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QualifikationsrahmenftirDeutscheHochschulabschltisse(2005)

(文部大臣会議､大学学長会議､連邦教育研究省が共同で作成 した ｢ドイツ大学修了資格枠

組み｣｡ 2005年 4月 21日文部大臣会議決議)

Leistungsorientierte Besoldung der Hochschullehrer- Fortschreibung des KMKI

Diskussionspapiersvom28.05.1999.(大学教員の業績給についての文部大臣会議の資料)

※このほか､次の機関のホームページから関連情報を入手できる｡

大学開発センター (CHE,CentrumftirHochschulentwicklung)

[http://www.che-concept.de/cms/?getObject=5&getLang=de]

大学情報システム (HIS,Hochschu1-Infbrmations-System)

[http://www.his.de/publikation]

ドイツ大学連盟 (DeutscherHochschulverband)

[http://www.hochschulverband.de/cms1/suche+M54a708de802.html]

大学学長会議 (HR拡,Hochschulrektorenkonferenz)

[http://www.hrk.de/de/home/home.php]

文部大臣会議 (KMK,Kultusministerkonferenz)

[http://www.kmk.org/]

連邦教育研究省 (BMBF,BundesministeriumftirBildungundForschung)

[http://www.bmbf.de/]

バーデン ･ヴユルテンベルク学術 ･研究 ･文化省 (Ministerium ftirWissenschaft,Forschung

undKunst) [http://mwk.baden-wuerttemberg.de/]

※また､大学人向けに関係情報が掲載 されているサイ トとして"academics.de"が有益である｡

[http://www.academics.de/]

※大学関係の法令は､文部大臣会議の次のサイ トから入手できる｡

[http://www.kmk.org/dokumentation/rechtsvorschriften-und-1ehrplaene-der-

1aender/uebersicht-hochschulgesetze.html]

QualiLikat10nSralm enft'rDeutscheHochschulabschltlS馳 (2005)

(文部大臣会抜､大学学長会富遊､連邦教育研究省が共同で作成 した ｢ドイツ大学修了資格枠

組み｣｡2005年 4月 21日文部大臣会誌決誌)

LelShngsorlentlerte Besoldung der Hoehschullehrer- Fortschrelbung des KMK-

IhskusslOnSpapLerSVOm28051999 (大学教員の薬繍給についての文部大臣会鶴の資料)

･Xこのほか､次の機関のホームページから関連情報を入手できる｡

大学開発センター (CHE,CentrumftLrHochschulentwICklung)

[httひ//wwwche-concet)t.de/cmsr)だetObleCt=5&getI,ang=de]

大学冊 扱システム (HIS,Hochschu1-Tnforrnat10nSISystem)

[httt⊃J/wwwhlSde/I)ubllkatlOn]

ドイツ大学連盟 (DeutscherHochschulverband)

lhttD,//wwwhochschulverbandde/cmsl/suche+M54a708de802html]

大学学長全紙 (HRH,Hochschulrektorenkonferen2.)

[httt)//wwwhrkde/de仙ome仙omeI)hl)〕

文部大臣会談 (KMK,KultusmlItLSterkonferenz)

[http:〟wwwkmkorか]

連邦教育研究省 (BMBF,BundesmlnlSterlumft'rBildungundForschung)

[http:〝Wwwbmbfdd]

･i-デン ･ヴユルチンベルク学術 ･研究 ･文化省 (MmlSterlum filrWISSenSChaft,Forschung

undKunst) [httl)//mwkbaden-wuerttembergde/]

※また､大学人向けに関係情報が相殺 されているサイ トとして"academlCSde"が有益である｡

[httD:〃wwwacademiesde/]

※大学関係の法令は､文部大臣会談の次のサイ トから入手できる｡

rhttT)//Wwwkmkorz!/dokumentat10n/rechtsvorschrlften-und-IehrT)1aene-der-

1aender̂)uebersICht-hochschulgesetzehtml]

QuaLinkat10nSrahrnenftlrDeutscheHochschulabschl舶se(2005)

(文部大臣会腿､大学学長会談､連邦教育研究省が共同で作成 した ｢ドイツ大学修了資格枠

組み｣｡2005年 4月 21Fl文部大臣会誌決議)

LeほtungSOrlentlerte Besoldung der Hochschuuehrer- Fortschrelbung des KMK-

IhskusslOnSpapLelSVOm28051999 (大学教員の業績給についての文部大佐全紙の資料)

※このほか､次の機関のホームページから関連情報を入手できる｡

大学開発センター (CUE,CentrumfiLrHochschulentwICklung)

[httoJ/wwwche-Concet)t.de/cmsnEYetObleCt=5&getLanF=de]

大学I細 システム (HrS,Hochschu1-lnformatlOnS-System)

lhtttjJ/wwwhlSde/DubllkatlOn]

ドイツ大学吏巨魁 (DeutscherHochschulverband)

[httD-//wwwhochschulverbandde/cmsl/suche+M54a708de802html]

大学学長会砧 (HRK,Hochschulrektorenkonferen2,)

[httT)//wwwhrkde/denlOme仙omel)ht)]

文部大臣全紙 (KMK,KultusmlnlSterkonferenz)

[httD:〟Wwwkmkord ]

連邦教育研究省 (BMBF,BundesrnlnlSterlumft'rBlldungundForschung)

rhttT)://www.bmbf.de/]

パーデン ･プユルチンベルク学術 ･研究 ･文化省 (MJnl飢erlum fか Wlsscnschaft,Forschung

undKunst) lhttt)//mwkbaden-wuerttembergdeI]

※また､大学人向けに関係情報が掲撒 されているサイ トとして"academlCSde"が有益である｡

[httD:〃wwwacademiesdd]

※大学WJ係の法令は､文部大佐全紙の次のサイ トから入手できる｡

rhttT)//wwwkLnkorg/dokurnentatlOn/rechtsvorschtlften-und-tehrDlaene-der-

laender/uebersICht-hochsch ulgesetzehtml]

QualimkatlOnSrahrnenftlrDeutscheHochschulabschl舶se(2005)

(文部大臣会腿､大学学長会談､連邦教育研究省が共同で作成 した ｢ドイツ大学修了於格枠

組み｣｡2005年 4月 21Fl文部大臣会誌決議)

LeほtungSOrlentlerte Besoldung der Hochschuuehrer- Fortschrelbung des KMK-

IhskusslOnSpaPLerSVOm28051999 (大学教員の業続袷についての文部大臣全紙の資料)

※このほか､次の機関のホームページから関連情報を入手できる｡

大学開発センター (CUE,CentrumfiLrHochschulentwICklung)

[httoJ/wwwche-Concet)t.de/cmsngetObleCt=5&getLanF=de]

大学I細 システム (HrS,Hochschul-lnformat10nS-System)

lhttT)J/wwwhlSde/DubllkatlOn]

ドイツ大学述盟 (DeutscherHochschulverband)

[httD-//W… hochschulverbandde/cmsl/suche+M54a708de802html]

大学学長会砧 (HRK,Hochschulrektorenkonferen2,)

[httT)//wwwhrkde/de仙ome仙omel)ht)]

文部大臣全紙 (KMK,KultusmlnLSterkonferenz)

[httD:〟Wwwkmkord ]

連邦教育研究省 (BMBF,BundesmmlSterlumfか 811dungundForschung)

lhttT)://www.bmbf.de/]

パーデン .プユルチンベルク学術 ･研究 ･文化省 (MmlSはrlum EirrWlsscnschaEt,Forschung

undKunst) [httl)/Imwkbaden-wuerttemberEde/]

※また､大学人向けに関係情報が掲搬 されているサイ トとして"academlCSde"が有益である｡

[httD:〃wwwacademiesde/]

※大学牌係の法令は､文部大佐全紙の次のサイ トから入手できる｡

lhttT)//wwwkLnkorg/dokurnentatlOn/rechtsvorschtlften-und-tehn)laene-der-

1aender/uebersICht-hochsch ulgesetzehtml]
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【関連拙稿】

木戸裕 (2011) ｢ボローニヤ ･プロセスと高等教育の質保証- ドイツの大学をめぐる状況を中

心に｣ 『大学教育質保証の国際比較』広島大学高等教育研究開発センター特別教育研究経費

｢21世紀知識基盤社会における大学 ･大学院改革の具体的方策に関する研究｣25-65頁｡

木戸裕 (2009b) ｢ヨーロッパの高等教育改革とラーニングアウトカム｣ 『比較教育学研究』38

号,日本比較教育学会,159-171頁｡

木戸裕 (2008) ｢ヨーロッパ高等教育の課題-ボローニヤ ･プロセスの進展状況を中心として-｣

『レファレンス』No.691,国立国会図書館調査及び立法考査局,5-27頁｡

木戸裕 (2005) ｢ヨーロッパの高等教育改革-ボローニヤ ･プロセスを中心として-｣ 『レファ

レンス』No.658,国立国会図書館調査及び立法考査局,74-98頁｡

【関連拙稿】

木戸裕 (2011) ｢ボローニヤ .プロセスと高等教育の質保証一 ドイツの大学をめぐる状況を中

心に｣『大学教育質保証の国際比較』広払大学高等教育研究開発センター特別教育研究経許

｢21世紀知職基盤社会における大学 ･大学院改革の具体的方策にL奨け る研究｣25-65‡i｡

木戸裕 (2009b) ｢ヨーロッパの声.5年教育改革とラーニングアウトカム｣F比較教育学研究』38

号,El本比較教育学会,159-171H｡

木戸裕 (2008) rヨーロッパ(I.S等教育の取越-ボローニヤ ･プロセスの進展状況を中心として-｣

『レフ7レンス』No691,国立国会陸】軒館百月査及び立法考査局,5-27頁.

木戸裕 (2005) rヨーロッパの両等教育改革-ボローニヤ ･プロセスを中心として-｣『レファ

レンス』No658,国立国会EW_ぎ餌調査及び立法考査局,74-98fl｡

【関連拙稿】

木戸裕 (2011) ｢ボローニヤ ･プロセスと高等教育の質保gn=: ドイツの大学をめぐる状況を中

心に｣『大学教育質保証の国際比較』広丘ふ大草高等教育研究開発センタ-特別教育研究経升

｢21世紀知職基盤社会における大学 ･大学院改革の具体的方策に挫け る研究｣25-65Ho

木戸裕 (2009b) ｢ヨーロッパの六.S等教育改革 とラー二ン//アウ トカム｣F比較教育学研兜』38

号,El本比較教育学会,159-171H｡

木戸裕 (2008) ｢ヨーロッパ示一.iqr教育の取越-ボローニヤ ･プロセスの進展状況を中心として-｣

『レファレンス』No691.国立国会囲む館調査及び立法考査局,5-27頁｡

木戸裕 (2005) ｢ヨーロッパの高等教育改革-ボローニヤ ･プロセスを中心として-｣『レフ7

レンス』No658,国立国会図罷宇餓調査及び立法考査局,74-98頁C

【関連拙稿】

木戸裕 (2011) ｢ボローニヤ ･プロセスと高等教育の質保gn:: ドイツの大学をめぐる状況を中

心に｣『大学教育質探誰の国際比較』広丘,lJ大草高等教育研究開発センタ-特別教育研究経費

｢21世紀知m基盤社会における大学 ･大学院改革の具体的方策に挫け る研究｣25-65‡io

木戸裕 (2009b) ｢ヨーロッパの六.S等教育改革 とラー二ン//アウ トカム｣F比較教育学研究』38

号,El本比較教育学会,159-171H｡

木戸裕 (2008) ｢ヨーロッパJJ.iqr教育の課雌-ボローニヤ ･プロセスの進展状況を中心として-｣

『レファレンス』No691.国立国会囲む館調査及び立法考査局,5-27頁｡

木戸裕 (2005) ｢ヨーロッパの高等教育改革-ボローニヤ ･プロセスを中心として-｣『レファ

レンス』No658,国立国会図徒:磯 調査及び立法考査局,74-98氏
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第 5章 オランダの大学教授職の資格制度

田中 正弘

(弘前大学)

1.オランダ高等教育の概要

オランダの高等教育は, ドイツと同様に二元構造を有することに特徴がある｡ 伝統大学

(Universiteit)は 14校 (放送大学 1校を含む)ある｡伝統大学は 3年制の学士課程と,1-2

年制の修士課程,及び 3年制の博士課程で構成される｡専門大学 (Hogeschool)は 60校ある｡

専門大学の学士課程は,伝統大学よりも一年長い 4年制である｡ 1年制の修士課程を持つ専門大

学も存在するが,博士課程はない｡言い換えれば,専門大学は研究大学ではない (ただし,二つ

の機関の格差は狭まりつつある)｡専門大学の学士課程修了者は,伝統大学の修士課程進学予備コ

ースを修了すれば,伝統大学の修士課程に進学することも可能となる｡それから,1999年以降の

新たな試みとして,寄宿型の教養カレッジ (UniversityCollege)を伝統大学の附設機関として

設置する動きが見られる｡ 2010年度の時点で,教養カレッジは 4校あり,全ての講義を英語で

教え,国際化を全面に掲げている｡教育課程は年制の学士のみで,授与される学位は教養学士で

ある (このため,アメリカのLibera1-ArtsCollegeに近い)｡ 教養カレッジを卒業した学生の大多

数は,伝統大学の修士課程-と進学している｡

伝統大学-の入学要件は,大学進学課程のディプロマ (Voorbereidendwetenschappelijk

onderwijs:VWO)などの取得が求められる｡加えて,英語を指導言語とする課程に進学を望む

際は,TOEFLや IELTSのスコアを提示しなければならない｡ディプロマ保持者は,どの大学の

どの分野にも進学可能 と見なされているが,医学や歯学などの特定の分野には ｢定員制限｣

(numerusfixus)が設けられ,競争原理が働いている (Education,Audiovisual& Culture

ExecutiveAgency2009:117-8)｡教養カレッジでも,学生の選抜が行われる｡

伝統大学の教育の質保証は,内部質保証と外部質保証 (アクレディテ-ション)を組み合わせ

る形で行われている｡ 現行のアクレディテ-ション制度は,学士課程 ･修士課程が導入された

2002-03年度に始動している｡アクレディテ-ションは,機関の単位ではなく,プログラム (学

料)の単位で実施される｡全ての基準を満たしたプログラムは,｢オランダ ･フランドル ･アクレ

ディテ-ション協会｣(Nederlands-VlaamseAccreditatieorganisatie:NVAO)の認証を授与さ

れる｡この協会の認証を受けたプログラムに所属する学生のみが,国の奨学金を受ける権利があ

る (Education,Audiovisual&CultureExecutiveAgency2009:114)｡

第 5章 オランダの大学教授職の資格制鹿

田中 正弘

(弘前大学)

1 オランダ高等教育の概要

オランダの前等教育は, ドイツと同様に二元構造を有することに特徴がある｡伝統大学

(UnlVerSltelt)は 14校 (放送大学 1校を含む)ある｡伝統大学は 3年制の学士課程と,1-2

年制の修士況桂,及び 3年制の博士秋塩で構成されるO専門大学 (Hogeschool)は 60校ある.

呼門大学の学士課程は,伝統大学よりも一年良い 4年制である｡ 1年制の修士訣程を持つ野門大

学も存在するが,博士秋程はないC言い換えれば,中門大学は研究大学ではない (ただし,二つ

の機関の格差は狭まりつつある)o専門大学の学士秋保修了者は.伝統大学の修士訊程進学予備コ

ースを修了すれば,伝統大学の修士課程に進学することも可能となる.それから,1999年以降の

新たな駅みとして,寄宿型の教範カレッシ (UnlVerSltyCollege)を伝統大学の附設機rilとして

設'Eする動きが見られる｡2010年度の時点で,教袈カレッシは 4校あり,全ての謂森を英言吾で

教え,国際化を全面に掲げているD教育裸程は年制の学士のみで,授与される学位は教養学士で

ある (このため,アメリカの Llberal-ArtsCollegeに近い)｡教袈カレッジを卒業した学生の大多

数は,伝統大学の修士秋程へと進学している.

伝統大学-の入学嬰件は,大学進学祝桂のディプロマ (V00rbereldendwetenschappellJk

onderwIJS VWO)などの取得が求められる｡加えて,英語を指導言語とする秋程に遊学を望む

際は,TOEFLや IELTSのスコアを提示しなければならない｡ディプロマ保持者は,どの大学の

どの分野にも進学可能と見なされているが,医学や歯学などの特定の分野には r定員仰日収｣

(numerusfixus)が設けられ,税争原理が働いている (Educat10n,AudlOVISual& Culture

ExecutlVeAgency2009 11718)｡歓楽カレッジでも,学生の選抜が行われる｡

伝統大学の教育の質保;ll･は,内部質保証と外部質保証 (アクレディテ-ション)を組み合わせ

る形で行われている｡現行のアクレディテ-ション制度は,学士課程 ･修士号捜程が導入された

2002103年度に始動している.ア//レディテ-ンヨンは,機r奨Jの上Ij位ではなく,プログラム (学

料)の単位で実施される｡全ての益雄を満たしたプログラムは,｢フjう ンダ ･ブランド′レ･アクレ

ディテーション協会｣(Nederlands-VlaamseAccredltatleOrganlSatle NVAO)の認証を授与さ

れる｡この協会の認証を受けたプログラムに所属する学生のみが,国の奨学金を受ける権利があ

る (EducatlOn,AudlOVISual&CultureExecutlVeAgency2009 114)o

第 5童 オランダの大学教授職の資格制鹿

田中 正弘

(弘前大学)

1 オランダ高等教育の概要

オランダの拓等教育は, ドイツと同様に二元構造を葡することに特徴がある｡伝統大学

(UnlVerSltelt)は 14校 (放送大学 1校を含む)あるB伝統大学は 3年制の学IJ=秋程と,1-2

年榊の修士裸税.及び 3年制の博士肌塩で構成される｡専門大学 (Hogeschool)は 60校ある｡

専門大学の学士裸程は,伝統大学よりも一年長い4年制である｡ 1年制の修士訣程を持つ額門大

学も存在するが,博士秋程はない｡言い換えれば,矧門大学は研究大学ではない (ただし.二つ

の機関の格差は狭まりつつある)o専門大学の学士汲擬修了者は.伝統大学の修士談樺進学予備コ

ースを修了すれば,伝統大学の修士瓢程に進学することも可能となる｡それから,1999年以降の

新たな部みとして,寄宿型の教袈カレッジ (UmversltyCollege)を伝統大学の附殻機関として

設班する動きが見られる｡2010年度の暗点で,数壌カレッシは 4校あり,全ての謂盤を英語で

教え,国際化を全面に掲げている.教育耽程は年制の学士のみで,授与される学位は教准学士で

ある (このため,アメリカの LlberaトArtsCollegeに近い)｡教養カレッジを卒業した学生の大多

数は,伝統大学の修士秋程へと進学している｡

伝統大学-の入学嬰件は,大学進学祝程のディプロマ (VoorbereLdendwetenschappellJk

onderwlJS VWO)などの取考等が求められる｡加えて.英語を指導言語とする視程に遊学を望む

際は,TOEFLや IELTSのスコアを提示 しなければならない｡ディプロマ保持者は,どの大学の

どの分野にも進学可能と見なされているが,医学や歯学などの特定の分野には r定員1l.1川艮｣

(numerusfixus)が設けられ,挽争原理が働いている (Educat10n,AudlOVISual& Culture

ExecutlVeAgency2009 117-8)｡教護カレッジでも,学生の選抜が行われる｡

伝統大学の教育の質保証は,内部質保;ll三と外部質保証 (アクレディテ-ション)を組み合わせ

る形で行われている｡現行のアクレディテ-ション制掛 i,学士課程 ･修士課程が導入された

2002103年度に始動している｡アクレディテ-ションは.機1業1のIliI立ではなく,プログラム (学

料)の単位で実施されるo全ての基経を満たしたプログラムは,｢オランダ ･フラン ドル ･アクレ

ディテーション協会｣(Nederlands-VlaamseAccredltatleOrganlSatle NVAO)の認証を授与さ

れる｡この協会の認託を受けたプロ}/ラムに所属する学生のみが,国の奨学金を受ける権利があ

る (Educat10n,AudlOVISual&CultureExecutlVeAgency2009 114)O

第 5童 オランダの大学教授職の資格制鹿

田中 正弘

(弘前大学)

1 オランダ高等教育の概要

オランダの高等教育は, ドイツと同様に二元構造を有することに特徴がある｡伝統大学

(UnlVerSltelt)は 14校 (放送大学 1校を含む)あるB伝統大学は 3年制の学士課程と,1-2

年榊の修士裸採.及び 3年制の博士秋程で構成される｡専門大草 (Hogeschool)は 60校ある｡

呼門大学の学士裸程は,伝統大学よりも一年長い4年制である｡ 1年制の修士課程を持つ巧:llq大

学も存在するが,博士秋程はないC言い換えれば,矧】q大学は研究大学ではない (ただし.二つ

の機関の格差は狭まりつつある)o専門大学の学士1決岸修了者は.伝統大学の修士課程進学予備コ

ースを修了すれば,伝統大学の修士課程に進学することも可能となる｡それから,1999年以降の

新たな部みとして,寄宿型の教袈カレyジ (UnlVerSltyCollege)を伝統大学の附設機関として

設班する動きが見られる｡2010年度の暗点で,数雀カレッシは 4校あり,全ての謂穀を英語で

教え,国際化を全面に掲げている.教育駄程は年制の学士のみで,授与される学位は教准学士で

ある (このため,アメリカのLlberaトArtsCollegeに近い)｡教養カレッジを卒業した学生の大多

数は,伝統大学の修士秋軽へとiLt学している｡

伝統大学-の入学嬰件は,大学進学祝程のディプロマ (V∞rbereLderldwetenschappellJk

onderw-JS VWO)などの取得が求められる｡加えて.英語を指導言語とする秋程に遊学を望む

際は,TOEFLや IELTSのスコアを位示しなければならない｡ディプロマ保持者は,どの大学の

どの分野にも進学可能と見なされているが.医学や歯学などの特定の分野には r定員制限｣

(numerusfixus)が設けられ,挽争原理が働いている (Educat10n,AudlOVISual& Culture

ExecutlVeAgency2009 11718)｡教養カレッジでも.学生の選抜が行われる｡

伝統大学の教育の質保証は,内部質保証と外部質保証 (アクレディテ-ション)を組み合わせ

る形で行われている｡現行のアクレディテ-ション制掛 i,学士課程 .修士視程が導入された

2002103年度に始動している｡ア//レディテーションは.機関の脚 立ではなく,プログラム (学

料)の単位で実施されるO全ての基経を満たしたプログラムは,｢オランダ ･フラン ドル ･アクレ

ディテーション協会｣(Nederlands-VlaamseAccredltatleOrganlSatle NVAO)の認証を授与さ

れる｡この協会の認証を受けたプロ}/ラムに所属する学生のみが,国の奨学金を受ける権利があ

る (Educat10n,AudlOVISual&CultureExecutlVeAgency2009 114)O
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伝統大学の組織体制は,1992年 10月 8日に施行された ｢高等教育 ･学術研究法｣(Wetophet

Hogeronderwijsenwetenschappelijkonderzoek:WHW)によって規定されている｡伝統大学

の組織の特徴は,各部局の自律性の高さにある｡伝統大学の ｢執行部｣(Collegevanbestuur)

の役員は,文部科学省 (農学 ･生命科学に特化 したバー-ニンゲン大学のみは,農林水産省)に

任命される｡｢教育研究評議会｣(Universiteitsraad)の委員の数は,上限 24名までと規定され

ている｡ なお,学生も委員に選出される上に,学生と教職員の人数を等しくしなければならない

点は注目に値する｡教育研究評議会は執行部と定期的な会合を開き,大学の成長戦略や教育の質

保証などについて協議している｡

2.調査項目

2-1.伝統大学教員の身分 ･地位,及び規制する法制

オランダの大学における新 しい職階制度 (CollectieveArbeidsovereenkomst:CAO)は2003

年 4月 1日に施行され,2005年 1月までに全ての機関で利用されることになった｡この制度は

従来用いられていた内務省の職業評価制度に代わるものである｡従来の制度は,公官庁に勤める

公務員のために作られたもので,大学の実状を踏まえたものではなかった｡このため,従来の職

階制度の下では,教職員の職階は実に多様で共通性がなかった｡また,職階で,その人の役割を

正確に判断することも難 しかった｡そこで,緩やかに統一された新しい職階制度が大学執行部と

労働組合の協議を経て,前記したように2003年 4月 1日に施行された (VSNU2003:4)｡ なお,

2007年 9月に改訂版が発行されている｡

大学教員は個々の役割に応 じて,大学との相互の同意により契約関係を結ぶ｡サバティカルな

どの付加条件も,相互の同意で決める (VSNU2008a:8)｡ 任期付き教員の場合,雇用期間は最

大 6年間まで設定できるが,その契約は一度しか更新できない｡換言すると,二度目の任期満了

後は,終身雇用として再雇用されることが強く期待されている (VSNU2008a:23)｡

若手教員の採用は,テニュア ･トラックを基本とすることが大学間の合意となっている｡ボス

ドクは,大学教員 (注 :ボス ドク二人で教員一人に換算)と見なされ,2008-09年度の時点で,

一人あたり,年 2,000ユーロの予算と年 1,000ユーロの給与が計上される (VSNU 2008a:8)｡

また,博士課程の学生は大学と非常勤の雇用契約を結ぶことが期待されている (VSNU2008a:

23)｡

大学の教職員が病気等で欠勤を余儀なくされた場合は,最初の 9ケ月間は給与の全額を保障さ

れる｡その後の 15ケ月間は給与の 76%が支給される｡何らかの理由で職務の 35%以下しか働け

なくなったとしても,雇用は継続される｡なお,35%以下になった勤務時間は従前と同額の給与

伝統大学の組織体制札 1992年 10月 8日に施行された ｢Pu'lA等教育 ･学術研究法｣(Wetophet

HogeronderwlJSenWetenSChappellJkonderzoek WHW)によって規定されている.伝統大学

の組織の特徴は.各部局の自神性の7-I.さにある｡伝統大学の ｢執行部｣(Collegevanbestuur)

の役flは,文部科学省 (戊草 ･生命科学に特化したハ--二 ンゲン大草のみは,I.xq林水産省)に

任命される.｢教育研究評法会｣(UnlVerSlteltSraad)の委員の数は,上限 24名までと規定され

ている｡なお,学生も委員に選出される上に,学生と教職員の人数を等しくしなければならない

点は注Elに低する.教育研究評議会は執行部と定期的な会合を開き,大学の成長il蛇略や教Iffの質

保証などについて協談 しているC

2 調査項目

2-1 伝統大学教員の身分 ･地位,及び規制する法制

オランダの大学における新 しい職階WH斐 (CollectleVeArbeldsovereenkomst CAO)は2003

年 4月 1日に施行され,2005年 1月までに全ての機関で利用されることになった｡この制度は

従来用いられていた内務省の職非評価制度に代わるものである｡従来の制度は,公官庁に励める

公務口のために作られたもので,大学の実状を踏まえたものではなかった｡このため,従来の職

階制度の下では,教職員の職階は実に多様で共通性がなかった｡また,職階で,その人の役割を

正榊に判断することも難 しかったCそこで,緩やかに統一された新しい職階制度が大学執行部と

93働組合の臨富弧'を経て,前記したように 2003年 4月 1日に施行された (VSNU20034)｡なお,

2007年 9月に改言丁版が発行されている｡

大学数flは個々の役割に応 じて,大学との相互の同意により契約関係を結ぶ.サバティカルな

どの付加条件も,相互の同意で決める (VSNU2008a 8)｡任糊付き教員の場合,屈用期r榊ま般

大 6年間まで設定できるが,その契約は-度 しか更新できない｡換言すると,二度目の任期満了

後は,終身雇用として再雇用されることが強く期待されている (VSNU2008a 23)｡

若手教11の採用は.テニュア ･トラックを基本とすることが大学FijJの合-tuTJとなっている｡ボス

ドクは,大学教員 (注 ボス ドク二人で教員-人に換界)と見なされ,2008-09年度の時点で,

一人あたり,年 2,000ユーロの予界と年 1,000ユーロの給与が計上される (VSNU 2008a 8).

また,紳士視程の学生は大学と非絹物の擢用契約を結ぶことが期待されている (VSNU2008a

23)O

大学の教職11が病気等で欠勤を余儀なくされた勘合は,成毛〃の 9ヶ月r～j】は給与の全鰍を保障さ

れる｡その後の 15ケ月隅は給与の 76%が支給される.何らかの埋由で職務の 35%以下しか働け

なくなったとしても,雁用は継続されるoなお,35%以下になった勤務時間は従前と同宅臼の給与

伝統大学の組紙体制は,1992年 10月 8日に施行された ｢古.'lA等教育 ･学術研究法｣(Wetophet

Hogeronderwl)SenWetenSChappellJkoI-derzoek WHW)によって規定されている｡伝統大学

の組織の特徴は,各部局の自相性の7-1さにある｡伝統大学の ｢執行部｣(Collegevanbestuur)

の役Dは,文部科学省 (恩学 ･生命科学に特化したパー-二ンゲン大学のみは,段林水産省)に

任命される｡｢教育研究評法会｣(Un】verslteltSraad)の委員の数は,上収 24名までと規定され

ている｡なお,学生も委員に演出される上に,学生と教職員の人数を等しくしなければならない

点は注目に値する｡教育研究評議会は執行部と定期的な会合を開き,大学の成長機略や教育の質

保gll:などについて協謎しているC

2 調査項目

2-1 伝統大学数負の身分 ･地位.及び規制する法制

オランダの大学における新しい職階抑J度 (Couect)eveArbeldsovereenkomst CAO)は2003

年 4月 1仁=こ施行され,2005年 1月までに全ての機関で利用されることになった｡この制度は

従来用いられていた内務省の職某評価制度に代わるものである｡従来の制度は,公官庁に励める

公務Dのために作られたもので,大学の実状を踏まえたものではなかった｡このため,従来の職

階制度の下では,教職flの職僻は実に多様で共通性がなかった｡また.職階で.その人の役捌を

正711iに判断することも購 しかった.そこで,緩やかに統一された新しい職階制度が大学執行部と

93働組合の脇談を経て,前記したように 2003年 4月 1日に施行された (VSNU20034)｡なお,

2007年 9月に改訂版が発行されている｡

大学教11は個々の役割に応 じて,大学との相互の同志により契約F製】係を結ぶ｡サバティカルな

どの付加条件t),相互の同志で決める (VSNU2008a 8)｡任JgJ付き教flの場合,屈用期FuEi放

大 6年間まで設定できるが,その難約は一度 しか更新できない｡換言すると,二度目のlu卯満了

後は,終身雇用として再雇用されることが強く期待されている (VSNU2008a 23).

若手教flの採用は.テニュア ･トラックを並木とすることが大学間の合意となっている｡ボス

ドクは,大学教員 (注 ボス ドク二人で教員-人に換第)と見なされ,2008-09年度の時点で,

一人あたり,年 2,000ユーロの予許と年 1,000ユ-ロの給与が剖上される (VSNU 2008a 8).

また,博士秋程の学生は大学と非絹物の屈用契約を結ぶことが期待されている (VSNU2008a

23)a

大学の教職員が病気等で欠勤を余儀なくされた勘合は,Ji初の 9ケ月Fl'jJは給与の全称lを保障さ

れる｡その後の 15ケ月FFlr‖ま給与の 76%が支給される.何らかの理由で職務の 35%以下しか働け

なくなったとしても,lrL!用は継続されるoなお,35%以下になった勤務時間は従前と同館lの給与

伝統大学の組綴体制は,1992年 10月 8日に施行された ｢TjlA等教育 ･学術研究法｣(Wetophet

HogeronderwIJSenWetenSChappelユJkoI-derzoek WHW)によって規定されている｡伝統大学

の組織の特徴は,各部局の日経性の7-1さにある｡伝統大学の ｢執行部｣(Couegevanbestuur)

の役Llは,文部科学省 (農学 ･生命科学に特化したパー-二ンゲン大学のみは,段林水産省)に

任命される｡｢教育研究評議会｣(UnlVerSlteltSraad)の委員の数は,上収 24名までと規定され

ている｡なお,学生も委員に選出される上に,学生と教職員の人数を等しくしなければならない

点は往Elに値する｡教育研究評放会は執行部と定期的な会合を開き,大学の成長機略や教育の質

煤;ll:などについて協謎しているC

2 調査項目

2-1 伝統大学数負の身分 ･地位.及び規制する法制

オランダの大学における新しい職階制度 (CollectleVeArbeldsovereenkomst CAO)は2003

年 4月 1仁‖こ施行され,2005年 1月までに全ての機関で利用されることになった｡この制度は

従来用いられていた内務省の職某評価珊1度に代わるものである｡従来の制度は,公官庁に励める

公務Dのために作られたもので,大学の実状を踏まえたものではなかった｡このため,従来の職

階制度の下では,教職員の職階は実に多様で共通性がなかった｡また.職階で.その人の役例を

正榊に判断することも購 しかった.そこで,緩やかに統一された新しい職階制度が大学執行部と

93働組合の放談を経て,前記したように 2003年 4月 1日に施行された (VSNU20034)｡なお,

2007年 9月に改訂版が発行されている｡

大学数11は個々の役釧 こ応 じて,大学との相互の同意により契約関係を結ぶ｡サバティカルな

どの付加条件t),相互の同意で決める (VSNtJ2008a 8)｡任期付き教員の場合,屈用才那;は 放

大 6年間まで設定できるが,そのXj!約は一度 しか更新できない｡換言すると,二度目の任期満了

後は,終身雇用として再雇用されることが強く期待されている (VSNU2008a 23)a

若手教flの採用は一テニュア ･トラックを並木とすることが大学間の合意となっている｡ボス

ドクは,大学教員 (江 ボス ドク二人で教員-人に換界)と見なされ,2008-09年度の時点で,

一人あたり,年 2,000ユーロの予許と年 1,000ユーロの給与が刑上される (VSNU 2008a 8).

また,博士秋程の学生は大学と非絹物の屈用契約を結ぶことが期待されている (VSNU2008a

23)a

大学の教職員が病気等で欠勤を余儀なくされた勘合は,J浸iTJの9ケ月ll'jJは給与の全鰯を保障さ

れる｡その後の 15ケ月間は給与の 76%が支給されるO何らかの恐由で職務の 35%以下しか働け

なくなったとしでも,FTL!用は継続されるoなお,35%以下になった物務時間は従前と同宅臼の給与
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を,働けなくなった時間は 80%の金額を受け取ることが出来る｡(VSNU 2008a:9)｡ なお,常

勤教員の勤務時間は,週 38時間と定められている｡

2-2.大学教員の種類及び職務 (職階,数,パー トタイム/フルタイムの区別)

大学教員の職階は,教授 (hoogleraar),上級講師(universitairhoofddocent),講師(universitair

docent)の三種類に別れてお り,かつ各職階でいくつかのランク (例えば,教授 1,教授 2など)

に別れている｡

表 1 伝統大学の構成員数 (2010年 1月)

UniVersiteitUtrecht 5,299 2,939 279 29,306

TechnischeUniversiteitDelft 4,640 2,762 214 15,321

TechnischeUniversiteitEindhoven 3,047 1,825 161 7,215

RijksuniVersiteitGroningen 3,268 1,735 222 25,082

UniVersiteitLeiden 3,184 1,710 211 18,937

UniVersiteitMaastricht 1,441 688 74 12,007

RadboudUniVersiteitNijmegen 4,309 2,275 347 17,399

OpenUniVersiteit 627 294 31 26,352

ErasmusUniVersiteitRotterdam 1,498 850 110 19,477

UniVersiteitVanTilburg 1,533 893 175 ll,920

UniVersiteitTwente 2,324 1,368 118 8,602

UniVersiteitVanAmsterdam 3,887 2,236 275 28,331

VrijeUniversiteit 3,345 1,853 216 20,984

2-3.大学教員の資格の有無

専門大学の教員になるためには,300時間の訓練を伴 う ｢高等教育国家資格｣(Nederlands

NationaalKwalificatieRaamwerkHogerOnderwijs:NQF-HO)の取得を求められる｡ なお,

これらの資格は,伝統大学によって授与されるものである｡ ところが,伝統大学の教員になる際

に,教育資格の取得は求められない｡ただし,新任教員 (教授を含む)には,後で述べるように,

教育能力の証明を義務づける伝統大学が大多数になりつつある｡

杏,働けなくなった時Fil】は 80%の金賀転を受け取ることが出来るa(VSNU 2008a 9)｡なお,うit,

鋤敏Dの勤務時｢汀=ま.迎38時間と定められている｡

2-2 大学教員の種類及び織務 (職階,敬,パ- トタイム/フルタイムの区別)

大学教員の職階は.教授(hoogleraar),上級言符節(unlVerSltalrhoofddocent).講師(unlVerSltalr

docent)の三種軌に別れてお り,かつ各職階でいくつかのランク (例えば,教授 1,教授 2など)

に別れている｡

表 1 伝統大学の桃成員数 (2010年 1月)

大学名 教職員数 教員数 教授数 学生数

5,299 2,939 279 29,306

4,640 2,762 214 15,321

3,047 1,825 161 7,215

3,268 1,735 222 25,082

3,184 1,710 211 18,937

1,441 688 74 12,007

RadboudUniversiteitNijmegen 4,309 2,275 347 17,399

627 294 31 26,352

1,498 850 110 19,477

1,533 893 175 ll,920

2,324 1,368 118 8,602

3,887 2,236 275 28,331

3,345 1,853 216 20,984

2-3 大学教員の資格の有無

時門大学の教員になるためには,300時F''j】の訓練を伴 う ｢高等教育国家資格｣(Nederlands

Nat10naalKwallflCatleRaamwerkHogerOnderwlJS NQF-HO)の取符を求められる.なお,

これ らの資格は,伝統大学によって授与されるものであるO ところが,伝統大学の教員になる際

に,教育資格の取掛 ま求められない｡ただ し,新任教11(教授を含む)には,後で述べるように,

教育能力の証明を義務づける伝統大学が大多数になりつつある｡

杏,働けなくなった時FllHま80%の金柳を受け放ることが出来るO(VSNU 2008a 9)Oなお,絹

物敏Dの勤務時間は一過38時間と定められている｡

2-2 大学教員の種類及び織務 (職階.敬.パー トタイム/フルタイムの区別)

大学数flの職r軌 ま,教授(hoogleraar),上級講師(unlVerSltalrhoofddocent),謂欄i(un)versltalr

docent)の三種類に別れてお り.かつ各職階でいくつかのラ/// (例えば,教授 1,教授 2など)

に別れている｡

表 1 伝統大学の桃成員数 (2010年 1月)

大学名 教職員数 教員数 教授数 学生数

5,299 2,939 279 29,306

4,640 2,762 214 15,321

3,047 1,825 161 7,215

RijksuniVersiteitGroniⅠtgeⅠー 3,268 1,735 222 25,082

Univers 3,184 1,710 211 18,937

Ullivers 1,441 688 74 12,007

RadboudUniversiteitNijmegen 4,309 2,275 347 17,399

627 294 31 26,352

1,498 850 110 19,477

1,533 893 175 ll,920

2,324 1,368 118 8,602

3,887 2,236 275 28,331

3,345 1,853 216 20,984

2-3 大学教員の資格の有無

申門大学の教員になるためには,300時間の訓練を伴 う ｢FTu'.一等教育国家資格｣(Nederlands

Nat10naalKwallflCatleRaamwerkHogerOnderwllS NQF-HO)の取術を求められる｡なお.

これ らの資格は,伝統大孝によって授Jjされるものである. ところが,伝統大学の教員になる際

に,教育資格の収得は求められない｡ただ し.新任教員 (教授を含む)には,後で述べるように,

教育能力の証明を義務づける伝統大学が大多数になりつつある｡

杏,働けなくなった時間は 80%の金柳を受け放ることが出来るd(VSNU 2008a 9)Oなお,絹

物敏flの勤務時F''TJは一過38時間と定められている｡

2-2 大学教員の種類及び織務 (職階.敬.パー トタイム/フルタイムの区別)

大学数flの職r軌 ま,教授(hoogleraar),上級講師(unlVerSltalrhoofddocent),講師(un)versltalr

docent)の三種類に別れてお り,かつ各職階でいくつかのランク (例えば,教授 1,教授 2など)

に別れている｡

表 1 伝統大学の桃成員数 (2010年 1月)

大学名 教職員数 教員数 教授数 学生数

5,299 2,939 279 29,306

4,640 2,762 214 15,321

3,047 1,825 161 7,215

3,268 1,735 222 25,082

Univers 3,184 1,710 211 18,937

UlliVers 1,441 688 74 12,007

RadboudUniversiteitNijmegen 4,309 2,275 347 17,399

627 294 31 26,352

1,498 850 110 19,477

1,533 893 175 ll,920

2,324 1,368 118 8,602

3,887 2,236 275 28,331

3,345 1,853 216 20,984

2-3 大学教員の資格の有無

専門大学の教員になるためには,300時間の訓練を伴 う ｢FTu'.A等教育国家資格｣(Nederlands

NatlOnaalKwallflCatleRaamwerkHogerOnderwllS NQF-HO)の取術を求められる｡なお,

これ らの資格は,伝統大孝によって授与されるものである. ところが,伝統大学の教員になる際

に,教育汚格の取得は求められない｡ただ し.新任教員 (教授を含む)には,後で述べるように,

教育能力の証明を裁務づける伝統大学が大多数になりつつある｡
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2-4.大学教員の養成 (大学院,大学院における訓練)

大学院 (博士課程)における訓練が一般的である｡

･大学教員の任用 (採用主体 ･手続,公募/指名,選考方法,採用の一般的な基準)

採用の主体は各大学で,公募が一般的である｡選考は研究 ･教育実績を基に判断される｡加え

て,ティーチング ･ポー トフォリオの提出を求める大学も多い｡最近の趨勢 として,英語で教育

する能力が求められ,英語で模擬授業を課されることが多くなった (2008年度の場合で,修士課

程プログラムの 6割強が,学士課程プログラムの 1割弱が,英語を指導言語 としている)｡

2-5.大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール,昇進の基準,決定方法)

伝統大学は新任教員 に対 して,後で詳述す る ｢基礎教育能力資格｣ (Basiskwalificatie

Onderwijs:BKO)の取得を要求することが多くなった｡あるいは,この資格が無ければ,昇進

や終身雇用は望めなくなった｡また,上級職に就 くための資格 として,｢上級教育能力資格｣の取

得を義務づける大学もある｡なお,2008年 1月 23日には,伝統大学の全てが基礎教育能力資格

の相互認証に関する取 り決めに署名 している｡2008年度では,700名を超える大学教員が基礎教

育能力資格の保有者である (VSNU2008b:8)｡

教授になるためには,相応の研究業績に加えて,博士号と上級教育能力資格の取得が,一部の

例外を除いて必須 となりつつある｡ただし,教育活動のみに卓越 した教員も教授になれるように,

特別な昇進審査を行 う伝統大学も少ないながら散見されるようになった｡例えば,ユ トレヒト大

学では,約 300名の教授の内,約 20名は教育活動で高く評価 されて教授になった人たちである｡

2-6.大学教員の能力開発 (全国,地方,大学 レベルでの能力開発の傾向)

大学教員の能力開発は,｢基礎教育能力資格｣や ｢上級教育能力資格｣の取得を支援する教育訓

練プ ログラムとして,大学レベルで提供されている｡ これ らの資格の概要について,オランダで

最も規模の大きいユ トレヒト大学の事例を基に記述 したい｡

ユ トレヒト大学では,基礎教育能力資格は,以下の四つの要素で構成されていている｡ そして,

これ らは ｢ティーチング ･ポー トフォリオ｣として,一つの文章にまとめられる (詳細は添付資

料を参照)｡

① 専門職に従事する能力

② 専門分野に関する知識

2-4 大学教員の養成 (大学院.大学院における訓練)

大学院 (博士裸程)における訓練が一般的である｡

･大学教員の任用 (採用主体 ･手続.公募/指名.選考方法.採用の一般的な基準)

採用の主体は各大学で,公募‡が一般的である.選考は研究 ･教育実績を基に判断される｡加え

て,ティーチング .ポー トフォリオの挺出を求める大学も多い｡瓜近の趨勢として,英語で教育

する能力が求められ,英苫吾で模擬授菜を祝されることが多くなった (2008年度の場合で.修士祝

程プログラムの6割牡 が.学士耽程プログラムの 1'tl,'II弱が,英語を指導言語としている)｡

2-5 大学教員の昇進 (昇進の年齢等l=関するルール.昇進の基準.決定方法)

伝統大学は新任教11に対 して,後で詳述する ｢基礎教育能力資格｣(BasISkwallflCatle

Onderwl)S BKO)の取得を要求することが多くなった｡あるいは,この資格が鮒 ナれば,昇進

や終身僻用は望めなくなった｡また,上級耳削こ就くための資格として.｢上級教育権力資格｣の取

得を義務づける大学もある｡なお,2008年 1月23日には,伝統大学の全てが基礎教育碓力資格

の相互認証にl業け る取り決めに署名 している.2008年度では,700名を超える大学敏ilが益礎教

育能力資格の保有者である (VSNU2008b 8)｡

教授になるためには,相応の研究業績に加えて,博士号と上級教育碓力資格の取得が,一部の

例外を除いて必須となりつつある｡ただし,教育活動のみに卓越 した教員も教授になれるように,

特別な昇進審査を行 う伝統大学も少ないながら散見されるようになったo例えば,ユ トレヒト大

学では,約 300名の教授の内,約 20名は教育活動で拓く評価されて教授になった人たちである｡

2-6 大学教員の能力開発 (全国,地方.大学レベルでの能力開発の傾向)

大学数f:1の能力開発は,｢基礎教育能力資格｣や ｢上級教育能力資格｣の取得を支援する教育訓

練プログラムとして,大学レ-ルで提供されている｡これらの汚格の概要について,オランダで

戚t)規模の大きいユ トレヒト大学の姉例を基;に記述 したいO

ユ トレヒト大学では,韮礎教育能力資格は,以下の凶つの聖楽で構成されていている.そして,

これらは ｢ティーチング ･ポー トフォリオJとして,一つの文輩にまとめられる (詳細は添付資

料を参t照)｡

(丑 専門職に従Zffする能力

② 中門分野に関する知織

2-4 大学教員の考成 (大学院.大学院における訓練)

大学院 (博士視程)における訓練が一般的である｡

･大学教員の任用 (採用主体 ･手続.公募/指名.選考方法.採用の一般的な基準)

採用の主体は各大学で,公基某が一般的である｡選考は研究 ･教育実績を基に判断される｡加え

て,ティーチン//.ポー トフォリオの挺出を求める大学も多い｡瓜近の趨勢として,英言吾で教育

する能力が求められ,英語で模擬授菜を探されることが多くなった (2008年度の場合で.修士課

程プログラムの6割強が.学士瓢程プログラムの 11!,'II弱が,英語を指導言語としている)｡

2-5 大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール.昇進の基準.決定方法)

伝統大学は新任教員に対 して,後で詳述する ｢基礎教育能力資格｣(BasISkwallflCatle

OIlderwl】S BKO)の取得を要求することが多くなった｡あるいは.この資格が無ければ,i]進

や終身雁用は望めなくなった｡また,上級掛 こ就くための資格として,r上級教育稚力資格｣の取

得を義務づける大学もあるCなお,2008年 1月 23日には.伝統大学の全てが基礎教育碓力行格

の相互誰証に関する取り決桝 こ著名 している｡2008年度では,700名を超える大学数口が韮礎教

育能力資格の保有者である (VSNU2008b 8)｡

教授になるためには,相応の研究策応に加えて,博士号と上級教育権力行格の取得が,一部の

例外を除いて必須となりつつある｡ただし,教育活動のみに卓越 した教員も教授になれるように,

特別なSt進審査を行 う伝統大学も少ないながら散見されるようになったo例えば,ユ トレヒト大

学では,約 300名の教授の内,約 20名は教育活動で高く評価されて教授になった人たちである｡

2-6 大学教員の能力開発 (全国.地方,大学レベルでの能力開発の傾向)

大学教員の能力開発は,r基礎教育能力資格｣や ｢上級教育能力資格｣の取得を支援する教育訓

練プログラムとして,大学レ-ルで提供されている｡これらの資格の概要について,オランダで

a-も規模の大きいユ トレヒト大学の附 則を基に記述 したい｡

ユ トレヒト大学では,基礎教育能力資格は,以下の四つの製索で構成されていている.そして,

これらは ｢ティーチン//･ポー トフォリオ｣として,一つの文章にまとめられる (詳細は添付資

料を参‡照)｡

(D 互馴】勺職に従都する能力

② 中門分野に関する知職

2-4 大学教員の養成 (大学院,大学院における訓練)

大学院 (博士frm程)における訓練が一般的である｡

･大学教員の任用 (採用主体 ･手続.公募/指名.選考方法.採用の一般的な基準)

採用の主体は各大学で.公基i:が一般的である｡選考は研究 ･教育実績を基に判断される｡加え

て,ティーチング ･ポー トフォリオの挺出を求める大学も多い｡瓜近の趨勢として,英語で教育

する能力が求められ,英語で模擬授菜を課されることが多くなった (2008年度の場合で.修士課

程プログラムの6割強が.学士課程プログラムの 1'lZ.'II弱が,英語を指導言語としている)0

2-5 大学教員の昇進 (昇進の年齢等に関するルール.昇進の基準.決定方法)

伝統大学は新任教員に対 して,後で詳述する ｢基礎教育能力玲格｣(BasISkwallflCatle

OIlderwIJS BKO)の取得を要求することが多くなった｡あるいは.この資格が無ければ,昇進

や終身雁用は望めなくなった｡また,上級職に就くための資格として,｢上総教育碓力資格｣の取

4等を義務づける大学もあるCなお,2008年 1月 23日には,伝統大学の全てが基礎教育権力行格

の相互誰証に関する取り決桝 こ著名 している｡2008年度では,700名を超える大学数Dが益礎教

育能力資格の保有者である (VSNU2008b 8)｡

教授になるためには,相応の研究菜筋に加えて,博士号と上級教育碓力行格の取得が,一部の

例外を除いて必須となりつつある｡ただし,教育活動のみにlE越 した教員も教授になれるように,

特別なSt進審査を行 う伝統大学も少ないながら散見されるようになったD例えば,ユ トレヒト大

学では,約 300名の教授の内,約 20名は教育活動で高く評価されて教授になった人たちである｡

2-6 大学教員の能力開発 (全国.地方.大学レベルでの能力開発の傾向)

大学教員の能力開発は,｢基礎教育維力資格｣や ｢上級教育能力資格｣の取得を支援する教育訓

畝プログラムとして.大学レベルで提供されている｡これらの資格の概要について,オランダで

a-も規模の大きいユ トレヒト大学の三Li例を基に記述 したい｡

ユ トL,ヒト大学では,基礎教育能力資格は,以下の四つの聖索で構成されていている.そして,

これらは ｢ティーチン//･ポー トフォリオ｣として,一つの文章にまとめられる (詳細は添付資

料を参‡照)｡

(D 互馴】勺職に従郡する能力

② 申門分野に関する知1m
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③ 教育能力

Å) 科 目の計画

B) 科 目の指導

C) 試験 と評価

⑦ 管理運営能力

ティーチング ･ポー トフォリオは,学部長や教授などで構成する評価委員会で評価される｡な

お,ユ トレヒト大学では,基礎教育能力資格を取得 しなければ,終身雇用の地位を得ることが出

来ない (vanKeulen2006:4)｡

ティーチング ･ポー トフォリオは,各教員が個々に取 り組むものであるが,チューター (上級

職の教員)の支援も受けられる｡ポー トフォリオの作成には 30時間程度が必要で,新任教員は

着任後二年以内にポー トフォリオを大学に提出することになっている｡ なお,ポー トフォリオの

作成のために,教育訓練プログラムの受講を推奨されている｡2005年度の場合,プログラムの中

の何 らかの科 目を受講した教員は 750名程度で,その内の 78名はプログラムの全ての要件を修

了している (vanKeulen2006:5)｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムは内部組織の ⅠVLOSで提供されていて,その内容

は,大学教員の要望に応 じて (オンデマン ド型で)作成 したものである｡ 一般的に,10人弱のグ

ループによる 4時間のワークショップを 10回程度受講する｡そして,教員は各 自の判断で受講

したいワークショップを自由に選択できる｡ ワークショップの題材は,学生中心の指導方法,学

生のモチベーションを高める方法,担当科 目の計画 ･指導方法,チュー トリアルの実施方法,読

験 と成績の評価方法,博士課程の指導方法などである｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムを開始 した 1996年に教員による反対や抵抗が散見

されたものの,現在では日常業務の一つと見なされるまでに定着 している｡ 教育面のパフォーマ

ンスが基準を下回る教員は,やがて解雇される運命にあることが当然視されるようになったので

ある (vanKeulen2006:6)｡

2-7.大学教員の資格等に関する議論の動向

2006年に,オランダの文科大臣は大学教員になるために必要な教員免許の国家資格化を提案 し

た｡ ところが,この提案は大学に対する国の干渉強化に繋がると見なされ,全ての伝統大学の学

長が強く反意を表明し,その代わりとして,教員の教育能力資格制度を自ら運営することを希望

した｡こうして,基礎教育能力資格が急速に大学間に広まった｡この普及活動において中核的な

(卦 教笥能力

A) 科目の計画

B) 科目の指導

C) 訳験と評価

(∋ 管理避儲能力

ティーチング ポー トフォリオは,学部長や教授などで構成する評価委員会で評価される.な

お,ユ トレヒト大学では,去礎教育能力資格を取得しなければ,終身雇用の地位を得ることが出

来ない (vanKeulen2006 4)A

ティーチング ポー トフォリオは▲各教員が個々に取り組むものであるが,チューター (上級

職の教Ll)の支援も受けられるCポー トフォリオの作成には 30時間程度が必要で,新任数日は

着任後二年以内にポー トフォリオを大学に提出することになっている｡なお.ポー トフォリオの

作成のために,教育訓練プログラムの受音符を推奨されている｡2005年度の場合,プログラムの中

の何らかの科Elを受講 した教員は 750名程度で,その内の 78名はプログラムの全ての要件を修

了している (vanKeulen2006 5)｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムは内部組織の IVLOSで提供されていて,その内答

は,大学数flの要望に応 じて (オンデマン ド型で)作成 したものである｡一般的に,10人弱のグ

ループによる 4時間のワークショップを 10回程度受講する｡そして,教flは各自の判断で受喜推

したいワークショップを自由にi選択できる.ワークショップの魁材は,学生中心の指導方法,学

生のモチ--ションを高める方法,担当科目の別画 ･指導方法,チュー トリアルの実施方法,釈

験と成績の評価方法,博士視程の指導方法などである｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムを開始 した 1996年に教員による反対や抵抗が散見

されたものの,現在ではEl常菜務の一つと見なされるまでに定着 しているQ教育Imのパフォーマ

ンスが益準を下回る教ilは,やがて解屈される避糾 こあることが当然視されるようになったので

ある (vanKeulen2006 6)0

2-7 大学教員の資格等に関する吉義論の動向

2006年に,オランダの文科大E引j:大学数flになるために必嬰な教員免許の国家資格化を提案 し

た.ところが,この提案は大学に対する国の干渉強化に繋がると見なされ,全ての伝統大学の学

長が強く反意を表明し,その代わりとして,教員の教育能力資格制度を自ら遜'肖することを希望

した｡こうして,基礎教育碓力資格が急速に大学rf問に広まった｡このiL.及活動において中核的な

③ 教笥能力

A) 科目の計画

B) 科目の指導

C) 訳験と評価

(∋ 管理迎儲能力

ティーチング ポー トフォリオは▲学部長や教授などで偶成する評価委11会で評価される｡な

お,ユ トレヒト大学では,韮礎教育能力資格を取科 しなければ.終身ノ副FJの地位を得ることが出

来ない (vanKeulen2006 4).

ティーチング ･ポ- トフォリオ は.各教員が個々に取り組むものであるが,チェ一夕- (上級

職の教月)の支援も受けられるCポー トフォリオの作成には 30時間程度が必要で,新任数日は

野性後二年以内にポー トフォリオを大学に提出することになっている｡なお.ポー トフォリオの

作成のために.教育訓練プログラムの受吉祥を推奨されている｡2005年度の場合,プログラムの中

の何らかの科EIを受講 した数日は 750名程度で,その内の 78名はプログラムの全ての要件を修

了している (vanKeuleI12006 5)｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムは内部組織の ⅣLOSで挺供されていて,その内容

は,大学教員の要望に応 じて (オンデマン ド型で)作成 したものである｡一般的に.10人粥のグ

ループによる 4時間のワークショップを 10回程度受講する｡そして,教flは各自の判断で受講

したいワークショップを自由に選択できる｡ワ-//ショップの魁材は,学生中心の指導方法,学

生のモチ--ションを高める方法,担当科目の計画 ･指導方法,チュー トリアルの実施方法,釈

験と成績の評価方法,怖1-瓢程の指導方法などである｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムを開始した 1996年に教員による反対や抵抗が散見

されたものの,現在ではEl常業務の一つと見なされるまでに定着 している.教育Ihのパフォーマ

ンスが遊準を下回る教員は,やがて解屈される運命にあることが当然視されるようになったので

ある (vallKeulen2006 6)｡

2-7 大学数員の資格等に関する議論の動向

2006年に,オランダの文科大臣は大学教員になるために必要な教員免許の国家資格化を軽案 し

た.ところが,この提案は大学に対する国の干渉強化に繋がると見なされ.全ての伝統大学の学

長が強く反古を袈明し,その代わりとして.致flの教育能力斑格制度を自ら逓倍することを希望

した｡こうして,基礎教育憶力資格が急i劉こ大学間に広まった｡このiL.及l皆勤において中核的な

③ 教笥能力

A) 科目の計画

B) 科目の指導

C) 訳験と評価

(∋ 管理迎儲能力

ティーチング ポー トフォリオは,学部長や教授などで構成する評価委11会で評価される.な

お,ユ トレヒト大学では,韮礎教育能力資格を取科 しなければ.終身雇用の地位を得ることが出

来ない (vanKeulen2006 4).

ティーチング ･ポ- トフォリオ は,各教員が個々に取り組むものであるが.チュ一夕- (上級

職の教月)の支援も受けられるCポー トフォリオの作成には 30時間程度が必要で,新任教員は

着任後二年以内にポー トフォリオを大学に提出することになっている｡なお,ポー トフォリオの

作成のために.教育訓練プログラムの受肺を推奨されている｡2005年度の場合,プログラムの中

の何らかの科EIを受講 した教員は 750名程度で,その内の 78名はプログラムの全ての要件を修

了している (vanKeuleI12006 5)｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムは内部組織の 1VLOSで挺供されていて,その内容

は,大学教員の要望に応 じて (オンデマン ド型で)作成 したものである｡一般的に.10人弱のグ

ループによる 4時間のワークショップを 10回程度受講する｡そして,数日は各自の判断で受講

したいワークショップを自由に選択できる｡ワ-//ショップの脳材は,学生中心の指導方法,学

生のモチ--ションを高める方法,担当科Elの計画 ･指導方法,チュー トリアルの実施方艶 駅

験と成績の評価力法.博士官製程の指埼方法などである｡

ユ トレヒト大学では,教育訓練プログラムを開始した 1996年に教員による反対や抵抗が散見

されたものの,現在ではEl常英検の一つと見なされるまでに定着 している｡教育Imのパフォーマ

ンスが遊準を下回る数Elは,やがて解屈される運命にあることが当然視されるようになったので

ある (vanKeulen2006 6)｡

2-7 大学教員の資格等に関する議論の動向

2006年に,オランダの文科大臣は大学数flになるために必要な教員免許の国家資格化を松案 し

た.ところが,この提案は大学に対する国の干渉強化に繋がると見なされ.全ての伝統大学の学

長が強く反意を衣明し,その代わりとして.教員の教育能力怒格制度を自ら遜一日することを希望

した｡こうして,基礎教育憶力資格が急速に大学間に広まった｡このiLz及活動において中核的な
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【添付資料】ユ トレヒト大学における基礎 ･上級教育能力資格の概要
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ASystem ofqualificationsforAcademicStaffatUtrechtUniversity

5December2003

1. Introduction

ThequalityofaUniversity'sacademicstaffdeterminesthequalityofitsresearchand

teaching.Forthisreason,UtrechtUniversityrequiresthosewhoundertaketeachingand

researchdutiestoobtaincertainqualifications.Thedetailsofthequalificationsrequlredfor
●

particularpositions(andtherefわrefわranacademiccareerattheUniversityingeneral)are

glVeninadocumententitledWPIFLOW II.Astaffmemberwhohasobtainedtherelevant
●

qualificationsisdeemedtobecompetenttofulfilaglVenposition,although havingthis
●

qualificationprovidesnoguaranteethattheindividualwillbepromotedtoamoresenior

position.

Thissystem ofqualificationsdoesnotdiminishtheneedforstafftoimprovetheir

professionalskillsonacontinuousbasis:thequalityofuniversityresearchandteachinglS
●

bestservedbythecontinueddevelopmentofacademicstaff,notonlybeforebutalsoafter

theyhaveobtainedaqualification.

Theuniversity-wideframeworkdescribedinthisdocumentprovidesguidelinesfor

qualifications,Includingthesubjectmattertobecoveredandtheprocedurestobefollowed.It
●

alsodealswithassessmentcriteriaandprotocols,thetasksoftutors,thetrainingofjunior

staff,andthesettlementofdisputes.

Withinthisgeneralframework,eachfacultydrawsupitsownregulations,Specifying

thesubjectmattertobecoveredbyeachqualificationandtheprocedureforobtainingit.

Facultyregulations,Includinganyamendments,requlretheapprovaloftheUniversity
● ●

Board.

2. Continuousprofessionaldevelopmentandqualifications

Goodteachingandgoodresearchisprovidedbyprofessionalswhohavefullydevelopedtheir

talentsintheseareas.Theycontinuetodeveloptheirskillsevena氏ertheyhavealready

reachedahighlevelofcompetence.UtrechtUniversitymarksmilestonesinthiscontinuous

processofgrowthbymeansofqualifications.

[添付資料】ユ トレヒト大学における基礎 .上級教育能力更格の概要

⑳
DRAFTUTII'versityFramework

A System ofQualifi(:ationsforA(:ademiCStaffatUtrechtUniversity

5December2003

1 1ntroductlOn

ThequalltyOraUnlVerSlty'sacademlCSta作determlneSthequalltyOrltSresearchand

1,eachlngForthlSreason,UtrechtUnLVerSltyrequlreSthosewhoundertaketeachlngalld

researchdutleStOObtalnCertalnquallficat10nSThedetallsofthequalLflCatlOnSrequiredfor

partlCularposltlOnS(andthereforeforanacademlCCareerattheUnlVerSltylngeneral)are

glVenlnadocumententltledWP~FLOW IIAstaffmelllberwhohasobtalnedtherelevant

quallficatlOnSISdeemedtobecompetenttofuLfllag】venposlt)On,althoughhavlngthlS

quallficatlOnPrOVldesnoguaranteethatthelndlVldualwlllbepromotedtoamoresenlOr

poslt10n

ThlSSystemOfquallflCatlOnSdoesnotdlmlnlShtheneedforstafftoImprovethelr

professlOnalsklllsonacontllluOuSbasュsthequalltyOfunlVerSltyresearchandteachlnglS

bestservedbythecontlnueddevelopmentofacademicStaff,notonlybeforebutalsoafter

theyhaveobtainedaquallficat10n

TheunlVerSlty-WldeframeworkdescrlbedlnthisdocumentprovldesguldellneSfor

quallficat10nS,lnCludlngthesub)ectmattertobecoveredandtheprocedurestobefollowedTt

alsodealswlthassessmentcrlterlaandprotocols,thetasksoftutors,thetralmngOf)unlOr

staff,and1,hesettlementofdlSPuteS

WLthlnthlSgeneralframework,eachfacultydrawsupItsOWnregulat10nS,SpeCLfylng

thesubjectmattertobecoveredbyeachquallflCatlOnandtheprocedureforobtalnlnglt

FacultyregulatlOnS,LnCludlnganyamendments,requlretheapprovalortheUnlVerSlty

Board

2 ContlnuOuSprOfeSSIOnaldevelopmentandquali丘catlOnS

GoodteachlngandgoodresearchlSprovidedbyprofess10nalswhohavefullydevelopedthelr

talentsLn1,heseareasTheycontlnuetOdevelopthelrSkluSevenaftertheyhavealready

reachedahlghlevelofcompetenceUtrechtUnlVerSltymarksmllestoneslnthlSCOntlnuOuS

processofgrowthbymeansofquallfLCatlOnS
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⑳
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A System oHlualifi(:ationsforA(:ademicStaffatUtrechtUniversity

5December2003

1 1ntroductlOn

TheqLLalltyOfaUnlVerSlty'sacademlCStaffdetermlneSthequalltyOfItsresearchand

teachlngForthisreason.UtrechtUnLVerSltyrequlreSthosewhoundertaketeachlllgalld

researchdutleStOObtalIICertalnquallficat10nSThedetallsofthequallficatlOnSIequlredfor

partlCularposltlOnS(andthereforeforanacademlCCareerattheUnlversltylngeneral)are

glVenLnadocumententltledWp-FLOW IIAstaffmemberwhohasobtalnedtherelevant

qualLBcatlOnSISdeemedtobecompetenttoruLGlag】venposltlOn,althoughhavlngthlS

quallficatlOnPrOVldesnoguaranteethatthelndlVldualwlllbepromotedtoamoresenlOr

posltlOn

ThlSSystemOfquallflCatlOnSdoesnotdLmlnIShtheneedforstafftoImprovethelr

proress10nalsk111sollaCOntlnuOuSbasISthequalltyOfunlVerSltyresearchandteachlnglS

bestservedbythecontlnueddevelopmentofacademicStaff,notonlybeforebutalsoafter

theyhaveobtallledaqualiScatlOn

TheunlVerSlty-WldeframeworkdescrlbedlnthlSdocumentprovldesguldellneSfor

quallficat10nS,1nCludlngthesubjectlnattertObecoveredandtheprocedurestobefollowedTt

alsodealswlthassessmentcrlterlaandprot∝ols,thetasksortutors,thetralnlngOrJunlOr

staff,andthesettlementofdlSputeS

WlthlnthlSgeneralh･amework,eachfacultydrawsupItsownregulatlOnS,SpeCiLylng

thesubjectmattertobecoveredbyeachqualiflCatlOnandtheproceduleforobtalnl】1glt

FacultyregulatlOnS,mCludlnganyamendments,requiretheapprovaloftheUnJVelSlty

Board

2 ContlnuOuSprOfe8810maldevelopmentandqualiAcatlOnS

GoodteachlngandgoodresearchlSprOVldedbyprofess10nalswhohavefullydevelopedthelr

talentsLntheseareasTheycolltllluetOdevelopthelrSklllsevellaftertheyhavealready

reachedahlghlevelorcompetenceUtrechtUnlVerSltymarksmilestoneslnthlSCOntlnuOuS

processofgrowthbymeansofquaLiflCatlOnS
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1 1ntroductlOn

TheqLLalltyOfaUnlVerSlty'sacademlCStaffdetermlneSthequalltyOfItsresearchand

teachlngForthisreason.UtrechtUnLVerSltyrequlreSthosewhoundertaketeachlllgalld

researchdutleStOObtalIICertalnqual16cat10nSThedetailsofthequa11丘catlOnSIequlredfor

partlCularposltlOnS(andthereforeforanacademlCCareerattheUnlversltylngeneral)are
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quali丘CatlOnSISdeemedtobecompetenttofuLnlag】venposltlOn,althoughhavingthis
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posltlOn

ThlSSystemOfquallfLCatlOnSdoesnotdLmlmShthelleedforstafftoImprovetheir

professIOnalsk111sollaCOntlnuOuSba阜lsthequalltyOfunrversltyresearchandteachlnglS

bestservedbythecontlnueddevelopmentofacademicStaff,notonlybeforebutalsoafter

theyhaveobtallledaquali丘catlOn

TheunlVerSlty-WldeframeworkdescrlbedlnthlSdocumentprovldesguldellneSrOr

quallficat10nS,1nCludlngthesubjectmattertObecoveredandtheprocedurestobefollowedlt

alsodealswlthassessmentcrlterlaandprotocols,thetasksoftutors,thetralnlngOf)u1110r

staff,andthesettlementofdlSputeS

WlthlnthlSgeneralh･amework,eachfacultydrawsupItsOwnregulatlOnS,SpeCiLylng

thesub)ectmattertobecoveredbyeachquallflCatlOnandtheproceduleforobtalnl】1glt

FacultyregulatlOnS,mCludlnganyamendments,requlretheapprova)oftheUnJVerSlty

Board
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