
はじめに

本書は、大学における教職課程で学ぼうとする学生を主たる対象として

編まれている。

わが国において、学校教育の歴史は、明治 5（1872）年の「学制」発布か

ら出発して、およそ 150 年にもなろうとしている。その学校教育を支え続

けてきたのは、多くの教員であった。彼らは、戦前の師範学校や専門学校、

あるいは戦後の教員養成系大学や一般大学の教職課程などで養成された教

員であった。なかにはいわゆる代用教員、検定試験合格者や非常勤教員な

どもいた。ながい歴史の中で教員は、常に社会から支持され敬意をもって

遇されてきたが、彼らが受けてきた教員養成の教育は十分でなく、それゆ

え常に課題を抱えた教員の集団でもあった。

ひろい海岸線と豊かな四季を持つ国土のわが国ではあるが、人的資源を

除けば、わが国の資源は決して恵まれず、その人的な資源をさらに開発し

伸長することができるのは、多くの教員の日々の営みにかかっている。

その教員を養成し、社会に送り出し、わが国の社会、経済を支えるのに

寄与しているのは大学における教職課程の教育である。その課程における

最初の入門編ともいうべき科目が「教職の意義等に関する科目」である。

本書『現代教職論』は現代の教職の意義や教員の役割・職務内容等を広く

説く目的で編まれている。

新しい教育基本法は、平成 18（2006）年に成立し、既に定着しているが、

なお国の教育政策は大きく変わり続けている。国の財政に問題があり、ま

た経済的な格差や社会的な格差が指摘され、教育の現場にもその格差は大

きな影響を与えているように見える。

本書は、こうした時代背景の中で学校教育に取り組み、新しい時代を切

り拓いていこうと教員を志望する学生の育成を念頭においている。

変化の激しい流動的な社会の中で、現在の教員の立ち位置を確認しつつ、

国際社会とわが国の現状を十分に理解した上で、現代の教職についてでき

るだけ具体的に理解できるよう、本書の編集には配慮をしている。またで

きるだけ平易な叙述につとめ、実例を挙げるなど、その理解し易さにも特
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段の注意を払っている。より高い教職課程の専門的な科目に入っていける

ような準備的な要素をも盛り込んでいる。

教職は現代においては専門職の 1つに数えられるようになった。専門職

には教師の自律性が高く求められる。本書を通して、学生のさらなる成長

と自律への志向を大いに期待している。

2016 年 1 月

編者 羽田積男・関川悦雄
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序

章教
職
の
意
義

本章のポイント

学校の教員を目指す者であれば、誰でも心に

決めなくてはならないことがある。教職とは学

び続けることが必要な職業である。

宗教改革者M. ルター（Luther, M.）は、16 世

紀の前半に公教育制度の確立を主張して、教職

はこの世における最上の労働であると述べてい

る。今その労働は、大学において養成される専

門的な職となった。

教育職員免許法は、その職業への道程を示し

ている。しかしその道程を超えて、教員には自

ら研究し修養することが法的にも求められてい

る。教職について学ぶことは、単に職業への準

備というにとどまらず、山積するわが国の教育

課題を考えることでもある。



1 教職とは

一般に教職とは、教育職員を指し示す。教員、教師あるいは先生などそ

の使われる場面によってこれらの語は使い分けられてきた。

江戸時代になり社会が安定すると、ほどなく寺子屋や手習塾などと呼ば

れた庶民の学びの場が広まった。そこでは師匠と呼ばれる人たちが 1人ひ

とりの子どもたちの学びを個別に指導した。いわゆる、読み、書き、算が

その主な学びの内容であったが、師匠は子どもたちの学びを懇切に導く役

割を果たしていた。特段に教えることに精通していない師匠が、一方的に

何かを教授をすることは困難であったからである。また、女師匠が複数で

子どもたちの指導に当たっていた手習塾も存在していた。女性が教員とし

て活躍している今日の姿は、既に江戸時代にその嚆矢があったことになる。

明治新政府のもとで 1871（明治 4）年に文部省が設置され、翌 5年には近

代学校の成立を宣言する「学制」が太政官から布告され、新しい教育、欧

米に倣った学校教育が構想され実施された。明治の学校は、和室ではなく

洋室に教壇が用意され、黒板が取り付けられ、師範学校で養成される教師

が教えることが構想された。小学校といえども洋式の校舎を持つ学校は少

なくなかった。

師範学校の登場で、初めて政府によって計画され、養成された教員によ

って学校教育が始まったのである。子どもと教員の存在は、近代教育の原

型をなすものでもある。

1873（明治 6）年の統計で見れば、全国に小学校 12,588 校、中学校 20 校が

設立され、新しい小学校教員 25,331 名、中学校教員 125 名からなる学校教

育制度がうぶ声を上げたのであった。

制度発足後、わずか 1〜2 年でこれほどの学校を国民が自らの手で作り

上げたことは驚異的であるが、その学校の中には、江戸時代の遺産である

寺子屋を引き継ぐ学校もあったのである。

しかし、問題は師範学校で養成される教員だけでは必要とされる教員の

需要を満たすことが、直ちにはできなかった。いや、戦前はできなかった

というべきである。単一の目的に捧げられた師範学校教育の限界であろう。
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ところで小学校教員は、第 2次世界大戦まで、その職名は「訓
くん

導
どう

」であ

り、中学校は教諭、高等学校と大学では教授というのが正式な職名であっ

て身分上の呼称となっていた。

今日、わが国の教員は、すべて教諭という職名で呼ばれ、幼小中高の教

員数は約 110 万人を数えるに至ったが、これらの教員はほとんど大学など

において養成された教員であり、まことに巨大な教育制度を支える集団と

なっている。今日、教員養成は主として大学が担っているが、大学がいか

に大きく重要な社会的役割を担っているか想像ができよう。

その大学は、教養教育、専門教育、キャリア教育、課外教育など多目的

な教育を提供する教育機関である。教員養成の課程はその中にあって、そ

の必要とする単位数などにおいても、大学を卒業するために必要な単位数

（124 単位）の約半分の 59単位が必要とされている。教員養成がいかに重要

な課程であるか理解する必要があろう。

2 教職の意義とは

それでは教職の意義とは何か。

教職の意義とは、たとえば、「教育職員免許法」という教員養成に関する

法律の中で謳われている概念である。この法律は、「教育職員の免許に関

する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ること」を目的として、

1949（昭和 24）年に定められ、何度か改正されて今日に至っている。

現行の「教育職員免許法」の施行規則（第 6条の表）において規定されてい

る内容を見れば、「教職の意義等に関する科目」として、「教職の意義及び

教員の役割」「教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む）」「進路選択

に関する各種の機会の提供等」と定められており、これらの科目は幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

の教諭に必須な 2単位科目として定められているのである。つまり、どの

段階の学校教員であっても一様に必須な内容を明示しているのである。教

員への道を歩むとき、教員に必要な基礎的な内容を学ぶことが謳われてい
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るのである。

意義とは、岩波書店『広辞苑』（第 6版）によれば、「物事が他との連関に

おいて持つ価値・重要さ」と説明されている。つまり、教職の意義とは、

教育職員の持つべき職務の価値、重要さということになろう。

教職が持つ価値の高さ、その重要さは今日では誰にでも首肯できること

であろう。しかし、その価値の高さや重要性は社会的なものであり、高い

程度の教育を必要とする。教員の養成教育が問われるのである。

ところが、わが国の教員を取りまく環境は、決して安逸なものでなく、

むしろ厳しいものがあろう。たとえば、OECD（経済協力開発機構）の調査で

は、わが国の教員の職場における労働時間は、世界的に見ても最も長いの

である。また国際教育到達度評価学会（IEA）の TIMSS 2011 や国際教員指

導環境調査（TALIS 2013）によれば、教員の学歴は、OECD諸国の中では低

位に位置づけられている。

つまり、世界の教員の受けた教育程度と比べて、多くの教員は十分な教

員養成教育を受けていないまま教壇に立っているのである。そこで重労働

に従事しているという事態は、私たちには思いもかけなかったことが進行

しているということになる。この不都合な事実から私たちは目を背けては

ならないのである。

かつてユネスコ（UNESCO）は、ILO（国際労働機関）とともに「教員の地位

に関する勧告」（1966）を世界に向けて呼びかけたことがある。その教員養

成課程に関して、「教員養成課程の目的は、学生一人ひとりが一般教育およ

び個人的教養、他人を教える能力、国の内外を問わずよい人間関係の基礎

をなす諸原則の理解および社会、文化、経済の進歩に、授業を通して、ま

た自らの実践を通して貢献するという責任感を発展させるものでなければ

ならない」と記している。

誰でも先に生まれたものは、後で生まれたものに何がしかのことを教え

ることができる。しかし、教師は生まれるものではなく、創られるものな

のである。
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なお、国家公務員法、地方公務員法からはページ数を勘案し採択しておりません。

日本国憲法
（昭和 21 年 11 月 3 日 憲法）

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら

の子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす

恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを

決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政

は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民

の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で

あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ

れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利

を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
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であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主

権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること

を誓ふ。

第 3章 国民の権利及び義務

第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障

する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与

へられる。

第 12 条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これ

を保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常

に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民

の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊

重を必要とする。

第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第 19 条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第 20 条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から

特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第 23 条 学問の自由は、これを保障する。

第 25 条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

に努めなければならない。

第 26 条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育

を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせ

る義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第 27 条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

3 児童は、これを酷使してはならない。

教育基本法
（平成 18年 12 月 22 日 法律第 120 号）

前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展

させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
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我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共

の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継

承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本

を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第 1章 教育の目的及び理念

（教育の目的）

第 1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必

要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

（教育の目標）

第 2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を

培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神

を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこ

と。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

（生涯学習の理念）

第 3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、そ

の生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、そ

の成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

（教育の機会均等）

第 4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけ

ればならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上

差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受け

られるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難

な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第 2章 教育の実施に関する基本

（義務教育）

第 5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受け
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させる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会におい

て自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本

的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な

役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収し

ない。

（学校教育）

第 6条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び

法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達

に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教

育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学

習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

（大学）

第 7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理

を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社

会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重さ

れなければならない。

（私立学校）

第 8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、

国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって

私立学校教育の振興に努めなければならない。

（教員）

第 9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修

養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

（家庭教育）

第 10 条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和の

とれた発達を図るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会

及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。

（幼児期の教育）

第 11 条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること
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