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要約 

現在、日本の学校教育には生徒の学力低下をはじめとしてモンスター・ペアレンツの顕

著化や学級崩壊、教員の多忙化など様々な問題が存在し、深刻化している。これからます

ますグローバル化が進んでいく社会のなかで、未来の日本を支えていく人材を育成してい

くための学校教育がどれだけ重要であるかは容易に想像できるであろう。そこで本稿の目

的は、学力の低下が何故深刻化しているかを教員の指導力の低下という観点から考察、分

析し、そこからわかる問題点を解決していくために、今後どのようにアプローチしていく

べきかを提言することである。 

 

第一章では現在の公立小中学校を取り巻く現状を踏まえ、我々が感じる問題意識を示し

ていく。 

 

第二章及び第三章では、公立の小中学校における学校教育の現状を明らかにしていく。

小学校では教員の多忙化と教員の年齢層の二極化が深刻になっており、また公立の中学校

においても教員の多忙化が問題視されているなかで、将来的には中学校でも二極化がみら

れることになると考えられている。これら二つの深刻な問題が何故引き起こされたのか、

また二つの事柄がどのように教員の指導力の低下に関係していき、ひいては生徒の学力低

下を招くことになるのかを、文部科学省や先行研究のデータを参考にしながら明らかにし

ていく。 

 

まず、一つ目の問題である多忙化についての現状分析をしていく。教員の多忙化が深刻

化している理由として考えられるのは主に、①授業以外に事務などの作業や部活動の指導

などが多いため、勤務時間も自宅勤務時間も他の職業の平均勤務時間と比べて非常に長い

こと②新学習指導要領やゆとり教育の見直しによって教科書や授業時間数が増えたこと③

クラスの少人数が主流になり教員の数が足りず、一人で複数の学年を担当しなければなく

なったことなどが考えられる。特にまだ仕事に慣れていない若手の教員ほど勤務時間が長

く、多忙化が進んでいることに注意を払いたい。多忙化が進むと肝心の授業の準備が疎か

になり、生徒の学力低下の一因となりうる。また生徒と話す時間が減り、教員と生徒の関

係が希薄になってしまうなど、学校教育に様々なマイナスの影響をもたらすことが予想さ

れる。 

 

次に、二つ目の問題である二極化についてみていく。二極化が起きた理由としては、先

に挙げた多忙化による精神疾患、バーンアウトにより 30～40歳代のいわゆる中堅層が退職

するケースが目立ち、ベテラン・若手の教員の人数の割合に比べると少ないということが

考えられる。また、1940 年代後半生まれの団塊の世代と呼ばれるような、当時の特殊な時

代背景から生じた教員需要の高まりによって採用された現在 50～60歳代の教員が多くなっ

ているということも二極化に大きな影響を与えている。このように二極化の現状、なぜ二

極化が起こったのかという分析、二極化が第一章で述べた多忙化にどのように影響するの

か、そして二極化が今後どう進展していくのかということについて詳しく考察していく。 
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第四章では、第二章、第三章で述べた多忙化・二極化という教員の現状が何故生徒の学

力の低下を懸念させ、教員の指導力の低下に繋がるのかという問題定義を行う。中堅層の

教員が不足しているなかで団塊の世代のベテラン教員が今後数年のうちに退職を迎え、若

手の教員の割合が大きく増加した場合、若手教員を育成する立場の人間が減少するため、

教員の指導力の質の低下が予想できる。これは各学校長の意識調査によっても明らかにな

っている問題である。また、これによって若手の教員はさらに多忙化し、現在の中堅層と

同様に途中退職者の増加が考えられる。そこでこれらを防ぐために考察した結果、現在の

中堅層以上の教員の割合を増やすことは難しく、短期的な処置でしかないと考えられる。

我々は将来的な多忙化の緩和によって教員の指導力の向上を目指した長期的な観点からの

改善策を提案したい。そして今述べた教員の指導力の質の低下に伴って生じると考えられ

るのが、生徒の学力の低下という問題である。生徒を教える立場にある教員の質が低下す

れば、生徒の学習内容の理解度も低下し、ひいては学力の低下が引き起こされるというこ

とが考えられる。第二章及び第三章で述べた、教員の多忙化と二極化は密接にリンクして

おり、どちらかのみが緩和されることは難しい。以下の章では、教員の多忙化と二極化か

ら生じる教員の指導力の低下とそれに付随して生じる生徒の学力低下をどう改善していく

のかということに焦点を当てて政策を提言していく。 

 

第五章では、我々の政策提言とそれによって期待できる効果について述べていく。第一

章～第三章で述べた公立小中学校教育の現状を踏まえ、長期的な観点から現在の学校教育

の環境を改善し、生徒のよりよい教育環境の充実を目指して、未来の教員予備軍の指導力

の向上に焦点を当てた政策を提言していきたい。 

 

我々は前章で挙げた問題点を解決し、未来の教員の指導力を向上させることを目的とし

た「アシスタントティーチャー・インターンシップ・プログラム(ATIP)」の導入という政

策を提言する。この政策について具体的に述べるうえでまず、①多忙化を防ぐためになぜ

教員の指導力の向上をはかるのか②大学生を用いる意義と利点③大学生以外の教員志望

者、具体的には教員採用試験未合格者などにもこのインターンシップ・プログラムへの参

加を求めるのか、について述べていく。また、この政策の詳しい内容については、①募集・

採用・派遣②授業見学・放課後指導③評価・報告④対価という四つの視点から説明してい

く。この政策は、大学に通う教員志望者をインターンシップ生として各市が募集、採用し

た後、公立の小中学校に派遣し、授業内及び放課後の指導に無償で参加してもらう。授業

内は、あくまで担任の教員の補佐として教室を巡回、生徒の質問に答えるという形で参加

してもらう。教室を巡回することにより、生徒が授業中に漫画を読んだりおしゃべりをし

たりといったことを防ぐ抑止力となり、授業に集中し勉学に励むインセンティブとなるこ

とが考えられる。また、インターンシップ生は実際の授業を見学し、机間指導という形で

授業に参加するため、指導のノウハウを身をもって学ぶことができる。放課後はインター

ンシップ生が実際に教壇に立ち、生徒を指導することが可能であり、生徒の授業内容のよ

りいっそうの理解に貢献すると考えられる。これらの政策内容を実施するに伴って、担任

教教員とインターン生の間の報告と評価を規定したい。ベテランの教員がインターンシッ

プ生を評価し、またインターンシップ生側は、授業内と放課後の指導によって明らかにな

った生徒の苦手な分野や問題などをベテランの教員に報告することで相乗効果も生まれ

る。インターンシップを行ううえで、大学生には無償で参加してもらい、対価は支払わな

い。そもそも大学生側には無償でも参加するという十分なニーズがあることが明らかにな

っており、我々が提唱するインターンシップ制は費用対効果が非常に大きな政策であると

いえる。最後に、この政策が将来の教員や現若手教員の指導力の向上につながり、将来的
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に教員の二極化、教員が感じる多忙化、ひいては生徒の学力の向上にどのような効果を与

えるのかを考察、分析していくものとする。 

 
目次 
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はじめに 

本稿は、我々が行う政策提言、「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログ

ラム」の導入を目的として、現状の小中学校における問題点を、特に教員を取り巻く環境を

中心に取り上げ、打開策を政策提言にて述べた。政策提言では、将来的な教員の指導力向上

をめざし、小中学校段階での生徒の学力向上を達成するための手段として、未来の教員であ

る、大学生に注目し、教員を目指す大学生を中心として構成する政策「アシスタント・ティ

ーチャー・インターンシップ・プログラム」を提言する。 
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 問題意識 第1章

最近、小中学生を中心に学力低下が深刻化してきていると、マスコミ報道などで、盛んに

伝えられている。実際に、世界共通の学力調査などを見ても日本は各分野で軒並み順位が下

がっている。原因としてよく挙げられるのがゆとり教育だ。ゆとり教育とは、主に２００２

年から始まった文部科学省の政策を指す。ゆとり教育により、週休２日制の導入、教科書の

大幅削減、授業数の減少といった問題から、学力が低下したと指摘される。 

しかし、本当にゆとり教育だけが原因であるのだろうか。我々は、現在の教員の指導力は本

当に足りているのか、という点に着目した。教育は、教員によって良くも悪くもなる。生徒

が卒業した後に、恩師と呼べるような教員が多ければ多いほど、学校教育は、上手くいって

いるといえるのではないか。つまり、指導力が良い教員と呼ばれるための必須事項である。

だが、日本の教員の多くが、本当に指導力を身に着けていえるといえるのだろうか。我々は、

否と考える。その原因として、教員の取り巻く環境の厳しさが考えられる。現在、教員には、

主に大きな問題が２つあると考えられる。 

１つは、教師の多忙化である。休退職者が相当増えている事も、多忙化が要因ではないか

と考える。他方は、教員の年齢構成や、教職経験年数の二極化である。詳しい分析は次節以

降で述べる。この２つの問題が、教員の指導力向上を抑制しているのではないかと考える。

多忙化と二極化がもたらす指導力不足、そこから派生して学力低下が起こる可能性があると

考え、防止策を提言したい。 
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 現状 第2章

近年、日本の公立小中学校の現場では、教員の多忙化と、教員の年齢層の二極化、それらに伴う

教員の精神的な負担の増大が深刻な問題となっている。 

 問題と比例するかのように、近年休職・退職する教員は増加している。具体的な数値で見てみ

ると、2006 年度にうつ病など精神疾患によって休職・退職した全国の公立学校教員は 4675 人

にも及ぶ。これは、休退職者全体の 61.1％を占めており、前年度と比べても精神疾患による休

退職者の割合は増加している。96 年度の休退職者 1385 人と比べても 3 倍を超える増加が見ら

れる。精神疾患を患う教員の年齢層の割合は様々であるが、これには大きく２つの傾向が考えら

れる。 

 ひとつめが、５０代のベテラン層に多く見られる、「現状の現場の変化についていけない」と

いう理由で精神疾患を患ってしまうというものである。これはかつて教員とは尊敬されるべき立

場であったのが、生徒の問題行動の質の変化や、本来は家庭で行うべきのしつけを学校に任せる

親や、モンスターペアレントを例にしたような「生徒の親、生徒＞教員」という力関係へ変化し

てしまったことによって、その変化に対応出来ずに悩んでしまった結果であるといえる。 

 そしてもうひとつの理由が、兵庫教育大大学院の新井肇が提唱する「教師バーンアウト」であ

る。バーンアウトとは、燃え尽き症候群とも呼ばれ、元来教育者が陥りやすい性質を持っている。

そして、教師に最も求められる「生徒と熱心に関わる、理想に燃える責任感のある性格」を持つ

人ほど、バーンアウトを引き起こしやすいという事実が、著しい数の休退職者を生み出した要因

であるといえるだろう。教師バーンアウトは主に若手の教師に多く見られる。これは、若手の教

師は体力もやる気もあり、一生懸命に教員として働くが、知らず知らずの内に蓄積されていった

ストレスによって日常業務に疲れ果て、休職を余儀なくされてしまうということが理由として挙

げられる。そしてこのバーンアウトの原因として考えられることが、多忙化によるものであり、

またその多忙化に二極化が起因していることが分かっている。当論文では、この「教師バーンア

ウト」を糸口に、多忙化・二極化を分析し、政策提言へと駒を進めていきたいと考えている。 

第1節 多忙化 
 Benesse の退勤時刻調査で、98 年、02 年では一番多かった退勤時間は「18 時頃」であ

ったが、07 年調査では「19 時頃」にまで延び、「19 時頃以降」に退勤するという回答は過

半数であった。また、教師の自宅勤務時間も同様に延びておりこれらのことから教師の勤務

内容の多忙化の深刻さが伺える。 

 多忙化は公立の小学校と中学校両方で問題となっている。そして一貫して教員の中でも特

に厳しい多忙化に見舞われているのが、若手の教員である。これは、若手の教員にはやる気

があり、熱心に教育や他の事務作業に徹するあまり忙しくなりすぎてしまうこと、若手の教

員はベテラン教員と同じ量の仕事に対して同じ時間で処理するだけの要領を得ていないこ

とが多く、ひとつの仕事に時間がかかってしまうこと、また後のⅱ：二極化にて詳しく述べ

るが、中堅層の教員が少ないことによって、どうしてもベテランの教員と若手の教員とでは、

若手の教員に、事務作業等の負担が増えてしまうなどという理由が挙げられる。 
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 そして、何故中堅層の教員が少ないのかというと、多忙化によってかつての若手の教員が、

熱心に働くあまりバーンアウトして休退職してしまったことが理由として考えられる。多忙

化は二極化に、二極化は多忙化に、互いに作用して事態を悪化させている。 

 

第2節 二極化 
まずは下図を見ていただきたい。 

 

この図から、教員経験年数が 5 年以上～15 年未満の教員数が極めて他の母集団よりも少な

いことがわかる。ベテラン教員といえる 20 年以上 35 年未満の層について小学校と中学校

を比較すれば、中学校では、教員経験年数が 20 年以上 35 年未満の層(49.9 ポイント)に比

べて、5 年以上～15 年未満の層(18.7 ポイント)は、31.2 ポイントも少ない。一方で小学校

においては教員経験年数が 20 年以上 35 年未満の層(50.8 ポイント)に比べて、5 年以上～15

年未満の層(15.1 ポイント)は、35.7 ポイントも少ない。このことから小学校のほうが二極

化の傾向は強いことがわかる。 

 

次に下図を見ていただきたい。_ 

_ 

この図から、教員の年齢構成についてみていく。まず小学校において、50 歳以上 60 歳未満

のいわゆる団塊の世代の教員の層は全体の 34.2%を占めており、25 歳以上 30 歳未満のい

わゆる若手教員の 11.3%に比べて 22.9%も多い。一方で、中学校では 50 歳以上 60 歳未満

の層は全体の 27%を占めており、25 歳以上 30 歳未満の層の 9.7%に比べて 17.3%も多いこ

とがわかる。 
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このことは、図表 2-1 で見た、教員の経験年数の比較と同様に中学校よりも小学校のほうで

二極化が深刻であることを示している。またここで 1980 年における教員の年齢構成として

図表 2-3 を示す。 

 

この図表 2-3 と図表 2-2 を比較すると、経験年数と密接に関連する教員の年齢構成を近年

のデータと比較すると、1980 年当初のほうが現在よりも顕著な二極化傾向を示している。

つまりかつての二極化の問題がまた同様に生じたと思われる。しかし、 

 

「確かな学力」の育成を強調する文部科学省の方針が学校現場に定着し、どの子にも学力を

身につけさせるべく、現場でさまざまな取り組みがなされている様子をみることができる。

「文化としての多忙」論（久冨編 1988）が指摘するように、もともと教師の仕事には未達

成感や多忙さを感じやすい特質がある。だが、学力向上を強調する政策的な文脈や、これま

で以上に評価結果と処遇とを緊密に結びつける新しい教員評価制度の導入にみられるよう

に、近年の学校教育を取り巻く状況は、教師の仕事の内容を可視化するとともに、行政的な

管理・統制を強めることで、外部からのさまざまな要請に応答することをより強く求める方

向に変わりつつある。こうした状況が、実態としての多忙さをいっそう推し進めているよう

に思われる。引用_ 「一橋大学准教授 山田哲也 学校教員統計調査結果の背景要因に関

する検討」と、山田が述べているようにかつての二極化の問題と質的な変化があげられる。 

 

第3節 教員の指導力 
 

この節では前節までで述べてきた教員の多忙化及び二極化を踏まえたうえで、現在の教員の

質、そしてこれから引き起こされるであろう教員の指導力の低下について述べていく。 

 

ここでは、現在の日本の公立小中学校の教員の指導力についてみていく。指導力を十分に持っ

ている教員が多いと考えている校長は、小学校ではおよそ 45％、中学校では 30％にとどまって

おり、教員の指導力に十分満足しているとは言い難い。特に外国語への対応やＩＣＴ機器の活用、

新しいテーマ・課題への取り組みなど、近年のますますの指導内容の増加にうまく対応できてい

ない教員も少なくない。2010 年に小学校教員を対象に行われた外国語の指導に関する調査によ

ると、外国語の指導を苦手と感じている教員は 6 割にものぼり、外国語教育は小学校にとって

難しい課題となっている。今後はこれらの新しい課題に対して教員の指導力を向上させていくこ

とが大切であろう。また、若手教員の比率が低いほど教員の指導力への校長の評価が低くなって

おり、なかでも「教科指導」、「進路指導」の点がベテランの教員よりも低く評価されている。こ

の、「教科指導」、「進路指導」が低評価であるということは、生徒の理解力の低下にも直接影響

すると考えられる。このように若手の教員ほど指導力が低くなっているという現状がうかがえ

る。さらに教員自身が自分のスキルアップのために学びたいと感じている内容は、小中学校教員

ともに、「教材の具体的な指導法や教材研究の方法」、「教科の専門的な知識やスキル」が上位を

しめている。これより、実際に教壇にたって授業をする教員にとっては、もちいる教材や教科の

具体的な指導方法などが必要とされていることがわかる。 
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 分析 第3章

 第二章では今現在、教員を取り巻く多忙化と二極化の現状について述べた。今回この第三章で

は、その多忙化と二極化の原因について詳しく分析していく。 

 

第1節 多忙化 
この第一節では、学校現場において、忙殺されている教員の多忙化の原因について分析してい

く。第二章で述べたように、近年、公立小中学校の教員は退勤時刻が年々遅くなっていて、さら

に自宅での仕事時間も延びており、その原因が教員の勤務内容の多忙化にあるという現状があ

る。まず、小中学校教員の退勤時刻の遅れ、つまり勤務時間の増加の変遷についてである。（下

図参照） 
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 この図から、先にも述べた通り小中学校教員の勤務時間が、少しずつではあるが年々増加

していることがわかる。 

 この原因として、1998 年 12 月に告示された学習指導要領の導入に伴い、今までになか

った「総合的な学習の時間」が増加したこと、また、中学校では特に学校の小規模化が進み、

一人の教員が 3 学年分すべての授業を受け持たなければならない状況も有り得るようにな

ったことが挙げられる。このことから教員の教える内容が増大したことがわかる。また小学

校では 2011 年度から、中学校では 2012 年度から完全実施となる新学習指導要領の導入に

よりゆとり教育が見直されることからも、これからさらに教員の教える内容が増加し、ひい

ては負担が増大することが容易に見てとれる。(下図参照) 

 

 

 愛知教育大学教授、子安潤の研究によると、約半数の小学校で 1 年生に対し、週 4 日 5

時間目を設定し、授業時間が増加している。それだけでなく、学校側は学校行事を減らす他、

始業式の日にも授業を行うなど、なんとか授業時間を確保しようと躍起になっている。この

ような授業数の増大はそもそも生徒の学力向上を目的としていたはずだが、標準授業時間の

学校と、それ以上の授業数を設けている学校との間では学力の明確な差は生じておらずその

効果は検証出来ていない。しかし、教える内容の増大が子どもの学力格差を拡大させる可能
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性はある。それどころか授業数の増大は、教員・生徒ともに負担を増加させ、結果としてゆ

とりのない学校生活を引き起こしていると言えるだろう。 

 この学習指導要領の導入という要因に加え、学校の規模も教員の勤務時間の増加に多大な

影響を与えている。小・中学校ともに標準的な学級数（12 ～ 18 学級）と比較すると、大

規模校で勤務時間が増加し、小規模校では減少する傾向がある。この理由の一つとしては、

一人一人が受け持つ児童・生徒数の多さによる負担だけでなく、学校の規模が拡大するほど、

各種の連絡調整にかかるコストが増加するためである。 

 これらの要因から、教員の負担が増加しても、部活動や生徒指導、昨今問題視されている

モンスター・ペアレンツ等保護者や地域の方々への対応などは以前と変わらないままである

ことも、教員にとって深刻な問題であると言える。 

 

 

 

 また、多忙化はキャリアを積んだ年配教員よりも、まだ仕事に慣れていない若手の教員に

大きな負担となっていることがわかる。(下図参照)   

 

 
 

 この理由としては授業やその準備だけでなく、慣れないながらも事務作業等の仕事もこな

さねばならないことが、退勤時間を遅くしていると考えられる。 

 さらに、小中学校教員の教職経験年数別の土日出勤日数についてのデータがある。（下図

参照） 
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 この図から、休日の残業時間（学校に来て仕事をする時間）は若い年齢層ほど時間が長く、

不慣れな作業であるがゆえに、授業準備や成績処理などにベテランの教員より多くの時間が

割かれていることがわかる。 

 なお、中学校では若手教員の比率が高い学校で勤務時間が 33 分（0.55 時間）長くなる

という予測値が算出されており、経験年数の少なさは個々の教員の活動に影響を与えるだけ

ではなく、職場全体の勤務時間にも影響を与えていることが明らかになっている。これに加

え、先にも述べたように、多忙化が進展する中でもっとも過重な負担を担っているのが若手

教員だということは看過できない事実である。 

 

 この多忙化の現状において、教員からは「教材準備の時間が十分にとれない」という声が

多数上がっている。生徒の力を引き出し、さらに伸ばすのが教師の役割であるのに、教師が

忙しすぎて教材研究の時間が十分にとれないという事態に陥ってしまうということは、深刻

な問題である。 

 このように教員の負担が増えていくと肝心な授業の準備が疎かになり、ひいては学力低下

を招き、生徒と話す時間が減り教員と生徒との関係が希薄になるなどの問題が懸念される。

しかしながら、若手の教員が忙しいという事実はどこの企業または団体においても存在する

問題なのかもしれない。教育の場においての多忙化の、真の問題点及び特徴として筆頭に考

えるべきことは、第二節でも述べられる、多忙化が引き起こした「教員の年齢層の二極化」、

また同時にその二極化が引き起こす多忙化であると言える。多忙化と二極化は、密接にリン

クしており、どちらかのみが緩和されることは難しい。 

 

第2節 二極化 
前節では多忙化について分析してきた。この第二節では、二極化の原因、また、二極化が

進むと今後どうなるかについての分析を進めていきたい。 

 

 まず、二極化が起きる要因は、大きく分けて2つ考えられる。1つめは歴史的な背景である。

1940年代後半生まれの団塊の世代といった、当時の特殊な時代背景、つまりバブルの時代で

あったことから、当時の教員の需要が高まったこと。また団塊の世代の子たちが教員の需要

を増加させたことがあげられる。このことから、バブル崩壊後の教員採用数が一時期減少し、

今現在、団塊の世代の退職に向けて、再び教員の採用数が増加してきたことにより二極化に
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陥っている。このことは、下図を見ていただければわかるだろう。将来団塊の世代が退職す

る時期になると、ベテラン世代がいなくなり、中堅層も少数であり、仕事に不慣れな若年層

の教員だけが大量に残るという事態に陥る。ここから、さらに若手教員の負担が増加すると

いう問題が発生してしまうのである。 
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 さらに、二極化の要因として、勤務時間の増加に次いで精神疾患やバーンアウトなどが挙

げられる。バーンアウトとは、別名「燃え尽き症候群」ともいわれている。教員に最も強い

影響を及ぼすストレッサーは「多忙」に起因するストレス、あるいは「多忙感」であるとい

われている。実際に、教師の勤務については、前述したとおり残業時間の長さ・休憩時間の

短さ・持ち帰り仕事の多さ・時間外勤務の長さなどの多忙が指摘されている。こういった学

習指導面のみならず、他にも生徒指導面や職場の人間関係と協働の課題、また小間切れの実

務の連続による多忙感が挙げられる。こういった多忙感から引き起こされる精神疾患を原因

に休退職していく教員が増加傾向にあることから、バーンアウトが二極化に起因するといえ

る。（下図参照） 
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 次に、二極化が今後どう進展していくかについて述べる。これまでH14から実施された完

全学校週5日制などによる「ゆとり教育」は日本の小中学生の学力低下の最も大きな原因と

言われている。経済協力開発機構（OECD）による学習到達度調査（ＰＩＳＡ2000）の結

果により、日本は家庭学習の時間が参加国中最低であること、読解力が平均並であることな

どの課題が明らかとなった。そこでH20に改訂された小中学校の学習指導要領によると、「生

きる力」という理念のもとに確かな学力の確立のために必要な教育時数が加えられ、ゆとり

導入直前のH10当時の学習指導要領と比べると、小学校全体の年間授業時間数は約300時間

増え、中学校全体では約100時間増えた。教科書のページ数では小学校6年生で現行の教科

書より24.5%増の約6000ページ。ゆとり教育の開始時と比べると42.8%増の1800ページ増

である。科目別でみると、国語、社会なども比較的に増加しているが、理科と数学の増加が

最も大きい割合である。また小学校高学年の「外国語活動」にも力を入れていることも大き

な特徴である。 

 前節でも述べたとおり、これらの学習指導要領の改訂により、問題となってきているのが

教員の疲弊、多忙化である。小中学校の教員の就業時間が長いことはこれまでも問題視され

てきたことであるが、今回の授業時間の増加にともなう教員の授業準備時間の増加、これま

で授業科目として組み込まれていなかった外国語科目の追加などによる学校外での外国語

演習など、今回の改訂により教員の負担は一層重くなった。 

 これらの日常の教育業務の負担が心身を疲弊させ、その疲れが生徒への対応のまずさや授

業の質的低下を引き起こす。そして、その教育活動の停滞が、焦りや自分自身の教員能力に

対する自身の無さにつながり自己嫌悪を生み、さらなる疲弊が生じるという悪循環に陥る教

員は少なくない。生真面目さや完璧志向が期待されるという教職の専門性に対する社会的プ

レッシャーの強い教育の現場で、自らの信念を持って理想の教育を求めれば求めるほど、現

実とのギャップに無力感を覚えてしまう教員も増えている。こういったことが原因で、近年

バーンアウトに陥る教員が急増して、精神疾患などにより休退職する教員が増えている。

20、30 代の若年層が 40 代以上のベテラン群よりバーンアウトの度合いが高いという報告

もあるように、これらの要因が教員の二極化へつながっている。このように、多忙化により

引き起こされたバーンアウトや精神疾患が、後の二極化につながっていき、その二極化によ

りさらなる多忙化が懸念されるのである。教員の二極化には、団塊の世代、少子化等の問題
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も関係しているが、現在ベテランといわれる教員たちが団塊の世代に当たるので、上に述べ

た問題も含め、この教員たちが退職するまでに、若年層のせめてもの負担を軽減するために

も、若年層の教員の育成、質の向上を推し進めなくてはならない。 
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 現状、分析からわかる問題点 第4章

二章及び三章では、教員の多忙化と二極化の現状と分析を行ってきた。本章では、前章までで

述べてきた教員を取り巻く多忙化と二極化という現状から導き出される問題点について述べて

いく。 

分析で詳しく述べたとおり、教員の勤務時間は、ゆとり教育の見直しからくるしわ寄せによる

教科書や授業時間の増加によって延びる一方であり、教員の負担は増え続けている。また、近年

問題視されている、増え続けるモンスター・ペアレンツへの対応や膨大な事務作業なども大きな

負担となっている。教師の休退職者が増加の一途をたどっていることも深刻な問題であり、年間

6304 人にも達している。教師としての仕事の役割が拡大していく中で、教員の多忙化が疲弊を

もたらし、バーンアウトしてしまうことが、教員の二極化問題へと繋がり、ひいては更なる多忙

化をもたらしていることが考えられる。 

また、小中学校における教員の二極化はこれからますます進展していくことがわかった。1980

年代に起きた二極化とは質的に違い、今までのように乗り越えられる問題ではない。ゆとり教育

が見直され、教科書の増量、授業時間の増加、小学校で始まる英語等の外国語授業に伴う教員の

さらなる職務の多忙化。バーンアウトや歴史的背景が極端な二極化や中堅層の教員不足をもたら

した。中堅層の教員不足に加え、団塊の世代の教員が退職してから、教育現場の多くの問題が若

手に課せられることにより、さらに授業の準備にかける時間が取れなくなっていくであろうと予

測され、そこから懸念される指導力不足。教員の指導力不足から派生するであろう学力の低下。

増え続ける教員の仕事の負担から、さらなる疲弊により、ますます増加すると考えられる休退職

者。これらの問題はすべてつながっており、この現状を放置したままにしてしまうと悪循環を繰

り返し、日本の将来としてはよくない結果になってしまうのは目に見えている。 

これらの問題点を解決するためには、単純に負担を軽減するために民間の企業に雑務を任せた

り、教員の採用数を増やしたり、少人数授業を実施したりといった方法も考えられるだろう。し

かし、これらの案を採用するにはさらなる問題が発生してしまう。それは、コストの問題である。

民間の企業に頼むにもコストがかかるし、教員の採用数を増やすことは、教員を増やした分だけ

多くの給料を支払わなければならなくなる。教員を増やすことでかかるコストを少しでも減少さ

せるために、一人ひとりの給料を下げるというような案もあるだろう。しかし、そうすると働く

ことに対するモチベーションが下がってしまい、教員の向上心もなくなっていき、さらなる指導

力の低下、ひいては学力の低下が懸念されるだろう。さらに、少人数授業についてだが、少人数

授業を実施するには単純に考えて、一クラスの生徒数を半分にすることにより、教員数と教室数

が倍の数必要になってくる。これも、先ほど述べた教員採用数の増加から推測される問題点と同

じように、教員数の増加に伴うコストの増加が懸念される。また、倍の数必要になってくる教室

数についてだが、余っている教室があれば問題ないかもしれない。しかし、そうでない場合、教

室の増設に伴うコストの増加も考えられるだろう。こういったコスト面の問題は、各小中学校の

内部だけではなかなか解決しづらいだろう。こういった大きな問題点があるため、この解決策は

望ましくないことが容易に見てとれる。 

先にも述べたとおり、教員の指導力の低下と多忙化による授業の準備不足は、生徒の授業内容

の理解度を下げ、非効率的な授業を引き起こしてしまうと考えられる。その結果として生徒の学
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力の低下までも引き起こしてしまう可能性もある。このように現在の小中学校の教育には問題が

山積みである。 

 そこで、コストをさほど気にしないで済み、また、上記にいくつか挙げた問題点も改善できる

ような解決策が必要となってくる。それは、若手教員の早急な指導力向上である。これが、必須

の解決事項となるだろう。なぜこの解決策かということは、のちの政策提言で詳しく述べる。 
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 政策提言 第5章

第1節 先行研究と本稿の

位置づけ 
政策提言をするに当たり、学校ボランティア事業を研究した、姫野完治編『秋田発！！学校ボ

ランティアによる学びの広がり-たまご教師たちの挑戦-』を先行研究として参照することとし

た。この研究は、秋田県での学校ボランティア事業に関するものである。学校ボランティア事業

とは、大学生を放課後チューターとして起用し、補習授業やイベントを行って小学生の学力向上

を狙った政策である。この研究の最大の特徴は大学生を起用していることである。後の政策提言

でも述べているが、大学生を起用することが我々の提言のメインの 1 つでもある。この研究で

は大学生を起用したことによるメリット、デメリットが様々に挙げられている。メリットの意見

の中に、「大学生だと親近感が湧きやすいので積極的に子供たちが勉強に取り組む」とある。年

齢が近く、お兄さん感覚で接することができるからであろう。さらに事業を行った後の保護者の

感想として、「授業でも大学生を起用してほしい」という意見もあったと書かれている。このこ

とから、我々が提唱する「アシスタント・ティチャー・インターンシッププログラム」でも、大

学生を授業に参加させることも効果があるのではないかと考えた。そして、我々は、大学生を授

業に参加させることでの第１の目標は、大学生に対して、教員になる前の指導力向上を図ること

である。ここが、先行研究と我々の提言する政策と大きく違うところである。大学生の入る授業

での生徒の学力向上が第１の目標ではないということだ。 

また、研究の中に、大学生を用いるデメリットとして、「正規の教員が、補習授業を行った方

が、結局学習成果が上がるのではないかと」という指摘がある。だが、今まで見てきたように教

師の多忙化が顕著となっている今、さらなる負担を教員に求めることは酷であり、多忙化が進み、

より休退職者が増加してしまう可能性が高い。我々は指導力向上を目指している。現状や分析で

も示したが、休退職者が増えてしまっては、指導力の向上を目指すことが難しくなってしまう。 

以上の事を踏まえたうえで以下「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログラム」

の政策を提言する。 

 

第2節 政策提言 
これより政策提言を行う。 

政策提言を行う上で重要視すべき事は、長期的な観点からみていくことである。現状の教員の

取り巻く環境を考慮すると、現状、分析でも見てきたが、多忙化、二極化といった問題から、教

員の指導力低下を招く現状があり、ひいては、学力低下に繋がるといった問題が生じている。こ

の教員を取り巻く環境を短期的に解決することは不可能に近い。 
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なぜなら、中途採用などを用いて、中堅層以上の先生の割合を増やすことも可能であるが、それ

では、あくまで応急処置的な措置に過ぎないうえ、質の問題、実際に雇用に値する人が存在する

か不確かである。また、多忙化の問題について、事務作業などに時間がかかるのであれば、事務

員を増やすといった事も政策として考えられる。しかし、小中学校には、個人情報が大変多い。

生徒、保護者、教員の間だけの機密事項などがたくさん存在する。個人情報の保護が法律で義務

化されている以上、特に多感な時期にある小中学校において、事務員を増やすことが本当に得策

なのかということを考慮すると、適切ではないと考えた。生徒や保護者の大切な個人情報を守る

ためには、教員自身が効率的に職務を遂行していく方法が、最も適切であるというのが我々の考

えである。つまり、若手教員の指導力も向上させなければならない。しかし、指導力向上のため

に時間を割こうとしても、現役の教員は大変忙しく、さらに多忙化を直ぐに解決することも不可

能に近い。まさに、教員を取り巻く環境は劣悪そのものなのである。 

そこで、我々は以下の政策を提言する。それは、未来の教員の指導力を向上させることを目的

とした「アシスタントティーチャー・インターンシップ・プログラム」の導入である。昨今、学

力低下の原因とされてきたゆとり教育を見直しする政策が取られてきた。具体的には、教科書の

増量や授業時間の増加を行い、勉強時間及び量を増やす政策である。これにより、教員にとって

は、授業数、授業準備等においての負担が増えた。また、近年大きな問題になっている、モンス

ターペアレントと呼ばれる、自分の子供を過保護化するあまり、学校現場に過大な要求をする保

護者が多く見られるようになってきた。保護者対応が、現在小中学校において大きな問題の１つ

となっていて、保護者対応に苦戦する教員は少なくない。実際、我々の小中学校時代の恩師にお

話を伺ったところ、「保護者対応は、教師の仕事の中でも大きな負担を強いられる仕事の一つ」

とおっしゃられた。このことは、本稿の分析を見ていただいてもお分かりであると思う。しかし、

保護者の過大な要求を直ぐになくすような政策は難しい。どんな親にとっても、自分の子供が一

番かわいいのは当たり前であり、過大な要求をしているとは本人には気づきにくい側面があるか

らである。また、教員は生徒を預かる身であるから、ある程度は、保護者のニーズに応える必要

もある。結果、保護者の過大な要求に対する規制をするような政策は得策でないと考えた。以上

からも、教員達にのしかかる負担は大幅に増加したといえる。増加する前でも、教員の負担は、

本当に大きいものである。生徒の学力向上を目指すために、自分自身を高めようとしても、授業

準備をしっかりして授業に臨もうと教員がやる気になっていても、時間が足りない、つまり忙し

すぎるのである。今後、教員の多忙化が増大していくことは必至である。我々は、以上の現状を

踏まえて、現時点での教員の多忙化を今すぐに解消することはかなり難しいと考えた。そこで私

達は、政策の方向性を、将来的な環境の改善とした。その中で特に、大学生という未来の教員に

着目した。大学生を主とした未来の教員のスキルアップ（主に指導力の向上）を計ることで、後

に彼らが教員として仕事にあたるときに、職務を効率的に行えることを目指す。この政策導入に

より、勤務時間を減少させ、持ち帰り仕事をできる限りいなくて済むような環境を作りたい。そ

して、さらなる指導力向上から学力向上を目指したい。 

政策について具体的に述べる上で、まず①早期における教員の指導力向上政策によってなぜ、

将来的に多忙化が解消されるのか、そして、多忙化防止から、さらなる指導力向上を目指せるの

か？②大学生を用いる意義・利点について述べ、③大学生以外の教員志望者、具体的には教員採

用試験の未合格者などにも、このインターンシップ・プログラムへの参加を求めるのか？につい

て述べていく。 

まず➀早期における教員の指導力向上政策によって、なぜ多忙化が解消されるのか、そして、

多忙化防止からさらなる指導力を目指せるのか？について考えてみる。近年、精神疾患などによ

る教員の退職・休職者が増加の一途をたどっており、年間 8,267 人（うち精神疾患による休職者

数 5,458 人平成 21 年)にのぼり、教員の多忙化がいよいよ目に見える結果として表れた。多忙化

が問題視されてきたのはここ数年ではなく、少なくとも 1990 年代頃から多忙化を防止する策と

して様々な研究や調査がなされてきた。そもそも精神疾患等など、教師に最も強い影響を及ぼす

ストレッサーは「多忙」に起因するストレスあるいは「多忙感」である（鈴木,1993） と言われ
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ている。実際に，教師の勤務の実態を考慮すると、長時間の残業，短い休憩時間，多量の持ち帰

り仕事，といったまさに多忙間に直結するような勤務実態が指摘されている。要するに仕事をし

ている時間がものすごく長いのである。そこで、近年の若手教員が直面する長時間勤務の原因に

ついて調査した一橋大学准教授山田哲也氏による『学校教員統計調査 調査結果の背景要因に関

する検討』によると、「かれらが試行錯誤しつつ仕事に慣れようとしており、効率的に職務を遂

行する能力を習得途上の段階にあり、他の教員に指導方法を仰ぎ、指導力の向上を計る」傾向に

あ る と 指 摘 さ れ て い る 。  ま た 、『 指 導 力 に 関 す る 取 り 組 み  Benesse 調 査 

benesse.jp/berd/center/open/report/shidou_kihon5/sc_hon/pdf/data_14.pdf』では、若手教員が

実際に学びたいことについて、とりわけ教科の専門性や指導スキルが上位にランクインした。教

員自身は、自分を高めたいと思っていても、多忙であるがゆえに、その時間をとることが出来な

いという現状になっている。多忙化を防止することは、指導力向上の必須の条件のようにも思え

る。だが、政策提言の前提でも述べたが、多忙化を防止する得策はない。多忙化防止策として事

務員増加で対応するという手段もあるが、先ほども述べたように、個人情報保護法案で、個人情

報の保護が義務化されているだけでなく、多感な時期にある教員と小中学校の生徒や彼らの保護

者との間での機密事項等の個人情報を守るためには、適切な手段ではないと考えた。 

私たちは、教員になったあとで、指導力がある程度身についていれば、職務を効率よく遂行する

ことに重点的に取り組むことが可能であるのではないかと考えた。職務が効率よく遂行できれば

当然、勤務時間、持ち帰り仕事の減少につながると考えられる。事務作業などにかかる時間が減

少すれば、当然授業準備にもたくさんの時間が取れるなど、指導力の向上につながる要素も増え

てくることは間違いない。そして、さらなる学力の向上につながることが期待できる。教員にな

る前の早期段階での指導力向上が結果的にその教員の将来の指導力向上に繋がるのだ。それを実

現するための政策が「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログラム」である。

もちろん近年の様々な提言などで、「校務・業務の効率化やＩＴ化」「調査・照会・提出書類の簡

素化、見直し・廃止」「研修・会議・出張・研究指定等の見直し・廃止」 などが叫ばれてきた。

しかし、私たちは現状問題視されている、多忙化の緩和を今すぐ解決しようとしているのではな

い。教員になる前の早期段階での指導力向上を行い、将来教員になってから職務を効率よく遂行

することに集中できる環境を作り、自らを高める時間、よりよい授業を作るための時間を作り、

さらなる指導力向上を目指す。そして、生徒の学力向上を目指す。早い段階から指導力向上を行

っていくことで最終的に生徒の学力向上を目指す。ここに私たちの政策提言のオリジナリティを

付したい。あくまで目的は指導力向上からの学力向上を目的とし、多忙化防止、緩和は指導力向

上を目指す過程の途中にある。 

つぎに②大学生を用いる意義・利点についてである。前節①で述べた通り、私たちは、教員に

なる前の早期段階での指導力向上を行い、将来の多忙化の緩和・防止し、そこから更なる指導力

の強化、学力向上を政策目標としている。そのため、現在の教員ではなく、未来の教員である大

学生の強化が必須事項なわけである。教員志望の大学生が教員になる時点には、教員たる指導力

を十分に兼ね備えることができるような政策がこの「アシスタント・ティーチャー・インターン

シップ・プログラム」である。そのため、以下で教員志望の大学生の現状とその問題点について

記した。その問題点から我々の政策の有効性を説いていく。 

現在、教員になるためには必ず「教育実習」を行われなければならない。教育実習とは一般的

に、大学３年次か、大学４年次において、主に自分の母校（教育大学の場合、大学の付属高校に

行くことも多い）に４週間程度実習に行くことである。実習中は、実際に教壇に立つことをはじ

めとし、クラスにも入り、担任業務を手伝うことや部活動での指導と本格的に実習を行う。しか

し、我々は、教育実習には問題点が 2 つあると考える。一つ目は「馴れ合い」、もう一つは「実

習不足」である。まず、前者「馴れ合い」について説明する。一般に、教育実習を行う大学生の

多くが、母校に実習に行くと先ほど説明した。母校に行くので、教育実習の担当者が自らの恩師

である場合もあり、そうでなくても、見知った先生や近所の子供など顔なじみ生徒もたくさんい

ることだろう。以上からも、卒業した母校で教育実習を行うのはどこか緊張感に欠けてしまった
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りするのではないかと考える。確かに、「馴れ合い」から得られることも多いことだろう。初め

は、教職に関してわからないことばかりで、教員としての立ち振る舞いや、授業への準備など、

初めて経験することばかりなので、肉体的にも精神的にもかなりの疲労が溜まるだろう。我々は、

教育実習を実際に行った４回生に話を伺ったが、「教育実習がここまで大変だとは思わなかっ

た。」とおっしゃられた。最初は、負担を解消するために、慣れ親しんだ環境で実習を積むこと

は大きな効果があるのは間違いない。精神面での負担が何より和らぐ。実習生の特徴等をよく知

っている見知った先生だからこそ出来るアドバイスもあることだろう。単に、「馴れ合い」とい

うのには失礼なほど「馴れ合い」から得られる部分も大きい。しかし、自分の母校以外の学校で、

誰も知りあいがいないような厳しい環境に置かれて指導経験を積むことも必要事項ではないだ

ろうか。何故なら、新卒採用をされた場合、勤務校が決まるのは、通例で３月中旬から下旬であ

り、４月吉日から出勤しなければならない。４月からいきなり生徒に接するのである。いきなり

厳しい環境が待ち受けているのである。さらに、教育実習を３年次や、４年次の初期に行った場

合、実習後、現場に接する時間が長くなってしまい、いざ、教員になってから慣れるまでに再び

時間がかかる可能性が高い。それに付け加えて、「実習不足」とは、前者「馴れ合い」から生じ

ることもあるが、そもそもの教育実習期間が短いことが起因する。本来なら教育実習は 4 週間

行われなければならない。だが、実際は 2 週間くらいの期間をめどに終わってしまうこともあ

る。その間、実習生である大学生が教壇に立つのはほんの数時間であり、十分な経験が積めると

は言いがたい。実際に教育実習を終え、春から新任教師となる大学生の多くが教員としての指導

力に不安を感じていることも少なくない。このことは前節①で記した、「若手教員が実際に学び

たいことについて、とりわけ教科の専門性や指導スキルが上位にランクインした」ことを見れば、

容易に推測可能なことである。もちろん、先ほども述べたように、教育実習にも、大変意義があ

り、大きな経験を積めることは間違いない。だが、経験不足や、厳しい環境に身を置けない事を

考えると教育実習だけでは十分に足りているとは、決して言うことができないと思われる。実際

に、２０１２年４月より新規採用で中学教師になる国立教育大学教育学部４年生の女子生徒に話

を伺ったところ「私は、教育大学なので付属の中学に３年次の時に教育実習に行った。教育大学

の付属中学なので、割とおとなしい生徒が多く、学級崩壊やいじめなども見受けられない傾向に

ある。もし、自分が母校に行っていたらもっと大変だと思うし、実際の大半の現場は、私の母校

に似た環境のはずなので、そういう学校にも行きたかった。また、３年次に実習を行っているの

で、ブランクがあり、４月からやっていけるかという不安がある。」とお話しして下さった。ま

さに、先ほど述べたことを、実際の教員になる人が、不安に思っているということである。 

以上のことから私たちは、未来の教員である大学生が十分に指導力の向上を図れる環境を整え

ることが必要であると考え、今回の政策である「アシスタントティーチャー・インターンシップ・

プログラム」の主役を大学生としたのである。しかし、先ほど述べたが、教育実習のも大きな効

用がある。そこで、教育実習は２週間～４週間という短期間で集中的に行うものと位置づけし、

我々の提唱する「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログラム」は、週１回程

度で長期間行うものとすると効果が大きくなると考え、これを政策とする。 

また、教育系大学や、教育系学部に所属している教員志望の大学生は、普段から模擬授業をは

じめとした、教員になるための様々な訓練を積んでいる。更に、多くの国立大学教育学部は附属

に中学校や高校を併設している大学が多く、交流もあり、教育学部の生徒は、現場感覚を積むの

に非常に適した環境にいることが多い。しかしながら、教育系学部のない総合大学では、教員を

目指す生徒にとって、カリキュラムの中に、実践的な訓練を積むものがないことが多く、前者に

比べて経験不足や、訓練不足が強い可能性が高い。後者の総合大学に通っている生徒には、現場

感覚を身に着けるためにも特に参加を強く要請したい。このプログラムには、模擬授業では味わ

うことのできないリアルな体験が出来るので、経験不足や訓練不足を解消できることはまず間違

いない。 
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 最後に ③大学生以外の教員志望者についてみていく。大学生以外の教員志望者、具体的には

教員採用試験の未合格者などにも、このインターンシップ・プログラムへの参加を求めるのかに

ついて①ニーズ、②展望を軸に考えていく。 

そもそも教員採用試験の未合格者などに、このようなインターンシップに参加したいと思うか

どうかについて検討した。現状、教員を志している人の中で、教員免許を持ち、大学を卒業した

が、教員採用試験の未合格者は、小中学校等において、非常勤講師として勤務していることが多

い。彼らは実際の現場で、授業を行い、生徒の生活指導も行っている。我々の用意した、「アシ

スタント。ティーチャー・インターンシップ・プログラム」以上に教員としての指導力の向上が

計れる環境にいることは間違いない。非常勤講師をしている方のニーズは一般的に低いと考える

のが適当であるだろう。また彼らは、対価を得て教員をしている。後に述べるが、このプログラ

ムは無償参加を原則とする。以上より、非常勤講師をしている人にとっては、我々の提案するプ

ログラムに参加するインセンティブは非常に低いと考えられる。しかし、すべての教員採用試験

の未合格者等の教員志望者が非常勤講師として勤務しているわけではなく、縁無くしてアルバイ

トや親からの仕送り等で生計を立てながら採用試験合格への勉強に励む者もいる。そこで、②展

望として私たちは、彼らが他の教員志望者に比べ（前者の非常勤講師）圧倒的に指導力を向上さ

せる機会が不足していると考える。また、教員採用試験では、面接や集団討論が重視されている

ことに着目する。もし、「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログラム」に参

加したなら、実際の現場感覚をたくさん積むことが可能である。面接や集団討論では、実際の現

場で起こりうる問題がテーマとなることが多い。そういった現状を考慮しても、非常勤講師をし

ていない教員採用試験身合格者にはかなりのニーズがあると考えている。この「アシスタント・

ティーチャー・インターンシップ・プログラム」が、教員になるための近道になる上に、教員に

なる前に自身の能力向上を目指すことができるのである。 

以上①～③を記した上で、以下に具体的な政策内容を述べる。 

 

 

 Ⅰ 募集・採用・派遣 

各都道府県、都市部においては市町村単位で学校支援地

域連絡センターを設置する。                                                       

この政策を行うことで、学校側からのニーズが増え、学生

側もインターンに数多く募集してくること予想される。そ

うなると、連絡や、採用に至るまでの面接や、事務作業な

ど、学校側に負担がかなり増大してしまう可能性がある。

学校支援地域本部連絡センターは、学生側と学校側のパイ

プ役となり、煩雑な事務作業をこなし、連絡業務を一括し

て担う役割を果たす。インターン生の募集、採用も、この

学校支援地域連絡センターで担うこととする。将来の教員

の多忙化の防止・緩和を目指し、さらなる指導力向上を目

指すとはいっても、現状の教員の負担を考えれば、これ以

上の負担を強いるわけにはいかない。現状の生徒の学力が

低下するような事態は避けなければならないからである。

そこで、学校支援地域連絡センターを設置することによ

り、政策を導入するに伴って増える教員の連絡業務をはじ

めとする事務作業への負担をできる限り軽減するように。また学校支援地域連絡センターで、イ

ンターンシップを希望する方を各自治体が一括して募集し、公立の小中学校に派遣する。また、

先ほども述べたが、この「アシスタント・ティーチャー・インターンシップ・プログラム」につ

いては、学校側と学生側の希望する日程や時間帯などで行う。週１回程度で構わないが、学期ご

とや、年間を通して行うなど、長期的な活動を行うこととする。 
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 Ⅱ 授業見学・放課後指導 

 授業中においては、あくまで担任の教師の補佐として教室を巡回、生徒の質問に答える形をと

り、教室を巡回することにより、生徒の抑止力となり、勉学と向かい合うインセンティブとなる

ことが考えられる。インターン生は教員たちの授業の見学をして、教えるノウハウを学ぶことが

出来る。放課後は、インターン生が実際に教壇に立ち、生徒に指導することが可能である。大学

生が小中学校に行き、学習指導を行った前例は秋田県が秋田大学と連携して行っている「学校・

大学パートナーシップ事業」 があり、保護者や学校関係者からも好評であり、確かな効果を出

している。この取り組みでは、大学生が生徒の質問に答える、チューターとしての役割を担って

いるが、私たちの政策では大学生が教壇に立って指導することに、指導力の向上を求め、ここに

オリジナリティを付す。教壇に立つとは、具体的に以下のことである。補習を希望する生徒を募

り、基礎的な事を中心に、教科書の練習問題等の復習に努め、基礎学力の向上を促進するような

指導を行う。さらに、大学生には、将来、事務作業を効率よく遂行するために、単語テスト程度

の簡単な採点や、プリントの印刷などの補助も行うこととする。これにより、職務のある程度を

経験できる。将来職務を効率よくこなしていくために大きなインセンティブとなることであろ

う。 

また、先ほども述べたが、インターン生は、長期の期間での採用となる。そのため、心身とも

に成長著しい小中学生の成長を目の当たりにできる。生徒は多感な時期にいる。たくさんの生徒

の成長を目の当たりにすることは。普段の生活ではなかなかできることではない。成長の過程で

は、生徒自身は、様々な問題を抱えることとなる。人間関係も複雑になる時期で、体も大きくな

り、身体的にも精神的にも生徒は数多くの問題を抱える。生徒にとっては、大学生は年齢も比較

的近い存在であり、悩みの相談といったこともしやすいといったインセンティブがあると考えら

れる。実際、大阪府堺市の「学校インターンシップ事業」担当者の話によると、「大学生がいる

ことにより子供が孤独感を感じることがない」という話を保護者の方々から頂いたそうだ。イン

ターンシップ生にとっても、生徒が抱える問題をともに解決することは、今後の教員人生におい

ても大きな財産となることは間違いない。 

それだけではなく、現在小中学校で横行する、いじめや、モンスターペアレントと呼ばれる保

護者へ対応する教員の姿を目に焼き付け、それらについて、教員になる前に、自分ならどのよう

に対応するか、どのように対処すれば一番良いのかと考えることは、教員になってから、実際に

これら難題に遭遇したときにより良い対処ができるというアドバンテージになると考えられる。

そして、精神疾患等で休退職に追い込まれる可能性も下がると考えられる。 

また先ほど、教室内での抑止力について述べた。近年、文科省が小学 1、2 年生を対象に 35 人

以下の少人数学級の実現に動き始め、全国でも 35 人以下のクラスの導入が進められている。し

かし、少人数学級制度を実現するためには、必要な教員を賄うための財源や、教室の確保が大き

なネックとなっており、小学 2 年生に関しては財源難から先送りが決定した県もある。仮に高

学年にも導入しようとすればさらなる教員、教室の確保が必要になり財政的にはかなり難しいと

いえる。例えば神奈川県では中学校に導入しようとしたら、教員を約 3000 人新しく採用する必

要があると試算されており、非常に難しい。大学生が、質問に答えることや、授業中の机間巡視

で、生徒への抑止力になることができれば、コストがかかり、少人数授業の実現が困難な自治体

において救世主となりうる。人件費等を大幅に抑えられることから、大学生は非常に有用である。 

以上が、インターンシップのプログラム内容の具体的内容である。 

 

Ⅲ 評価・報告 

これらの政策内容を実施するに伴って、報告と評価を規定したい。報告と評価を導入する理由

として、インターンシップ・プログラムにたくさんのメリットが存在するとしても、それを実際

に行うインターン生が能動的に行わなければ得られるものも少なくなってしまう。ベテランの先

生がインターンシップ生の行動を評価する。またインターンシップ生側は、授業内、または放課
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後の指導によって自分が得られたこと、指導の中で感じた生徒の苦手やつまずき、生徒が抱えて

いる問題をベテランの先生に報告する。そうすることによって、インターン生にとってもメリッ

トがあるだけではなく、先生にも生徒側にも大きな効果があると思われる。インターン生は、違

った視点から生徒を見ることになるので、先生たちが気付けない問題に気づくことができる可能

性があり、生徒にとってよりよい環境を作る大きな存在となりうる。 

  

  

Ⅳ 対価 

 

 インターンシップを行ううえで、大学生には無償で参加してもらい、対価は支払わない。前述

したインターンシップ・プログラムの内容には、教員を目指す大学生にとって相当のメリットが

存在する。教員採用試験における面接や、集団討論で有利に働くだけでなく、教員になるにあた

っての不安の解消、なってからも慣れといった面で大きなインセンティブが働くであろう。「②

大学生を用いる意義・利点について」の中でも記したが、現在、都道府県及び市町村自治体は、

財政が逼迫している自治体が非常に多い。財政が逼迫している状態を考慮し、大学生を初めとし

た参加者に対価を支払うことは適切ではないと考えた。また、大阪府堺市が実施している「学校

インターンシップ事業」 ではこの政策と同様に無償で大学生のインターンを受け入れているが、

無償でありながらも、年間約 200 人の学生が参加したことがその活動報告から明らかになった。

よってこの政策においても無償で行うことは、応募人数の減少には大きな影響は与えないと推定

でき、私たちはこの点からも無償で、インターンシップ・プログラムに参加してもらうことを目

指す。 

 

最後に、繰り返しになるが、我々が提言する政策、「アシスタント・ティーチャー・インター

ンシップ・プログラム」において目指す日本の社会は以下のとおりである。教員になる以前の、

特に大学生において教員の指導力向上を目指し、教員になってから、職務を効率よく遂行するこ

とに集中できる環境を作り、多忙化の緩和・防止をし、多忙化の緩和・防止からさらなる指導力

の向上を目指し、最終的には生徒の学力向上を目指す。最終目標はあくまで、生徒の学力向上で

ある。 
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