紙アンケート調査

1983 年、自由民主党を中心に政財界で「戦後教育見直し」論が出始めている中で、国民
が当時の教育をどう評価しているのか、新聞各紙がアンケートを行い、その年、次々とその
結果が公表された。本稿に関係のあるアンケート結果について紹介し、当時の世論の動向を
考察する。
（1）「毎日新聞」1983 年（昭和 59 年）1 月 4 日 12）
毎日新聞社の調査は、個別多段無作為抽出法で全国から二十歳以上の男女三千人を選び、
調査員が直接面談し回答を得たものである。有効回答数 2290 人、回収率 79％であった。
設問の一つに、
「あなたの学校時代に比べて、
今の学校で良くなっていると思う点、
悪くなっ
ていると思う点をそれぞれ次の中から上げてください」
、
という項目で、
「先生の質が良くなっ
ている」が３％、
「先生の質が落ちている」が 34％、
「先生と子どものつながりが強くなっ
ている」が９％、
「先生と子どものつながりが弱まっている」が 41％という結果が報告された。
当時中学校で校内暴力が頻発しており、中学生を持つ親に、
「先生の質の低下」をあげる親
が 40％と多い調査結果からも、校内暴力への対応のまずさが、保護者の教師に対する不信
感を増した原因と考えられる。
また、
「あなたが学校の先生に望むこと」との設問に対して、
「愛情をもって子供に接する」
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60％、
「教科書を離れても独創的な教育をする」50％、
「生活指導などのしつけを厳しくする」
40％他（3 つまで回答）との結果であり、国民の教員に対する見方が伺える調査であった。
（2）「読売新聞」1983 年（昭和 59 年）3 月 12 日 13）
毎日新聞と同様の調査方法で、読売新聞が教育問題に関する世論調査を行った。有効回答
数 2124 人、回収率 71％であった。
中曽根首相の教育改革構想への関心度を問う質問が行われた。当時の学校教育のどのよう
な点に関心があるかの調査では、
半数以上が「校内暴力」
（55,4％）をあげ、
これに次いで「道
徳教育のあり方」
（33,4%）
、
「教師の質の向上」
（32,3%）と続き、
「校内暴力」に多くの国民
が関心を寄せていた。また、
「教師の質の向上」が 32％と 3 番目に高い関心が寄せられてい
ることが示された。これは、校内暴力への教師の指導、対応が充分取られておらず、学校や
教師への不信を示した数字である。
また、支持政党別に「教師の質」に関心のある層は、新自由クラブ支持層が 43％、共産
党支持層が 38％であった。比較的リベラルな政党支持層が「教師の質」に関心を持ってい
るとの調査結果であった。さらに、小学校入学前の子どもを持つ親から、五年以内に学校教
育を終えた子の親まで、少なくとも三人に一人は「教師の質に関心がある」と答えた。
「教
師の質」といった中身が曖昧な設問ではあるが、教員に対する厳しい見方がこの調査結果で
示された。
このことは、
「自分が教育を受けた当時と比べ、今の学校教育をどう受け止めるか」といっ
た質問に対して、
「どちらかといえば悪くなった」
、
「悪くなった」として、悪化したと感じ
ている人が全体の半数を超えたと報道された。また、これに伴って、現在の学校教育に対し、
「不満」、「どちらかといえば不満」と答えた人も 6 割近く達していると調査結果を伝え、
「国
民の間に教育の現状への危機意識が高まっていることが改めて浮き彫りになった」と同紙は
結論づけていた。
（3）「読売新聞」1983 年（昭和 59 年）4 月 9 日 14）
読売新聞はさらに 3 月中旬、読売年鑑別冊「分野別人名録」
（昭和 59 年度版）から無作為
抽出した各界の有識者・著名人 525 人（回収率 87％）を対象に、今後の教育改革の方向な
どについて調査をした。
それによると、学校現場の現状についての不満はかなり強く、
「いまの小・中学校教師に
ついて、教育者としての信念に乏しい」
（62％）
、
「人間的魅力に乏しい」
（54％）
、
「生徒への
思いやりと愛情に乏しい」
（31％）とマイナス評価が並んだ。
プラス評価は、
「教育に熱心である」
（9％）
、
「教え方がうまい」
（8％）にとどまった。最
近の教師の信頼度では、
「信頼できる人が少ない」
「どちらかといえば少ない」と答えた人が
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49％に達し、
「信頼できる」の 13％を大幅に上回る結果となった。信頼できる教師を増やす
ための方策としては、
「年齢、職業を問わず幅広く人材を集める」
「採用後の研修制度を充実
させる」ことを半数以上の人が挙げた。さらに校内暴力や家庭内暴力、
非行の原因としては、
「親の過保護やしつけの誤り」
（66％）
、
「物質万能の社会風潮」
（60％）などが並び、
「徳目教
育の欠如」
（50％）
「偏差値主導の入試制度」
（43％）
、
「教師の質の低下」
（39％）等が指摘さ
れ、ここでも「教師の質の低下」が問題となっていると報道された。この調査は、読売年鑑
に載っている「分野別人名録」からの調査であり、いわゆる有識者の意識を調査したもので
ある。同日の読売新聞の見出しは、
「教師の質向上を 58％」とかなり大きなスペースで扱い、
教師不信を浮き彫りにした調査結果であった。
（4）「朝日新聞」1983 年（昭和 59 年）６月６日 15）
朝日新聞は、5 月 24、25 日両日、学校教育に関する全国世論調査を実施、個別多段無作
為抽出法で全国から二十歳以上の男女三千人を選び、調査員が直接面談し回答を得たもので
ある。有効回答数 2411 人、回収率 80％であった。
それによると、先生については、以前に比べて「質がよい」と評価する人はわずか１％だ
が、「質が落ちた」と見る人は 18％で、批判的な見方のほうが目立った。しかし、先生に対
する信頼度では、
「信頼している」が 47％で、
「信頼していない」31％を上回った。とくに
子どもが身近にいる人では 57％対 25％と信頼感が強かった。信頼度とは別に先生のタイプ
として「受験指導に力を入れる先生」と、
「出来ない子の面倒をよく見る先生」に二つを示
してどちらがよいか、選んだ調査では、
「できない子の面倒をよく見る」が 81％で、
「受験
重視」よりも「面倒見のよい先生」を好む傾向が読み取れる。教師の人間性を求める調査結
果と言える。
小中学校の現状について、自分が通っていた時よりも、
「よくなっている」と思うのは
32％で、47％の多数が「悪くなっている」と答えた。自分たちの時より悪くなった点をあげ
ると、「道徳教育が不十分」が 23％、50 代以上の中高年で目立つとなっていた。
各社の教育問題に対する調査の中で、
「教員の質」
に対して世論の厳しい見方があることが、
当時の各新聞社調査より、明らかになった。しかし、新聞社各社の調査結果は全体的傾向と
して共通をしており、教員に対する厳しい見方が示された。

第３章

臨時教育審議会設置法案国会審議

1984 年 2 月 6 日、中曽根首相は衆参両院本会議の施政方針演説で、教育全般にわたる改
革の断行とそのための諮問機関の設置を表明した。
法案は、3 月 27 日、閣議決定をへて国会に提出され、4 月 25 日、衆議院本会議で法案趣
旨説明の後、衆議院内閣委員会に付託、7 月 12 日、衆議院本会議で一部修正の上可決、参

─ 323 ─

議院に送付された。7 月 13 日、参議院本会議で法案趣旨説明の後、同院内閣委員会に付託
され、8 月 7 日、参議院本会議で可決、成立し、8 月 8 日に同法公布、8 月 21 日施行された。
同日、同法施行令の公布、委員 25 人の首相による任命、会長指名が行われ、9 月 5 日臨時
教育審議会第一回総会が開催された。
成立した臨時教育審議会設置の法律は、全十条と附則からなり、第一条の目的及び設置で
は、
「社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現の緊要性にかんがみ、教育基本法（昭
和二十二年法律第二十五号）の精神にのっとり、その実現を期して各般にわたる施策につき
必要な改革を図ることにより、同法に規定する教育の目的の達成に資するため、総理府に臨
時教育審議会（以下「審議会」という）を置く」とされた。
臨時教育審議会設置法案の国会審議より、本稿の研究テーマに関わる内容を取り上げ、
「教
員の資質能力の向上」が求められてきた背景を考察する。
1984（昭和 59）年 4 月 25 日、衆議院本会議で自由民主党の町村信孝議員より、森喜朗文
部大臣に臨教審設置法案の趣旨理由が質された。16）
町村は、「教育は人なりと言われているように、実際に教育の現場に当たる教員の強い使
命感と自覚がなければ、この審議会からいかに立派な改革案が出されたとしても、絵に描い
たもちに終わってしまうおそれがあります。このような観点から、
教員の資質の向上のため、
教育委員会による研修を確実に実施すると共に、その充実を図ること、また使命感と情熱あ
ふれた教員を確保するため、正式採用前に一定期間のインターン制を新たに導入することな
どが必要であると思いますが、文部大臣の御所見を賜りたいと存じます」と、文部大臣に質
問を行った。
これに対して、森善朗文部大臣は、
「文部省といたしましては、教員の資質の向上について、
いわゆる人材確保法に基づく優秀な教員の確保、
新任教員研修を初めとする各種研修の充実、
教員としてふさわしい者を選抜するための採用方法の改善などの施策を講じてきたところで
ございますが、今後とも教員の資質向上の問題は、臨教審における審議のことも含め、積極
的に取り組んでまいる所存でございます」と答え、国民の教育への不満、教員に対する不信
を改善するために、臨教審で「教員の資質向上」について審議を行うことを示唆した。
1984（昭和 59）年 7 月 13 日、参議院本会議において、臨時教育審議会設置法案趣旨説明
が行われた。17）中曽根康弘総理大臣は、臨教審設置の理由として、21 世紀に向かって世界
的日本人を作っていく、検討課題として、六・三・三・四制の学校制度全体の問題、高校入
試特に偏差値教育のあり方、共通一次試験を含む大学入試制度の改革などを述べた後、
「さ
らに、教員の養成、採用、研修等を通じて教員の資質向上に努めると共に、すぐれた社会人
の教育界への受け入れ等も検討していただきたい」と、教員の資質向上が検討課題であり、
すぐれた社会人を教育界へ受け入れていきたいと答えた。総理大臣直属の諮問機関に、教員
の資質向上を検討課題とすることは、当時の政府側のこの問題に対する強い決意が読み取れ
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る。
同年 8 月 2 日の参議院内閣委員会で、森文部大臣は、
「二十一世紀に向けて教育改革を推
進するにあたって、まず第一としては、学校教育の現状を再検討し、学校制度の改善や教師
の指導力の向上等を図ることが基本的な課題であろう」と、教師の指導力の向上等を図るこ
とが第一の検討課題であると答弁した。文部大臣の答弁として、
第一に「教師の指導力向上」
をあげ、臨時教育審議会での審議課題としたことは、この問題が喫緊の課題であるとの認識
を示したものである。
1984 年 8 月 7 日に参議院本会議で同法案が可決され、臨時教育審議会の審議が同年 9 月
から始まった。次に臨教審の審議・答申内容を概観し、本稿テーマに関わる部分について考
察していく。

第4章
１

臨教審がめざした教育改革

臨時教育審議会設置法と組織
成立した臨時教育審議会設置法 19）は、全 10 条と附則からなる。
第１条で「社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現の緊要性にかんがみ、教育基

本法（昭和二十二年法律第二十五号）の精神にのっとり、その実現を期して各般にわたる施
策につき必要な改革を図ることにより、同法に規定する教育の目的の達成に資するため、総
理府に、臨時教育審議会（以下「審議会」という）を置く。
」とされた。
また、第二条で審議会は、内閣総理大臣の諮問機関であり、教育及びこれに関連する分野
に係る諸施策について総合的に検討を加え、必要な改革を図るための方策に関する基本的事
項について調査審議するとされた。
臨時教育審議会委員は 25 名とされ、
内閣総理大臣が任命した。選ばれた審議委員は学界（大
学）７名、官界５名、財界５名、教育界４名、文化・言論界１名、労働界２名、スポーツ界
１名の計 25 名であった。委員は、中曽根首相の私的諮問機関「文化と教育に関する懇談会」
から３名、教育の自由化を主張する「世界を考える京都座会」から６名が選ばれるなど、審
議の方向性が伺われる人選であった。
本稿に関係する教員養成は、第三部会で審議された。第三部会の審議事項は、
「初等中等
教育の改革」をテーマに、その中で「教員の資質向上について」が審議された。以下、教員
養成に関わる答申について考察したい。
２「教育改革に関する第一次答申」の検討
第一次答申の「はじめに」で、改革を推進するための基本的な考え方が打ち出された。
それは、
「個性重視の原則を最も重視しなければならない」とし、また、
「基礎・基本の重
視、創造性・考える力、表現力の育成、選択の機会の拡大、教育環境の人間化、生涯学習体
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系への移行、国際化への対応、情報化への対応」を揚げ、これらを基礎として、
「21 世紀向
けての教育の基本的な在り方」
「生涯学習の組織化・体系化と学歴社会の弊害の是正」
「高等
教育の高度化・個性化」
「初等中等教育の充実・多様化」
「教員の資質向上」
「国際化への対応」
「情報化への対応」
「教育行財政の見直し」の８つの課題を提示した。
臨教審では、これら８つの課題を３年間にわたって検討をしていくとされ、以後４次にわ
たって答申が出された。本稿では、
「教員の資質向上」に視点を当てて、臨教審で示された
改革の内容を考察していきたい。
第一次答申では、
「教育の現状」の中で、
「一部には指導力の不足した者や使命感に乏しい
者も見られる」とされ、また、
「校長がリーダーシップを発揮できず、学校の適切な管理運
営が行われないことから、諸問題に対する適時、適切な対応が困難となり、学校、教師に対
する尊敬や信頼を薄くさせている状況がある」と教員の問題点を指摘した。20）
同答申では、
「教員には、児童、生徒に対する教育愛、高度の専門的知識、実践的な指導
技術が不可欠である」と明記され、教育愛、専門的知識、実践的な指導技術という言葉が、
それ以後の教員養成に深く関わっていくこととなった。
また同答申では、
「教員の資質向上」の方策についてふれ、
「養成、採用、研修、評価など
を一体的に検討する」と示し、
「養成」
、
「採用」
、
「研修」
、
「評価」を養成段階から採用以後
の研修まで、一体的に検討するものとし、それ以後の教員養成のキーワードとして検討され
るようになった。
３「教育改革に関する第二次答申」の検討
第二次答申の「第２部

教育の活性化とその信頼を高めるための改革」の「第３章

初等

中等教育の改革」の項の中で「教員の資質向上」の改善方策が具体的に答申された。この改
革内容が、今日に至るまでの教員養成の方向性を示したものと考えられ、本稿で問題にして
いる「教員の資質能力の向上・実践的指導力と実務家教員」の関係が第二次答申で明示され
た。
（１）教員養成・免許制度の改善
教員養成・免許制度の改善について冒頭、以下のように記されている。
「教員養成については、教員に広く人材を集める観点から、現行の開放制を維持すべきで
あるが、現在の教職課程の在り方、社会人の活用等には解決すべき問題が少なからず見出さ
れるので、その速やかな改善を図る必要性がある。
」とされ、改善すべき内容として、
「教員
養成における教科・教職科目の内容の見直し」
、
「教育実習期間、内容の見直し」
、
「社会人の
活用のための特別の免許制度の創設」を挙げている。
その中で、
「現行の開放制を維持すべきであるが」
と戦後教員養成の原則の一つであった
「開
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放制」について消極的な文言が読み取れる。このことは、具体的な改善の中で、
「オ . 社会
人の活用を図り、学校教育を活性化するため、都道府県教育委員会で認定できる特別の免許
状制度を創設する。また、非常勤講師については、免許状を有しなくても教科の一部領域に
係る授業を担任し得るよう免許制度上の特例措置を講ずる。
」とあり、特別の免許状は、都
道府県教育委員会の判断で教員資格を認定し授与することができると答申した。
戦後、幅広い視野と高度の専門的知識・技能を兼ね備えた多様な人材を広く教育界に求め
ることを目的として、
教員養成の教育は大学で行うこと（
「大学における教員養成」の原則）、
また、国・公・私立のいずれの大学でも、教員免許状取得に必要な所要の単位に係る科目を
開設し、学生に履修させることにより、制度上等しく教員養成に携わることができることと
した（「開放制の教員養成」の原則）戦後教員養成の二大原則を異にする内容であった。
またここでは、
教員養成を進めるに当たり、
「これからの教員に必要とされる資質を吟味し、
それらを大学における教員養成に期待すべき内容と、採用後における初任者研修あるいは教
員の各ライフステージの現職研修において修得すべき内容とに整理する。
」とし、教員養成
と初任者研修のそれぞれの立場を明確化している。
その上で「大学での教員養成」では、
「幅広い人間性、教科・教職に必要とされる基礎的・
理論的内容と採用後必要とされる実践的指導力の基礎の重点に置き、採用後の研修において
は、それらの上に立ってさらに実践的指導力を向上させることに重点を置くこととする」と
述べ、これ以後「実践的指導力の基礎」が大学での教員養成の大きな課題となった。
臨教審答申では少なくとも、
「実践的指導力」は教員に要求される能力であり、まだ教員で
ない者に要求されるのは「実践的指導力の基礎」であるという二分論が意識されていた。し
かも、教員養成を担う大学教員等は、この実践的指導力の基礎を養う場であると思われる養
成段階で身につけるべきことを専ら、大学教育を土台とする「学術的基礎と人間的資質」と
して考える傾向があり、教員を採用する教育委員会、学校現場との乖離が広がっていった。21）
同答申では「採用後の研修」という項目を設け、
「さらに実践的指導力を向上させること
に重点を置く」と強調し、ここでも「実践的指導力」が教員養成の重要な課題として挙げら
れている。
この「実践的指導力」を大学で指導していく上で、同答申では、
「教員養成の教員自身が
現場での実践経験に乏しいことも、教育内容を充実する上で一つの問題である」と大学教員
が実践的指導力を学生に指導しきれていない現状を指摘している。
その上で答申では、
「大学と教育委員会との連絡、協議の場を設けるとともに共同研究を
推進する。また、教員養成の教員にはなるべく小・中・高等学校等での現場経験を有する者
を活用するとともに」と、第二次答申で「小・中・高等学校等での現場経験を有する者」と
いう表現で、
「実務家教員」の登用を促し、
「実践的指導力」をつける上で実務家教員の指導
力が必要であるとされた。
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教員養成に携わる「実務家教員」が臨教審答申で明記され、これ以後の教養審答申や各種
の教員養成に関係する法案で、実務家教員の必要性が指摘されるようになった。
（２）初任者研修制度の創設
臨教審第二次答申では、新任教員が円滑に教育活動に入っていけるよう、
「実践的指導力
と使命感を養う」ことを目的とした、採用後 1 年間の初任者研修制度を導入するとされた。
この初任者研修は、
「指導教員の指導のもとにおける教育活動の実務およびその他の研修
を義務づける」と定義され、初任者研修の主要な目的が「教育活動の実務」を学ぶことであ
り、そのためにマンツーマンの個人指導という方法で実施するものとされた。
大田尭は、この答申に対して「臨教審の経過報告の中ではどちらかというとやはり依然と
して教える専門家としての教師の方が力説されて、子どもを個性的に育てる専門家としての
教師ということへの強調がどうしても薄いのではないか」22）と述べ、本当に子どもととも
に育つ教員は、学問や芸術を愛する自由な雰囲気のなかで初めて育つとし、個性を育てると
いう視点での教員養成を考慮していくべきことを訴えた。
大学での教員養成における実務家教員と、初任者研修における指導教員は、
「大学と小・中・
高等学校等との連携、協力をより緊密なものとする」と謳われているように、
「教育活動の
実務」習得のため、
「養成・採用・研修」の一連の流れの中で相通じる役割を示している。
新任教員研修の内容として、
「新任教員は学校における実際の教育課程や授業の展開、
児童・
生徒指導、学校運営などの実務や社会教育活動に従事、参加しながら、その実践的指導力や
教員としての技量の向上を図る」とされ、実務に重きを置いている。
「さらに、企業など学
校以外の社会を体験することや、その他、国内外の事象に触れる機会をもつなどして知見を
広めることについても配慮する」と行政研修としての要素が強化される内容である。

終章
本論文の目的は、
「教員の資質能力の向上」が必要とされてきた背景を明らかにすること
であった。この目的を達成するために、1970 年代以降から 1980 年代の臨教審答申までを考
察した。
1980 年代以降、日本の教員養成に関する政策変更の方向を示したのは臨教審「教育改革
に関する第二次答申」である。その主要な改革は、養成・採用・研修を一体化して考えるこ
とであり、教員の資質能力の向上策を図ることであった。
さて、本稿では「教員の資質能力の向上が求められてきた理由」を探ってきた。主な理由
として以下の三点が挙げられる。
第一に、臨教審答申が示した方向性は、1980 年代以降の日本の教育政策に大きな影響を
残したものと言わざるを得ない。当時首相であった中曽根康弘は、教育改革を「戦後期にお
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ける第二の教育改革に続く、第三の教育改革」と位置づけ、戦後政治の総決算の一貫として
臨んだことは確かである。
戦後、日本の教育政策を巡って、政権与党と日教組の根深い対立・衝突があり、日教組の
弱体化、
解体は保守陣営共通のテーマであった。そのため、
「教員の資質能力の向上」を掲げ、
教員を統制する政策が進められることとなった。採用後 1 年間の初任者研修や現職教員の年
次研修の強化は、教員の動きを「研修対応」へ集中させるものであり、職場内で、教育全般
の問題等を考え、取り組む力を削ぐことにつながった。
「初任者研修制度」のように、その
研修結果により不採用と認定される教員も現出した。このような一連の政策を受けて、非組
合員の増加が顕著となり、教職員組合は弱体化した。組合の弱体化は、教職員間の横の関係
を分断、校内での上意下達、管理職の権限強化につながった。また、ベテラン教員から若手
教員へのアドバイスや教育技術の伝承が弱まり、代わりに、教育委員会が直接若手教員を研
修するようになった。
その研修内容の中心となるものが、教壇で「役に立つ実践的指導力」である。特に、新採
用教員に対する初任者研修では、日々の授業を成立させる授業実践の具体的方法など、ベテ
ラン教員がマンツーマンで一年間指導することを制度化したものである。
「実践的指導力」
を身につけることにより、教壇での授業を成立させ、学校運営に支障が生じないことが学校
管理者の共通の目標であった。しかし、このような実践的指導力を中心とした研修制度は、
自立した教師の成長を妨げ、戦前まで教師を揶揄した「師範型」を新たに生み出すおそれが
あると言える。
第二に、政権与党以外にも、行政、政権与党を支持する各種団体からの教育改革の提言が
発表され国民世論を誘導した。マスコミの後押しもあり、教員に対する批判が 70 年代末か
ら 80 年代初めにかけて次々と行われた。臨教審答申は、その機をとらえ、さまざまな「教
育改革」案を答申し、その中で、
「教員の資質能力の向上」
、
「実践的指導力」
、
「実務家教員
の登用」が示された。
「教員の資
文部省教職員養成課長であった菴谷利夫は、1982 年「季刊教育法」23）の中で、
質能力の向上という課題自体は、別に近年にわかに生じてきたわけではない、むしろ、近代
的学校制度を創設した明治以来、今日まで一貫して流れている学校教育界の重要課題なので
ある。」と記し、さらに、
「教育実習の指導を担当する大学教員には、もっと、小、中、高な
どの現場経験豊富な者を充てる努力をすべきである」
と強調していた。
文部省内において、
「教
員の資質能力の向上」
「実践的指導力」及び「実務家教員の登用」は、
、
長年の懸案事項であっ
たことがうかがえる。
「教員の資質能力の向上」
、
「実践的指導力」が求められてきた第三の理由として、1970 年
代後半から 1980 年代にかけて増加した、校内暴力に対して教員が適切に指導できなかった
ことが挙げられる。当時の新聞の世論調査でも明らかになったように、中学校での校内暴力
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に関する教員の指導への厳しい批判があった。教員が十分な指導力を発揮できなかった事実
から、目に見える形での生徒指導上の対応、指導力を教員に求めたのである。また、大学の
教員養成においても、道徳教育、特別活動・生徒指導・教育相談等を重視するよう臨教審か
ら答申され、以後大学の教員養成に対しても厳しい注文が行われるようになった。教科教育
と生徒指導を一体的に指導できる教員の養成を大学に求めたのである。学校現場の実態を知
る「実務家教員」を大学の教職課程の教員として迎えるようになったのである。
以上、「教員の資質能力の向上」
、
「実践的指導力」
、
「実務家教員」が求められてきた背景
を明らかにした。1970 年代から 80 年代にかけて、政府・与党は教科書の「偏向」問題を集
中的に取り上げ、教科書検定に多くの圧力をかけてきた。同時に、文部省は政府・与党の意
に沿って、教育基本法の改定を視野に、その条件整備を着々と図ってきた。教育基本法の改
定は、安倍晋三内閣によって提案され、2006 年 12 月改正教育基本法が制定された。
中曽根首相は、1982 年 5 月第６回生長の家相愛会で、
「いよいよときの潮は満ちてまいり
ました。私はまず行政改革を断行しよう。
（中略）この大きな仕事が失敗したならば、教育
の改革もできなくなる。防衛の問題もダメになります。したがって、行政改革で大そうじを
して、お座敷をきれいにして、そして立派な憲法を安置する。これがわれわれのコースであ
ると考えておるのであります」と挨拶をしたように、日本国憲法の「改正」は戦後保守陣営
の最大の懸案事項である。戦後保守陣営が取り組んできた一連の「教育の改革」も、この動
きに連動したものである。教員研修を強化し、教員免許に期限を設けるなど、教員統制を強
めてきた。誰もが反対しづらい「教員の実践的指導力の強調」には、
「物言わぬ教員づくり」
という側面もあることを見逃してはならない。

注
１）実務家教員の定義は明確ではないが、教職大学院における実務家教員の在り方について、文
部科学省は「担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力」として、次のように定義
している。
「実務家教員においては、実務経験から来る実務の経験知・識見を単に有するので
はなく、知見を理論化し一般化した上で適切に教授できるなど、担当する専門分野に関し、
高度の教育上の指導能力を有する者である必要がある。この評価方法として、従来のいわゆ
る研究者教員の場合と同様の研究論文を求めるものではないが、例えば、大学や教員研修セ
ンター等での指導や研究会等での研究発表等、校内研修での実践発表等などの実践的・実証
的研究成果の発表記録や著作等から、担当する専門分野に関する高度の教育上の指導能力を
有すると認められる者であることが適当である」。また、「専攻分野における実務の経験」と
して、
「教職大学院における教育は、特に現職教員学生に関しては、一定の実務経験のある者
を対象において広く見通しのとれるスクールリーダーに必要な知識・技能を修得させるもの
である。この観点から鑑みれば、指導にあたる大学教員は実務家として学生に対し適切な指
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導を行い得る、一定の幅の広さを持つ経験を有する者である必要がある。この観点からいえば、
例えば教諭の場合、標準的な勤務経験（担任サイクル、主任等の経験）を考えれば、概ね 20
年程度の経験が必要である」。
２）海後宗臣監修『戦後日本の教育改革８

教員養成」』1971 年

東京大学出版会

３）
「新しい教育の目的を達成するためには、つめこみ主義、画一主義および忠孝のような上長へ
の服従に重点を置く教授法は改められ、各自に思考の独立・個性の発展および民主的公民と
しての権利と責任とを、助長するようにすべきである。」
（1946 年 3 月同報告書「教授法と教師養成教育」）
４）
「Civil Information and Educational Section」の略
５）アメリカのアクレディテーション団体をモデルに、1947 年当時の国・公・私立大学 46 校を発
起校として設立された自立的な大学団体。
６）黒澤英典著（2006）『私立大学の教師教育の課題と展望』p16

学文社

７）現代教育研究会編『教師教育の連続性に関する研究』p46-p52
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Research Topics

Involved in teacher education research on
“teacher practitioners”
Since the 1970s and, until the establishment
of the Ad Hoc Council on Education
─ Place your perspective measures to
“improve the quality of teachers ability”─
KAKUAGE, Tetsuo
The purpose of this study is to explore the reasons for the development of“practical
leadership”in the field of teacher education at the university will be emphasized, has
required faculty practitioners in order to play it. Since the 1970s, until the 1984 Ad Hoc
Council on Education was established to improve the quality of teachers' ability is
proposed from the ruling party, was taken over by the Council agenda of an extraordinary
education. Why improve the quality of teachers or capacity became an issue this time. I
was reviewing the recommendations from the report why the Central Council for
Education, each party, of each organization.
As a result, it was found that because of conflict with conservative and the Japan
Teachers' Union in the field of education at the time and the background to eliminate the
influence of the teachers' union, tried to strengthen the control of teachers.
In addition, the lack of leadership from the teacher to the school violence that raged in
the 1980s, and distrust of teachers, improving the quality of teacher competence is now
screaming.
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