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　本稿では，教員免許状取得が可能な課程において，教職に関する科目やその中での教育の理論に
関する科目に着目し，教育職員免許法と同法施行規則の条文の時系列的な比較を通して，その位置
づけがどのように推移しているかを分析し，若干の考察を試みた。分析の結果，初等教育（幼稚園・
小学校）免許状と中等学校（中学校・高等学校）免許状とでは，位置づけの推移の仕方がやや異なっ
ていた。教育の理論に関する科目に着目すれば，その位置づけは相対的に貧弱になってきており，「大
学で教えられる教育学が役に立たない」という言説に応えるのがますます難しくなる可能性を考察
した。今後は制度レベルにとどまらず，各大学のシラバス等の丹念な分析を行い，実態レベルでそ
の状況を明らかにする必要があるだろう。
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教員養成政策における「教育の理論」の性質の変化
―教育職員免許法及び同法施行規則の条文比較から―
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１．はじめに

　⑴　研究の関心
　近年，大学教育には様々な能力の育成が求められて
いる。「学士力」「コンピテンシー」「社会人基礎力」

「ジェネリック・スキル」「エンプロイヤビリティ」な
どの言葉で表現されているものである。しかし，政策
文書に載ることはあったにせよ，少し前までの大学に
はそういった能力の育成を求める声が大きかったわけ
ではなった。むしろ，「大学教育は役に立たない」といっ
た言説が，長らく社会や産業界から浴びせられてきた。
　「大学教育は役に立たない」と言われてきた理由と
しては，全ての学問が現実世界に対して解決策を提示
する，あるいは即戦力となるという志向性を持ってい
るとは限らないことが挙げられる。また，科学や学問
の進歩に従い，学問の細分化・蛸壺化が著しく，個別
の知見や発見を超えて，全体としてどういう方向性や
意味をもっているのか，分かりにくくなってきている
という事情もあると推察される。経済状態が良かった
時には，さほど問題とされなかったというだけに過ぎ
ない。しかし現状は，経済状況・国の財政状態もよく
なる気配を見せず，大学数の増加や大学進学率の上昇
も相まって，冒頭のような諸能力の育成を叫ぶ声と
なって表れてきていると考えられる。
　教育学という１つの学問分野に目を転じてみても，

「大学で教えられる教育学は，教育現場で使えない」
という現場の教師の声（広田，2009，p.２）や，「「机
上の空論」というレッテルを貼られている」（山口・
山口，2005，p.131）など，やはり大学で教えられる
教育は「役に立たない」ものと捉えられる傾向がある。

この場合，現場から言われている教育学とは，専門の
教科に関する知見や教授方法・教育実践等というより
も，教育の理論のことを指しているようである。すな
わち，教育学の全体像を分類した田中（2003）に従え
ば，教育学のうち狭い意味での教育学である「教育基
礎学」に該当する「教育哲学・教育社会学・教育史」
あるいは田中が心理学の一部とみなした「教育心理
学」1などのことを指していると考えられる。
　こうした現状から，筆者の関心は，大学，特に教員
免許を取得できる課程において，教育の理論（≒教育
学）がどのように教授されているのかを明らかにする
ことである。ここで言う教育の理論とは，田中（2003）
が「狭い意味での教育学」と呼ぶ「教育基礎学」とほ
ぼ同義である（ちなみに，専門の教科に関する知見や
教授方法・教育実践等は，田中では「教職教育学」と
呼んでいる）。本稿はその研究課題の第一段階として，
現実の教育課程に影響を与える制度レベルにおいて，
教育の理論をどのように規定してきたのか，その変遷
を明らかにしたい。

　⑵　先行研究の整理と本稿の課題
　戦後日本において，教員養成に関して制度レベルで
教育の理論等に関連する事項を規定しているのは，教
育職員免許法（以下，教免法）と同法施行規則である。
教免法や同法施行規則については，制定の際または大
きな改正の際の経緯や特質等，扱った文献は少なくな
い。これらについて，特に本稿の課題に関連のある部
分を抜粋して整理したい。
　教免法制定時の経緯について，山田（1993）は教育
刷新委員会とその特別委員会での議論の経過，占領軍
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（CIE）の意向によって教育刷新委員会の決定に修正
が加えられ，教育刷新委員会の考えたものとは別の形
で教育職員免許法が制定されていく経緯が克明に示さ
れている（第２章～第４章）。すなわち，教育刷新委
員会側が教職的課程を比較的軽視していたのに対し，
占領軍（CIE）はそれを重視し，日本側委員から反対
意見が出されながらも占領軍の意向を受けて教職教養
の比重が大きく設定されたという経緯である。なお，
教育職員免許法制定の狙いや解説は，実務者である玖
村編著（1949a，1949b）に詳しい。
　その後の大きな改正の経緯や特質等について，本
稿で関連するところで言えば，前田・上野（1954a，
1954b），羽田（1990），江森・野口（2003），伏木（2004），
岩田（2008a）などが挙げられる。前田・上野（1954a，
1954b）は1954年の法令改正当時の実務者であり，実
に幅広く解説を加えており，前田・上野（1954a）で
は教免法改正について，教育職員養成審議会の答申に
基づき「教科に関する専門科目の単位を強化し，教
員の担当する教科に関する専門教養を強化しよう」

（p.25）という意図があったと述べている。前田・上
野（1954b）でも，施行規則改正について「制定当初
のあまりに自由主義的な規定は，わが国の現状からは
行き過ぎであるという批判が教育界の各方面から起
り，免許制度をとる以上，国はもつと明確な基準を設
け，一定の教養内容を保証」（p.２）する方向性を示
している。羽田（1990）は，1988年の改正の中でいく
つかのポイントを挙げているが，そのうち「教職科目
の最低修得単位数と科目名を変更したこと」「大学の
加える教職に関する専門科目を，高等学校の専修又は
1種免許状に限定したこと」は本稿との関連で重要で
ある。後者については，「実質的に大学の教育課程編
成に対する指示をなす内容となっている」（p.110）と
疑問を呈している。また，羽田（1990，p.109）・江森・
野口（2003，p.117）とも指摘している，教職に関す
る科目・教科に関する科目の単位数が引き上げられた
という基本的事実は本稿でも確認する。
　江守・野口（2003，p.14）や岩田（2008a，p.18）では，
1998年改正の際に教職に関する科目を増やし，教科に
関する科目を減らしている事実を明らかにしている。
伏木（2004，p193）は，同改正の際に教職必修として
追加された「総合演習」について，直接的に対応関係
にある訳ではないものの「「総合的な学習の時間」を
指導する教員の力量形成と深く関連していることは言
うまでも」なく，その幅広い意義をまとめている。なお，
本稿の分析と強く関連がある訳ではないが，近年の改
正（教員免許更新制・教職実践演習の導入）の経緯に
ついては，岩田（2008b），高橋（2008）などに詳しい。
　以上のように，「教職に関する科目」や「教科に関
する科目」の単位数の増減を明らかにしている研究は
いくつか存在する。本稿では，これを通時的に捉えな

おすと同時に，先行研究で十分ではなかった「教職に
関する科目」内部の構造，特に教育の理論にも焦点を
合わせて整理をし，それらの位置づけがどのように変
遷してきたかも合わせて明らかにする。

２．研究の方法

　⑴　教免法・同法施行規則の分析視点
　国立国会図書館「日本法令索引」によれば，教免法
は1949年５月31日制定以降41回の改正，教免法施行規
則は1954年10月27日制定以降53回の改正を重ねてい
る。ただし教免法施行規則は，最初に1949年11月１日
に制定され，数次の改正を経て，1954年10月27日に全
面改正されており，初代施行規則を含めれば，制定以
降60回の改正をしていることとなる（もちろん，多く
の改正は他の法令の整備により付随的に行われたもの
である）。上述のように本稿では，こうした改正の中
で「教職に関する科目」や教育の理論に関する科目の
位置づけがどのように変遷してきたのかに着目する。
　現行の教免法では，免許状の種類として普通免許状・
特別免許状・臨時免許状の３種類が挙げられており，
そのうち普通免許状は学校の種類ごとの教諭・養護教
諭・栄養教諭の免許状さらには専修免許状・一種免許
状・二種免許状に区分されている。免許状の授与につ
いては，大学や指定機関において修得が必要とされる
単位数や，教育職員検定の手続きなどが規定されてい
る。本稿では，その研究関心から学士課程教育におけ
る教員養成，さらにはその中心と言える教諭の一種免
許状に焦点を絞る（ただし，特別支援学校2教諭の免
許状はやや異質であるため，分析から除外している）。
免許状を取得する際に修得が必要とされる単位数が規
定されているのは，教免法別表第一である。現行の教
免法においては，免許状の種類ごとに「大学において
修得することを必要とする最低単位数」が定められ，
さらに「教科に関する科目」，「教職に関する科目」，「教
科又は教職に関する科目」，「特別支援教育に関する科
目」（特別支援学校教諭の免許状を取得する際に必要
とされるもの）に分類され記載されている。この変遷
を追うことが，本稿の第１の分析視点である。
　また，教免法別表第一で定めた単位の具体的な修得
の方法が，現行の教免法施行規則では「第一章　単位
の修得方法等」で記されている。そのうち「教科に関
する科目」は第二条から第五条，「教職に関する科目」
が第六条，「教科又は教職に関する科目」が第六条の
二で具体的に説明されている。筆者が関心を持つ教育
の理論に関する科目については，現行の施行規則の第
六条表中第三欄「教育の基礎理論に関する科目」が最
も近く，この変遷を追うことが本稿の第２の分析視点
である。
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　⑵　分析方法と本稿の構成
　本稿の具体的な分析方法について述べる。第1の分
析視点からは，①免許状を取得するのに必要な最低単
位数及び「教職に関する科目」の単位数の推移を明ら
かにする。次に，②免許状を取得するのに必要な最低
単位数のうち，「教職に関する科目」がどのくらい占
めているか，その推移を明らかにする。本稿では，そ
の指標を「教職比率」と呼び，以下のように定義する。

　教職比率＝「教職に関する科目」単位数／免許状を
取得するのに必要な最低単位数

　第２の分析視点からは，③教免法で規定された「教
職に関する科目」単位数のうち，施行規則でどのくら
い具体的に規定されているかを明らかにする。逆に言
えば，教職に関する科目として大学が自由に設定でき
る度合いのことを意味していると言える。そこで本稿
では，その指標を「教職科目の自由度」と呼び，以下
のように定義する。

　教職科目の自由度＝１－教免法施行規則で規定され
ている「教職に関する科目」単位数／教免法で規定さ
れている「教職に関する科目」単位数

　また，④教免法施行規則で規定されている「教職に
関する科目」単位数のうち，教育の理論に関する科目
の単位数がどれほど占めているかを明らかにする。本
稿では，その指標を「理論比率」と呼び，以下のよう
に定義する。

　理論比率＝教育の理論に関する科目の単位数／教免
法施行規則で規定されている「教職に関する科目」単
位数

　第３節では，教免法の規定の変遷―すなわち，①②
に関する分析―を行い，第４節では，教免法施行規則
の変遷―すなわち，③④に関する分析―を行う。そし
て，第５節で分析結果をまとめと考察を行い，今後の
課題を述べる。

３．教免法別表第一の変遷

　⑴　教免法制定
　まず，教免法の改正について，特に別表第一に着目
しながら時系列的に追っていく。
　1949年５月31日制定当初の教免法では，校長・教育
長・指導主事の免許や一級普通免許状・二種普通免許
状・仮免許状を規定するなど，現行法とは大きく異なっ
ているものの，免許状授与の際に必要とされる「大学
における最低修得単位数」は別表第一に示されている。

当時の「一級普通免許状」（高校においては「二種普
通免許状3」）に着目し，抜粋したものが表１である。

　戦前の師範教育に対する反省や，GHQ・CIEとの折
衝を経て，当初の免許法別表第一には「一般教養科目」
欄が設けられた。しかし，結果的には教育職員になろ
うとしない学生でも履修しなければならないものとな
り（玖村，pp.15-16），それほど特別な意味は持てなかっ
たと言えよう。一般教育科目を除く免許状取得に必要
な最低修得単位数は，小学校又は幼稚園では49，中学
校・高等学校の「甲」教科では50，「乙」教科で38と
設定されている4。また，「教職比率」（ただし，ここで
は分母から一般教養科目の単位数は除外している。）
を見ると，中学校や高等学校における「甲」教科で
40.0％となっており，「乙」教科の52.6％よりかなり低
く（逆に言えば，「教科に関するもの」の比率が高い），
「甲」教科の科目の特殊性を反映している。また，小
学校又は幼稚園教諭の教職比率は51.0％と比較的高い。

　⑵　1954年法律第158号による改正
　最初に別表第一が改正されたのは，1954年法律第
158号（1954年６月３日）においてである。この改正
は教免法制定以降５回目であったが，「逆コース」の
流れが始まった時代のこの改正では，校長・教育長・
指導主事の免許や，仮免許状が廃止されたのが大きな
特徴である。表１同様に別表第一から抜粋したものが，
表２である（高等学校のみ二級普通免許状）。

　小学校免許と幼稚園免許とは区別され，「教職に関
するもの」では４単位の差がついている。一般教育科
目を除く免許状取得に必要な最低修得単位数は，小学
校で48，幼稚園で44とやや減少しているのに対し，中
学校・高等学校では「甲」教科で54，「乙」教科で46
とやや増加している。また，「教職比率」（ここでも
分母から一般教養科目の単位数は除外している。）に
着目すると，小学校教諭で66.7％，幼稚園で63.6％と
比率が高く，また改正前と比べても高くなっている。
一方，中学校と高等学校については，「甲」教科で
25.9％，「乙」教科で30.4％と，小学校・幼稚園に比

表１　1949年５月31日公布の教免法別表第一

表２　1954年６月３日公布の教免法別表第一
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べて低く，また，改正前と比べて低くなっている。中
等教育における教科重視の方向性がはっきりと見て取
れる。

　⑶　1988年法律第106号による改正
　続いて別表第一が改正されたのは，1988年法律第
106号（1988年12月28日）においてである。この改正
に至るまで，34年間で12回の改正があった。この間，
高度経済成長や教育人口の増大などを背景として教員
需要の大きな増減を経験した。国立工業教員養成所や
国立養護教諭養成所が作られ，卒業生に免許状を与え
るなどした。また，中学校や高等学校の免許状の種類
に技術や看護が増えるなど，広がりを持った。別表第
一に関わるところで言えば，1973年法律57号（1973年
７月20日）によって，「大学における最低修得単位数」
から「一般教養科目」が削除されている。
　この1988年の改正では，免許制度全体が大きく変
わった。第１に，免許状の種類が「一級普通免許状」

「二級普通免許状」から「専修免許状」「一種免許状」
「二種免許状」に変わったことである。第２に，「特別
免許状」が創設されたことである。第３に，それらに
伴って高等学校の一種免許状の基礎資格が他の学校段
階と同様に「学士の称号」になったことである。
　それらの大改正を背景にして，別表の様式そのもの
も大きく変わっている。表３は1988年の改正時に示さ
れた別表第一から抜粋したものであるが，「一般教養
科目」の削除の他，従来中学校教諭・高等学校教諭の

「教科に関するもの」に存在していた「甲」「乙」の区
別がなくなった。また，「教科又は教職に関するもの」
という項目が加えられた。これは新たに設けられた修
士の学位を持つことが基礎資格とされた専修免許状取
得に対応したものと言え，この時点では一種免許状取
得の際の最低単位数には含まれていない。

　免許状取得に必要な最低修得単位数は，小学校・中
学校・高等学校で59，幼稚園で51と，改正前に比べて
いずれも増加している。また，「教職比率」に着目し
ても，小学校で69.5％，中学校・高等学校で32.2％，
幼稚園で68.6％と，幼稚園での大幅な伸びを筆頭に，
いずれも上昇している。

　⑷　1998年法律第98号による改正
　続いて別表第一が改正されたのは，1998年法律第98
号（1988年６月10日）においてである。前回の改正か
ら10年の間，６回の改正があった。高等学校の社会の
免許状の地歴と公民への分離，学士号の学位化，準学

士の称号の創設の変更による改正であった。

　この1998年の改正による別表第一の抜粋を示したの
が，表４である。この改正により，改正前には専修免
許状のみで最低修得単位数が示されていた「教科又は
教職に関するもの」においても，単位数が示されてい
るという点が第１の特徴である。しかし免許状取得に
必要な最低修得単位数に関して言えば，小学校・中学
校・高等学校で59，幼稚園で51と，改正前と変化はな
い。また，教職比率に着目すると，小学校で69.5％，
中学校で52.5％，高等学校で39.0％，幼稚園で68.6％
となっている。改正前と比較すると，幼稚園と小学校
では「教職に関するもの」の数に変化はなく，「教科
に関するもの」の一部が「教科又は教職に関するもの」
に移された格好である。一方で，中学校と高等学校に
ついては，「教職に関するもの」の単位数自体が，特
に中学校において大きく増えていることが分かる。「い
じめや不登校などの教育現場における困難な問題に対
応できる実践的な指導力向上」（江守・野口，p.14）
を目指したことや，「総合演習」の新設などがその背
後にあろう。その結果，「教科又は教職に関するもの」
の比率は，高等学校においては27.1％にまで上昇し，
科目選択の自由度が大きくなっている。

　⑸　その後の改正
　1998年の改正から10年以上が経過し，現行教免法に
至るまで16回の改正を経験している。教免法に関わる
この間の政策変化は，中等教育学校の制度化，文部科
学省の設置，情報教育の新設，国立大学法人化，栄養
教諭創設，短期大学士の学位化，特別支援学校の創設，
主幹教諭・指導教諭新設，免許状更新講習の新設など，
大きな変化が数多く登場してきた。特に，栄養教諭創
設，主幹教諭・指導教諭新設，免許状更新講習の新設
などは，免許制度自体に大きな影響を与えるものであ
るが，その性格上，本稿で着目する別表第一の大幅改
正にはつながるものではなかった。学校教育法の改正
に絡み，2007年法律第96号（2007年６月27日）におい
て幼稚園の記載場所が小学校の項の上に移動した点を
除き，現在も表４の通りとなっている。

４．教免法施行規則第５条・第６条の変
　遷

　⑴　教免法施行規則制定
　前節と同様に，教免法施行規則の改正について時系
列的に追っていく。1949年11月１日制定当時の教免法

表３　1988年12月28日公布の教免法別表第一

表４　1998年６月10日公布の教免法別表第一
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施行規則を見てみると，表の形ではなく条文に示され
ていた。小学校又は幼稚園の教諭免許状については，

「教職に関する専門科目」として「「教育心理学，兒童
心理学（成長の発達を含む。）」，教育原理（教育課程，
教育方法及び指導を含む。）及び教育実習について，
それぞれ四單位以上を修得しなければならない」と，
中学校又は高等学校においては「「教育心理学，青年
心理学（成長と発達を含む。）」，教育原理（教育課程，
教育方法及び指導を含む。），教科教育法及び教育実習
について，それぞれ三單位以上を修得しなければなら
ない」とされていた（教免法施行規則第５条・第６条。
表５はそれをまとめたもの）。ただし，教育実習は教
職経験があるものについては，その経験１年につき１
単位と認められていた（第４条第２項，第５条第２項）。
　「教職科目の自由度」を見ると，小学校又は幼稚園
で52.0％，中学校又は高等学校で40.0％となっており，
比較的高い自由度が与えられていたと言える（法令で
は，文字通り最低限

4 4 4

の基準を示していたと言えよう）。
その自由度が与えられた表５以外の教職に関する專門
科目の単位は，「教育哲学，教育史，教育社会学，教
育行政学，教育統計学，図書館学及びその他大学の適
宜加える教職に関する專門科目について修得すること
ができる」（第４条第３項，第６条第５項に準用）と
されている。
　また，「理論比率」について，本稿冒頭の定義に基
づき「教育心理学，兒童（青年）心理学」「教育原理5」
を教育の理論に関する科目とすると，その「理論比率」
は小学校又は幼稚園で66.7％が，中学校又は高等学校
で50.0％となっている。

　⑵　1954年文部省令第26号による改正
　最初に施行規則第５条・第６条が改正されたのは，
1954年文部省令第26号（1954年10月27日）においてで
ある。前節の通り，教免法も大きく変わった年に改正
された施行規則は，全面改正という形を取った。現行
の施行規則は公布が「昭和29年10月27日」となってお
り，ここで新たな施行規則のスタートとなった。
　新たな施行規則において，教職に関する専門科目の
修得方法は，小学校・中学校・高等学校・幼稚園とも
に第６条に表の形で提示されている。その抜粋が表６
である（高等学校のみ二級普通免許状）。
　表５との違いは，学校段階別に区分されたこと（結
果的には，中学校と高等学校は同じ単位数のままであ
る。），「教材研究」「保育内容の研究」が新設されてい

ることである。また，表中には括弧書きの数字が見ら
れるが，備考十号に「かつこ内の数字は，免許法第五
条別表第一備考第四号の規定の適用を受ける者の修得
すべき単位数」とされており，教免法の該当部分には
一部の領域に免許状について，教科に関する専門科目
で振り替えられる規定となっている6。
　「教職科目の自由度」については，小学校で
12.5％，中学校と高等学校（いずれも「甲」教科の単
位数と比較）で21.4％，幼稚園で14.3％となっており，
特に幼稚園と小学校で自由度大きく低下した。なお，
この表以外の単位については「教育哲学，教育史，教
育社会学，教育行政学，教育関係法規，教育財政学，
教育税計学〔原文ママ〕，教育評価，教科心理学，学
校教育の指導及び管理，学校保健，学校建築，社会教
育，視聴覚教育，図書館学，職業指導その他大学の加
える教職に関する専門科目についても修得することが
できる。」（第６条第２項）とされており，従前より多
くの例示がなされている。
　教育の理論に関する科目として「教育原理」「教育
心理学，児童（青年）心理学」に着目すると，その
「理論比率」は小学校で28.6％，中学校と高等学校で
54.5％，幼稚園で33.3％となっており，中学校と高等
学校で高く設定されている。これは前節の「教職比率」
の低下や，上記のように一部の教科では教科に関する
専門科目で振り替えることもできる規定もあることか
ら，教育の理論に関する科目の単位取得が相対的に厳
格に設定されているということであろう。

　⑶　1989年文部省令第３号による改正
　続いて施行規則第６条が大幅に改正されたのは，
1989年文部省令第３号（1989年３月22日）においてで
ある。この改正に至る前には，1959年文部省令第20号
によって，第６条「教職に関する専門科目の単位の修
得方法」の表に若干の修正が加えられていた。すなわ
ち，小学校と中学校において「道徳教育の研究」とし
て２単位が加えられていた。それによって理論比率，
自由度にはわずかな変動があったことはここで記して
おく。
　さて1989年の施行規則改正も教免法の大幅改正と同
時期に行われたものである。第６条にある「教職に関
する専門教育科目」の抜粋が表７である（なお，括弧
内の数値は表６と同様であるが，教科名が「図画」「工

表５　1949年11月１日公布の教職に関する専門科目 表６　1954年10月27日公布の教職に関する専門科目
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作」「図画工作」が「美術」に変更されている他，高

　変化の特徴は，科目名の変更・細分化と，その一方
での科目群（第○欄）の設定，生徒指導関連の第五欄
の新設，教育実習の単位増加などがある。なお，前項
で教育の理論とみなしてきた「教育原理」「教育心理
学，児童（青年）心理学」という科目が消え，近似的
な科目群として第二欄が登場している。羽田（1990，
p.111）が疑問を呈したように「教育原理」「教育心理
学，児童（青年）心理学」と置き換え可能な科目とさ
れた「教育に係る社会的，制度的又は経営的な事項に
関する科目」や「教育の方法及び技術（情報機器及び
教材の活用を含む。）に関する科目」を含めた第二欄が，
教育の理論の科目群を純粋に示しているかは疑問の余
地があるが，本稿ではこれを教育の理論の科目群とみ
なし，分析を進める他ない。
　「教職科目の自由度」については，今回の改正から
ほとんどなくなったことは先行研究でも指摘されてい
る。すなわち，高等学校以外の学校段階においては，
自由度は０％である。高校においてもわずかに２単位
分（10.5％）の自由度があるにすぎず，施行規則第６
条第２項は「免許法第五条別表第一に規定する高等学
校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場
合の教職に関する専門教育科目の単位は，前項に規定
するもののほか，大学の加える教職に関する専門教育
科目についても修得することができる。」と改正された。
　教育の理論に関する科目として第二欄に着目する
と，その「理論比率」は小学校で29.3％，中学校で
42.1％，高等学校で47.1％，幼稚園で34.3％となって
おり，小学校と幼稚園ではほぼ従来通り，中学校と高

等学校で低下した。「教職科目の自由度」がなくなっ
たことも，その背景にあるとみられる。

　⑷　1998年文部省令第28号による改正
　続いて施行規則第６条が大幅に改正されたのは，
1998年文部省令第28号（1998年６月25日）においてで
ある。ここでの大きな変化は，「人類に共通する課題
又は我が国社会全体にかかわる課題のうち一以上のも
のに関する分析及び検討並びにその課題について幼
児，児童又は生徒を指導するための方法及び技術を含
むものとする」（施行規則第６条備考第７号）総合演
習（新第五欄），「教職の意義等に関する科目」（新第
二欄）の登場である。また，旧第二欄は「教育の基礎
理論に関する科目」として第三欄に移されたが，旧第
二欄にあったうち「教育の方法及び技術（情報機器及
び教材の活用を含む。）に関する科目」は新第四欄に
移された。また，旧第三欄・第四欄・第五欄は，若干
の文言修正を経て新第四欄に統合されている。なお，
表中の括弧書きは従来と同様であるが，高校において
「工芸」が付け加えられている。
　「教職科目の自由度」については，高等学校を含め
て全ての学校段階で０％となった。それに合わせ，改
正前施行規則第６条第２項にあった規定も削除され
た。また，教育の理論に関する科目として第三欄に着
目すると，その「理論比率」は小学校で14.6％，中学
校で19.4％，高等学校で26.1％，幼稚園で17.1％であ
り，どの学校段階でも従来より低くなっている。

表７　1989年３月22日公布の教職に関する専門教育科目

表８　1998年６月25日公布の教職に関する科目

校において「数学」「理科」が付け加えられている。
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　⑸　その後の改正
　教免法別表第一の大きな改正は1998年法律第98号が
最後であったが，施行規則第６条表に関しては前節で
既述したように学校教育法の改正に絡み2007年文部科
学省令第34号（2007年12月25日）によって，幼稚園の
記載場所が小学校の上に移動した。その後2008年文部
科学省令第34号（2008年11月12日）でやや大きな改正
を見せる。1998年文部省令第28号によって加えられた

「総合演習」に代わり，「教職実践演習」が新設された
ことである。教職実践演習は「当該演習を履修する者
の教科に関する科目及び教職に関する科目（教職実践
演習を除く。）の履修状況を踏まえ，教員として必要
な知識技能を修得したことを確認するもの」（施行規
則第６条表備考第11号）であり，総合演習とは目的・
内容は大きく異なるが，単位数については総合演習と
同数であり，本稿の関心からすると結果は同じである。

５．おわりに

　⑴　分析結果のまとめと考察
　前節までの分析において，初等教育（幼稚園・小学
校）と中等教育（中学校・高等学校）では，免許状を
取得するための最低単位数が引き上げられたことを除
いては，その様相が異なっていた。ここでは初等教育
における推移パターンとして小学校の分析結果を図１
に，中等教育における推移パターンとして中学校の分
析結果を図２に示した。

　本稿の分析結果をまとめると，①「教職比率」につ
いては，初等教育ではもともと高く，また免許状取得
に必要な最低単位数の増減の中でも相対的に多くの
「教職に関する科目」単位数を維持し，徐々に高まっ
てきた。中等教育では「教科に関する科目」単位数の
急増で一度低下したが，その後は「教職に関する科目」
の相対的増加により高まっている。②「教職科目の自
由度」については，徐々に低下し1988年以降０％にな
る（1988年の高等学校を除く。）点は共通しているが，
1954年の低下は初等教育で「教材研究」「保育内容の
研究」等が入ったことによる影響とは逆に，中等教育
では「教職に関する科目」数の減少が要因であった。
③「理論比率」についても，1954年の中等教育を除き
低下している傾向は一致しているが，「教職に関する
科目」の増加の中で，教育の理論に関する科目がほと
んど増えていないことが要因にある。
　教育の理論に関する科目の位置づけの変化を跡付け
るという本稿の課題に沿って，考察をしてみたい。「教
職に関する科目」が（特に中等教育において）近年重
視されてきているが，特に98年の改正の背景には「教
育現場における困難な問題に対応できる実践的な指導
力向上」（江守・野口，p.14）を目指したことがある。
遡って89年の施行規則改正時に起こった変化とは，従
来の「教材研究」「教科教育法」の後継とみられる第
三欄の単位数の増加，生徒指導関連の第五欄の新設，
教育実習の単位増加であった。第二欄の単位数も増え
たが，98年の改正の際には後継の第三欄の単位が減ら
されている。ここには「教職の意義等に関する科目」
「総合演習」の新設の他に，純粋に教育の理論とは言
えないと考えられる「教育の方法及び技術に関する科
目」が新第四欄に移されていることも影響していると
言えよう。つまり，教育の理論に関する科目は，施行
規則制定時から今まで，その単位数はほとんど変わっ
ていないことになる。むしろ，従来は「教職科目の自
由度」があり，そこで教育の理論に準ずる科目を教授
する余裕がまだあったかもしれない。もちろん「教職
科目の自由度」が０になったからと言って規定以外の
科目を開講できなくなった訳ではないが，義務的に教
員スタッフを確保する必要がある分，その余裕はほと
んどないと考えられる。そのように考えると，教員免
許を取得できる課程における教育の理論の位置づけは
相対的に貧弱になってきており，「大学で教えられる
教育学が役に立たない」という言説に応えるのがます
ます難しくなっていると言えるかもしれない。

　⑵　今後の課題
　もちろん，単位数が増えれば「教育学が役に立つ」
となるとは限らない。冒頭でも述べたように，重要な
のは，大学で教育の理論がどのように教授されている
のかであり，そのことを明らかにする必要がある。本

図１　初等教育（小学校）における推移パターン 

図２　中等教育（中学校）における推移パターン
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稿はその一端として制度レベルの分析を行ったが，そ
の内容は大学ごとに裁量があり，法令上の科目名だけ
では判断できない。今後は，各大学のシラバス等の丹
念な分析を行い，実態レベルでその状況を明らかにす
る必要があるだろう。
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【注】
１　田中は，教育心理学が教職課程の必須科目でありつつ
も，教育心理学者たちが教育心理学を教育学ではなく心
理学の一部と考えていることを考慮し，心理学の一部に
位置づけている。

２　従来の盲学校・聾学校・養護学校なども含む。
３　高等学校の教員免許状を取得する際，学士の称号が基

礎資格となっているのは二種普通免許状であった。
４　当時の教免法別表第一の備考三号によれば，「「甲」と
は，中学校の教諭にあつては社会，理科，家庭及び職業の，
高等学校の教諭にあつては社会，理科，家庭，農業，工業，
商業及び水産の各教科についての免許状の授與を受ける
場合を，「乙」とは，中学校の教諭にあつては國語，数学，
音樂，図画工作，保健体育，保健，職業指導及び外國語の，
高等学校の教諭にあつては國語，数学，音樂，図画，工作，
書道，保健体育，保健，職業指導及び外國語の各教科に
ついての免許状の授與を受ける場合をいう。」「甲」は授
業内容が広範囲で関係学科も多く，担当教員の準備教育
としては比較的多くの単位数の修得を必要とし，「乙」
は授業内容が比較的狭く関係学科も少なく，その教科を
担当する教員の準備教育としては少ない単位数で足りる
とされた区別である（玖村，1954a，pp.89-90）。

５　戦後の「教育原理」の導入過程や内容分析を行った牧
編著（1992）によれば，1950年度教育指導者講習の報告
書において，①教育を全般的かつ原理的に考察する，②
教育に関する基本的な概念・原理等の理解と訓練を与え
る，③教育学全体に対して，統一的，体系的位置づけを
行う，という３つの教育原理の特色が挙げられたことを
紹介している（同書，p.468）。実際に教育原理のテキス
トの内容を分析した結果（同書，p.477）からはやや「教
職教育学」の色彩が強い印象を受けるが，「教育基礎学」・

「教職教育学」のいずれをも含む科目と言え，本稿にお
いて教育の理論に関する科目とみなす。

６　教免法別表第一備考第四号　この表の中学校及び高等
学校の教諭の免許状の項の教職に関する專門科目につい
ての大学における最低修得單位数については，当分の間，
中学校にあつては音楽及び図画工作，高等学校にあつて
は音楽，図画，工作，書道，農業，工業，商業，水産お
よび商船の各教科の免許状の授與の場合には，その半数
まで の單位は，当該免許状に係る教科に関する專門科
目について修得することができる。




