
４．国外調査報告 
 
 本年度、国外の先進的な教員養成を行っている大学等の調査を行った。昨年度末から今年度

初めにかけてスウェーデン、9月に韓国に訪問した。また、東京学芸大学にて、6月17日にス

ウェーデン、12月16日に韓国について、それぞれ訪問調査について報告会を行った。以下、

国外調査の概要である。 
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EnEn Skola fSkola föör Allar Alla
＜すべての者のための一つの学校＞と

新教員養成システム

BBääst i Klassenst i Klassen
２０１０年４月２８日議会決定／２０１１年秋学期開始２０１０年４月２８日議会決定／２０１１年秋学期開始

加瀬 進

東京学芸大学 特別支援科学講座

知的障害学校/9(10)
(知的障害基礎学校,訓練学校)

基礎学校/9 高等学校
/3

知的障害
高等学校/4

幼稚園

保育園 就学前
クラス

就労

Samhall

日中活動

社会教育

その他

特別学校（視覚・聴覚障害）/10
サーミ人学校/6

HSL（保健・医療法）による児童・青年の（リ）ハビリテーションプラン

LSS(機能障害者支援・サービス法）による個別プラン

0/1 5/6 6/7 12/13

15/16学童保育等の諸活動

SL（学校教育法）による個別発達支援計画ＩＵＰと

＆対策プログラムＩＥＰ

成人期の
（リ）ハビリ

原籍校（Hemskola）とリソース学校
- 分離的統合の実現を目指す社会資源 -

病院学校
/BUP学校

Bokhulte

通常学級における個別・グループでの支援教育～特別指導グループ

青年ホーム（Ungdomshem）：

社会・情緒的問題のある青少
年の更正施設

移民に対する母語教育

Helgö

Hov
Sofieberg

原 籍 校 Hemskola

リソース学校 Resursskola

基礎学校・知的障害学校（基礎学校・訓練学校） 高等学校・知的障害高等学校

在宅学習,   サマースクール, 読み書きフォーラム、他

個別プログラムProgram・IV

小段階のADHD／ﾄｩﾚｯﾄ症候群 小中段階のアスペ
ルガー症候群

小段階の粗暴行為等

中段階の粗暴行為等

国立盲・聾学校、リソースセンターの寄宿教育

Växjö市 Hemkommun

（小中高）

4

FrFrööknegknegåårdsskolanrdsskolanのの1515年年

カオスの状態から＜一丸となった＞学校へ

お互いの尊重

時間厳守

正しい着席

適切な服装

正しい経路

＜合言葉は５つのR＞

5

生徒の多様性と分離的統合生徒の多様性と分離的統合

言葉の準備学級

第二外国語Svenska学級

特別指導グループ

音楽学級

IT学級

リソース学校

6

学校改革のポイントをめぐって学校改革のポイントをめぐって

＜Samtala, Tillsammans＞ 対話・共話

多様なリソースの準備と充実

充実の鍵はジレンマと向かい合うこと

カテゴリカルな見方からリレーショナル
な見方へ（with 困難ではなく、in 困難）

従来の教員養成は子どもの多様性への対
応、対話力、教科教育力いずれにおいて
も課題あり。

１）スウェーデン （加瀬　進）

－39－



BBääst i Klassenst i Klassen
新教員養成システムの概要

指摘された問題点１

教員養成としては就学前、基礎学校低・中学年
、基礎学校高学年（教科専門）、高等学校教科
専門、職業指導教員というように分化していた
ものの、教員資格試験はこれまで一種類であっ
た。その結果、

学生に対する要求水準が低すぎる

学生は単位取得で代替できてしまうため、教員資格
試験が十分に機能していない

教師であればすべての学年を教えることができる、
という考え方があり、教育内容の質が不足している

基礎学校1~5年教師の40%、基礎学校6~9年教師の58%、高校
教師の68%が教科教育の専門性を欠くとされる

指摘された問題点２

通常学級担任と特別教育家Specialpedagog
のみでは生徒の多様性に対応できない。

1990年に学習上の困難や「障害」のある生徒を直接
指導する（旧来の）「特別教師Speciallärare」を養成
するという仕組みを廃止し、かわりに生徒の多様性
に対応できる力量をもった通常学級の教員養成を予
定しつつ（1年半の必修科目AUO／一般教育分野）、
実務3年以上経験者を対象として「各教室で働く教職
員に対する支援、指導、助言を行う特別教育家
Special Pedagog」の養成を開始した。

2008年から「特別教師Speciallärare」の養成が再開されて
いる。

一般教育分野AUOの問題

実習含む１年半の教職基礎科目
Högskolan Kristianstadの例

１年次秋学期：教師の役割・制度的位置づけ、etc.
１年次春学期：子どもの多様性理解、多文化共生, etc.
２年次秋学期：学校制度への洞察、etc.

受講学生の声

多様なコースの学生が混在し、共通テキストもなく討論も低調。

特別教育学の内容も若干あったが、簡単な講義２回と特別学校見学
、レポートのみ。「何でこんなのとる必要あんの？」という学生も
いる。

高等教育機構（Högskoleverket）の2005年、2008年調査

を通じ、コアとなる内容を精選する必要が指摘される。

新教員養成システムの概要
現在の教員資格試験（1種類）を４種類の専門資
格試験に変更（幼稚園教員資格、小学校教員資
格、教科教育教員資格、職業教育教員資格）
各資格取得には共通の「教育科学コア」科目が
通年で置かれ、ここに「特別教育学」を必修と
して含む。
特別教師養成は話す・聞く・書く・計算すると
いう学習の困難だけではなく、聾・難聴、視覚
障害、重度の言語障害、重度の学習困難までカ
バーできるように改正
特別教育家・特別教師の養成は継続し、前者コ
ーディネイトやスーパーヴィジョン、後者は直
接指導のコンピテンス向上をめざす

新しいカリキュラム構造
教育科学コア（共通必修、60）Utbildningsvetenskaplig kärna（UVK）

1. 教育制度と実態、民主主義の基礎
Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunde

2. 学習指導要領の理論と教授学
Läroplansteori och didaktik

3. 科学の理論・研究法・統計学
Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik

4. 発達と学習指導
Utveckling och lärande

5. 特別教育学
Specialpedagogik

6. 対人関係・生徒間対立の対応・リーダーシップ
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

7. アセスメントと判定
Bedömning och betygsättning

8. 評価と改善方法の開発
Utvärdering och utvecklingsarbete 

教育実習（共通必修、30）Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

教科専門（各コースそれぞれ）
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特別教育学校連盟SPSMの見解

すべての教員になろうとする学生に、今日の学校が示す
子供たちの多様性を充たすことができるような教育を提
供すべきである、というSPSMの要望が一定程度、義務
付けられることになった。「特別教育学」が「教育科学
コア」に含まれ、必修化されることで、これからの教師
は、さまざまな機能障害のある児童・青年・成人がおり
、支援が必要となっているグループのニーズを充たし、
授業を行うための準備をすることができるようになるに
違いない。
しかしながら重要なことは、こうした知識が教育政策上
の目的、すなわち「個々の生徒は、可能な限り分離され
ることなく、等しい教育を受ける権利を有する」という
目的達成に結びつくことこそが重要である。結果として
生じた問題のみを個々の生徒にむすびつけるのではなく
、生徒の参加を促すような周囲の環境を形成することの
重要性を改めて指摘したい。

14

＜特別教育学＞＜特別教育学＞
～～それはすべての子どものニーズをそれはすべての子どものニーズを

充たすコンピテンス充たすコンピテンス

Specialpedagogik
～ Kompetens för att möta alla barn
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FAKTABLAD U10.006 Fegurari 2010 / FACT SHEET U10.009 March 2010  
 

Bäst i klassen / Top of the class （加瀬仮訳） 
 
新法案「最高の学級を～新教員養成プログラム」において、政府は現在の教員資格（1 種類）

を 4 種類の専門資格に変更することを提案している。すなわち幼稚園教員資格、小学校教員資格、

教科教育教員資格、職業教育教員資格である。 
 
教師教育と教師がもつスキルは学校制度を十分に機能させるにあたって最も重要な要素の一つ

である。国内外の調査が示すところによると、教師がもつスキルは生徒の学習成果に決定的な役

割を果たす。もしスウェーデンが知識に基礎づけられた最先端の工業国という立場を回復しよう

とするならば、幼稚園および学校の教員養成を世界トップレベルにすべく投資しなくてはならな

い。 
2010 年 2 月 11 日に政府が議会に提出した「最高の学級を～新教員養成プログラム（Govt.Bill 

2009/10:89）」において、政府は現在の教員資格（1 種類）を 4 種類の専門資格に変更することを

提案している。すなわち幼稚園教員資格、小学校教員資格、教科教育教員資格、職業教育教員資

格である。政府は同時に、高等教育法において定められている関連規定の廃止を提案した。これ

は教員資格を認定できる高等教育機関における教員養成および関連する研究に対する責任を明記

した特定の条項である。さらに政府はスウェーデン研究評議会教育科学部門（Vetenskapsråd, 
Utbildningsvetenskapliga kommittén）の一定の状況も変更するよう提案している。 

 

＜新たな専門資格＞ 

 四つの新たな専門資格には教えられる教科に関する知識の目標と、学校及び幼稚園の教員とし

てより基本的に求められるカギとなるような知識とスキルに関する目標が設定されることになる。

新たな資格は教員養成の 3 つの構成要素に関して非常に明確になるであろう。すなわち、教科に

関する学習、学校における諸業務３０ポイント、教育科学コア６０ポイントである。（６０ポイン

トは通年の授業に相当） 

 

＜幼稚園教員資格＞ 

政府は幼稚園教員資格を得るのに２１０ポイント必要であると提案している。このプログラム

は明確に幼稚園の教師として働くことを明確に目指したものである。幼稚園教員養成コースの学

生は、幼児に必要な学習と養護を満たすのに求められる知識とスキルを獲得するとともに、どう

すれば幼児が読み書きと基礎的な算数のスキルを身につけられるか、ということに関する十分な

知識を持つことになる。 

 

＜基礎（小）学校教員資格＞ 

 基礎学校の低学年・中学年、いわゆる初等学校教育レベルの教員資格は 3 つの専門性にわかれ

る。一つは就学前学校と１～3学年の教員になるためのもの、二つ目は４～6学年の教員になるた

めのもの、3つ目は余暇教師になるためのものである。 
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① 就学前学校と１～3学年対象の教員資格 

 政府はこの F～３教員資格を得るのに２４０ポイント必要であると提案している。このプログ

ラムは教師に幅広い知識を与え、生徒の発達をフォローし、一部ではなくほとんどの教科を教え

られる力量をつけるものである。読み書きスキルの発達に関する知識と低学年児童の算数に関す

る深い知識はこのコースの教師に求められるスキルの本質的な部分になる。 

 

② ４～６学年対象の教員資格 

 政府は４～６教員資格を得るのに２４０ポイント必要であると提案している。幅広い視野と深

い教科に関する学習の要件は非常に高い水準となり、学生は４～６学年対象の教員になるという

教師としての明確なアイデンティティを獲得しなくてはならない。スウェーデン語、数学、英語

の知識以外に、社会科学、自然科学、技術、あるいは一つ一上の実技や芸術科目から選択するこ

とになる。 

 

③ 余暇教師の教員資格 

 政府は余暇教師の資格を得るのに１８０ポイント必要であると提案している。このプログラム

の焦点は余暇指導の分野における知識と実技または芸術科目に充てられている。 

 

＜教科教育教員資格＞ 

 教科教育の教員資格は７～９学年の中学校レベルと、高等学校レベルの二種類からなる。 

 

① ７～９学年対象の教員資格 

 政府は７～９教員資格を得るのに２７０ポイント必要であり、その内１９５ポイントは取得す

る教科に関する単位（資格取得プロジェクトおよび教育実習含む）としなくてはならない。また

このプログラムでは３つの教科を教えられるスキルを学生に与える。教科の組み合わせについて

は、学校現場のニーズと教員の採用を増やせるように一定の制限が設けられる。 

 

② 高等学校の教員資格 

 政府は高等学校の教員資格を得るのに３００ないし３３０ポイント必要であるとし、その内２

２５ないし２５５ポイントは取得する教科に関する単位（資格取得プロジェクトおよび教育実習

含む）としなくてはならない。またこのプログラムでは２つの教科を教えられるスキルを学生に

与える。教科の組み合わせについては、学校現場のニーズと教員の採用を増やせるように一定の

制限が設けられる。 

 

＜職業教育教員資格＞ 

 政府は職業教育教員資格を得るのに９０ポイント必要であるとしている。このプログラムに入

るためには、高等教育機関での学習に対する基本的な適性と十分で実際的な職業に関する知識を

持っていることが要件となる、というのが政府の見解である。また、職業スキルを有した男女が 

職業教育教員になるための学習しやすくするように、時間と場所については相当柔軟なプログラ

ムを提供する可能性がある。 
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＜教員資格取得にいたる異なる経路＞ 

 たとえば他の資格をすでに有している人や、最初からのどの資格にするか選ぶことが難しい人

に対して、教師としての専門性をえるまでの経路に一定の幅があるということが重要である。少

なくとも一つの教科について十分な知識を持っているヒットにとって、教科教育教員資格の取得

につながるような補充プログラムが用意されるべきである。政府はこの補充プログラムを９０ポ

イント構成すると提案している。 

 ２００７年から１種類の補充プログラムが高等教育機関で提供されてきた。これは海外で教員

資格をとった人がスウェーデンの学校制度の中で雇用されるようにするためのものであった。政

府はこの教育プログラムを維持する予定でいる。 

 現在、自分が専門に教えるべき分野における教育を欠いている教師が大勢いる。そこで政府は

不十分な資質の教師に対する継続教育プログラムを導入し、そのため２０１０～１２年度に８４

００万 SEK の予算を計上した。この政府主導の基本的なポイントは、高等教育機関が教師として

のそれまでの専門家としての経験を確認し、個別化された教育プログラムを提供して、プログラ

ム参加者が教員資格に必要な要件を満たしたり、あるいは新しい教員資格を取得できるようにす

るというところにある。 

 

＜教員資格認定の資格＞ 

 ボリュームの点からいって、教員養成はそのプログラムの大部分が高等教育機関によって提供

されている。現在、全国に広がっている、２４の高等教育機関が教員資格認定を認められている。

政府の見解によると、学校及幼稚園の教員養成を行おうとする高等教育機関は、高等教育庁に改

めて新たな教員資格認定の許可を申請しなくてはならないとしている。 

 

＜特別ニーズ教育の教員資格＞ 

 知的障害学校、聾および盲重複児のための特別学校は特別ニーズ教育に高い資質を有する教員

に対するニーズが極めて高い。そこで、政府は特別ニーズ教育に関する大学院レベルの資格を聾・

難聴、視覚障害、重度の言語障害、学習困難にまで広げることとした。これは知的障害学校と障

害児を受け入れている学校のニーズが、この種のタイプの学校に通っているこうした子どもたち

に関する専門的な知識を持った特別教師によって充たされるようにしようという意図がある。 

 

＜教育科学研究＞ 

政府の学校と教育に関する政策の狙いはスウェーデンの教育制度の質を強化することにある。

教育科学研究はよりいっそう科学的なアプローチを促進する要となる要素であり、教師になろう

とする学生と彼らを教えるスタッフにとっても、教師や他の教育関係者にとっても同様である。 

 政府は教育科学研究がさらなる発展のより良き機会を保障するものであると非常に重視してい

る。スウェーデン研究評議会教育科学部門の取扱事項として、研究と大学院教育に対して充てら

れる研究委の配分がより学校と幼稚園の発展につながるようにされなくてはならない。教育科学

分野の研究者により大きな自由度を与えるため、政府は共同出資要件が廃止されるべきであると

考えている。 
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○四つの教員資格を取得するためのカリキュラム構造 

 

① 教育科学基礎（共通必修、６０）utbildningsvetenskaplig kärna 

② 教育実習（共通必修、３０）Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

③ 教科専門（各コースそれぞれ） 

 
＜教育科学基礎＞ 

 ・アセスメントと診断（判断） 
 ・発達と学習 
 ・学習指導要領の理論 
 ・基礎教授学 
 ・対人関係 
 ・生徒間の対立への対応 
 ・リーダーシップ 
 
＊この中に「特別教育学」が必修として位置づけられることになった。 
 ↓ 
SPSM、HP の速報、2010－02－23 
 
すべての教員になろうとする学生に、今日の学校が示す子供たちの多様性を充たすことができ

るような教育を提供すべきである、という SPSM の要望が一定程度、義務付けられることになっ

た。「特別教育学」が「教育科学基礎」に含まれ、必修化されることで、これからの教師は、さま

ざまな機能障害のある児童・青年・成人がおり、支援が必要となっているグループのニーズを充

たし、授業を行うための準備をすることができるようになるに違いない。 
 
議会はまた、SPSM が要望してきたような、機能障害に関する特定の知識を集中的に扱う教育

も提案している。 
 
しかしながら重要なことは、こうした知識が教育政策上の目的、すなわち「個々の生徒は、可

能な限り分離されることなく、等しい教育を受ける権利を有する」という目的達成に結びつくこ

とこそが重要である。学校は個々の生徒が就学を通して、学校の一員となり、十分な発達を遂げ

られるようにしなくてはならない。SPSM は結果として生じた問題のみを個々の生徒にむすびつ

けるのではなく、生徒の参加を促すような周囲の環境を形成することの重要性をパブリックコメ

ントで指摘してきた。 
 
特別教育家資格試験は見直すことが提案されている。SPSM が実施してきたアドヴァイス・支

援活動の経験からすると、＜等しい教育＞を確かなものにするためには、教育学的な環境を整え

ることが決定的に重要である。従って、学校は様々な機能障害があり、個人レベルとシステムレ

ベルの双方で特別な支援が必要な児童・青年・成人のニーズを満たせるコンピテンスを持たなく
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はならない。各教室で働く教職員に対する支援、指導、助言を行うという特別教育家の役割の重

要性はますます強調されなくてはならないだろう。 
 
 
Specialpedagog 1990 年～ 
 
Speciallärare 1990 年代初めに養成を中止、2008 年から再開 

＊2011 年にスタートする新教員養成システムでは、これまでの「読み・書き・算術における

困難」に加え「聾・難聴、視覚障害、重度の言語障害、重度の学習困難」にも対応できる

よう、養成内容を拡大することが予定されている。 
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2010韓国調査

公州・鳳凰初等学校

鳳凰初等学校

韓国公州市にある公立小学
校

2010年9月8日11:00～12:00
訪問調査

学校の様子 学校の様子

鳳凰初等学校概要

学級数11学級

⇒1学年2学級で、5学年のみ1
学級

特殊学級（通級）設置

全校児童数は256名

鳳凰初等学校概要

教師は

校長、

教頭、

教師13名（部長教師と教師の合計数）、

講師2名、

その他（養護教諭等）であり、1名特殊

補助がいる。

２）韓国 （渡邉健治・濱田豊彦）
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鳳凰初等学校における
「特殊教育」

テーマ： 「共にする特殊教育」

特殊教育の目的

1）教育課程の個別化：

自主的学習能力を伸ばす。

2）基本生活規範の制定・実践：

基本生活習慣を形成する。

鳳凰初等学校における
「特殊教育」

特殊教育の目的

3）健康・安全生活の習慣化：

身辺管理能力を伸ばす。

4）特殊教育の社会化：

自立の意思を培養する。

「特殊学級」の様子：時間割
「特殊学級」の様子：

マッチング課題

「特殊学級」の様子：教卓 IEP
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教科書 授業の様子

授業の様子 授業の様子

授業の様子

この日の授業の課題はマッチン
グ

全体で大型絵本を用いてマッチ
ング課題を確認したあと、

2人1組で課題に取り組んでいた

授業の様子
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2010韓国調査

釜山市・太宗台初等学校

釜山市・太宗台初等学校

韓国釜山市にある公立小学校

2010年9月9日11:00～12:00
訪問調査

学校の様子 「特殊学級」の対象児

学年 障害名 通級形態 
2 学年 情緒・行動障害 時間制統合 
3 学年 学習障害 時間制統合 
3 学年 精神遅滞 時間制統合 
4 学年 健康障害 完全統合 
4 学年 肢体不自由 完全統合 
5 学年 学習障害 時間制統合 
6 学年 精神遅滞 時間制統合 

 

「特殊学級」の対象児

7名の生活水準は中程度5名、下
程度2名
家庭の教育状況は教育に関心
ある家庭2名、家庭指導が弱い4
名、無関心1名である。

特殊学級教育課程運営の基盤

一般学級で一般教育だけでは成果
をおさめにくい、

特別な教育を必要とする子に自分の
能力と条件にあう教育を提供すること
で、

教育機会保障と一般学級での統合
教育を支援することを目的とする。
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特殊学級の目標

（1）個別化教育による教育を保証

する。

（2）統合教育の機会を拡大させる。

（3）素質や適正および潜在能力を

開発し、「全人形成」に寄与する。

特殊学級の方針

（1）個人の能力と特性を考慮した個別
化教育（IEP）を樹立し実施する。

（2）特殊学級の運営形態は時間制に

し、一般学級での統合教育を原則と
する。ただし統合の時間の子どもの
能力及び特性を考慮して調整する。

特殊学級の方針

（3）特殊学級で学習する教育課程は国語、

数学などの基礎学業技術と障害児童に
不足がちな活動を中心として束ね、多様
な生活経験ができるように統合した活動
中心教育で運営する。

（4）多様な教育媒体を積極的に活用して

児童の興味を引き、教育の質を強化する。

（5）統合教育での円滑な統合と助長・支援

するための研修を実施する。

統合教育及び障害理解教育

（1）統合教育の根拠：

障害人に対する特殊教育法第21条
（統合）教育

第1項 各級学校の長は教育に関す

る各種施策を施行するに当たり、「統
合教育の理念を」実現するために努
力しなければならない。

統合教育及び障害理解教育

第2項 第17条により、対象者を配置され
た一般学校の長は教育課程の調整、補
助員支援、学習補助機器の支援、教員
研修などを含めた統合教育計画を樹立・
施行しなければならない。
第3項 一般学校の長は第2項による統合
教育を実施する場合は、第27条の基準
に従って、特殊学級を設置・運営し、大統
領令で定める施設・設備及び教材・教具
を備えなければならない。

（2）統合教育支援活動計画

1）円滑な統合支援を助長するための
一般教師対象の研修実施（年2回）

2）統合教師懇談会実施（学期の初め、
年2回）

3）特殊教育補助員研修の実施（校内

随時研修、教育庁主管研修への参
加）
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（2）統合教育支援活動計画

4）保護者障害理解教育研修（年
1回、保護者研修日に実施）

5）教育課程修正資料および指

導資料支援（随時）

6）統合学級の学生にひよこを分

け与える

（3）障害理解教育

1）目的

障害学生と一般学生の肯定的な態
度と受容的態度を通して、

肯定的な仲間、

社会的関係を形成できるようにする。

（3）障害理解教育

2）方針

A 学期別1回以上の障害理解教育を実施
（特殊教育発展総合計画根拠）

B 朝の放送時間と廊下の掲示資料を積極
的に活用

C 細部推進計画

3）担当

A 各クラス担任の役割

障害理解教育資料を参照。

（3）障害理解教育

B 特殊教師

・障害理解教育週間の運営（4月13～18日）

・各学年別に障害体験活動実施（障害理解
教育週間に特別活動として実施）

・今月の障害を克服した人物掲示

・「今月の障害を克服した人物」と関連したク
イズ応募（月1回土曜日朝の放送時間を活
用）3名を抽選して商品券提供

授業の様子

1年生の統合教育場面の見学を行った。

対象学級はCP児1名（A児とする）を含
む24人学級であり、

担任（女性）教諭の他にA児への補助
員が1名いた。

授業は「楽しい生活」という統合教科で
あった。

授業の様子
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授業の様子 A児
A児は車椅子を利用しており、太宗

台初等学校にエレベーターがあるこ
とから進学したという。

通学は保護者が車で行い、市からガ
ソリン代が支給されている。

また特殊学級において市の巡回によ
る機能訓練がなされているそうである。

統合教育について

統合教育に関してはA児以外のクラ

スメイトの保護者の理解があり、統合
教育への反対はあまりないそうである。

子どもたちも理解し、協力してA児と

ともに勉強していると学校側では見
ている。

ただし、学校側も教師によって差が
あることは課題としてとらえている。
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GP 特別支援教育時代の教員養成システムの開発

韓国調査
教員養成を中心に

韓国の人口5000万人

公州市7万人 釜山市371万人

韓国の教育背景情報
• 1953年初等学校義務化

• 2002年に中学校義務化

• 6・3・3制

• 高校進学率は99.6%

• 英語教育は初等学校3
年生から

• 初等学校の全て、中学
校・高等学校は国史、国
語の教科書が国定

＜特殊教育関係＞

• 2007 年5 月に「障害者に対
する特殊教育法」

• 2008 年2 月には特殊教育
関連教育課程（学習指導要
領に該当）が改正

• 幼稚園と高等学校は無償
教育と規定されていたが、
2009年から障害児の義務
教育期間を3 才の幼稚園
課程から高等学校課程ま
でに延長

• 3 才未満の障害幼児と高等
学校課程以後の障害学生
も無償

＜特殊教育関係＞

• 統合教育を受けている障害学生数が毎年増加
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知的の特殊学校の児童生徒数 聞き取り内容
Ⅰ．特殊教育免許に必要なカリキュラム

１）免許取得に必要な単位数
２）基礎免許は
３）障害種に分かれているのか
４）通常の学級の教員にどのようなカリキュラムを準備し
ているか

Ⅱ．進路や現職研修
１）大学の進路の現状
２）採用試験
３）教育実習
４）現職教員研修は
５）認定講習会は

Ⅲ．インクルーシブの成果と課題

公州大学 ギム・サムソプ先生

１）必要な単位数

２）基礎免許は

基礎免許はない。

「就学前の特別支援
教育」「初等教育の
特別支援教育」「中
等教育の特別支援
教育」の教員免許

免許種別 検定基準

特殊学校（小学校）

正教師（2級）

（初等特殊教育課）

• 初 等 教 育 関 連 の 専 門 科 目 38 単 位

（教科教育の領域8単位以上を含む）

•特殊教育に関する専門科目42単位

•教職科目22単位

•卒業、全体の平均成績75/100点以上 •その他の大学の長

が別に定める基準

特

殊学校（中等教育）

正教師（2級）

（中等特殊教育課）

•表示科目関連専門科目38単位（教科教育の領域8単位以上

を含む）：副専攻ではない。

•特殊教育に関する専門科目42単位

•教職科目22単位

• 卒 業 、 全 体 の 平 均 成 績 75/100 点 以 上

•その他の大学の長が別に定める基準

３）免許は障害種に分かれてる？

• 以前は、障害領域別（視覚、聴覚、肢体不自由、
精神遅滞、情緒障害）に区分されていた

• 1996年から障害種別を撤廃し学校レベルに変更

４）通常学校の教員には？

• すべての教員養成大学では必修科目としての特
殊教育関連の2単位を履修するように規定

• 公州大学の師範大学では『特殊教育の理解』とい
う講座を必修科目に指定

Ⅱ 進路や現職研修

１）公州大学の進路は？

• 公州大学校の師範大学は、目的養成を行っ
ている。近年教員志望者が多く、合格率は
33％前後（他は再受験か公務員）

• 2010年5月12日、中央日報（過去3年間の大
学別の教師の排出のランキング）によれば
→ソウル大学が 32.8％、公州大学 32.2％、慶
北大学 31.0％、韓国教員大学 30.5％、高麗
大学 27.0％です。
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２）採用試験の在り方

• 公立学校教員（国家公務員）は３次までの国
家試験を経て合格した者を、それぞれの市道
教育庁に割り当てるやりかた

• 特殊教育の場合、教育実習は特殊学校や特
殊学級が設置されている通常の学校で行わ
れる

• 予備実習は1週間、本実習が4週間である。

• 3年生の1学期に行われ、2単位

• 実習先の校長が成績を評定。
• 他に奉仕活動2単位を履修

４）現職研修は？

• 卒業時の取得免許は、2級正教師で、教員に
なったあと3年が経過すると、１級正教師の資
格取得のための‘教師の資格研修’が義務づ

けられている。

５）認定講習会は？

• 通常学校の教員が特殊の免許を取るために
は大学院に入学し所定の教育課程を履修す
る必要がある。

Ⅲ インクルーシブの成果と課題

• 成果、課題と
も大学によっ
て異なるため
一概には言
えないな
あ・・・・。

釜山大学 朴先生

特殊免許について

• 特殊教育教員免許であって障害種別ではなく
なっている（特殊学校教員から特殊教育教員
免許に代わった 2007年？）

• リソースルームの教員もこの免許でやる リ
ソースルームと言ってもほとんど特殊学級で
あり。特殊学級は基本は通級による指導で
やっている。

通常の学校の教員を目指す学生に

• ２００９年から韓国すべての教員養成課程に、
（通常教員の場合は）、必修2単位を課すように
なった。

• 釜山大は「特殊教育学概論」 「特殊教育の理
解」のどちらか。

• 教育奉仕活動 ２単位：これも全国の教職を取る
学生に科されている。教育関連の活動（教育補
助員等）を行う

• ３０時間で１単位 ２，３年生で６０時間の認定書
を出せば単位が取れる。学科の先生が奉仕先
を紹介する。
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釜山大学の教員就職率

• 全韓国で特殊教育の免許を出す大学が４６
ある（内国立は４つくらい？）

• 釜山大学はその中でトップクラス。教職を希
望すればほぼ１００%。９割が教員になるらし

い。

• しかし全国では１/13の合格率。

認定講習会は？

• 教員免許講習は以前はあったが、質が保て
ないと特殊教育分野からの要望で、やらなく
なった。

• カリ改訂で通常教育の選択が広がった。その
ため人気のない科目の教員が余りだした。そ
の教員を対象に特殊教育の免許講習を企画
したが反発にあい頓挫。→議論は続く

インクルーシブの成果と課題は？
• 今までは軽い障害の子は何のケアもなかった（障
害児としての承認を受けない）が、体制が整って
きて特殊教育の対象となるケースが増えてきた。

• 現在特殊教育の対象児の65%は通常学校に在

籍しており、数では統合教育が進んでいる（特別
支援学校30% 訪問教育が５％）。通級もしないで

支援員だけで通常の学級にいる子どももいる。

• →要求があってそれが認められるかどうか。学校
ごとの判断：以前は障害者手帳が必要だったが、
現在は学校長の意見書で処理される
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