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はじめに 
 

 

今日，いわゆる「学び続ける教師像」が当然視され，子どもたちを指導する立場にある教師に

は，その力量を持続的に高めていくことが求められている．もともと，教職には不確実性や無境

界性といった特性があり，教師たちは，それによって生ずる臨床的な問題に遭遇して，その解決

を余儀なくされてきた．加えて，今日，社会の様相が大きく，そして急激に変わり，それに呼応

して新たな教育問題が浮上することも少なくないので，そうした問題への適応や対処に，教師た

ちは，身を投じざるを得ない．そうした厳しい状況にあっても，教職にアイデンティティを見い

だし，自我関与し，その公共的使命を果たす営みを継続・発展させるために，そして，何よりも，

そうした時代に生きる子どもたちの成長を願って，教師たちは，今，自らの学びを開拓している．

さらには，同僚や仲間とともに，それを豊かにしようと協働的な営みを繰り広げている． 

ところで，持続的に成長を遂げようとする教師像の実現，その発展に，教育工学的な視点に基

づく研究や実践は，どのように貢献できるであろうか．日本教育工学会は，その創設以来，教師

教育を研究分野の１つとして設定してきた．例えば，日本教育工学会が刊行している学会誌や年

次大会・研究会での報告の件数は，98 件に及んでいる（2015 年 2 月 20 日時点）．また，日本教

育工学会が 2000 年に刊行した『教育工学事典』には 10 の分野が設定されているが，教師教育は，

その 1 つに位置づけられている．そして，そこでは，「教師の授業力量」「教師の成長・発達」「教

師教育プログラム」を大項目にして，「日本教育工学会の教師教育の分野構成」が提示されている

（近藤 2000）． 

ただし，木原（2011）に依れば，ここ 10 年間，日本教育工学会の機関誌『日本教育工学会論

文誌』をレビューしてみると，まず，掲載された教師教育関連論文の数が少ない．また，①学校

現場における授業研究・授業改善との接点を有した研究は少ない，②「反省的実践家」モデルを

踏まえた研究がいくつか登場してはいるが，2000 年代前半に限られている，③教員養成・教員の

再教育のための「カリキュラム」全体に関する研究は皆無に等しい，といった傾向が確認される．

つまり，この 10 年間，教育工学的な視点に基づく教師教育研究は，量的・質的な面において，発

展を遂げているとは言い難い． 

 

しかしながら，教師教育に関する研究方法論は，マクロなものからミクロなものまで，あるい

は原理的なものから実践的なものまで，多岐にわたる．そのレパートリーの中で，教育工学的な

視点に基づくものは，その臨床性，その先進性，その体系性等において，他のアカデミズムには

ない特色を有しているはずだ．また，木原（2011）の指摘のように研究や実践による知見の論文

化には至っていないものの，ここ 10 年間も，実際には，日本教育工学会の会員は，所属する教育
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機関において，あるいは教育行政や学校現場のリクエストに応じる形で，様々な営みに参画して

いる．つまり，教育工学と教師教育という 2 つの研究領域の隠れた交差点は少なくないし，それ

がさらに顕在化し，体系化されることが望まれよう．このハンドブックは，日本教育工学会の会

員のうち，教師教育に研究的関心を寄せるメンバーが集い，教育工学と教師教育の統合的研究・

実践を今後発展させることを志向している多くの方々が参照しうるテキストとして作成された．

したがって，その読者対象として，日本教育工学会等の組織に属して，教育工学的な視点に基づ

いて，教師教育に関する理論と実践を追究しようとする人材を想定している．彼らに向けて，「学

び続ける教師」という今日的教師像に即して，教育工学的な視点に基づく教師教育の概念や事例

が，幅広くピックアップされ，整理され，そして会得のための教材として問題化されている． 

 

上記の開発の目的に照らして，このハンドブックは，大きく 5 つのパートで構成されている．

まず第１部（第１章，第２章）では，総論が述べられる．すなわち，教育工学的な視点に基づく

教師教育の研究と実践を俯瞰する枠組み（変化する社会における教師像の 5 つの要素，今日の教

師教育研究と教育工学研究の接点を成す 5 つのアプローチ）が呈される．第２部の第３章から第

８章は，「事例編」である．これらの章においては，第１部で示した，5 つのアプローチに即した，

特色ある事例が詳細に語られている．第３部の第９章から第 13 章は，「演習編」を成す．これら

の章には，演習問題が用意されている．そこでは，第 2 章で提示したアプローチに属する典型事

例が問題化され，読者に提供される．読者は，それに解答し，解答例と解説に目を通して，当該

アプローチの特徴を再認識できるであろう．そして，第４部たる第 14 章から第 17 章までは，「理

論編」である．それぞれの章において，総論を支える理論的・実践的動向が解説される．本ハン

ドブックの最後のパートには，キーワード一覧を用意し，ハンドブックが事典的な機能も有する

よう，構成を工夫した．加えて，「さらに深く学ぶために」と題して，教育工学的な視点に基づく

教師教育の研究・実践に関してさらに学ぶためのリソース（著書，組織等）を読者に示すパート

も設定した．なお，第１部，第２部，第４部には，振り返りのための問いかけやコラムも準備し，

それらのパートにおける読者の学びを補強した．  

 

このハンドブックの利用方法を，想定される利用目的別に説明しておこう．想定される利用者

は，いずれも，前述したように，日本教育工学会等に所属し，教師教育及び関連分野（授業研究

等）に研究的関心を寄せている人材である．その上で，そうした人材が本ハンドブックを利用す

る目的を，①学術研究，②大学等における教員養成の実践，③学校等における現職教育の実践に

大別する．もちろん，これらは，実際には，複合的に展開されている．例えば少なからずの大学

教員が，①と②の両方に従事している．あるいは，②を題材にして，①の研究を展開している．

読者がそのような状態にある場合は，本ハンドブックを目的（学術研究，大学における教師教育

実践，学校等における教師教育実践）に照らして，異なる方法で用いてもらいたい． 

 まず，①学術研究に本ハンドブックを利用する場合は，第１部（第１章，第２章）を読解し，
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教育工学的な視点に基づく教師教育研究の歴史と現状を把握していただきたい．その上で，第２

章で示される５つのアプローチのうち，自身が取り組んでいる（取り組んでみたい）と考えるも

のを抽出することを推奨したい．そして，その選択に応じて，当該アプローチの事例や演習問題

に限定して，第２部及び第３部の内容にふれることが考えられよう．さらに，自身の教師教育研

究の知見を論文にまとめる際には，第４部が有用である．読者は，問題の所在を明らかにする際

の先行研究を確認したり，考察の手がかりとなる知見を参照したりできよう．また，その際には，

それらのリソースとなる資料や情報の入手に，「さらに深く学ぶために」を活用しうる． 

 続いて，②大学等における教員養成の実践における本ハンドブックの利用については，①の学

術研究の場合と同様に，まず第１部を読解してほしい．その上で，当該の目的を有する方々には，

第２部の５つのアプローチに基づく事例にすべてあたってもらいたい．そして，自身の教師教育

実践との異同を確認してもらいたい．その上で，自身が次に着手してみたい（深めてみたい）と

考えるアプローチを同定し，それに応じて，第３部の演習編の一部に取り組んでみるとよいだろ

う．また，大学等における教員養成を担当している教師教育者は，講義や演習や実習指導を担当

しているが，その際に，第２部や第３部の演習編の一部を教材として用いることもできよう．同

様に，「さらに深く学ぶために」を踏まえて，受講者に，参考文献等を示すこともできる． 

最後に，③学校等における現職教育の実践のために本ハンドブックを利用する場合は，まず，

キーワード一覧にふれることを推奨したい．それによって，利用者は，教育工学的な視点に基づ

く教師教育の研究と実践のエッセンスを吸収あるいは確認できよう．その上で，第３部の各章の

問題のすべてに，あるいは一部に解答してみるとよいだろう．そして，十分には正答できなかっ

た問題に関して，該当するアプローチに限定して，第２章の説明を読んだり，第２部の事例に学

んだりしてもらいたい．また，第４部の理論編の関連部分にも接近してもらいたい．それらを通

じて，このタイプのハンドブックの利用者は，教師教育に関する理論的・実践的知識を増やせる

であろう． 

 

 本ハンドブックが，教育工学的な視点に基づいて教師教育に関与しようとする人々の研究や実

践に資するものとなれば幸甚である． 

 

 

なお，本ハンドブックの開発は，平成 24 年度～平成 27 年度科学研究費補助金基盤研究(B)「教

育工学的な視点に基づく教師教育ハンドブックの開発」（研究代表者：大阪教育大学教授・木原俊

行）の支援に依る．そのメンバーは，巻末の「ハンドブック作成者」に示しているように，20 名

から成る． 

ハンドブックは，上記の期間中，メンバーが意見を交換し，議論を重ねて，その内容・構成・

表記を検討して，開発された． 

より詳しくは，ハンドブックは，平成 27 年３月に暫定版が作成され，平成 27 年４月から５月
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にかけて，31 名の協力者の方々によって形成的に評価された．その結果，ハンドブックの内容の

妥当性が確認されるとともに，その構成にいくつかの課題があることが分かった．本書は，その

改善を図り，ハンドブックの最終版として作成されたものである．改善のための工夫として，例

えば「はじめに」において利用方法を示すこととなった．また，ハンドブックの内容を概観でき

るように，また再確認できるようにするため，「キーワード一覧」のパートが設けられることとな

った．さらに，より多くの読者が必要としている内容をハンドブックの前半・中盤部分に位置づ

けた．加えて，各章の内容・表現等についても，形成的評価のコメントを踏まえて，修正を施し

た． 

本ハンドブックの作成に協力してくださった，すべての方に，心より御礼申し上げる． 

 

文献 
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１．教育工学的な視点に基づく教師教育研究の理論と実践 
 

 
1.1 教育工学的な視点に基づく教師教育研究の軌跡と課題 

 
教師教育は，学際的な分野である．現職教員や教員志望学生を対象とする点は共通しているが，

多様な方法論に基づいて，その研究と実践は繰り広げられている．（1）例えば，ある研究では，一

人ないしは少数の教師の語りを分厚く記述し，教師の実践知の特徴や成長の契機，実践コミュニ

ティの特質を導出している．（2）また，ある研究では，標本調査を実施して日本と他国の教師が置

かれた状況や環境を比較検討し，両者の異同を明らかにしようとしている．（3）また，ある研究で

は，我が国の教育の歴史において教職がどのように制度的に位置づけられてきたのかを確認し，

その時代性を明らかにしている．さらに，ある研究では，特定の教師集団に注目して，教師の発

達と力量形成，さらにはその要因の分析を縦断的に展開している．（4） 

教育工学的な視点に基づく教師教育の研究と実践は，どのような可能性と課題を有しているの

であろうか．後述するように，教育工学は「問題解決」を図る学問である．それは，前述したよ

うな諸研究の方法論が記述や解釈を志向していたこととは，趣を異にする．これまで，教育工学

的な視点に基づく教師教育は，教師教育の実践的課題の解決に資するシステムやツールを開拓し

てきた．そして，その対象は，ミクロなものからマクロのものに及んでいる．本節では，我が国

における「教育工学的な視点に基づく教師教育研究」の軌跡を描くことを試みる． 

 
1.1.1 教育工学的な視点とは 

本項では，教育工学的な視点の特徴を確認しておこう． 

坂元（1991）に依れば，教育工学とは，次のように定義される（p. 9）． 

教育目標を効果的に達成するために，教育過程をシステムとしてとらえ， 

１）構成要素の最適な組み合わせを追求し， 

２）それに役立つ各種技法，道具，しくみを開発，利用し， 

３）これら，技法，道具，しくみを体系化する． 

この定義に明らかなように，教育工学的な視点に基づく取り組みは，（狭義の）工学的「技術」

による研究に限定されない．それらは，教育過程を構成するシステムの一部として位置づけられ

る． 

しかしながら，稲垣（1996）は，「教育課程行政において基準性が強化されたあと，それを前

提として，授業の指導過程が研究対象とされ，その手続きを工学的なプロセスとして定式化しよ

うとする動きが現場において顕著になっていった」（p. 173）と，工学的なプロセスを授業研究の
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閉塞化の原因の１つに掲げている．この分析のように，「定式化」といった性格に，教育工学的な

視点の問題点を求める向きもある．先の坂元の定義にも「最適」化という用語が用いられている

が，こうした発想に対する疑問や不信は根強い． 

ただし，「定式化」や「最適化」といった概念を日本教育工学会の会員が絶対視しているかとい

うと，必ずしもそうでもない． 

坂元（1991）は，教育工学の特徴を，「教育工学は，現実の教育を改善するための具体的な方

策や方法を提供することをねらいとしている，きわめて実践的な特徴をもった学問研究分野とい

える」（p. 10）と述べている．また，赤堀（2002）は，教育工学が現実の教育課題を解明や解決

を指向した学問であること，そのためには，「総合的に，そしてシステム的に」（p. 11），現実の教

育現象の解明や解決に向かう指向性を有していることを指摘している． 

これらの叙述に明らかであるが，今日，教育工学的な視点の特徴については，その「具体性」

「実践性」，そして「総合性」を重んずる立場が一般的であろう．最近の教育工学の定義にも，そ

れは，反映されている．日本教育工学会は，学会として 2000 年に『教育工学事典』を編纂する

際に，その定義を以下のように示している（坂元，2000）． 

「教育工学は，教育改善のための理論，方法，環境設定に関する研究開発を行い，実践に貢献す

る学際的な研究分野であり，教育の効果あるいは効率を高めるための様々な工夫を具体的に実現

し，成果を上げる技術を開発し，体系化する学である．すなわち，教育過程を，数多くの要素か

らなる複雑システムの統合体と捉え，教育や学習の目標を効果的に達成するために，①構成要素

の最適な組み合わせを追求し，②それに役立つ各種技法，道具，しくみを開発，活用し，③開発

した技法，道具，しくみを体系化することを繰り返しながら，教育の改善をする」（p.142） 

 注目すべきは，教育工学の意義に関する叙述である．上記の定義では，それが「教育改善」や

「実践に貢献」であることが明示されている．それは，坂元・永野（2012）による教育工学の定

義における「（前略）あらゆる学術的基礎の知見や方法を利用して，問題を分析し統合化する工学

的な方法を適用した『教育の問題解決』（後略）」（p.19）という叙述にも確認されよう． 

 
1.1.2 教育工学的な視点に基づく教師教育研究の歴史 

それでは，教育工学は，教師教育の分野の問題を解決するために，どのような研究や実践を繰

り広げてきたのであろうか．以下，概観してみよう． 

日本教育工学会の創設時において，教育工学的な視点に基づく教師教育研究は，いわゆるマイ

クロティーチングの取り組みが，そのシンボルであった．マイクロティーチングとは，近藤（2000a）

によれば，「本来，教員養成教育または現職教員の再教育の段階において，教授技術（teaching skills）

の習得訓練または改善を目的に行われる訓練指導法の 1 つである」（p. 476）．その一般的な手順

は，１）教授スキルの定義，２）モデリング，３）マイクロクラスでの実習授業，４）マイクロ

レッスンの分析・評価，そして５）マイクロクラスでの再授業である（小金井 1979）．近藤（2000a）

は，マイクロティーチングが，システムズアプローチに基づくものであることを確認しながら，
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通常の授業とは異なり，要因が限定された上で，上記のようなサイクルがたどられる点に，その

意義を見いだしている． 

このようなシステムズアプローチに加えて，教育工学的な視点に基づくマイクロティーチング

では，その環境構成が工夫されている点も注目されよう．例えば，近藤（1997）は，マイクロテ

ィーチングの充実に資する専用教室を設計し，その機能を活かした授業プログラムを開発してい

る． 

 その内容が 1.1.1 で述べた，「実践的」「具体的」「総合的」という教育工学研究の特徴と整合的

であったため，1980 年前後，マイクロティーチングの取り組みは成熟していった．1980 年，日

本教育工学会が刊行する論文誌『日本教育工学会論文誌』において，マイクロティーチングが特

集テーマに定められ，そこでは，この手法による教育実習プログラムの開発に関する研究が多数

報告されている． 

 しかし，それ以降は，上記論文誌における論文の掲載という点からすると，マイクロティーチ

ングに関するものは減少する．それは，後述する，教師教育と教育工学の新しい接点の模索と，

軌を一にしている． 

2000 年 6 月に日本教育工学会が創立 15 周年を記念して刊行した『教育工学事典』には 10 の

分野が設定されているが，教師教育は，その１つになっている．そして，同事典では，教育工学

が扱う教師教育のトピックが「教師の授業力量」「教師の成長・発達」「教師教育プログラム」を

大項目にして整理されている．「教師の成長・発達」の大項目には，知識や信念という教師の内面

を扱うトピックが位置づけられている．前述したマイクロティーチングの取り組みでは教育実習

生等のスキル，その習得に焦点があてられていたことと比べると，教育工学的な視点に基づく教

師教育の研究課題は，確実にその範囲を広げた． 

近藤（2000b）は，同事典の「教師教育の分野」の解説において，1980－1990 年代の教師教育

が授業研究と密接に関連して展開されたこと，「反省的実践家」モデルに依拠して様々な知見が呈

されたことを指摘している．また，「反省的実践家」モデルに即して新任教師のインダクションや

彼らに対するメンタリングが重要であることを指摘している．さらに，メンタリングを支え促す

学校内の同僚性や学校と他組織との共同性の重要性，それを体現する CSCW/L（Computer-Supp 

orted Cooperative Works/Learning）の可能性に言及している．加えて，教員養成・再教育のた

めのカリキュラム開発に関する研究の必要性や留意点を述べている． 

 これらの指摘からも，1980 年代以降，教育工学的な視点に基づく教師教育が，その対象や内容

を広げてきたこと，それらは教師教育研究全体の潮流に即していたことを確認できよう． 

 
1.1.3 教育工学的な視点に基づく教師教育研究の課題 

ところが，木原（2011）に依れば，ここ 10 年間の日本教育工学会の機関誌『日本教育工学会

論文誌』に掲載された論文をレビューしてみると，まず，掲載された教師教育関連論文の数が少

ない．また，1)学校現場における授業研究・授業改善との接点を有した研究が少ない，2)「反省
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的実践家」モデルを踏まえた研究がいくつか登場してはいるが，2000 年代前半に限られている，

3)教員養成・現職教育のための「カリキュラム」全体に関する研究は皆無に等しい，といった傾

向が確認される． 

これは，近接する研究領域である教育心理学の場合も，同様の傾向にある．例えば，教員養成，

現職教育等のキーワードを手がかりにして 1990 年以降に『教育心理学研究』に掲載された論文

を抽出すると，①教師教育（教員養成，現職教育）に関連する論文の数は，1990 年代が 7 本，2000

年以降が 8 本の合計 15 本に過ぎない．（5）『教育心理学研究』には論文が年間およそ 50 本，22 年

間でおよそ 1100 本掲載されていることを考えると，あまりにも少ない．もちろん，教師が用いて

いる学習指導法などを含めると「教師」に焦点をあてた論文は相当の数に上ることになるが，「教

師（教育実習生を含む）の学習」や「教師の成長・発達」に関する研究は，これまでの教育心理

学ではマイナーな研究領域であったと言っても過言ではない．なお，15 本の論文の研究対象は，

「教員養成」に関するものが 10 件，「現職教育」に関するものが 6 件であった．1 つの論文が，

「教員養成」と「現職教育」の両方に関係していた．教育心理学では，もちろん両方の対象に関

心があるのだが，資料収集が比較的容易であることから「教員養成」に関する論文が相対的には

多いと推察される．さらに，15 本の論文が用いている研究法は，「質問紙調査法」が 10 件，「ビ

デオ活用法」が 3 件，「面接法（インタビュー法）」が 2 件，「比較実験法」が 1 件，「文献レビュ

ー法」が 1 件であった．質問紙調査による研究が多いことは，木原（2011a）で指摘されている，

教育工学的な視点に基づく教師教育研究の傾向とよく似ている． 

ところで，教師教育研究全体を見渡すならば，ここ 10 年の間に，新たな研究テーマの台頭が確

認される．１つは，教師の感情に関する研究の萌芽である．例えば，教師の力量に関して，レジ

リエンス（resilience）という概念が教師の力量の重要な要素であるという主張が市民権を得つつ

ある．レジリエンスは，「困難な状況に直面した人間存在において示される」ものであり，「弾力

性・回復力・復元力」などを意味する（紺野・丹藤 2006）．また，木原（2011b）は，「授業レジ

リエンス」という概念を検討し，教師たちが有する，授業に関する信念の拡張モデルを呈してい

る．それは，「同僚との関係性」「イメージ」「ムード」「チャレンジ」という４つの因子から成る

ものである． 

 ２つは，教師たちがその力量を伸長させるためには，彼らが同僚等と「専門的な学習共同体」

（Professional Learning Communities）を構成しなければならないという主張が，その地歩を固

めつつある．例えば，HORD（1997）は，その著，Professional Learning Communities:Commu 
nities of Continuous Inquiry and Improvement において，教師たちが専門的な学習共同体を築

いている学校には，１）支援的・分散的なリーダーシップ，２）集団的な創造性，３）価値とビ

ジョンの共有，４）支援的な諸条件（物的・構造的条件，人的能力・資質），５）個人的実践の共

有，という５つの属性が確認されると述べている． 
 こうした教師教育研究全体のうねりと軌を一にして，近年，教育工学的な視点に基づく教師教

育研究に，新たな展開が産まれている．（6）同時に，そうした新しい教師教育の枠組みに即して，
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これまでの取り組みの再評価や再構築も始まっている．以下，それらを描写してみよう． 

 
1.2 教育工学的な視点に基づく教師教育研究が抱く教師像 

 

1.2.1 全体的イメージ－学び続ける教師像－ 

 ここで，近年の教育工学的な視点に基づく教師教育研究の基盤を成す教師像について，その特

徴を共通理解しておきたい．それは，「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」と総称できよう．

教職における省察については，既にそれに基づく営みを繰り広げることを特徴とする「反省的実

践家」という概念が教育関係者の間で市民権を得ている．それは，ショーン（2001）がある種の

実践家たちが不確実な状況にあって「行為の中の省察」を繰り広げていることに注目して，それ

を概念化する際に用いた用語である．それは，佐藤（1994）に依れば，図 1-1 のように「民主化」

された「専門職化」という特徴を有している． 

 これまでにも，省察の多様性については，いくつかの指摘により，ある程度，確認されてきた．

例えば，何について，どのように（とりわけ，誰と共同的な関係を築いて）反省を繰り広げるか

については，木原（2004）が指摘するように，多様性がある．図 1-2 は，それを示すものである． 

 そして，今日，教職の遂行に付随する省察がいっそうその重要性を増している．なぜならば，

先進国においては，社会の複雑さが増し，どのような教育が子どもたちに必要なのかに関する明

確な方針を持ちにくいからだ．ことに，子どもやその家庭をめぐる状況は，変化が激しく，彼ら

は，様々な意味で，失敗に遭遇しやすく，挫折を味わいやすい．それは，教師と子どもたちやそ

の保護者が感情的によき関係を築くことを難しくしている（DAY & GU 2013）． 

 また，我が国を含めて，それらの多くの国々では，競争主義を原理とする教育改革が推進され

ており，それへの対応に教師たちが追われている．例えば，学力調査の結果だけで教師や学校の

実践が問題視される状況にあって，彼らは，よりよい授業やカリキュラムの創造に向けたアイデ

ィアを手にするためにも，また，自らの実践の本質を見失わないためにも，「学習」しなければな 

 
図 1-1 教師像の規範型とその文化 

出典：佐藤（1994：30） 
 

技術的熟達者としての教師

（教員研修センターや大学の教
師教育の文化）

公僕としての教師

（教育行政の文化＝支配的
教師文化）

反省的実践家としての教師

（自主的研修やインフォーマルな
研究会を基礎とした専門的文化）

労働者としての教師

（教員組合の文化）

官僚化

脱専門職化 専門職化

民主化
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らない．そして，学力向上の取り組みは一般化しにくく，教室や学校に基礎を置くものにならざ

るをえないので，そのための基本的な検討材料を，自身や同僚の実践に求めることになる．つま

り，実践を省察する必然性が高まる． 

「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像は，我が国の教員養成・現職教育に関する施策

においても採用されている．平成 24 年 8 月 28 日に示された中央教育審議会答申「教職生活の全

体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」においては，急速に進展する社会にあ

っては求められる人材が変化し，思考力・判断力・表現力が重視されること，それに応ずるため

には新たな学びを提供する必要があることが前提として示され，教員に求められる資質能力が，

３つに整理されている．（7）それらは，「教職に対する責任感，探究力，教職生活全体を通じて自主

的に学び続ける力」「専門職としての高度な知識・技能」「総合的な人間力」である．また，「社

会の変化に応じた知識・技能の絶えざる刷新」「教員養成の修士レベル化」を通じて，「学び続

ける教員像の確立」を図っていくという． 

 
1.2.2 「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像の５つの要素 

 それでは，「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」は，学術的には，どのような能力・資質

を有していると整理できるだろうか．現代の学校教育（主として義務教育段階）にたずさわる教

師たちの力量に関する諸研究の知見をひもとくと，それは，おおよそ５つの教師像に還元できよ

う（表 1-1）．これは，省察の枠組みによって，５つのタイプを定めたものだ．まず，１と２～５

では，省察の内容の趣が異なる（前者は一般的，後者は専門的）．また，２～４と５では，省察の

主体に，個人と集団という違いがある．そして，２～４は，その順に，省察の対象が広がる（ミ

クロからマクロになる）． 

 

図 1-2 教師の反省の類型－「対話」システムの構成原理から 
出典：木原（2004：34 を筆者が改変） 
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（１）よき社会人としての教師 

まず，基底に位置づくのは，「１．よき社会人」としての側面である．これは，精神的健康，技

能（スキル），教養という，３つの下位項目から成る．それらは，教職に固有の能力・資質ではな

い．21 世紀社会において働く，活躍する人材に求められる能力・資質である． 

精神的健康は，「個々人が自身の潜在的能力を発揮できる，建設的かつ創造的に働くことができ

る，他者と強い絆で結ばれ，共同体に貢献できる，動的な状態」と定義される（FORESIGHT 

MENTAL CAPITAL and WELL-BEING PROJECT 2008）．その代表的なものは，幸福感と安定

性であろう．個々人が，社会において建設的に，そして共同的に，活動を繰り広げ，それを継続

するためには，自身の人生や生活において幸福を感じ，それゆえに，精神的に安定している状態

が必要となることは衆目の一致するところだ．特に「精神的な安定」については，梶田(1985)に

よる「自己教育の側面と視点」に関するモデルにおいても，「自信・プライド・安定性」が自己教

育の基底に配置されている点に注目したい．本論で提起する「多元的・持続的に省察を繰り広げ

る教師」は，自己を教育する（教育し続ける）教師と言い換えてもよろしかろう．したがって，

そのベースに，「精神的な安定」を配置することは，妥当であると考える． 

続いて，21 世紀スキルに象徴される，技能である．21 世紀スキルは，ATCS21（21 世紀型ス

キルの学びと評価）プロジェクトに依れば，10 のスキル（４つのカテゴリー）で構成されるもの

である（GRIFFIN, P., McGAW, B. and CARE, E. 2012)．それらは，①創造性とイノベーション，

②批判的思考，問題解決，意思決定，③学び方の学習，メタ認知（以上，思考の方法），④コミュ

ニケーション，⑤コラボレーション＜チームワーク＞（以上，働く方法），⑥情報リテラシー，⑦

ICT リテラシー（以上，働くためのツール），⑧地域とグローバルのよい市民であること，⑨人生

とキャリア発達，⑩個人の責任と社会的責任＜異文化理解と異文化適応能力を含む＞（以上，世

界の中で生きる）である．10 の能力要素が意味するもの，その幅広さを確認すれば，21 世紀ス

表 1-1 変化する社会における教師像の５つの要素 
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キルは多様な要素で構成される概念であることがよく分かろう．加えて 10 のスキルのうち，その

筆頭に「思考の方法」の「創造性とイノベーション」が位置付けられていることに，注目すべきであ

ろう．国立教育政策研究所が「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本

原理」と題する研究報告書の中で，「21 世紀型能力」とその育成に関する提案をおこなっている．

同報告書では，「21 世紀型能力」は，「思考力」を中核として，それを支える「基礎力」，その使

い方を方向づける「実践力」という三層構造をもつものであると理解されている．（8）２つのレポ

ートが 21 世紀スキルの中核に思考力を位置づけたことは，それが，よき社会人たるための能力・

資質の主柱に位置づく可能性を示唆している． 

そして，「教養」である．グローバリズムが進展する 21 世紀社会にあっては，例えば，「市民性」

が，人々が有するべき重要な資質として確認されよう．市民性は，これもまた多様な要素から成

るものであるが，例えば，英国のナショナルカリキュラムのシティズンシップの構成においては，

「社会的道徳的責任」「地域社会へのかかわり」「政治的リテラシー」という３つの柱が重視され

ている（水山 2008）．後述するように，教師は，批判的実践家として，自身の実践と政治の関

係性を分析・考察していくことになるが，社会人としては，より一般的に，自己と地域・社会・

政治との関わりを見いだすことが望まれよう． 

 
（２）技術的熟達者としての教師 

 技術的熟達者としての教師は，先の佐藤（1994）の教師像の分類にも登場していたが，すぐれ

た知識と技術を数多く有し，それを臨床場面たる教室における問題解決に適用し，適応を図る教

師像である． 

 教師が持つべき知識の枠組みは，アメリカの教育改革，ことに教師の資質向上のためのプログ

ラム開発の中で，次第に明らかになってきた．例えば，SHULMAN (1987) は，教師査定を可能

にする基準を作成するための原案として，次の７つの教授知識を提案している． 

 ・内容についての知識（content knowledge） 

 ・一般的な教授方法についての知識（general pedagogical knowledge） 

 ・カリキュラムについての知識（curriculum knowledge） 

 ・内容と教授方法についての知識（pedagogical content knowledge） 

 ・学習者と学習者特性についての知識（knowledge of learners and their characteristics） 

 ・教育的文脈についての知識（knowledge of educational contexts） 

 ・教育的目標・価値とそれらの哲学的・歴史的根拠についての知識（knowledge of educational 

ends, purposes and values, and their philosophical and historical grounds） 

 また，吉崎（1987）は，SHULMAN（1987） が７つの知識カテゴリーのうち第４番目の内容

と教授方法についての知識（PCK）という「複合的」知識を重視していることに注目し，それに

加えて，教材内容と生徒についての知識，教授方法と生徒についての知識，教材内容・教授方法・

生徒についての知識の存在に言及している． 



15 

 教師が持つべき技術の枠組みについても，その研究と実践には長い歴史がある（佐藤 1996）． 

特に，授業研究の分野においては，その内容は，授業の進行に添って整理されている．例えば，

柴田（1990）は，「授業を教師によって遂行される技術過程としてとらえるとき，その全体は，

教材研究と授業の設計を含む準備過程と実行過程とに分けられる．」（p.19）と述べ，授業技術を

１）教材研究，２）授業の設計，３）授業の展開に整理している．そして，例えば，授業の展開

であれば，「a 説明－教材の解釈」「b 発問・問い返し－思考への働きかけ」「c 指示（学習活動の

組織化）－行動への働きかけ」「d 評価－情動への働きかけ」の４つの視座を準備している． 

 
（３）探究的実践家としての教師 

 ショーン（2001）による「反省的実践家」が省察を繰り広げる対象は，先の木原（2004）の分

類・整理でも確認したように，多様であってよい．しかし，その主柱は，自身の実践であろう．

また，その発展として，他者と共同で省察を繰り広げる営為が存在しよう．それらの促進や充実

は，教育工学的な視点に基づく教師教育研究の重要な舞台であったし，今日もそれは変わってい

ない． 

 例えば，藤岡（2003）は，自身が関わりを有した 11 の授業研究事例（しかも比較的長期にわ

たる）の分析を通じて，「臨床的教師教育」のためのツール，コンセプト，そしてシステムを呈し

ている．ツールとは，参加観察，内観記録，記録の現象学的分析，授業リフレクション，授業ア

セスメント，カード構造化法，「物語ること（＝授業ストーリー）」である．コンセプトは，経験，

文脈，生きられた時間，相互性，身体性，他者性，対話，主体性で構成されている．そして，シ

ステムが備えるべき条件は，教育実践の研究者としての教師，物語，協働，場，差異化＝ずれの

創出，リフレクション，私的言語，モデルである． 

 また，澤本（2012）は，教師が実践知を獲得するための授業研究の方法論を提唱し，実践して

いる．それは，授業リフレクション研究と呼称されるものである．そのサイクルは，A 実践→B

こだわりへの気づき→C リフレクションの開始→D データとの対話と自己リフレクションの繰返

し→E 問題の仮設定→F 再設計→A’実践→以下前述のサイクルの発展，という過程で構成される

と説明している．また，そうした取り組みに大学生を接近させる高等教育のプログラム開発に着

手し，その成果と課題を報告している（澤本 2008）． 

 今日，自身の実践の省察をより精緻に繰り広げる必要が増している．例えば，移民の子弟の増

加や学力格差の下で，自身の実践を相対化し，その改善を図らねばならない状況においては，よ

り長期にわたって実践を対象化する必要がある．それは，多文化共生教育の必然性が高い米国の

ニューヨーク市などにおいて具体化されている．例えば，コロンビア大学教育学部は，14 ヶ月に

渡る，学部生の教育実習プログラム「Teacher Residency Program」を開発していた．このプロ

グラムでは，教員志望学生は，子どもたちの多様で複雑なニーズに応じるために，長期にわたっ

て実習経験を積み，あらゆるタイプの子どもに対応することが求められる．また，同大学が位置

するニューヨーク市の文脈に即して，彼らが，学習者，教授－学習に関する理解を深めることも
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目指されている．（9） 

 
（４）批判的実践家としての教師 

 これも，反省的実践家としての教師の姿なのであるが，（２）や（３）と違うのは，反省の対象

が政治や社会といったマクロな存在に向けられることである．批判的アプローチに基づく反省的

実践は，米国の教師教育のプログラムにも採用されていたし，西欧の教師たちのアクションリサ

ーチにも部分的には取り入れられていた． 

 しかし，今日，過去に比べて，教師たちが政治や社会から受けるプレッシャーは大きくなって

いる．先進国の学校の教師たちは，学力調査の結果に基づく学校改革の計画や実施を要請される．

それは，相対的な評価であるため，問題視される学校や地域が必ず生まれる．そうした競争の火

に，学校選択制度や学校の統廃合問題が油を注ぎ，教師たちは焦燥感にさいなまれる．さらに，

家庭の経済的困窮や地域社会のモラルの低下等の問題が改革の難しさを増し，それは，教師たち

を著しく疲弊させる． 

このような状況にあっても，政治的圧力に屈せず，理想的な教職の追究を自我の核に据える価

値観（アイデンティティ），それが社会的に尊い営みであることを是として職責を果たそうとする

信念（コミットメント），教職につきものの失敗に耐え，それを続けようとする姿勢（レジリエン

ス）を有することは，教師たちが自己実現を遂げていくために，不可欠な能力・資質である． 

そして，彼らがそのような能力・資質を有していることは，結果的に，子どもたちの学力を高

める要因となっている．例えば，DAY（2008）は，イングランドの 7 地域，100 学校に所属する 300

名の教師を対象とした調査によって，実践に対してコミットしており，レジリエントである教師が担

当する生徒は，そうでない教師が担当する生徒以上に，学力を伸ばしたり，目標を達成したりしやす

いことを明らかにしている． 

 
（５）専門的な学習共同体のメンバーとしての教師 

 教師の成長や発達を共同体への参加過程と把握する考え方にも，それなりの歴史がある．例え

ば，秋田（1999）は，生涯発達心理学の見地から，教師の発達を類型化し，４つのモデルとして

提示しているが，その１つに，「共同体への参加」モデルを呈している．それは，「職業コミュニ

ティへの参加過程として，共同体の中でいかにそのメンバーが一人前の成員となっていくのか，

そこでの成員間のやりとりの過程を社会文化的視点から既述しようとするモデル」（p.38）と定義

される．今日，それは，前述した，教職の特徴的な営みである「専門的な学習共同体」概念に位

置づくものとして解釈されるようになった．専門的な学習共同体の概念は，1990 年代以降のアメ

リカにおける学力の質を問う機運の高まりの中で出てきた組織編制概念である．この概念は，教

師が自らの経験で蓄積した知恵を生み出し，それを共有することができるのは，彼らが集団とし

て探究し学ぶ機会をもつことによってであることを明らかにした研究（McLAUGHLIN & 

TALBERT 1994）や，実際の学校のカリキュラム改革においてトップダウンではなく，教師全員
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を巻き込んだ参加型の意思決定と教師の協同の研修時間を確保することが効果的であることを明

らかにし，学校の意思決定への教師の参加の重要性に言及した研究（DARLING-HAMMOND 

1996）などを踏まえて登場した．その背景には，教師や教職研究において，生徒の学習の質を高

めるという観点から教職の専門職化を図る必要性が注目されたこと，教師が学ぶことや実践にお

ける協同性の重要性が着目されたこと（ROSENHOLTZ 1989，HORD 1997 など）がある． 

 専門的な学習共同体は，成員間のコミュニケーションやコラボレーションによって，その基盤

が作成される（同僚性）．ただし，教師集団の同僚関係にも，様々なスタイルのものがあることが

明らかになっている．HARGREAVES（1994）の類型に依れば，ある種の同僚関係は，ごく限ら

れた範囲で形成されていたり，組織の外から押しつけられたりしたものである．それでは，専門

職としての教師の成長は，十分なものにはならない．建設的で持続的な同僚関係を築き，それを

保つために，秋田（1998）は，「学びへの展望とその探究の過程を共有するコミュニティの仲間」

（p.257）という意味で同僚性をとらえることの重要性を説くと同時に，それのための留意点をエ

ンゲストロームの活動理論をベースにしてモデル化している． 

ところで，専門的な学習共同体における活動は，「分散型リーダーシップ」という複数のリーダ

ーのイニシアチブによって企画・運営されるものである．それゆえ，学校長等の管理職にとって

も，教務主任や研究主任等の実践的リーダーにとっても，どのような場面でいかなる役割を果た

すべきか――考えるべきことは多い（リーダーシップ）．それに必要とされる，より成熟した信念，

より複雑な実践的知識を獲得するためのリーダーとしての学習に，彼らは従事する必要がある．

それに応ずるために，木原ほか（2013）は，「学校を基盤とするカリキュラム開発」を推進する

リーダー教師の育成に資する開発的研究を繰り広げている．それは，リーダー教師たちが「学校

を基盤とするカリキュラム開発」について専門的な見地から多様な知識を獲得することができる

自学自習教材である．このハンドブックは，カリキュラム開発の理論とモデル，その実践動向，

カリキュラム実践の創造に関する意思決定の演習，所属校のカリキュラム実践の省察等の内容か

ら成る冊子である．（10） 

さらに，最近では，複数の専門的な学習共同体の協力や協働についても，その重要性が指摘さ

れ，その可能性が理論的・実践的に検討されている．それに前向きな姿勢で取り組み，パートナ

ーと共同的な関係を築き，それを通じた実践的知識の拡充を図る能力・資質が，今日，学校の組

織的成長を図るためには不可欠であろう（パートナーシップ）．木原ら（2010）は，カナダの Grand 

Erie 地区の教育委員会や初等中等学校を訪問して，学力向上を目指した教育方法の工夫・改善に

関して聞き取り調査を実施した結果を報告しているが，学校間の協力について注目に値するケー

スを紹介している．それは，TLCP（Teaching and Learning Critical Pathway）と呼ばれている，

複数の学校の合同教員研修である．年間に数回，複数の学校の教師たちが（センターや学校に）

集い，学校改善について意見を交換する，学校間のピアアセスメントシステムである．学力調査

がプレッシャーとなり，学校間の競争が煽られる危険性がある中，こうした取り組みは，各学校

が置かれた条件の個別性，それを踏まえた，学校を基盤とする学力向上のアクションの実現に資
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すると思われる． 

我が国においては，専門的な学習共同体およびそのネットワーク化は，実はある程度の歴史を

有しているし，さらに進展中であると言える．まず，我が国の伝統的な教師文化である授業研究

は，旧来から，専門的な学習共同体のネットワーク化を志向していたと解釈しうる．それは，例

えば，いわゆる研究発表会の開催に代表されよう．木原（2006）によれば，我が国の学校におけ

る実践研究の歴史とひもとくと，既に大正時代に，いくつかの学校は，講習会を催して，その授

業を公開していた．それは，「同僚以外の教員，教育行政関係者，保護者や地域住民，そして専門

家などの目を通じて取り組みの成果と課題を明らかにするための『外部評価』」であった（木原 

2006，p.125）． 

また，教育委員会や財団や企業が，なんらかのプロジェクトを企画・運営し，その過程で，共

通の研究テーマや研究課題を設定した複数の学校が，実践の叡智を環流させるという営みについ

ても，かなりの歴史がある．とりわけ，近年，学力向上施策の一環として，教育委員会が，各学

校にアクションプランの策定や学力調査の結果の活用等を要請するケースが増えている．同じフ

レームワークやツールを用いるため，学力向上プロジェクトに参加している学校は，専門的な学

習共同体間のネットワークを構築しやすい．例えば，大阪府教育委員会は，スクール・エンパワ

ーメント推進事業を企画・運営している．（11）これは，次のような内容の事業である． 

・府内 84 中学校を事業対象校に指定し，「学校活性化計画」に基づいた取組みへの支援を行う．  

・特に支援が必要な市町村に対して学力向上の取組みを推進するための経費の補助を行うとと

もに，その取組みについて指導・助言する． 

上述の「学校活性化計画」は，「組織的な推進」「授業づくり」「学習規律」「自学自習力」「保護

者，地域との連携」「その他」という 6 つの観点の取り組みを各学校で 1 年間どのように推進する

かを記すフォーマットが採用されている．それが共通のテキストとなって，学校と市町村教育委

員会，学校内，学校間で，学力向上に向けた取り組みが相互参照，相互評価，相互助言される可

能性が高まることが推察される．  

また，小中学校の連携教育や一貫教育（以下，小中連携）が強力に推進されている．それは，

１年に数回，ある中学校区の小中学校の教師が一堂に会する合同研修が開催されるといった程度

のものから，小中学校の 9 年間の一貫カリキュラムを構築しているもの，さらには，それを指導

する体制が柔軟に編成されている場合（多くは，施設一体型で○○学園などと呼ばれる）まで，そ

のレパートリーは広い（木原 2009）． 

 

 
注 

（１）教師教育学研究の課題と方法については，日本教師教育学会年報第 20 号に詳しい．また，

教師教育実践の動向については，日本教師教育学会年報第 21 号に今日の特徴的なものが載ってい

る． 
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（２）例えば，教師のアイデンティティとコミュニティの関係を彼らの語りから整理している研

究事例に，小高（2010）がある． 

（３）例えば，久冨（編）（2008）を参照されたい． 

（４）山崎（2002，2012）がその代表的存在である． 

（５）これらの『教育心理学研究』掲載論文の分析は，共同研究者の日本女子大学・吉崎静夫氏

が，日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究Ｂ：24300284）「教育工学的な視点に基づく教

師教育ハンドブックの開発-その理論と実践の分析から」（代表：大阪教育大学・木原俊行）によ

る研究活動の一環としておこなったものである． 

（６）吉崎氏の分析に依れば，教育心理学研究にも，「熟達化」「正統的周辺参加」「反省的実践家」

「教師の共同体」「状況的学習論」などの社会構成主義的な考え方を取り入れた研究論文が登場し

ている．例えば，坂本（2007）は，現職教育に関する文献をレビューして，現職教師の学習，特

に授業力量の形成要因に関して，主に 2000 年以降の米国と日本での研究に関して検討し，今後

の展望を示している．その中で，「教師の共同体」の重要性を指摘している．また，森下・尾出・

岡崎・有元（2010）は，状況的学習論を理論的背景に据え，教育実習の学習環境に注目し，その

中で実習生がどのような学習をしているかについて明らかにしている．具体的には，当初，実習

生は授業を観察するばかりで教育実践に参加できずにいたが，教師の導きにより，徐々に教育実

践に関わる仕事が分業され，教室の中で教育実践者として授業に参加できるようになっていった

そうである． 

（７）文部科学省の中央審議会答申に関するホームページに掲載されているパンフレット

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/miryoku/__icsFiles/afieldfile/2012/10/15/1326877_1.p

df，最終閲覧日 2014 年８月７日）から．なお，「教職に対する責任感，探究力，教職生活全体を

通じて自主的に学び続ける力」の内容として，「使命感」「責任感」「教育的愛情」という感情的

側面が提示されていることも，興味深い．DAY &GU(2013)による教師の感情への研究的注目と

我が国の教員養成・現職教育の施策が，同じベクトルを有していることが分かるからだ． 

（８） 国立教育政策研究所のホームページの該当部分 http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/Hou 

kokusho-5.pdf を参照されたい． 

（９）筆者らは，米国の教員養成大学のネットワークである全米教育大学協会（American 

Association of College for Teacher Education，AACTE）の第 65 回大会（2013 年 2 月 26 日か

ら 3 月 2 日に米国フロリダ州のオーランドで催された）に参加した．この大会では，自由なトピ

ックによる発表が 117 件用意された．それらは，①教育学部の目的の再定義（19 件），②効果的

な教員養成プログラム（29 件），③コミュニティとのパートナーシップ（20 件），④実践と調

査，理論の結合（51 件）という 4 つの柱に分類されるものであった（一部のケースは複数の柱に

関係する）．コロンビア大学のプログラムは，④に位置づくものとして報告された． 

（10）木原ほか（2013）は，22 名のリーダー教師等に，上記のハンドブックの内容・構成の妥

当性や実践的有効性等を評価してもらい，ハンドブック開発時に定めた，①学術理論と実践事例
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のバランス，②学習を深めるための仕組み，③省察のための評価ツール，④発展的な学びの創出

という４つの要件のうち，①②③はかなりの程度満たされたこと，それゆえに，リーダー教師た

ちがカリキュラム開発に関して理論的・実践的に学ぶことを促進するツールを提供するという『ハ

ンドブック』の開発のねらいが概ね達成されたことを報告している． 

（11）大阪府教育委員会のスクール・エンパワーメント事業に関するホームページ 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/sesaku/index.php?kjcode=20130513&status=jigyoList）から．最

終閲覧日：2014 年 7 月 26 日 
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２．教育工学的な視点に基づく教師教育の展開 

 

 
 前節で述べた教師像，それに基づく能力・資質を育むために，問題解決に実践的に取り組むこ

とを旨とする，教育工学的な視点に基づく教師教育の営みは，どのように貢献できるのであろう

か．今日の教師教育研究と教育工学研究の接点を探ると，それは，表 2-1 の５つのアプローチに

分類できよう．それらは，環境設定アプローチ，対人関係アプローチ，フィールドアプローチ，

制度的アプローチ，文化的アプローチである．１章で述べたように，教育工学は，「教育の問題解

決」を旨とする学問である．５つのアプローチは，どのような問題の解決のために何を計画し，

それをいかに活用するのかが異なる．下層に位置づくものほど，ツール志向が強い．一方，上層

に位置づくものほど，ツールを用いるプログラムやシステム，そしてそれらを運用するコミュニ

ティに関する志向が濃くなる．（１） 

 
2.1 環境設定アプローチ 

 

 教員志望学生や現職教員がその能力・資質を高めるために，それを可能にする「学習環境」を

彼らに提供しようとするアプローチである．それは，後述するカリキュラム開発や制度の確立ほ

ど体系的ではないが，ツールやプログラムを開発して，教員志望学生や現職教員の学びの充実を

図ろうとするという点で，極めて教育工学的である． 

表 2-1 教育工学的な視点に基づく教師教育のアプローチ 
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 例えば，今日，校内研修においても，行政研修においても，ワークショップをそれに取り入れ

ようとする動きが活発である．それによって，教師たちが，知識や技術の獲得に加えて，問題解

決力の向上の機会を手にできるからだ．例えば，村川（編）（2005），村川（編）（2010），村川（編）

（2012）は，ワークショップ型の教員研修のための様々なプログラム，メソッドを提案している．

また，それを活用した実践事例を分類・整理している． 

 また，かつてのマイクロティーチングの研究をより高度化し，実践的にするための教育工学的

研究も登場している．例えば，和歌山大学教育学部附属教育実践総合センターには，電子黒板や

タブレット型端末等の ICT 環境を有する模擬授業教室が設置され，そこで，教員志望学生が授業

づくりに関する知識を豊富化し，その技術を高めている．（２） 

 
2.2 対人関係アプローチ 

 

 教職は，子どもにとって教師は重要な他者であるから，また，教授－学習は人と人とのコミュ

ニケーションの過程として性格づけられるから，もともと人間関係のダイナミクスを特徴とする

業である．それは，教師が学ぶ場面においても，再帰しよう．すなわち，教師は，同僚等の他者

と相互作用する中で，学び，そしてそれを継続できる．こうした原理に基づく教育工学的取り組

みの代表的な存在は，次のようなものであろう． 

 １つは，メンタリング等に関する実践的研究である．メンタリングは，岩川（1994）に依れば，

「経験を積んだ専門家が新参の専門家の自立を見守り，援助すること」であると定義される．そ

のようなヒューマンサポートを支援するためのシステム開発が，教育工学的な視点に基づく教師

教育研究には，高等教育における取り組みを含めて，いくつか確認される（松田ほか 2005，大

島ほか 2005，脇本ほか 2010）．例えば，脇本ほか（2010）は，初任教師とメンターたるベテラ

ン教師のコミュニケーションを支え，促すシステムを開発している．脇本ほか（2010）が提供し

たシステムを用いると，両者の対話において子どもの話が引き出され，また，初任教師に伝わる

ように熟達教師が子どもの話ができるようになったという．コーチングについても，千々布（2007）

は，コーチングの歴史や特徴を整理しつつ，コーチング研修のプログラムを提案している．また，

その一部を行政研修において実践している． 

 ２つは，実践者と研究者の共同研究に関する実践研究である．木原（2004）は，学校という臨

床の舞台に身を置く教師と研究機関である大学に籍を置く研究者が共同的授業研究を企画・運営

する際に研究者が果たす役割，その多様性について，自身が参画した複数の共同的実践研究の整

理に基づいて，述べている．木原（2004）も言及するように，学校組織に属する複数の教員と研

究者個人が共同的な営みを繰り広げる際に，研究者は，教師間のコミュニケーションやコラボレ

ーションの調整に腐心することになる．教師の成長を支えるために教育実践研究者が何をすべき

かについては，教育工学的な授業研究の重要な課題であった．例えば，藤岡（2000）は，それを

「研究者は，ねがいと意図を授業者と共有し，授業者が授業の中で起こっていることを対象化で
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きるような『しかけ』を準備する」（p.149）と述べ，共同研究者の役割を教師が自身の授業を省

察するためのツールやシステムの開発に求めている．しかしながら，教師によるアクションリサ

ーチ，それに関与する研究者等のスタンスや果たすべき役割については，共通理解が成立したと

は言い難く，今なお，論争的である． 

 ３つは，「教師教育者」の育成に関する取り組みである．我が国の教員養成学部・大学において

は，長らく，教員志望学生にいかなる能力を培うかについて，教科指導の内容に関する知識や技

能を育むことを重視する立場と教職に固有の態度や指導力を重視する立場という，異なる価値観

が拮抗していた．それは，そのスタッフに期待する能力・資質についても，学術研究の成果と実

践的経験という違いを生んでいた．それを統合すべく，今日，教員養成に参画するスタッフには，

教員養成カリキュラムで自身が担当する科目において，教員志望学生たちに問題解決的な学びを

体験させるよう，そのデザインを工夫する「教師教育者」でなければならないという観念が市民

権を得つつある．2013年２月に開催された，全米教員養成大学協会の第 65回大会のMajor Forum

の 1 つに，次世代の「教師教育者」の養成と実践（Preparation and Practice of Next-Generation 

Teacher Educators）が設定されている．教師教育者の養成は，世界的にも，教師教育に関する研

究の最も重要な課題の 1 つになりつつある（KORTHAGEN 2001）．米国においても，教員養成

学部・大学のスタッフの教員養成に携わる者としての能力・資質が問題視される状況が少なくな

いようだ．彼らには，教師を養成することを学ぶ（Learning to teach teachers）という発想が求

められるが，それは，アイデンティティの変容を伴わざるをえないので，容易ではないからであ

る（BEN-PERETZ et al. 2013）． 

 
2.3 フィールドアプローチ 

 

 先進国の中では，我が国の教員養成段階のカリキュラムに位置づけられる実習は，極めて限定

的である．例えば，野中ほか（2013）が報告しているように，英国の学部レベルでの教員養成で

は，32 週間にわたって，教員志望学生は，学校現場での実習に従事する．米国の場合も，州によ

って違いはあるけれども，長い場合には，英国のケースに近い． 

 我が国においても，教員養成学部・大学においては，教員免許を取得するために必要となる実

習単位を満たすためだけでなく，それを相対化したり，補足したりするための実習をカリキュラ

ムにおいて準備している場合が少なくない．複数の免許を取得するために，教育実習期間を増や

す場合に加えて，へき地や外国での実習といった特色ある教育実習プログラムを提供している教

員養成学部・大学もある． 

 さらに，平成 19 年度の日本教育大学協会による協会会員大学へのアンケート調査に依ると，地

域の学校，ないしは社会教育施設等で行われる学生のボランティア活動（学習・休み時間支援サ

ポーター，放課後子ども教室学生指導員，児童館ボランティア，介護支援など）に対して，単位

を与える教育プログラムを有していた大学は，30 校を数え，回答した大学の 54％に相当した（松
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田 2010）．さらに，教育課程外のプログラムとなると 40 校（71％）にのぼった．また，後述す

る教職大学院のカリキュラムには，学校における実習が 10 単位以上設定されており，教員志望学

生や現職教員の修士レベルの学びにおいても，フィールド経験が重視されている． 

 教員養成段階のフィールド経験を，教育工学的な視点に基づいて支え促す営みには，２つのベ

クトルのものが確認されよう．１つは，実習経験が教員志望学生の能力・資質にどのような影響

を与えたのかを測定・評価する記述的研究である．例えば，三島（2007）は，授業イメージ・教

師イメージ・子どもイメージが教育実習前後でどのように変容するかを調べることを主な目的と

し，教育実習生 114 名を対象に実習前後で質問紙調査を実施している．それぞれのイメージを構

成する因子を導出するとともに，授業を肯定的，主体的に捉えるようになる，教師の役割理解が

深まるといった変化が教育実習生に生じたことを明らかにしている． 

 もう１つは，システム開発である．例えば，永田ほか（2002）は，教育実習前の大学３年生が，

CSCL 環境によって，教育実習経験のある大学４年生や現職教員を含む大学院生と異学年交流し

ながら学習指導案等を作成・改善する過程をポートフォリオ化する授業実践を行っている．その

結果，大学３年生には反省が促され，学習指導案等が改善されていったこと，同じ大学３年生同

士や大学４年生との交流よりも，大学院生との交流がより大きく影響することを確認している．

また，望月ほか（2010）は，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を活用し，教育実習

生が実習期間中の体験報告に基づいた対話を行う場を提供することで，教育実習に関する振り返

りを促進するとともに，教育実習生が実習期間中に身近なソーシャルサポートを得られる環境を

構築した．それらを通じて，教育実習に関する実践コミュニティが創出されたという． 

 現職教育においても，フィールドアプローチは，その地歩を固めつつある．例えば，いくつか

の都道府県教育委員会は，学力・学習状況調査で好成績を得ている都道府県下の小中学校に管理

下にある教師を派遣し，彼らに学力向上に資する営みを体感させている．あるいは，例えば中学

校に籍を置く教師が校区内の小学校に数年間勤務し，それによって異校種の学校文化への適応を

余儀なくされ，しかし，それゆえに当該教師は探究的実践家としての資質を磨き，また専門的な

共同体のメンバーとしての自己を再構築するといった人事配置上のシステムを有する地域も少な

くない．現職教育に関しても，フィールドにおける学び，その量的・質的充実は，学び続ける教

師像の体現の一翼を担うものである． 

 
2.4 制度的アプローチ 

 

 教員志望学生や現職教員の多様な能力・資質を培うために，先進国では，新しい教育制度が創

設されている．特に，教育に関わる理論と実践の往還，大学と学校現場の連携を旨とする制度が

次第に整いつつある．そして，教育工学的な視点に基づいて教師教育にたずさわる研究者は，そ

の運用に関する分析や開発に着手している． 

例えば，野中ほか（2013）は，英国の教師教育改革の動向を，現地調査を踏まえて明らかにし
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ている．そして，英国の教員養成がトップダウン的であり，国の基準に従って営まれてきたこと，

その原理は今日も変わっていないが，最近では，基準の精選が進んでいることを指摘している．

また，教育実習における指導と評価は，大学と学校現場のパートナーシップに基づき，極めてて

いねいに実施されていること，さらに，今日，Teaching Schools（以下 TS）という優れた学校を

基盤とする教員養成システムの台頭，複数の学校のアライアンスによる現職教育の営みの萌芽等

を指摘している． 

 また，米国における，教職開発学校（Professional Development School，以下 PDS）の営みも，

制度の確立によって，教員志望学生や現職教員の問題解決能力等を高めることを標榜するものだ．

PDS は，教員養成，教育実践研究を大学と学校現場がパートナーシップを築いて進めていくため

の舞台として開発された．小柳ほか（2013）や野中ほか（2014）に依れば， PDS は，最近，困

難を抱える地域における実践に目を向けている．たんなる教育実習校とは異なり，子どもの学力

保障，学習改善に責任を負っている PDS は，当該学校の家庭や地域の文化（使用している言語ほ

か）に対応していこうとしている．そのため，教員の配置や研修（Co-teaching の取組），採用政

策などに関わって教育委員会と学校群と大学群が，地域でコンソーシアムを作り取り組んでいる． 

 我が国においても，中央教育審議会答申（H18.7.11）「今後の教員養成・免許制度の在り方につ

いて」における提言を踏まえた制度改正の下，専門職大学院としての教職大学院が発足した．文

部科学省に依れば，その目的・機能や特徴は，次のようになる． 

「教職大学院は，1.学部段階での資質能力を修得した者の中から，さらにより実践的な指導力・

展開力を備え，新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成，2.現職教員を対象に，

地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導理論と優れた実践

力・応用力を備えたスクールリーダー（中核的中堅教員）の養成の 2 つを主な目的・機能として

います．また，実践的指導力の育成に特化した教育内容，事例研究や模擬授業など効果的な教育

方法，これらの指導を行うにふさわしい指導体制など，力量ある教員の養成のためのモデルを制

度的に提示することにより，学部段階及び修士課程など他の教職課程に対してより効果的な教員

養成のための取組を促すことが期待されています．」 

 こうした趣旨を踏まえた専門職大学院は，平成 25 年度，日本全国の 25 大学に設置されている．

そこにおける教育方法の教育工学的な見地に基づく工夫改善について，研究知見が次第に集積さ

れている（例えば，小柳 2008，永田ほか 2009，國松ほか 2010）． 

 
2.5 文化的アプローチ 

 

 これは，教員志望学生や現職教員のための学びのコミュニティを構築し，それを一種の文化と

して成熟させることで，彼らに，仲間とともに成長することを尊ぶ価値観を育むとともに， それ

を糧として，自らに必要な学びをデザインしていく姿勢を確立してもらうアプローチである．当

然，その営みは，継続的であり，徒弟的になる．例えば，澤本（2008）は，教師が実践知を獲得



28 

するための授業研究の方法論を提唱し，実践しているが，そうした取り組みに大学生を接近させ

る高等教育のプログラム開発に着手し，その成果と課題を報告している． 

さて，文化的アプローチの象徴は，我が国の教師たちの伝統的な営みである，サークル活動で

あろう．これは，学校をまたいだ，実践研究に関する，教師たちのコミュニティである．我が国

では，いわゆる民間教育研究団体による運動は，長い歴史を有し，教育現場の取り組みに示唆を

与えてきた（田中 2005）．例えば，算数・数学や理科等の教材やカリキュラム，指導法の開発と

普及において，いくつかの団体は大きな役割を果たしてきた．また，いくつかの組織によって，

学級集団づくりの新しい方法論が提案され，実践されてきた．今日，それは，例えば ICT 活用や

情報教育のようなテーマにおいても，研究同人を集め，営まれている． 

 我が国の小中学校等で営まれている授業研究も，ある種の文化として性格づけられる．プロジ

ェクトとして資金が得られるわけでもなく，その企画・運営が教員研修として義務づけられるわ

けでもないが，我が国の教師たちは，研究授業を題材とするケースカンファレンスに従事し，そ

こで，信念・知識・技術を再構築している．そうした教員文化・学校文化としての授業研究は，

今日，世界授業研究学会（World Association for Lesson Study）が発足し，世界各地で授業研究

が企画・運営されている状況にあっても，また，一部には形骸化している点が確認されるにせよ，

独特の輝きを放っている（吉崎 2012）． 

なお，文化的アプローチによる教師教育の研究と実践においても，先の藤岡（2000）に代表さ

れるように，そのための「しかけ」が用意されるところが，教育工学的である．木原（2009）も，

「学校研究の企画・運営モデル」を描き，それに位置づけられる「実践ポートフォリオとしての

研究紀要等の作成と活用」「授業やカリキュラムに関する外部評価－研究発表会等の開催」「エビ

デンスの尊重－学力調査等の有効利用」は「学校研究の連続・発展に資する『装置』」であり，そ

れらと授業研究の連動が，我が国の学校研究の一環としての授業研究の特色であり，独自性であ

ると述べている． 

 
2.6 教師像とアプローチの関係 

 

 ここまで，教育工学的な視点に基づく教師教育の５つのアプローチの概要を述べてきた．ここ

では，まとめに代えて，それらと，第１章で述べた教師像の関係を試案的に呈する． 

 表 2-2 をご覧いただきたい．教師像とそれらのアプローチの間には，まず，いくつかの強い連

関を確認できよう．まず，「２．技術的熟達者（認知的反省）」は「A．環境設定アプローチ」に

よって育まれやすい．PCK や教授スキルは，その概念や枠組みが比較的明確である．そのため，

それを育むための環境をデザインしやすい．それゆえ，１章でも述べたように，教育工学的な視

点に基づく教師教育においても，早くから，教授スキルを高めるために，あるスキルに焦点をあ

てるマイクロティーチング等が試みられてきた． 
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 続いて，「３．探究的熟達者（実践的反省）」と「B．対人関係アプローチ」や「C．フィールド

アプローチ」の間に，強い絆を見いだすことができる．この教師像は，１章において論述したよ

うにショーン（2001）による「反省的実践家」概念を象徴するものであり，自身の実践を対象化

し，それに対して分析的眼差しを向けるものだ．反省的実践は，木原（2004）に依れば，他者と

の対話によって成立し，また促進される．それゆえ，この教師像と「B．対人関係アプローチ」

は結ばれやすい．そして，例えば，今日，教員養成段階における教員志望学生の反省については，

そのための他者との対話が，教育実習等のフィールド体験の長期化，多元化，現代化によって，

充実している．それが，「３．探究的熟達者（実践的反省）」と「C．フィールドアプローチ」が

結びつく所以である．第１章で紹介した，コロンビア大学教育学部の長期にわたる教育実習プロ

グラム「Teacher Residency Program」に，両者の結びつきは象徴されよう． 

 「５．専門的な学習共同体のメンバー」と「E．文化的アプローチ」の間にも，強いつながり

を確認できる．専門的な共同体のメンバーは，共通の信念・価値・ビジョンを共有している（HORD 

& SOMMERS 2008)．そのためには，メンバーは，長い時間をかけて他のメンバーとの対話を繰

り広げなければならない．そして，その他のアプローチは時間と空間を限定するものであるが，

「E．文化的アプローチ」は，前述した教師たちの自主サークルや校内研修の営みに代表される

が，その主体的な営みが連綿と続くことを特色としている．すなわち，「E．文化的アプローチ」

の自主性や持続性は，「５．専門的な学習共同体のメンバー」という教師像への接近可能性を高め

てくれる． 

 「１．よき社会人」としての教師像に固有のアプローチを見いだすことは難しい．それは，こ

の教師像が現代社会に生きる人材に求められる一般的な能力・資質に基づいていることに起因す

表 2-2 教師像とアプローチの関係 
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ると思われる．しかしながら，この教師像は，「A．環境設定アプローチ」「B．対人関係アプロー

チ」「C．フィールドアプローチ」によってある程度実現しそうだ．というのも，例えば，この教

師像の代表的な概念の１つである「21 世紀型スキル」は，基本的に当事者の問題解決的な活動に

よって獲得され，また定着するものである．マイクロティーチングなどの環境設定アプローチで

当事者が繰り広げる，活動の計画・実施・評価・改善は，それに資する．また，これも「１．よ

き社会人」の教師像の代表的な概念の１つである「幸福感」や「安定性」がメンタリング等の「B．

対人関係アプローチ」によって満たされることは自明であろう． 

 「４．批判的実践家（政治的社会的反省）」としての教師像は，教育工学的な視点に基づくもの

も含めて，その研究が蓄積されているとは言えない．１章で述べたように，この教師像は，教師

たちが政治や社会から受けるプレッシャーが大きくなって，強調されるようになった．この教師

像に位置づく概念群である「アイデンティティ」「コミットメント」「レジリエンス」に関する研

究は，ライフストーリー的な手法＝教師としての営みを長期にわたって記述し，その特質を導出

する研究方法がよく採用されていることからすれば，これが「E．文化的アプローチ」と深い縁

で結ばれることは予想に難くない．また，「D．制度的アプローチ」において注目すべき概念とな

っている教職大学院においては「理論と実践の往還」によって教師や教員志望学生が学ぶことが

通例となっている．その姿勢は，自身の実践のミクロ空間と政治や社会というマクロ空間の連関

を（批判的に）検討する「４．批判的実践家（政治的社会的反省）」が有するスタンスによく似て

いる． 

 
注 

（１）５つのアプローチは，理念系で整理されたものである．したがって現実の教育工学的な視

点に基づく研究と実践においては，より複合的に機能している．例えば，「文化的アプローチ」に

は，それ以外のアプローチで用いられるツールやプログラムが包摂されている． 

（２）和歌山大学教育学部附属教育実践総合センターのホームページに，授業シミュレーション

教室（模擬授業教室）のデザインの工夫に関する説明が載っている 

（http://center.edu.wakayama-u.ac.jp/202.html）．最終閲覧日：2014 年 8 月 10 日 
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TALIS 
 

経済協力開発機構(OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) が世界的に

調査する教育指標事業の 1 つである．TALIS: Teaching and Learning InternationalSurvey は，

日本では「OECD: 国際教員指導環境調査」あるいは，「教授・学習国際調査」と呼ばれている．

第 1 回の調査は 16 の OECD 加盟国・地域と 7 の非加盟国で，中等教育の前期段階(日本では中

学校および中等教育学校の前期課程) を対象に 2007/2008 に実施された．この報告書は 2009 年
に発行されている(OECD 2009)．第 1 回の調査では，学校長の役割と機能，教員評価と教員への

周知，教員の職能開発，教員の教育に関する信念や態度，教育実践が調査分析された．日本は，

2013 年の第 2 回調査から参加し，文部科学省・国立教育政策研究所が結果の日本での結果の取

りまとめを公表している．2013 年の調査では，24 の OECD 加盟国・地域と 10 の非加盟国・

地域が参加し，教員の自己効力感や満足度も調査されている． 
OECD 調査の目的は，学習成果だけでなく学習環境や学校組織の指標を開発し，教員や教育，

そして学習を向上させるための指標を検討することにあった．また，これ以前に教員の問題，特

に有能な教員の獲得や研修，定着について検討していたことも関係していると述べられている

(OECD 2009)． 
中等教育段階の教育成果は国の政策的な位置づけでもあることから，効果的な学校教育，教員

研修，さらには費用対効果などを検討するための情報を共有することも目標としており，OECD 
などは必要な情報収集を継続している． 

ただし，TALIS 調査は学校長や教員の主観による回答であるため，調査国・地域の文化的な要

因も影響することが考えられる．日本での調査結果や国際間比較の詳細については，報告書に記

載されているので，そちらを参照されたい． 
なお，日本では OECD の教育指標事業ではピザ(PISA: Programme for International Student 

Assessment) でのリテラシー評価がよく知られている．PISA は，TALIS の調査対象である中

等教育の前期課程を終えた 15 才児を調査対象にしており，学習成果の指標として捉えられるこ

とが多い．このような観点から，TALIS 調査と PISA 調査の関係を分析する研究例もある．しか

し，それぞれの調査の目的が異なっており，TALIS の結果分析も途上である． 
TALIS の校長質問紙，教員質問紙は国立教育政策研究所のWeb で日本語版が公開されている． 
 

参考文献 

OECD (2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments -First Results from 
TALIS, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/8709021e.pdf 
(日本語訳: OECD（2012）教員白書効果的な教育実践と活動環境をつくる. 明石書店, 東京) 
また，国民教育文化総合研究所（2013）教員の立場の向上と教育条件改善のために.  
でも和訳が紹介されている 

文部科学省 TALIS（OECD 国際教員指導環境調査） 
http://www.mext.go.jp/b menu/toukei/data/Others/1349189.htm 

Column 1 
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Column 2 
 

インストラクショナル・デザイン (ID: Instructional Design) 
 

教育，訓練における指導の方法について，幅広く検討するシステム工学的な方法論およびその

体系を意味する．より具体的な説明として，「カリキュラムや研修プログラムなどの開発・実施・

評価までをどうデザインするか，Web を用いた遠隔授業をどう設計するか，通常の授業の指導案
をどう作成・実施・評価するか，という幅広い教育の設計を示す」ことである(赤堀 2015)． 
インストラクショナル・デザイン(ID) には，教育・訓練プログラムにおける指導方法の開発・

実施と，その運用・評価の両面から構成される．最適に機能するプログラムを目指すシステム工

学的な指向から，教育訓練の内容としての適切性を追求するとともに，それが効率的に実施運用

されることを目指す．このために，求められる学習内容を分析し，必要かつ適切な教材や教育方

法を開発して適用し，その目的が達成されていることが確認できる評価も事前に検討する．さら

に，開発したプログラムが，設計したように機能する運用や評価を継続的に行う．それぞれ個別

の学習内容については，その専門家(SME: Subject Matter Expert) に委ね，方法論を用いて運用
する者は，インストラクショナル・デザイナー(IDer) と呼ばれる．学習する内容や学習者を分析
するニーズ分析や学習者分析など，プログラムの設計や学習者の評価に関する手法など，それぞ

れの過程における技法が多数開発されている．例えば，ADDIE モデルと呼ばれる方法論は，
「Analysis(分析)」「Design(設計)」「Development(開発)」「Implement(実施)」「Evaluation(評価)」
から構成されている(稲垣・鈴木，2015)． 
この ID は，総合的な学習の時間のように，独自な教育プログラムを作成するために有用であ

る(稲垣・鈴木 2015)．また，前述のようなWeb を用いた遠隔授業に代表される e-learning など，
情報通信技術(ICT: Information Communication Technology) を活用した指導においても ID が
重要となる．近年，対面授業以外でも ICT の活用によって学習ができる「ブレンディッド学習」
や，ICT を活用した予習と対面学習での討論や個別指導を組み合わせた「反転授業(Flipped 
Classroom)」と呼ばれる学習形式も促進されている．特に，中央教育審議会が諮問する「アクテ
ィブラーニング」は，ID の手法や「反転授業」によって推進されると期待する意見もある．前述
のように ICT 機器を用いた教育プログラムを設計し，それを効果的に運用するためにも，ID は
有用である．教員には ID のような学習内容，学習者の特性を把握し，ICT 機器の効用を考慮し
て授業をつくっていく能力である，ICT 活用指導力が求められている(稲垣・鈴木 2015)． 
教員に求められる授業力には，さまざまな要素が含まれる．この ID を構成する学習内容や学

習者の分析，用いる教材を含めた授業の計画設計，評価なども教員に求められる能力と言える．

また，ICT の適切な学習への活用も，学習の設計に関わる能力と考えられることから，ID は教
員や教員養成の段階でも育成が求められる能力と考えられる． 

 
参考文献 

赤堀侃司（2015）授業の基礎としてのインストラクショナルデザイン(改訂版). 日本視聴覚教育協会 
稲垣忠, 鈴木克明（2015）授業設計マニュアル Ver.2. 北大路書房, 京都 
中央教育審議会, 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問) 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo/toushin/1353440.htm 
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Column 3 
 

ジェネリック・スキル 
 
知識を活用する能力やスキルの総称である．類似の用語は多数あり，「キー・コンピテンシー」，

コアスキル，日本で PISA 学力に相当する活用力，Transferable skills などとも呼ばれる．近年，
しばしば指摘される 21 世紀型スキルもこれに含まれる． 
具体的な内容としては，ジェネリック・スキルの 1 例として文献(清水, 2012)では，以下の 6

つのスキルを示している(清水 2012:オーストラリア NCVER の定義，p.280)．すなわち，「基礎/
根本的スキル」「人間関係スキル」「概念的/思考スキル」「個人的なスキルと特性」「ビジネス界に
関わるスキル」「コミュニティに関わるスキル」である．これらは，初等教育段階から高等教育，

生涯学習を通して獲得，発達する能力である．また，ジェネリック・スキルそのものを学習する

のではなく，特定の学習内容によって獲得されるものでもない． 
経済協力開発機構(OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) は，

PISA(Programme for International Student Assessment) や PIACC(成人力，Programme for 
theInternational Assessment of Adult Competence)(国際成人力研究会 2012) を調査している
が，これらの調査では「キー・コンピテンシー」が議論されている． 
「キー・コンピテンシー」(ライチェン・サルガニク 2006)では，以下の 3 つの広域カテゴリ

ーが示されている．(1) 相互作用的に道具を用いる．(2) 異質な集団で交流する．(3) 自律的に活
動する．ここで，道具とはコミュニケーションのための道具であり，他者との関係をもちながら，

それぞれが活動することが求められている．さらに，これに求められるものとして「認知的で実

践的な技能，創造的な能力に加え，態度や動機付け，価値観と行った他の心理社会的な資源の動

員である」(ライチェン・サルガニク 2006, p.207) とされている．さらに，これの核心は「思慮
深さ」であり，「メタ認知的な技能(考えることを考える)，批判的なスタンスをとることや創造的
な能力の活用である」(ライチェン・サルガニク 2006, p.208) と述べられている． 
社会で求められる能力と考えられることから，大学教育に関連して，「学士力」，employability(就
職可能性)，「社会人基礎力」，「人間力」などとも呼ばれるが，既に PIACC では成人のスキルと
して位置づけられている．このため，大学教育の達成度評価の観点としても考えられるようにな

り，「学士力」の一つとして大学卒業時に獲得されていることが望ましいとされている．既に日本

国内でも商用のテストによって学生の達成度評価に用いている大学もある．また，大学での教養

教育課程で獲得される能力の 1 つ(愛知教育大 2012)とされることもある．さらに，これからの
教員に求められる資質能力として挙げられる「総合的な人間力(豊かな人間性や社会性，コミュニ
ケーション力，同僚とチームで対応する力，地域や社会の多様な組織などと連携・協働できる力)」
(中央教育審議会 2012)にも含まれる能力であると考えられる． 
初・中等教育で推進された「生きる力」は，その趣旨からこのジェネリック・スキルの育成を

目指したと考えられる． 
 
参考文献 
清水禎文（2012）ジェネリック・スキル論の展開とその政策的背景. 東北大学大学院教育学研究

科研究年報, 61(1): 275-287 
国際成人力研究会（2012）成人力とは何か. 明石書店, 東京 
ライチェン, サルガニク（2006）キー・コンピテンシー. 明石書店, 東京 
愛知教育大学教育創造開発機構（2012）授業が育む学びの基礎力 
中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会（2012）教職生活の全体を通じた教員の資質能力の

総合的な向上方策について 
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Column 4 
 

ｅポートフォリオ 
 

e ポートフォリオ（デジタルポートフォリオとも表記される）は二つの意味で教員養成や教員
研修に重要な意味を有している．本書のキーワード解説にある通り，ポートフォリオは，「個人の

学習や経験に関する情報や成果物を集めることで，学習者がリフレクション時に参照したり，再

構成して他者と共有することで相互啓発を行うものである」．そのため，教員にとっては，①自己

の成長のために活用するツールであるのと同時に，②児童生徒がポートフォリオを活用して成長

する過程を指導するためのツールでもある． 
ポートフォリオをデジタル化した e ポートフォリオは次の特徴を有する．①マルチメディアに

より多様な形態の学習成果物を扱うことができ，②サーバやクラウドによって多人数の長期にわ

たるポートフォリオの蓄積・検索が可能となり，③ネットワークを介して他者や指導者との共有

や交換による相互作用が期待できる． 
日本では，教員養成での活用以前から初等中等教育で児童生徒の学習活動と評価のために e ポ
ートフォリオが活用されてきた．一方，教員のための e ポートフォリオはデジタルティーチング
ポートフォリオ（KILBANE and MILMAN 2004）として 2000年代に入ったころから活用され
始め，2010年ころからは教員養成系学部の必須科目である教職実践演習における履修カルテとし
ての活用や教職大学院における組織的なオンライン指導のための活用などが見られる． 

2001年からいち早く教職 eポートフォリオに取り組み始めた信州大学教育学部では，教職実践
演習の対象となる学生の入学に合わせて e ポートフォリオを一新した．①スタンダードに基づく
自己評価，②学生間相互評価と指導者評価，③エビデンスの提示を基本機能とするシステムが開

発・運用され，入学時から卒業時まで 4 年間にわたって活用することにより，学び続ける力を有
する学生を育てる試みが継続されている． 
 
参考文献 
東原義訓（2013）eポートフォリオの活用で教員養成の質を高める. SYNAPSE, 2013年7月号:5-11 
KILBANE, C. and MILMAN, N. (2004) The Digital Teaching Portfolio Workbook: 

Understanding the Digital Teaching Portfolio Process. Pearson/Allyn and Bacon, Boston, 
MA 

森本康彦（2013）東京学芸大学における eポートフォリオ構想－教員養成のための eポートフォ
リオ活用・普及の現状と課題－. SYNAPSE 2013年 7月号, 16-19 

永田智子・森山潤・森広浩一郎・掛川淳一（2009）教職大学院用 eポートフォリオ・システムの
開発と試行. 日本教育工学会論文誌, 33(Suppl.):65-68 

小川賀代・小村道昭（編）（2012）大学力を高める e ポートフォリオ：エビデンスに基づく教育
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小柳和喜雄（2010）電子ポートフォリオを用いた教員による組織的な指導のためのリーフレット
の開発. JSET-10(5), 37-44 

鈴木真理子・永田智子編著（2007）明日の教師を育てる：インターネットを活用した新しい教員
養成. ナカニシヤ出版, 京都 

谷塚光典（2013）信州大学における eポートフォリオの運用と工夫－自己評価と相互評価による
「目指す教師像」の構築を目指して－. SYNAPSE 2013年 7月号, 12-15 

余田義彦（編）（2001）生きる力を育てるデジタルポートフォリオ学習と評価. 高陵社書店, 東京 
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３．環境設定アプローチに基づく実践事例 

 

 
本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育のうち，「環境設定アプローチ」に位置づく実践

事例を取り上げる．第 2 章で述べられているように，環境設定アプローチとは，「教員志望学生や

現職教員がその能力・資質を高めるために，それを可能にする『学習環境』を彼らに提供しよう

とするアプローチ」である．学習環境の提供とは，より具体的には，教員志望学生や現職教員の

学びに資するツールやプログラムの開発のことを指す． 

 そこで，本章では，環境設定アプローチに基づく教師教育の事例として，①教員志望学生の ICT

活用指導力を高めるためのプログラム，②若手教師支援に取り組むメンターの育成を目指したプ

ログラム，③リーダー教師を対象とした教材の開発を取り上げたい．そして，これらの実践事例

をもとに，教員志望学生や現職教員の能力・資質の向上に資する学習環境のデザインについて検

討する． 

 
3.1 教員志望学生の ICT 活用指導力を高めるためのプログラムの試行 

 
 高知大学教育学部附属教育実践総合センターでは，2012 年度より「教員養成基礎講座」（2013

年度より，「教員養成実践講座」に改称した）と呼ばれるプログラムのもと，教員志望学生の学び

を充実させる取り組みを試みている．それは，教職に対する意識を明確化するとともに，教員志

望学生の実践的指導力の向上を高めることを目的としたものであり，学部における授業や実習に

加えて提供されている学びの場である．2012 年度には，1 学期に 5 回，2 学期に 5 回と，計 10

回にわたる講座が開かれた（詳細については，横山ほか 2013 を参照のこと）．以下で取り上げる

のは，2012 年度の 2 学期に開かれた講座のうち，第 3 回と第 4 回に関するものであり，テーマは，

「ICT を活用した授業づくり（1）－ICT 機器の基本的な操作を学ぼう－」（第 3 回），「ICT を活

用した授業づくり（2）－ICT を活用した授業を参観しよう－」（第 4 回）であった． 

 教員の ICT 活用指導力の向上に関しては，「教育の情報化ビジョン」（2011 年 4 月）において，

21 世紀を生きる子どもたちに求められる力を育成するために，教育の情報化を推進するとともに，

教員がその役割を十分に果たす必要性が示されている．さらに，こうした状況をふまえ，教員養

成段階では，教員養成学部（附属学校を含む）をはじめとする教職課程等において，教員を目指

す学生が情報端末・デジタル機器やソフトウェアに触れる機会の充実を図る必要性が挙げられて

いる．例えば，教職科目のひとつである「教育の方法・技術」では，「情報機器及び教材の活用を

含む」こととされており，該当する内容について扱われている．以下で示すプログラムは，授業

等に加えて，上記で示されている「教員を目指す学生が情報端末・デジタル機器やソフトウェア
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写真 3-2 実物投影機の活用を 
議論する参加学生 

に触れる機会の充実」をさらに実現させることを目指すものである． 

今回取り上げる教員養成基礎講座（2012 年度）の第 3 回および第 4 回の目標として，①ICT は，

教師のはたらきを助ける道具のひとつであることを理解する，②ICT は，子どもの学びを促す道

具のひとつであることを理解する，③上記①，②の具体的なイメージとして，実物投影機の機能

と効果（例えば，大きく映すとわかりやすい）を実感する，④上記①，②の具体的なイメージと

して，電子黒板，デジタル教材の機能と効果を実感するという 4 点を定めた．以下，各回の具体

的な内容を紹介したい． 

まず，第 3 回「ICT を活用した授業づくり（1）－ICT 機器

の基本的な操作を学ぼう－」の冒頭では，「教育メディア」の

定義を示すとともに，「教育の情報化」が目指すものについて

筆者が概説した．それに引き続き，学校現場において普及しつ

つある代表的な ICT 機器やそこで活用されるものとして，①

実物投影機，②電子黒板，③デジタル教科書，④デジタルコン

テンツ（NHK 学校放送番組，クリップ映像）を取り上げ，そ

れらに直接触れ，その効果や求められる工夫について受講生相

互に考える演習の時間を設けた．演習では，より現実的な ICT

活用について体感してもらうとともに，ICT 機器が，教室に常

設されていることの意義，つまり，環境整備の必要性について

気づいてもらうことを意図して，参加学生自身が，実物投影機

等をセッティングするところから始めた（写真 3-1）．その後，

教科書の図表，分度器，定規などを大きく映し，その効果を実

感してもらった． 

そこから，徐々に，実物投影機を用いて大きく映すことに関

する教育効果とそれを実現するための授業構成や教師のはた

らきかけに関する参加学生同士の意見交換へと展開していった（写真 3-2）．具体的には，「分度

器の使い方」や「平行な線の引き方」について，手元を見せながら，教師がいかに説明すれば，

子ども達にうまく伝わるのか，意見を出し合っている様子が見られた．講座終了後には，「手元が

よく映る分，教師がどのような説明をするのか，その点を吟味しながら，実物投影機の活用方法

を考えてみたい」という感想が聞かれた． 

第 3 回の内容をふまえ，第 4 回では，近隣の小学校のご協力により，ICT を活用した授業を参

観する機会を得た．第 4 回の講座のテーマは，「ICT を活用した授業づくり（2）－ICT を活用し

た授業を参観しよう－」である．まず，同校の教師から，ICT 活用について，「なぜ使うのか」，

「何を見せるのか」，「いつ使うのか」，「誰が使うのか」，「どのように使うのか」，「どこで使うの

か」という 6 つの観点にもとづいて，解説が行われた後，第 2 学年・国語「おばあちゃんに聞い

たよ」，第 5 学年・算数「図形の角」および理科「電磁石の性質」，第 6 学年・道徳「マラソン大

写真 3-1 
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会」の 4 つの授業が公開された．例えば，第 5 学年・算数「図

形の形」では，デジタル教科書の活用や電子黒板による情報

の共有化，第 6 学年・道徳「マラソン大会」では，電子黒板

を用いた資料の提示のほか，児童の意見の視覚化や共有化の

場面が見られた（写真 3-3）．授業参観後には，「教育 ICT の

活用と授業づくり」と題して，授業者等によるパネルディス

カッションが行われ，その中で，参加学生から，「電子黒板と

黒板はどのように使い分けるのか」といった質問が出された．  

本プログラムは，教員志望学生自身が，ICT 機器を操作す

る機会と，モデルとなり得る実践を参観する機会を設けることで，ICT を活用した授業に関する

イメージをより明確化することを目指したものであった．その一方で，2 回連続の講座として試

行的な取り組みであり，より体系的なプログラムへと発展させていく必要がある．また，現在，

本学教育学部のいくつかの教室には，電子黒板等が設置されているが，教員志望学生が日常的に

それらにふれることができる機会は限られている．いくつかの大学では，模擬授業教室等を整備

し，教員志望学生が実際の教室に近い状況において，模擬授業等を行うことができる環境が設け

られている．今後，ここで取り上げたプログラムを継続的に展開していくとともに，教員志望学

生の ICT 活用指導力向上を実現させるために，日常的に機器にふれ，その授業での活用を試行錯

誤することを可能とする学習環境をより充実させていくことが求められよう． 

 
3.2 若手教師支援に取り組むメンターの育成を目指したプログラムの開発（1） 

 
 近年，熟練教師の大量退職に伴い，若手教師が急増している．こうした状況下において，若手

教師支援を充実させるために，いくつかの地域では，「メンタリング」の考え方にもとづく取り組

みが展開されている．例えば，大阪市では，市内すべての小中学校に，「メンター」を配置すると

ともに，大阪市教育センター主導のもと，メンターのための研修プログラムたる「メンター研修

会」を実施している．2012 年度より始まったメンター研修会は，年間 2 回にわたり行われており，

若手教師育成のための支援方法や実践事例を各校のメンターが学ぶとともに，日々の実践を交流

する機会となっている．「良い教師が必ずしも良いメンターであるとは限らない」と言われつつも，

メンターの力量形成やメンタリングの充実にむけたプログラムやツールの開発は，小柳（2009a, 

2009b, 2011）や脇本（2010）等に限られており，わが国においては，いまだ途上にあると言わ

ざるを得ない．そうした中で，メンターとして求められる資質能力の向上を実現することを意図

した研修会を実施している同センターの取り組みは，先進的であると言える． 

 2014 年度で 3 年目を迎えた「メンター研修会」は，毎年，内容をリニューアルしながら，展開

されている．例えば，2012 年度の研修会では，「相談にやってきたメンティー（若手教師）に対

する具体的な声かけ」をロールプレイングで実演する内容が含まれていた．また，2013 年度の研

写真 3-3 参加学生が参観した 
ICTを活用した授業 
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修会では，各校における取り組みを交流するとともに，「成果

があった取り組み」，「あまり成果がなかった取り組み」，「実践

していきたい取り組み」について整理し，さらなる実践にむけ

た見通しをもつためのグループワークの時間が設けられてい

た（写真 3-4）．いずれも，メンターとしての役割や具体的な

アクションについて考え，今後にむけた見通しをもつことが目

指されている．  

 若手教師支援の必要については，広く認識されているもの

の，メンターとはどのような役割を果たすものなのか，また，

学校においていかに位置づけていくのか，といった点につい

ては，共通理解を構築していく途上にあると言える．また，

各校の規模，そこでの教員の年齢構成などによって，メンタ

ーの位置づけは多様である．それゆえ，各校における取り組

みのレパートリーを広く交流，共有する機会を組み込んだ研

修プログラムは，参加者からも好評を得ている． 

 また，2014 年 6 月に開催されたメンター研修会では，それにむけて大阪市教育センターにおい

て作成された「メンタリングチェックリスト」が配布され，その活用方法を中心に研修内容が組

まれた．そのほかにも，これまでより作成，活用されてきた「教師力キャリアアップシート」や

「授業力向上アドバイスシート」といった，若手教師の力量形成を充実させるためのツールの紹

介や活用の促進にむけた内容も，研修に組み込まれており，同センターでは，ツールの開発とそ

の活用を促す研修との連動を図っていると言える（写真 3-5）．このように，市内小中学校におけ

るメンタリングを充実させるために活用可能なチェックリスト等のツールを開発するとともに，

その活用を促す内容を組み込むことで，研修の場のみならず，メンターの日常的な問題解決を支

援しようとする同センターの取り組みは，まさに，メンターにとって，実践の改善と結びついた

学習環境の提供であると言える．  

 さらに，こうした若手教師支援の取り組みについて，2013 年度の「大阪市教育センターフォー

ラム」では，市内外にむけて広く発信されるなど，普及・定着を促す活動も展開されている（2014

年度も同様）．このように，メンターが活用可能なツールの開発，その活用の促進を意図した研修

プログラムの実施，さらには，各校で展開されている実践の発信と普及を目指した機会の提供と，

メンタリングの考えにもとづく若手教師支援の充実にむけたしかけが幾重にも組み込まれている

点も注目に値する． 

 
3.3 リーダー教師を対象とした自学自習用教材の開発 

 
 ここまで，教員志望学生や現職教員にとっての学びの場，つまり，学習環境を提供しようとす

写真 3-5 メンタリングチェック 
     リスト等のツール 

写真 3-4 メンター研修会の様子 
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写真3-6 学校研究推進に関する

自学自習用教材 

る実践事例について，講座，研修プログラムの開発を中心に取り上げてきた．しかしながら，教

師にとっての学びの場は，それらには限定されない．以下では，現職教師，その中でも，とりわ

け，校内研修の企画・運営や若手教師支援において中心的役割を担うリーダー教師が自学自習す

るための環境の提供，すなわち，自学自習用教材の開発について紹介したい． 

 
3.3.1 学校研究を推進するリーダー教師を対象とした自学自習用教材の開発 

 近年，ワークショップ型授業研究会の意義が

広く共通理解され，その実践が展開されている．

それは同時に，それらの企画・運営を中心的に

担うリーダー教師の育成にむけた取り組みの

必要性を意味している．木原（2009）が指摘

しているように，授業研究の工夫改善は，それ

単独のものとして展開されるというよりは，

「学校における実践研究（以下，学校研究）」

の企画・運営上の様々な営みに支えられている．

さらに，木原（2009）は，「学校研究の企画・

運営モデル」を図 3-1 のように示しており，そ

れらの下部等に位置づく「装置」と授業研究の連動が，学校研究の一環としてのわが国の授業研

究の特色かつ独自性であると述べている． 

こうした点をふまえ，授業研究を含む学校研究の企画・運営について学ぶ教材として，『学校に

おける実践を充実させるために―その企画・運営上の工夫を学びハンドブック』（木原 2010）が

開発されている（写真 3-6）．同書は，「本テキストの使い方」，「1． 学校研究の基本的な考え方」，

「2． 学校研究の実践動向」，「3． 研究テーマの作成」，「4． 研究組織の構築と運営」，「5． 研

究計画の策定」，「6． 授業研究の企画・運営」，「7． 若い教師への配慮」，「8． 研究発表会の開

催」，「9． 研究紀要の作成」,「10． 講師の活用」，「11． 後進の育成」，「12． 研究主任の学び」，

「おわりに―さらなる学習のための活動」という内容で構成さ

れている．同書では，第 1 章および第 2 章が理論編，第 3 章

から第 12 章は実践編として位置づけられている． 

理論編では，学校研究の基本的な枠組みや今日的な動向が示

されている．例えば，学校研究の意義や実践的リーダーが果た

す役割が整理されているほか，全国の数十校における学校研究

の取り組みをもとに，研究テーマの策定，研究組織の構築と運

営等において，どのような傾向がみられるのか整理された結果

が示され，解説がなされている． 

実践編では，「研究推進リーダーが悩む問題」が各章におい

図 3-1 学校研究の企画・運営モデル 

（木原 2009, p.130） 
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て扱われている．具体的には，学校研究推進上の諸問題に対するポイントが示された後，それに

関する初級・中級・上級の問題とそれに関する解答・解説がまとめられている．ここで言う初級・

中級・上級問題は，以下のような学校研究の状態を想定して，設定されている． 

 
初級問題･･･多くの学校が達成すべき状態（１年間に授業研究会が量的に確保されている状態） 

中級問題･･･授業研究を連続・発展させるための仕組み（研究紀要の作成，研究発表会の開催等）

が整備されている学校の状態 

上級問題･･･中級の状態が年度をまたいで継続・発展している学校の状態 

 
つまり，読者は，自校の学校研究の状態に応じて，問題を選択することが可能であるとともに，

より上のレベルの問題に取り組むことで，現状を発展させるための知見を得ることができる．以

下，ハンドブックにおさめられている問題のひとつを紹介したい．これは，授業研究の企画・運

営に関する初級問題である． 

下記のような背景が示された後，「学級数が 32 である A 小学校において，１年間に開催する，

全体での授業研究会の回数はどのくらいが適当でしょうか．学校の実態に即して，次の選択肢か

ら解答を選んでください．」という問いが示される．選択肢は，「（1）1 回 （2）3 回 （3）6 回 （4）

32 回」の 4 つであり，この場合の正答は，「（3）6 回」となる．さらに，なぜ，「（3）6 回」が正

答となるのか，研究組織や全教師による研究授業を実現するという観点から解説がなされている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 つまり，研究推進リーダーが，各問題に解答するとともに，各問題に対する正答例や解説を読

むことで，学校研究の企画・運営上の工夫についての理解を深めていくことが目指されている．

加えて，各トピックに関連するコラムも収められており，同書を手にしたリーダー教師が，学校

A 小学校は，人口 50 万の地方中核都市に位置する大規模校です.全ての学年が 5 学級で，特別支援学級 2 学

級を含めると合計 32 学級になります. 

本年度から A 小学校は，市の研究指定校になりました.4 月当初に研究主任の B 教諭は，学校長から次のよ

うな相談を受けました.「これまで授業研究に積極的に参加していない教師がいた.研究授業をするのはいつも若

い教師になっている.これでは，ベテラン教師の実践知がうまく継承されない.さらに，学校現場は多忙化してお

り，授業研究を行う時間も減少している.そこで，今回の研究指定をきっかけに，実践研究を活性化するための

授業研究会の企画と運営をお願いしたい」.つまり，学校長は，教師の若返りによる授業力の低下を危惧し，同

時に，授業研究を若手に任せ，積極的に参加していない教師がいることを問題視しているようでした. 

早速，B 教諭は研究推進委員会を組織し，授業研究会の企画に取りかかりました.研究推進委員からは，「全

員が研究授業を行うために授業研究の回数を増やすべきだ.」という意見や「忙しいので授業研究会を少なくし

てじっくりと取り組みたい.」という意見が出されました.そこで，1 年間で行う「全員が同じ授業を見学する研

究授業の回数」について検討することにしました. 

（『学校における実践を充実させるために―その企画・運営上の工夫を学びハンドブック』「6. 授業研究企画・運営」初級問題） 
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図 3-2 メンタリング機能の類型化 

（島田 2013, p.49） 

研究の企画・運営上の工夫に関するヒントを学ぶための機会を提供している．こうした学校研究

の企画・運営に関する事例や解説がおさめられている書籍は，少なくない．しかしながら，実際

に「ある状況」が示され，それに対してどのように意思決定あるいは問題解決するのかを問う自

学自習用教材は，他には見当たらず，特徴的である． 

 なお，このハンドブックは，大学研究者が監修者をつとめるとともに，大学研究者と実践者が

共同して検討を重ね，開発された．また，そのプロセスにおいては，監修者が中心となり，中間

評価の収集およびそれにもとづく改訂作業が行われた．具体的には，学校研究の企画・運営に関

わっている教育関係者に対して，各章の内容および形式に関する「良い点」と「改善点」につい

て，さらには，全体の統一性等についてのコメントを呈してもらった．また，その際には，上述

した初級・中級・上級問題のレベルや設定についての妥当性も検討してもらった．中間評価では，

「実践リーダー自学自習用テキストとしてレベル別に問題を解いていくところが，今までにない

新しい試みでおもしろい．手引きを読むだけよりも，問題を解くという段階が入ることで，じっ

くりと自校の取り組みを振り返ることができる．」，「学校研究の意義から始まり，後進の育成，研

究主任としての学びにいたるまで必要とされる項目がすべて網羅されていて読み応えがある．」と

いった評価が示されており，本ハンドブックの特徴が肯定的に捉えられている． 

 
3.3.2 若手教師支援に取り組むメンターを対象とした自学自習用教材 

すでに述べたように，近年，若手教師支援の必要

性がこれまで以上に高まっている．しかしながら，

我が国においては，それを担うリーダー教師の育成

については，ほとんど取り組みが行われていないと

言わざるを得ない．また，各教師が若手教師をいか

に支援しているのか，また，その際にどのような点

に留意しているのかといったことについて，ノウハ

ウや実践的知識が十分に環流されているとは言い

難い．とりわけ，若手教師支援は，インフォーマル

な文脈あるいは日常的な関わりの中に埋め込まれ

ていることが多く，その具体的な内容や方法が，共

有されにくい．その一方，メンタリングの考え方にもとづく若手教師支援を行う場合，メンター

が果たす役割は，図 3-2 に示しているように，多岐にわたっている．それゆえ，若手教師支援が

求められる現状やメンターの役割について理解するとともに，各教師による若手教師支援の具体

的な取り組みを知り，それをもとに，自らのアクションを点検あるいはデザインしていくための

機会やツールが求められている． 

こうした背景をふまえ，メンターを対象とした自学自習用の教材も開発されている．それは，

『ミドル・リーダーのためのメンタリング・ハンドブック―若手教師支援の充実を目指して』（島
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写真 3-7 
自学自習用教材 

田 2012）である（写真 3-7）．同書は，理論編，実践編，資料編

に分かれている．具体的には，「1． 若手教師支援が求められる

状況と実践動向」，「2． メンタリングとは」，「3． 初任者研修に

おけるメンタリングの事例」，「4． 学年主任によるメンタリング

の事例」，「5． 年齢の近い若手教師によるメンタリングの事例」，

「6． メンタリングにおいて特に配慮すべき場面と対応策」，「7． 

メンタリングに関する演習問題と解説（1）」，「8． メンタリング

に関する演習問題と解説（2）」，「9． メンタリング・チェックリ

ストと振り返りシート」から構成されている．理論編（第 1 章～

第 2 章）では，若手教師支援が求められる状況や実践動向，さら

に，メンタリングに関する基本的な考え方が解説されている．実

践編（第 3 章～第 8 章）では，メンタリングの事例，すなわち，メンターによる若手教師支援の

具体的な内容や方法について紹介されているほか，メンタリングにおいて特に配慮すべき場面や

対応策についての解説，さらに，メンターとしての意思決定を問う演習問題が呈されている．そ

して，資料編（第 9 章）では，メンタリングについて振り返り，さらなるアクションへとつなげ

ていくためのチェックリストやシートが収められている．  

以上のように，リーダー教師に意思決定を迫る演習問題が準備されている，あるいは，実践の

点検や改善を後押しするツール（チェックリスト等）が収められている点において，より実践的

な問題解決を志向した教材であると特徴づけられる． 

 なお，同書の開発も，先の取り組みと同様に，大学研究者の監修のもと，実践者との共同によ

って進められた．また，そのプロセスにおいては，若手教師支援に取り組む教師や教師教育を専

門とする大学研究者からの評価をうけた．その際，このハンドブックが，初任教師や若手教師の

力量形成を支援する立場にあるミドル・リーダー（初任者研修指導教員，研究主任，学年主任な

ど），管理職，教育委員会の方々等を主たる読者として想定していることを示した上で，「①読み

やすい文章となっているか」，「②メンタリングという考え方について，理解を深めることができ

る内容になっているか」，「③このハンドブックを手にとった読者が，初任，若手教師との関わり

について学びを深めることができる内容になっているか」，「④おおよそ多くの読者にとって，納

得のいく内容となっているか」という 4 つの観点について，それぞれ「良い点」と「修正等を要

する点・疑問点」を自由記述形式において評価情報を収集した． 

 その結果，理論編については，「メンタリングの基本的な考え方が理解できる」，「メンターとし

ての学びのパートは大切であるし，類書に見られない」といった肯定的な評価を得た一方，「その

あとに続く実践編，資料編の総論としての性格をより強めるべき」との評価もなされた．実践編

については，「（各章で扱われている）エピソードが代表的なものである」もしくは「リアリティ

がある」といった評価に加え，「設問についてより多様な形式があった方がよりよいのではないか」

といった点が指摘された．資料編は，「チェックリストがあるのがよい」，「チェックリストの活用
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手順，活用時期などの叙述は，よく練られている」という評価のほか，より多様な資料の収録を

求める意見も示され，これらの意見にもとづいて改訂が行われた． 

今後，本ハンドブックやこの中におさめられているチェッリストや振り返りのためのシートが

現実のメンタリングおよびそこでの問題解決に資するものとなっているか，継続的に点検，評価

することが求められる． 

 
3.4 環境設定アプローチに基づく教師教育に関するまとめと今後の展望 

 
 本章では，教員志望学生や現職教員の成長を促す学習環境の提供，すなわち，ツールやプログ

ラムの開発に関する実践事例を取り上げてきた．いずれにおいても，学習者自身が，何らかの問

題解決を試みる，あるいは，実践の改善へと結実させていくことができるしかけが組み込まれて

いる点が，教育工学的アプローチにもとづく学習環境デザインという観点から特徴的である． 

 さらに，教員志望学生，現職教員の学びを充実させる環境のデザインとしては，本章で扱った

講座，研修会や教材に加えて，インターネットの活用，e-Learning プログラム，さらには，Web

研修システムが開発，実践されており，より多様な学習環境がデザインされている（例えば，木

原 2007, 清水ほか 2010, 鈴木・永田 2007 など）． 

このような学習環境のデザインをより一層充実させるためには，対象者のニーズ等の分析・把

握，設計，実施，評価・改善というプロセスをシステマティックに展開していくことが必要とな

ろう． 

 

注 

（１）「メンタリング」の考え方にもとづく若手教師支援の取り組みは，若手教師と同僚が関わり

合いながら，若手教師の成長を促そうとするものであり，「対人関係アプローチ」として位置づけ

られる（第 10 章参照）．一方，本章では，「メンタリング」そのものではなく，それを担う「メン

ター」の育成に資するプログラムや教材の開発を彼らの資質・能力の向上を目指した学習環境の

デザインとして，「環境設定アプローチ」に位置づけている． 
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４．対人関係アプローチに基づく実践事例 
 

 

本章では，専門的な学習共同体のメンバーとしての教師が，自分の学校には所属しない外部の

人材との関係によって成長し，さらには学校組織として成長することを目指している学校を取り

上げ，その実践事例から次のような特徴を抽出した．  

外部人材の協力を得るための仕組みとして，プロジェクトに応募して，外部人材の協力の必要

性が理解されやすくなるような工夫が見られた．外部人材を活用する目的は一律ではなく，授業

を参観してもらい指導助言を受ける，新たな授業を創り出すために必要な情報，アイディア，資

料等を入手する，一般参加者として公開研究会に参加して振り返りのための質問をしてもらう，

発生する課題を学校と共に解決するために相談するなど，多岐にわたっていた．外部人材と学校

組織をうまくつなげる役割は，校長，副校長の管理職が果たしていた． 

 

4.1 対人関係アプローチによる教師教育 

 

本章では，筆者が 2009 年から 2014 年の６年間にわたってかかわってきた日野市立平山小学校

での共同実践研究の過程で得られた情報と経験に基づき，当該校が外部人材との関係によりどの

ように実践研究を展開してきたのか取り上げて，対人関係アプローチによる教師教育について考

察する．ここで紹介する事例はモデルや一般的なものとは言えないが，対人関係アプローチの在

り方について考える機会になればと思う． 

 

4.1.1 本章で明らかにしたいこと 

本章では，学校組織がどのような外部人材に何を求め，どのような場面で，どのような関わり

方が見られるのか，外部人材を活用するための工夫や仕掛け，校内の教師が外部人材と関わる場

をどのように設定しているのかを事例から明らかにし，外部人材と関わる教師の感情面への配慮

など，学校が外部人材と関わるときの配慮事項についても触れたい． 

 

4.1.2 対人関係アプローチの事例を記述するための枠組み 

対人関係アプローチの事例を紹介するために，表 4-1 の外部人材活用の枠組みを用いる．表 4-1

は，本章で事例を紹介するための枠組みとして，筆者の経験に基づいて作成したものである．そ

のおよその手順は次の通りである． 

①当該校と筆者または他の外部人材とが６年間に共同して実施した典型的な事項を列挙した． 

②各実施事項を描写するために必要となる共通する要素に注目しながら，５つの項目からなる枠 
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表 4-1 外部人材活用の枠組み 

項目 内容 

解決すべき課題 
学校が抱える解決したい課題はどのようなものか．それまでに学校独

自ではどのような努力をしたのか． 

外部人材活用の 
目的 

どのような【対象領域】について，どのような【求めるもの】支援を

期待しているのか． 

【対象領域】 
教科内容，指導方法，研究推進など 

【求めるもの】 
・知識：教科内容，指導方法，理論，研究の進め方，事例など 
・技術：技術的支援・指導，ICT 環境構築，データ解析など 
・企画：アイディア，構想，計画書作成，予算獲得など 
・開発：教材，授業，指導方法，カリキュラムなど 
・記録：観察記録，写真撮影，ビデオ撮影 
・評価：計画段階，実施段階など 
・公表：広報，発表会，研究発表，論文，書籍など 
・総合的なアドバイス 
・随時の相談相手 
・外部人材の紹介・コーディネート 

外部人材の属性 
外部人材がどのような能力・経験を有する，どのような立場の人材か． 
・専門，所属，委員等，移動距離など 

関係の持ち方 

外部人材と学校とが，どのような位置づけで関係を持つのか． 
・立場：委員，有識者，指導者，講演者，ゲストティーチャー 
・機会：校内研究会・研修会，委員会，学年会，校長との対談 
・校内対応者：校長，副校長，研究主幹，学年主任，学年担任，個人 
・手段：対面，TV 会議，資料・メール，SNS 

外部人材活用の 
ための仕掛け 

・関係を持つための仕掛けは何か． 
・外部人材を受け入れられる状況を校内にどのように作り出したのか．

（ビジョン，ムード，チャレンジ） 
・外部人材からのプレッシャーにどのように対処するのか． 
（それを可能とするレジリエンスとは） 
・各教師が満足感を得られる仕組みはどのようなものか． 
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組み（解決すべき課題，外部人材活用の目的，外部人材の属性，関係の持ち方，外部人材活用の

ための仕掛け）を考案した． 

③各項目の値としての候補を①で列挙した事例から拾い，内容欄に記載した． 

 このようにして，表 4-1 は作成されたものであり，他の研究等を参考に作成したものではなく，

また，他の研究成果とも比較検討は行っていない未熟なものである．しかし，本章で取り上げる

事例を記述するためには有効な枠組みと考えている． 

次節より，当該校における外部人材の活用の事例から，表 4-1 の要素を多く含む二つの事例を

取り上げ，表 4-1 の枠組みにそって該当する項目がある場合にその項目について記述する． 

 

4.2 研究開発学校としての外部人材の活用【事例１】 

 

 当該校は 2013 年度から４年間の計画で，次に示す通り，文部科学省の研究開発学校の指定を

受けている．  

本プロジェクトは，防災教育の教科化を目指したカリキュラム開発である．まず，本プロジェ

クトでは，カリキュラム開発に必要となる基礎知識を得ることが課題である．必要とされる知識

は，カリキュラム開発に関する知識，災害に関連する基礎知識，災害に関する知識，減災・防災

に関する知識などである．また，必要な教材の作成，入手が課題である．さらには，カリキュラ

研究開発課題  

 防災を中心とした安全教育に関連する指導内容を統合・追加・再編成して，未来へ生き抜く

力の基盤となる基礎的・基本的な知識・技能を定着させるとともに，主体的・協働的・創造的

に行動する態度を育成するための学び方の変革を図り，新たな教科等の枠組を構築する研究開

発． 

研究の概要  

 未来を生き抜く子どもたちに必要な力をつけるために，国の調査研究や有識者会議のとりま

とめ，学校安全の推進に関する計画などから明らかになった課題，さらに１年次の「トライタ

イム」を中心とした防災教育の実践をもとに，「生きぬく科」（週１～３時間）を新設する．こ

の新教科で，災害安全について系統的・体系的に学ぶとともに，すべての教科・領域において

も防災と関連づけて学びを進める． 

 また，この新教科を中心として，全教科・領域で，従来の一斉指導的な授業から協働型・双

方向型の授業革新を行い，生き抜く力を育成するための新たな学びを提言する． 

 さらに，生き抜く力を育成していくための新たな学びの達成度を評価する方法を確立させる．

具体的には，基礎的な知識を測るペーパーテストと，技能や行動の変容を測るルーブリック，

コンピュータを活用した状況設定問題の回答により評価を行う． 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/02_resch/0203_tbl/1339767.htm より） 
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ム開発という大きなプロジェクトの管理が課題である．このように，本プロジェクトは校内の人

材だけでは荷が重すぎる．そのために，多様な外部人材の協力が必要とされた． 

 そこで，本節では，外部人材の活用について，①防災に関連する専門的知識と教材・素材の提

供およびカリキュラム開発，②カリキュラム開発手法の提供と共同開発の観点から整理を試みる． 

 

4.2.1 防災に関連する専門的知識と教材・素材の提供およびカリキュラム開発 

（１）外部人材活用の目的 

防災に関連する知識は次表のように，災害を理解するために必要な基礎知識，災害知識，防災

知識に分類され，これらについての専門的知識の提供，防災に関連する教材，素材の提供，教材

の共同開発が外部人材に期待された．とくに，児童に知っていてもらいたい知識をリストアップ

する作業を共同で実施することが期待された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部人材の属性 

教科の内容としては，地震，火山噴火，積乱雲，大雨，台風，竜巻，自然環境，救急法，避難

生活が計画されたため，大学の地震研究所，気象庁，国土交通省，日本赤十字社の専門家に協力

が依頼された． 

（３）関係の持ち方 

 外部人材は，研究開発学校に設置された運営指導委員として委嘱され，運営指導委員会に出席

するだけでなく，次のような連携が図られた． 

①授業参観，授業研究会に外部人材が参加 

外部人材は運営指導委員会の開催に先立って実施された研究授業を参観し，授業研究会に参加

し教師とともに授業に関する検討を行った．児童の実態を理解する機会となったと同時に，地震

学や気象学等の専門家としての観点からアドバイスが行われた． 

②運営指導委員会を教師が参観 

２年目からの運営指導委員会については，全教師が参観することとし，委員会で外部人材によ

り議論されている内容は教師にも共有された． 

基礎知識 
既存教科にある内容に加えて必要な知識 

震源地，震度，断層 等 

災害知識 
地割れ，土砂崩れ，液状化現象 津波 等（自然現象） 

停電，断水，交通網の遮断 等（被害）  

防災知識 

（防ぐ・生き抜く） 

減災・防災のための判断・行動に直接役立つ知識 

スキルに関する知識 

防ぐための知識・生きぬくための知識 

「おちてこない」「たおれてこない」「とんでこない」場所 等 
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③外部人材による校内研修会での講演 

 夏休みに実施された校内研修会で，気象と河川に関する基礎知識，災害知識，防災知識につい

て外部人材が情報提供し，カリキュラムに含めるべき内容について教師とともに検討した． 

④外部人材による教材・資料の提供 

 外部人材は所属する機関で制作された啓発用 DVD 教材を学校に提供し，学校はビデオをカス

タマイズする許諾を得て，DVD からインタラクティブなデジタル教材の制作を行った． 

⑤外部人材の研究室への訪問研修 

 夏休みを利用して，外部人材が所属する地震研究所を研究推進委員会の教師数人で訪問し，カ

リキュラムに含める内容の絞り込みについての相談を行った． 

⑥外部人材が紹介するセミナーへの教師の参加 

 外部人材に関連する学会が主催するワークショップに教師が参加し，そこで紹介された教材と

指導方法を参考に，授業を実施した． 

 このように，学校は，外部人材には委員として運営委員会において学校が用意した資料につい

て検討してもらうだけでなく，授業参観と授業研究会を通して児童の実態を外部人材に知っても

らう努力をしたり，セミナーや訪問研修を通してカリキュラムについての個別の相談にのっても

らったり，教材開発を支援してもらったりしている． 

一方，外部人材には，昨今の自然災害の発生を背景に，防災について広く啓発したいという期

待があり，絶好の機会ととらえられていることから，有意義な関係が成立している． 

（４）外部人材活用のための仕掛け 

 一般的な運営指導委員の役割を超えて，研究推進委員会のメンバーの相談に応じたり，校内研

修会の講師を務めたりなど，外部人材と教師集団が柔軟な関係が持てる雰囲気は校長が作りだし

ている．防災教育の明確なビジョンを掲げて，その推進のためなら様々なチャレンジを奨励する

といった校内のムードが外部人材と意義ある関わりを持てるための仕掛けとして機能していると

考えられる．授業研究会で外部人材からの指摘事項を受け入れるだけでなく，児童の実態や教師

の意図を明確に回答する場面を設けることにより，教師が委縮しないように配慮されている． 

 

4.2.2 カリキュラム開発手法の提供と共同開発 

（１）外部人材活用の目的 

外部人材には，カリキュラム開発，評価観点・評価手法の開発などのアドバイスをすること，

また，カリキュラム開発の具体的方法を研究推進委員会に手ほどきすること，校内研究会にて教

師にカリキュラム開発，評価方法について直接指導をすることが期待された． 

（２）外部人材の属性 

 防災教育，カリキュラム開発，評価，教科教育，ICT 活用などを専門とし，育成すべき資質・

能力，21 世紀型スキル，新たな学びなどに精通し，カリキュラム開発，教科書編集などの経験を

有する大学所属の研究者５名に協力が依頼された． 
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（３）関係の持ち方 

 外部人材は，研究開発学校に設置された運営指導委員として委嘱され，運営指導委員会に出席

するだけでなく，次のような連携が図られた． 

①研究推進委員会へのアドバイス 

 カリキュラムの開発は，研究開発学校としての加配枠の教師を中心とする研究推進委員会を核

に進められている．カリキュラム開発に関しては，外部人材は研究推進委員会へのアドバイスを

主に行った． 

②外部人材がかかわって研究推進委員会が考案した主な枠組み 

 外部人材のそれぞれの専門領域の観点からのアドバイスを参考に研究推進委員会が議論を重ね

て，防災教育の目標の枠組み等について，次に挙げるように定めた．この検討のため，外部人材

の所属する大学を訪問したり，外部人材が学校を訪れたり，資料を交換したりなど，進捗状況に

応じて多様な検討の方法がとられた．生活科の創設時の学習指導要領の検討や，高校の普通教科

情報の創設時の教科書の新規制作に携わった外部人材の経験がとくに参考とされた． 

・目標は，知識，能力，実践力の観点から定めること． 

・知識は，基礎知識，災害知識，防災知識，問題解決の知識から構成すること． 

・能力は，情報を収集する能力，知識を整理する能力，危険を予測する能力，根拠をもって判断

する能力，決断して実行する能力，協働して問題を解決する能力から構成すること． 

・実践力は，自然の恵みを大切にする，自分の命を大切にする，人を助ける，共に生きる，防災

に努める，安全な社会をつくるから構成すること． 

・目標を達成するために必要となる学習活動は，基礎スキルを練習する，企画する，調査する，

探検する，実験する，シミュレーションする，擬似体験する，製作する，交流する，伝える・広

めるから構成すること． 
 これらの枠組みを基礎に研究推進委員会が準備した各目標リストにしたがって，夏休みの校内

研究会において，発達段階を踏まえた学年ごとの年間計画が立案された．枠組みの解説は研究主

幹教諭が行い，外部人材も参加して必要な質問等に対応した． 

③評価方法に関するアドバイス 

 評価の方法がまだ確立されていない段階で，外部人材からアドバイスを受けたいという学校の

希望によって運営指導委員会の終了後にミーティングが開催された．授業を実施することに力が

注がれる一方で，授業による児童の変容についての記録がとれていないことが指摘され，学習成

果を記録し，蓄積することから取り組めば良いとのアドバイスにより，教師の迷いや不安が軽減

された．具体的には，子供の姿の変化を示せるように，自分の命を大切にしようと解釈できる発

言，行動の記録を残すこと，また，そのための場を設定することが指摘された．現実の実態に応

じた対応が外部人材の配慮によって行われている． 

④運営指導委員会でのアドバイス 

 その時点までの経過についての学校からの報告に対して，今後もその方向で進めて良いこと，
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残された課題の明確化と解決の糸口が外部人材の討議を通して示された． 

（４）外部人材活用のための仕掛け 

 教師が校内研究会で検討して作成した 1 時間ごとの授業計画案と年間計画案を提示することに

より，カリキュラム開発に関する問題点を外部人材に実感してもらい，共同して解決策を探る機

会を設けている．研究推進委員会での検討が進むにつれて，また，外部人材からのアドバイスに

よって，初期の計画が変更になることがあり，度重なる変更が教師に疑問や不安を抱かせる懸念

があるので，事前に変更がありえることを予告するなどの対策が講じられている． 

 

4.3 ICT 活用教育実践校としての外部人材の活用【事例２】 

 

 当該校は，2009 年度から４年間にわたってパナソニック教育財団の研究支援を受け，2010 年

度から５年間にわたって総務省の地域雇用創造 ICT 絆プロジェクト対象校であった．後者により

普通教室での一人一台のタブレット端末を活用した実践が可能となった．また，日野市からの受

託研究の一環による信州大学の支援を受けて，最新の機器と新規開発ソフトウェアを試行する実

践研究が継続されてきた． 

 本節では，ICT 活用教育における当該校の外部人材の活用について，次の３つの観点から整理

することにする． 

当該校を訪れている ICT 関連の外部人材は多様であるが，①その領域の第一人者が多く訪れて

いる点に特徴がある．たとえば，教育の情報化の牽引者である文部科学省関係者や大学の研究者，

インターネットを専門とする情報科学の第一人者などである．また，②公開研究会参加者として

の不特定多数の多様な外部人材，③市と大学の協定（受託研究）に基づく継続的な実践研究を支

援する外部人材である． 

 

4.3.1 第一人者としての外部人材の活用 

（１）外部人材活用の目的 

 教職員，児童が，その道の第一人者と同じ空間をともにできることよって起こる，気持ちの高

揚，意欲の向上，自己肯定感，満足感など，教育の情報化に挑戦している自分たちの感情面での

何等かの効果が期待された． 

 その道の第一人者による解説は，ビジョン，コンセプトをはじめ，内容が分かり易く，理解が

深まり，本質をつかみやすいこと，また，その枠組みの中で，自分たちの実践がどこに位置づく

のか，その意義づけが得られることが期待された．   

 また，当該校の努力と成果を第一人者に理解してもらえること，他に紹介してもらえることが，

教職員にとって自信となり，次への意欲と勇気を与えてくれることが期待された． 

（２）外部人材の属性 

 文部科学省関係者としては，教育の情報化の推進を担う文部科学副大臣，政務官，中央教育審
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議会会長，局長，審議官，課長等である．大学の研究者としては，日本教育工学協会長をはじめ

とする教育の情報化を推進している代表的な研究者で，そのほとんどは日本教育工学会の理事経

験者であり，また，文部科学省，総務省の教育の情報化に関連する各種委員会等の委員の経験者

である．2014 年度の場合，情報科学の第一人者は，「日本のインターネットの父」と称される人

物であった． 

（３）関係の持ち方 

 公開研究会での講演やパネルディスカッションの講師，校内研究会での指導者，授業見学会後

の質疑応答の参加者，ゲストティーチャーとして児童への直接の指導者など，外部人材とはそれ

ぞれに適した多様な関係が持たれた．対面で，教師全員参加であることも重視された． 

（４）外部人材活用のための仕掛け 

 第一人者を招聘するためには，ある程度大規模な研究会の開催が必要であり，プロジェクトの

集大成の発表の場として位置づけられた．また，1 回の大会の中で，複数人の第一人者によるリ

レー講演やパネルディスカッションなどが企画された． 

 いずれも，校長が教育の情報化に関係する委員等を務める文部科学省関係の会議等の機会に，

本人に招聘を依頼することから大会等の行事が企画された．また，一部は，関係者による当該校

の視察の場が活用された． 

 

4.3.2 公開研究会参加者としての外部人材の活用 

（１）外部人材活用の目的 

自分たちの実践を伝えようとする具体的な対象として外部人材を位置づけている．また，外部

人材が実践に対する質問を投げかけてくれる存在として期待されている． 

（２）外部人材の属性 

 公開研究会へ参加を希望した，学校・教育委員会関係者，教育の情報化に関心の高い企業関係

者，大学生・大学教員，議員，PTA など多岐にわたる． 

（３）関係の持ち方 

 公開研究会では，オリエンテーション，公開授業，全大会が外部人材の参加する場である． 

 オリエンテーションでは，公開する授業の概要を解説するビデオが外部人材を対象に上映され

る．このビデオの制作を通して，教師は当該学年の担当者として，授業のポイント，ICT 活用の

目的を分かり易く第三者に伝えると同時に，自分たち自身が授業のポイントを再認識する． 

 全大会では，会場からの立場の異なる多様な外部人材からの質問に対して，教師は質問の意図

をくみつつ，伝えたい自分たちの立場や考え方を伝える．質問に答えるのは研究主任等で役割分

担しているのではなく，クラス担任で回答できるものが順番に回答する方式がとられている． 

（４）外部人材活用のための仕掛け 

 見学者（外部人材）に伝えるという目的のもとに，教師は受け手を意識した授業紹介のビデオ

を制作している．見学者からの自由な質問に，誰かが臨機応変に回答する場を用意することによ
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って，自分たちの実践をメタ認知できる場としている．結果として，どのような質問に対しても，

いずれかの教師により，なんらかの対応ができるという学校組織の底力が見える仕組みになって

いる．また，この外部人材からの質問に答える場が学校組織を成長させる効果的なものになって

いる． 

 

4.3.3 継続的な実践研究を支援する外部人材の活用 

（１）外部人材活用の目的 

 外部人材には，教育の情報化に関する短・長期的なビジョンに基づく実践研究を日常的，継続

的に牽引することが期待されている．また，先導的なシステムを活用した新たな学びに挑戦する

チャンスをもたらすことが期待されている．さらには，日常的に生じる些細な問題から，プロジ

ェクトの新規企画や機種更新などの大きな問題に至るまで，必要なときに何でも相談できる存在

という安心感が期待されている． 

（２）外部人材の属性 

 市と受託研究の協定を結んでいる大学の教育工学を専門とする研究者である． 

（３）関係の持ち方 

 必要な時にはいつでも相談できるように，メール，SNS，電話，TV 会議システムなど目的に

応じた情報手段が使われている．また，随時，学校を訪れて情報交換や作業が実施できるような

体制がとられている． 

外部人材は，校長や副校長などの管理職との随時のよろず相談相手であり，感情的なサポート

にもなっている．教師にとっては ICT を活用した新たな指導方法の提案者である．また，教育委

員会の ICT 活用教育推進室と校内の ICT 環境整備を協力して進める技術者でもある． 

ICT 活用に関する全体像を把握しつつ，個別に発生する課題に対して，その解決を学校と共に

遂行する関係にあることが，継続的な外部人材の一番の特徴である． 

（４）外部人材活用のための仕掛け 

 市と大学が協定を結び，外部人材に業務を容易に依頼できる体制を整えている．また，学校が

応募したプロジェクトの有識者委員として位置づけている．一方，外部人材を代表者として獲得

した研究費による開発研究の試行の場として当該校は位置づけられている． 

 外部人材からの支援を受けられる一方で，外部人材が提示する理想は，学校としては，そのま

まは受け入れ難いことが多い．外部人材の言動に当惑する場合もある．そのような場合，方向を

一致させつつ教師に受け入れられるよう翻訳したり，変換したりなど，教師が理解でき，やる気

が起こるように様々な工夫が施されるが，それは管理職の力によるところが大きい．学校組織と

してのレジリエンスのあり方の一つかもしれない． 

（５）外部人材自身の意識 

継続的に当該校と関わってきた外部人材はどのような考えで取り組んできたのであろうか．そ

のポイントは次の通りである． 
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①当該校は，「チャレンジ」を基本コンセプトにしており，理念と具体案の両者に納得できれば新

たな試みに果敢に挑戦してくれる貴重な存在であるため，自分の研究の成果やアイディアを実証

する場として大変ありがたい環境である．そのため，受け入れられるように方針を丁寧に説明し

たり，授業の見本を実際に行って具体例を示したり，自分の考え方を修正しつつ取り組んできた． 

②外部人材に依頼してみたものの，結果として学校にとってかえって迷惑になるケースを管理職

は指摘しており，外部人材は「指導・助言」の言葉に惑わされず，謙虚に反省することを忘れて

はならないことを知った． 

 

4.4 まとめ 

 

 本章で紹介した当該校は，外部人材との関係によって教師や学校組織が成長することを目指し

た対人関係アプローチを取り入れている．その特徴は次のようなものであった． 

①継続して研究プロジェクトに応募し，プロジェクトの推進委員会や公開研究発表会をチャンス

ととらえて，外部人材を校内に呼び込み，教職員や児童との出会いの機会を設けている．プロジ

ェクトとしての位置づけがあることにより，外部人材に協力の必要性を理解してもらうことがで

き，また，校内の教職員が外部人材からの情報やアドバイスを受け入れる素地を創り出すことに

成功している． 

②外部人材を活用する目的は一律のものではなく，外部人材の有している特徴やどのような関わ

り方が可能であるかによって多様である． 

・授業を参観してもらい指導助言を受けるという形態よりも，新たな授業を創り出すために必要

な情報，アイディア，資料等を外部人材から入手し，それを参考としながら校内で検討していく

という形態が多くとられている． 

・公開研究会の一般の参加者をも外部人材として位置づけて有効に活用しており，参加者を意識

したプレゼンテーションや参加者とのやり取りの場を用意することによって，教師や学校組織の

成長の場としている． 

・継続的に実践研究を支援する外部人材が存在しており，ビジョンを共有し，全体像を把握しつ

つ個別に発生する課題に対して，その解決を学校と共に遂行している． 

③複数の専門領域の第一人者からの支援，期待，激励が，プロジェクトを推進していく管理職の

感情面での支えになっている． 

 

文献 
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５．フィールドアプローチに基づく実践事例 
 

 
本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育のうち，「フィールドアプローチ」に基づく教師

教育の実践事例を取り上げる．フィールドアプローチとは，「教育実習の量的・質的充実」を図る

上で，教師を目指す学生（教員免許取得を希望する学生）が，大学外（主として学校教育現場）

にて教育実践力向上を目的として活動することであるが，その力量形成を客観的に把握する手法

やフィールド活動の充実度を向上させるためのシステム開発等において，教育工学研究との接

点・関係性が強いといえる． 

特に，学生によるフィールド活動（学校教育現場での活動）は，体験的な意味合いが強く，活

動記録を振り返って意味づけしたり，そこでの力量形成の評価をおこなったり，そのプロセスを

把握することは非常に難しい．そこで，本章では３つの異なるフィールドで実施される具体的な

事例をもとに，その教員養成上の意義や効果について検討してみたい． 

 
5.1 フィールドアプローチに基づく教師教育とは 

 
第２章では，国内における教育実習の機会が限定的であることや，教育実習の期間も諸外国

（英・米）と比較して短いことが述べられている．各大学は，教育現場での経験不足を補うため

に，教育実習機会を増やしたり実習期間の延長等を検討してはいるが，学校を構成する要素はあ

まりに多く複雑であり，教師としての質保証を掲げるとすれば，教育実習の機会・期間の拡大に

際限が無くなるともいえる． 

そもそも，子供理解・子供とのコミュニケーションのとり方，基本的な授業スキル，授業以外

の学校行事の運営，職員間の関係性，学校を取り巻く環境や地域との連携など学ぶべき事象があ

まりに多い．これらを教育実習にすべて委ねることは不可能であることは明らかであり，学級経

営上の配慮や基本的な授業スキルの習得，教材研究（指導案作成を含む）の方法等，教員として

非常にベーシックな部分を学ぶことさえ不十分であるとさえいわれている．教育実習は，通常授

業実践ができることに主眼が置かれるが，実際の現場では，職員間の同僚性の把握や子供への対

応力，保護者への説明責任などが根底にないと，円滑な学級・学年運営にならない． 

但し，教員免許法上の単位取得の改訂等の裏づけがなければ，むやみに各学校に長期間の教育

実習負担を強いるような実習改革に向かうことは教育現場の理解が得られず，現状では困難であ

るといえよう．そこで，教育実習自体の質的転換を図ったり，教育実習をより充実したものとす

るために，その事前・事後に学校現場の経験を積むような新たな活動の設定に向かうことが現実

的ではないかと考えられる． 
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以上のような点を考慮して，次項では，大学と学校とのフィールドを区分した上でそれぞれの

フィールドで実施される代表的な実践事例について取り上げていきたい． 

  
5.2 「フィールド」の区分 

 

 

 
フィールドアプローチとしての「フィールド」は，地理的な条件から４地域に分類しておきた

い．まずは，「大学周辺地域」（附属学校をはじめ同一の行政地域内の範囲）は，スクールボラン

ティア活動をはじめ学内の演習・講義においても観察実習等を実施できる範囲となる．「近郊地」

は，学生による出前授業などアウトリーチ活動においても，概ね公共交通機関を用いて行動でき

る範囲とする．「遠隔地」は，公共交通機関による訪問が不便な地域，例えば一時限目の授業に間

に合うためには前泊を要するような遠方にある地域で，いわゆる国による「へき地等指定」にあ

たる学校等を指している．これらの３つの地域に加えて，学内も１つのフィールドとして加えて

おきたい．これは，学内フィールドに模擬教室のような場所を設け，学生が教育現場に出向くの

ではなくて，児童生徒らを学内に呼び込んで授業や交流をおこなう取り組みが想定されるためで

ある．  

 このように本論では，フィールド区分として「①学内・②大学周辺地域・③近郊地・④遠隔地」

の４つを設定しているが，これは，単に距離的・範囲的な区分にとどまらず，それぞれに異なる

活動の趣旨があると考えられる． 

「②大学周辺地域」は，公共交通機関による移動がスムーズにおこなえる範囲の地域で，例え

ば「午後からの演習場所（学校）」としても移動して間に合う程度の位置にある学校等を示してい

る．日常的に大学との連携活動がとりやすく，スクールボランティア活動など児童生徒らと関係

図 5-1 フィールド区分の例 
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を築いて活動できるフィールドである．もちろん，上記の③④のフィールドと同様の活動も実施

可能であるため，教員養成系の大学では最も活発に活動できる地域といえる． 

「③近郊地」は，学生による出前授業の行動範囲であり，例えば学校では実施しづらい理科実

験や特殊な楽器による音楽演奏などを請負って，実験道具や楽器を学内から各種学校へ移動して

活動を実施できる範囲といえる．最近では，学生による「情報モラル（SNS の正しい使い方）指

導」などを実施する大学もある．準備や手間がかかる理科実験や演奏活動及び，学生のほうが詳

しいともいえるネットの危険性の指導や情報機器活用を学生がおこなうことは，教育現場の教員

を支援することにつながることは確かである．また，各学生の得意分野を発揮し「成功体験」を

得ることで，その指導に自信を持つことができるため，双方に利益のある活動といえる． 

「④遠隔地」は，大学と同じ県内に位置しているが，概ね２～３時間の移動を要する地域を想

定している．大学とは遠く離れているために，その地域の人々は普段の生活で大学生と触れ合う

機会がない．そのために，学生はその地域に滞在（ホームステイを基本として公共宿泊施設等を

利用）し，その地域の一員となって，教育実習や学校支援活動をおこなうといった位置づけのフ

ィールドである． 

 
5.3 学生による地域貢献的活動 

 

5.3.1 「土曜学校（＝楽交
がっこう

）」の取り組み（実践事例①） 

（１）「土曜学校（＝楽交
がっこう

）」の概要 
 まずは，主として学内フィール

ドもしくは大学周辺のサテライ

トキャンパス等で実施される「ま

ちかど土曜楽交（以下，土曜楽交）」

を事例①として取り上げる．これ

は，2011 年に和歌山市・和歌山

大学地域連携推進協定に基づき

始まった事業である． 

大学内に学校（教室）を創設し，

学生による魅力的な授業を設定

することで，子供たちを招き入れ

るという「呼び込み型教育実習」

との位置づけである． 

学校の授業との差異を出すため，既存の教科書及び内容にとらわれずに，身近な生活や地域を

テーマにしたオリジナルの教材を使って学習を進め，子供達の興味・関心を引き出す学びを目指

している．小学校・中学校版があり，それぞれの校種ともに３学年同時進行となるため，学習内

写真 5-1 土曜学校の活動の様子 
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容を深めるというよりは，学び方を学ぶといった趣旨が強い．5 週間を 1 シーズンとして年間 4

シーズンの合計 20 日間おこなっているが，毎回 25 人程度の参加者がいる． 

（２）運営方法と実施対象 

 「土曜楽交」の運営は，学生グループ，担当教員，大学サテライト職員（和歌山大学特任職員

1 名，和歌山市役所職員 1 名）で行っている．授業内容や構成については，学生グループおよび

担当教員によって協議したうえで決定され，広報および会場コーディネート等は大学サテライト

職員によって行われている．2011 年に教育学部の教育実践専攻から始まった「土曜楽交」は，2012

年以降は社会科・理科専攻学生も運営責任者として加わり，さらに他専攻学生からも公募し拡大

運営されるようになっている． 

 「土曜楽交」に参加する児童・生徒は，主に和歌山市内に住む小学校 4 年生〜6 年生（小学校

版）と，中学校 1 年生〜3 年生（中学校版）である．それぞれ学校も学年も違う子供たちが一緒

に学習する複式学級形式である．また，教科の枠にとらわれない学生たち手作りのオリジナル教

材を使った授業やタブレット端末等を使った先進的な ICT 授業を行う点もまた特徴的である． 

（３）授業コンセプト 

 「土曜楽交」は，通常の教科学習や塾とは異なる学びを作り出すことを念頭に置き，「学校」で

はなくて「楽交」という造語を用いている．ここには，「楽しく学ぶ」を基本に，一人で学習する

のではなく，先生（大学生）や友人，モノや知識などまわりとのたくさんの関わりと「交わり」

を大切にしながら進めるという意味が込められている．何をどれだけ学んだかというよりは，知

的好奇心を持つこと，どれだけ多くの人とコミュニケーションできたかを重視している． 

実施形態としては，小学校４・５・６年生（中学校版は１・２・３年生）の３学年に渡る複式

指導を前提としているため，知識習得は評価せず，「興味・関心を持って，自分なりに課題を達成

できたか」を目的にし，協働的に学ぶ意義や多様な物事の考え方を異年齢集団や大学とのかかわ

りから学ぶことを目指している． 

国語や社会，理科といった教科の枠は無いが，授業コンセプトとしては，「地域（市や県も含む）」

や身近な生活に根差した学習内容，グループや集団で協力し，相互に交流・発信し合う学習体制

を前提にした授業設計をおこなっている．なお，中心となって授業を進行する学生２名に加えて，

各グループの学習を支援する学生の２段構えの指導体制で実施し，できるだけ子供達と大学生と

の交流を深める意図を含ませている． 

更に，原則として，「オリジナルの教材」を使って学習を進めること，一斉指導は極力抑え，協

働的に学ぶ場を設定して何らかの成果物を残すこと，創作的活動を伴うことなどが掲げられてい

る．ある意味，教科書や教材が確立されている通常の教育実習よりも学生が考えなければならな

い領域は広く，配慮すべき授業設計事項も多いといえる． 

（４）「教員養成」における力量形成の位置づけ 

「土曜楽交」が教育実習や学校ボランティアと異なる点は，授業内容の考案はもとより，その

進行方法，学内の教室環境の設定，教材の作成に至るまで，授業計画・設計の全行程を学生独自
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で担う事である．前述では「呼び込み型教育実習」という言葉を用いたが，こういった視点から，

「土曜楽交」を実施する学生の授業実践力向上の効果を検討してみたい． 

まず，「知識獲得を目的とした一斉指導形態」の授業は，本学内における模擬授業（マイクロテ

ィーチング）においても，ある一定レベルまでは可能ではある．しかし，子供らを活動させる，

関わらせるようなグループ学習をはじめ協働的な学びの場を仮想的に設けて授業シミュレーショ

ンすることは非常に困難（＝不可能）である．つまり，「指導者の持つ知識を教える」のではなく

て，「子供達を活動させることで学びを促す」という発想を教員養成の学生らに認識させるために

は，やはり学部内の講義や演習では限界があることは確かである．そういった点で，土曜楽交の

授業コンセプトは，教員養成の学生において，「子供が主役」の授業づくりと，そのための実践力

強化に優れているといえるだろう．また，子供達が学習課題を理解し，興味・関心を持って主体

的な活動をおこなうために，どういった教材・教具の準備が必要か，活動時間の見通しは，学習

レベルはどうかなど，多くの授業設計上の配慮事項を理解することで，指導力向上に役立ってい

ることは間違いないことである． 

 教育実習と更に異なるところは，複数の学生が持ち前の技能を活かした授業を設定できること，

十分な準備時間が確保できることに加えて，児童・生徒との交流が余裕を持ってできることが挙

げられる．教育実習は，学校カリキュラム内の時間を割いての取り組みであるため，「失敗できな

い」というプレッシャーがあり，子供ひとり１人を見ていない，関わることができていないとい

う指摘が多々なされることがある．土曜楽交は，指導・進行担当学生（上級生）と各グループを

担当するファシリテーター学生（下級生）がおり，徐々に子供達の実態・様子を見極めながら，

メインの授業者へステップアップしていく．まずは，子供達と個別に関わり，グループに関わり，

そして全体に関わるという段階を無理なく経験していくことができる． 

 加えて，「教材開発の力量向上」にも寄与できているはずである．教科書は一切使わず，オリジ

ナル教材を開発することが前提（特に大学の位置する地域＝和歌山を学ぶ学習教材の開発）とし

ているため，各種掲示物・プレゼンスライドからはじまり，パズルや立体物・工作物，地元産食

材を用いた料理まで幅広く教材を考案・作成している．指導にあたる学生は，和歌山（市）出身

の学生だけではないため，地域を教材として扱うことは未知の領域を扱うことに等しいが，地域

を学習テーマに適合させる方法や，地域教材作成の手順を経験することとなる．これは，仮に，

初任者教員として見知らぬ土地で勤務することとなっても活かされる体験であることは確実であ

り，現に「土曜楽交」での教材開発の手法を教育実習で用いている例も報告されている． 

（５）課題と展望 

 学生主体の活動であるため，個々の授業内容を振り返り，評価・検証する機会が乏しいことは

確かである．PDCA サイクルを学生らの授業改善に適合できるチャンスでもあるため，学生らの

授業実践力形成を測る尺度を持って評価することや，授業設計や教材開発の面で現職教員からの

評価を得るなど，学生らの実践的力量を客観的に捉える手立てが必要である． 

こうして，学生らの授業力が一定水準に達し，学外においても認められた際には，学内フィー
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ルドだけではなくて大学周辺フィールドへの「出前授業」を前提にして，更に地域の学校教育に

貢献することも考えられる． 

この場合，授業者である大学生らを組織立てて「授業研究サークル」として位置づけ，独立し

た組織として稼働させる方針もある．「土曜楽交」の大学運営側が，地域連携・貢献事業の実質的

実行組織としての「授業研究サークル」へ委託することで，より学生の自主性に委ねた体制とな

ることも考えられる． 

文部科学省から「土曜授業」※２の提案が出されているが，この方針を汲んだ活動に位置づくこ

とで，更なる価値づけが生まれる可能性もある．「土曜楽交」４年目を経て，地域の要望・教育ニ

ーズを検討し，これまでの総括的評価が必要である． 

 
5.3.2 小規模校体験活動・学校行事支援活動（実践事例②） 

実践事例②として，和歌山大学教育学部附属教育実践総合センターにておこなっている学校行

事等へのボランティア・支援活動を取り上げる．この事業は，後に記載する事例③「へき地・複

式教育実習」の派生形であり，地域貢献的な活動へシフトするために教育実習としての単位化か

ら外すことや実施期間の縮小（通常は１週間）及び学生による授業を課さないなどの条件緩和を

おこなっている．主に運動会等の学校行事支援を想定した活動を計画・実施しているが，へき地

学校や小規模学校では従来の学校行事の実施が困難となっている場合があり，そのサポートに若

い学生の力を借りたいというニーズがかねてから出されていたことに起因する． 

学内の対象学年やコースによって当事業の位置づけが異なり，１・２回生向けでは学校での活

動経験を積み，児童理解・交流を深めることが目的となり，４回生向けとしては「学校インター

ンシップ」として実施している．非教員養成系コースの学生や，院生で免許取得する場合などに

は，教育実習経験不足を補うためのプレ実習という位置づけにもなっている．こういった学年別

の位置づけを踏まえた上で，学生らの若さや運動能力をはじめとした個々の持つ技能（音楽演奏，

ICT，英語，理科実験等）が発揮できるように，学校からの要望を前提とし，できるだけそのニ

ーズに叶った学生を配置できるように配慮している． 

 原則として小規模校の運動会等の支援を主目的としているが，運動会関係以外の時間（授業時

間）は授業に参画する．複式学級の「間接指導中の学年」を担当したり，支援を要する児童に寄

り添うことが役割となるが，授業記録や実習録の記入を課さない分，担任の言動に気を配り，学

生自身ができることを察知して補佐をおこなうことが求められている． 

また，当活動は図 5－1 のフィールド区分でいえば「遠隔地」（現地宿泊を要する地域）もしく

は課業開始までに公共交通機関で通学することができない「近郊」で実施している．原則として，

学校の所在する地域に宿泊することで，その地域の様子を理解し，地域の中での学校の役割や地

域に根ざした学校の特色や連携などを同時に学ぶこととする． 

例えば，和歌山県紀美野町に位置する毛原小・中学校は全校児童生徒が約 20 人の極小規模の学

校であるが，実施する運動会は地区を挙げて幼・小・中・高校連携のもとにおこなわれる．その
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ため，会場準備や事前練習・運営には大変な労力が必要である．運動会の約 1 週間前から当校に

出向いた学生らは，現地教員から指示を受け，運動会に関わる作業や練習そして人数不足を補う

要員等として支援することができている．同時に学生らの実践経験を重ねることにもつながり，

運動会を通して，短期間で子供理解を深め，地域連携の重要性が把握できる． 

また，複式授業における個別指導や，学生の特技を発揮した支援（楽器演奏や陸上指導，球技

等）での活躍も認められた．また，多様な意見が出にくい少人数学級の授業では，学生らが児童

生徒役となり，考え方を引き出すための発言を述べるなどアドバイザー役としても活躍したとい

う点で，現地教員から「授業に多様性が出る」との支持も得た．以上のことから，へき地学校・

小規模学校の教育ニーズを叶える貢献ができたと同時に，学生らの将来の教職へのモチベーショ

ンを向上させ，実践力向上につながる経験がなされたといえる． 

 
※下記は成果レポートからの抜粋：【試行例：地域と学校の連携や学年間の交流を短期間で実感で

きる小規模校の運動会への参加】 

『運動会前の一週間を見て，準備のためにたくさんの地域の方が学校に出入りし，先生方がど

う連携し，コミュニケーションをとっているか知ることができた．運動会当日は，地域の方々の

つながりの深さ・親子の交流を見ることができ，単なる学校行事ではなくて，地域イベントとし

て重要な役割を果たしていることを実感した．』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.4 教育実習の量的・質的向上の試み（実践事例③：へき地・複式学級における教育実習） 

 

5.4.1 「へき地・複式教育実習」の概要 

 和歌山大学教育学部の実施する「へき地・複式教育実習」は，「ホームステイ形式・県内広域・

希望学生全員参加・２週間」の実施条件としては，“全国唯一”の特色ある教育実習である．当実

習の目的は，その当初から，「都市部では難しい地域と結びつきの強い学校の取り組み」や「地域

写真 5-2 小規模校における学校行事支援活動の様子 
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と連携した特色ある行事や学習内容，子供一人ひとりとの深いかかわり，複式学級指導法等を学

ぶこと」としてきた．この目的を達成するためにも，学校周辺にホームステイし，地域の一住民

となり，地域の中の学校の役割や地方の抱える課題について，「実体験を通して理解する」といっ

た条件を設定している． 

県内全域約 25 校のへき地校・小規模校を実習協力校として，各校１～２名の学生を割り当てる．

原則，協力校の校区内に学生のホームステイ先を確保して実施する． 

なお，オプション型「教育実習」という位置づけではあるが，多くの場合，学生による県内遠

隔地へのアウトリーチ活動と捉えられている．例えば，陸上指導や球技の得意な学生，地域の歴

史学習を展開するための社会科専攻学生など，実習協力校からの要望に応えられるよう各学生の

持つ特技・特性に関する情報を事前に得たうえで学校配属を決定している．その点で，学内的に

は学生による遠隔地の学校活性化事業や地域貢献的な意味合いを強めているところである． 

 
5.4.2  学部カリキュラム上の位置づけと目的 

（１）和歌山県の地域的な特色にもとづき，

地域に根ざし，地域の願いや要求に応えるこ

とのできる教員養成をおこなう． 

（２）現在の教員養成課程の教育実習は，附

属学校を中心に実施されているが，学生に対

して，教師に求められる「実践的指導力の基

礎」を身に付けるための教育実習の「量」の

増加や｢質」の向上が望まれる．つまり，「量」

としては「実習時間の増加」，「質」としては，

一般公立校，しかもへき地校や複式校という

特色ある学校での経験とホームステイによる

保護者や地域住民の方との交流という経験と

を持った機会を保障し，希望者による実習と

いう性格を持たせる．当実習を通じての教員

としての資質向上として期待するものとして

は，次の３点を掲げている． 

ア．実践的・総合的な指導力を強化し，教師としての指導力向上を図る． 

イ．複式学級での指導を通して，子供を取り巻く学校・家庭・地域を視野に入れた教育実践に

触れ，総合的な指導力を高める． 

ウ．地域での活動，ＰＴＡ活動などの一端に触れ，学校教育活動を支える姿を実感することで，

効果的な教育のあり方を，体験を通して習得する． 

 

「実習評価表」の項目 例 

授業について（授業観察、

実習授業） 

・授業観察の方法や授業を見る視点が適切であったか。 
・実習生による授業が、少人数、複式学級に応じた授業で

あったか、または学習指導案のねらいは達成されてい

たか、教材や板書、発問は適切であったか。 
・授業への積極的な参加、意欲的な活動が見られたか。 

子 ど もと の か かわ り 

・休憩時間や清掃時間、昼食時、登下校などにおいて、子

どもたちとのコミュニケーションが取れていたか。 
・自ら積極的に、子どもたちとの関係を築こうと努力し

ていたか。 
・子どもたちの目線に立ったかかわり、一人の教師とし

てのかかわりができていたか。 

社会人としての対応など 

・学校や教師集団との関係は良好であったか。また、学生

側から積極的にかかわりを持とうとしていたか。 
・地域の方々や保護者との関係が良好であったか。 
・基本的な社会人としてのマナーや態度が守られていた

か。 

総        評 

実習全体を通しての総合的な評価を自由記述でお願い

します。 
なお、「教師としての資質」や「改善を要する点」など

について率直にお書きください。また、少人数・へき地と

いう地域において特色ある活動ができたこと、複式学級

指導などに関して特記すべきところなどもありましたら

ぜひご記入いただきたいと思います。 

総  合  評  価 実習全体を総合して４段階評価でお願いします。 

 

表 5-1 通常の教育実習とは観点が異なる評価表 
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5.4.3 「へき地・複式教育実習」の成果（学生レポートからの推察） 

当実習の目的で記したような「教員としての資質向上」が達成されたかどうかについては，具

体的な指標を設定しているわけではない．そこで，実習学生の成果報告レポートの自由記述から

キーワードを抽出・抜粋し，当実習の成果を推察してみたい． 

（１）自由記述中のキーワードの抽出について 

当実習終了後のレポートは自由なテーマ設定で記述しているが，成果冊子への掲載の都合上１

ページ（1,200 文字程度）で簡潔にまとめることとなっている．それゆえに，印象的なキーワー

ドが凝縮されているといえるが，これらのレポートのテキストデータ（５年分・実習生 142 人）

から，「成果」として記述している箇所を抽出した結果，当実習の「成果」として考えられる記述

が 560 箇所抽出された．ここで上位に抽出されたキーワードとしては，“児童”（217），“授業”（116）

が１，２番目に多く，当実習の目的に叶って，「児童一人ひとりとの深いかかわりや理解ができた」

ことや，複式授業の指導法を学べたことが最も印象強いと考えられる． 

また，３番目として“地域”（72）というキーワードが抽出されているあたりが，やはり特徴的

である．通常の教育実習ではこの「地域」というキーワードが上位に来ることはないはずである．

当実習によって，「地域と連携した学校運営」，「地域に支えられる学校」と「学校が地域に果たす

役割」について短期間ながらも垣間見た可能性が高い． 

さらに特徴的な記述としては，「下級生・上級生」という言葉と「面倒（見がいい）」とが関係

深く記述されており，「係り受け」のトップとなった．ここからは，異学年集団とのかかわりの中

で育まれる子供同士の人間関係を俯瞰的に把握できていると考えられる．加えて，複式指導法や

少人数故にできる取り組み（伝統芸能の継承や特産物の栽培，地域連携のカリキュラム等）につ

いても体験的に理解を深めていることもわかった． 

 一方で，「課題」として考えられる記述も抽出したが，やはり複式学級における学習指導の困難

さが挙げられた．しかしながら，ベテラン教員であっても複式学級の円滑な運営や学習効果の高

い指導をおこなうことは難しい．教育行政としても複式学級指導の困難さを認識し，そのための

人的支援の措置を講じている．よって，実習生がわずか２週間でそれらの技能を習得することが

できないのは当然である．むしろこれらの困難さを感じながらも，２週間という期間で複式授業

法の一端を垣間見ただけでも，成果といえるのではないだろうか． 

（２）実習生レポートの記述例より 

生きる力を育むということ（○○市立△△小学校教育実習生）※Ｈ２４年度実習生 

 この実習に参加したきっかけは，一つ上の先輩方から聞いたへき地実習の体験記です．

人と人のつながりが濃い生活の中，毎日が活気にあふれ，のびのびと自分らしく学ぶこと

のできる実習であるということを目を輝かせながら語る先輩方に「本気で教師を目指すな

ら，絶対に参加した方が良い．きっと四週間の本実習では味わえない体験ができる．」と

肩を押され私もこの実習に参加いたしました． 

 

先輩からの助言が，実

習参加のきっかけで最

も多いのは確かであ

り，１，２回生段階で

より多くの学生を当成

果報告会への参加を促

す必要がある． 
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 今回お世話になった小学校は全校児童２１名で，日本一広大な芝生の運動場を持つ山の

上にある学校です．学年隔てずみんなが仲良しで，休み時間や放課後はさながら運動会の

ように元気に遊びを楽しむ様子がとてもほほえましかったです．実習生二人も子供に誘わ

れ晴れの日は運動場で主に鬼ごっこ，雨の日も体育館で主に鬼ごっこを全力で楽しみまし

た．そのような子供たちの活気あふれる小学校の一日は集団登校から始まります．年長さ

んがみんなの様子を見ながら先導して一列隊を乱さずに登校し，校門につけば毎朝高学年

担任の先生が迎えてくれます．そこでは一列に並んだまま一人ひとりが先生と目を合わせ

て元気よく「おはようございます！」と言ってから深々と礼をする子供たちの大人顔負け

の礼儀正しい様子を見ることができます．二日目から集団登校に参加した私は，休み時間

に見せるあの無邪気な姿からは想像できない子供たちのしっかりとした様子にとても驚き

ました．授業中も，日直当番や授業進行役に当たった子は真剣に自分の責任を果たして仕

事や授業の進行をしていき，仲間はその子を手伝ったり意見して，より良く自治ができる

ようにサポートしている場面が多々見られました．学校を卒業したら社会人に仲間入りす

るのだから，今から何でも一人で出来るようになり，仲間と協力してワンランク上の課題

にも取り組んで欲しいという想いからの指導と伺いましたが，子供たちの礼儀正しさやし

っかりしている様は“社会に出て生きていく為の力”を幼い頃から育てる事を大切にしてい

る小学校の教育姿勢がまさに現れているように感じ取れました．実習生も参加させて頂い

た小学校中学校連携会では，進学する児童の情報を交換しておくことでパーソナリティに

基づく支援の状態を事前に確認することができ，また，兄弟の様子から指導の方法を考え

るといった小中連携の教育がいかに重要かを学ぶこともできました． 

授業中，先生方も進行や発問もされますが，必要以上の支援はせずに全体の見守り役と

して構えていらして，子供が躓いたときに手をさしのべる事で児童の自主的に学ぶ力や自

治性を鍛えているように見受けられました．そこから子供が悩んでいてもすぐに支援する

のではなく，子供の気付きの為に我慢することも大切だということを学びました．どの教

科も柔軟に授業させて下さり，担任体験など先生方の手厚いご指導の中，多くのことを学

びました．特に休み時間や放課後は子供たちとふれあう絶好の機会であり，そこで知った

その子の一面を指導に活かすこと，指導の際は指示を一度で明確に伝えること，子供に「な

ぜ，どうして」と思わせるような発言をして考える力を育てることが大切であると体感し

ました．研究授業では予てよりの希望だった“サウンドスケープ”を音楽の授業で行いまし

た．これは“身の回りの音を良く聴き，聞き取った音を色鉛筆等を用いて画用紙にスケッチ

する活動”で，いくつもの音が互いに喧嘩する都会でない，近露の豊かな自然の中で「良く

聴く」活動をすることで，毎日自分が暮らしている身の回りのことに関心を持ち，豊かに

生きるために必要な五感を，特に聴覚と視覚を育てる事を目的として行いました．子供た

ちは初めて行う活動に戸惑っていましたが，教室で聴いたり，散歩をして校外で聴いたり，

時には運動場の真ん中で寝転んで聴いてみたりと回数を重ねる毎に繊細で複雑な音も聞き

異学年が共同で遊ぶた

めに様々な配慮や子供

なりのルールなどもあ

り，子供達と一緒に遊ぶ

中で，それらを理解す

る． 

ホームステイならでは

であるが，集団登校の

一員として児童らと一

緒に登校する． 

複式指導では，間接授業

時に進行役児童が決め

られることが多く，学生

らは新しい授業方法と

して捉えている．また，

小規模校だからこそ，代

わりに誰かがやってく

ることは無く，児童らは

役割を遂行して，校内自

治をおこなうことが求

められている 

学校目標と指導の整合

性などを捉えている．

実習生デスクが職員室

にあり，担任をはじめ

管理職の方々とお話で

きる点も大きい． 

実習生という立場であ

りながら，各種の研

修・研究会に参加させ

ていただく機会もあ

り，今回は「小・中学

校連携」の会に参加し

て学んでいる． 

担任の指導の意図など

を気づくことができて

いたり，児童の特徴を

捉えて，それを授業中

に活かすことも実感で

きた． 

音楽専攻学生の持つ個

人の技能を発揮した授

業を設定していただけ

ている．こういった柔

軟な運用も当実習なら

では． 
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取れ，表現豊かなスケッチをすることができていました．これも普段から自然の音に接す

る機会が多いからでしょうか，繁華街に位置する小学校の子供たちの捉え方とはまた違い

ました．接する人によってもそうですが，土地柄が子供の能力を育てる事実を目の当たり

に確認することができました． 

実習最後のお別れ式では三～六年生が横笛や太鼓を演奏して“道中”を披露してくれまし

た．地元の教材を取り上げる取り組みの素晴らしさにもですが，涙をこらえてでも一生懸

命に演奏する小学生とは思えない凛々しい様に二週間のいろいろな想いがこみ上げて実習

生二人の方が涙してしまいました．それほどに人間関係の濃い実習でした． 

私は当初中学校の教員を目指しており，中学校教育と切り離せられない小学校教育の現

場を知ることでより良い教育ができないか学ぶ為に実習に参加しましたが，それ以上に先

輩方の助言通り本当に素晴らしい有意義な時間を過ごすことができ，それはこの実習をき

っかけに大学最後の１年間で小学校の教員免許取得に挑戦しようと決意した程です．近野

小学校の小中連携した支援体制，子供たちの社会性・生きていくための力を伸ばす教育姿

勢，ホームステイ先をはじめとした地域の方の“みんなで子供をしっかりと見つめる教育”

についての熱い想いがたったの２週間でも感じ取れることができました．将来いつかまた

小規模校にご縁があればぜひとも今度はより長く深くその地域一体となった教育を考えて

いきたいです． 

 
 上記レポートの随所に実習の成

果が散りばめられており，数値や実

習評価表では示せない実習生の学

びがあり，実習のガイダンス時には，

ひとりで見知らぬ土地で暮らす不

安があった学生が，わずか 2 週間で

見違える程成長している様子を捉

えることができた． 

 通常の教育実習では，小学校の場

合，担当学級に配属になり，主にそ

の学級の担当教員の授業を観察し

たり子供の様子を把握することと

なる．学級経営の手法も担当教員か

ら学ぶこととなる．一方，小規模校

（複式学級を持つ学校）への教育実

習では，学年間の壁が無く，全校授

業の実施や縦割り（学年横断的な）

「音楽専攻生」であ

ったが，小学校免許

取得にまで希望が及

んでいる． 

“みんなで子供をし
っかりと見つめる教

育”というシンプルな
言葉でありながらも，
当実習の意図を反映

した締めくくりとな
っている． 

図 5-2 

地域の自然条件によ

って，子供の感性が変

わることや，地域の中

で子供を育てるとい

う意味が捉えられて

いる． 
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学習活動が多く，学校全体から学ぶことができるのが特徴である． 

 また，小規模校ゆえに柔軟な授業設定が可能なため，学生の特性（得意分野）を活かした授業

が投げ込み式に実施されている（上記の例では音楽専攻学生がサウンドスケープの授業を実施）．

その他にも，小学校英語活動や情報機器を活用した授業，器械体操・陸上・球技など学生の指導

力が発揮できる授業，特別な教育ニーズを持つ児童に対応した指導方法など，学生が専攻分野で

学んだ技能を発揮する場となっており，学校の授業を活性化させるまたは児童らに従来とは異な

る学びを与える一種の地域貢献として捉えることができる． 

 
5.5 まとめ 

 

5.5.1 各事例の共通点 

本章では，４つのフィールド（①学内，②大学周辺，③大学近郊，④遠隔地）にて実施される

教員養成における実践力向上を目的とした事例を取り上げた． 

事例①の学生が教師役となる「土曜学校」は，児童生徒らを学内や大学周辺に集め，学生が考

案した楽しみながら学べる活動であり，休日を利用した単発的な取り組みとして実施している． 

事例②は地域貢献的に学生らの持つ若さや個々の技能を，学校行事の運営等に生かすものであ

り，数日から一週間程度の期間を「③大学近郊」や「④遠隔地」の学校にて実施する． 

事例③「へき地・複式教育実習」は，「④遠隔地」にて 2 週間の現地滞在が原則であり，その地

域の住民となり，コミュニティに入り込んでの教育実習となる． 

これらの事例①②③はそれぞれの活動フィールドや実施期間，運営体制・活動目的も異なるが，

一連の共通項が見いだせる．１つ目は，いずれも異学年を同時に支援・指導していることがあげ

られる．事例①の土曜学校は 4・5・6 年生の 3 学年を同時に同一の授業をおこなっており，事例

①②は複式学級および全学年と通した学校行事を対象に支援活動や実習をおこなっている．通常

の教育実習では，その学年・学級の枠に収まるが，ここでの事例は異学年の児童生徒の発達段階

を俯瞰的に捉えることができる．学年が異なる児童生徒への効果的な指導（主として教え合い，

学び合う体制の構築）を学ぶことは，大規模の学校においても「学力差が大きいクラスや発達レ

ベルが異なる集団を指導・支援する際にも役立っている」という．これらは事例を経験した卒業

生への追跡調査（インタビュー結果）から明らかになってきたことである． 

2 つ目の共通点は，いずれも「地域を学ぶための学習内容や教材を扱うこと」が課せられてい

ることである．事例①の土曜学校では必ずどこかで地域（和歌山県・市）に関連した学習内容を

盛り込むことが条件であり，②の事例もその学校や地域のことを事前に学習する機会を設けてい

る．事例③では 2 週間の間の休日はその地域の歴史・伝統芸能・特産等を学ぶフィールドワーク

が課せられている．教職は赴任した先のその地域に生れ育った児童生徒らを相手に指導をおこな

うが，その地域を知ることが児童生徒理解に直結することであり，児童生徒のみならず保護者か

らも信頼感や親しみを得るための方法であることはあまり実感されておらず，意外にもこういっ
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た視点は教員養成上あまりみられないことである． 

ただ，これらの事例における実施上の共通課題もある．事例①は授業開発を伴うものであり，

その準備作業に時間を要するし，児童らを大学に集める場合にもその募集や安全面等でも様々な

配慮を要する．事例②③は学生単独で遠方にて活動をおこなうため，現地との事前交渉や事故等

の配慮などもある．全学部生にこれらを課してカリキュラムとして統合するには，組織的にも対

応が難しい．フィールドアプローチは，当然ながら学外での活動が主であり，その移動だけでも

数時間を要するし，費用面での負担も大きい．活動を支える事前交渉や人的配置への労力もある．

よって，一定の基準や意欲を満たした学生が参加し，更なる力量の向上となってはいるが，それ

以外の学生との経験値や実践力の格差がより大きく開くことが課題であるともいえる． 

 
5.5.2 教員の力量形成への効果 

これらの活動を通して獲得される技能は多種多様であるが，敢えて一言でいうなれば，中教審

「教員の資質能力向上特別部会（2012）」で示された「総合的な人間力」であるといえよう．「同

僚とチームで対応する力」や，「地域や社会の多様な組織などと連携・協働できる力」などは，こ

れらの活動において必要とされ，獲得される能力であるといえる．これらを換言すれば，教職に

おけるジェネリックスキル（知識を活用する能力やスキルの総称）ともいえるし，昨今たびたび

重要視される「キーコンピテンシー」や「21 世紀型スキル」に重なる部分も多い．特に，キーコ

ンピテンシーでいわれる「異質な集団での交流」や「自律的な活動」においては，本章の各事例

を通してその力量形成場面があるといえよう． 

このような場面は，①の学内フィールドだけでは達成できないが，学内でも基本的な授業スキ

ルを獲得することは，模擬授業の実施や現職教員や教職経験を持つ教員の師範授業の実演等によ

って一定レベルは可能である．その基盤があるからこそ，②③④のフィールドでの活動意欲が湧

き，活躍の場が得られたことで教職への自信につながり，その展望が開けるために，より高い専

門性の獲得へ向かうことができるのではないかとも考えられる． 

これらの事例では，学校や児童生徒を対象とした活動でありながら，「ある程度の失敗が認めら

れる面」があり，学生と教員の中間的な位置にいる場面が多い．通常の教員免許状を得るために

単位化された教育実習における実習生授業は，普段の担当教諭の授業時間を代替して実施するも

のであり，失敗が許されない雰囲気があることは否めない．その点，本章での事例は，学内での

模擬授業をはじめ土曜学校や学校行事支援等はある程度の失敗が許されるし，その責任の重さは

教育実習とは格段に異なる．但し，教育現場に迷惑をかけない最低限の授業スキルを獲得するた

めに，授業実践力の基礎・基本を教職経験者・熟練者から段階的に学びことやシミュレーション

してみること（模擬授業）や児童生徒への対応力をつけておくことは重要である．そのためには，

下記モデル（図 5-3）で示したような段階的な力量形成のカリキュラム及び経験の場，振り返り

の場が必要である． 

これは，「職場学習」（就職前の学生が職場での経験を通して学習する活動・職業人が業務を通
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して学習する活動）に通じるものであり，例えば，本章の「学校行事支援活動」などは，「正統的

周辺参加」に類似する活動といえる．ここで，徒弟的に経験を積むことによって，より高い専門

性につながることにもなり，それぞれの活動後の学内での振り返りや他者評価を受け入れること

は，「反省的実践家」を育てる基盤となることが期待できる． 

 
①学内（模擬授業用教室にて現職教員による師範授業の受講・学生の模擬授業の実施） 

↓↑ 
②大学周辺・近郊（学校ボランティア，土曜学校の企画・運営，学校行事支援活動等） 

↓↑ 
③教育実習（主免実習） 

↓ 
④遠隔地での教育実習（実習校周辺地域にステイ） 

図 5-3 教員養成における段階的な力量形成のためのモデル 
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６．制度的アプローチに基づく実践事例 
 

 

6.1 制度的アプローチに基づく教師教育とは 

 

6.1.1 教職大学院制度のねらいと設置経緯 

 わが国における教員養成の修士レベル化は，2008年度に２年制の教職大学院を設置することによって，

開始した．よって，2014 年度をもって，多くの教職大学院は開設７年目を迎えている．さらに，2015

年度よりさらに２大学において開設予定であり，全国の国立・私立大学の教職大学院は，27大学に設置

されることになる． 

 こうしてわが国の教員養成を主目的とした大学院教育は，文部科学省が省令により定めた「専門職大

学院設置基準」を 2007 年に改正し，新たに，教員養成に特化した専門職大学院である「教職大学院制

度」を創設することによって開始した（「専門職大学院設置基準等の一部を改正する省令等について−「教

職大学院制度」の創設について−」平成 19年３月５日）． 

 そのねらいは周知の通り， 

①実践的な指導力を備えた新人教員の養成 

②現職教員を対象に，スクールリーダー（中核的中堅教員）の養成 

を行うことにある．加えて，「力量ある教員養成のモデルを制度的に提示することにより，学部段階をは

じめとする教員養成に対してより効果的な取組を促す．」ことがめざされた． 

 また，教職大学院の修了要件を満たした者には，「教職修士（専門職）」という学位が授与され，それ

ぞれの大学院において課程認定を受けている教科についての専修免許を取得することができるようにな

っている． 

 一言でいえば，わが国の学校が抱える諸問題の解決力と新しい学習指導要領が求める高度な実践力を

備えた教員の養成を，理論と実践を融合し，高度な教育実習を行う連携協力校と大学院，そして教育委

員会が連携して実施するという使命をもった高度な教職課程が，教職大学院であるといえる． 

 

6.1.2 教職大学院の制度設計上の特色 

 以上のような趣旨と経緯によって創設された教職大学院制度は，次のような10点の特徴を備えている． 

① 理論と実践の往還をねらいとして実践的な教育を重視した専門職大学院 

 大学院であるとはいえ，これまでの大学院のように研究者養成を目的とせず，あくまでも学校教員の

養成をねらいとした大学院レベルでの高度な教員養成を行うことをねらいとしている．したがって，講

義や文献購読による理論研究を行うことに偏らず，またその逆に，実習において実務経験の日数を増や

すだけでなく，理論と実践を常に関連付けながら，あるいは，大学院で学んだ理論と先進的な実践事例
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を通した知見を，連携協力校での学校臨床実習において具現化し，その成果と課題を再び大学院に戻っ

て省察するといった，理論と実践の往還を行うことが大切にされる． 

② 大学院レベルの教員養成 

 さらに，大学院レベルでの教員養成を行うので，常に意識されるべきは，学部教育における教員養成

をどのような意味において高度化しているかということである．いいかえれば，教職大学院という新し

い教員養成制度が，学校カリキュラムの編成能力の修得，授業力や学級経営力の向上，特別支援教育の

実践力の育成，いじめや不登校に関わる対応能力の修得などの諸点において，学校で求められる高度な

専門的力量を形成するうえで，明らかに高度な教育を提供していることをエビデンスに基づいて明示し

なければならない． 

③ ストレートマスターは２年，現職教員学生は１年で修了可能（実習単位の免除が必要） 

 各大学院において比率の差はあっても，ストレートマスターと現職教員学生の両方を受け入れ，それ

ぞれの教育ニーズに応じた教育を，２年制または１年制のコース編成によって提供しなければならない．

なお，現職教員学生については，実習単位の免除によって，１年間で修了が可能となるカリキュラムを

編成することが求められている． 

④ 地域の教育委員会との連携協定 

 各教職大学院が置かれている都道府県または市町村教育委員会と連携し，講師の派遣，教員採用時で

の優遇措置，共通カリキュラムの編成，関係者評価の実施，そして，修了生による実績発表会や追跡調

査などの多くの点で，協定書を交わして相互に協力しながら，大学院での教員養成を充実したものにし

ていくことが求められている． 

⑤ 多様な外部評価制度の設置と運営（教員養成評価機構による認証評価） 

 すべての教職大学院は，教員養成評価機構による認証評価を受け，その結果をＨＰなどで公表するこ

とが義務付けられている．認証評価は，５年に一度のサイクルで行われ，公開されている 10 領域から

なる評価規準に基づいて，エビデンスとなる各種資料を提出して，教職大学院に求められる教育研究お

よび運営状況について外部評価を受けなければならない． 

⑥ 研究者教員と実務家教員の連携による授業 

 また，教員組織として特徴的であるのは，これまでの大学院教育研究科などでは教員のほとんどが学

校での実務経験のない研究者教員であるのに対して，全教員数の４割以上を実務家教員が占めることを

設置基準で定めている．教職大学院によっては，研究業績の内容と本数によって，学校での実務経験が

ある者が研究者教員としてカウントされている場合も少なくないので，実際の教員経験者は 4 割を優に

超えているところが多い．また，研究者教員と実務家教員によるオムニバス形式やティームティーチン

グ方式による授業も奨励されているため，理論と実践の往還による教員養成を制度的に保障していると

いえる． 

⑦ 対話型，問題解決型教育の実施 

 教職大学院では，実践的で，かつ，学校で役立つ高度な専門的力量や問題解決的な能力，そして保護

者や地域との連携能力の育成が求められているため，授業方法も実践的かつ問題解決的なものとなるこ
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とが求められている．したがって，教育理論に関わる講義形式の授業は最低限にとどめ，グループワー

クやフィールド調査，討論や発表，参加型ワークショップ，模擬授業とその省察などの受講生主体の能

動的な学修方法が期待されている．いわゆる，アクティブ・ラーニングの考え方が，最もあてはまる教

育の場が，教職大学院であるといえる． 

⑧ 現職教員学生とストレートマスターの協同的な学び 

 ③において，教職大学院では，現職教員学生とストレートマスターの両方が学べる環境を提供するこ

とが特徴であると指摘したが，その結果，大学院においては両者の協同的な学びが可能となっている．

これにより，ストレートマスターがより実践的な知見や経験値を多く学べるようになるというメリット

があるのは当然であるが，逆に，現職教員学生にとっても，ストレートマスターにわかりやすく自身の

経験値を伝えたり学校で役立つ教育理論を解説したりする経験は，所属校に帰ってからの若手教員の現

職教育において役立つものとなるだろう． 

⑨ ピアレビューとFDの実施 

 この点は，特に教職大学院だけに求められているものではないが，特に教職大学院においては先述し

た教員養成評価機構が作成した自己評価基準にこれらが明記されているため，特に留意して行うことが

必要である． 

⑩ オンラインコースウェアを用いた連絡，評価，運営システム 

 この点は，制度的に求められているものではないが，ほとんどの教職大学院において実施している点

である．在学生の長期的な成長を保証するため，そして多様な学びの共有化や蓄積のために，オンライ

ンコースウェアを用いた学修プラットフォームの活用が行われている． 

 このような 10点にわたる特徴を持つ大学院での教員養成制度を，教職大学院と呼ぶのである． 

 では次に，事例研究として，筆者の開設している２つの授業科目を取り上げて，教職大学院における

教員養成教育の条件をどのように具現化しているかを見てみよう． 

 

6.2 必修科目「授業設計の実践力」及び「授業分析の実践力」について 

 

 これらの２科目は，必修科目として１年次に開講されており，「教科等の実践的な指導方法に関する領

域」に位置付けられている．本研究科では，これら１単位ずつの２科目を連続して受講させ，授業の設

計・実施・評価のあり方を一貫したものとして学修できるように配慮している． 

 本研究科では，これら２科目以外に，授業力向上に関わる科目として，「授業技術の理論と実践」（２

単位の選択必修科目で，マイクロティーチングにより基礎的な授業力の向上をねらいとするもの）と「授

業力向上の実践演習」（２単位の分野別選択科目で，模擬授業により基礎的な授業力の向上をねらいとす

るもの）という２つの科目も設置されている．そこで，これら２科目については，より応用的・発展的

な学修をめざして，学校教育法の改正と学習指導要領の改訂によって提唱された「活用を図る学習活動」

を取り入れた授業，すなわち活用学習（田中，2011）の理論と実践を一体的・実践的に学修することを

ねらいとしている． 
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 「授業設計の実践力」では，諸外国とわが国の２１世紀型学力を解説した後，各教科（主に中学校と

高等学校）における活用学習の事例研究をし，それを受けて，「授業分析の実践力」では，受講生の中か

ら，現職教員学生とストレートマスターを問わず，２名のボランティアを募り，それぞれに自分の免許

教科を生かした活用学習の模擬授業（２校時分）を実施してもらい，それについて参加型ワークショッ

プによる校内研修の手法（村川，2005）を用いて，授業評価と授業改善のためのグループ討論と全体プ

レゼンテーションを行わせる．最後には，成績評価の一環として，自分の免許教科における活用学習の

ための学習指導案を作成し，グループ討論を通して練り上げて提出させる． 

 これらの科目では，先述した教職大学院の制度設計上の特色を多く取り入れている．具体的には，す

べてのグループ討論やグループワークを現職教員学生とストレートマスターの混成グループとしている

こと，理論を指定教科書から学び，それと関連した実践を授業者が執筆した教育実践論文や授業記録ビ

デオ，さらに生徒のワークシート等の具体的な資料を通して学ぶようにしていることがあげられる．さ

らに，授業記録ビデオや授業記録写真の提示には，視聴覚機器やパソコンとプロジェクタを用いるなど，

文字情報だけでなく，マルチメディアを活用して，より生の実践に近い情報や資料を活用している．ま

た，受講生による討論，ワークショップ，プレゼンテーション等を豊富に取り入れ，能動的な学習（い

わゆるアクティブ・ラーニング）を進めている． 

 オンラインコースウェアの活用については，早稲田大学が全学で学生と教職員に提供している，「コー

スナヴィ」というシステムを使って，作成した学習指導案の相互検討や授業に関連した補足資料の提供

を行い，対面授業の時間的制約を超える学修を保証している． 

 以上から，学部の教職科目や教育実習では得られない高度な大学院レベルでの教員養成を行っている

といえるだろう． 

 授業シラバスの概要は，以下の通りである． 

 

【授業設計の実践力】のシラバス概要 

授業概要 

 この科目では，授業設計のあり方とその多様な技法を，講義とグループワークを通して理論と実践の

融合を図りながら深く理解することを目的とする．さらに，その前提としての学力モデルの検討や授業

設計プロセスの漸進的アプローチについても解説する．具体的には，活用学習，問題解決的な学習，単

元学習，Ｒ−ＰＤＣＡサイクル，協同学習等の多様な学習法を成立させるための授業設計の技法を，実

際の学習指導案の分析，授業記録ビデオや写真の視聴，生徒のワークシート等の検討を通して実践的に

習得することをねらいとする． 

授業の到達目標 

 授業設計の理論解説と事例分析を行うグループワークを通して，多様な授業設計のあり方と技法につ

いて習得するとともに，それに沿った学習指導案を作成することができる．キャリア別の到達目標を次

のように定める． 

【学部新卒学生】 授業設計の理論解説と事例分析を行うグループワークを通して，多様な授業設計の
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あり方と技法について習得するとともに，それに沿った学習指導案を作成することができる． 

【現職教員学生】 校内における指導的教員として求められる水準において，高度な授業設計技法を用

いて学習指導案を作成するとともに，学部新卒学生に対する指導的な働きかけを行うことができる． 

【中核的教員学生】 管理職として求められる水準において，高度な授業設計技法を用いて学習指導案

を作成するとともに，多様な授業設計技法を活用した校内研修のあり方を構想することができる． 

授業計画 

第１回 授業設計の基盤となる２１世紀型学力モデルの検討（講義） 

第２回 OECDのPISA調査と全国的な学力調査の検討（講義） 

第３回 活用を図る学習活動を組み入れた授業設計（講義・グループワーク） 

第４回 フィンランド・メソッドを取り入れた授業設計（講義・グループワーク） 

第５回 各教科における授業設計（１）国語科（講義・グループ討論） 

第６回 各教科における授業設計（２）数学科（講義・グループ討論） 

第７回 各教科における授業設計（３）社会科，等（講義・グループ討論） 

第８回 まとめと学習指導案の相互検討（グループワーク） 

教科書 

・田中博之著『フィンランド・メソッド超「読解力」』経済界，2010年 

・田中博之編著『言葉の力を育てる活用学習』ミネルヴァ書房，2011 年 

・田中博之著『カリキュラム編成論』NHK出版，2013年 

 

【授業分析の実践力】のシラバス概要 

授業概要 

 この科目では，授業改善のための授業分析及び授業評価の意義と方法について，事例分析とグループ

ワークを通じて具体的・実践的に学ぶ．受講生による模擬授業に基づき，プロトコルなどの記録も併用

しながら，授業分析及び授業評価の手法について理解し，ＫＪ法等を用いた参加型ワークショップによ

る校内研修のあり方を習得する．さらに，教科等の意義・目的に応じて，活用学習のための教材作成・

活用方法や指導法，ルーブリック評価のあり方についてもアクティビティーを通して理解する． 

授業の到達目標 

 目標は，授業分析及び授業評価について理解を深め，授業改善のための手法を習得して，その成果を

プレゼンテーションすることであり，キャリア別の到達目標を以下の通りとする． 

【学部新卒学生】活用学習のための模擬授業に参加し，教師と子どものコミュニケーション過程のプロ

トコル分析を通してその特徴を理解する．そこから授業改善の指針と方法をグループディスカッション

により明確化したプレゼンテーションを行うことができる． 

【現職教員学生】活用学習のための模擬授業に参加し，参加型ワークショップによる校内研修を模擬的

に組織し，ＫＪ法等を用いて，授業の成果，課題，改善の３点について構造化したプレゼンテーション

をすることができる． 
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【中核的教員学生】効果的な参加型ワークショップによる校内研修のあり方について理解し，本科目内

で実施する模擬的な参加型ワークショップによる校内研修の組織・管理に関する指導的力量を習得し，

その意義と成果についてプレゼンテーションをすることができる． 

授業計画 

第１回 授業分析と授業評価の意義と手法（講義とグループ別討論） 

第２回 授業分析と授業評価の事例紹介（講義） 

第３回 授業分析及び授業評価演習（１）（グループワーク，事例研究） 

第４回 授業分析及び授業評価演習（２）（グループワーク，事例研究） 

第５回 授業分析及び授業評価演習（３）（グループワーク，事例研究） 

第６回 授業分析及び授業評価演習（４）（グループワーク，事例研究） 

第７回 参加型ワークショップによる校内研修のあり方（講義） 

第８回 授業評価を通した授業力向上（講義とグループ別討論） 

教科書 

・村川雅弘編著『ワークショップ型研修のすすめ』ぎょうせい，2005年 

 

6.3 分野別選択科目「授業開発の実践研究」について 

 

 これは，分野別選択科目として２年次に開講されており（１年制コースの現職教員学生は，１年次で

履修可能），「カリキュラム開発・授業力形成に関する科目群」に位置付けられた２単位の科目である． 

 ２年次に開講されている意味は，学部新卒学生においては，学部段階の教職科目や教育実習において，

本科目のテーマである学級経営についての理論の理解も経験知もほとんど身に付けていないことから，

大学院１年次の学校臨床実習（合計７単位）や，いくつかの学級経営に関わる科目（「学級経営の理論（１

単位）」「学級経営の実践力研究（２単位）」「学級経営の実証的研究（２単位）」）を履修した後に学修す

る方が効果的であると判断したためである． 

 本科目は，受講生が学級担任になった時を想定して，学級担任が行う学級経営の手法として，「学級力

向上プロジェクト」という理論と実践のあり方を，講義と様々なワークショップを通して実践的に学ぶ

ことをねらいとしている． 

 特徴的なことは，指定教科書に掲載されている 20 事例の中から，典型的な実践事例を小・中・高の

各学校段階に対応させ，且つ受講生のニーズに配慮しながら選択し，それぞれのケーススタディーを，

教育実践論文の講読，付録 DVD の視聴による具体的な実践手法の理解，グループ討論を通した学級経

営の実践のあり方の提案プレゼンテーションを通して行い，自らの学級経営の指導観の基礎を形成する

ことをめざしている． 

 したがって，授業の終わりには，受講生各自で，学級力向上プロジェクトを用いた学級経営の年間指

導計画の作成を行う課題を課している． 

 また，本科目を土曜日の開講にすることによって，現職教員を招聘講師としてお呼びし，それぞれに
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現在自らの学級で実施している学級力向上プロジェクトの実践について，授業記録写真や児童生徒のワ

ークシート等の実践資料を基にして事例発表と討論をしてもらうことで，より実践的で役に立つ授業内

容を提供できるように配慮している．この招聘講師は，毎年２名ほどお呼びして，小学校や高等学校と

いった複数の学校段階に対応して多様な実践事例を紹介できるようにしている． 

 さらに民間の教育支援機関（公益財団法人理想教育財団）と協同して２コマを割りあて，はがき新聞

の作成講座を開催してもらい，学級通信の書き方，子どもによる学級新聞の書かせ方等を，実習を通し

て学修できるようにしている．このはがき新聞づくりという新しい学級経営の手法は，今日全国的な広

がりを見せており，その理論と実践事例をまとめたブックレットを刊行できるまでになっている（田中

博之編著『学級力を高めるはがき新聞の作成』公益財団法人理想教育財団，2014年）．この講習会では，

指定教科書に加えてこのブックレットを用いて，学級担任が実践できる具体的なツールと教育メソッド

を提供している． 

 授業シラバスの概要は，以下の通りである． 

 

【授業開発の実践研究】のシラバス概要 

授業概要 

 この科目では，学習指導要領で求められている「学級経営の充実」を授業においてどう取り入れれば

よいのかについて，学級力向上プロジェクトに関する理論と先行事例の分析を通して，理解することが

できるようにする．先行事例の分析においては，授業記録写真や学習指導案，児童生徒のワークシート

等の具体的な資料や教材を使用して，実践的な理解を深めるようにする．また，異なるキャリアを持つ

学生からなる混成グループによる討論を行うことにより，自らの学級経営に関する省察を深めるととも

に，豊かな視点から，学級力向上のあり方について深い理解を得られるようにする．さらに，本科目で

提供した理論と先行実践をもとにして，受講者各自が学級力向上のためのカリキュラム編成，単元計画

及び学習指導案を作成することを通して，実践の場面で理論を実践化する力量を形成する．なお，取扱

う教科等は，国語科，社会科，特別活動，道徳，総合的な学習の時間等である．学校種は，小学校と中

学校の事例を主に扱う予定である． 

授業の到達目標 

 キャリア別到達目標は，以下の通りである． 

【学部新卒学生】新しい学習指導要領の記述や例示を参考にして，学級経営に関する実践的な理解を深

めるとともに，各自，学級力向上プロジェクトを取り入れた単元計画及び学習指導案を作成することが

できる． 

【現職教員学生】学習指導要領の規定のみならず，学術的・実践的な教育論文や著作を参考にして，自

らの学級経営に関する理論を構成し，それに基づいて，特色ある学級力向上プロジェクトの単元計画及

び学習指導案を作成することができる． 

【中核的教員学生】学級力向上プロジェクトを推進するために必要な学校経営のビジョンと手法を理解

するとともに，学級力向上プロジェクトを取り入れた自校の教育課程の再編成の具体像を構想すること
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ができる． 

授業計画 

第１回 学習指導要領に見る学級経営の充実      

第２回 学級力の理論的検討と教育的意義 

第３回 学級力向上プロジェクトと学校経営        

第４回 先行事例の分析（１）小学校低学年       

第５回 先行事例の分析（２）小学校中学年      

第６回 先行事例の分析（３）小学校高学年       

第７回 先行事例の分析（４）中学校・高等学校       

第８回 スマイル・アクションの分類 

第９回 スマイル・ミーティングの事例分析 

第１０回 学級力向上のためのサブ・カリキュラムの検討 

第１１回 教科学力と学級力の統計的相関関係の検討 

第１２回 現職教員による事例報告（１）小学校 

第１３回 現職教員による事例報告（２）中学校・高等学校 

第１４回 はがき新聞の作成講習 

第１５回 カリキュラム案の発表と討議 

教科書 

・田中博之編著『学級力向上プロジェクト２』金子書房，2014年 

 

6.4 これからの制度再設計のねらいと方向〜グローバル人材の育成 

 

 以上の実践事例を検討して経験的にわかったことは，①現職教員の招聘講師は受講者の実践的理解を

進める上で効果的である，②民間教育機関との授業科目の共同運営は新しい学びを創出する，③理論解

説→事例研究→討論→事例分析→学習指導案作成→協同評価という流れが効果的である，④授業内容と

学校臨床実習を関連づけられる学生は限定されている，⑤より広範囲の理論研究を行わせる方法の検討

が必要である，などである．受講生からの授業評価を生かしながら，今後の一層の効果的な授業運営に

努めていきたい． 

 今後の改善課題として指摘しておきたいことは，教員養成におけるグローバル人材の育成を制度的に

どう保証するかということである．早稲田大学大学院教職研究科では，毎年 10 名ほどであるが希望者

を募って，連携協定を締結しているロンドン大学 IOE（Institute of Education）に，短期訪問として学

生を引率し４科目ほどの特別授業に参加させ，最新の教育理論と実践事例を学ばせている．大学院での

講義だけでなく，ロンドン市内の小学校や中等教育学校を訪問し，イギリスの最新の教育動向を参観さ

せ，グローバルな視野で教育について考える資質を身に付けさせようとしている．今後は，これの単位

化や渡航費用の奨学金の保証といった制度面での充実をすることが望まれる． 
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７．文化的アプローチに基づく実践事例 １ 
 

 

7.1 文化的アプローチに基づく教師教育とは 

 

「文化的アプローチ」とは，第２章で示したように「教員志望学生や現職教員のための学びの

コミュニティを構築し，それを一種の文化として成熟させることで，彼らに，仲間とともに成長

することを尊ぶ価値観を育むとともに， それを糧として，自らに必要な学びをデザインしていく

姿勢を確立してもらうアプローチ」を指す．その中核的な機能を担っている「学びのコミュニテ

ィ」には，固有のメンバーによって継承されつつ発展していく独自の文化が存在し，メンバーは

その文化を日常の一部とすることを通して，そこでの学びに巻き込まれていくことになる． 

このアプローチの特徴は何よりも「文化の個別性，固有性」に見出すことができよう．そこで

本章では，長年にわたって教師教育のユニークな取り組みを続けている藤沢市教育文化センター

（以下，センター）の教育実践臨床研究部会（以下，臨床部会）をその事例として検討する． 

 

7.2 教師を育む文化 

 

教師にとっての「学びのコミュニティ」は，必ずしも所与のもの，あるいは自然発生的なもの

ばかりとはいえない．制度や役割といった何らかの制約の下に出会った者たちが，共感，共鳴し

たり，刺激を与え合ったりする経験的なプロセスを通して，固有なメンバーが集うユニークなコ

ミュニティになっていく
、、、、、

のである．臨床部会もその例外ではない．市立学校の教職員としての職

務を遂行する過程で偶然に集ったメンバーによって，いわば「ゼロ」から文化が創造されていっ

たのだといえる． 

 

7.2.1 「教育実践臨床研究部会」とは 

2001 年に発足した臨床部会の前身は，1989 年の発足以来 12 年の歴史を持つ同センターの教育

メディア研究部会（以下，メディア部会）であった．センターには複数の研究部会があり，メデ

ィア部会とその後継である臨床部会は，その研究部会の一つである． 

構成メンバーは，立場の異なる四種類の人々によって構成されている（目黒, 2003）．第一に「現

役研究員」であり，藤沢市立の小学校，中学校，特別支援学校から原則として３年任期の研究員

が毎年７名（小学校４名・中学校２名・特別支援学校１名）在籍している．第二に「研究員 OB」

である．前身のメディア部会から現在の臨床部会に至る歴代の研究員は 60 名以上に上り，歴代の

メンバーの中には研究員 OB（OG も含む）として後輩とともに研究を継続する者がいる．第三に
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「センター担当者」である．部会のマネジメントは，メディア部会の発足以来，センター専任職

員の目黒悟と磯上恵の両氏によって担われている．フォーマルな部会は原則月一回開催されるこ

とになっているが，センター担当者の仕事場である「教育実践臨床研究室」には現役研究員や OB

がインフォーマルに集まり，不定期なミーティングが行われている．また，センター担当者は授

業の参観，記録を目的として研究員の勤務校に頻繁に出かけている．第四に「大学研究者」であ

る．継続的に関わっている（いた）主なメンバーとして，藤岡完治（横浜国立大学・京都大学；

1989 年～2003 年：2003 年逝去），大島聡（横浜国立大学；1991 年～2007 年），井上裕光（千葉

県立衛生短期大学・千葉県立保健医療大学；1992 年～現在），高橋和子（横浜国立大学；1996 年

～現在），鹿毛雅治（慶應義塾大学；1996 年～現在）が挙げられる． 

 

7.2.2 教育実践臨床研究という理念 

メディア部会では，「情報とは何か」「メディアとは何か」というテーマについて，教育実践と

切り離すことなく実践的，理論的な探究を重ねてきたが，その探究の中で，特定の領域の実践・

研究という枠を超えて，もっと根源的な問題，すなわち，「授業とは何か」「授業を研究するとは

どういうことか」「教師であるとはどういうことか」「教師の成長とは何か」といった問題に直面

することになった（藤岡, 2001）．その問題意識はもはや「メディア研究」といった限定的な領域

でのものではなくなっていたことから，メディア部会は「教育実践臨床研究」を掲げた臨床部会

へと転換したのである． 

 メディア部会発足の当初から大学研究者として関わり，新たな組織に対して「教育実践臨床研

究部会」と命名した藤岡完治は，臨床部会発足時にそれまでを振り返り「部会の継続と発展を支

える原則」（表 7-1 参照）をまとめた（藤岡, 2001）．それは，必ずしも研究領域として確立して

いない「教育実践臨床研究」の方法はどうあるべきかについて今後を展望するための指針でもあ

った．これらの 9 つの原則はそれぞれが独立しているというよりも一つの統合的な理念として把

握すべきであり，それこそが，現在に至る臨床部会へと受け継がれている文化的特徴だといえる． 

とりわけ，「臨床」という言葉に込められた特別な意味に着目する必要がある．授業を教師と子

どもたちとの関わりによって創り出される「臨床の場」ととらえ，その場での経験を重視すると

いう決意を象徴しているからである（目黒, 2003）． 

教育実践臨床研究の目的は，教師の専門性の基盤となる「臨床の知」を獲得することにある（目

黒, 2013）．ここでいう「臨床の知」とは「日々の授業の中で目の前の子どもたちとの具体的な関

わりを通して，教師の身体に獲得されていくような「知恵」や「技」であり，簡単に言葉で表現

することが困難な暗黙知である．また，実践とリフレクションの繰り返しにより，実践が対象化

されることを通して暗黙知が明示知として自覚化（意識化，気づく）され，それが問い直され，

あらためて意味づけられる過程で暗黙知が再構成され，結果として臨床の知が豊かになる」のだ

という（目黒, 2013）． 
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表 7-1 部会の継続と発展を支える原則（藤岡, 2001） 
 

①日常的実践行為からの出発 
日常の教育実践に即して教育実践上の課題を取り出し，実践を通してその意味を追究するとともに，ねがいや意図を日常的教育

実践における行為として具現化する．授業における一連の行為を貫く日常的合理性に焦点を当て続け，そこで得られた実践的命

題あるいは知見を自分の言葉で語る． 
②子どもの学びを中心に据える 
子どもに起こっていることは何か，子どもは何を学んでいるのかについてそれぞれの「見取り」と「語り」がある．「理論」や

「信念」（思い・意図）は，子どもの「事実」というフィルターを通して，その存在や意味，有効性が初めて問題にされる． 
③自分の言葉で語る 
何よりも自分の経験に価値を置き，その経験からの必然としての自己表現を行う．すなわち，教育実践上の出来事を「他人事」

としてではなく「自分事」として語る．このような言葉を獲得することこそが，教育実践の研究者である教師（teacher as 
researchers）であることの具体的根拠を与える． 
④教育実践研究のツールの開発 
自らの実践を振り返り，問題の所在を見出し，評価する実践的で具体的な「道具」や「手段」，「しかけ」を開発し，導入する．

これらのツールは，授業の中での子どもの具体的な「事実」に出会うこと，子どもにとっての必要を探ること，授業における自

分自身に気づくことの必要性によって生み出される．また，子どもの事実を中心に置いてメンバーが共同し，仲間と共に成長す

るための「しかけ」でもある． 
⑤フォーマル，インフォーマルに集う「場」の確保 
先輩研究員（メンバーOB）は知らずしらずのうちに，後輩の抱える実践的課題の共同の探究者であり，後輩の職業上の悩みや

人間的な悩みの相談者である．自分達の獲得した実践知を後輩に伝え，後輩の人間的成長を支え，そのことを通して自分の実践

を見直し自分の人間的成長を図っている．その場には，誰か彼かが集まり，そこには先輩たちの研究の成果があり，新しい図書

や研究物がそろい，教師たちが教材の作成に取り組んでいる．こうした部会の特徴が独特の隠されたカリキュラムを生み出して

おり，それが教師の成長の場になっている． 
⑥教育実践研究と教師の成長の統合 
授業研究と教師の成長を統合することによって，教育研究を前もって与えられた課題を首尾よく達成する「作業」から解放し，

授業の現実の中から，問題を生成し，その問題との格闘の中で自らも変容するような「実践」研究（自らが構想し実現した授業

の振り返りの中から新たな知見を見出していくような「問題解決・発見型のアクションリサーチ」）として機能する． 
⑦長期にわたる中心の存在 
「ねがうこと」「こころざすこと」を一貫して貫き，研究知見を蓄積し，共有していく上での中心となる交代しない担当者が存

在する．彼らを軸に研究者と実践者が共同して研究の方向を打ち出し，実践の遂行と修正を図り，生まれているものの意味づけ

と評価を通して，理論と経験の蓄積，その受け継ぎと新たな実践の創出が可能となる． 
⑧成果の発表と批判にさらす 
研究の成果は毎年刊行物として言語化される，市レベル，県レベル，全国レベルでの研究発表が行われる．これらには部会とし

てのリフレクションの機能があり，教育実践研究の評価と計画が大きく前進する． 
⑨大学研究者と教育実践者の共同 
教育実践研究の成否を分けるのは，大学研究者と教育実践者の共同のあり方である．部会にかかわる大学研究者は「教育実践の

研究の主体は教師ではなければならない」とする点で立場が共通である． 

特筆すべきは，以上のような教育実践臨床研究の過程において，教師ひとり一人の抱く「ねが

い」が重視されている点であろう．授業者の「ねがい」は，授業の維持・継続を支えるものとし

て，授業の計画や教育内容の吟味だけではなく，授業中の臨機応変な子どもたちへの対応から授

業後の振り返りに至るまで，一貫した拠り所として，授業者の「軸」となるものだからである（目

黒, 2009）． 

 

7.2.3 教育実践臨床研究という活動 

臨床部会では，上記の理念に立脚しつつ，より具体的なテーマを掲げて研究活動を進めている．

1999 年以降の継続的なテーマは「見えることからの授業の再構築」であるが，目黒（2009）に

よれば，これは「授業の振り返り（＝リフレクション）を通して，授業者自身が自分に見えてい

たことを確かめ，授業の中で起きていたことや子どもたちが経験したことを手がかりに，自分の

授業を再構築していこうとする意志を表したもの」であり，それは「“日々の授業”すなわち自分
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の足下から授業を見つめ直す」活動そのものを意味する（cf. 山中，2001）．このテーマを踏まえ，

研究員は「自分と目の前の子どもとのかかわりの中から，授業者としての自分の「ねがい」や「実

践上の課題」を明確化し，それをもとに“自分の実現したい授業”を１年間徹底的に追究していく」

のである． 

 臨床部会の研究活動の具体的特徴として，下記の三点が挙げられる． 

①授業者のねがいを共有する 

上述の通り，臨床部会では「ねがい」を重要視している．「共同研究を行っていくには，授業者

の「ねがい」をメンバー間で共有することが不可欠」であり，そこには「相互性の関係」，すなわ

ち，メンバーが授業者の「ねがい」を理解していく過程と，授業者が自分自身の「ねがい」を自

覚化し，意識的に実践を行っていく過程が重なり合うように生じることから，「ねがい」を共有し

てく過程は，メンバー各自にとっても自分自身の「ねがい」について振り返り，自覚化していく

契機にもなると考えられている（cf.目黒，2006；目黒，2007；井上，2008）． 

②目の前の子どもに焦点をあてる 

一般的な意味での「子ども」ではなく，あくまでも個別固有の存在である「目の前にいる一人

ひとりの子ども」と，その目の前の子どもたちに対して，あるいは目の前の子どもたちとともに

実現したい授業者の「ねがい」の両方を重視し，それらを両輪のように機能させ，指導案検討，

授業参観，授業の振り返り等が，主に下記の観点から行われる． 

○一人ひとりの子どもにどのように体験されるか（されたのか）． 

○どんなことが具体的に学ばれるのか（学ばれたのか）． 

○そもそも学ぶに値する（教えるに値する）内容か（だったか）． 

③授業者の振り返りを支援する 

授業リフレクション，すなわち，「授業者が自分自身の授業の中で起きていることを振り返って

確かめるということ」（目黒, 2012）が研究の中核に位置づけられている．授業の中での体験を自

分自身が意味づけていく過程での「気づき」「発見」が，日々の授業を改善していく上での重要な

手がかりになると考えられているからである．研究員は中核的な研究活動として授業リフレクシ

ョンを繰り返し体験することになるわけだが，①その活動に，各授業時間後，単元終了時，各学

期末，一年間の実践終了後，複数年後というように時間スパンに複層性がみられる点，②授業リ

フレクションツール（後述）が開発され，活用されている点，③授業リフレクションに立ち会う

他者としての「プロンプター」（授業者が自分の言葉で自分の授業を語り，自分の授業を再構成す

るのを支援する共同研究者）の役割が重視されている点が特徴的である． 

 

7.2.4 教育実践臨床研究部会という場 

上記の理念や活動の実現に向けた部会の研究を支えるのが，センターにある「教育実践臨床研

究室」という物理的な環境，さらにはそこを中心に展開される臨床部会という「場」であろう（図

7-1 参照）．教育実践臨床研究が「場の原理」によって展開されると強調する藤岡（2001）によれ
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ば，場とは，単なる「物，人，時間，空間で記述される状況とか環境」を意味するのではなく，

「そこに存在するすべてのひと・もの・ことの相互性の全体であり，そこで一人ひとりは感じた

り，考えたり，決定したり，表現したりしながら自分自身の「よさ」を追究し，それぞれが自分

のストーリーを生成すると同時に，その一人ひとりは場の中にあって，その場の全体を感じ，場

に反応している」のだという． 

 

図 7-1 教育実践臨床部会という「場」 

 

教師教育の場とは，教育専門職としての学びの場である．以下では，臨床部会をこのような学

びを促す教育の場として検討するため，「しかけ」という概念（鹿毛,2007a；2007b；2008）を用

いることにする．「しかけ」とは，あらかじめ準備された，学習者の主体的で能動的な学び（外顕

的／内面的）をサポートするために用いられる「ツール」（物理的／非物理的）や，それ（ら）が

機能する「環境」によって構成されるダイナミックなシステムを指す．以下では，臨床部会にみ

られる「しかけ」を「場レベル」と「ツールレベル」に大別して紹介する． 

 

7.3 文化に埋め込まれた「しかけ」 

 

 臨床部会の研究活動の中心は年間を通して行われている授業実践研究である．上述の通り，部

会のフォーマルな活動は，原則として毎月一回ずつ開かれる研究部会であるが，そこでは研究の
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ために特別な課題が具体的に設定されるのではなく，研究員は一年間という長いスパンで徹底的

に自分の日々の授業に向き合いつつ，目の前の子どもたちを前提として「自分の実現したい授業」

を追求することになる（磯上, 2012）．毎年繰り返される特徴的な活動としては以下のものが挙げ

られる．これらは臨床部会という文化に埋め込まれた「場レベル」の「しかけ」として機能する

ことになる． 

①所信表明 

年度初めに，どのような「ねがい」を持って授業実践研究に一年間取り組んでいきたいのかを

明確に述べること（所信表明）が求められる．しかし，多くの場合，その時点で「ねがい」を言

葉ではっきりとわかりやすく説明できる研究員は少ないが，他のメンバーが当人の考えを理解し

ようとして問いかけを繰り返すことで，少しずつ自分の言葉で語れるようになる． 

②授業リフレクション 

各学期に二，三回，それに加えて授業研究セミナーを行う単元では，センター担当者が研究員

による授業の場に立ち会い，ビデオ記録を行うとともに，授業後に授業リフレクションが行われ

る．そこで研究員に求められているのは，「授業をしている最中の自分を素朴に振り返り，自分と

目の前の子どもたちとのかかわりの中で起きていたことを丁寧に確かめ，自分の言葉で語ること」

である（磯上, 2012）． 

③授業研究セミナー 

二学期後半から三学期初めにかけて臨床部会による授業実践研究の一端として授業を公開する

（授業研究セミナー）．その授業後に集団で行う授業リフレクションの場では，授業者と参加者た

ちがその授業で体験した事柄について情報交流し，その授業
、、、、

で起きていたことを共同的に確かめ

ていくことに主眼が置かれる．つまり，授業の良し悪しを参加者の個人的な基準によって述べる

ことによって当該授業を評価したり，他者の授業に役立つような教材や授業のノウハウを提案し

たりすることが目指されているわけではなく，授業者を含む参加者が「互いに経験された授業の

違いを明らかにすることで，目の前で起きていた授業の多様性に気づきを深めるとともに，子ど

もを見る見方や授業を見る見方など，自分の持っている様々な枠組みや，自分自身のこれまでの

実践を振り返るきっかけとする」ことが重要視されているのである（目黒，2009）． 

特に，授業後の集団による授業リフレクションが，授業中に起こっていたことを踏まえない単

なる意見交換に陥らないようにするために，参観者が授業中に見取った「事実」とそれに対する

「解釈・感想」とを峻別してそれらを時系列で記入できるように工夫された「参加者用振り返り

シート」が開発され，記録と協議の際に活用されている．また，協議の場の「しかけ」として「集

団による授業の振り返りの流れ」が設定されている（図 7-2 参照）．  
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図 7-2 集団による授業の振り返りの流れ（目黒, 2009 を一部改変） 

 

④研究紀要の刊行 

臨床部会の研究成果は各年度末に刊行される研究紀要（『教育実践臨床研究』）としてまとめら

れる．そこには臨床部会構成メンバーによる研究成果が，授業実践報告，あるいは授業研究方法

の開発，授業の理論研究等に関する論文として掲載される． 

とりわけ，研究員によって執筆される授業実践報告は，長期間にわたる実践について，日付を

見出しに付け，時系列に沿って詳細な「経緯の記述」としてまとめることから「『日記調』形式に

よる実践報告」（目黒，2009；中村・広瀬・江原・目黒，2002）と呼ばれている．「経緯の記述」

を何度も読み返し，あらためて一連の実践を通して見えてきたことや感じたこと，気づいたこと

などを中心に「振り返りの記述」を行うことから，その執筆自体が授業リフレクションの方法の

一つとしても位置づけられている．また，それは目の前の子どもたちを念頭に彼らの学びや成長

を確認することでもあることからカリキュラム評価の営みだと理解することもできる（目黒, 

2009）． 

 

7.4 文化が創り出す「しかけ」 

 

臨床部会では，構成メンバーが開発したツールを活用して，授業研究を深めている． 

①授業リフレクションツール 

 授業リフレクションツールとは，教師に経験された授業の自覚化を促すことを通して実践の対

象化を支援するツールレベルの「しかけ」である（目黒, 2006）．その代表的なものとして，「リ

フレクションシート」（江原・目黒・磯上，2003, p.97-105；鹿毛，2003）と「カード構造化法（藤

①授業者の「ねがい」を確認する 

・授業者による説明（ねがい・本時に至るまでの経過等）：「指導案」使用 

・質疑応答 

②授業の中で起きていたことを確かめる：授業の展開の節目によって区切りながら進行 

・授業者に経験された授業の報告 

・参加者各自に経験された授業の報告：「参加者用振り返りシート」の活用 

③授業者の「今後の取り組みに向けての方向」を明らかにする 

・全体で授業の中で起きていたことを確認した上で，互いの「気づき」を交流するとともに，授

業者の「今後の取り組みに向けての方向」を明らかにする 
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沢版）」（山中・目黒，2002）が挙げられる． 

「リフレクションシート」（図 7-3 参照）には，まず，授業者が事前に「本時のねがい・目標」

「当初 Plan」を記入し，授業終了直後に「See（見取ったこと）」「修正 Plan（考え直したこと）」

「Do（実際に行ったこと）」を記入する．次に，このシートをもとにプロンプターとともに振り

返りを行う．その際，新たな発見や気づきがあればシートに追加記入を行う．授業者が授業の中

で，何を見て，どのように考え，授業を進めていったのか等，授業者の内面過程を明らかにする

ことで，実現した授業の「流れ」を確認することができる．また，追加記入の済んだシートを見

返すことで，自分の授業の構造を明らかにしたり，次時の授業プランを導き出したりすることも

可能になる． 

 

図 7-3 リフレクションシート 

 

「カード構造化法（藤沢版）」は井上裕光・藤岡完治によって開発，提唱されたカード構造化法

（井上・藤岡, 1995）を，現場でより使いやすいようにアレンジした方法である．まず，授業の

全体的印象を一枚のカード（印象カード）に表現し，次に授業の中で感じたことや考えたこと，

気づいたこと等を，カードに一枚一項目で書き落とす．書き終えたカードを二分法で分類し，そ

れぞれに見出し語を付け，カードがそれ以上分けられなくなるまでこの作業を繰り返す．こうし

てできた見出し語を，最初に書いた印象カードの下に次元をそろえてツリー上に展開させ，完成

したツリー図（図 7-4 参照）をもとにプロンプターと考察を行う．各作業をできるだけ熟考せず

に行うため，授業者自身の言葉で授業を語ることが可能となり，自分自身の授業を見る見方や子

どもを見る見方，自分の授業の構造を明らかにすることができる．とりわけ，授業を素朴に振り

返り，そこでの経験をあるがままに自分の言葉で語ることが肝要だとされる（目黒・山中, 1995）． 
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図 7-4 カード構造化法によって作成されたツリー図の例（本間，2002） 

 

 

②授業デザインツール 

研究員が授業構想を具体化する際のツールとして，藤岡完治が提案した「授業デザインの

6 つの構成要素モデル」（藤岡,1994；鹿毛,2006）が適宜活用されている．授業デザインの

6 つの構成要素（表 7-2）の各要素は，互いにネットワーク状に関連しあい有機的に機能す

るとされ，図示することができる（図 7-5 参照；提唱者名と図の特徴から「藤岡マンダラ」

と通称される）．授業をデザインする際の教師の課題は，各要素について自覚化，明確化し

ていく過程で他の要素とつき合わせていくことによって，相互に無理のない全体として調

和のとれた授業の構想を練り上げていくことである．なおその際，どの要素を出発点とし

て構想するかは教師の自由に任されている． 

「授業デザインの 6 つの構成要素モデル」を用いた授業構想の過程は，教師が自分の内

部で繰り広げる「授業の即興劇」のようなもので，「想像のなかで授業を生きてみる」こと

に他ならない（藤岡,1998）．つまり，目の前の子どもたち（学習者）を念頭に置きながら，

教師の独創的な想像力を活性化するツールとして機能するのである． 
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表 7-2 授業デザインの 6 つの構成要素 
①ねがい…学習を通して学習者に期待される成長，あるいは教師の学習者への関わり方や自分自身の変

革への期待など．目標と異なりその達成を確かめることは難しいが，教育観，学習観，文化観を反映し，

授業に命を与え，方向づけるもの． 

②目標…授業の過程において学習者に経験されることや，授業の結果として達成されることを，認知面，

情意面，技能面から多様に捉えたもの． 

③学習者の実態…学習者が学習に対して抱く期待やねがい，興味や関心のあり方，既有経験や関連する

既習事項など． 

④教材の研究…教材の文化的価値，教育的価値，指導可能事項，教材の内容を構成する次元や構造の分

析，学習者と教材との関わりについての考察． 

⑤教授方略（指導指針）…教材の扱い方，学習者と教材の関わりについての基本的な見通し，授業の構

成や形態についての基本的考え方． 

⑥学習環境・条件…学習の場，学習のための用具，機器や教員の配置，学習のためのメディア環境など． 

 
図 7-5 6 つの構成要素と記入例（鹿毛・西田・森，2009） 

 

7.5 自分たちの理論を練り上げる教師文化 

 

 冒頭で記した通り，「文化的アプローチ」はそもそも個別固有のものであり，一つの事例からそ

の特徴を一般化することは不可能である．以下ではこの点を踏まえつつも，文化的アプローチに
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ついて広く検討する際の参考のために，臨床部会という事例から学びとることのできる「教師教

育の文化的アプローチ」の特徴について整理してみたい． 

 臨床部会の原理的特徴は「独自の理念を共有，継承しつつ，あくまでも実践を通して教師が自

ら成長しようとする自律的で協同的な『高い志』が文化的に尊重されている点」に見出せるだろ

う．つまり，「学びのコミュニティ」の継承，発展の中核には，共有，継承されるべき確固たる理

念が存在し，それは「教師であるこの私たち
、、、、、

」の自律的で協同的な日常的努力の継続に支えられ

ていると同時に，その「高い志」がメンバーの学びを促すのである．この特徴こそが「学びのコ

ミュニティ」の自律的発展を支える原理であることが，臨床部会の事例から示唆される． 

教師が自分たちの独自の文化を創るための条件として「高い志」を挙げる藤岡（2001）によれ

ば，志とは「常に『本質』を実践において問い続ける姿勢」を指し，本質を問い続けるとは，「こ

れが本質だ」と観念的に主張することではなく，部会でしばしば発せられる「ほんとに子どもは

そんなふうに考えるかな」「それってやらせじゃない」「先生はどうしてそうしたいわけ」といっ

た問いにみられるような，「子どもにとって何が大切か」をまっすぐに見ようとする意志に根差し

た姿勢を意味する．このような問いは，子どもにとって必然性があるかどうかを焦点に「すべて

を疑う」ことであり，それによって教師の「思い込み」や「お仕着せ」，学校教育の「暗黙の前提」

が露わにされ，吟味されることになるという．藤岡（2001）はこのような問いが執拗に繰り返さ

れるという事実に「高い志」を見出すとともに，このような高い志が持続する原則として，流行

を追わず，権力に迎合しないという点を強調する．すなわち，時代と共に移り行く教育のスロー

ガンに振り回されるわけでも，教師への啓蒙を装った目に見えにくい権力（例えば，新しい学校

像や授業観など）に対して「反権力」のイデオロギーで対抗するわけでもなく，むしろ「子ども

の経験に即した子どもの事実」を根拠に対峙する姿勢を維持し，授業の事実を創り出すことによ

ってこそ，「教師である私たちの文化」を維持，発展させることなのである． 

 より具体的な臨床部会の性質としては，以下の三点が挙げられるだろう． 

①メンバーの個性の尊重 

一人ひとりの教師が自分の言葉で自分の授業を表現する（語る，綴る）ことを重要視する．あ

くまでも教師の独自性を尊重し，授業を決して一般論として扱わない． 

②コアメンバーの継続的な存在 

「固有名」に基づく特定の人間関係を基盤としている．固定した専任担当者，大学研究者，OB

が継続的に関わっている． 

③研究プロセスと成果の可視化，共有化，検証 

ツール，研究紀要，学習指導案，授業記録（VTR 等）などが「文化財」として蓄積され，それ

らが可視化，共有化され，多面的，複層的，相互作用的に活用されている．また，ツールや場の

有効性については検証（自己評価）が試みられている（例えば，中村・広瀬・江原・目黒, 2002；

目黒・中村・江原・和田・磯上, 2009）． 

最後に，本章を通じて示唆される「文化的アプローチ」の特質として，文化の「輸出不可能性」
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について触れておきたい．実践は文化に埋め込まれており，実践の特徴（「場」「しかけ」）や成果

（ノウハウやツールなど）は個別固有なその文化
、、、、

と切り離すことはできない．したがって，他の

組織や集団が，これらの要素を断片的に取り出して形式的に導入しても効果を発揮するとは限ら

ない．教師教育が独自な文化（理念，関係，風土）と不可分のかたちで機能するという点こそが

文化的アプローチの本質なのではなかろうか． 

ただし，このことは，ある学びのコミュニティが他の実践の場（他の文化）と隔絶し，相互に

没交渉に至ることが必然であるということを意味しているわけではない．特定の文化の個々の要

素（ツールなど）だけを取り出して汎用化しようとする態度によってではなく，教師が授業をす

るという営みの本質を究めようとする異文化の者たちが互いの文化を理解しあおうとする姿勢を

前提として知見を分かち合うことは十分可能である．臨床部会はこれまでもそのような意味での

「文化交流」を積極的に行ってきた．実際，長年にわたる紀要の刊行などを通じて，地理的な制

約を超えて 47 都道府県中，37 都道府県の人たちと交流したという実績がある． 

「文化的アプローチ」の研究知見には，「一般性・普遍性」が求められるわけではない．むしろ，

「高い志」を共有する実践家同士が互いに「了解」しあうという意味でコミュニカブルである点

にこそ着目すべきなのである（cf. 藤岡, 2003）．「文化的アプローチ」には，このような「文化交

流」を通じた教育実践研究の蓄積を促す潜在的可能性も秘められているのだといえるだろう． 
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８．文化的アプローチに基づく実践事例 ２ 
―教育学科専門科目「授業研究論１・２」の指導事例からの考察― 

 

 
 この章では，文化的アプローチに基づく実践事例として，表題の授業研究学習指導事例を取り

上げる．授業を担当する教師による文献講読に始まり，授業研究データ採取手法を学び，学校を

訪問して授業データを採取する．以後年度末まで授業研究に取り組む科目である．学生たちは，

自分が選んだ授業を同じ仲間と協力して１年間研究し，レポートにまとめて参観したクラスの教

諭にフィードバックした後，インタビュー調査を行う．大学の授業と小学校での学びが立体的に

結合し，大学とフィールドの協同による学びの文化集団に支えられて，学生の学びが実現する．

大学の授業担当教師はこの過程で，学生の学びの場（トポス）を形成する媒介役を果たす． 

 
8.1 本ハンドブックにおける第８章の位置 

 
 本ハンドブック，第 15 章の「教師教育の方法に関する理論的動向－専門的な学習共同体に関す

る研究動向－」において，吉崎は授業研究（レッスン・スタディ）の目的として次の４点をあげ

る． 

 ①授業改善のために 

 ②カリキュラム開発のために 

 ③教師の授業力量形成のために 

 ④授業についての学問的研究の進展のために 

 大学の教育学科学生を対象とする専門科目においては，教職課程を取得する学生が多数を占め

る例が多い．筆者の所属学科においても，これは同様の傾向にある．こうした学生たちにとって

は，教職に就けば，自分の授業の改善と授業力量形成に取り組むことは必要である．この場合，

教師にならないとしても①③に関わる見識形成が最優先課題となり，次いで②が切実な課題とな

ることが考えられる． 

 一方，教育工学における授業研究の多様なアプローチについては，第２章で木原は次の A～E

を提示している．内容の詳細は該当する章を参照してほしい． 

 A 環境設定アプローチ   B 対人関係アプローチ   C フィールドアプローチ 

 D 制度的アプローチ    E 文化的アプローチ 

 この章で取り上げるのは E の文化的アプローチの具体的事例である．木原によれば，E は次の

ように説明できる． 

 「これは，教員志望学生や現職教員のための学びのコミュニティを構築し，それを一種の文化
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として成熟させることで，彼らに，仲間とともに成長することを尊ぶ価値観を育むとともに， そ

れを糧として，自らに必要な学びをデザインしていく姿勢を確立してもらうアプローチである．

当然，その営みは，継続的であり，徒弟的になる．」（p.27） 

 なお，木原が，「文化的アプローチによる教師教育の研究と実践においても，先の藤岡（2000）

に代表されるように，そのための『しかけ』が用意されるところが，教育工学的である．」（p.28）

と言うように，「学びの文化」「研究文化」の形成・構築には，そこに参与するメンバーの意識的

無意識的な協力と貢献と具体的な「しかけ」が必要とされる．以下では，この観点から事例を取

り上げて，具体的にどのような「しかけ」が見いだせるのか検討していきたい． 

 
8.2 事例研究の概要 

 

8.2.1 事例研究における「授業リフレクション研究」とこの研究の位置 

専門家＝「省察的実践家 reflective practitioner」としての教師が，自主的自立的に研究に従事

することの重要性はショーン（1983）等からもいえる．教職を志望する学生が，入職後の自己力

量形成のための授業研究手法を理解することの重要性も，この文脈から了解できる．この研究で

は，教職志望学生のための教育学科専門科目「授業研究論」を対象とする． 

日本教育工学会の授業研究では，三橋（2003）や木原（2004），水越・吉崎・木原・田口（2012），

西之園・生田・小柳（2012）などが，リフレクションの研究を位置づけて論じている．また，教

師のリフレクティブな授業研究の必要性とその研究上の課題や，日本教育工学会論文誌上の取り

組みについては，澤本（2012）に述べた．とはいえ，その多くは専門研究者による手法であり，

文科系出身者が多数を占める小中学校教師や学部学生のための手法としては高度で複雑過ぎる問

題がある．  

本研究は澤本（2012）等に示す，「授業リフレクション研究」に依拠する．それは「研究者と

しての教師 teacher as researcher」モデルに「研究者としての生徒students as researchers」モ

デルを加え，授業を子ども・学生と教師の協同的探究の場とする授業観に立つ．そこでは，学習

者の「学び」における自立支援をめざすと同時に，学びの文化形成と学習共同体の組織をめざす． 

授業リフレクション研究では，教師自身のリフレクション（ふり返り）を「自己リフレクショ

ン」という．その根拠として，学生・生徒のリフレクションの記述データを重視する．また「研

究者としての教師と生徒」観に立つ時，学習者の自覚的計画的な取り組みを重視するため，教師

は生徒と教師自身のリフレクティブな学習を重視することになる．教師は自己リフレクションの

記述を，生徒の学びのプロセスのデータ（ノートの記録やビデオ記録などを含む）や，生徒のリ

フレクション記述と照合し，自己リフレクションの信頼性・妥当性を吟味することになる．この

過程と結果を見ると，教師はまず自力で自己リフレクションを実施するが，続いて客観的なデー

タや他者の手になるデータ，および他者のリフレクション記述などと教師の自己リフレクション

記述を照合して，改めて自己リフレクションを実施することになる．このようにリフレクション
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は研究過程で随時実施する必要があり，複雑な研究過程を経ることが多い． 

このような研究過程において教師は，授業場面における教師自身の思考過程（行為の中の省察 

reflection in action）と実践過程を想起し，これについて熟考を重ねる．これがリフレクションに

よる研究である．このときリフレクションする教師の主観的な影響が問題になる．そこで上述し

たように，さまざまなデータを採取して，教師の自己リフレクション記述と他のデータを照合し

て整合性を問うことになる．先に述べたとおり，授業リフレクション研究は学習者と教師の協同

的探究（藤井.2010.317）としての授業づくりを目指すために，一斉指導中心の伝統的指導モデル

とは一線を画する教師成長モデルに立つといえる．本研究も教師の自己リフレクションを軸に考

察を進めるが，その妥当性検討においては，授業の協同製作者ともいえる学生のレポート等のリ

フレクション記述をはじめ，指導に協力した小学校教師や大学の同僚教師による学生への評価言

を参照して考察を行っている． 

 ふり返れば，1970年代まで盛んに行われた定量的な授業研究以来，教育実習事前・事後指導や

教科教育等の授業分析は多数に上る．澤本（1996）の通り，筆者もこれまで，多人数での授業研

究入門指導を実施してきた．しかしそれとは異なる少人数の学科専門科目で少人数グループワー

クとして授業研究指導を実施したいと考えた．学生自身が授業を参加観察し，教室での生きた事

象から体感して受けとめた世界を，文献研究等で得た知識とつなぎつつ分析して熟考し，対話過

程を経て了解するという一種の経験学習を組織する科目である．そこで意図する経験とは，学生

自らが参加観察した授業事例を選び研究して，「選択」の奥に潜む「授業の価値や課題」を掘り起

こし論理的整合的に了解しようとする営為である． 

 この学習過程において学生は，学生や担当教師（教授）の外，フィールドとなる学校・学級・

管理職や担任・子どもたちと関わるのみならず，参観依頼や礼状の作成・発送過程では大学の事

務までを含む多数の人々と関わり，その援助を受ける．その人々は，すべて彼女等の「学び」に

協力・支援してくれる存在である．現実には，今までもその恩恵に浴していたわけだが，この学

習過程での具体的な経験を通じて，「学び」を支援する文化集団と出会い，学びを支えるシステム

の存在とそれを運営する人たちの献身的な参与に気づくこととなるだろう．本事例研究を文化的

アプローチに位置付けるのもこの点を意識してのことといえる． 

以下に取上げる学生の分析事例は，小学校教諭という他者の授業であるため，狭義の「授業リ

フレクション研究」にはあたらない．しかしこの手法を経験し，授業場面での教師と子どもの営

為の意味を了解できれば，授業に立ち会った一人として体感した世界を，分析・熟考を経て整合

的に了解するという意味で広義のリフレクション研究とみることができる．事例を提供してくれ

る教師の胸を借りて，授業研究を学習すると考えるのである．この熟考体験は実践的知識 

practical knowledge （澤本，2004ａ）形成の土台であり，ショーンSchön(1983)でいう「実践的

認識論practical epistemology」形成に関わると考える．日本女子大学では教育学科３･４年生に

専門選択科目「授業研究論１・２」（前後期各２単位,計４単位）を2003年度に開講し筆者が担当

した．その意図はここにある．以下はその事例研究で，澤本（2009）に発表した事例である． 
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8.2.2 研究の目的と方法 

【研究の目的】 

(1) 本科目の指導意図 

科目の概要は澤本・相原他(2005）に述べた．また，大学授業と現職教育での授業研究指導の異

同を整理した表１は紙幅の都合で省略する．本研究では少人数指導により以下の実現を目指す. 

①授業を研究する意義の理解 

②事例研究での「熟考」体験を通した教師の意思決定や指導技術への知的体感的了解 

③体験学習による事例研究を通した質的・量的データ分析に基づく授業研究手法の基礎的理解 

 なお以下の全文は授業担当者の澤本が執筆したが,指導した学生の事例研究の紹介部分は分析

の必要上,執筆者の許可と確認を得て筆者が整理・引用した． 

(2) 本研究の目的 

 本研究は科目開設の意義と課題を事例研究により明らかにする意図を持ち，以下の目的を持つ. 

①学外との協同指導を含むフィールド研究の通年少人数授業研究指導科目開発とその考察．  

②教師の「自己リフレクション」を基盤とする大学授業事例研究手法の開発． 

【方法】 

(1)「授業リフレクション研究」の方法 

 澤本（1996）では表8-1の①-⑦のサイクルを原則として進めている．「：」に続く数字は以下で

取上げる事例での時期を示す．なお，改善点はトライアンギュレーションの意識化（それが困難

な場合は教師と学習者のデータを確保），日誌法での記録の保存，再設計案による改善授業事例報

告の奨励，機会をとらえての研究記録の活字化である．本研究も再設計による改善事例である． 

教師は機会をとらえて日誌法等で記録をとる．研究会発表は月例研究会で自主的に実施できる．

④では本人以外の共同研究者が記録を取る．④と⑥は研究会での討議．①-⑥で１クールが終了し，

⑦から２クール目開始となりスパイラルに研究を展開する．研究の終了は授業者自身が決める．

⑦の授業は可能な限り会員に公開する．本事例でも澤本(2004b)など計5回の発表を実施した． 

(2) 対象 

 表8-2は１年目の一部を改善した２年目の指導内容である．前期で１，後期で２を履修し，各２

単位の実質通年科目である．２年間の履修者は初年度14名３班，2年目15名４班の構成である．

そのうち予想が逆転する劇的な気づき体験をしたのは２グループで，その２年目のＦグループの

事例を以下で取上げる．この指導では複数の校園を参観しビデオ撮影後，その中から分析対象事

例を選択する．（大学の授業事例と区別するために，以下では学生の分析対象の小学校指導事例を

「分析事例」，その指導者を「Ａ教諭」と記し，大学の授業の「事例」「授業者・教師」と区別す

る．）Fグループの２人（4年生Nと3年生T）は都内小学校２年生帯単元（国語科を含む合科・総

合）のスピーチ学習指導を選択した．当初2004年5月採取データで分析を開始し, その後10月に

追加で参観・録画，分析し，予測と分析結果を比較・考察しレポートを提出した． 
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表8-1：授業リフレクション研究の手法 

① 問題の意識化：0404（2004年04月の意，以下同様） 

② ①に関する授業データの収集：0404‐0507 

③ ②のデータの検討と自己リフレクション：0507 

④ 定例研究会での③の発表と討議（集団リフレクションと対話リフレクション）：0507‐08 

⑤ 問題点の再検討（自己リフレクション）：0507‐08 

⑥ ①の問題の明示化と再設計：0510 

⑦ 再設計案に基づく授業とデータ収集：未実施  

 
表 8-2：授業研究論の指導内容 

○授業研究論１ 前期（一部集中） 

1. ガイダンス：4 月 

2. メディア機器講習（ビデオカメラによる授業データ採取方法,DVD,VHS,DV などのダビン

グ及び２画面同時記録データ作成の方法,授業分析支援ソフトウェアの使用法,などを講

習）：4－6 月 

3. 文献講読 (浅田他,1998.)等：4－7 月 

4. 授業参加観察（幼小複数校園数回, 1 回以上が義務参加）：4－7 月．以下 5－7 は 7－8 月 

5. グルーピング・発話プロトコル作成（選択事例で） 

6. 参観レポート作成(参加者全員,個人で提出) #1 

7. 授業データと礼状の授業者への送付(グループ作業) 

○授業研究論２ 後期（集中） 

8. 文献講読（継続，平山･大谷（1997））：10 月まで 

9. 授業参加観察（前期の継続観察,自由参加） #2 

10. 発話プロトコル作成(グループ作業) 

11. データ分析(グループ作業)・エクセル・SPSS 等講習. 月例報告会：9－11 は 9 月～1 月，

報告会 10～12 月 

12. 分析レポート提出(グループ作業・1-2 次)：１～3 月 #3 

13. Ａ教諭へのインタビュー(グループ作業)：2～3 月 #4 
及び 13.レポート等の授業者フィードバック(グループ作業) 

14. 授業アンケート･感想レポート提出(個人)：3～4 月 #5 

15. 最終レポート提出と希望の班のみ追加指導：3 月 

16. 提出レポートの印刷製本，報告書作成：春休み 

#1－#5 で学生の自己リフレクションの指導． 
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表 8-3：F グループへの指導と教師の自己リフレクション：授業研究論 2004（澤本） 

 
 
 (3) 本研究での手順 

以下の４．分析と考察では次の手順で考察を進める． 

（1）1年目のリフレクションによる２年目の再設計 （2）指導概要と教師の自己リフレクション

記述の提示 （3）教師の自己リフレクションの妥当性検討 （4）考察と課題の提示 

 
8.2.3 分析事例の概要と授業者のリフレクション 

【主な学習活動と教師の自己リフレクション】 

 表8-3は教師視点からの指導記録とリフレクション記述を整理したものである．縦軸に主たる活

動をＡ－Ｇまでの時期で示し，横軸に１.時期 ２.学生の主な活動 ３. 学習者の反応（教師の観察）

４.教師の働きかけ ５.教師のリフレクションの項目で概要を示した．リフレクション記述は2005

年7月のまとめを整理した． 

 
8.2.4 分析と考察 

【計画：１年目の指導の再設計】 

 前年度開講の自己リフレクション結果を踏まえ，2004 年度に教師は以下の課題を設定した．  

ａ.学生のリテラシー学習の負担軽減  ｂ.最終レポートのモデル提示  ｃ.文献学習の能率化 

ｄ.時間不足によるレポート提出期限延長の改善  ｅ.テーマ決定指導での教師の指導強化 

 いずれも困難な課題だが相互に影響する点も多いと考え，既定の指導時間内で処理が困難な問

題を能率的に解決する手立てを工夫することとした．対策は以下の通り． 

１．時期 ２．学生の主な活動 ３．学習者の反応（教師の観察） ４．教師の働きかけ ５．教師のリフレクション

A 4-10月 文献購読:希望する章を選択 学生間で自主的に相談・調整する
ガイダンス
文献購読指導

A1学生向けの簡易な研究手法の開発の必要性を痛感する

B 4-10月 データ採取と素データ作成
データ採取日程に合わせ、
メディア機器の使用法、
録画方法等を集中的に学習

採取方法・技術の指導
B1パソコン・ビデオカメラを含むデータ採取と編集用のメディア機器の使用法だけ
　　でも、毎年詰込みの日程である。学生の自主的学習に依拠せざるを得ない実態
　　がある。学生の授業日程と、フィールドの受入れ日程調整がいつも難しい。

C 5-1月
テーマ決定と分析開始

 （授業の参加観察を含む）

複数の事例から、研究したい
ケースを選択
分析ソフトウエアの使用方法を
学習

プロトコル作成指導．
テーマ選択の指導

C1発話プロトコル作成の負担が重く、簡易なソフトウェア開発が望まれる。
C2しかし、同時に、この作業での繰返し視聴による文字言語化作業を通じて、
　　教師の発話の特徴や、子どもの発達の実態を理解していることを観察。
C3事例を選択した理由をリフレクションさせ、学生が明らかにしたい対象が何かに
　　気づくよう指導。しかし、学生にとり使用可能な分析手法と、与えられた時間の
　　制約、指導者の指導能力の問題があり指導に配慮を要する。

D 11ｰ12月
中間報告会

（相互批評と情報交換）

作業の進行は、３年グループの
相談にのるなど、やや余裕を
持って作業を進めている様子

テーマと分析手法の
関係を考えさせる指導

D1学生は文献学習で魅力を感じた分析手法を使いたがる。しかしそれと事例と
　目的の関係が理解しにくい。事例に即して方法との関係を考えさせるのが難しい。
　論文では見えにくい研究者の苦労や工夫が学生には想像できない点が難しい。
D2その中でFグループは比較的順調に展開する。
D3卒業論文が忙しく４年生は欠席もあるが、その間３年生が頑張る。後期日程の
　この時期の４年生の指導は難しい。

E 1-2月 第1次レポート提出　　　
教師の指摘で、仮説が結論で
逆転したことに気づく

A教諭の指導を受ける
よう助言

E1仮説が覆ったという報告を受けていなかったため、報告に驚かされる。しかし、
　非常に興味深い展開の部分があると考える。
E2 A教諭に喜んでもらえよかったと思う。Ａ教諭に感謝する。

F 3月 第2次レポート提出　　　
指導教諭の助言と賞賛を喜ぶ
様子を教師が観察

指導者Sの指導と評価

F1Fグループのレポートは丁寧な分析と考察だと評価。
F2異学年２人の組合せでどうかと思っていたが、予想以上の協力体制で充実した
　レポートが出来たと評価。３年生が喜ぶ様子から２人グループも悪くないと評価。
F3 1月以降春休みも学習を続ける指導計画に無理があるが、修正は難しいと
　考える。

G 4-5月 報告集の印刷・製本・配布 他の学生と協力して作成
前年度までの資料提
示と手順の指導

G1例年の事だが、ボランティアの３年生に依頼するので、止むを得ないながら、
　早く完成する方法はないかと考える。

※５欄は特に断らない限りは全体的な学生指導についてのリフレクションである．



99 

 ａ－ｄは全て学習負担軽減の課題なので，経験者によるアドバイザー制度を設定した．前年度

履修者や大学院生からボランティアを募り連絡先を受講生に伝え，気軽に相談できるようにした．

ａでは機材の貸出し等でレディネスを高め，ｂ・ｃでは前年度レポート冊子の解説と貸出し，関

連する卒論の参照等でモデルを提示・確認し，見通しを持ちやすくしようと考えた．ｃでは提示

文献を減らし，文献に重み付けをしてわかりやすい資料を優先的に提示することにした．ａ－ｃ

が実現すればｄは可能と考えた．ｅは 10 月にテーマ変更した前年度の問題への対応である．学生

の負担軽減と協力校の負担軽減の配慮である． 

 
【教師の自己リフレクション記述の整理・検討と考察】 

 表 8-4 は表 8-3 の自己リフレクション記述をｈ～ｏの８項目に分類整理したものである．それ

に即した検討・考察は次の通りである．検討にあたり，以下のどの場面でも必要に応じてクリック

で再視聴可能な分析事例ビデオデータ（A 教諭+子ども）と連動する発話プロトコルデータを使用． 

 以下では 2005 年に収集した次のデータを検討する． 

ａ.分析レポート（感想付き）提出：１月．  

ｂ.①学生への質問紙調査，②インタビュー調査結果，③最終レポートの検討：３月－６月 

ｃ.Ａ教諭への①質問紙，②インタビュー調査とその結果の検討：４月－８月 

ｄ.同僚教師の学生レポートへの評価言の検討：５月 

ｄは教師が学生にそのままフィードバックした． 

ｈ.学習負担の軽減 紙幅の制約上省略 

i．学習深化の機会 

Ｎのｂ①に次の記述がある．「データを起こして分析することで，授業の流れのダイナミクスを

感じることができた．子どもの反応はとても複雑な要素から成り立っていて，教師のやっている

こともとても複雑で工夫のしがいがあることだと感じた．教師の仕事はなんて大変でおもしろい

のだろうと感じた．」こうした洞察が得られたことは教師の予想以上の成果だと考えた． 

ｊ.目的・方法理解の徹底 

 Ｎのａに次の記述がある．「10 月の段階では，グループでテーマと分類・分析方法を設定して

みたものの，本当にこれで研究レポートとなるのか見当がつかなかった．しかし，卒論を終えて

あらためて授業研究論のテーマや分類・分析方法を見てみると，基本的にはそのままでよく，細

かい点を改善して行けばよいことがわかった．」教師はＤ２でＦグループは円滑に進めたと評価し

たが，上の如く不安は残していたようだ．従ってこの課題も継続の必要を認めたが，後期の月例

報告会がこうした不安の軽減・解消に貢献していることが確認された． 

k.時期設定の問題  

紙幅の制約上省略 

l.教師の指導による意識化 

 教師は学習者の自立を意図し，意識的に学生相互の協力や経験者ボランティアとの相談による 
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表8-4 自己リフレクションの整理：カテゴリー化 

ｈ.学習負担の軽減 

A1.簡易版授業研究方法開発の必要性 

B1.リテラシー学習負担軽減 

C1.発話プロトコル作成負担の軽減 

i．学習深化の機会 C2.発話プロトコル作成過程での授業理解 

ｊ.目的・方法理解の徹底 

C3.研究対象・目的の明確化意識化 

D1.事例と研究手法の関係理解指導の必要性 

D2. D1には該当しない 

k.時期設定の問題 

D3.卒論提出直前の時期の授業運営 

F3.指導上重要な時期が1月以降である問題 

G1.冊子作成が新４年生の仕事となる問題 

l.教師の指導による意識化 E1.教師の指導の意義 

m.Ａ教諭の貢献 E2.Ａ教諭の指導の意義を評価 

n.学習の評価 F1.丁寧な分析と考察と評価 

o.グループ編成 F2.３・４年生２人の組合せの成功 

 
自立的学習展開を奨励・指導した．教員になれば大学教師はいない．研究上の自立性育成を考慮

しこの方法を採用した．しかし教師の指導は必要である．ｊのテーマ決定指導では事例に即した

分析手法の選択を含む事例の特徴を把握する研究能力が必要であるため，文献で方法を知っただ

けの学生が独力で方法を決めるのは難しい．但しＦグループは４年生が卒論で授業研究を行いレ

ディネスもあり，大きな問題とは考えなかった．しかしそれとは別に分析レポート提出の際の発

表で，仮説が結論で逆転したことに気づかず，教師の指摘でわかった点は重要だと考えた．また

この時，「データから仮説の逆転を証明するなんて，素晴らしいじゃない」と教師が感動もこめて

指摘した後の学生の反応から，彼らが研究の意義を認識した様子が観察された．このことから対

話場面における他者の評価が，学生の自己確認や意欲に影響を与える点も確認した． 

m.Ａ教諭の貢献 

 ＦグループがＡ教諭にレポートを持参してお礼と報告の訪問をした後の学生の報告を元に，教

師がこの項目を記した．その後のｂ②インタビューでＮは，「Ａ先生のような教師になりたい」と

４月からの教職への抱負を語った．経験豊富な教師の優れた授業を研究することを通じて，教職

への希望も育んだものと教師は推察した．授業リフレクション研究では，教師が研究を通じて前

向きの問題解決能力と教職への希望と誇りを育むことを重視する．これは学生指導でも同様であ

る．この事例での N が以上の希望を育んだとするならば，この指導の目的の達成に通ずる．その

意味でも優れた教師との協同指導体制が重要であると考える． 

 ＦグループのレポートへのＡ教諭の評価は高い．資料ｃ①によれば，「今回のＮさんをはじめと
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する方たちの切り方に出会ったとき，私の言葉かけを子どもに与える影響として分析するという

観点があるのだということに気づかされ，自分なりに分析し直してみたいという思いに駆られま

した．」と記述する．つまり学生レポートからＡ教師が刺激を受けたという．ただしデータからの

気づきは「大きく異なる点もある」とｃ②で指摘を受けた．学生が教師の指導を素晴らしいと考

えても，教師はそこから踏み込む指導課題を見出している．ここに学生のささやかな研究からも

何かを学び取る経験教師の学習能力と，別の課題や意味を読みとる可能性が推察できる． 

n.学習の評価  

ここでは資料ｂ③とｄにより検討を行う． 

 
＜評価する点－同僚教師・教師＞ 

 最終レポートでは，「結果」で「当初の予想に反し」，予想と逆の結論を導出したとする．10 月

事例③④⑤は，５月事例①②と異なり教師が教師視点から発話する時間が長かったと考察．さら

に個々の子どものスピーチ能力の発達を分析考察し，子どもの課題を見いだす．Ａ教諭も評価す

るように，こうした考察過程は了解性が高く深い理解だといえる．教師の「丁寧」という評価も

こうした丹念な分析と考察への評価を含むものである． 

 一方，ｄの同僚教授は次のように優れた点を評価する.「スピーチ活動を５月と 10 月のように

時期を分けて分析していることは,とてもすばらしいことである．そのことによって，『子どもが

主体的に発言している割合』が変化していることが明らかになっている．もちろん教師の働きか

けの変化もわかるわけである．このように時間軸を意識しての授業分析(授業研究）はとても大事

なことである．」この点は９月の指導で学生が決意して，10 月にデータを採録した意義が認めら

れたことになり，事前－事後のデータ比較手法の原則を確認したことにもなる. 

 
＜問題点；同僚教師・教師＞ 

 次に問題点である．ｄで同僚教師は「３頁の『教師の立場』の分類表において，『発言・無』の

ＡＢＣの分類根拠が曖昧な印象をもった．この点がもっとも大きな課題である」とする．指摘は

もっともである．一方経過を見守ってきた教師は，この問題を次のようにとらえた．卒業研究と

は異なり授業時間内の研究であるので，非言語情報処理の手続きを簡略化せざるを得ない．これ

については真剣に学生と話合い，本来は複数の第３者のデータチェックを経て一致度の高い結果

のみを使用するとした上で，今回は時間の制約上２人が個々に分析した結果が一致したデータの

み使用することで止むを得ないとした．このデータ分析が考察に与える影響が少ないと直観した

教師は，そこで非言語情報処理を諦めさせる指導を取らなかった．教師の指導観と時間のディレ

ンマの問題と考える．  

o.グループ編成 

 異学年の２人グループは初のケースだが，結果的には学生は肯定的に受け止めている．（資料ａ

ｂ）教師も指導過程での観察をはじめ，最終レポートの評価や学生の感想・質問紙調査結果等か
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ら円滑なグループワークができたものと判断する．T は「私はとてもたくさんのものをこの授業

研究という場の中で得ている．人それぞれの多種多様な考えを知るという『新しい発見』 だけで

なく，これまでの研究例に関する知識や，その知識の上で熟成されてきた授業・教育・子どもに

関する考えなど，現在の私には知り得なかった上級生ならではの『情報』を，たくさん学び取ら

せていただいている．」とする．他方Ｎは資料ａで，「小グループでの研究と小人数(ママ…筆者)

の授業の機会を得たのはとても有意義だった．…中略…協力し合って一つの目的を達成すること

はそれとはまた異なると感じていたため，そうした機会が欲しいと思っていた．時間の余裕があ

る中で試行錯誤しながらグループの中で自分がどのように行動するかを考えられる機会は貴重だ

った．」など多くの記述があった． 

 
【小括】 

 以下は教師の自己リフレクション検討結果である． 

（1）改善点と課題；カテゴリーｈ～o の考察 

ｈ.学習負担の軽減：A1.は研究費を充当して業者と相談しソフトウェアを改善した．Ｂ1，Ｃ１は

一定程度改善したと考える． 

i．学習深化の機会：学生ＮとＴの記述にもある通り，本事例では一定の成果が見られた．今後は

受講生全員にそれを保障することが課題である． 

ｊ.目的・方法理解の徹底：C3. D1.は卒業研究で授業分析を実施したＮのリーダーシップと２人

のよきチームワークで円滑に進んだといえるため，D2 には該当しないと判断する． 

k.時期設定の問題：D3. F3. G1. すべて改善はしているが根本的な解決は学事日程の関係上，当

面困難であると考える． 

 l.教師の指導による意識化：E1.教師の指摘による仮説の逆転への気づき程劇的ではなくとも，

方法理解や分析を進める上での不安解消等で教師の果たす役割があることが確認できた． 

 m.Ａ教諭の貢献：学生の質問にメールで回答するだけでなく，学生の分析結果を見て質問しな

がら学生に考えさせたり，励ますたりした．さらにそこから自分の授業を改めてリフレクション

し，更なる自己の課題を見出した．教えながら学ぶ，という熟達教師の手法が提示されている． 

 n.学習の評価 ：教師，Ａ教諭，同僚教師の 3 者がそれぞれの視点から具体的に優れた点を指摘

した．他者の承認は学生・教師にとり励みになり，感謝を伴う自信を与える．同僚教師の指摘が

教師にとっては今後の指導課題である． 

o.グループ編成 ：異学年２人の組合わせは初事例だが，学生の記述から双方にとり意味ある構

成であったことがわかる．今後も組合わせを見ながら指導することになるだろう． 

（2）A 教諭・同僚教師の支援と協力 

 教師は日常の研究支援活動や共同研究において，授業観や指導方法についてある程度共感し得

る授業鑑識眼 connoisseurship(加藤,1972）を持つと信頼できるフィールドを選択し，その指導

者の了解を得て学生指導を依頼している．Ａ教諭は教師と 10 年以上の共同研究経験を持ち，期待
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した以上の丁寧な関わりを持ってくれたことに教師は感謝している．同様に同僚教師も教師の意

図を了解の上で学生のレポートを読み，温かくも的確な教育的指導評価言を毎年送ってくれる．

苦労してレポートを完成した学生にはこれが大きな喜びとなり得るので，教師は恐縮しながらも

継続して依頼している． 

 授業研究は授業観や研究手法により，提示される結論が変わる可能性をはらむ領域だと考える．

それは授業の良否の評価それ自体が関与する教師・学生や研究者の授業鑑識眼に依拠する以上避

け難いと考える．本事例のようなソフトな信頼関係に拠る研究・教育ネットワーク上に，この種

の指導は成立すると考える． 

＜整理＞以上教師のリフレクション記述から考察を進めた結果，本事例では学生のレポート等か

ら指導に一定の成果を認めることができる．そして「本科目の目的」についても一定の成果を得

たと考える．しかし課題の研究の継続の必要性も認められた． 

 
8.2.5 結論 

【意義の課題化】 

(1)2004 年度当初設定の課題について 

 まず初年度からの課題は継続ではあるが一定の改善がなされた．前年度履修者のボランティア

と前年度までの作成資料，機器管理手法などの継承と改善が効果をあげたものと考える．ｄのテ

ーマ決定に関して本事例は該当しないが，学生側の不安への教師の参与の重要性を確認した． 

(2)本研究の目的に関して 

①学外との協同的指導を含む本科目開発の意義・課題の考察 

 少人数指導の意義を，学生の評価と教師のリフレクションから得ることが出来た．しかし他の

事例を見ると課題も残る．今後の成功を保障する上での重要点として，以下が考えられる． 

 ａ．提供を受ける授業事例と担当教諭の質 

 ｂ．大学教師と担当教諭(あるいは学校)の連携 

 ｃ．大学での授業研究メディア環境整備(授業研究用ソフトウェア開発を含む) 

 ｄ．履修経験学生(院生)のボランティアサポート 

 ｅ．大学での同僚教師の理解と援助 

 ｆ．有効な参考資料の提示と実用化の指導 

 ｇ．グループ編成への配慮 

②教師の自己リフレクションによる大学授業事例研究手法の開発 

 教師の自己リフレクション記述をベースに学生，Ａ教諭，同僚教師の見解を対照し考察する手

法を提案し，一定の成果を得たと考える． 

 
【課題】 

(1)意義 
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 前ページに記した意義はそのまま継続課題として改善の余地がある．当初設定した課題につい

ても同様である．指導者が手を緩めれば空洞化を招く可能性がある．学生に良質のフィールドを

提供するためには，教師自身がフィールドワークを継続し質の高い教育と研究を継続して，学校

や教師とのネットワークを維持する必要がある．この点は大学授業としての成立上の課題となる．

フィールド提供者の教諭を制度上に位置づける課題がある．すでに実施が決まった「教職総合演

習」などの実践的指導では，本研究の成果や課題を生かすことが可能と考える． 

(2)残された課題 

①文献指導 

 読んで意味があるといえる文献をどれだけ用意し，納得出来るまで指導出来るかは大きな課題

である．学会活動等を通じて，良質の文献を提供し合う組織作りが必要と考える． 

②研究的視点と教育的視点の止揚 

 学生の学習能力・教師の指導力・授業時間の関係上のディレンマは授業に共通する課題だが，

本事例に見る通り教師にとり適切な判断が難しい場面がある．今後も指導者の見識形成とリフレ

クション研究の必要が認められる．筆者の場合，学習者視点に傾斜する傾向が強いと判断するの

でバランスを取る必要がある． 

 
8.3 総括―文化的アプローチの視点からの検討 

 
 2 の事例を見ると，学生は授業研究の過程と研究後に，次の集団に関わっている． 

①授業研究論履修グループ（学生＋担当教師）：授業履修のため 

②フィールドの学校・学級など（対象校関係者＋学生＋担当教師）：フィールド研究のため 

③教育学科中央研究室（助教・助手＋学生＋担当教師）：参観レポート・授業データ送付等のため 

④メディアセンター（メディアセンター職員＋学生＋教師）：データの整理・加工の支援 

⑤教育学科教授（同僚教師＋学生＋担当教師）：学生のレポートの評価と指導の協力のため 

 ②では，授業を参観しデータ採取を行う当該学級のみならず，管理職や隣接する同学年の担任

たちは勿論のこと，受け入れ校の全体的な受容態勢が，学生の緊張を和らげ，安心して学習でき

る環境設定になっていることを，学生たちは実感している．また，事後の礼状と全員の参観レポ

ート発送，授業データである DVD の送付では，担任教諭から丁重な感謝のことばを受け取るな

どの交流もあり，慣れないビデオデータ処理の苦労も喜びとすることができるようである．こう

した経験の後の授業分析後は，担任教諭へのインタビュー調査を実施する．この学びは例年大き

い様子で，予想外の教諭の回答から学ぶものは，知的な驚きを超えて，教師であることの素晴ら

しさや，さらに学びたいという意欲へと展開することも少なくない様子である．③と④は②に関

わる事務やデータ作成等の手続きの過程で支援や助言を受ける関わりである．⑤は提出後のレポ

ートのフィードバックを受けることで，学生自身が自分の流した汗を受けとめてくれる存在と出

会い，学びの意味をより客観的に了解する機会を得る意図によるものである． 
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 このように見てみると，担当教師の仕事は，複雑多様な授業研究の過程すべての指導を実施す

るというよりは，本来の授業における担当教師としての指導に加えて，フィールドを中心とする

それぞれの場で関わる関係者からの支援を学生が無理なく受けられるように環境整備を行うこと，

と見ることができるだろう．温和で素直で誠実な素質を有する学生が，履修者に多いことも事実

だが，その学生たちが期待を超える充実した学びの機会を得るためには，「業務」を超えた心のこ

もった関わりの場の設定が求められると筆者は考える．先に澤本（2013）で，卒業論文指導にお

ける卒論ゼミの役割を，ポランニー（2003）等の暗黙知論に加え，中村（2000）の「共通感覚論」

でいう「トポス」論からとらえて，媒介役としての教師役割を考察した．そこでは中村のいう，

「a 根拠としての場所 b 身体的な場所 c 象徴的な場所 d 言語的な場所」という，４つのトポ

スを用いて考察した．授業研究論受講生が学びを実現する過程で，教師は必要な支援を受ける場

での媒介役割を果たして，「トポス」を形成すると考えるのである．重要なのは，当初は担当教師

が必要だが，教師の見守りがあれば 1 年後には学生が小学校に出向いて担任教諭にインタビュー

調査を実施できるようになる点である．そして，この時の学びの経験が，感動や実感を得ると，

多くの学生が述懐していることは注目に値すると考える．筆者から見ると，この過程は，子ども

の独り立ちに似ている．子どもが，両親だけでなく社会の力を借りて成長するように，学生もま

た，「学びの文化」を共有する社会の支えを受けつつ学んで成長していると考え，そこでの教師の

媒介役割の重要性を自覚するというものである．フィールド研究指導は，その意味で，学生のみ

ならず教師自身も，多くの人々の支えを実感できる文字通り「有難い」―存在することそのもの

が稀有である―場，ということになるのだろう． 

 
付記：本研究に協力･支援を頂いた西田真奈氏・田島寛子氏と，相原貴史教諭(事例当時)及び吉崎

静夫教授，に記して御礼申し上げる． 
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振り返りのための問いかけ（第２部：第３章～第８章） 
 

 

本ハンドブックの第２部（第３章～第８章）では，我が国の教師教育（教員養成・現職

教育）のすぐれた事例を紹介してきました．読者は，それらの事例を参照して，教師教育

者として，自らの教師教育実践を発展させることができるでしょう．そこで，下記の書式

に従って，事例からの学びを整理しておきましょう． 

 

１．もっとも興味を抱いた事例の分析 

 

 第３章から第８章に紹介された事例のうち，あなたがもっとも興味を抱いた事例はどれ

ですか． 

①その特長を整理しましょう． 

 
②当該事例と同様のアプローチを採用している，別の事例を思い浮かべて，その概要を記

しましょう． 

 
③今後，あなたが所属する組織やコミュニティで同様のアプローチで教師教育実践に着手

するとしたら，どのような営みを構想しますか． 
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２．事例間の比較検討 

 次のような視点から，２つの事例を比較して，教育工学的な視点に基づく教師教育のア

プローチについて理解を深めましょう． 

 

①第４章「対人関係アプローチに基づく実践事例」と第７章「文化的アプローチに基づく

実践事例１」の比較 

これらの章で報告された事例はいずれも，専門的な学習共同体としての実践です．そこ

には，取り組みの「継続・発展性」という共通点がありました．１）これ以外にも共通点

があるとすれば，それは何でしょうか．また，２）両者に差異点があるとすれば，それは

何でしょうか． 

 

②第５章「フィールドアプローチに基づく実践事例」と第８章「文化的アプローチに基づ

く実践事例２」の比較 

これらの章で報告された事例はいずれも，大学生のフィールドにおける学びを主柱とす

るものです．両者の異同を意識しながら，それぞれが目指す教師像や特色ある活動を文中

から抜き出して，整理しましょう． 

事例 第５章：フィールドアプローチ 第８章：文化的アプローチ２ 

目指す

教師像 

  

特色あ

る活動 

  

 

１）共通点 

  

 

２）差異点 
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Column 5 
 

カリキュラム・マネジメントと教育工学 

 

「教育課程企画特別部会論点整理」により次期学習指導要領改訂の方向性がほぼ明らかになっ

た．コラム 3で紹介しているが，この部会の論議に影響を与えたのが文科大臣諮問であり，「育成

すべき資質・能力を踏まえた教育目標内容と評価の在り方に関する検討会－論点整理－」である． 

資質能力検討会において委員として強く主張した一つが「カリキュラム・マネジメント」であ

る．これまで 40年近く学校現場とかかわってきて，｢学習指導要領がどう変わろうと日々の授業

が変わらなければ意味がない．実権は学校や教師が握っている｣を実感してきたからである．学習

指導要領の改訂に合わせて各学校のカリキュラム・マネジメントが機能する必要がある．現行学

習指導要領の下でも，狭義の学力だけでなく広義の学力（資質・能力）を育成している学校はカ

リキュラム・マネジメントが有効に働いている． 

資質能力検討会の論点整理で項として位置付けられたことにより，文科大臣諮問を経て教育課

程企画特別部会論点整理で「「カリキュラム・マネジメント」の重要性」の節が設けられた．「学

習指導要領等に基づきどのような教育課程を編成し，どのようにそれらを実施・評価し改善して

いくのかという「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められる」と明記されている． 

自校の子どもの実態を踏まえると共に，子どもが生き抜いていく将来を見据えて，どのような

力を育むべきかの共通理解を図り，具体的な教育目標を設定することが今後ますます求められる．

そして，その目標実現のために学年を通して教科横断的な基本方針を策定し，その方針に基づい

て授業の設計・実施・評価や教材研究を展開する必要がある．学校が組織として教育活動を展開

していく上で，目標とその実現のための方法のベクトルを揃えることは極めて重要である．日々

の実践を協働的に見直し，改善する．実践を作り進めるために学習環境を整えたり，研究組織や

指導体制を構築したり，研修を工夫･改善したり，家庭や地域との連携を図る．子どもたちの多面

的な学力の変容を明らかにし，その結果に基づいて授業やカリキュラム，学校経営などを改善す

る．これらの一連の行いがカリキュラム・マネジメントである． 

カリキュラム・マネジメント重視の改革はカリキュラム分野において教育工学の開拓地となる．

各学校が資質・能力の育成を目指す教育活動，その一つとしての「アクティブ・ラーニング」を

展開していくためには，学級担任や教科担任による個々の教師の努力では限界がある．各校がい

かにカリキュラム・マネジメントを実現していくのか．カリキュラム・マネジメントの各要素（資

質・能力の育成と評価，授業設計，教材研究，授業研究，校内研修の活性化，ICT を含む学習環

境の整備等々）に関して教育工学の果たすべき役割は大きい． 

先行き不透明な時代を生き抜く子どもたちに必要な資質・能力を日々の授業で育んでいくため

の具体的な方策を各学校が考え実行するために，文部科学省や教育委員会，教育センター等と本

学会が連携し，できうるかぎりの支援を進めていくことが求められている． 
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Column 6 
 

アクティブ・ラーニングの効用 

 

「教育課程企画特別部会論点整理」（平成 27 年 8 月 26 日）により次期学習指導要領改訂の方

向性がほぼ明らかになった．この部会の論議に影響を与えたのが文科大臣諮問（26年 11月 20日）

であり，さらに「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標内容と評価の在り方に関する検討会

（以下，資質能力検討会と呼ぶ）－論点整理－」（平成 26 年 3 月 31 日）が踏まえられている． 

育成すべき資質・能力に関しては資質能力検討会では明確な提言はなされていないが，教育目

標・内容については一定の枠組みとして 3 視点に整理されている．一つは，教科等を横断的する

資質･能力としての問題解決力や論理的思考力，コミニュケーション，チームワークといった「汎

用的なスキル」及び自己調整や内省・批判的思考などの「メタ認知」である．一つは，各教科等

における教科特有の汎用的な資質・能力，｢教科等の本質の関わるもの｣である．一つは，教科等

に固有の知識・個別スキルである． 

 資質能力検討会では，資質・能力とは何か，それをどう示すか，現代的諸課題（環境や防災等）

も含めた内容をどう盛り込むか，資質・能力をどう評価するかといった目標論，内容論，評価論

について一定の考えを示したが，方法論については避けてきた．これまで我が国では各教科や道

徳教育等において多様な研究団体が存在し，各々が教材研究や授業の設計・実施における流儀を

有しており，我が国の授業の質を担保してきたこと事実を踏まえ尊重してのことである． 

 大臣諮問では「アクティブ・ラーニング」が明示された．それを機に，学校や教育委員会，各

教育関連学会は「アクティブ・ラーニング」一色となった．教育課程企画特別部会論点整理では

「学習活動の示し方や「アクティブ・ラーニング」の意義等」の項が独立して設けられている．

「資質・能力を育むためには，学びの量とともに，質や深まりが重要」「子供たちが「どのように

学ぶか」についても光を当てる必要がある」とし，アクティブ・ラーニングを「課題の発見・解

決に向けた主体的・協働的学び」としている．このような極めてシンプルな定義に留まっている

ために，学校現場を含めて論議は盛んであり，様々な学習活動が試行されている．本来，高等教

育や高校の授業改善を主にねらったものであるが，小学校及び中学校での授業の創意・工夫が盛

んに行われ，手立ての一つとして思考ツールの活用やジグソー学習の導入も広がりつつある．学

校教育に対する「アクティブ・ラーニング」という言葉のインパクトは極めて大きい． 

「アクティブ・ラーニング」はともすれば学習活動や学習形態の改善に留まってしまいがちで

ある．主体的・協働的な学びを通して「これから遭遇するかもしれない正解のない・答えが一つ

に定まらない諸課題に対して，一人一人がひるむことなく責任を持って自己の考えや思いを述べ，

少しでもよりよい解を見出していくという考え方や生き方」を身につけさせることが大切である．

発達段階や教科，課題にかかわらず，日々の授業の中で一人一人が自分が持っている知識や技能，

経験を少しでも寄与し相互に繋げ合って課題解決に臨むという意識や姿勢を育んでいきたい． 
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Column 7 
 

ワークショップ型授業研究の効用 
 

授業研究は，主に学年部会や教科部会等における複数教師による教材研究や指導案検討などの

事前研究を経て実施される対象となる授業の検討・分析である．教師同士が授業実践力を磨きあ

う場であるが，十分な機能を果たしていない学校が少なくない．「一部教師の発言にとどまる」「若

い教師がなかなか意見を述べにくい」「異なる教科の授業については口を挟みにくい」「偏った視

点からの協議に流れる」「成果と課題が明確にならない」といった問題がある．授業研究の充実に

向けて，教育工学は何ができるか． 

ワークショップ型研修の一環として，授業研究の手法を複数整理・開発してきた．よく活用さ

れている手法は，「概念化シート」や「マトリクスシート」，「指導案拡大シート」である１）． 

ワークショップ型授業研究には授業づくりを進めていく上での様々な学びが組み込まれている． 

①授業参観において主体的・分析的な観察が促進される．数分の感想や意見を求められる従来

型の事後研と異なり，授業の各場面や様々な構成要素（板書や発問，教材，個別指導，学習環境

等）に関しての協議が予定されているので必然的に主体的・分析的に授業参観に臨むこととなる． 

②協議前に参観メモを元にして付箋に転記する．メモを他者に理解できるレベルに記述し直す

必要がある．その時に概念整理が起こる． 

③そして，記述した付箋を出し合う．同じ場面や事象であるにもかかわらず見方や捉え方が異

なることが明確になる．その時，根拠や理由を確認し合いたい．授業の各場面や構成要素につい

て自分なりの意見や解釈を明確に記述しているからこそ，他の教師のそれと比べて学びがおきる． 

④付箋を整理し小見出しを付け，グループ間の関係（因果関係や対立関係など）を矢印等で明

らかにする．例えば，学習が停滞したとしたら，その直前の指導等に問題がある．授業はまさに

生きもので様々な要因・要素が複雑に絡み合っている．授業を構造的に捉える力が身につく． 

⑤分析結果を他のチームに説明する際に改めて自分の言葉で授業を関連づけて述べる．また，

他チームの分析結果と比べて聴くことで新たな視点を学ぶ． 

ワークショップ型授業研究の共通の効果として「限られた時間の中で全員が意見を述べること

ができる」，「若い教師や教科が異なる教師も意見を述べやすい」，「授業のよさや成果，問題点，

助言や改善策がバランスよく出される」，「授業参観の観点に沿って検討がなされる」，「成果や課

題が形となって残る」がある．特に，教科の壁が厚かった中学校や高等学校での効果が大きい． 

各手法の利点や見え方は異なる．一つの授業を複数の手法で分析することにより，より効果的

な授業分析が可能となる．また，複数の授業を同時に別グループで分析・協議することが容易で

あるため，一回の研修で複数の授業研究を並行して行うことができる． 

１）村川雅弘（2010）ワークショップ型授業研究の手法. 村川雅弘（編）「ワークショップ型校内

研修」で学校が変わる 学校を変える. 教育開発研究所, 東京, pp.62-71 
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Column 8 
 

ワークショップ型研修とは．なぜ，いま，ワークショップ型なのか． 
 

この 10年あまりでワークショップ型研修という表現が数多く使われるようになってきた．様々

な研修の中でワークショップ型とはどのような特徴を持つものを指すのか．改めて考えてみたい． 

ワークショップ（Workshop）の元来の意味について，『日本語大辞典』（講談社，1989 年）で

は「①作業場，②参加者が自主的に運営・活動する方式の研究集会．教職員の研修，観客参加に

よる演劇・芝居づくりなど」と解説している．また，『ランダムハウス英和大辞典』（小学館，1993

年）は「①（特に，機械仕事をする）仕事場，職場，作業場，工作場．②（意見の交換，技術な

どの紹介や実地の応用を主とする）研究会，討論会，セミナー」と定義している．ワークショッ

プ型研修と称する際のワークショップの意味として，両者ともに概ね後者の定義に合致している

が，そもそもワークショップ自体に研修の意味を含んでおり，ほぼ同義の用語を重ね合わせて使

われていると考えられる．しかし，敢えて，ワークショップ型研修を「参加者が自主的に運営・

活動する方式」の研修あるいは「意見の交換，技術などの紹介や実地の応用を主とする」研修と

いう意味でとらえることが分かりやすい．つまり，研修参加者の主体性を重んじ，参加者が持っ

ている経験や知識，技能を引き出し，学校が抱える様々な課題の解決や指導や教材などの構想や

開発，評価や改善等を協同的に進める研修ととらえることができる． 

ワークショップは企業内教育や社会教育では少なからず実施されてきたが，教員研修において

は新しい．しかし，実際には戦後間もない時期に『教師のワークショップ』(大照完著，教育問題

研究所，1950年) という書籍が世に出ている．その中でワークショップの原理として，①「具体

性の原理」(「教師が日常の教育の場でぶつかっている現実の困難な問題」「その問題の解決が現

場での教育活動を現実に一歩前進させるような問題」を取り上げる)，②「自主性の原理」(「計画

も運営も全て参加者全般の自主的な意思の表現に裏づけられて行われる」)，③「協同性の原理」

(「悩みを共にする者が互いに援助し合って共通の問題の解決に務めるところに本質がある」「個

人個人の活動がグループとしての研究を推進させ，グループの研究成果を通じて各人の研究が大

成されていくという協同関係が基礎となる」)の 3つを挙げている．いずれも今日において求めら

れているワークショップ型研修に合致する． 

この戦後間もない時代は各地で地域や子どもの生活に根ざし実態を踏まえたカリキュラム開発

が行われていた．その時代背景が反映していると考えられる．近年の学習指導要領改訂では，総

合的な学習の時間や小学校外国語活動，全教科を通した言語活動の充実，環境教育やキャリア教

育，食育などの教科横断的な教育課題への対応等々，地域や子どもの実態に応じた教育活動を展

開するために，個々の教師が自らの経験や知識，技能を持ち寄り，協同的に計画・実施・改善し

ていくことが求められている．『教師のワークショップ』から半世紀を経て，再びワークショップ

的な手法が求められる時代が到来したと考えることができる． 
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９．環境設定アプローチの演習問題と解答例及び解説 

 

 

本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育の研究と実践のうち，「環境設定」アプローチに

よるものについて読者により深く理解してもらうために，3 つの演習問題を呈する．読者には，

演習問題に取り組んでもらい，その後，解答例と解説を読んで，環境設定アプローチが目指す，

ツールやプログラム等の開発にさらに接近してもらいたい．なお，本章の最後には，環境設定ア

プローチによる教師教育の研究と実践について，その留意点を整理しておく． 

 

＜教員養成カリキュラムにおける模擬授業の導入＞ 

 

【問題】 

教員養成課程を有する O 大学教育学部では，実践的指導力の育成をいっそう豊かなものにするため

に，教務委員会が教職に関する科目において，模擬授業を積極的に導入するよう，提言しています． 

O 大学教育学部のスタッフの１人である，K 准教授は，中学校教諭（国語等）の教員免許を取得す

るために必修となっている，教職に関する科目の第４欄の教育課程及び指導法に関する科目のうち，

「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む．）」に該当する「教育方法論」（３年次配当）

を担当しています．履修学生数は，80 名です． 

K 准教授は，シラバスを作成するにあたって，自身が担当する教育方法論においても，教務委員会

の提言を踏まえて，模擬授業を実施しようと考えました．そのために，次のような編成を構想しまし

た． 

 

第 1 回：オリエンテーション（診断的評価，講義のキーワード・鍵概念の解説） 

第 2 回：中学校学習指導要領の変遷 

第 3 回：教材研究と発問研究（仮説実験授業の教材と指導を題材にして） 

第 4 回：授業システムの要素（目標，内容，活動，評価等） 

第 5 回：教育の情報化①（中学校における ICT 環境の整備状況） 

第 6 回：教育の情報化②（授業におけるデジタル教科書の活用） 

第 7 回：学習指導案の作成 

第 8 回：模擬授業の準備 

第 9 回： 模擬授業の実施 1（机上授業） 

第 10 回：模擬授業の実施 2（学習指導案の改訂） 
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第 11 回：模擬授業の実施 3（マイクロティーチング 1：教授スキルの定義～マイクロクラスでの 

実習授業） 

第 12 回：模擬授業の実施 4（マイクロティーチング 2：マイクロレッスンの分析・評価） 

第 13 回：模擬授業の実施 5（学習指導案の再改訂）  

第 14 回：模擬授業の振り返り 

第 15 回：講義全体の振り返り 

 

この表のように，K 准教授は，模擬授業の実施に 5 回を費やすつもりです．まず，第 9 回に，机上

授業をおこないます．これは，坂元（1980）が開発した，授業シミュレーションの技法です．授業者

は，紙人形を動かしながら，授業における学習者とのコミュニケーションを想定し，練習していきま

す．受講者は，2 人で 1 組となって，それぞれ，指導者役と子ども役を果たします．簡便な形で学習

指導案をシミュレートしてみて，その不備や矛盾等を考察し，第 10 回において，学習指導案の改訂に

努めます．また第 11 回には，いわゆるマイクロティーチングを実施します．マイクロティーチングは，

近藤（2000）によれば，「本来，教員養成教育または現職教員の再教育の段階において，教授技術

（teaching skills）の習得訓練または改善を目的に行われる訓練指導法の 1 つ」（p. 476）です．その

一般的な手順は，1）教授スキルの定義，2）モデリング，3）マイクロクラスでの実習授業，4）マイ

クロレッスンの分析・評価，そして 5）マイクロクラスでの再授業となります（小金井 1979）．履修

学生数の制約により，この第 11 回では，一部の受講者が教師役を担当し，何名かの子ども役を相手に

指導案の一部を実施します．したがって，残る受講者は当該のマイクロクラスでの実習事業を観察し

たり，その映像記録を作成したりします． 

第 12 回は，上記のマイクロティーチングのプロセスのうち，4）マイクロレッスンの分析・評価を

実施することになります．教師役，子ども役，観察者のいずれもが，第 11 回の講義におけるマイクロ

レッスンをていねいに分析し，当該マイクロレッスンにおいて示された教授スキルの特徴と課題につ

いて正しく，またしっかりと理解することが第 12 回の講義のねらいになります．それを実現するため

に，K 准教授は，第 12 回目の講義に，どのようなタイプの活動を導入するとよいでしょうか．その手

順や特徴を下の枠内にできるだけ具体的に記してください． 

なお，講義が実施される講義室 A214 室の仕様については，中学校の普通教室や特別教室を模した

ものではありません．ただし，机と椅子は移動可能で，グループ学習等を実施することはできます．

また，書画カメラや DVD プレーヤー，コンピュータ画面を提示するためのプロジェクター，無線 LAN

のルーター等は，設置されています．学務係には，40 台の貸し出し用タブレット端末があるので，受

講者たちは，それを利用することも可能です． 
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【解答】 

 

 

【解答例と解説】 

 第 12 回では，履修学生がグループを組んで，タブレット型端末を利用して，第 11 回のマイク

ロレッスンの映像記録を分析するとよいだろう．K 准教授は，第 11 回のマイクロレッスンの動画

記録とその分析シートを，各グループのタブレット型端末に配信する．そして，履修学生たちは，

その動画記録を見ながら，教授スキルがどのように発揮されているのか（いないのか），さらに改

善するためには，どのような考え方や行動が必要になるのかについて，分析シートに記入する．

各グループは，記入が終わったら，タブレット型端末を利用して，他のグループの分析シートを

閲覧する．その後，自他の書き込みを比較検討して，より多くのグループが発見した教授スキル

の特徴と課題，一部のグループの意見ではあるけれども正鵠を射ていると思われるもの，その改

善に向けた工夫やそのための努力等について整理する．最後に，いくつかのグループが，整理の

結果をタブレット端末とプロジェクターを用いて報告する．これらの活動を通じて，履修学生数

の多いクラスにおいても，ある程度リアリティを保った，マイクロレッスンの分析・評価活動を

履修学生に提供することが可能になる．換言すれば，物理的な制約をある程度克服して，実践的

指導力の育成を重視した「教育方法論」の講義を実現できる． 

 ところで，ICT の模擬授業への貢献は，前述したような記録・分析ツールだけにとどまらない．

教育工学研究においては，ICT そのものを模擬授業の舞台とする，すなわち ICT を模擬授業のシ

ミュレーション環境として位置づける取り組みも登場している．例えば，松田（2009）は，授業

設計作業や仮想的模擬授業を実施できる教授活動ゲームを開発し，その機能拡張に努めている．

また，全米教育大学協会（American Association of College for Teacher Education，AACTE）

の第 65 回年次大会における，ある米国の教員養成大学の報告に依れば，彼らは，多様な子ども（パ

ーソナリティのタイプの違い）への対応（アクションレビュー）をシミュレートできるコンテン

ツを開発し，教員志望学生に，学級経営に関する力量を高めたり，特別な支援を要する子どもに

対応する力量を高めたりするための環境として提供している． 

 さらに，模擬授業における教授スキルそのものが ICT 活用指導力に位置づくものとなることも

望まれよう．今回の問題は，大学の普通教室における講義の工夫に関するものであったが，第 1

章でも紹介したように，例えば，和歌山大学教育学部附属教育実践総合センターには，電子黒板

やタブレット型端末等の ICT 環境を有する模擬授業教室が設置され，そこで，教員志望学生が授
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業づくりに関する知識を豊富化し，その技術を高めている． 

 

＜ワークショップ型授業研究会の企画・運営＞ 

 

【問題】 

T 小学校は，人口 50 万の地方中核都市に位置する大規模校です．全ての学年が４学級以上あり，特

別支援学級 2 学級を含めると合計 30 学級になります．教諭は 42 人を数えます． 

本年度から T 小学校は，市の研究指定校になりました．4 月当初に研究主任の K 教諭は，学校長か

ら，「昨年度までの校内研修では，授業研究に積極的に参加していない教師がいた．研究授業を担当す

るのはいつも若い教師になっている．これでは，ベテラン教師の実践知がうまく継承されない．さら

に，学校現場は多忙化しており，授業研究を行う機会も減少している．そこで，今回の研究指定をき

っかけに，教職員間のコミュニケーションを活性化できる授業研究会の企画と運営をお願いしたい」

というリクエストを受けました．つまり，学校長は，教職経験に関わらず，誰もが授業づくりに関す

る知識や技術を高めることのできる授業研究会を実現したいようです． 

早速，K 教諭は研究推進委員会を組織し，授業研究会の刷新に取りかかりました．研究推進委員の

一人から「最近よく耳にするワークショップ型の授業研究会を実施しましょう」という意見が出され

ました．そこで，K 教諭は，5 月に，T 小学校で初めて，ワークショップ型の授業研究会を実施するこ

とにしました．この会では，5 時間目の第５学年国語の説明的な文章を題材とする研究授業を全員で見

学し，児童を下校させた後，15:30 から 100 分間の事後協議会を開催します．なお，当日は，この年

度に T 小学校の授業研究会に継続して協力することになっている大学教授が講師として参加していま

す． 

その進行案を K 教諭は，次のように考えています． 

 

時間 活動 具体的な内容 

10 分 1. オリエンテーション 授業研究会の趣旨を共通理解する 

5 分 2. 授業者の自評 授業者が授業を振り返り，まずは自己評価を行う 

5 分 3. 質疑応答 授業者の意図や授業の実際について確認する 

10 分 4. ワークショップ① 研究授業に関する気づきを付箋紙に記す 

15 分 5. ワークショップ② グループに分かれて，気づきを模造紙に整理する 

15 分 6. ワークショップ③ グループの代表７名が，整理の結果を発表する 

10 分 7.   

15 分 8. 講師の指導助言 専門的な立場から研究テーマに関連した助言を受ける 

10 分 9.  

5 分 10. 次回に向けて 次回の校内研修の日程や内容等を確認する 



117 

 7 と 9 にどのような活動を導入すべきでしょうか．当日の進行案を完成させてください． 

【解答】 

10 分 7.   

10 分 9.  

 

【解答例と解説】 

 まず，7 には「全体協議」の時間を設定することが望まれる．授業研究会におけるグループ協

議は，たしかに，議論を活発にするためのセッティングとして，有効である．しかし，「6. ワー

クショップ③」でそれらの協議の結果を交流するだけでは，グループ協議の結果を校内研修のテ

ーマに還元し，学校としての組織的教育力を高めるには至らない．そうなるためには，全員が同

じ論点で議論する機会が必要とされる．このケースでは，具体的には，司会者が，「6. ワークシ

ョップ③」における 7 つの報告内容を集約して，10 分という短い時間なので論点を１つないしは

２つに絞って議論するよう，参加者に働きかけるべきである．なお，その形式に関しては，再度

グループ協議を採用してもかまわない．全員が共通の内容に接近することが大切なのであって，

全員が一緒に議論しなければならないというわけではないからだ．むしろ，T 小学校は大規模校

で 42 名もの教師が在籍しているので，「全体協議」においても協議する単位はグループの方が望

ましいかもしれない． 

 続いて，9 には，「各人の振り返り」タイムを設けるとよい（木原 2011，pp.160-161）．授業研

究会は，参加する教師全員がその力量を高める機会になるべきだ．そのためには，研究授業につ

いての議論から発展して，参加者それぞれが自身の授業について検討する場面が必要になる．そ

れは，旧来は，参加者の事後協議会後の営みに委ねられていたが，対話を重視する授業研究会の

デザインにおいては，参加者が「自身と」対話する機会を積極的に位置づけることが望ましい．

それによって，参加者全員が持続的に成長を遂げる機会に授業研究会が位置づくからである．授

業研究を通じた学校組織の発展については，その好事例が木原（2012）で紹介されているので，

参照されたい． 

 

＜校内研修推進リーダー教師に対する行政研修のデザイン＞ 

 

【問題】 

 M 県教育委員会は，学力向上には各学校の教師の授業力量の向上が欠かせないと考え，ここ数年，

校内研修推進リーダー教師に対する研修事業を企画・運営しています．この研修は，M 県教育委員会
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の各事務所から推薦された中堅教師たち 20 名が 5 月，7 月，10 月，12 月，2 月に 1 日ずつ，つまり

合計 5 日間，教育センター等に集い，校内研修の企画・運営，その PDCA サイクルのあり方を学んで

います． 

まず 5 月には，研修受講者は，教育方法を専門的に研究している大学研究者の講演を聞き，学力向

上のための授業づくりやカリキュラム開発の方法論，それを同僚間で学び合うための校内研修の企

画・運営方法について学びます．同時に，今年度の校内研修の計画を持ち寄り，それについて，講演

内容も踏まえながら，相互評価します．続いて，7 月には，1 学期の校内研修の実施状況をレポートし

て相互に批評し，同時に，2 学期以降の校内研修の計画を再構築します．加えて，模擬授業研究会を催

して，授業研究の方法論についての学習を深めていきます．10 月には，M 県内のある小学校の授業研

究会に参加します．当該小学校の研究主任 S は，前年度にやはり M 県教育委員会による校内研修推進

リーダー教師に対する研修を受講した，「先輩」にあたる教諭です．それゆえ，S 教諭が起こす授業研

究会の企画・運営や具体的なアクションについて，それを等身大の存在として認識し，事例研究に従

事します．12 月には，7 月と同様に，研修受講者たちは，校内研修の進捗状況を相互評価するととも

に，3 学期の校内研修の在り方についても，アイディアを出し合い，学び合います． 

そして，2 月の研修では，研修受講者たちが，当該年度の校内研修について総括的な評価をおこない，

それを踏まえて，次年度の校内研修のテーマやスケジュールについて構想します．しかしながら，そ

れをどのような活動によって満たしていくのかについては，研修事業の担当者間で意見が分かれまし

た．具体的には，次のような活動案が呈されました．そして，M 県の学力向上アドバイザーである，

あなたに，どれがベターであるかについて相談がもちかけられました．あなたは，以下の研修内容の

どれを推薦しますか（複数でもかまいません）．その理由も述べてください． 

 

ア．研修受講者に，校内研修の企画・運営に関する信念を強めてもらうために，校内研修を量的・質

的に改善して，それを基盤として学校改革，子どもの学力向上を実現した T 県の学校長を招聘して講

演を依頼する．講演終了後，その内容の重要事項を確認するための意見交換をワークショップ型で行

う． 

 

イ．研修受講者に，授業研究会の企画・運営についての知識や技術をさらに獲得してもらうために，

彼らが所属する学校に全員が赴き，そこで営まれている授業研究会に参加させる． 

 

ウ．研修受講者が 1 年間の研修で得た知識等を振り返るために，それぞれが校内研修の充実のために

起こしたアクションに関してプレゼンテーションする．5 月に講演をお願いした大学研究者に，各プレ

ゼンテーションを批評してもらう． 

 

エ．研修受講者に校内研修の企画・運営に関するアイディアをさらに拡充してもらうために，M 県下

の小中学校の校内研修担当者に参加を呼びかけて，研修受講者が所属校の次年度の校内研修の枠組み
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をポスターに表してもらい，それを利用したポスターセッション形式の発表会を開催する． 

オ．研修受講者が 1 年間の研修で得た知識等を確かなものにするために，校内研修の企画・運営上の

留意点を出し合い，それらを整理する．それに解説文をつけて，全員で『M 県の小中学校の教員ため

の校内研修の手引き』を作成する． 

 

【解答】（                    が望ましい） 

理由： 

 

【解答例と解説】 

 この場合，2 月の研修内容としてふさわしいものは「エ」であると思われる．まず，2 月に実施

する研修講座は，その受講者にとって，1 年間の学びを総括する，学び直すという意味を有して

いる必要がある．つまり，この時期の研修講座の題材は，1 年間の校内研修に自身が取り組んで

きた記録が用いられるべきだ（「ウ」「エ」「オ」がこの条件を満たしている）．次いで，20 名の研

修受講者たちの学びは，より多くの教師たちのそれと共鳴するものであることが望まれる．言い

換えれば，1 年間の研修成果は，なんらかの形で公開され，より広い視点から評価されることが

期待される．「エ」と「オ」が，この条件に合致している．続いてその公開のスタイルであるが，

「ウ」のようなプレゼンテーションによる公開も，研修受講者たちがその主張を十分に述べられ

るという特長を有していが，聞き手の立場からすれば，プレゼンテーションが続いても，そのす

べてが自身の学校にとって参考になるとは限らない．逆に，同じ研修講座を受講しているわけで

るから，似たような内容が重なることも危惧される．聞き手からすれば，自身が参考になると思

ったポスターの前で発表者とじっくり対話できる方が，少なくともこのケースでは，ベターであ

る．さらに，ポスターセッション形式は，研修受講者たちにとっても，作成したポスターを再利

用できるというメリットがある．それを在籍校の職員室に掲示する，年度末や次年度の校内研修

において校内研修の軌跡を確認するための資料とするといった利用方法が考えられよう（後者は

プレゼンテーション形式の発表も同様であるが）． 

 さて，他の選択肢についても，若干吟味しておこう．「ア」については，一連の研修講座の早い

時期，M 県教育委員会の校内研修推進リーダー教師に対する研修事業の場合であれば，5 月や 7

月に実施するとよいだろう．「イ」については，10 月に「先輩」の校内研修の様子を見学してい

るが，それに代替するもの，あるいは重なるものとして，2 学期等に実施できれば，研修受講者
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たちの学びとしてすぐれたものになるだろう．3 学期に，「ウ」に重ねて，例えばその前に実施で

きるのであれば，研修受講者たちにとって自らの営みを点検・評価し，次年度のものを展望する

ための比較対照として機能するかもしれない．「オ」については，前述したように，研修受講者が

1 年間を総括するという特長を有していますが，ゴールに定められている『手引き』の作成は，

他者に向けたメッセージにならざるをえず，研修受講者たちが次なる課題を意識し，その展望を

具体化する機会としては脆弱である．ただし，M 県教育委員会の事業としては大きな価値を有し

ているので，今回の研修講座の発展編として組織化するとよいだろう． 

 

＜環境設定アプローチによる研究と実践に着手する際に＞ 

 

 環境設定アプローチによる教師教育の研究と実践の演習問題に取り組んでみて，読者は，どの

ような感想を抱かれたであろうか．このアプローチは，第２章で論述されているように，ツール

やそれを含むプログラムという「学習環境」を教員志望学生や現職教員に提供しようとするもの

である．そのような意味での開発研究や実践の創造に必要となるスタンスについて，まとめに代

えて，呈しておこう． 

 

（１）小さな技法等でよいから，積極的に環境の開発とその活用（実践）に取り組む 

 本章の演習問題では，教員養成カリキュラムにおける模擬授業の分析手法，現職教育の校内研

修における授業研究会の進行案，そして行政研修の校内研修推進リーダー教師養成講座のデザイ

ンを取り上げた．それらは，いずれも，組織が教師等の学びを創出しようとするケースであった．

時間や資金などのリソースもかなり費やすことが想定されるものであった． 

 しかしながら，環境設定アプローチの対象は，様々である．例えば，1 人の教師が自身の授業

を省察するための手法の開発も，このアプローチによる研究と実践の対象となろう．換言すれば，

「学習環境」が意味するものは多様である．小さな技法やちょっとしたツールであっても，それ

が「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像を体現するものであるならば，積極的にその開

発と活用（実践）に取り組む姿勢が教育工学的アプローチに基づく教師教育関係者に望まれる． 

 

（２）どのような文脈の下で当該の環境を開発しようとするのか，しっかりと吟味する 

 ただし，環境（プログラム，ツール等）は，それが開発される背景に関する吟味を欠いては，

利用に供しない．あるいは一時的な利用に終わる．例えば，開発時に，その対象に関する検討が

必要とされることは衆目の一致するところであろう．学習環境の利用者が教員志望学生用のもの

なのか，それとも現職教員用のものなのかによって，そのデザインが少なくとも部分的には変わ

るからだ．第 1 章で示された教師像のどの要素（群）に迫るための学習環境なのかという判断は，

そのデザインに多大なる影響を及ぼそう．どのような文脈の下で当該の学習環境を開発しようと

しているのかに関する考察の重要性をこのアプローチを採用する者は常に意識すべきである． 
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（３）ねらいに応じた評価の理法と技法を用意する 

環境設定アプローチは，教師教育に資する学習環境を開発する営みであるが，それには，当然，

評価活動が含まれる．開発した環境を評価する視点は，2 つに大別することができよう．1 つは，

開発にあたって基盤とした概念が環境に体現できたかという視点である．例えば，先の演習問題

のうち，ワークショップ型の校内研修のデザインの場合であれば，学校長が，「教職経験に関わら

ず，誰もが授業づくりに関する知識や技術を高めることのできる授業研究会」の実現を願い，そ

れを実現するために，研究主任の K 教諭は「ワークショップ型の授業研究会」の実施を構想した．

この場合，実際に行われた授業研究会がワークショップの原則（例えば，能動性，協働性，創造

性等）を満たしたか否かが，参加者の言動の記録や参加者に対するアンケートの実施，それらに

よって得られたデータの分析を通じて確認されるべきである． 

もう 1 つは，開発した学習環境がもたらす成果についての評価である．それは，多元的になる

ことが少なくない．例えば，先の演習問題のうち，ワークショップ型の校内研修のデザインの場

合であれば，「授業づくりに関する知識や技術を高めることのできる授業研究会」の実現が目指さ

れていたわけであるから，授業研究会参加者が，1）授業づくりに関する知識を獲得したか，2）

それを授業の設計に活かしていたか，3）それが実際の授業における技術の向上をもたらしていた

か，4）それによって当該授業に参加している子どもの学習活動に肯定的な変容が認められていた

か，5）その結果，子どもの能力・資質が高まっていたか――などといった評価の視点を構成する

ことが可能である．そして，そうした視点に基づく評価活動を展開していくための評価データの

収集・分析についても，それに多様性があるのが通例である．例えば，1）の評価に用いるデータ

の収集としては，授業研究会参加者に，ある授業の映像記録の分析結果をレポートにして提出し

てもらう，授業研究会前後の学習指導案を提出してもらう，当該参加者たちの次なる授業研究会

における発言を記録する等の手法が考えられる． 

もちろん，環境設定アプローチによる研究と実践においても，制約や倫理面への配慮などから，

学習環境の評価のすべてを実施できるわけではない．大切なことは，学習環境を開発することと

並行して評価計画を策定し，それを運用することである．なお，評価の視点と方法についてさら

に学習したい場合には，水越（1982）や梶田（2010）などの文献を参照されたい． 

 

（４）開発した環境の共有化にも，注意を向ける 

 ものやことをデザインし，それを比較的スピーディーに実践に活かせるのが，環境設定アプロ

ーチの特長の 1 つである．しかし，教育工学的アプローチによる研究と実践である以上，それは，

体系化に向かう必要もあるし，開発者以外の人々による教育の問題解決に資することも望まれる．

そのためには，学習環境の開発者は，開発した環境の「共有化」にも留意する必要がある．まず

は，多様な媒体による報告にとりかかるとよろしかろう．例えば，日本教育工学会では，学術雑

誌への投稿，年次大会や研究会における報告，シンポジウム・セミナー・合宿研究会における発
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表等を，そのチャネルとして用意している．また，同様の舞台は，他の教師教育関連の学術組織

に依るものもあるので，学習環境開発者は，それらにおける報告も視野に入れるとよろしかろう．

さらに，個人や組織が構築している Web サイトにおける報告も，紙幅や発表時間の制約を克服で

きるので，有用である．そして，開発した環境が電子的なツールや舞台であれば，ネットワーク

上で比較的容易に共有できるであろう．これらの共有化については，最近では，教員志望学生や

教師のコミュニティが SNS などによって広がりを見せているので，それらに働きかければ，なお

いっそう，共有化を量的・質的に充実させることができる．もちろん，ある学習環境に対して，

これらの術が複数適用されることが望まれよう． 

 

 環境設定アプローチは，第２章でも述べられているが，教育工学的な視点に基づく教師教育の

研究と実践のうち，最も伝統的で，基本的な取り組みである．本章では３つの演習問題を扱った

が，その他にも，このアプローチによる教師教育の研究と実践のトピックは数多く存在する．第

２章や第３章で言及したものの他にも，教員の ICT 活用指導力を高めるための教員研修システム

の開発（清水ほか 2010）や研修コースの開発（戸田ほか 2009）等が，このアプローチによる教

師教育の研究と実践として代表的なものの１つであろう． 
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10．対人関係アプローチの演習問題と解答例及び解説 

 

 

本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育の研究と実践のうち，「対人関係」アプローチに

よるものについて読者により深く理解してもらうために，３つの演習問題を呈する.読者には，演

習問題に取り組んでもらい，さらに，解答例と解説を読むことで，同僚教師間，研究者と学校や

教師，教員志望学生と大学教員等，様々な他者が関わり合う中で生じるダイナミクスと，そこで

生じる課題に対する解決策について，考えを深めてもらいたい.なお，本章の最後には，対人関係

アプローチによる教師教育の研究と実践に着手する際の留意点を整理している. 

 

＜メンタリングの考え方にもとづく若手教師支援＞ 

 

【問題】 

 近年，大都市圏を中心として，熟練教師の大量退職に伴い，若手教師が急増しています.こうした中，

急増する若手教師への支援をこれまで以上に充実させようとする取り組みが，様々に展開されていま

す.大都市圏に位置する P 市では，若手教師支援の役割を中心的に担う「メンター」の配置を進めるな

ど，メンタリングの考え方にもとづく取り組みを進めています. 

例えば，P 市内にある X 小学校には，12 学級あり，教職員 20 名がつとめています.そして，ここ数

年のうちに，その約半数ちかくを５年目以下の若手教師が占めるようになりました.こうした若手教師

を支援するメンターの役割を教職歴８年目の Z 教諭が果たしています. 

X 小学校につとめる若手教師の１人である Y 教諭は，教職歴１年目で，今年度３年生を担任してい

ます.Y 教諭は，授業づくりや学級経営に注力している様子でしたが，メンターの Z 教諭は，Y 教諭の

学級において授業規律がいまひとつ定着しておらず，そのことが授業や学級の雰囲気に好ましくない

影響を及ぼしているように感じていました.Y 教諭の初任者研修指導教員をつとめる熟練教師や同じ学

年を担任する同僚教師からも，同様の意見が聞かれました. 

そこで，ある日の放課後，Z 教諭は，「Y 先生の授業や学級がもっと良くなるよう，授業規律の定着

に力を入れてみたらどうかな.」と Y 教諭にアドバイスをしてみました.しかし，Y 教諭は，「自分なり

のやり方でやっていきますから.」と一言述べたきりでした.加えて，それ以降，Y 教諭は，Z 教諭と関

わることを避けているような様子です. 

メンターである Z 教諭は，Y 教諭を何とか支援したいと考えていますが，今後，どのように Y 教諭

に関わっていけばよいでしょうか.以下の選択肢の中から，適当だと思うものをひとつ選び，その理由

も述べてください. 
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ア．授業規律について，メンターである Z 教諭とともに学ぶよう，管理職から Y 教諭に伝えてもらう. 

 

イ．Y 教諭に対して，授業規律の大切さについて改めて説明し，それを学ぶ必要性について理解して

もらうよう試みる. 

 

ウ．X 小学校の若手教師を対象として，授業づくりについての悩みを共有し，解決策を探る勉強会を

開催する. 

 

エ．自分なりにやっていこうとする Y 教諭の姿勢や気持ちに共感を示し，見守る. 

 

【解答】（                                  ） 

 

理由： 

 

【解答例と解説】 

 今回のケースでは，「ウ」が適当であると考えられる.若手教師支援の役割を担うメンターが果

たす役割には，様々なものがある.例えば，授業規律の定着にむけて，メンター自身が有する技術

や知識を伝えることは，大切な役割であろう.しかし，このケースにおいては，Z 教諭が Y 教諭に

行ったアドバイスがうまく伝わっていない.Y 教諭は，自らの学級における授業規律の定着に向け

て，自分なりのやり方で試行錯誤しているところだったのかもしれない.あるいは，Z 教諭から，

なぜ授業規律について指摘されなければならないのかと，反発を感じたのかもしれない. 

 こうした状況で，「ア」あるいは「イ」に示した対応をすれば，Y 教諭がますますメンターであ

る Z 教諭に対して距離を置くようになることが危惧される.場合によっては，管理職の助けを求め

ることも必要ではあるが，今回のケースで，「ア」のような対応をすれば，「Z 教諭は，自分のマ

イナス面を管理職に伝えたのか」と感じ，メンターである Z 教諭に対する信頼が大きく揺らいで

しまう危険性もある.それゆえ，まずは，若手教師の感情の機微にも配慮しながら，信頼関係を築

いていくよう試みることが重要である. 

 また，若手教師の成長を支援する際に，彼らに対して，共感的に接することは大切である.しか

しながら，今回のケースでは，Y 教諭の学級において授業規律を定着していないことにより，授
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業や学級の雰囲気に好ましくない影響を及ぼしているという現状をふまえるならば，その解決に

むけて何らかの手立てを講じることが不可欠である.ゆえに，「エ」の選択肢も，適切ではない. 

それでは，Y 教諭の感情に気を配りつつ，授業規律についての気づきを促し，改善に向けた手

がかりを得ることを実現するために，メンターは，どのような関わりをすれば良いのだろうか.そ

のひとつとして考えられるのが，「ウ」で示している，若手教師が自らの実践を振り返ることを可

能とするリソースや機会を提供することである.メンターの役割は，自らが若手教師に直接アドバ

イスすることだけではない.彼らを取り巻く環境を整備することも重要な役割である. 

 また，ここで，X 小学校の他の若手教師との勉強会というスタイルをとっていることも，メン

タリングを行う上での工夫のひとつである.これまで，メンタリングは，メンターとメンティーの

1 対 1 の関係性を基本として考えられてきた.それに加えて，近年では，立場を同じくする複数の

メンティー間の「ピアネットワーキング（同僚間のつながり）」を築きながら行われる「グループ

メンタリング」と呼ばれるスタイルも取り入れられており，メンティー相互の高まりが期待され

ている（島田 2012）. 

今回のケースでは，Y 教諭と Z 教諭の１対１の関係性よりは，周囲の若手教師を巻き込むかた

ちの方が良いと思われる.こうした勉強会を開催し，Y 教諭と立場を同じくする若手教師同士で，

授業づくりについての勉強会を開催することで，互いの悩みを率直に交流する良き契機になろう.

また，メンターである Z 教諭は，「X 小学校の若手教師にむけて」というかたちをとりながら，授

業規律を確立する大切さについて，Y 教諭にアドバイスを届けることも可能になるのではないだ

ろうか.こうした機会を積み重ねていくことで，今後，Y 教諭が自分の殻に閉じこもってしまうこ

とがないよう環境を整え，信頼関係の構築につとめることが，メンターとしての役割として，非

常に重要である. 

 

＜校内研修の企画・運営に関わる研究者と学校との信頼関係の構築＞ 

 

【問題】 

 X 市立 Y 小学校は，全学年１学級教職員 10 名の小規模校です.ここ数年，ICT を活用した授業づく

りに取り組んできました.X 市近隣の大学につとめる研究者である Z 准教授は，昨年度より，Y 小学校

における校内研修の企画・運営に関わってきました.校長が非常に前向きであったことも好影響を及ぼ

し，ICT を活用した授業実践が少しずつながら蓄積されつつありました. 

しかし，今年度になり，Y 小学校では，校長を含む複数名の異動がありました.Y 小学校の学校研究

に引き続き関わることになっていた Z 准教授が，Y 小学校を訪問したところ，新たに着任した校長か

ら，「前校長から ICT を活用した授業づくりに力を入れていることは聞いています.しかし，そのほか

にも取り組むべきことが色々とあると思っています.」との発言がなされました.その後，話をしてみる

と，ICT を活用した授業づくりに対して否定的ではないものの，前年度までの校長のように，非常に

前向きであるという様子は感じられませんでした. 
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 さらに，昨年度から引き続き研究主任をつとめている P 教諭から，「Y 小学校に新たに異動してきた

ベテランの W 先生に，ICT 活用を進めたところ，『私，そういうのは苦手だから，やりたくないわ.』

と言われてしまい，困っています.」との相談を受けました.そこで，Z 准教授は，今後，W 先生に対し

て，次のように関わってみようと考えています. 

 

・W 教諭の授業づくりに対する信念や実践のスタイルを把握する. 

・ICT 活用に対して，なぜ苦手意識を抱いているのか，なぜやりたくないと思っているのか，その

理由をさりげなく聞き出す. 

・上記をふまえた上で，W 教諭が目指す授業と ICT 活用の接点に気づいてもらえそうな実践例を

紹介する. 

  

さて，あなたが Z 准教授の立場であれば，校長に対して，どのように関わっていきますか.Z 准教授

は，今回の訪問に加えて，１学期中に２回，Y 小学校を訪問する予定となっています.毎回の訪問時に，

校長とはある一定時間，話をする機会をもつことができそうです.上記で取り上げた W 先生に対する関

わりを参考にしながら，校長に対してどのように関わっていくかについて，できるだけ具体的に，記

述してください. 

 

【解答】 

 

 

【解答例と解説】 

 木原（2004）は，わが国の学校では，学校組織と研究者個人の共同が盛んであることを鑑み，

そこで研究者が果たす役割を２つ挙げている.それは，「学校研究のコーディネーターとして専門

性を発揮する側面と，教師同士のコミュニケーションや共同作業のファシリテーターとしての専

門性を発揮する側面」（p.199）である.今回のケースでは，学校研究のコーディネーターとして，

それが円滑に進むことを望みながら，校長，ベテランの W 教諭，そして，研究主任の P 教諭を含

む Y 小学校の教師同士のコミュニケーションをファシリテートする役割を果たそうとしていると

考えられる. 
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 今回のケースにおける校長は，ICT を活用した授業づくりに否定的ではないものの，「そのほか

にも取り組むべきことが色々あると思っています.」と発言している.まずは，校長が Y 小学校に

おいて，どのようなことに取り組みたいと思っているのか，その思いや具体的な方向性を知り，

共有することが必要である.そこから，校長の学校づくりに対する思いやアイデアと ICT を活用し

た授業づくりとの接点を探ることを目指すことが求められる.つまり，校長との意思疎通のための

機会をつくることが，まずは求められよう． 

その上で，昨年度から Y 小学校に関わりをもっている立場として，ICT を活用した授業実践が，

これまでどのように蓄積されてきたのか，その良さはどこにあるのか，今後どのように進めてい

けばより良くなっていくのかなど，Y 小学校の実践への肯定的な評価やそれに対する Z 准教授の

期待を具体的に伝えることにより，ICT 活用に対して少しでも前向きになってもらえるようはた

らきかけることが必要である．その中で，「教育の情報化」に関する国および都道府県での動向に

ついて伝えるとともに，他校の事例などを紹介しながら，これらが求められる背景を伝えること

も必要であろう.校内研修を進めるにあたって，校長のリーダーシップは，その成否に影響を及ぼ

す鍵となる.そのためには，校長の学校づくりの方針をよく知り，良き関係性を築くことが求めら

れよう.つまり，校長および研究者が目指す方向性をすりあわせていく作業が不可欠であると考え

られる. 

次に，ICT を活用した授業づくりに消極的な姿勢を見せている W 教諭への関わりについても，

若干の解説を加えておきたい.W 教諭は，ICT 活用に対して，「そういうのは苦手だから，やりた

くないわ」と語るなど，現時点では，否定的な思いを強く抱いていると思われる.それゆえ，現時

点において，W 教諭に，ICT 活用の必要性について伝えることは得策ではない.まずは，W 教諭

の現状における認識を把握することが必要である.その上で，実践例などを紹介しながら，ICT 活

用の意義を少しずつ伝え，否定的な考えを軟化させることにつなげていく必要がある. 

 また，校内研修を継続および発展させていくにあたっては，こうした教員の異動について考慮

しながら進めていくことが不可欠である.例えば，校内研修をリードしていた研究主任が異動する

ことで，取り組みがトーンダウンすることがある.こうした事態をできるかぎり避けるためには，

学校に関わる研究者も，そうした変化を想定しながら，支援することが重要である. 

例えば，ある学校では，ICT を活用した授業づくりに関して，教師間のアイデアや実践事例を

交流，共有するための「実践事例集」や「マニュアル集」を作成し，こうした課題を乗り越えよ

うとしている.そのほか，校内研修のまとめとして作成される「研究紀要」を活用することも考え

られよう.いずれにせよ，各年度の校内研修の成果と課題を次年度以降に引き継ぎ，発展させるた

めのツールやリソースを充実させることが重要である.こうした校内研修の企画・運営上の工夫に

ついて，Z 准教授から研究主任である P 教諭にアドバイスすることも効果的であろう. 
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＜教員志望学生の省察の深化と多様性に配慮した関わり＞ 

 

【問題】 

 P 大学教育学部の学校教員養成課程では，4 年間にわたる教育実習プログラムを構築し，教員志望学

生の実践的指導力を高めるための取り組みを進めています.1 年から 4 年における各実習プログラムで

は，その振り返りを重視しています.しかしながら，実習生による振り返りを行う際に，実習担当教員

がどのように関わるのかという点については，試行錯誤が続いています. 

 P 大学につとめる W 准教授は，2 年次の実習を担当しています.この実習は，1 年間を通じて，学校

の行事や学習に，教職員の補助的な立場で，定期的に関わり，子どもとの関わり方や教師として求め

られる振る舞いについて学ぶことを目的としています.1 回目の実習が終わったあと，グループごとに

分かれて，学生間での振り返りが行われました.そこで，話題となったのは，子どもたちとの関わり方

についてでした. 

 実習生の Q さんは，「とにかく一緒に遊んで，早く子どもたちと仲良くなりたい.」と発言しました.

それに対して，同じく実習生 R さんは，「それだったら，地域のお姉さんやお兄さんと同じになってし

まう･･･.もっと，『教師らしく』子どもたちと接する必要があると思うけど.」と意見しました.その後も，

意見交換が行われましたが，互いの主張を繰り返すばかりで，後味の悪い話し合いとなってしまいま

した. 

 振り返りの時間が終了したのち，Q さんは，この実習を担当している W 准教授の元を訪ね，「振り

返りの際に，自分の率直な思いを語ったのに，こんな風に批判されるなら，もう実習に参加したくあ

りません.」と涙ながらに訴えました.このような状況が生じた場合，W 准教授は，Q さんにどのように

対応すれば良いでしょうか.W 准教授は，実習生が，互いの違いを認めつつ，相互に高まっていくよう

願っています.こうした点もふまえつつ，W 准教授の対応として適切だと思うものを，以下の選択肢の

中から選び，その理由も述べてください. 

 

ア．振り返りの際に，他の実習生から違う意見が呈されることを批判だと受け止めてしまう Q さんの

姿勢を直すよう，指導する. 

 

イ．実習生の R さんは，「どうして，『教師らしく子どもたちと接する必要がある』と考えているのだ

ろう.Q さんは，どう思いますか.」と，Q さんに問いかける. 

 

ウ．「とにかく一緒に遊んで，早く子どもたちと仲良くなりたい.」という Q さんの気持ちに対する共

感を示し，励ます. 

 

エ．Q さんの考えを R さんに直接伝えるよう，指示する. 
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【解答】（                                  ） 

 

理由： 

 

【解答例と解説】 

 今回のケースでは，「イ」が適当である.コルトハーヘン（2010）は，教師教育者は，省察を行

うにあたって，イニシアティブは学生たちに与え，彼らに作業させること，つまり，導き，支え

る役割を担わなければならないと述べている.より具体的には，「受容」「共感」に加えて，「具体

化（どのような場面で問題が生じたのか）」「一般化（実習生が抱える複数の問題には共通点があ

るかどうか）」に向けたスキルが必要であると指摘している. 

受容や共感が必要であるという点を鑑みると，「ア」については不適当である.では，Q さんに

対して共感的に接しようとしている「ウ」が，なぜ正答にはならないのだろうか.「ウ」で示して

いる共感的な態度は，教師教育者として不可欠である.しかしながら，それだけでは，根本的な解

決には至らないと考えられる.また，「エ」で示しているように，学生同士で，互いに理解し合い，

関係を築いていくことも大切である.しかし，それ以前に，自らの考えに固執するのではなく，他

の実習生の視点も借りながら，振り返りを深めることの重要性を Q さんに理解してもらう必要が

ある.これらをふまえるならば，「イ」が適当であろう. 

実習生や初任教師は，自らが受けてきた教育に関する経験，つまり「被教育経験」が自らの実

践に大きな影響を及ぼすと言われている.しかしながら，彼らの被教育経験が，教育上の問題解決

における「正解」を提供してくれるとは限らない.ゆえに，教育をめぐっては，様々な考え方や実

践があること，また，それらのうち一番正しいと思われるものを選択，決定するのは容易ではな

いことを知った上で，様々な見方にふれることが必要となる. 

さて，今回のようなケースに遭遇した場合，あなたは何を根拠に，教師教育者としての対応を

取捨選択しているだろうか.近年，教師教育者およびその力量形成への注目が高まっているが，そ

の背景として，コルトハーヘン（2010）は，「ほとんどの場所で，教師教育者としての専門性を

獲得するための特定の教育を受けることなく働いている」（p.285），さらには，「専門的な教師教

育者になるための特定の研修は受けていない」（p.285）という現状とその課題を指摘している.つ

まり，教師になろうとする学生の養成に関わる教師教育者は，それを担うにあたって自身に必要

となる専門性を知り，それを高めていく必要がある. 
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＜対人関係アプローチによる研究と実践に着手する際に＞ 

 

 本章では，教育工学アプローチによる教師教育の研究のうち，「対人関係」アプローチによるも

のについて扱い，演習問題を示してきた.対人関係アプローチは，人間関係やコミュニケーション

のダイナミクスに注意を払いながら，同僚等との学び合いやそれを通じた教師の専門的発達を実

現しようとするものである.改めて，対人関係アプローチによる教師教育の研究と実践について，

その留意点を示しておく. 

 

（１）教師の専門的発達において，対人関係が及ぼす影響について理解する 

 本章では，対人関係上の葛藤に対する問題解決が求められるケースを演習問題として扱った.対

人関係的アプローチにもとづく教師教育の研究，実践に取り組もうとする際，まずは，教師の専

門的発達には，様々な要因が影響を及ぼしていることについて，理解することが不可欠となる. 

例えば，Day ら（2010）は，教師の歩みに影響を与えるものとして，①仕事場の環境，②子ど

も，③政策，④個人的な出来事を挙げており，学校内外の様々な要因が関連していることが明ら

かにされている.さらに，これらの中でも，①仕事場の環境が，教師としての歩みの好不調に多大

なる影響を与えていると言われている.ここで言う仕事場の環境とは，同僚，管理職との関係，同

僚管理職からの支援の有無，学校での役割，仕事量を指す. 

 つまり，教師の専門的発達は，個人的な資質能力にのみ依拠するものではなく，それを発揮す

ることができるかどうか，また，さらに高めることができるかどうかについては，教師を取り巻

く環境，とりわけ，対人関係の影響を強く受けるということを，理解することが必要となる. 

 

（２）教師の専門的発達や実践を方向づける信念や価値観について理解する 

教育実践をめぐっては，誰しもがひとつの「正解」にむかって進んでいるわけではなく，むし

ろ，個々人の教育観，授業観，子ども観，教師観が，教育実践に大きな影響を及ぼしている.これ

らは，言い換えるならば，個々人の教育に対する信念と呼ばれるものである.その一方で，校内研

修の企画運営に代表されるように，多様な信念をもった人々が，ある一定の方向性にむかって共

同で取り組みを進めていることもまた，わが国の教育現場の特徴である. 

例えば，Doonerら（2008）は，「専門的な学習共同体（Professional Learning Community: PLC）」

の形成には長い時間を要すること，さらには，そのプロセスで対人関係上の緊張への対処が求め

られるという課題の存在を指摘している.つまり，教育に対する多様な信念や価値観を有する複数

の人々が集い，共同することは容易いことではなく，元より，難しさを伴うものなのである. 

加えて，各人の教育実践を方向づけている信念について理解することは，自身にとっても容易

いことではなく，また，それを相互に理解し合うことには，さらなる難しさが伴うものである.ゆ

えに，まずは，教育に関わる実践者，研究者は，自らの信念によって方向づけられているという

ことを理解するところから始めていきたい. 
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（３）教師の専門的発達を促す「重要な他者」との出会いをデザインする 

 上述したように，教師の専門的な発達は，個人の資質能力によってのみならず，それを取り巻

く環境の影響を受けている.そして，教師の専門的発達を促し得る人的な環境を整えようとするの

が，対人関係アプローチである.その際に，鍵となるのが，「重要な他者」という考え方であろう.

それは，教師の専門的成長を促すキーパーソンのことを指す.例えば，若手教師は，リーダーシッ

プに長けた管理職がいる学校に勤めることで，そうでない場合と比べて，成長が促進されると言

われている.この場合，若手教師にとって，リーダーシップに長けた校長は，自らの成長を促す重

要な他者であると言える. 

つまり，対人関係的アプローチにもとづく教師教育を構想する際に，対人関係上の葛藤やそれ

によって引き起こされる問題状況を解決するだけではなく，むしろ，教師の成長にとって鍵とな

る重要な他者との出会いを積極的にデザインすることが重要である.それゆえ，若手教師支援，学

校研究の企画・運営，教員志望学生への指導において，自らを含む誰が重要な他者となり得るの

か注意深く確認し，関係構築を促していくことが必要となる. 

 

（４）対人関係アプローチを支えるツール，システムを開発し，活用する 

 教師間のコミュニケーションを円滑化するための手立てとして，それに資するツールやシステ

ムを開発すること，あるいは活用することも求められる.例えば，授業研究を行った際に，若手教

師とベテラン教師では，そこでの思考に大きな違いが見られると言われている（佐藤ほか 1991).

こうした思考の違いが，両者の対話や関係構築の妨げになることがないようシステムを開発し，

それを活用することで，円滑なコミュニケーションを実現し，若手教師の成長につなげていこう

とする取り組みも行われている（笠井ほか 2007, 鈴木ほか 2010）. 

 そのほか，校内研修の企画・運営においては，「研究紀要」を活用して，各校に新たに異動して

きた教師や初任教師とのコミュニケーションを円滑にしようとする取り組みも行われている.つ

まり，研究紀要は，各校における校内研修の取り組みについて理解してもらうためのツールとし

て機能しているのである.それによって，教師間のコミュニケーション上の齟齬を最小限にし，円

滑な関係構築を実現しようとしているのである. 

 

（５）対人関係アプローチを充実させるプログラムを開発する 

 本章で取り上げたメンタリングの考えにもとづく若手教師支援や教員志望学生に関わる教師教

育者に関して，近年注目が集まっている.しかしながら，メンターあるいは教師教育者として求め

られる専門性を身につけるためのプログラムは，十分に開発されてない.また，校内研修に関わる

大学教員が，そこでいかなる専門性を発揮すべきであるのかを学ぶプログラムも，現時点では十

分に整備されていない.ゆえに，メンターや教師教育者に求められる専門性を明らかにし，それを

身につけるためのプログラム開発は，急務の課題である. 
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11．フィールドアプローチの演習問題と解答例及び解説 

 

 

本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育の研究と実践のうち，「フィールドアプローチ」

について読者により深く理解してもらうために，3 つの演習問題を呈する.３つの演習問題は，「教

育実習以外のフィールド体験」「教育実習プログラムの見直し」「教育実習事前・事後指導におけ

るリフレクション」である．読者には，3 つの演習問題に取り組んでもらい，フィールドアプロ

ーチが目指す研究と実践にさらに接近してもらいたい． 

演習問題を踏まえ，本章の最後には，フィールドアプローチの研究と実践に関する留意点を３

点呈示したい． 

 

＜教育実習以外でのフィールド体験活動に関するカリキュラム開発＞ 

 

【問題】 

 近年，学校支援ボランティアや学校インターンシップなど，教育実習以外に学校現場と関わる取り

組みが増加しています．例えば，中央教育審議会答申『今後の教員養成・免許制度の在り方について』

でも，「インターンシップなど学校現場を体験する機会や，学校外における子どもとの触れ合いの機会，

現職教員との意見交換の機会等を積極的に提供することが必要である」との方向性が打ち出されてい

ます（中央教育審議会 2006）． 

X 大学では，登録型のプログラムである「学校インターンシップ」が運営されており，運動会や宿

泊行事などの短期間のサポートや長期間の学校支援など様々なプログラムが実施されています．毎年 2

月に開催される「学校インターンシップ報告会」では，子どもたちの関わりによって新たな学びを得

たり，教職への志向が高まったりしたとの参加者からの報告がなされています．その一方で，学校現

場での体験ばかりに力を入れている学生の存在や，大学での学習とのつながりが見られないとの大学

教員からの声もしばしば聞かれるようになりました． 

 このような現状から，「学校インターンシップ」に参加する学生の意識を転換することが求められて

いました．今年度運営の中心者となった A 准教授は，「学校インターンシップ」のコンセプトを新たに

見直し，「学校現場での体験と大学での学びとをつなげる」ことを掲げました．これは，先の中央教育

審議会答申に「これらの活動の機会が，教職課程の全体を通じて，学生の学習状況や成長に応じて効

果的に提供されるよう，留意すること」「これらの活動が，単なる体験活動に終始しないよう，学生自

身による体験活動記録の作成や，それを基にした討論を行うなど，省察的な活動を通して，質の高い

学習が行われるよう工夫する必要がある」ことを踏まえたものです．まず，「学校インターンシップ」

の年間スケジュールを表 11-1 に示します． 
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表 11-1 X 大学における学校インターンシップの年間スケジュール 

 

A 准教授は，オリエンテーションと中間発表会の内容を新たに考えることにしました．A 准教授の

考えたオリエンテーションの内容は次の通りです． 

 

 

 

 

 

 

 

冒頭，A 准教授を含め，5 名の担当教員から簡単な挨拶があり，その後，A 准教授が学校インターン

シップの概要を説明しました．「単なる体験活動」ではなく，短期・長期のインターンシップいずれも

「学校現場での体験と大学での学びとをつなげる」ことがねらいであることを学生に確認しました． 

 その後のグループワークでは，「教育・学校・子どもに関する問題」を付箋に書き出し，KJ 法を用

いて整理するという内容を取り入れました．各グループとも積極的に取り組む姿勢が見られ，学校イ

ンターンシップで学校現場に入る際に意識すべき視点を共有することができました． 

 最後に学校インターンシップに関する質疑応答とまとめを行い，オリエンテーションを終えました．

A 准教授の自己評価としては，学生の意識も高く，手応えを感じたものでした． 

以下に，10 月に開催される中間発表会の流れを示します．4 月のオリエンテーションを踏まえて，

どのような内容を取り入れますか．空欄に当てはまる内容を示した上で，その内容について具体的に

説明して下さい． 

 

中間発表会 

10 分 趣旨説明 

30 分 代表学生による報告 

30 分 【             】 

20 分 講評・まとめ 

 

 

月 内容 
4 月 学校インターンシップ説明会・エントリー開始 
5 月 オリエンテーション 
6 月 学校インターンシップ開始 
10 月 学校インターンシップ中間発表会 
2 月 学校インターンシップ報告会 

オリエンテーション 

10 分 挨拶・担当者紹介 

35 分 学校インターンシップの概要 

35 分 グループワーク 

10 分 質疑応答・まとめ 
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【解答】 

 

【            】 

 

説明 

 

 

【解答例と解説】 

≪グループワーク≫ 

説明：オリエンテーションで取り組んだ「教育・学校・子どもに関する問題」の KJ 法課題を中

間発表会でも再度活用し，学校インターンシップで実際に体験したことや観察したことと

の異同を確認し，今後の活動の方向性を検討する． 

  

フィールド体験活動で陥りがちな問題は，単なる体験で終わってしまうことです．確かに子ど

もたちとの関わりは，講義・演習にはない魅力的な活動でありますし，フィールドで子どもたち

や学校の支援に実際に携わることは教職を志望する学生にとって価値ある活動であることは間違

いありません．しかし，大学における教育プログラムである以上，フィールドでの問題の確認と

それに関する発展的な学習，問題解決に向けて提案をしていくような活動を基盤に据えた内容を

目指していかねばなりません． 

そのためにも「学校インターンシップ」などのフィールド活動の意義づけとして，単に体験を

重ねる機会ではなく，講義・演習などで学んだことを現場で読み解いたり，問題解決に活かした

りする「学習機会」であるということを明確に打ち出すことが必要です．そのためにも，オリエ

ンテーションでは講義・演習などで学んだ事項を確認させ，中間発表会では当初の課題と実際の

現場との異同を確認させるような機会を設定することが必要です．また，中間発表会では，学校

現場で直面した問題にどう向き合うのか，それは果たして解決可能かどうかを議論することも重

要となるでしょう．そのような問題設定をすることで，その後に続く「学校インターンシップ報

告会」などで自分たちの取り組みを通して問題が解決できたかどうか，今後学生としてさらに学

ぶべき点は何か，といった継続的な学習につなげることができるのです． 

繰り返しになりますが，大学における「学習活動」としてフィールド体験を設定していくこと

が最も重要なポイントとなるのです． 
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＜「質の高い」教育実習プログラムを目指すための手立て＞ 

 

【問題】 

現在の政策動向として，教員養成の高度化が目指されています．中央教育審議会は，2006 年には『今

後の教員養成・免許制度の在り方について』，2012 年には『教職生活の全体を通じた教員の資質能力

の総合的な向上方策について』の答申を出しています．前者においては，教育課程の質的水準の向上

として，教員として求められる資質能力を確実に身につけさせる「教職実践演習」の新設，より高度

な専門性を備えた力量をもつ教員の養成を目指す「教職大学院」の創設が決定されました．後者にお

いては「教育委員会と大学との連携・協働により教職生活全体を通じた一体的な改革」「教員養成を修

士レベル化し，教員を高度専門職業人として明確に位置付ける」ことなどが示されています． 

国立大学法人 Y 大学教育学部では 3 年次に小学校・中学校での 4 週間の教育実習が設定されていま

す．実習先は，附属小・中学校と公立小・中学校 6 校であり，いずれの学校も長年教育実習の受入を

行っています．大学における指導としては，3 年次前期に開講されている「教育実習事前指導」と教育

実習後に開講されている「教育実習事後指導」が中心となっています． 

今年度に入ってから Y 大学教育学部でも教職大学院の設置が検討され，3 年後の開設に向けて動き

始めました．教職大学院の設置に合わせて，学部レベルでも「質の高い」教育実習を目指すという方

針が決定され，B教授が中心となるワーキンググループで教育実習の検討を始めることになりました． 

B 教授は，基本的方針として，2012 年の中教審答申で示された「『何を教えるか』よりも『何がで

きるようになるか』に重点を置くべきである」を踏まえて，教育実習を通して「できるようになる」

ことは何かの共通理解を図らねばならないと考えました． 

まず，B 教授は，以下の 5 つの手立てを取り組むべき事項として挙げました． 

 

ア．教育実習の協力校と教育実習の内容について協議を進める． 

イ．教育実習生の実態を把握するためにアンケート調査を実施する． 

ウ．教育実習に関連する講義・演習の講義担当者を招集し，教育実習改善のための協議会を開催する． 

エ．教育実習に関する優れた事例・実践を収集し，改革・改善に向けての視座を得る． 

オ．「質の高い教育実習」とは何かを教育実習担当者で議論・検討する． 

  

B 教授は，最終的に「イ．教育実習生の実態を把握するためにアンケート調査を実施する」から着

手することにしました．B 教授の立場に立って，なぜ B 教授が「イ．」を選択した理由について皆さん

の考えを述べて下さい． 
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【解答】 

 

 

【解答例と解説】 

 B 教授が「イ．教育実習生の実態を把握するためにアンケート調査を実施する」に着手した理

由として，「質の高い教育実習」を目指そうと進めたところで，現状の成果と課題を踏まえていか

ねば見通しを持つことが困難であるため，教育実習生の実態を把握するためにアンケート調査を

実施する方向で進めたと考えられる． 

 

 坂元（2000）は，「教育工学」を「教育や学習の目標を効果的に達成するために，①構成要素

の最適な組み合わせを追求し，②それに役立つ各種技法，道具，しくみを開発，活用し，③開発

した技法，道具，しくみを体系化することを繰り返しながら，教育の改善をする」と定義してい

ます．教育実習は，大学における事前・事後指導や指導案作成に関わる講義・演習など大学にお

けるカリキュラム，実習校における指導教員からの指導・アドバイス，教室内外での児童・生徒

との関わり，実習中の授業実践など様々な構成要素からなっています．「質の高い教育実習」を実

現するためには，坂元（2000）の定義にある①，②，③の押さえていくことは不可欠であり，「最

適な組み合わせ」を追究するためにも現状の教育実習ではどのような成果と課題があるのかを把

握していくことが必要です． 

「イ.」と合わせて，「エ．教育実習に関する優れた事例・実践を収集し，改革に向けての視座

を得る」，「オ．『質の高い教育実習』とは何かを教育実習担当者で議論・検討する」の作業も欠か

すことができません．「イ.」によって得られる教育実習生の実態を踏まえながら，「質の高い教育

実習」として何を目指すべきかを教育実習担当者で議論していきます．その議論にあたっては，

先行研究・実践を収集・分析し，比較・検討していくことが重要です． 

 「ア．教育実習の協力校と教育実習の内容について協議を進める」，「ウ．教育実習に関連する

講義・演習の講義担当者を招集し，教育実習改善のための協議会を開催する」については，先に

述べた実態把握・教育実習の改革の方針が確定された後の取り組みと言えるでしょう．学内・教

育実習の協力校と協議・検討するといっても，それを考えるための情報や素材がなければ十分な

協議・検討はできません．それらを見出す作業こそが，「イ．」であり，「エ．」「オ．」なのです． 
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＜教育実習事前・事後指導におけるリフレクションの工夫＞ 

 

【問題】 

 ショーンの「反省的実践家」の提唱以降，教師教育の文脈において「リフレクション」について焦

点が当てられてきました．Avalos（2011）も，”Teaching and Teacher Education”で掲載された 2000

年から 2010 年までの論文をレビューし，「専門的学習」に関して「リフレクションのプロセス」が視

点の１つとして整理できることを示しています．とりわけ，実践を語る「ナラティブ」とリフレクシ

ョンのための「ツール」がポイントとなると，Avalos（2011）は，レビューしています． 

国立大学法人 Z 大学教育学部では，3 年次に 4 週間の教育実習が実施されています．事前指導とし

ては，教育実習の位置づけや実習での取り組みの確認，模擬授業を通しての協同的な取り組みが活動

として含まれています．事後指導としては，教育実習での経験を振り返り，グループで共有する活動

が組み込まれています． 

教育実習事前・事後指導の担当者である C 准教授は，教育実習での経験を語り合うことだけでも十

分学びになると考えてきましたが，教育実習でのリフレクションを充実させるための事前・事後指導

の改善に着手しました．教育実習事前・事後指導の内容をすべて変えるのは困難であったので，まず

事前指導の初回と事後指導の 1 回分 90 分の授業を考えてみることにしました． 

 

事前指導 事後指導 

25 分 実習全体の概要・スケジュール 

40 分 グループワーク 

 －イメージマップの作成（20 分） 

 －グループでの確認（20 分） 

15 分 全体共有 

10 分 まとめ 

10 分 本時の取り組みについて 

55 分 実習のリフレクション 

 －実習での学び（授業実践，児童・生徒との

関わり，学級経営）をワークシートに記入（15

分） 

 －【               】 

15 分 全体共有 

10 分 まとめ 

 

事前指導において，新たにグループワークを導入しました．その内容として，受講者は，最初に「教

師の仕事」についてそれぞれがイメージマップを描き，特に重要と考えるものを 3 つ程度マークさせ

る課題に取り組みました（20 分程度）．グループ内でそれぞれのイメージマップを見せ合い，異同を

確認させました（20 分程度）．全体共有では，イメージマップの作成とグループでの共有によって得

られたことを 3 グループの代表が発表しました． 

事後指導においても，グループワークを中心とした活動をデザインしました．まず，これまでの事

後指導でも用いられてきた「実習での学びを振り返る」ワークシート（授業実践，児童・生徒との関

わり，学級経営）に記入をさせる課題に取り組みました（15 分）．その後，C 准教授は，リフレクショ
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ンを促す活動をどのようにデザインしたかを具体的に述べましょう． 

 

【解答】 

理由： 

 

【解答例と解説】 

 「イメージマップを改めて作成させ，事前指導で作成したものと個人内で比較させると同時に

グループでお互いに確認・共有する」 

 

Avalos（2011）は，リフレクションの「ツール」として，自己評価ツールや反省的ポートフォ

リオが変化の引き金となることをレビューしています．リフレクションを促すためには，事前・

事後での変化を明らかにすることが不可欠であり，教育実習をスタートする前の状態と終わった

後の状態を何らかの形で教育実習生に自覚させることが必要です．それを考えるための題材とし

て彼らの「被教育体験」が鍵を握ります．教育実習生は白紙の状態ではなく，児童・生徒として

の経験を通して形成された信念や価値観をもって教育実習に臨んでいます．それらは，彼らがど

のような教師や授業を理想としているのか，児童・生徒との関わり方として望ましい姿をどのよ

うに捉えているのかなど，教育実習での経験を解釈するフィルターとして機能していきます．そ

れを可視化するために本演習ではイメージマップを用いていますが，その他にも質問紙やメタフ

ァーなどいくつかの手立てをとることができます． 

可視化できる形にした後，教育実習生間でそれらの共有を図ることが求められます．自身の「被

教育体験」とそれによってもたらされている信念や価値観の共通点と差異をグループで共有する

ことで，それらを他者と比較したりより客観的に捉えたりすることができます． 

事後指導においては，事前指導と同一の課題を課すことで，事前・事後の変化をより明確に捉

えることができるようになります．事前・事後の変化は，教育実習中のどのような経験によって

もたらされたのか，なぜそのように変化したのかなど個人での内省と共にグループでの共有を図

っていく形をとることでリフレクションは促されるのです． 
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＜フィールドアプローチによる研究と実践に着手する際に＞ 

 

 近年，教育実習期間の長期化や教育実習以外の体験活動の増加などからもフィールドアプロー

チが着目されてきていることは明らかである．しかし，フィールドでの学習を効果的に進めたり，

広げたりするには活動の工夫が求められる．以下，そのポイントについて 3 点挙げる． 

 

（1）フィールドでの学習と大学での学習をリンクできるように事前・事後指導や講義・演習をデ

ザインする 

教育実習でもその他の体験活動でも，大学における教育プログラムとしての「カリキュラム開

発」が求められる．例えば，教育実習以外の体験活動について，岡村・初澤（2010）は，講義・

演習と教育実習とを有機的に連携させることが求められるとして，授業科目の試案などを呈して

いる．すなわち，教育実習に至るまでにどのような学習を積み上げていかねばならないのか，教

育実習以外の体験活動にどのような意味づけを持たせるのかについて，4 年間の教員養成プログ

ラムの中で，体系的にデザインしていくことが不可欠となるのである． 

学校現場などのフィールドに出ることによって，学校現場の状況，児童・生徒の実態，教師の

日常的な取り組みなど，学生たちは様々なことを観察したり，教師や児童・生徒と関わったりす

ることで多くの経験を積むことができる．しかし，その経験を「意味づける」ことがなければ単

なる経験だけに終わってしまう危険性もある．また，学生によっては，学校現場に行くことや児

童・生徒と関わる「体験」だけに価値を置き，大学での学習が疎かになる場合も想定される．経

験のみの蓄積や体験偏重を避けるためにも，学校現場で学んだことを吟味できる「学習」の場を

設定することが不可欠なのである．教育実習については事前・事後指導がカリキュラムとして予

め設定されているが，その他の体験活動でも同様に，本章で示したようなオリエンテーションや

中間発表会のデザインを工夫する必要がある． 

それと同時に，大学側・学部側からフィールド先に対して積極的に働きかけていくことも合わ

せて求められる．岡村・初澤（2010）は，「教育プログラムを連携先任せにするのではなく，必

要に応じて大学が，そのカリキュラム内容や構成に関わるといった姿勢も求められよう」と指摘

している．大学・学部としてフィールド先に何を求め，どのような連携・協力ができるかを予め

協議することで学習の場としての意義づけが明確になると考えられる． 

繰り返しになるが，フィールドでの活動が「大学における教育プログラム」として機能するよ

うな「カリキュラム開発」を主体的に行っていかねばならないのである． 

 

（2）リフレクションを促すための工夫を考える 

 （1）の内容とも関わるが，学生や実習生がフィールドで学習したことを自らリフレクションす

ることは極めて重要である．リフレクションは，フィールドでの経験を通して，彼らが何を得，

それによってどのように自身が変化したのかを自覚させることに他ならない．それゆえ，リフレ
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クションを促すために，事前・事後の比較軸を設定することが求められる．「教育実習以外のフィ

ールド体験」「教育実習事前・事後指導におけるリフレクション」でも取り上げたように，児童・

生徒としての被教育体験や大学での学習を KJ 法やイメージマップなどを事前に残すことで，中

間発表会や事後指導でもリフレクションのツールとしてそれらを用いることができる． 

 リフレクションを促すためのさらなる工夫として，本章では十分に扱うことができなかったが，

Avalos（2011）が指摘した「反省的ポートフォリオ」の活用も重要であろう．例えば，谷塚・東

原（2009）は，オンラインポートフォリオの作成によるリフレクションと学生同士の閲覧・コメ

ントによる学習成果を示している．永田・鈴木（2007）も ICT を活用することによって，学習プ

ロセスの可視化・共有を図ることが可能であることを示している．ICT 環境が十分整っていなか

ったとしても，ファイルなどに配付資料，メモ，観察記録など様々なものを経時的に収集させる

ことでポートフォリオの機能を果たすことは十分できるだろう．様々な情報が蓄積されたポート

フォリオを共有することで教育実習での成果と課題についてより具体的に議論することができる

だろう． 

 

（3）実態把握のためにアンケート調査などを実施する 

 （1）とも連動するが，「大学における教育プログラム」としてフィールドでの学習成果を検証

することが重要である．ある活動を通して獲得されるスキルや態度などを具体的に設定した上で，

それが本当に獲得されているのかを確認するためには，アンケート調査などを通してデータを収

集することが不可欠である．収集されたデータがなければ，フィールドでの学習成果やそこでの

課題を検討することは極めて困難である． 

 例えば，深見（2013）は，島根大学教育学部における教育実習に関してアンケート調査に基づ

く結果を報告している．その内容として，授業観察の視点の変化については，1 年次と 4 年次の

教育実習での成果を比較した結果，自己評価の厳しさなどによって 4 年次でも自己評価が必ずし

も上昇しないこと，また，教育実習での実践や児童・生徒との関わりの変化については，実習が

進むにつれ自己評価が上昇していくことを明らかにしている． 

教育実践を通してデータを収集し，そこから成果と課題を見出し，課題の改善を図るという一

連の営みは，教育工学分野において長らく行われてきたものであるが，フィールドアプローチに

おいても当然不可欠なものなのである． 
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12．制度的アプローチの演習問題と解答例及び解説 

 

 
本章では，教育工学的な視点に基づく教師教育の研究と実践のうち，新たな「制度設計」の下

で行われつつあるアプローチについて，読者により深く理解してもらうために，３つの演習問題

を呈する．ここで取り上げるのは，教育に関わる理論と実践の往還，大学と学校現場の連携等を

旨として設置された教職大学院の動きに関わってのものである．読者には，演習問題に取り組ん

でもらい，その後，解答例と解説を読んで，制度的アプローチが目指す研究と実践にさらに接近

してもらいたい．なお，本章の最後には，制度的アプローチによる教師教育の研究と実践につい

て，「制度的アプローチによる研究と実践に着手する際に」として，その留意点を整理しておくこ

ととする． 

 
＜連携協力校と大学によるヴィジョンの共有・目標設定と関わる学校実習の企画・運営＞ 

 
【問題】 
 N 教職大学院では，院生の実践的指導力の育成をいっそう豊かなものにするために，県教育委員会，

市教育委員会，連携協力校と共に，大学院における学校実習を企画・運営しています． 

昨年度の取組の振り返りや連携協力校などからの要望なども参考に，例年通り，教職大学院の学校

実習の担当チームは，大学院の会議で企画や運営方針を確認し，4 月早々に今年度の学校実習の運営に

ついて，県教育委員会，市教育委員会，連携協力校にご挨拶に出かけました． 

県教育委員会，市教育委員会へのご挨拶では問題なく，今年度の企画・運営方針について確認がな

されました．しかしながら，N 教職大学院のスタッフの２人が，連携協力校の１つである A 小学校に

伺った際，次のようなやりとりがありました． 

 

連携協力校管理職：「4 月から着任しました校長の○○です．前任から引継ぎは受けているのです

が，教頭も新たに着任し，その詳細が分からないので，説明してもらえますか」 

教職大学院教員：「はい．御校には，これまで大学院の教育実習でお世話になり，この書類に記

させていただいている取組でご指導をしていただいてまいりました」 

連携協力校管理職：「担当を呼びますので，そちらにより詳しく説明いただけませんか？」 

連携協力校担当教員：「今年，実習などを担当することになります○○です．6 月，9 月には，卒業

生が教育実習に今年もたくさん来ます．その実習と同じように考えてよろしいですか？」 

教職大学院教員：「いいえ．教職大学院での実習は，学部の授業を中心とした実習とは異なり，

職員の一員としてできる限り学校での取組全体に参加させていただきたい．院生はすでに全員免許
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を取得しており，様々な経験をお願いしたいのですが」 

連携協力校担当教員：「学部の実習とどこが違うのでしょうか？」 

 

教職大学院教員は，左の書

類を示して，説明をしていま

すが，なかなか学校での実習

のイメージを，連携協力校の

担当者に伝えることは困難

でした． 

 この場合，教職大学院の担

当者は，どのような説明資料

を用意し，どのような内容の

説明をするとよかったので

しょうか？その資料内容や

手順を次頁の枠内にできる

だけ具体的に記してくださ

い． 

 大学院での教育実習とい

う新たな制度（修士の学位の

取得に関わってこれまで教

育実習は必修ではなかった）

の中で，教育工学の知見はど

のように活かせるのか，以下

のチェックポイントを参考にしながら考えてみましょう． 

(1) チェックポイント 1→持参資料の説明内容は？ 

「教職大学院は，どのようなことを目指して設置されたものか」は，上記資料に記載されています．

また大学院ですが，修士とは異なり，教育実習を 10 単位以上行うことが記されています．しかし

ながら，上記会話にあるように，学士課程で行う実習内容とどこがどのように違うのか？どのよう

な力をこの大学院の実習でつけようとねらっているものかの情報が不足しています．あなたならど

のような資料ここに追加しますか？  

(2) チェックポイント 2→連携協力校の立場になって考える 

提携を下に，実習をお願いしていますが，連携協力校の職員も異動があります．大学院側からの要

望だけを伝えても，連携協力校の職員にとっては「なぜ」「どうして協力しなくてはならないのか？」

「具体的に何をする必要があるのか？」「負担が増えるだけではないのか」「私たちにとってどのよ

■ 教職大学院について 

 （中教審答申「今後の教員養成・免許制度の免許制度の在り方について」H18.7 より一部抜粋） 

＜制度設計の基本方針＞ 

 ・理論・学説の講義に偏ることなく実践的指導力を育成する体系的で効果的なカリキュラムを編

成するとともに、実践的な新しい教育方法を積極的に開発・導入することにより、「理論と実践の

融合」を強く意識した教員養成教育の実現を目指す。 

 ・保護者や学校現場、地域、教育行政など、養成された教員を受け入れる側（デマンド・サイド）

の要請を踏まえ、特に学校現場との意思疎通を重視し、カリキュラムや教育方法、履修形態・・・

など大学院の運営全般にわたって、大学院と学校現場との強い連携関係を確立する。 

 ＜教育課程＞ 

 学部段階における教育実習をさらに充実・発展し、特に実践的な指導力の強化を図る観点から、

10 単位以上の学校における実習を含める。 

＜連携学校＞ 

 教職大学院の場合、長期にわたる実習や現地調査など学校現場を重視した実践的な教育を進める

上で、一般の小学校・中学校等との間で連携協力関係を結ぶこと（連携協力校の設定）が重要であ

る。 

  ※「連携協力校の設定」に関して、○○教職大学院は市教育委員会と「連携協定」を締結しています。 

 

 ■ 教職大学院の実習について 

 ＜実習設計：ストレート院生＞ 

    (1) 一年次                  (2)二年次 

        学校実践Ⅰ(５月中旬に２週間 全員小学校)    学校実践Ⅳ（１０月に４週間 希望校種別） 

    学校実践Ⅱ（６月初旬に２週間 全員中学校）   ※ サポート活動：毎週金曜日半日単位 

    学校実践Ⅲ（１０月に４週間 希望校種別）      でサポート活動を実施 

 ＜各実習の目的＞ 

 【学校実践Ⅰ】【学校実践Ⅱ】  

 （1） 授業観察の方法（参与観察を含む）、組織的に課題解決に向かう方法を学ぶ。 

 （2） 特定の学級に継続的に関わりながら、担任と共に、児童の成長、クラスの成長を支援する

手立てを学ぶ。 

 【学校実践Ⅲ】 

 （1） 学校実践Ⅰ、Ⅱで学んだことを基に、授業力が教師の力量として重要であることを認識し、   

自分自身の授業力を持続的に向上させるための資質・能力を養う。 

 （2）教育活動の背景について共通理解を図ることの重要性を学ぶ。 

 （3）教師として様々な課題に組織的に対応していける素地を身につける。（出来事の予測、指導 

の見通し、緊急時の対応・処置など） 

  【学校実践Ⅳ】 

   ・ 自ら設定したテーマにそって学校実践を行い、実践研究の力量を培う。 

     研究テーマ例：①「グループ学習を通した児童の人間関係を育てる実践の工夫」 

                        ②「小学校における英語活動の在り方について」 
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【解答】 
(1) 持参する資料に追加する内容として，私は以下のことを記載した資料を用意します… 

 

 

 

 

 

(2) 次のような手続きで，説明や応答を作っていきます・・・・・ 

 

 

 

 

 

 
【解答例と解説】 

(1) チェックポイント 1 の持参資料の説明内容と関わって 

先にも示しましたように，「教職大学院は，どのようなことを目指して設置されたものか」は，

上記資料に記載されています．また大学院ですが，修士とは異なり，教育実習を 10 単位以上行う

ことが記されています．しかしながら，この持参資料には，ある重要な説明事項が欠けています． 

つまりそれは，「大学院の教職実習に関して（例えば「学校実践ⅠⅡⅢⅣ」に関わって），それぞ

れの実習での評価表（評価項目）を示し，各実習でどのような力を育てたいのか？それは学部の

実習とも関わって，どこを重ねて指導し，どこから新たに大学院で育てたい力なのかを資料とし

て用意する」点です． 

例えば，表を作成し，各実習では何に力点を置いているのか？学士課程の実習と重ねて指導し

ていく部分（螺旋的に色濃く経験させ学ばせていく点）と新規に身につけさせていきたい点，ま

た 1 年目，2 年目と実習を経ていく際に，その実習で目指す内容，つけさせたい力のグラデーシ

ョンを連携協力校にわかってもらえる資料の工夫が必要となります．このような表を作成するこ

とで，実習の成績評価をする場合にも，また院生にその実習では特に何に力を入れて学んでくる

必要があるのかの見通しを与えることが可能となります． 

 
(2) チェックポイント２の連携協力校の立場になって考えると関わって 

うなメリットがあるのか？」など，情報不足による不安があり，また感情的にも，「今までしてき

たのだから」というように押し付けられるような状況があると，士気も落ちてしまうことを考える

必要があります．連携協力校の立場にたった説明の手続きを考えてみましょう． 
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これも先に述べましたが，提携を下に，実習をお願いしていますが，連携協力校の職員も異動

があります．大学院側からの要望だけを伝えても，連携協力校の職員にとっては「なぜ」「どうし

て協力しなくてはならないのか？」「具体的に何をする必要があるのか？」「負担が増えるだけで

はないのか」「私たちにとってどのようなメリットがあるのか？」など，情報不足による不安があ

り，また感情的にも，「今までしてきたのだから」というように押し付けられるような状況がある

と，士気も落ちてしまうことを考える必要があります．そのため，連携協力校と次のようなやり

取りをする時間を確保し，合意を形成していく手続きを取る必要があります． 

「教職大学院からの要望と共に，連携協力校として可能なこと，可能でないことを聞き取る」→

「本実習を行うことによって得られる連携協力校のメリットについても説明をする」 

 
 実習に関わって連携協力をお願いする場合は，まず連携協力校の実習担当教員と教職大学院の

教員の役割分担や，教職大学院教員が，実習期間どのようなスケジュールで学校に出向き，どの

ような指導を行うのか？そのとき，連携校の実習担当教員は毎回同席するのか，毎週 1 回同席を

お願いするのか，などを説明し，役割やスケジュール調整などで可能なこと，難しいことなど聞

き取る必要があります．次に，学校にとってもメリットが感じられるように，学校の研修に教職

大学院の教員が，必要に応じてそのテーマに即した教員を派遣すること，院生が実習期間とは別

にボランティで関わる仕組み，なども話し合っていく必要があります． 

 
＜院生自身による学校実習での取組課題の明確化のためのサポート＞ 

 
【問題】 

教職大学院には異年齢で多様なキャリアをもつ院生やある特定の研究関心を持つ院生が入学してき

ます．学校実習を通じて，実践的指導力を培うことは共通目標ですが，既習内容・体験や研究関心か

ら，実習で「ある課題」を探求したいという院生からの希望もあります． 

例えば，多様なキャリアとして，1)教員養成学部からそのまま教職大学院に入学してくる院生と，

2)教育学部以外の学部から教職課程を経て教員免許を取得して入学してくる院生，そして 3)教員以外

の社会人経験を経て入学してくる院生（過去教職免許の取得経験有）がいます．また 4)現職教員派遣

として，市町村教育委員会から県を通して派遣されてくる院生や，5)派遣ではなく自らの意志で休職

して大学院で学ぼうとして入学してくる現職教員，6)講師経験はあるが正規教員としてまだ採用され

ていない院生，が入学してくる場合もあります．  

多様な研究関心としては，実践的指導力と関わって，1)授業力（教科教育の内容理解を含む）を身

につけることに関心を向ける院生，2)学級経営や児童生徒理解に関心を向ける院生，3)いじめや不登校，

特別なニーズがある子への対応に関心を向ける院生，4)主任として学校でカリキュラム・マネジメン

トや学校での研究をリードしていく力をつけることへ関心を向ける院生，もいます． 

N 教職大学院では，上記のような状況を考慮して，できるだけ院生のキャリアや研究関心を活かせ
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るように，連携協力校の教職員の専門関係，学校で取り組んでいる研究関心などを調査し，相談しま

す．その組み合わせを考えて，学校実習の間に，各院生が，実践的指導力をその研究関心と重ねて身

に着けて行けるように工夫しようとしています． 

しかしながら一方で，院生自身も，自分の実習での取組課題がまだ大きすぎて，どのような手続き

でその課題を解決していくのか明確にできない場合が多々あります．取組課題が院生自身に明確でな

い場合は，連携協力校でも対応が難しく（担当していただく教員も院生が限られた 4 週間で何を目指

しているかわからない），「いろいろ体験をしてみましょう」というように学部の時の実習と同じにな

る場合もあります． 

そこで，あなたが実習を担当する場合に，4 月に入学して，最初の長期の学校実習（注＊）に出かけ

る前までに，院生にどのように自分の課題や研究課題を明確にさせていきますか？下の現職院生の事

例なども参考にしながら，現職以外の院生の指導の場合について考えてみましょう．例えば，教育工

学の研究でも取り組まれてきたアクションリサーチ，ケーススタディなどのアプローチもイメージし

ながら，「院生自身にさせること」を指導時間の順序に即して記載してください． 

（注＊）最初の長期の学校実習とは，たとえば集中方式で，入学して半年後などに行われる 4 週間

の実習を意味しています． 

 

（例）現職院生

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)自分のこれまでの経験の中でどのような取組をしてきたか（活かせる点，連続性）

を振り返る機会を作る 

→下記のようなワークラインなどを記載させ，他の現職院生と経験を振り返る機会

を作る． 
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(2)自分の研究関心を見つ

めさせる機会を作る 

→マインドマップなどを

活用して，発散的に自分の

研究関心の関連図を描か

せ，どの点に絞って取り組

むか，どのような手順でそ

の関心に迫っていくか，イ

メージを持たせる 

 

 

 

(3)大学院で履修している科目で，研究関心や課題解決と関連するものを視覚化させ

る 

(4)研究計画を立てさせる 

→1)研究テーマ，2)なぜ取り組むのか，3)何に取り組むのか（最終的に問いの形），

4)結果の予想，5)研究の意義（これは何に貢献するのか？），6)研究テーマと関わっ

て，今調べて知っている関連研究，７）○月までに何をどこまで，どのような手続き

で進めるか 

 
【解答】 

現職以外の

院生の場合

（学士課程

卒業後直接

入学してく

る院生，社会

人経験者・講

師経験者含

む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja.wikipedia.org/wiki/マインドマップ 
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【解答例と解説】 

 1 つの事例ですが，現職院生以外の院生に課題を明確にさせていくには，例えば，以下の手続

きなどが考えられます． 

(1)大学院で今，履修している科目で学んでいることの関係をみつめさせる 

(2)学部までの間で，教職に関わって印象に残っている科目を上げさせ，そこで何を得てきたかを

思い出させる 

(3)今の自分の課題（授業力，教科内容の理解，子ども理解の視点ほか）や研究関心を，大学院に

入学する際に描いていた研究関心・研究計画も想起させながらみつめさせる 

(4)自分がこれから 2 年間で進めたいことに関わってマインドマップに描かせ，院生同士でたがい

の関心をもつめさせる 

(5)研究計画を立てさせる 

 
 これらの手つづきを経ていく際には，まず（１）（２）は，過去の院生の記載事例を示すことが

有効です（新設の場合は，教員が参考例を描き示すなどの工夫が必要となります）．（３）（４）（５）

などに関しては，グループ（3 人ほど）で，先に自分の考えを表現し合い，それから個人で書く・

描くをさせ，またそれを使ってグループ（3 人ほど）で話し合わせ，次第に作り上げていくステ

ップを踏むと，院生は取組みやすくなります． 

 
＜学校実習の企画・運営と関わる教職大学院スタッフの役割の検討＞ 

 
【問題】 
 教職大学院では，専任として職員の 4 割以上が実務家教員であること，教育委員会との連携の下，

公立学校での教育実習（10 単位）を含む 45 単位以上の取得（必修 5 領域から各 2 単位必修で，合計 5

領域より 18 単位以上取得が必要）が要件であることなど，実践的な指導力の育成と関わって，制度的

な対応が求められています．しかしながら，教職大学院に新たに着任された教員にとって，制度的に

まだ新しい点もあるため，この点の理解が不十分な場合があります，スタッフ全員で，組織的に院生

の指導にあたり，教育委員会や連携協力校と連携し，大学内でも修士や学士の指導に当たっているス

タッフと関わっていくために，教職大学院内でＦＤを継続的に進めていくことが求められています． 

例えば，スタッフ各自で，以下のようにマインドマップを描き，その後，比較しながら，全体の取

組や役割関係図を描いていくＦＤ活動があります．そして全体図を俯瞰し，大学院として早急に取り

組んでいくことについて優先順位を明らかにして行く取組もあります．  

 そこでここでは，まず以下の例なども参考にし，次ページにあなた自身のマインドマップを描き，

教職大学院のスタッフとして取り組んでいく必要があることを見つめる作業をしてみましょう．教職

大学院のスタッフとして，どのような役割を果たしていくことが求められていると考えられるかを視

覚化してみましょう． 
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【解答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職大学院のス

タッフの仕事 

授業内容

と方法 

研究者教員と

実務家教員 

大学内外の組

織との連携 

チームで

授業 
経験を活

かす 

就職支援 
推薦入試 

指定校推薦 

入試方法 

入試内容 

採用試験対策 

修士との連携指導 

学士の指導

への協力 

実践的な

内容 
すぐに役

立つ 

現代的な課

題への対応 

参加型授業 

素地を作る 

実習担当 

教職大学院のス

タッフの仕事 
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【解答例と解説】 

 この問題に関しては，「修士」の取組とどの点が異なるのか，を見つめている主項目がワードで

描かれているかがまずポイントなります．参考事例にも少し描いていますが，「実習」「学士と修

士との関係づくり」「教育委員会や学校との関係づくり」「実務家教員と研究者教員の役割関係づ

くり」「評価内容や方法の検討（修士論文がない中で）」「カリキュラムとつけたい力の関係をどう

デザインするか」などが，教職大学院スタッフの仕事（果たすべき役割）として浮かんできてい

るかが問われます．また主項目を描いた後，そこに連なる分岐する仕事に関する内容項目がどれ

くらい描けるかも課題となります．これらを描けると互いのスタッフの考えや院全体の仕事イメ

ージが明確になります．まずは言葉で仕事が表現でき，関係を描き出せる練習をしましょう． 

 
＜制度的アプローチによる研究と実践に着手する際に＞ 

 
(1)教育に関わる理論と実践の往還，大学と学校現場の連携等を旨として設置された教職大学院

は，大学内でも十分にその取組が認知されておらず，自治体や学校においても，修士課程の取組

との違いがなかなか伝わっていません．そのため，丁寧に自分たちの取組をわかってもらうため

の資料を作成しておくことが重要となります．そのため問１では，①誰に対しての説明資料か？

②その資料を使って，何をどこまで，どのように説明をしていくのか？③相手の立場を考えてい

るか？Q&A の想定など，を考えてきました．大学院の実習を見つめるためには，例えば，下の参

考文献などを参照する，学部の実習と院の実習の関係，力点変化をどのように考えていくかが見

えてきます．事前に当たって調べておきましょう． 

 
(2)また，教職大学院での院生の学びの質を高め，実質的なものにしていくためには，院生自身

に学びのゴールを明確にさせ，それに向けて求められる情報を調べ，語ることができ，実践につ

なげ，磨いていく力を，具体的に導く続きや道具の開発が必要となります．そのため問 2 では，

自分がこの 2 年間で取り組みたい課題を明確にさせる手続きについて見つめました．院生の学ぶ

環境を整えるとともに，院生集団が切磋琢磨していく学習集団を築いていく支援をしていく必要

があります．それに関しては，課題を明確にさせる手続きとして，以下の参考文献が有効となり

ます．各手法のねらい，手続き，スケジュール，道具，効果などを読み取り，課題を明確にさせ

る時の教材群や環境整備の準備をしておくとよいでしょう． 

 
(3)さらに，教職大学院の教育の質を上げていくには，各教員がそれぞれバラバラに取り組んで

いては，十分な取組はできません．ある取組に同じように力を入れているが，ある取組には手薄

な場合などがあるためです．そのため組織の力，つまり組織的な教育力をアップさせていくため

には，それぞれの思いや役割を明確にしていく FD を絶えず続けていく必要があります．そのた

めの 1 つの道具として，問 3 ではマインドマップを用いました．スタッフ同士で，考えを視覚化
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し思いを伝え合いながら，組織的な取組の風土を作っていくことが重要となります． 
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13．文化的アプローチの演習問題と解答例及び解説 

 

 

 文化的アプローチとは，既出の通り「教員志望学生や現職教員のための学びのコミュニティを

構築し，それを一種の文化として成熟させることで，彼らに，仲間とともに成長することを尊ぶ

価値観を育むとともに，それを糧として，自らに必要な学びをデザインしていく姿勢を確立して

もらうアプローチである．当然，その営みは，継続的であり，徒弟的になる」と定義される．本

章では，特に，実践研究に関する，実践者たちの学びのコミュニティづくりに着目して，実践者

たちを参加者とした下記の 3 パターンのコミュニティが継続・発展するための「しかけ」につい

て，具体的な演習問題を通して検討を行う． 

①研究者が実践者とのコミュニティを継続・発展させるとき 

②実践者が学校外でコミュニティを構築するとき 

③研究者がオンライン上でのコミュニティを構築するとき 

本アプローチにおいては，「しかけ」が用意されるところが，教育工学的といえる．例えばしか

けには，1）研究紀要等の企画・運営，2）研究発表会等の開催，3）学力調査等の有効利用，など

があげられるが，その他にも多くのしかけが考えられる．読者には，演習問題に取り組んでもら

い，その後，解答例と解説を読んで，文化的アプローチが目指す実践にさらに接近してもらいた

い．  

 

＜研究者が実践者とのコミュニティを継続・発展させるとき＞ 

 

【問題】 

 T 県では，歴史のある教育の情報化に関する研究会があります．本研究会は，大学研究者，教育委

員会関係者，実践者など 50 名程度が任意で参加しています．発足から 20 年程度が経過しており，全

国組織にも加盟していることから，県内外にも一定の認知度があり，研究会等での教育委員会の後援

も得やすく，公共施設が借りやすいなど活動実績は認められています．しかし，年々活動は低調とな

り，年 1 回程度の研究会の開催，3 年に 1 度の他県の研究会との持ち回りの研究会を開催する程度が

主な活動となってしまいました．積極的な少数のメンバーが個人的に研究を行い全国大会等で発表す

るものの，それ自体も研究会で共有されないなど，研究会の活動が低調となってきている課題があり

ます． 

低調となった理由はいくつか考えられます．例えば，新規に参加する実践者の少なさと，高年齢化

です．40 歳を過ぎた実践者は，職務が多忙であるのみならず，教務主任になるなど学校教育全般につ

いての知識や経験が必要となっており，教育の情報化といった特定のテーマで研究活動を行うことへ
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の動機づけが低くなってきていました．それでも，学校の枠組みを超えて，積極的に研究活動を行う

実践者らもいましたが，研究会で発表された萌芽的な実践が，研究会に参加していた 50 代の校長から

問題であると指摘され，所属長にも伝えられたことで指導を受ける事態も発生しました．この校長は

20 年前の研究会発足当初から本研究会に参加しており，会の発展のための思い入れも強く，このよう

な行為は必要なことと認識していました．しかし，ますます中堅・若手実践者の活動が萎縮すること

となり，新規参加する実践者が減っていきました． 

本例のように，教育の情報化といった今日的なテーマを扱っていても，時間経過と共に，その運営

方法の問題から，コミュニティが衰退していくこともあります． 

 研究会というコミュニティの場合，一つのテーマを追い続けることが重要と考えられます．しかし，

先にも示した通り，興味は，年齢や職務に応じて移り変わることもあります．そこで，興味が変わっ

た既存の実践者が辞めていき，新しい実践者の参加を促していくことも一つの方法です．ただ，この

ようにすると経験豊かな同世代の実践者が一斉に辞めることも考えられます．また，若い時から歯に

衣を着せずに議論をしてきた仲間と，現在興味のある，例えば職務に関する議論をし続けたいという

思いもあるでしょう． 

 そこで，研究会を長期にわたり発展的に運営しつつ，同一テーマを深く追究し続けたり，このよう

な年齢や職務によって変わるニーズに応えたりするためのしかけはあるでしょうか？ 

 

【解答】 

1）同一テーマの深い追究のためのしかけ 

 

 

 

 

 

 

 

2）年齢や職務によって変わるニーズに応えるためのしかけ 
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【解答例と解説】 

1）同一テーマの深い追究のためのしかけ 

研究者と異なり，実践者は一つの専門分野を継続して研究していくことよりも，現在の職務に

関係する内容について研究や学習を深めていきたいと感じていることもある．したがって，一つ

のテーマを追いかけ続けるコミュニティを継続・発展したい場合，参加する実践者が移り変わる

ことは仕方ない面もある． 

その際のコミュニティの継続・発展のポイントは，無理にコミュニティに引き留めず，気持ち

よく参加，離脱できる仕組みの整備である．名前だけで活動のない実践者は，研究者と実践者の

双方にとっても重荷になる．そこで，例えば，一年に一度，コミュニティをリセットし，コミュ

ニティからの卒業や新たな実践者が参加をしやすくするのも方法といえる．再び参加したくなっ

た場合も，この仕組みがあることで，再参加のきっかけをつかみやすくなる． 

 

2）年齢や職務によって変わるニーズに応えるためのしかけ 

 年齢や職務によって変わるニーズに応えるためには，それを認めていくことも一つの方法とい

える．実践者が研究会のテーマと異なることに興味を持った場合でも，参加者の興味の変化を追

えば，研究会のテーマとの関連も見えてくる．そこで，研究者は参加者の新たな興味を研究会の

近接領域として上手に位置づけ，新たなテーマとして取り上げることができることもある．コミ

ュニティを継続・発展させるためには，このように研究者に巧みな研究会運営技術が要求される

こともある． 

 

以上，2 つのしかけについて解説した．以上はあくまでも解答例に過ぎない．しかし，いずれ

にしても基本方針としては，任意参加の研究会では，参加に強制力がないために，全員の満足度

を上げていくことが必要だといえる． 

 研究会のテーマは定められていても，実践者の興味は多様である．また，研究会への長期参加

者にとって新規参加者の発表は物足りないと思うかも知れない一方で，新規参加者にとっては，

長期参加者の発表はよく理解できない可能性もありえる．コミュニティは学ぶ集団であることか

ら，仮に一つのテーマを追い続けることができても，このようにレベルの差の問題が発生するこ

とがある． 

多くの実践者の満足度を維持するためには，年数を重ねるにつれて，様々なテーマについて，

様々なレベルで発表が行われるようなプログラム構成や，研究会のテーマと異なる発表でも上手

に位置づけていく工夫は避けて通れないと考えられる． 

 しかし，このような運営形態が中心的になった頃には，教員研修にはなっても，研究レベルに

は達しないこともある．したがって，研究会には旬があると考えて，新たなテーマを設けて別の

研究会を作っていくこともありえる．その時，以前からある研究会を維持するならば，実践者の

今の興味関心に基づいて臨機応変にテーマを変えていく同窓会的なコミュニティとなりがちであ
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る．その場合，実践者らにとっては満足でも，研究者にとってメリットがないと思うこともある．

しかし，学校教育全般について知ることができたり，管理職になった実践者から様々な協力が得

られたり，新研究会のメンバーを紹介してもらったり，研究活動の周辺を支えてもらえることも

ありえる．そういった意味で，研究者と実践者の Give & Take が成立した関係ともいえる． 

 

＜実践者が学校外でコミュニティを構築するとき＞ 

 

【問題】 

 実践者が学校外に構築したコミュニティの例には，1）教科や領域等を定めてテーマを中心に集まっ

たコミュニティ，2）若手の会など同じ立場の者同士が集まったコミュニティ，3）任意の集まりでは

あるがほぼ業務に位置づけられているコミュニティ，4）実践者が必要なことであれば全てのことをテ

ーマとし全ての立場の人の参加を求めるコミュニティなど，様々なタイプがあります． 

 実践者が新しいコミュニティを学校外に構築しようと考えた場合，まず気心が知れた仲間同士が集

まることが最も多いと思われます．つまり，スタートの段階では，2）の若手の会のように同じあるい

は似た立場の実践者同士のコミュニティとなることが多いと思われます．その上で，1）のように教科

や領域等を定めることもあるでしょう．そして，それが年数を重ねるにつれて次第に発展し，様々な

立場の実践者が参加するコミュニティといった 4）に近いものに成長していくこともあるでしょう． 

 ここでは，2）のような同じ立場の者同士が集まったコミュニティを，新たに学校外に構築する際の

しかけを検討します．主なしかけとして，テーマの設定，参加者の構成，研究会の実施回数や方法，

プログラム，会場，成果の公表，他の研究会との交流研究会が考えられます．加えて，コミュニティ

が発展・継続するために最初の段階で何をすべきか，下記の「しかけのポイント」の欄にまとめまし

た．   

 空欄となっている「2.参加者の構成」について，何をポイントにすべきかを検討をしてください． 

 

しかけ しかけのポイント 

1.テーマの設定 例えば若手の会など，同じ立場の参加者であればテーマを定めず，その立場

が抱える全ての問題について扱うことが一般に考えられます．加えて，教科

や領域などを定めることで，さらに焦点化された研究会として発足させるこ

ともできるでしょう． 

2.参加者の構成 ○○○○○○○○○○○○○○○ 

3.研究会の実施回数

や方法 

どのくらいの頻度で対面での研究会を開催するのか，日常的にはどのように

情報交換するのか，あらかじめある程度フォーマット化することが必要で

す．日常的な意見交換にはメーリングリストや Facebook のグループを使う

ことも多いようです． 
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4.プログラム 研究会開催時の基本的なプログラムは，ある程度フォーマット化しておき，

回を重ねるごとに改良をしていくと良いでしょう．例えば，研究発表を行う

のであれば，発表者の決め方，時間配分，発表や資料の形式などがフォーマ

ット化できます．  

5.会場 対面での研究会を実施する場合，費用や交通の便を考えて，適切な場所を確

保することが必要です．人数や予算が少ない場合，普段はファミレスや喫茶

店，模擬授業等を行う際は公民館などを活用することがあるようです． 

6.成果の公表 学会発表，紀要，冊子や便り，セミナーなどでの公表をあらかじめ定めて，

研究を進めると成果があがりやすいと思われます． 

7.他の研究会との交

流研究会 

他地域にある研究会と定期的に研究発表会等の交流を企画することで，さら

に活性化が期待できます． 

 

【解答】 

2.参加者の構成  

 

 

 

 

【解答例と解説】 

 同じ立場の者同士が集まったコミュニティが本問題の前提である．したがって，これらに加え

て，リーダーをどのようにするか，先輩格の人物に指導者や経験者として参加してもらうかがポ

イントになるかと思われる． 

こういったコミュニティは，気楽に議論ができるメリットがある．お互いに感情的にも感覚的

に同意できることも多く，職場で感じている違和感などにも同意が得られることが多いといえる．

共に学び合いながら上手に議論を整理して，まとめていくと問題点も明確になる． 

しかし，お互いが同格であったり似ているが故に，意見の相違が収拾できないほどの溝になっ

たりすることもある．より自由な議論をするために，リーダーといった立場の人を定めずにフラ

ットに議論を楽しみたいともいえるが，こういった問題を小さな芽の内に処理できる力量の人物

をあらかじめ定めておくことが必要といえる． 

また，指導者や経験者がいるコミュニティと比較して，得られる成果に乏しいこともありえる．

参加者の経験則のみで議論するのではなく，論文や著書からも情報を得ることは当然として，経

験豊富な諸先輩をゲストとして，計画的・定期的に招き指導を仰ぐ計画をすると良いと思われる． 
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＜研究者がオンライン上でのコミュニティを構築するとき＞ 

 

【問題】  

 ある教科をテーマに，オンライン上で意見交換をしていたコミュニティを例にします．ここでは約

1500 名の参加者によって，10 年間で 4 万 5 千通のメールが交換されました．参加者は，大学研究者，

教育委員会関係者，実践者，実践者志望の学生，民間企業関係者など多岐にわたっており，氏名や所

属を明らかにしていました．オフラインでのミーティングは，10 年間で数回は開かれたものの，ほと

んどは実際に会ったことのない者同士のコミュニティだったといえます． 

 本コミュニティは，30 名程度でスタートしました．当初は，主催者が中心となり，有益な情報が流

れる工夫を行いました．例えば，主催者が司会者のように振る舞って参加者を指名して発言を求めた

り，積極的な広報により新たな参加者を募るといったことです．さらに，直接，有力な実践者に参加

をお願いしたり，定期的に実名と所属が書かれた参加者名簿を作成し，参加者相互の顔が見えるよう

にもしました． 

 1 年もすると，積極的に発言する参加者が数名現れ，これらの参加者に引き込まれる形で多くのメー

ルが流れるようになりました．学校関係者のみならず，テレビ局，出版社，財団など実社会でも発言

力のある組織に所属する参加者もみられるようになりました．参加者数が増え，立場も多様となるこ

とで，テーマに関する様々なジャンルの内容が深く議論されました．一方で，議論が白熱しすぎて，

やりとりが荒れることもあり，主催者の仲裁が必要とされるケースも起こりました．そこで，主催者

は，仲裁の効果を上げるために，テーマに関する発言を控え，運営に徹することとしました． 

 その後は，積極的に発言する参加者は入れ替わりつつも，継続的に数多くのメールが流通するよう

になりました．参加者も継続的に増え，1 日に数十通のメールが流れるようになっていました．そして，

主催者の仕事の都合で 10 年を一区切りに終了をしました． 

 現在では，SNS などの発展により，オンライン上で実践者同士が意見交換をしやすい環境となって

います．しかし，それだけでは有益な意見交換にならないこともあります．実際，メンバーは登録さ

れているもののほとんど交流がないコミュニティも数多くみられます．  

 逆に，オンライン上での意見交換が白熱した場合，文字のやりとりによるコミュニケーションの難

しさに加え，他者の投稿を繰り返し読み直すことで，怒りといった感情が継続されやすく，対面に比

べ長期にわたる争いになりやすいように思われます．また，最後まで大量に反論し続けた参加者の意

見が，一見すると議論の勝者にみえるため，感情的なメールが繰り返し投稿されるといった問題も起

こりやすいと考えられます．その結果，感情的なメールを繰り返し読むことに耐えられない良識的な

参加者から退会していく問題も起こります． 

 以上の例を参考にしつつ，研究者が，オンライン上で，多くの実践者が参加する新たなコミュニテ

ィを構築したいとします．参加者同士の面識の有無は問わず，興味のある参加者を募り，活発な意見

交換をしたいと考えています．年に数回の対面での研究会を行う予定ですが，参加者は全国に広がっ

ていることが予想されますので，全員の対面は期待できません．オンラインによってコミュニティは
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支えられる予定です．このようなコミュニティにおいて，日常的に活発な意見交換をして，テーマに

ついて深めたいと考えています． 

そのための主なしかけとして，主催者の立場の位置づけ，テーマの設定，参加者の構成，コミュニケ

ーションを継続させるための投稿内容や工夫，誹謗中傷・長く続く論争といったトラブルの対応方法，

などが考えられます．加えて，コミュニティが発展・継続するために最初の段階で何をすべきか，下

記の「しかけのポイント」の欄にまとめました． 

空欄となっている「1.主催者の立場の位置づけ」及び「3.参加者の構成」について，何をポイントに

すべきか検討をしてください． 

 

しかけ しかけのポイント 

1.主催者の立場の位

置づけ 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

2.テーマの設定 主催者が議論もリードしようと思った場合，テーマに関する知識や経験が圧

倒的であること，正確であること，タイミング良く適切にわかりやすく情報

提供できることが，面識のない実践者同士をつないでいくために重要となり

ます．このようなテーマを設定する必要があります． 

3.参加者の構成 ○○○○○○○○○○○○○○○ 

4.コミュニケーショ

ンを継続させるため

の投稿内容や工夫 

テーマに関する研究会や新製品などのニュースを積極的に投稿したり，日常

で行った何気ないことを投稿したりすることが大事です．面識がない参加者

が気楽に投稿できるように，心理的なハードルを下げる工夫を行います．コ

アメンバーと共に，連日の投稿を行うのも方法と思われます． 

5.誹謗中傷・長く続く

論争といったトラブ

ルの対応方法 

誹謗中傷を度々行う参加者には辞めてもらうのが良いと思われますが，そう

はいかないことも度々あります．他の参加者が誹謗中傷に反応するとエスカ

レートすることも多くみられますので，相手にしないようにコントロールす

ることも必要でしょう．長く続くトラブルが起こると良識のある参加者の投

稿が減り，コミュニティが衰退する原因となります．当初の議論から変節し，

例えばマナーや態度等が話題になった時，主催者として議論を打ち切るタイ

ミングといえます．  

 

【解答】 

1.主催者の立場の位

置づけ 
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3.参加者の構成  

 

 

 

 

【解答例と解説】 

1.主催者の立場の位置づけ 

主催者は，新たにコミュニティを作り，話し合いや選挙を経ずにコミュニティのまとめ役にな

る．オンライン以前に著名であったり権威であったりすれば，自然と主催者と認められやすく大

きな問題ではないが，それ以外の場合は，より検討が必要になる．主催者として考えられる立場

は，1）テーマも運営もリーダーとして振る舞う主催者になる，2）テーマはいずれ議論を牽引す

るだろう参加者に任せ，運営のみリーダーとして振る舞う主催者になる，などが考えられる． 

研究者が，コミュニティを作る場合，1）が多くなると思われる．この場合でも，心配であれば，

共同主催者やコアメンバーを組織し，グループとして運営にあたることも考えられる．主催者と

して認められ，円滑に情報交換ができるしかけづくりが重要になる． 

3.参加者の構成 

 参加者同士の面識の有無は問わず，興味ある参加者を募るためには，コミュニティの運営に協

力してくれるコアメンバーを定めて，初期段階の投稿数の確保や，トラブル時の対応方法の相談，

コミュニティの雰囲気づくりへの協力などをしてもらう必要がある．主催者との面識があり，信

頼できる人物をコアメンバーに決めることが多い． 

また，やりとりを実名で行うか，あだ名やハンドルネームか，匿名かを決める必要もある．所

属と実名でのやりとりを基本にするとコミュニティが荒れにくい傾向がある． 

 

＜文化的アプローチによる研究と実践に着手する際に＞ 

 

 本章では，実践者たちを参加者としたコミュニティが継続・発展するための「しかけ」につい

て，3 つの具体的な演習問題を通して検討を行った． 

 いずれも，無償でコミュニティが成立し，継続・発展される例といえる．対価を支払い，一方

的なサービスを受けるといった形態ではないのが，実践者たちが参加したコミュニティの特徴と

いえる． 

 このようなコミュニティを維持していくポイントの一つは，参加者一人一人の Give & Take の

気持ちといえる．誰もが役立つ情報は欲しいものの，自ら情報を提供し，コミュニティを盛り上

げることには消極的であることも多い．これをいかに解消していくかが主なしかけともいえる．

そのために，一つ目の演習問題のように，各参加者の興味やレベルに応じる，2 つ目の演習問題
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のように，仲間同士が仲良く話しやすいだけではなく，より確実な成果が得られるようにする，3

つ目の演習問題のように，コミュニティでの振る舞いのお手本となるようなコアメンバーを設け

積極的な情報交換の雰囲気を作っていくなど，多くの方法が考えられる． 

 本章では，文化的アプローチを念頭に，コミュニティの構築やそれを継続・発展させることに

ついて，特に実践的に検討を行った．しかし，実践的であればあるほど，様々な要因が複雑に関

連する．したがって，本章は本アプローチだけに基づく実践事例・演習はないことを付け加えて

おきたい． 

このような実践的なコミュニティの構築及び運用の事例は，高橋（1996, 1998）による理科教

育メーリングリストの運営，堀田（2001）による情報教育実践サイト及びメーリングリストの運

営，中川（2002）による情報教育を実践する教師のための研究会の運営，長尾ら（2004）による

教科「情報」に関してオンラインと対面を組み合わせたコミュニティの構築などにも詳しく報告

されている． 

 また，時間や距離の制約といった対面でのコミュニケーションの困難さを，オンラインによる

コミュニケーションで解消しつつ，さらに効果的な学びを検討した次のような報告もある．鈴木

ら（2010）は，近年の授業研究の実施の困難さを改善するために，国内外の事例を概観した上で，

授業の実施以外の全ての活動を Web 上で実現できることを前提としたシステムを開発し報告し

ている．また，各国に派遣された日本語教師が自らの教育実践をオンライン上で公開しあって相

互に検討することを通して，教育実践を改善していくコミュニティの報告（藤川ら 2012），通常

各校に 1 名しかいない養護教諭がオンライン上のコミュニティで学ぶための支援システム（赤倉 

2003）などもある． 

 その他に，久保田ら（2009）による ICT を活用した国際交流学習の成功の要因を実践者と研修

者の実践コミュニティの分析から求めた報告もある．また，近年話題となっている学校教育外の

学習機会を指すインフォーマル学習（山内 2013，山田 2013）も，本章での話題と関連性は高い

と考えられる． 
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14．教師の力量の概念に関する理論的動向 

―諸外国と我が国におけるスタンダードの開発を踏まえて― 

 

 
多くの国々で，この 20 年くらいの間に，教師教育の価値は何であるのか？初任の教師とベテラ

ンの教師は何を知り，何をすることができるべきなのか？授業実践の質についての判断はどのよ

うになされるのか？など教師の専門性を問う声，またその育成に向けて何をなすべきかが，様々

な立場の人から言われてきた． 

本章では，このような教師の力量を問う，ヨーロッパ，北米，アジア・オセアニアの国の動き

を参照し，実践・理論的動向を整理するとともに，我が国のスタンダード開発に向けた大学など

での試みを取り上げ，我が国の教師の力量形成に関する取組について再考しようとしている． 

 
14.1 世界の教師教育の動向概略 

 
COCHRAN-SMITH and FRIES (2005)によれば，教師教育は様々な国で，また様々な時代に，

異なる力点がその取組において置かれてきたことが述べられている． 

例えば米国・英国・オーストラリア・カナダなどは，1)養成の問題に目を向け，適切なプログ

ラムを教員養成機関が工夫し行っているかに関心を向けた時代があった．次にその教育の質の評

価を各教員養成機関の判断に任せていた時代から，2)学習者の問題に目を向け，学生のパフォー

マンスは結果どうなのか，成長したのかに関心を向ける時代へその力点を変えた．さらに，3)養

成の取組を教育政策の問題と関連づけて考えることへ，つまり卒業学生の教え子である子どもた

ちの学習の姿と関係付けてその取組を考えるべきであるという時代（養成を含めた教師教育のた

めの政策）へ，その力点を変えてきた，ことを指摘している． 

実際，多くの国々で，この 20 年くらいの間に，教師教育の価値は何であるのか？初任の教師と

ベテランの教師は何を知り，何をすることができるべきなのか？授業実践の質についての判断は

どのようになされるのか？など教師の専門性を問う声が，様々な立場の人から言われてきた． 

そのような動きや問いに対して，DARLING-HAMMOND and LIEBERMAN (2012)は，教師

の専門性を培う戦略として，1)授業力などに関するスタンダードを明確にする動き（米国の

NBPTS, INTASC，これを参考にしたシンガポールの動き，香港の ACTEQ による教師のコンピ

テンシー・フレームワークの開発，より最近では，オーストラリアの AITSL（Australian Institute 

for Teaching and School Leadership）によるナショナル・スタンダードの開発，2）養成の質を

高めるため，教育実習を担う学校と養成を行う大学などのパートナーシップの洗練化（米国の

Professional Development School，英国の Teaching School，フィンランドの Special Teacher 
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Training School などによる臨床的な実践の充実，オランダなどに見られるリアリティショックへ

の対応として，養成におけるリアリティを学ぶアプローチの工夫），3)養成プログラムから新任者

研修への橋渡しとしてのメンタリングの実施，またその後の現職研修との関連など，キャリアラ

ダーを明確にした取組，4)継続的に専門性を伸ばしていくための手立てとして，教師の仕事とそ

の役割の中に「学び」を埋め込む取組とそれを証明する各種認証制度を連動させる取組，5)専門

性を広く磨いていくためのアプローチとして，学校間，地区などによる組織的な取組（相互視察，

合同研修，モデル校の創設ほか）が，様々な国で行われてきたことを取り上げている． 

そしてこれら様々な国で取り組まれてきたことを整理しながら，その専門性を高める実践を導

き，挑戦していく必要があることとして，次の 8 点を取り上げている． 

A)質の高いプログラムに能力の高い学生を導く仕組みとそのための戦略（教員を目指す優秀な

入学生の確保）を練ること，B)理論と実践を架橋するよく練られたプログラムや教育実習（それ

を行える学校の準備）を用意すること，C)専門性を発揮する授業力スタンダードを明確にし，そ

れを運用すること，D)教室での実践と子どもの学習活動の姿をつないでみる教師のパフォーマン

ス・アセスメントを測る方法や道具を作り出していくこと，E) 初任者研修等に関わって，メンタ

リングや職員で協同でその実践を計画運用していく取り組みなど，効果的なモデルを確立するこ

と，F)教師が継続的に互いに学んでいくことができる文化や仕組みを構築していくこと，G)キャ

リアラダーを明確にすること，H)教師一人ひとりや学校内に終わらず，広範囲（複数の学校区）

でその能力を磨いていく仕組みや文化を作っていくこと，である． 

以上のように，COCHRAN-SMITH and FRIES (2005)の 3 つの教員養成の力点の変遷の指摘，

そして，DARLING-HAMMOND and LIEBERMAN (2012)の上記 8 点の指摘は，教師の力量形

成をその入り口から継続的に行い，質保証を担保していくことと関わって，現在の世界の動きに

ついて考える示唆を与えてくれている． 

 
14.2 高等教育改革の動きと教師教育 

 
 しかし見落としがちなこととして高等教育それ自体の改革も触れておく必要がある．教員養成

も高等教育制度の一角をなしているからである．そのため，以下，高等教育の改革の動きもここ

でおさえながら，本論のテーマに迫っていきたい． 

周知のように，ヨーロッパでは，1998 年のソルボンヌ宣言，それを受けたボローニア宣言

（Bologna Declaration 1999）以降，2010 年までに高等教育における欧州圏（European Higher 

Education Area: EHEA）を構築し，世界に通用する高等教育のための制度を確立する動きがあ

った．この改革の動きがボローニア・プロセスと呼ばれ，高等教育改革として国を越えた高等教

育の制度改革の動きを進めてきた(鈴木,杉原 2012)．  

欧州の国々の高等教育は，国を越えた行き来が容易である．しかし以前は，高等教育のシステ

ムがそれぞれ独自にあり，欧州として組織的に「高度に創造的で革新的な知識の欧州」を目指し
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ていくには様々な課題に直面していた．そこで，卒業生が国を越えて移動が自由にできることを

可能にし，就職率を上げ，就業とも関わる生涯学習支援をしていく政策を考えるに到ってきた． 

その 1 つが，3 つの学位レベル（学士，修士，博士）に共通の構造を構築していくこと，共通

の履修単位をカウントするシステムを構築すること，単位互換システム（ECTS）を構築するこ

と，などを掲げた先にも述べたボローニア・プロセスと呼ばれる高等教育改革であった．フィン

ランドなど，このボローニア・プロセスの学位取得（学士 3 年，修士 2 年，そして博士）の考え

方に近い国は，2006 年から試行をはじめ（小柳 2007），その他の参加欧州諸国は，2010 年まで

にシステムとしての移行の完成を目指してきた． 

ボローニア・プロセスについては，その導入と関わって，また実際の移行の煩雑さと関わって，

その問題性を指摘する声も多く見られた．しかしこの取組を通じて（ボローニア・プロセスに即

して），参加各国は，マクロレベルの政策として，高等教育にかなり強い国レベルのイニシアチブ

を発揮し，その学習結果（Outcome-base）に関心を向ける取組を行ってきた．そして，そこでは

その取組の結果が就職に活きる点をかなり考慮し，細分化された専門を深めていくカリキュラム

から，むしろあらゆる現代的な課題に応用可能な生成的なカリキュラムに関心を向ける動きに到

った． 

Educational Research Journal は，この移行のある程度の完成を見た 2010 年に，どのような

成果や問題があるのかを振り返り，現状把握に努めている（KALLIOINEN 2010, YOUNG 2010）． 

そこでは，マクロレベルでは，欧州の高等教育改革として，1)求められる能力や内容領域の検

討などを組織的に進めることができたこと，2)博士課程コースの改革が進められたこと，３）就

職と関わって高等教育についてより戦略的な検討をするにいたったことなど，ある一定の成果を

見せ始めていることが挙げられていた．しかしながら一方で，ミクロレベルでは，1)入学者の文

化・コミュニティレベルの問題へさらなる考慮の必要性，2)汎用可能な能力を育成する履修内容

や就職との関わりを強く意識化したカリキュラムの構築に進んだため，専門性を伸ばすプログラ

ムが組みにくくなっているなど，多様な問題をはらんでいることが指摘されていた． 

もちろんボローニア・プロセスは，教育系の高等教育だけを対象にしているのではない．その

ため，その意味や課題をそのまま教育系の高等教育の取組に取り入れるのは適切でないが，ある

程度の示唆は得られると考えられる． 

たとえば，ボローニア・プロセスでは，現在，1)「与える」プログラムから「獲得できる」プ

ログラムへ，2)積み上げ式カリキュラムと教育方法から課題掘り下げ型学習や螺旋的学習方法の

導入へ，3)フォーマルな学習環境デザインだけでなく，フォーマル・ノンフォーマル・インフォ

ーマルな学習の効果的なデザインの考慮へ，などが，検討課題としてあげられている． 

これらの課題に対して，ボローニア・プロセス参加国，その教育系の高等教育がどのような具

体的な課題に即して，取組を試行したり，運用を開始したりしているか，など，その実際をより

詳細に調べていくことが，今後，日本での，この課題を考えていく上でも有効と考えられる． 

 確かに同じヨーロッパの国々でも，高等教育の授業料に関わって無償のドイツのような国もあ
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れば，そうでない国もある．またボローニア・プロセスに必ずしもすべて応じるわけでもなく，

独自な点を残している国もあり，一括りにできない．しかしこのような国際的な仕組みの導入は

高等教育における教師に力量形成を考える場合に，先の DARLING-HAMMOND and 

LIEBERMAN (2012)の(A)質の高いプログラムに能力の高い学生を導く仕組みとそのための戦略

（教員を目指す優秀な入学生の確保）を練ることとも関わって，見過ごすことはできないことで

あるといえる． 

  
14.3 専門性形成の戦略としてのスタンダードの作成とその運用の検討 

 
 以下では，本章のサブタイトルにある「諸外国と我が国におけるスタンダードの開発を踏まえ

て」に焦点化し，先の COCHRAN-SMITH and FRIES (2005)の 3 つ変遷，及び

DARLING-HAMMOND and LIEBERMAN (2012)の(B)(C)(D)に目を向け，専門性形成の戦略と

してのスタンダードについて，ヨーロッパ，北米，アジア・オセアニアの特徴的な国の取組につ

いて検討を行う． 

  
14.3.1 ドイツの場合 

ドイツの場合は，先に述べてきたボローニア・プロセスに加えて，教員養成の伝統であった試

補期間を加え 7 年以上かけて行う教員養成を行っている（しかもこの間の授業料は無料という取

組）．ドイツにおける教員養成は，いくらかユニークであるため，以下少し説明を補う（小柳 2010，

山本 2012，坂野 2013）．ドイツでは 2 段階養成の形を取っている．第 1 段階は，大学で行われ，

州や職種（初等学校教員，中等学校教員など）によって異なるが，およそ①専門科目（少なくと

も２つ），②教科教授学，③教育学，④実習，の 4 領域を 7 から 9 セメスター期間学び，その後，

第１次国家試験を受け合格することで修了する．続いて，第 2 段階は，大部分学校における試補

勤務により行われ，これも州や職種（初等学校教員，中等学校教員など）によって異なるが，お

よそ 1 年半から 2 年間かけて行われる．試補勤務を進めながら定期的に大学のゼミナールに参加

し，教育理論，教授学，教育法令など法律を学ぶ．その後，第 2 次国家試験を受け，合格するこ

とによって修了する． 

免許の種類としては，複数のタイプがあり，例えば，①基礎学校あるいは初等教育段階の教員，

②初等教育及び前期中等教育（オリエンテーリング段階を含む，ハウプトシューレ，レアルシュ

ーレ，ギムナジウム，ゲザムトシューレなど全学校種あるいは 1 学校種）の教員，③前期中等教

育の全学校種あるいは 1 学校種の教員，④後期中等教育（一般）あるいはギムナジウムの教員，

⑤後期中等教育（職業）あるいは職業専門教育学校の教員，⑥特殊学校の教員，がある．各種類

によって，標準修学期間は異なっている． 

しかし，ボローニア・プロセス以降，教員養成の修士化の動きも生じ，州によって，大学によ

って，またどのような免許の種類を持つ教員を採用するのかが異なる状況もあり，現在も大学に
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おける養成はそれを受けて多様であるというのが実情である．ただし，ドイツは，2004 年 12 月

に，「教師教育のためのスタンダード：教員養成の明確化」（Standrads für die Lehrerbuilding: 

Buildingswissenschaft）を出し，求められる教師の能力をスタンダードとして共通確認しようと

する取り組みが行われた（図 14-5 参照）．また教科ごとに求められる教員の能力もスタンダード

として明らかにしてきた．ボローニア・プロセスに沿ってカリキュラム改革や単位互換制度への

対応を行いながら，このような教職教育と教科教育のスタンダードをクロスさせながら，質保証

を測るカリキュラムを検討することで，教師に求められる力量の概念を視覚化し，大学と試補業

務を担う学校とでより組織的に教員養成を行う体制を作っている． 

 
14.3.2 米国の場合 

 米国の教員養成は，基本的に州の教育委員会から「求められる教員の資質能力」（州を越えて用

いられている InTASC standards；図 14-5 参照などとも関わって）が明示され，養成をおこなう

大学などの教育機関がそれを参照し，その要件を取り込みながら養成カリキュラムを編成する傾

向が見られる．米国の詳細は第 16 章に譲るとして，ここでは，電子的なポートフォリオを用いて，

専門性形成の戦略として，スタンダードを用いている最近の取組に目を向け述べていく． 

まず最近の動きとして，2013 年より，米国では教育的教員パフォーマンス・アセスメント

（Educational Teacher Performance Assessment；edTPA )が動き出している．それは，アセス

メント，学習，平等のためのスタンフォードセンター（Stanford Center for Assessment， 

Learning and Equity；SCALE)が，全米教員養成大学協会（The American Association of Colleges 

for Teacher Education；AACTE ）とパートナーを組み，開発した教員志望者の授業力等

（Teaching Performance Assessment）をアセスメントする評価の枠組やその運用体制（27 の教

科や校種対応）を意味している．より具体的に言えば，edTPA は，教員志望者が教室で授業をす

るためにまず求められる，計画・遂行・評価（Planning, Instruction, Assessment）に関する知

識や技能や能力を有しているかを測る，web-based のポートフォリオを活用した教員養成の質保

証の体制，さらに言えば，全米でのその標準化を志向した教育体制のことを指している． 

SCALE は，全米教職専門職基準委員会（the National Board for Professional Teaching 

Standards ；NBPTS)や州間教員評価支援協議会（the Interstate Teacher Assessment and 

Support Consortium；InTASC) の Standards portfolio， そして カリフォルニアの教師のため

のパフォーマンス・アセスメント（the Performance Assessment for California Teachers；PACT），

など先行した基準に基く質保証の取組から得た知見を集約し，多くの教員や教員養成の教育者，

研究者からフィードバック情報を取集しながら，この edTPA の開発を行ってきた（１）． 

大学は edTPA を教員養成プログラムの修了を証明する認証（Certification）として，また自治

体（州）としては，免許（Licensure）を出す要件としているところも出てきている． 2014 年 4

月現在，全米の 34 州と the District of Columbia の 500 以上の教育機関がこの取組を運用，また

試行をはじめている（２）． 



168 

 

 

 

 

 
 

 

・教育内容の理解（Common core）
・子どもの学習ニーズ支援
・子どもの（既習）知識の活⽤
・子どもの学習を⾒取る評価情報の収集

授業計画

・学習活動の分析
・評価情報やコメン
トの提供
・フィードバック場
の活⽤による子ども
への支援

評価活動
・学習環境
・学習への子どもの関
与
・深い思考（Deep 
thinking）
・教科固有の教育方法

実際の授業子どもの
学習活動

計画の決定を判断する
アカデミック・ランゲージ

授業を分析する
アカデミック・ランゲージ

次の授業を考えるた
めに必要な情報を用
いる
アカデミック・ランゲージ

図 14-1 効果的な授業のサイクルと edTPA で求められる課題（３） 

図 14-2 edTPA おける共通（教科・学校種を越えてすべての免許に共通）の評価項目
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edTPA が評価しようとする内容で特徴的なことは，子どもの学習活動に，教授行動がどのよう

に寄与しているかを評価する点である．つまり教員としてのパフォーマンスのアセスメントはあ

くまで子どもの学びの成果を裏付けとして評価されるという点である． それを中心として，1)

教科に関する知識，内容基準（Common Core State Standards Initiative ）の理解，教科固有の

教育方法，2)多様な子どものニーズに関する知識，子どもの（経験や既習）知識の活用，3)どの

ように子どもが学ぶかに関する研究と理論の理解，4)授業が子どもの学習に効果を持つことを把

握する省察力・分析力，を評価しようとしている（図 14-1 参照）． 

また 5)授業で指導する際に重要となる学習言語（Academic Language；米語を母国語としない

子どもに，各教科の学習内容のキーワードとなっている言葉，授業で学習活動の指示などを出す

際の教師の指導言など，教育用語のこと）への感覚やその実際の運用も問おうとしている． 

このように多次元的な尺度を用いて，教員を目指す学生のティーチングに関するアセスメント

を行うものである．具体的には，教員志望学生は，先の１）から ５）について図 14-2 の共通の

評価盲目にしたがって，図 14-3 の電子ポートフォリオにその達成を示す証拠や解説を提出するも

のである． 

 電子ポートフォリオは，大手出版社の Pearson がその開発に携わり，その運用もそこを中心に

進められている． 

 教師志望者は，受信料を払い，インターネット上の WWW から，まず登録を行い，図 14-2 に

示した各評価項目に沿って，自身の所属する教員養成機関での学びの成果や教育実習の成果をそ

こにアップロードし，解説を書き込む形になる．これらのデータは，トレーニングを受けたその

図 14-3 edTPA の評価を受けるためのデータ投稿システム 5) 

ここの項目が図２の

評価項目に対応して

いる（共通項目はど

の教科にも含まれて

いる）。 

教師志望学生は，項目

をクリックし，現れた

空欄の枠組みに，該当

事項を記載していく。 

入 力 を 終 え ると ，

Pearsonのサーバーへ

アップロードする 
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学生の所属する養成機関のスタッフ，所属する学校区の教員，教育関係者からルーブリックによ

り判断され，その力の習得が評価される．合格ができない場合は，手続きを経て，再審査を申し

出る形となっている． 

 しかしこの edTPA は始まったばかりの状況で，この運用に関わっては賛否の論議もある．まず

TPA や edTPA を用いることの合理性を主張する論調としては，例えば PEACHONE and 

CHUNG(2006)は，カリフォルニアで蓄積されてきた教員のパフォーマンス評価（PACT）による

取組の経過の説明とその効果の説明をし，パフォーマンス評価の妥当性と信頼性を述べている．

また DARING-HAMMOND and MARIA(2013)は，edTPA がどのような経過が生まれてきたか，

その妥当性と信頼性，そして TPA を用いてどのように教員養成を支援していくかを説明している． 

一方で，edTPA が持ちうる問題性の指摘として，MADELONI and GORLEWSKI(2013)は，

edTPAが，教えることの不確かさの可能性（一般化された教育の方法ばかりが有効なのではなく，

説明がつかないが効果的な教育の方法も存在する）の価値を過小評価していることを問題視して

いる．そして学生が授業における意思決定時に edTPA がその価値づけやイデオロギーとして影響

する，つまり侵食してくる可能性を指摘している． また edTPA は，企業が教育に介入してくる

ことによって生じる出来事の想定を十分しているとは言えない（Pearson が電子ポートフォリオ

の開発と運用に責任を持っていること），などを主張している．また，DENTON(2013) は，edTPA

を受講している学生の行動や意識を見ると，ポイントを稼ぐこと，ポートフォリオを単純に埋め

ている傾向が見られることを指摘している． 

このようにまさに動きつつある取組ではあるが，国レベルでスタンダードを活かした教員志望

者のパフォーマンス評価を行い，質保証やその有効性について，その問題性も見つめつつ検証を

進めている． 

 
14.3.3 オーストラリアの場合 

 オーストラリアでは，これまで各州で独自にスタンダードなどを定め教員養成を行ってきた．

それを 2009 年以来，国レベルでの質保証へ切り替えた取組を行ってきた．各州で教員として就

職した後，電子的なデータベースに登録を行い，研修に関する情報や専門性開発に関する自己点

検評価なども電子的に進められるシステムへ移行した．この業務で中心的な役割を果たしている

のが，「授業とスクールリーダーシップに関するオーストラリア研究所」(AITSL; Australian 

Institute for Teaching and School Leadership)である（小柳 2014b）． 

 教師の全国専門職スタンダードは，2009 年に教育省（MCEECDYS; Ministerial Council for 

Education, Early Childhood Development and Youth Affairs）の後援により着手されたものであ

る．そして 2009 年から 2010 年にかけて，ワーキンググループ（AEEYSOC; National Standards 

Sub-group of Australian Education, Early Childhood Development and Youth Affairs Senior 
Officials Committee）が，その仕事を引き継ぎ，形作っていった．それを 2010 年に，連邦政府

が設立した新たな機関である「授業とスクールリーダーシップに関するオーストラリア研究所」
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（AITSL; 専門職スタンダードや認証制度の作成と教員研修，及び他機関と連携してオーストラ

リアの教育の質の向上に寄与すること目的とした研究・研修機関）が最終的に報告をまとめ，同

年 7 月にそれをあきらかにした．教育省は 2010 年 12 月にそれを公認し，2011 年 2 月に，「管理

職の全国専門職スタンダード」National Professional Standards for Principals と併せて公示を

行ったものである． 

教師の全国専門職スタンダードは，「専門知識(Professional Knowledge)」「専門的実践力

(Professional Practice)」「専門的役割への従事(Professional Engagement)」の３つに整理され，

そこに７つのスタンダードが配置されている．各 7 つのスタンダードは，その下に 4～7 の指標を

持って構成されている（図 14-4 参照）． 

この指標の決定は，どのように進められたかを AITSL の担当者の Dr. KEREN,CAPLE に問う

たところ（2013 年 8 月に訪問インタビュー），「これまで各州で取り組んできた成果や諸外国で試

みられているスタンダードを参照し作成を行い，何度も各州からのコメントや他国からの研究者

等から評価も得て，決定するに到ったということであった．しかし，実際にまだ進め始めたばか

りなので，運用上，理解しづらいものや重なり具合，またあまり重要視なされないものなどは修

正をしていく予定である」ということであった． 

また彼女は，「このスタンダードは，授業の質を上げ，子どもたちの学力保障と 21 世紀に求め

られる力の育成と関わるものであり，そのような子どもの学びの姿の結果から，あらためて修正

もなされる」と付け加えた． 

そして，このスタンダードはキャリアステージ（「養成終了直後・新任（Graduate）」「教員一

般（正規）（Proficient）」「熟達教員(High Accomplished)」「指導的立場に立つ教員(Lead)」）を意

識して作成さしているため，その意図について尋ねたところ，「教員として専門性を磨いていく際

に，見通しと現在の力量の振り返りなどを促す必要があった．時間的経過を示しているように見

えるが，そこには個人差や地域差，学校種によっても異なる力量が求められることもある．オー

ストラリアのように広大で様々立地や規模にある学校では，地域情報が当然考慮される．しかし

共通に成長の見通しと振り返りの指標をある程度共有する必要があった」という回答であった．

さらに，このようなキャリアステージあるいはラダーに沿った考えは，英国（イングランド）が

QTS（Qualified Teacher Status）と関わって，以前定めたモデルがある（佐藤 2008）．それとこ

のスタンダードは非常によく似ている．しかし現在，英国では 2012 年の改訂でかなり変わった

（英国は，質保証を担保する教員養成等の基準を 2012 年にこれまでの QTS のラダーモデルから，

簡略化したTeachers' Standards に変更を行い， National Curriculum の改訂と併せて実施され，

全体的に大綱化が図られている動きがある（野中ほか 2013 参照）．政権交代の影響もあるかもし

れないが，英国の動きをどのように理解しているかを尋ねると，以下のような回答であった． 

「英国の動きは知っている．しかし我々は，2009 年からこれに取組み，オーストラリアの事情

の中で，合意形成を進め，今ここにいたっている．そのためこのスタンダードを用いた取組を進

める中で，より必要な変更があればそれを進めていきたい」ということであった． 
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図 14-4 は，キャリアステージに沿って評価されている全国専門職スタンダードの例である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この「スタンダード 1」を見ると，学習者に即して，授業を考え，関連する情報を理解し，実

践に活かしていく．それは個人で取り組むことに加えて，学校で同僚と研鑽をつみ，組織的に明

確な方針を持って取り組んでいく方向性が読み取れる． 

ここから，キャリアステージに即して，スタンダードを作成し，養成・採用・研修を通して，

国としての体系的・組織的取組を遂行しようとしている意向が読み取れる． 

 
14.3.4 ヨーロッパ，北米，アジア・オセアニアの特徴的な国の取組のまとめ 

以上，ボローニア・プロセスのような高等教育の制度改革とも関わる動きや，そのボローニア・

プロセスに影響を受けつつ独自性も担保し続けているドイツ，また米国・豪州のように新任者の

質保証とその後の職能開発を関連付け，その一連の資質能力を明確化して取り組んでいる動きは，

現在，日本で進められてきている教員養成の高度化の動き，質保証の取組に一定示唆を与えると

ころがある（小柳 2014a）．また米国の edTPA や豪州の AITSL が運用する電子的なシステムを

活用した取組は，今後日本で，スタンダードを活かした取組をより展開していく上で，その環境

スタンダード１ 児童生徒を知る、また彼らがどのように学ぶかを知る

領域 養成終了直後・新任
（Graduate）

教員一般（正規）
（Proficient）

熟達教員(High 
Accomplished)

指導的立場に立つ教
員(Lead)

1.1児童生徒
の身体的・社
会的・知的発
達とその特性

児童生徒の身体的・
社会的・知的発達とそ
の特性、またこれらが
学習にどのように影響
するか、その知識と理
解を示している。

児童生徒の身体的・
社会的・知的発達とそ
の特性の知識に基づ
いて、学習改善の授
業戦略を用いている。

児童生徒の身体的・社
会的・知的発達とその特
性に適した授業戦略を、
柔軟で効果的なレパート
リーの中から選んでいる。

児童生徒の身体的・
社会的・知的発達と
その特性を用いなが
ら、学習改善の授業
戦略を、同僚に選ば
せたり、開発させてい
る。

1.2児童生徒
がどのように
学ぶかの理解

児童生徒がどのように
学ぶか、授業でのそ
の意味についての研
究を知っており、理解
を示している。

児童生徒がどのよう
に学ぶかについて、そ
の研究と同僚のアド
バイスを用いて授業
のプログラムを作って
いる。

研究や職場の知識を用
いて、児童生徒がどのよ
うに学ぶかについての
理解を拡張している。

研究や職場の知識を
用いて、」授業プログ
ラムの効果を評価す
る過程を導いている。

1.3多様な言
語・文化・宗教。
社会系意在的
な背景を持つ
児童生徒

多様な言語・文化・宗
教。社会系意在的な
背景を持つ児童生徒

の学習上の長所や
ニーズに応じた授業戦
略の知識を示している。

多様な言語・文化・宗
教。社会系意在的な
背景を持つ児童生徒

の学習上の長所や
ニーズに応じた授業
戦略を設計し実行して
いる。

多様な言語・文化・宗教。
社会系意在的な背景を
持つ児童生徒

の学習上の長所やニー
ズを説明する効果的な
授業戦略を開発するた
めに同僚を支援している。

多様な言語・文化・宗
教。社会系意在的な
背景を持つ児童生徒

のニーズと出会える
ために、専門またコ
ミュニティの知識や経
験を用いて、学校の
学習や授業プロがラ
ムを評価改善してい
る。

図 14-4 キャリアステージに応じたスタンダードの力点変化 
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構成を考えていく参考にもなる．本章では，広く本テーマである「教師の力量の概念に関する理

論的動向―諸外国と我が国におけるスタンダードの開発を踏まえて―」に即してその動向を検討し，

最近までの各国の動きを明らかにするように努めてきた． 

図 14-5 は，本章で取り上げた３ヵ国で，教師になるために必要とされている態度・知識・スキ

ルとして公的に示されていることを表にまとめたものである．国ごとに表現している言葉が少し

異なるが，そこには①子ども理解系，②授業設計・評価系，③教科に関する知識理解系，④職能

成長系（保護者・地域連携含む）が掲げられているのが読み取れた（①～④の分類と番号付けは

筆者が行っている）． 

 

 

 
14.4 我が国におけるスタンダード開発の取組 

 
では，我が国におけるスタンダード開発の取組はこれまでどのように行われてきたのか？ 

我が国においても上記にあげた国々同様，すでに，2000 年前後より教員養成におけるスタンダ

ード策定に関する動きがあった．日本教育大学協会は，2001 年 8 月，「モデル・コア・カリキュ

図 14-5 教員になるために求められる資質能力の教職スタンダード（3 か国） 

ドイツ 米国 豪州（aitsl）

授業 ②授業設計と遂
行

①学習者の発達 専門知
識

①子どもまた彼らがどの
ように学ぶかを知る

②効果的な指導
法

①学習の差異 ③内容とその教え方を知
る

①学習活動支援 ①学習環境 専門的
実践

力

②効果的な授業の計画と
遂行

生徒指導 ①差異の理解と
個別対応

③教育学的内容知識 ①支援的で安全な学習環
境を作り維持する

①規範と自立性 ③内容を革新的に応用 ②評価情報を集め、
フィードバックを提供し、
子ども学習状況を報告す
る

①学級経営・児
童生徒指導

②アセスメント 職能開
発

④専門性を耕す学びに関
与する

判断・評価 ①ニーズ・前提
把握、相談、特
別支援

②授業の設計 ④同僚・保護者・地域に
専門性を持って関わる

②成績評価 ②授業のストラテジー

改革・職能成
長

④職能成長１：
業務の理解とス
トレス対策

④リフレクションと継続的な
成長

④職能成長２:継
続的な学び

④協働

④プロジェクト
遂行
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ラム」研究プロジェクトを設置し，2003 年 9 月，「教員養成の『モデル・コア・カリキュラム』

の検討一「教員養成コア科目群』を基軸にしたカリキュラムづくりの提案一〔中問答申〕」を出し，

2004 年に報告書をまとめ，教師の力量形成に関わって，我が国におけるスタンダードの開発を試

みようとしてきた．そこでは，4 年間の教員養成課程の全体を通じて，学生がさまざまな教育現

場で〈体験〉的活動を行うことと，それらについて科学的に〈省察〉することの往還を基軸とす

ることの重要性が語られていた（６）．これは，同協会の会員大学に少なからぬ影響を与えた．各大

学は，この後，概算要求事項に養成カリキュラムをより組織的に行うことを意図した提案を行っ

たり，あるいはスタンダード作成に挑む取組が見られた．それはその頃始まった，特色 GP そし

て教員養成 GP などに応募する中で，その取組が進められてきたと考えられる． 

例えば，奈良教育大学は，2003 年より，教育実習の手引きに，実習で身に付けたい能力目標を

明記し，実習までに履修してきた科目で学んできたことと，実習で問われる行動レベルの細かな

力に関してその関係を視覚化していくための媒介目標としてそれを学生に提示していた．それを

2005 年より，養成カリキュラム全体との関わりを考えていくために，まずは教職科目を中心に，

各科目がどのような力をつける役割を果たすかの関係をより明確にし，組織的取組を高めるため

のカリキュラムフレームワークの策定を開始した．その後，概算要求事項にこの点を盛り込み，

後のスタンダード作成につながるカリキュラムの枠組みの検討を進めていった（７）． 

鳴門教育大学は，2003 年より「教育実践学を中核とする教員養成コア・カリキュラム（鳴門プ

ラン）」の開発に着手し，教育実践の省察力をもつ教員の養成を，学生が教育実践力を自ら反省し，

意味づけ開発していく場と手だてを意図的・計画的に組み込んだ教員養成コア・カリキュラムの

展開を通して実現しようとし，2006 年度からの特色 GP を通じて，授業実践力の評価スタンダー

ドの評価項目の開発を行い，4 年間のコア領域の諸科目や大学内外での諸活動の「知の総合化」

と教育実践力のスパイラルな成長を意図したカリキュラム改革を行ってきた（８） 

上越教育大学は，2005 年に教育実習委員会とフレンドシップ事業実行委員会，教員養成カリキ

ュラム委員会が連携し，教育実習を中核としたカリキュラム改革に取り組み，2006 年に，学生の

実態を把握するため，「中教審到達目標」を参考に質問紙を作成し，２年次終了段階（初等教育実

習前）までに，確実に身に付けるべき資質・能力と実習の到達目標を検討し，教育実習ルーブリ

ックを作成してきた（９）． 

横浜国立大学では，人間科学部と横浜市教育委員会が連携強化推進プロジェクトを結び，2005

年度教員養成 GP に採択され，1)基本的素養，2)知識・理解，3)指導①目標・計画，4)指導②実演

授業，5)指導③評価，6)指導④授業観察・分析，7)学級経営，8)学校組織の理解と運営への協力と

いった 8 領域に関して，「横浜スタンダード」の開発を行った．かなり細かな行動レベル（指標）

入り込んだスタンダード開発が行ってきた（10 ）． 

その他，福島大学，島根大学，兵庫教育大学ほか，いくつかの大学がそれぞれ教員養成の独自

スタンダードを明らかにし，教職科目などを中心に，各科目で培う力（到達目標）の明確化，各

科目の関連，またその力の評価方法，及び評価結果の活用（授業の改善や学生指導，学生自身に
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よる課題の振り返りと省察支援）などに関する成果の公表を進めてきた． 

この間の取組の特徴やスタンダードとして表された成果を見ると，1)実習指導に焦点化したス

タンダードもあれば，2)教職実践演習などこれまでの履修のまとめと関わるスタンダード，3)デ

ィプローマーポリシーやカリキュラムポリシーと関わるスタンダードなど，焦点化している点は

多様と考えられた． 

なお，この間の動きに関しては，日本教育大学協会・学部教員養成教育の到達目標検討プロジ

ェクトが，2009 年 3 月に，『学部（学士課程）段階の教員養成教育の組織・カリキュラムの在り

方について［論点整理］』（11）のまとめを出している．スタンダード策定と関わるこれまでの取組

や，国公私立大学での学士課程教育や養成教育の関係，質保証と関わる様々な論点の整理が示さ

れている．ここに我が国におけるスタンダード開発の取組についてこれまでの経過も読み取れる

ので参照されたい．また 2008 年から開講された教職大学院に関わって，カリキュラムの枠組み

として必修 5 領域が示され，その中で例示としてどのような力を培うかについて言及がなされて

きたが，学部で培う力との差は必ずしも明確とは言えない状況が続いてきたこと，そして「実践

的指導力」の育成という言葉の下に，スタンダードを用いた取組が陥る問題性の指摘も指摘なさ

れてきたことを付記して置く（油布 2013）．  
 

14.5 まとめにかえて 

 
国としての統一スタンダードが必要か，各養成機関独自でいいのか，この点に関して，結論は

出せないが，他国では国としての基準を明らかにしている動きがあることは事実である．また，

重要なのは，各教育系の学部・大学院内で，この取組を行うための科目の配列・体系化や，指導

教員による丁寧な履修指導が必須であることが明らかになっている点である（米国の最近の動き

である edTPA の取組にその必要性が示唆されている）．つまり Standard base の場合，Standard

を構築して終わりという，Standard 主義に陥らないようにする課題がここに示唆されているとい

える．また Outcome（この力量形成が子どもの学びの成果につながっているかの確かめ）に向け

て丁寧な取組，組織的な取組の必要性が示唆されていると考えられる． 

また一方で，油布の指摘とも関わるが，「実践的指導力」という言葉が孕む 2 面性，つまり，一

方で養成機関が，教育委員会や学校と連携し，実際に学校で子どもたちの教育に即寄与する教員

を育てる，その役割の責任を持って果たすこと（教員養成の成果の実質化）と，学校で現在求め

られていることへの対応に寄与していくことによる成果主義的対応が，果たして学びつづける教

員の養成や高度化に連続的につながるものとなるのか，について，見えやすいスタンダード開発

に目を向けるだけでなく，本章の主題である「教師の力量の概念」について，あらためて教師の

成長とその環境（学校や教師の生活）を踏まえて考えていくことが求められているのかもしれな

い． 
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注 

（１） edTPA に関する情報は，以下の URL に集約されている． 

http://edtpa.aacte.org/ 
（２）現在，34 州の内 10 州が州レベルの政策に位置付け，その運用を開始，また試行している． 

（３）2013 edTPA Field Test: Summary Report. SCALE. p.10 から翻訳して引用． 

https://secure.aacte.org/apps/rl/res_get.php?fid=827&ref=edtpa 
（４）http://www.highered.nysed.gov/edtpausing.pdf 

（５）edTPA Candidate User Guide 2013 から引用． 

   http://www.ccny.cuny.edu/ltrcenter/upload/edTPA-Guide-for-Students.pdf 
（６）日本教育大学協会「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクト(2004) 教員養成の「モ

デル・コア・カリキュラム」の検討－「教員養成コア科目群」を基軸にしたカリキュラムづくり

の提案－」会報第 88 号. 

（７）策定の背景などについては，http://www.nara-edu.ac.jp/research/05_curriculum.html 参照． 

またフレームワークについては http://www.nara-edu.ac.jp/research/05_curriculum.html 参照． 

（８）スタンダードについては，http://www.naruto-u.ac.jp/05_kyoumu/0555_gp/standard.html．  

（９）スタンダードの作成経過については http://www.juen.ac.jp/gp/tokushoku/contents/06/参照． 

スタンダード自体は，http://www.juen.ac.jp/gp/tokushoku/contents/06/index2.html を参照． 

（10）スタンダードについては http://www.edu.ynu.ac.jp/category01/project/gp/pdf/2-1.pdf 

（11）http://www.jaue.jp/_src/sc757/no_62.pdf 
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15．教師教育の方法に関する理論的動向 

―授業研究と専門的な学習共同体の接点― 

 

 
本章では，教師教育の方法に関する理論的動向として，「授業研究（レッスン・スタディ）」と

「専門的な学習共同体（Professional Learning Community: PLC）」との関係に注目している．

なお，SHIRLEY M. HORD (2008, 2009)によれば，「専門的な学習共同体はすべての生徒が高い

基準の学習（学力）に到達できるように，教師集団を協働的な学習のために組織化する方法（ス

トラテジー）」である．したがって，その最も有力な方法の１つが授業研究（レッスン・スタディ）

である．さらに，専門的な学習共同体は，学校研究の中にもっともよく現れるものであり，学校

研究の成否を決定づけるものである．そこで，本章の後半では，学校研究の視点から，専門的な

学習共同体に関するいくつかの事例を検討している． 

ところで, 本章の教育工学的な視点に基づく教師教育の特徴は, 第1章と第2章で木原が指摘し

ている「文化的アプローチ」である. つまり, 木原が言うように, 「現職教員のための学びのコミ

ュニティを構築し, それを一種の文化として成熟させることで, 彼らに, 仲間とともに成長する

ことを尊ぶ価値観を育むとともに, それを糧として, 自らに必要な学びをデザインしていく姿勢

を確立してもらうアプローチである」といえる. まさに, 授業研究（レッスン・スタディ）は, 互

いに授業案を検討し, 授業を観察し, 授業改善のために検討会を行うことによって, 仲間ととも

に学習・成長するコミュニティを構築しているのである. それを, 私たちは「同僚性」と呼び, 海

外では「専門的な学習共同体（PLC）」と呼んでいる.  

 
15.1 授業研究（レッスン・スタディ）のねらい 

 
 吉崎（2012）によれば，授業研究（レッスン・スタディ）のねらいは，大別すると次の四つに

なる．そして，本章のサブ・テーマである専門的な学習共同体は，①と③のねらいと深く関係し

ている．というのも，専門的な学習共同体はすべての生徒が高い基準の学習（学力）に到達でき

るように，教師集団を協働的な学習のために組織化する方法（ストラテジー）であり，その最も

有力な方法が授業研究（レッスン・スタディ）だからである． 

① 授業改善のために 

このことは，授業研究を行うための最も基本的なねらいである．そして，その具体的なねらい

は，授業実践者である教師が単独で，あるいは同僚教師と協働で，自らがデザイン（設計）し実

践した授業をふり返ることによって，その授業を改善するための手がかりを得ることにある． 

② カリキュラム開発のために 
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このねらいは，カリキュラム開発と連携して授業研究を行うことにある．その際，カリキュラ

ム開発の途中の段階で行う授業研究はカリキュラムの形成的評価のためであり，カリキュラム開

発の終了の段階で行う授業研究はカリキュラムの総括的評価のためである． 

③ 教師の授業力量形成のために 

このねらいは，教師が学内外で授業研究を同僚教師や先輩教師と行うことによって，自らの授

業力量（授業についての信念，知識，技術など）を形成することにある． 

授業研究は，授業設計（Plan），授業実施（Do），授業評価（Check），授業改善（Action）と

いう一連のサイクルの中で行われる．そして，この授業研究が，同僚教師との協働のもとで行わ

れるとき，「学校の課題解決」や「教師の授業力量形成」に大いに寄与することになる．これが，

世界の教育界が注目する，わが国の「授業研究（レッスン・スタディ）」の基本形である．ただし，

教育実習生や初任教師の場合には，指導教員（メンター）の指導・助言のもとで，授業設計・実

施・評価・改善を行うことになる． 

④ 授業についての学問的研究の進展のために 

このねらいは，授業という社会的な営みをアカデミックな立場から研究して，教師の授業実践

を支援できるような科学的知見を蓄積し，授業についての学問を進展させることにある．そこで

は，授業を構成している要素を同定し，それらの要素間の関係を明らかにさせたり，授業モデル

や授業理論を構築することが主なねらいとなる．ただし，その場合に留意すべきことは，個々の

授業がもつ特殊性（個別性）を超えて一般化（共通性）できるものは何なのか，あるいは一般化

のための条件は何なのか，といった視点を忘れないことである． 

 
15.2 授業研究と教師の学習・成長 

 
吉崎（2012）は，授業研究の動向の一つとして，教師の成長に視点を置いた授業研究が盛んに

なってきたことを指摘している．つまり，1980 年代後半から，欧米ばかりでなく日本においても，

「授業研究」と「教師教育」とをつなぐ研究領域（Teaching and Teacher Education）が教育研

究者や教育実践家によって注目されるようになった．それにともなって，教育実習生，若手教師，

中堅教師，熟練教師の実践的知識，信念，思考，意思決定，教授行動などに関する研究成果が蓄

積されるようになってきた．そして，これらの研究成果が教員養成や現職教育のプログラム開発

につながることが期待されている． 

さらに，注目すべきことは，2007 年に「世界授業研究学会（WALS: World Association of Lesson 

Study）」が香港，アメリカ，日本，中国，シンガポール，イギリスなどのレッスン・スタディ（授

業研究）に関わる研究者によって設立されたことである． 

そして，WALS の創設者の一人であるキャサリン・ルイス (2008)は，レッスン・スタディに関

心をもつ教育関係者の議論を促進させることを願って，「レッスン・スタディについての理論モデ

ル試論」を示している．この理論モデルは，「レッスン・スタディで見える特徴」，「介在する変化」，
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「指導の向上」，「生徒の学習の向上」の四つの領域で成り立っている．そして，レッスン・スタ

ディは，「教師の知識」，「教師たちの動機と学習文脈」，「学習リソース」，「教員システムの特徴」

といった介在要因の変化を通して，教師の指導や生徒の学習を向上させると考えられている．さ

らに，ルイスは，この理論モデルから，次の二つの問いがさらに生まれると述べている． 

「第一には，レッスン・スタディと学校全体の改革との間にはどのようなつながりがあり，何が

重なっているのかということである．一方なしでもう片方だけの改革も可能なのだろうか．第二

には，レッスン・スタディはいかにして『授業のための知識』を学校の中で広げていくのだろう

か．」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15-1 授業研究と関連する要因との関係（吉崎 2014） 

これらの先行研究をふまえながら，吉崎（2014）は，授業研究と教師教育との関係を示すモデ

ル図（図 15-1 参照）を提示している．それは，「Ａ 授業研究」，「Ｂ 教師の学習・成長」， 

「Ｃ 授業の質」，「Ｄ 生徒の学習・学力」の相互関係を示すものである． 
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「Ａ 授業研究」は，授業設計，授業実施，授業評価，授業改善という PDCA のサイクルから

なり，「Ｂ 教師の学習・成長」と「Ｃ 授業の質」に影響を及ぼす． 

 「Ｂ 教師の学習・成長」は，個人レベルと集団・組織レベルに大別される．そして，専門的

な学習共同体は後者に位置づけられる．まさに，Ｂ要因は教師教育の本質である．さらに，Ｂ要

因はＡ要因（授業研究）と相互影響関係にあり，Ｃ要因（授業の質）に影響を及ぼす． 

 「Ｃ 授業の質」は，授業目標の達成のために不可欠のものであり，Ｄ要因（生徒の学習・学

力）に影響を及ぼす． 

 「Ｄ 生徒の学習・学力」は，学校教育の目標そのものである． 

 

15.3 専門的な学習共同体とは 

 
近年，教師のための「専門的な学習共同体（Professional Learning Community: PLC）」に関

する関心が高まっている． 

SHIRLEY M. HORD (2008,2009)によれば，「専門的な学習共同体(PLC)」は，教師が定期的に

集まったり，協働的に仕事をするために集まる場所を単に意味してはいない．PLC は，「目的を

もった協働的な学習のために教師を組織化する方法」である．ところで，この目的をもった協働

的な学習とは，すべての生徒が高いスタンダードでの学習に成功できるように，教師の効果性（す

なわち，授業の質）を改善することを意図している．したがって，PLC に関連する要因の一連の

流れは，①専門的な学習共同体(PLC: Professional Learning Community)→②教師による継続的

な専門的学習(continuous professional learning)→③授業（指導）の質(teaching quality)→④生

徒の学習（すなわち学校の目的）(student learning)の通りである． 

 また，HORD (2007)は，PLC を支える条件として，次の二つの側面を指摘している．それらは，

「構造的・物理的条件」と「人間関係的条件」である．そして，前者には①教師が大切な仕事の

ために一緒に集まることができる「時間とスケジュール」の整備，②人的資源や物的資源，③保

護者や企業共同体の理解とともに，地区や州の政策があり，後者には①教師と校長に求められる

「協働で学習するスキル」，②教師間での「リーダーシップの分散化」，③すべての教師・管理職

がお互いに対してもつ「信頼」，④他の教師の教室を訪れ，授業を観察して，フィードバックをあ

たえることがある． 
 さらに，HORD (2009)は，PLC が成功するための条件を次のように整理している． 

① 共同体の成員性（Community membership）→専門的な共同体での仕事を組織化する方法に

は，次の二つがある．一つは，学年あるいは教科チームが毎週定期的に集まって話し合いを

することである．もう一つは，学校の教師全員が少なくとも月に１回（可能であればもっと

多く）集まることである．そこでは，学校のデータを研究し，学校目標を明確にさせ，これ

らの目標を達成するために教師は何を学習しなければならないのかを決定する． 
② リーダーシップ(Leadership)→共同体での会合を始める際の校長の役割は大切である．「生徒
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のニーズ」，さらに「教師の学習が生徒の学習にいかに貢献するのか」についての教師たちの

協働的な話し合いを促し，支えることが校長の努力の中核にある． 

③ 学習のための時間(Time for learning)→会合のための時間を見出し，作り出すために教師の協

力を得られるかどうかはまさに校長の役割である．例えば，普段の日の授業時間を 15 分から

20 分延長して，週１日は午後の授業をなくして，教師の会合（研究会）にあてる．そのため

には，保護者や地区の住民の理解をえる必要がある．これも校長の役割である． 

④ 学習空間(Space for learning)→校長はすべの教師が集まる空間を確定しなければならない．

ある校長は，すべての教師の教室を順次利用して会合をもつことを考えている．このことは，

学習空間を確保するだけでなく，すべての学年や教科の教師が同僚の仕事から洞察をえるこ

とができることを意味している．彼（女）らは，この同僚の教育実践や生徒の学習物（作品）

の証拠に気づくことになる． 

⑤ データを用いたサポート(Data use support)→データをレビューし，研究し，解釈することは，

専門的な学習共同体の基盤となる． 
⑥ 分散化されたリーダーシップ(Distributed leadership)→校長が勢力と権威を共有化（分散化）

させようとすることは，専門的な学習共同体にとって同じように大切なことである． 

 
15.4 専門的な学習共同体に関する事例 

 
専門的な学習共同体は，学校研究の中にもっともよく現れるものであり，学校研究の成否を決

定づけるものである．そこで，本節では学校研究の視点から，専門的な学習共同体に関する事例

を検討する． 

 
15.4.1 学校研究の４つのタイプ 

学校研究は，学校にとってはもちろんのことであるが，教師個人にとっても大切なことである．

なぜならば，学校研究のために教職員が一丸となって協働研究することがそれぞれの教師の学

習・成長につながるからである．ただし，学校研究にはいくつかのタイプがある． 

第１のタイプは，学校が文部科学省指定の「研究開発学校」となってカリキュラム開発と授業

実践に取り組む場合である．この場合には，現行の学習指導要領の制約を受けずに，学校が独自

にカリキュラム開発することが特例で認められている．そして，授業実践は，開発されているカ

リキュラムの形成的評価の意味をもっている．例えば，後述する埼玉県越谷市立越ケ谷小学校が

2002 年から本格的実施された「総合的な学習」をその数年前からカリキュラム開発した事例は，

このタイプの学校研究である． 

第２のタイプは，学校が文部科学省，県や市町村の教育委員会などからの指定を受けて，特定

の教科や道徳，特活などのカリキュラム開発や授業研究を行う場合である．ただし，この場合に

は，現行の学習指導要領の制約を外れてカリキュラム開発を行うことは認められていない．あく
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までも学習指導要領の枠内でカリキュラム開発を行うことになる．例えば，神奈川県相模原市立

相原小学校では，文部科学省より「国語力向上モデル事業協力校」の指定を受けて，国語力向上

のためのカリキュラム開発を行った．そして，授業実践は，開発しているカリキュラムの具体化

と検討の意味をもっている． 

第３のタイプは，学校が民間の教育財団などの指定を受けて，特定のテーマでカリキュラム開

発や授業実践を行う場合である．例えば，後述する広島県世羅町立世羅西中学校では，パナソニ

ック教育財団の特別研究指定校となって，「ICT を活用した効果的な通常学級における特別支援教

育の開発―優位感覚タイプの分析に基づいた ICT の効果的な活用―」を研究テーマにして平成 25

年から２年間にわたる実践研究を続けている．そして，その研究成果は公開研究会や財団のホー

ムページなどを通じて全国の教育関係者に公開された． 

第４のタイプは，学校が外部からの指定を受けずに，子どもの実態や地域の特性を考慮して，

自主的にカリキュラム開発や授業研究を行う場合である．例えば，後述する神奈川県茅ケ崎市立

浜之郷小学校では，授業研究を中核とする「学びの共同体」としての学校づくりを行っている．

この場合は，まさに「普段着の学校研究」となる．したがって，授業実践は，学外の教育関係者

に向かって公開されることよりも，学内の教師が互いに学び合うためのものとなる（ただし，浜

之郷小学校ではその実践が全国の教育関係者に広く知られることとなった）．ところで，世界の教

育関係者が注目している日本の授業研究は，レッスン・スタディと呼ばれている．それは，まさ

にこのタイプの学校研究のことである． 

 
15.4.2 埼玉県越谷市立越ケ谷小学校の学校研究 

越ケ谷小学校が 2002 年から本格的実施された「総合的な学習の時間（総合的な学習とも略称）」

をその数年前からカリキュラム開発した事例を紹介する． 

越ケ谷小学校は，文部科学省の研究開発学校に指定されて，東日本で初めて「総合的な学習」

のカリキュラム開発と授業づくりを 1997 年 10 月から本格的に行った学校である．筆者は，開発

の当初から指導・助言者として参加した． 

この学校の研究成果は，吉崎静夫（監修）・越ケ谷小学校（編）『小学校における総合的な学習

の時間の実践』（ゆまに書房）と，３本のビデオにまとめられた．そして，この研究成果は，「越

ケ谷小モデル」として全国の小学校の総合的な学習に大きな影響を及ぼした．例えば，1998 年や

1999 年にはそれぞれ３千人を超える教育関係者が視察や研究発表会に訪れた．さらに，NHK，

日本テレビ，TBS，テレビ朝日などのテレビ局が全国版ニュースでこの学校の実践を紹介した． 

ところで，筆者は，上述の本の冒頭で，次のように述べている． 

2002 年から小学校の教育課程に新設される「総合的な学習の時間」には，指導書も教科書もな

い．したがって，各学校は「総合的な学習の時間」のカリキュラムを独自に開発し，そのカリキ

ュラムにもとづいて「総合的な学習のための授業づくり」を行う必要がある．では，どのような

考え方や方法で，カリキュラム開発と授業づくりを行ったらよいのだろうか．本書では，第１部



185 

において，越ケ谷小学校が研究開発学校として「総合的な学習の時間」の実践研究に取り組んで

きたときに「拠り所としてきた考え方（理論）」を解説し，第２部において，研究開発された活動

事例を紹介する．そこで，読者（小学校関係者）にはこれらの理論と活動事例を一つのヒント（手

がかり）として学びながら，自分たちの学校では「どのようなカリキュラム開発をするのか」「ど

のような授業づくりをするのか」を構想してもらいたい． 

そして，1997 年から８年間わたる学校研究を通して開発された「総合的な学習のカリキュラム

と授業づくり」には，次のような特徴がある． 

そのカリキュラムにおいて，学年ごとに共通テーマが設定され，それらの共通テーマのもとで，

個々の子どもが自らの興味・関心にもとづいて個別（個人）テーマを自由に設定する方法が採ら

れている．それは，総合的な学習の主要なねらいが「課題発見力」や「課題設定力」にあるから

である．ただし，その場合に，初めから子どもに自由にテーマを設定させることは小学生には無

理があるという考えが越ケ谷小学校の教師にあった．さらに，「各学年にどのような共通テーマを

置くのか」ということを決定される際には，３年生（あるいは生活科の１年生）から６年生まで

のテーマ間の「つながり」が考慮された．もちろん，総合的な学習の場合には，国語や算数のよ

うな「系列性（シーケンス）」を厳密に考える必要はないが，学年間のつながりはある程度まで教

師間で共有されている必要があると考えたからである． 

一方，授業づくりは，35 時間程度の単元を中心として，次のポイントを考慮して行われた． 

① 個別課題の設定に先駆けて共通体験をさせるのか，それとも最初から自由に個別課題を設定

させるのかを，子どもの発達段階やカリキュラム構成を考慮しながら慎重に決定する． 

② 学年で共通体験をさせる場合には，その内容をどうするかについて，授業設計（単元構成）

ではもっとも多くの時間を割く． 

③ 単元レベルでそれぞれの学校独自の学習過程を工夫する． 

ちなみに，越ケ谷小学校では，「ふれる（共通体験の段階）」「つかむ（個別課題の設定と計画

作成の段階）」「調べる（課題追究の段階）」「まとめる（成果発表と成果の共有化の段階）」「い

かす（成果の実践化の段階）」という５段階の学習過程が開発・実践された． 

④ 教科等との連携を意識した授業づくりを行う． 

⑤ 日常生活での実践化（行動化）を意識した授業づくりを行う． 

そして，越ケ谷小学校の教師たちは，学年ごとに共通体験をさせる場合には，その内容をどう

するのかについて教師が協働でアイデアを出し合った．それは，まさに専門的な学習共同体その

ものであった．そして，教師たちは，これらの開発研究（学校研究）で培ったノウハを埼玉県内

の学校に広げていった． 

越ケ谷小学校では，HORD (2009)が提唱している「専門的な学習共同体（PLC）」が成功する

ための次の条件が整備されていた． 

① 共同体の成員性→一つは，学年の教師が毎週定期的に集まって話し合いをする．それは，学

年の教師がティーム・ティーチングで総合的な学習を実践しているからである．もう一つは，
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学校の教師全員が少なくとも月に１回（可能であればもっと多く）集まっている．そこでは，

総合的な学習のカリキュラム開発と授業づくりいう学校目標を明確にさせ，これらの目標を

達成するために教師は何を学習しなければならないのかを決定している． 

② データを用いたサポート→データをレビューし，研究し，解釈することは，専門的な学習共

同体の基盤となる．総合的な学習を実践した記録（児童の活動の様子や学習活動など）をレ

ビューして，来年度の実践に生かしている． 

③ 分散化されたリーダーシップ→校長が勢力と権威を共有化（分散化）させようとすることは，

専門的な学習共同体にとって大切なことである．そのために，すべての教師が「研究領域部

会（例えば，国際理解部，情報部，環境部，福祉部など）」と「学年研究部会」の両方に所属

していた．そして，４名の教師が領域部長，６名の教師が学年研究部長となって，学校長や

教頭，教務主任とともに研究推進委員会を構成していた． 

 
15.4.3 広島県世羅町立世羅西中学校の学校研究 

世羅西中学校は，パナソニック教育財団の平成 25 年～26 年度の「特別研究指定校」となって，

「ICT を活用した効果的な通常学級における特別支援教育の開発―優位感覚タイプの分析に基づ

いた ICT の効果的な活用―」を研究テーマに実践研究を続けている．そして，その研究成果は平

成 26 年の 10 月 9 日（木）の公開研究発表会で教育関係者に公開された． 

世羅西中学校は，生徒数 63 名，教職員数 14 名という小規模校である．町内には，高校駅伝の

強豪校である世羅高校があることで知られている．そして，学校は静かな田園地帯に囲まれてい

る． 

では，なぜこのような小規模校が約７倍という厳しい採択率のなかで選ばれたのだろうか．や

はり，研究テーマのユニークさにある．「通常学級における特別支援教育」「ICT 活用」「優位感覚

タイプ」の三つのキーワードが見事につながった研究テーマとなっている． 

なお，ここでいう優位感覚タイプとは，学習や課題をするときに，文字や映像といった視覚情

報で提示されることを好む「視覚優位タイプ」，コトバや音といった聴覚情報で提示されることを

好む「聴覚優位タイプ」，動作や活動のように手足を動かすことを好む「体感覚優位タイプ」とい

う 3 つのタイプのことである．そして，同校では，独自に開発した「優位感覚チェックシート」

によって特徴ある生徒を同定している．例えば，「あなたは書写（毛筆）で初めての字を書くとき，

どうですか？」という質問項目に対して，生徒は次の３つの選択肢（①見本を示してもらうと，

ある程度書くことができる，②ポイントを聞くだけでも，ある程度書くことができる，③何度か

練習しなければ，ある程度書けるようにはならない）から，最も自分にあっているものを選ぶ．

このような各教科の学習の様子を示す８項目が生徒に提示される． 

そして，生徒の優位感覚タイプに応じて，ICT を活用した支援の工夫ができるのかどうかを様々

な授業で検討している．例えば，国語の詩の授業において，「話し合った内容を電子黒板で提示し，

他者の思考を視覚的に理解させる」手だては，視覚優位の生徒への支援を意識している．また，
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英語の動詞の活用の授業において，「タブレットで文字を見て，ネイティブの発音を聞きながら発

声することで理解を支援する」手だては，主に聴覚優位の生徒への支援を考えている． 

このような授業実践を積み重ねながら，研究テーマに迫ろうとしている．そこには，小規模校

の特長を生かしながら，教師全員が「授業における ICT 活用」の研修を積み，みんなで研究テー

マを追究しようとする専門的な学習共同体の姿が見られる． 

世羅西中学校では，HORD (2009)が提唱している「専門的な学習共同体（PLC）」が成功する

ための次の条件が整備されていた． 

① 学習のための時間→会合のための時間を見出し，作り出すために教師の協力を得られるかど

うかはまさに校長や教頭の役割である．同校では，すべての教師の ICT 活用能力を高めるた

めに放課後に研修時間を頻繁に確保している． 
② 学習空間→校長や教頭はすべの教師が集まる空間を確定しなければならない．同校では，上

述の研修を行うための空間を校内のさまざまな場所に確保している． 

③ データを用いたサポート→データをレビューし，研究し，解釈することは，専門的な学習共

同体の基盤となる．同校では，平成 25 年と 26 年度に４か月ごとに活動報告書をパナソニッ

ク教育財団の方に提出し，同校のアドバイザー（吉崎）からコメントを受けた．例えば，（平

成 26 年４～７月）に対するアドバイザーのコメントは次の通りである．本期間の成果に記載

されている３点は，高く評価できる．まず，教員の異動があったにも関わらず，ICT 研修に

よって教職員の ICT スキルがアップしたことと，授業での ICT 活用頻度が格段に高まったこ

とがデータで確認できる．とりわけ，県より研究推進員１名の加配をいただけたことは大き

い．次に，本校独自の「優位感覚チェックシート」が一段と改善されて，教科学習の場面に

限定して８項目で作成された．これでチェックシートは，ほぼ完成したといえる．そのこと

によって，ターゲットパーソン（研究対象とする生徒）を特定する試みがより明確になった．

さらに，再生刺激法を用いて，ターゲットパーソンへの ICT 活用の効果を検証する方法が確

立されてきた．とりわけ，ターゲットパーソンとなっている生徒の認知面（思考・理解）と

情意面（関心・意欲）をとらえるインタビューの仕方が改善されたことは大きい． 

 
15.4.4 神奈川県茅ケ崎市立浜之郷小学校の学校研究 

 浜之郷小学校は，子どもと教師と親と市民が連携して「学びの共同体づくり」を推進する茅ケ崎

市のパイロット・スクールとして 1998 年に創設された． 

 同校の理論的指導者である佐藤学氏は，「浜之郷小学校では，授業の事例研究による子どもの事

実の語り合いを，専門家としての教師が育ち合う関係（同僚性）づくりの基盤としてきた．同僚

性の構築こそが，学校改革の中心なのである」と述べている（佐藤学・茅ケ崎市立浜之郷小学校

2000,20 頁)．まさに，同僚性の構築を授業研究によって行っている． 

 そして，同校の初代校長である大瀬敏昭氏も，「学校改革のためには，実は『内側に開く』，つ

まり教室を開き，いつでも授業を公開するという取り組みが重要である．そのためには，教師一
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人ひとりが，授業を中心とした仕事を公開し，観察・批評しあい，創造しあうという『同僚性』

の構築が何よりも求められる」と指摘している（同書，37 頁）． 

 両氏が述べている「同僚性」は，まさに専門的な学習共同体のことである．つまり，そこには，

HORD (2009)がいう「PLC が成功するための条件」としての「①共同体の成員性（Community 

membership）→学校の教師全員が少なくとも月に１回（可能であればもっと多く）集まること」，

「②リーダーシップ(Leadership)→教師の学習が児童の学習にいかに貢献するのか，についての

教師たちの協働的な話し合いを促し，支えることが校長の努力の中核にあること」，「③学習のた

めの時間(Time for learning)→会合のための時間を見出し，作り出すために教師の協力を得られ

るかどうかはまさに校長の役割であること．とりわけ，同校では，校長の英断のもとで，会議の

数を極端に少なくして，学校での授業研究の時間や教材研究の時間を確保したこと」，「④分散化

されたリーダーシップ(Distributed leadership)→校長が勢力と権威を共有化（分散化）させよう

とすること」が見事に結実している． 

さらに，同校では，授業を改革するために「授業研究の作法六か条」を設けている．それらは，

①年間一人最低１回は公開する，②授業の上手下手は問わない．授業の巧拙は「生まれつき」で

あることを自覚し，「自分らしいいい授業」をめざす，③指導案の形式は決めない．なくてもいい．

また，指導案作成にあたっては，完成するまで他は口を出さない，④授業公開にあたっては，事

前にあまりエネルギーを注がない．事後の研究会を充実させる，⑤授業は途中で止めてもいいし，

延々と続けてもよい．失敗したらもう一度挑戦する．同じ授業を何度でも公開してよい，⑥参観

者も授業に参加してよい，というユニークなものである． 

 
15.5 学校研究を補完する横浜市のメンターチーム 

 
東京，横浜，名古屋，大阪などの大都市圏では，教職員の大量退職に伴う大量採用によって，

学校現場は，経験の少ない若手教師の急増と多くのベテラン教師，そして少ない中間層といった

二極化の状況となっています．例えば，東京や横浜の大多数の小学校では，採用 10 年以下の教師

が過半数を占めるといった状況にある． 

 そこで，横浜市教育委員会では，今後も大量採用が見込まれる初任者の早期育成と，成長し続

ける学校組織を育成するための「校内 OJT システム」として，平成１８年度から「メンターチー

ム」を推奨している．そして，その実践成果が，単行本（横浜市教育委員会『「教師力」向上の鍵

―「メンターチーム」が教師を育てる，学校を変える！―』時事通信社）にまとめられ，全国の教

育関係者から注目されている． 

 横浜市ですすめる「メンターチーム」は，メンター（教職６年目から１０年目の教師）とメン

ティ（初任者，初任２年目，初任３年目を中心に，教職５年以下の教師）を複数対複数の関係に

して，経験のある先輩と経験の浅い後輩の「タテ」の関係と，同期や１，２年先輩といった同じ

キャリアステージにある「ヨコ」の関係を相互に組み合わせているところに特徴がある．そうす
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ることによって，１対１の関係によるメンタリングで受ける心理的な圧迫を軽減できるとともに，

仲間から精神的なサポートを受けることができる．そして，主幹教諭や初任研コーディネーター・

指導教員などがアドバイザーとして「メンターチーム」に参加している．そこに，ベテラン教師

がもつ経験知が活かされている． 

 実によく考えられた OJT システムである．そこでは，初任教師の学習を促すだけでなく，５年

次や１０年次教員研修の一環としても機能している．つまり，５年次や１０年次の教師は，メン

ティにアドバイスをすることを通して，自らの研修を深める機会となっている．まさに，専門的

な学習共同体が成立している． 

ここで，横浜市立川上北小学校のメンターチーム「メリーズ」を取り上げて，具体的な活動の

様子を紹介する． 

 川上北小学校は，昭和４４年４月に川上小学校から分離・独立した，今年で創立４５周年にな

る学校である．JR 東戸塚駅から徒歩３分の「交通の便のよい」ところにある．そして，児童数は

９００名を超え，教職員も５４名という規模の大きな小学校である． 

 同校では，前田崇司校長の卓越したリーダーシップのもとで，教職員の専門性を高める学校組

織（専門的な学習共同体）を構築するために，さまざまな試みを展開している．それらの試みの

中核にあるのが「メンターチーム」と「共同研究（学校研究）」である． 

 同校のメンターチームは，「メリーズ」とよばれ，メンティー（教職５年目までの若手教師）と

して１１名（１年目３名，３年目２名，４年目１名，５年目３名，臨採２名），メンターとして６

年目２名（リーダー，サブリーダー）と校内年次研修者コーディネーター・ファシリテーター２

名，その他のアドバイザーとして随時，校長，副校長，主幹教諭などが加わっている．このよう

に，実に多様なメンバーが柔軟な組織形態のもとで参加しているのが，「メリーズ」の特長である． 

 筆者が訪れたのは，平成２５年６月５日（水）の第３回目のメンターチームの研究会で，「学級

経営と学級環境」がテーマであった． 

同校のメンターチームの研究会のプログラムは，毎回，料理のメニューのように構成されてい

る．実におもしろい考え方である．当日は，（１）先付（アイスブレイク）→参加者をリラックス

させるための簡単なゲーム，（２）刺身（テーマ；発言ルール）→挙手・つぶやきの使い分け，「は

い」の有無，起立の有無，聞かせる方策などを自由に話し合う，（３）焼き物（教室ツアー）→各

教室を巡って，掲示物などの教室環境について気づいたことや思ったことを遠慮なく伝え合う．

本日のメイン・ディシュ，（４）煮物（体育安全研修）→この活動は，翌日に延期された，（５）

酢の物（締めのあいさつ・次回の予告），（６）菓子（最後まで頑張った自分に），（７）酒（行き

たい方は誘い合って）といったユニークで盛り沢山のメニューとなっていた． 

この日のメイン・ディシュである「教室ツアー」では，参加者の教室を低学年から見て回った．

教室の掲示物や展示物などを見て，「工夫しているナァ」「どのようなねらいや考えがあるのかナ

ァ」と感じたことを各教室の担任教師にたずねていた．そのやりとりはとても和やかで，しかも

何かを学ぼうという雰囲気が参加者に漂っていた． 
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筆者が，とても感心したのが，２年４組を担任している渡瀬将二郎先生の教室だった．この先

生は１年目の初任教師であるのに，とてもしっかりとした掲示物やはり紙を教室の壁全体に貼っ

ていた．例えば，教室の前面には，学級の愛称「たんぽぽ」と，学級目標「がんばる」「なかよく」

「たすけあう」のはり紙があり，低学年の児童に親しまれやすい文字で書かれていた．また，「話

し方（みんなのほうを見て，みんなにきこえるように，はっきりとさいごまで）」や「聞き方（は

なしている人を見て，うなずきながら，しっかりとさいごまで）」といった集団学習の基本となる

ことがはり紙で明確に示されていた．渡瀬先生によれば，「いろいろなはり紙は子どもができるよ

うになったら外していく」ということであった．しっかりとした考えをもっているナァと感心し

た．そして，参加者一同が注目したのが，教室前方の入り口に大きなはり紙で書かれた前回の国

語と算数の学習内容であった．算数では，４５－１８の「繰り下がりのある引き算」の考え方と

筆算方法がわかりやすく４枚の画用紙に３色のマジックで書かれていた．このはり紙は，渡瀬先

生によれば，「前の時間の国語や算数の学習内容を本時の中で３０秒間でも視覚物で見せるとよい」

との初任者指導教員の助言を受けて，毎回掲示しているとのことであった．的確な指導・助言を

された指導者はもちろん立派ですが，助言されたことを素直に受け止めて継続している渡瀬先生

も立派である．さらに，教室の後方の壁には，「学習コーナー」の国語や算数には，前の単元の学

習内容がコンパクトにまとめられて掲示されていた． 

参観者は，ワイワイ言いながらも，この初任教師の教室環境から多くのことを学んでいた．こ

のように，メンティーからメンターやベテラン教師が学ぶこともあるのが，本校のメンターチー

ムの特長なのである．まさに，教師の学びは「相互啓発学習」であり，専門的な学習共同体の中

で発展することがわかる． 

 
15.6 米国・サンフランシスコ市でのレッスン・スタディ 

 
サンフランシスコは，ご存知のように，ケーブル路面電車，金門橋（ゴールデンゲイト・ブリ

ッジ），フィシャーマンズ・ワーフで有名な世界的な観光都市である． 

訪問した学校は，アフリカ系アメリカ人の指導者であった人物の名前をとった Malcolm X 小学

校であった．この学校は，各学年１クラスの小規模校であり，児童の８割以上がアフリカ系アメ

リカ人である．児童の家庭環境は相当に厳しいものがあることが，児童の様子や教師の話からわ

かった．しかし，教師は若い人が多いが，みんなとても仲が良く，元気である．その元気な理由

が，レッスン・スタディにあることがわかった．ところで，米国では孤立化から教師の離職率が

高いことが問題となっている．その意味でも，レッスン・スタディは評価されている． 

筆者らは，３年生の「英語（ライティング）」と１・２年生合同クラスの「英語（ライティング）」

を見学した．これらの「レッスン・プラン（授業案）」は，二人の授業者を含む５名の同僚教師に

よって作られていた．まさに，Planning Team が組織され，専門的な学習共同体が見事に機能し

ている．そして，研究授業が始まると，３～４名の児童からなるグループごとに２名の教師がつ
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いて，「児童の学習の様子」に関して気づいたことを「授業観察記録用紙（時刻，観察したこと，

意味すること）」に熱心に書き込んでいる．さらに，授業終了後，約 30 分間の「授業研究討議」

があった．その討議内容は，それぞれの教師が観察した児童の様子を報告することが中心となり，

必要に応じて教材や授業者の教授行動が話題にのぼっていた．その内容は，なかなか授業者に気

づかないようなことにまで言及されていて，授業改善にとって有意義なものであった． 

その後，この学校の「レッスン・スタディ」の中核メンバーの先生方に話を伺ったところ，「子

どもの学習の様子を中心とした授業観察」は教師にとって抵抗が少なく，多くの教師が「レッス

ン・スタディ」に参加しやすいとのことであった．このことは，日本の教師にとっても同じだと

思った．教師は，自分の教授行動や教材研究のことばかり言われると，自分が評価されていると

身構えてしまうものである．しかし，子どもの様子から始まって，しだいに教師の行動や教材研

究などに話題が移ることには比較的抵抗が少ない．まさに，見事な「授業研究のストラテジー」

である． 

さらに，この学校の「レッスン・プラン（授業案）」で感心したことは，「子どもの活動」とい

う項目の隣に「子どもの予想される反応」という項目が設けられていることであった．もちろん，

「評価のポイント」という項目もあった．そこで，この学校の「レッスン・スタディ」を指導し

ている San Francisco Unified School District 顧問の Audap 先生に，「子どもの予想される反応」

を加えた理由を尋ねたところ，「レッスン・スタディ」の世界的リーダーであるミルズ大学のルイ

ス(Catherine Lewis)教授の助言にもとづくとのことであった．「やはり，ルイス先生だ」と納得

した． 

ルイス(2007)によれば, 図 15-2 に示されているように, 日米の授業研究では, 正反対の内容に

重点が置かれているという. つまり, アメリカでは「何を教えるか（What）」, 日本では「どのよ

うに教えるか（How）」が授業研究の中心になっている. この理由について. ルイスは, 次のよう

な解説をしている.  

 「日本には学習指導要領があり, 教科書が充実していることもあって, 教師同士で指導案や授業

の構成, 指導技術に関する話し合いに力を入れる文化が根付いている. 」「アメリカでも, 教師の

資質や授業力向上のための研修には相応の時間をかけている. しかし, 日本の学習指導要領のよ

うな全国共通のカリキュラムがないので, 話し合いの多くは. カリキュラムの開発や教科書の選

定, 教材の検討などに費やされます. 共同で指導案を練ったり, 互いの授業を見たりすることは

ほとんどない. 」そして, アメリカにおいて, 1995 年ごろから, 日本型の研修（校内での授業研究）

が急速に普及した. その結果, ルイスによれば, 「以前は授業の成果が出ないとき, 子どものせい

にしていた教師が多かったが. 日本型の研修にすることで, 今では自分の技術を成長させること

に目を向けるようになっている」ということである.   
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16．欧米の教師教育の実践的動向 

 

 

 本章では，制度的アプローチに基づく欧米の教師教育の実践的動向について整理する． 

 世界の様々な国で，教員の質，学習についての新たな考え方（21 世紀に求められる力，スキル

やコンピテンシー等の形成を含む），職能開発を意識したプログラムの導入が，教員養成や現職研

修で検討されてきている．ここでは，教員養成や現職研修を含む教師教育の高度化や実質化の舞

台となる学校と大学と自治体の協力体制に目を向け，大学と学校の密接な連携による教員養成を

行ってきている米国の職能開発学校（Professional Development Schools：以下 PDS）の取り組

みと，英国における Teaching Schools の取り組みを取り上げる．そして，英米の取り組みを比較

しながら教育工学的な視点に基づく教師教育との接点について整理する． 

 

16.1 米国の教師教育の実践的動向 

 

 米国では，1965 年から ESEA（Elementary and Secondary Education Act）などの学校の教

育力に関する調査の結果を受けて，教育改革を試みてきた．1970 年代は教育目標・教授行動の明

確化を進め，教育方法の改善を目指す取組などが行われてきた．  

しかしながら 1983 年に出された「危機に立つ国家（A Nation at Risk）」に端を発し，学校の

改革を目指すには，普遍的に妥当する教育方法の改善を考えるだけでなく，子どもの様子や状況

を見て実際にそれを行使する「教師の力」それ自体に着目することが課題となった．そして 1980

年代後半以降，教師に求められる資質能力を知識ベース，パフォーマンスベースで，その明確化

を試みる動きへ移行し，現在に到ってきた． 

それが具体化されてくるきっかけは，1986 年のカーネギフォーラムで出された「備えある国

家：21 世紀の教師」というレポート，そして Holmes Group が 1986 年に出した「明日の教師

（Tomorrow’s Teacher）」，また 1989 年に The American Association of Colleges for Teacher 

Education(AACTE)が出版した The Knowledge Base for the Beginning Teacher などが影響した

と指摘されている（図 16-1 参照）． 

これらが教師としての資質能力を明確にする１つの方向性を提示し，「教師が何を知り，なぜそ

れを知る必要があるのか」について丁寧な論議する基礎を作った．その後，このような教師の知

識やパフォーマンスを問題にする論議は，The Handbook of Research on Teaching の第 4 版，ま

た The Handbook of Research on Teacher Education の第 3 版などに引き継がれ，National 

Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) や The Interstate New Teacher 

Assessment and Support Consortium(INTASC)，さらに各教科指導と関わる専門学会によって， 
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教職専門的な実践を知識ベースでコード化し，実践家としての仕事のスタンダードを明示する活

動へ引き継がれていった． 

米国は，一般的に州の教育委員会から「求められる教員の資質能力」が明示され，養成をおこ

なう大学などの教育機関がそれを参照し，その要件を取り込みながら養成カリキュラムを編成す

る傾向が見られる．その際，州を越えても有能な教員が確保できるように，州間で合意形成され

ている INTASC Principles が強く意識されている．また，このような背景から州の教育委員会が

定めている資質能力基準は INTASC と整合性がつくように定められていることが多い．したがっ

て，大学の教員養成カリキュラムも，目標として，その大学が所属している州で決められた資質

能力基準と INTASC を参照し，それとの対応や整合性を意識して（視覚化して）定めているとこ

ろが多い． 

なお多くの大学は，その資質能力を育てるための科目の選択と決定，配列について NCATE（The 

National Council for Accreditation of Teacher Education）による査定を経て，教員養成を行う

カリキュラムとしての信認（第 3 者評価的な立場にある専門家集団による設置認可；Accreditation）

を得ている．そして展開されているカリキュラムが良質であることを内外に示すように努めてい

る（NCATE は AACTE; American Association of Colleges for Teacher Education 他，4 つの関

連専門団体が関わって組織されている．また同様な教員養成を行うカリキュラムを持つ大学とし

て信認を出すもう 1 つの有力な機関である The Teacher Education Accreditation Council 

図 16-1 米国における教師教育改革とその実践動向の流れ（小柳 2012） 
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(TEAC)と審査基準項目の調整などを行っている．しかし近年は，協力してプログラム評価を行う

動き（一本化）があり，それが 2009 年から本格化し，2013 年 7 月に一本化し，CAEP (Council 

for the Accreditation of Teacher Preparation)として組織名称も新たにし，その業務を遂行するに

至っている． 

なお州を越えて教師に必要とされる資質能力のスタンダードを保証する基準として 1992 年に

明らかにされた INTASC Principle は，経験のある教師に関わって定められた NBPTS の 5 つの

Core Proposition を参考に作られたものであったが，2010 年 7 月に，子どもたちの学習環境の変

化などに対応していくために，次の点と関わって，改定案が出された． 

１）項目の順番入れ替え，２）項目の加筆修正，３）指標の順番入れ替えと加筆修正（「知識

（Knowledge）」「ディスポジション（ Disposition）」「パフォーマンス（Performance）」の順番

記述から「パフォーマンス（Performance）」「本質的な知識（Essential Knowledge）」「クリティ

カル・ディスポジション（ Critical Disposition ）」へ）． 

また新任に求められる力に限定せず，NBPTS Core Proposition（①Theory for Practice；実践

に必要とされるものの理論を学ぶこと，と②Theory in Practice；実践の中で経験を通して構築さ

れる理論，とを止揚する，③Theory of Practice；実践のための理論と実践の中で見出された理論

をつなぐ理論を獲得し，また構成し，それを学校の同僚や地域へ広げていくことが求められてい

る）につなげていく考えが出されている．つまり Interstate New Teacher Assessment and 

Support Consortium (INTASC) model standards から，現職の大学院での教育も視野に入れて

Interstate Teacher As-sessment and Support Consortium (InTASC)に変更されている（CCSSO 

2010）． 

このように，米国にみる国レベルの教師教育改革の動きは，１）教師の指導力の体系化と関わ

って色々な団体や組織からそれぞれの基準を組み合わせて（相互の基準を尊重しながら），州がま

た各大学がその質保障を明示していくこと，また２）それが養成から現職教育・研修につながっ

ていく視点をより強化していること，さらに３）知識ベースからパフォーマンスベースへ，4)教

育学的内容知識重視から学習者理解重視への力点移行の動きも読み取れる． 

以上のように米国の各大学は，教育学部として教員養成を学士レベルからしているところもあ

れば，4 年の専門学部での学士取得と平行に教員免許の取得コースを入れているところもある．

また 4 年の専門学部での学士取得の後に，教員養成を載せている形式（州や大学によっても異な

るが半年～インターン（異なる学校での実習含む）をしながら夕方やある曜日だけ大学院に講義

を受講に来る形式）もあれば，教育学の修士号の取得と併せて教員養成を行っているところ，学

士と修士を連続させて教員養成を行っていることもある．さらに履修の場として指定された学校

での勤務を通じながら免許の取得を行う，など多様な形式をとっている．また現職研修とも関わ

って，免許更新と修士の学位取得を関連させたプログラムも走っている．教育実習は州によって

多様であり，その期間も 8 週～30 週（異なる学校での実習含む）など多様である．これは，よく

報告されているように，米国の場合，教員になった後，その離職率も多く，教員確保とも関わっ
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て柔軟な履修の形態がとられている事情もある．したがって履修における質の保証と関わって，

方法が柔軟な分，ポートフォリオを用いた丁寧な履修指導など，基準に即した指導を確かに行い，

その成果を上げていることを示す取組などが重視されている．多くの場合，大学を中心とした養

成の取組ではあるが，地方教育委員会と連携し，また大学群とその委員会でコンソーシアムなど

も組み，共通に参照する質保証の基準を尊重し，運用形態は多様な教育課程や柔軟な制度的枠組

みをとり，Outcomes に力点を置く取組が行われているといえる． 

 

16.2  Professional Development School の取組動向 

 

 以下では，このような質保証の流れで，学校と大学と自治体の間の効果的な連携が，1980 年代

中ごろから，職能開発学校（PDS）ということに目を向け，大学と実習指導や現職研修について，

実習協力校とは異なる教育機能を持たせる取組を行ってきたことについて述べていく． 

 ABDAL-HAQQ(1998）によれば，PDS は，教育や教員の質保証と関わって，学校と大学の関

係を問う時代背景もあり，異なる言葉であっても，似た意味を表現する言葉も多かったという．

具体的には，The Holmes Group (1986)は，Tomorrow’s Teachers の中で，Professional 

Development School という言葉を用いた．しかし，同じ年に出された The Carnegie Report A 

Nation Prepared: Teachers for the 21st Century (1986)は，インターンシップの場を clinical 

schools という言葉で表現していた．一方，The American Federation of Teachers (AFT)は，最

初の頃，Professional Practice Schools という言葉を用いていた．そのほかにも，Partner School， 

Professional Development Center，  Centers for Teaching and Learning，  Professional 

Development Academies， Induction Schools， Teaching Schools， Centers for Professional 

Development and Technology など，多くの言葉が用いられたという．そして，使用している言

葉は異なっても，共有されていたゴールと原理は，１）教員養成，２）現職教育，３）子どもの

学習のために有効となる範例的な実践，４）子どもや教師の成長発展のための課題克服の追求，

の４つであった．しかし，次第に，Professional Development School が最も幅広く用いられる言

葉となり，その利用に落ち着いたらしい． 

このように，80 年代後半からの教育改革（図 16-1 参照）から Professional Development School

といった言葉を通じて，まさに 20 世紀末までの取組みの整理が最初に行われたのは，1996 年～

1998 年であった．ABDAL-HAQQ (1998）は，この時点で実証性のある研究はまだ乏しいが，事

例として参考になる取組報告があることを示していた．そして，そこから得られる教員養成，現

職教育，子どもにその成果が返っていく取組について何がその牽引であるのか，立地や背景情報

や組織の構成，時間や必要とされる初期必要と継続に求められる費用などについて報告を行って

いた．そして成功に向けては学校だけでなく，保護者や地域の協力が重要であること，また超え

る必要がある壁として，学校や大学の「変化への抵抗」があることも指摘していた． 

 また TEITEL(2003)は，大学が主導になると PDS の取組が教員養成や現職教育といった
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Professional Development に向かい，子どもたちの学習活動との接点がなかなか図りにくかった

こと，PDS としてかかわる学校もその職員がその任務の意味を十分に理解して取り組むことが難

しかった（自習を請け負う学校という感覚が続く）．90 年代の取組を振り返り，子どもたちを育

てるという方向性に集約する PDS モデルを示した．これは，その後，明らかにされていく NCATE

の PDS Standards に影響を及ぼすこととなった． 

一方，NEAPOLITAN ら(2012)は，PDS は様々な組織から支援されてきたことに着目し，それ

らがどのような点に力点をおいてその推進を図ってきたかを分析している．彼らによれば，PDS

を進めてきたのは大きくは２つのアプローチがあったという．１つ目のアプローチは，教員養成

と初年次研修，教員研修のギャップを埋めることに貢献し，専門集団の自立性やそこで培われて

いる技巧的な知識に着目する場合（実践の振り返り，表現，定期的な会議への参加，継続的な勤

務，信頼関係の構築）であり，もう１つのアプローチは，スタンダードの設定や説明責任（結果

責任）に着目する場合（PDS のパートナーシップの質的・量的促進，大規模・法的な承認を得た

取り組み）であったという．しかし組織的な取り組みはあってもそこには課題があり，まだ現在

でも PDS は十分な広がりを確保できないとしている．そしてその理由として，１）目的の達成や

それを継続していくために必要なパートナーシップの深さに欠けている（実習協力校の任務理解

の区別が学校に認識されにくい），２）政策や認証・信任などと各 PDS の取組との連携が不十分

などの問題をあげている． 

そのうえで，PDS の今後の優先事項として，次の 5 つをあげている． 

１）各学校は最初から成功する形で作られていないため，異なる学校の特徴を見つめた取り組

み（成功している学校の取り組みを活かしながら）に目を向け推進していく． 

２）PDS 内でのフラットな関係の構築（教える教員と学ぶ教員という関係ではなく，各キャリ

アで互恵的な学びがあり，継続的な研修がそこで行われているというスタンスの意識化）

を進める． 

３）厳しい状況下にある学校を PDS として支援していく． 

４）採用の質保証，教師の配置により注意を向ける． 

５）実証的な研究と国による取り組みについてより連携図り，実践を作っていく． 

 以上， Professional Development School の歩みとその動向について，「米国の PDS の取組動

向把握」を歴史的にもさかのぼり現在までの到達点と課題を俯瞰的に読み取るように努めてきた．  

 このような課題も残しつつ，より最近の動きとしては，(1)取組の評価情報（edTPA）（１）を養成

のプログラムの修了要件に位置付けていく動き，(2)困難のある学校への取組として成功しつつあ

る事例やその取り組みの可視化などが行われている． 

 

16.3 英国の教師教育の実践的動向 

 

教員養成や研修に関して 2005 年までは， TTA(Teacher Training Agency，教員養成研修局)，
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それ以降は TDA（The Training and Development for Agency for Schools，教員養成・開発機構）

といった政府関係機関が担当していたが，現在は，直接 Department for Education（教育省）が

担当している． 

教員養成としての質保証を担保する教員養成機関の基準は，2012 年に大きな改訂が行われ，ITT 

requirements に代わり ITT Criteria が定められた（ITT=Initial Teacher Training，教員養成と

初任者研修を含んでいる）．同様に教員の資格に関する統一基準としては，これまでの QTS

（Qualified Teacher Status）に代わり，Teachers' Standards が定められている． 

これらは，National Curriculum の改訂と併せて実施されており，全体的に大綱化が図られて

いる．2006 年の QTS の改訂では，初任者，上級教員，熟練教員の基準が個々に示されていたも

のが，職能成長の段階ごとに体系的に示されるようになった．優秀教員の段階が加わり，QTS か

ら熟練教師まで，５つのレベルが設定された．QTS は，担任として必要最低限の指導力が求めら

れ，初任者研修修了者のレベルになって，一人前の専門職として位置づけられている．上級教員

以降のレベルでは，自らの指導力向上だけでなく，学校全体への貢献が求められるようになる．

また，他の教師のモデルとなり，指導的立場から助言等を行うという役割が強く求められていた． 

そして，新 QTS は，「専門性」，「専門的知識」，「専門的スキル」の３つのカテゴリーで構成さ

れ，各カテゴリーには４〜６項目が配置され，合計で 15 項目あった．旧 QTS では，カテゴリー

は同じく３つであったが，下位項目は合計 51 あったので，大幅に整理されたことになる． 

今回の Teachers' Standards では，これらが８項目に絞られた． 

① 生徒を奮起させ，動機づけ，挑戦させる高い期待値を設定する 

② 生徒の成長と成果を促進する 

③ 教科とカリキュラムに関する知識 

④ よく構造化された授業を計画し指導する 

⑤ すべての生徒の能力と要求に応じた指導を行う 

⑥ 正確で建設的な評価を行う 

⑦ よりよい安全な学習環境を確保するために，効果的に行動を管理する 

⑧ より広い職業上の責任を成し遂げる 

教員養成機関は，これらに基づいて評価基準を作成し，講義及び教育実習等で総合的に評価を

行うことで，質の保証を担保している．  

前回の改訂においても，QTS の評価の煩雑さが課題となっていたため，引き続き，大幅な項目

の整理が行われており，併せて教員のレベルごとの基準もなくなっている．この基準の大綱化は，

これまでの評価データの蓄積によって行われたのか，政策的な変更なのかは定かではないが，最

低基準の徹底のための現実的な対応と考えられる． 

一方で，教育実習における指導と評価は，これまでと同様に丁寧に行われている．学校の教育

実習担当教員（school mentor）が指導を担当し，学級担任は授業等のアドバイスを中心にサポー

トすることになる．実習生は，二種類のファイルに実習の記録を蓄積していく．一つは，計画と
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評価に関する記録であり，学校の教育実習担当教員による指導及び授業観察の評価記録，実施し

たすべての授業の指導案などである．もう一つは，抽出児童の観察記録と学級全体の観察記録な

どである．学年ごとに公式な授業観察による評価の回数は決まっており，メンターが 3 回，大学

教員（placement tutor）が１回（以前は２回）である．最終の評価は，教育実習担当教員と大学

教員が一緒に観察し，評価結果について検討することによって，客観性，信頼性を高めている．

最終的には各項目について具体的な評価基準に基づき，通常 4 段階評定が行われる． 

授業観察時には，学校の教育実習担当者，あるいは大学の指導教官がフィードバックレポート

を作成し，授業後に実習生と面談し，授業の評価について説明する．最終的に基準のすべての項

目について達成できるよう計画的に指導が進められ，二種類の実習記録ファイルによるポートフ

ォリオに目標達成を示す具体的なエビデンス(証拠)を蓄積していく．これらの最終的な評価は，大

学教員によって行われ，認定される． 

大学教員による授業観察，評価の回数が減っているものの知識やポートホォリオのみによる評

価ではなく，授業におけるパフォーマンスを複数の目で評価するという厳密さは変わってはいな

い．大学教員が授業観察によって教育実習生の評価を適切に行うことができるのは，教職経験に

裏付けられた専門性をもつことによるだろう．日本でも教職大学院等で実務家教員が一定の割合

で配置されることになったが，学部レベルの教員養成においてもスタッフの専門性を問い直すこ

とが求められるだろう． 

大学等の教員養成課程については，ITT Criteria や National Curriculum に基づいて作成され

ている Initial teacher education inspection handbook にしたがって，  Ofsted(Office for 

Standards in Education，教育水準局)による査察が行われ，The National College for Teaching 

and Leadership（NCTL）が基準を満たしていないと判断した場合には認可の取り消しが行われ

る． 

この ITT Criteria は，４つの内容で構成されている． 

一つは，教員養成機関への入学者の基礎学力に関する基準で，例えば，義務教育修了段階の

GCSE（General Certificate of Secondary Education）の英語，数学，科学の評価が一定レベル

（Grade C）であることが求められている．さらに，2013 年以降は，コンピュータテスティング

による Professional skills tests（literacy and numeracy）に合格することが条件となっている． 

二つは，カリキュラムに関する基準である．教員資格である QTS の認定には，Teachers' 

Standards の基準をすべて満たしていることが求められる．講義科目に関する細かい規定はない

が，教育実習については，最低 24 週間（120 日）以上，かつ各学年 60 日，２校以上で実施する

ことが定められている．教員養成のコースは多岐に渡っており，英国において最も多いのは，学

部（３年間）卒業後の１年間で修了可能な PGCE（Postgraduate Certificate in Education）で

ある．その他，学部３〜４年のコースや，学校現場で在職しながら資格を取得するコースもある．

なお，教育実習中心の修士課程レベルの教員養成 The masters in teaching and learning (MTL) 

も一部では，行われているようである．  
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残りの二つは，教員養成機関のマネジメント及び質保証に関する内容及び学校現場で在職しな

がら資格を取得するコースに関するものである． 

なお，英国では，教員資格の他に，校長資格である NPQH（National Professional Qualification 

for Headship）や，アシスタントティーチャーの資格である Qualifications for school support 

staff，Higher level teaching assistants の基準である HLTA （The professional standards for 

higher level teaching assistants）等があり，学校教育に携わる人材の質保証のための資格基準が

整備されている． 

英国では，現職教育は CPD（Continuing Professional Development）と呼ばれており，多様

な形態で行われている．Exeter 市内の Bowhill Primary School のケースでは，校内研修は，年

間５日程度の Professional Development day の他，毎週のスタッフミーティングの中で短時間，

校長や教員が相互に講師になって行われている．この他，地域内のいくつかの学校が Local 

Learning Community（LLC）という公的な組織をし，校長が年６回程度定期的に集まって，地

域，学校間連携について協議しており，校長研修や教職員研修を企画している．例えば，Bowhill 

Primary School が所属する Exeter Learning Community West Exe というグループは，７つの

小学校，２つの中等学校と Children’s Centre によって構成されている．年間予算は，約 10 万ポ

ンドで，各学校の予算から１割程度を拠出しているとのことであった．このグループの Action 

Plan には，教員が学校間を相互に訪問する取り組みや，校長が the NCSL National Conference

に参加する，などの取り組みがある．教育委員会や企業等の他の機関で研修を受けるだけでなく，

この LLC で教員研修を企画したり，LLC が校長の CPD として機能している．  

 

16.4  Teaching schools の取組動向 

 

大学と学校の連携が強化されると同時に，学校現場で在職しながら教員資格を取得するといっ

たコースの増加や，学校が大学等と連携することなく教員養成を行うことができる Teaching 

schools の設置など，より実践重視の傾向も見られる．さらに，LLC による地域の学校間連携，

そこでの CPD の充実も，現職教員の研修を地域レベル，実践ベースで行うことが指向されている

と考えられる． 

 英国においては，従来から学校が主体となり大学等と連携して教員養成を行う SCITT 

（School-centered initial teacher training）という制度がある．先に述べたように大学を卒業後

１年の教職課程で QTS を取得する PGCE（A postgraduate certificate in education）では，年間

24 週の教育実習が義務づけられているため，学校をベースとした教員養成（School-led Training）

は自然な流れであろう．さらに教員不足を補うために，SCITT で QTS を取得した場合，その学

校，地域で雇用が保証される School Direct コースや，大学卒業後，３年以上の勤務経験がある場

合には雇用の保証に加えて実習中の給与も保証する School Direct (salaried)コースが用意されて

いるケースもある．これらは，EBITT（Employment Based Initial Teacher Training）と呼ばれ
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ている． 

 Teaching Schools はこうした School Direct を含む SCITT の一つであるが，高等教育機関と連

携しなくても，優れた実績をあげている学校を中心とした学校間連携により，教員養成をおこな

うことができる新たな制度である．大学等の高等教育機関に頼らずに，教員養成から現職教育ま

でを自律的，持続的に行うシステムである．  

 Teaching Schools の認定には，ITT Criteria に加え，OFSTED で Outstanding の評価を受け

ていること，３年以上の経験をもつ優れた校長がいること，学校改善や連携の実績等により高い

教育効果をあげていることが必要となる． 

 そして，果たすべき使命として以下の６つが求められている． 

① 教員養成（School-led initial teacher training） 

② 現職教育（Continuing professional development） 

③ 近隣の学校への支援（Supporting other schools） 

④ リーダーシップの力量形成（Identifying and developing leadership potential） 

⑤ スペシャリストの育成（Specialist leaders of education） 

⑥ 研究開発（Research and development） 

 当然のことながら Teaching Schools も ITT として OFSTED の対象となる．優れた学校として

評価されることに加え，教員養成機能の質についても問われることになる．大学における教員養

成との比較が行われた時，どのような評価が行われるかに注目したい． 

 

16.5 教育工学的な視点に基づく教師教育との接点 

 

 多様な取組が行われている教師教育改革であるが， DARLING-HAMMOND and 

LIEBERMAN（2012）は，共通項として，以下の７項目をあげている． 

① ヴィジョンの明確化と共有 

② 専門的な実践やその姿に関わる基準の洗練化 

③ 教職専門に関わる核となるカリキュラムの設定 

④ 実践経験の時間や場の拡張 

⑤ 事例研究などを通じた教育方法の洗練化 

⑥ 自分自身の信念など深く物事を他の人と共に考える機会の設定 

⑦ 教師教育における学校・ 委員会と大学の組織的取組の強化 

 教員になるためには修士の学位を求めている国々もある．また 21 世紀に求められることを意識

しながら，多様なルートで，最小限の時間で，効率的に教員養成を行うプログラム（新しい方法）

を模索している国々もある．また求められることに対応するための新しいプログラムや新たな方

法を考えていく上で，政策と実践の関係をより柔軟に考える国々もある 

表 16-1 は，英国と米国の教員養成に関わる制度，体制について，その概略を示したものである． 
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PDS の最近の動きは，まず困難を抱える

地域における実践に目を向けている．教育

実習への単なる協力校と異なり，その子ど

もの学力保障，学習改善に責任を持つこと

も使命としている PDS は，その家庭や地

域の文化（使用している言語ほか）に対応

していこうとしている．そのため，教員の

配置や研修（Co-teaching の取組），採用政

策などに関わって教育委員会と学校群と

大学群が，個別の動きというよりも，地域

でコンソーシアムを作り取り組んでいる．

次に PDS と連携している大学の教員養成

プログラムは，その取組の質保証や説明責

任とも関わって評価情報（edTPA の組み込

みなど；Stanford Center for Assessment， 

Learning and Equity が AACTE とパー

トナーを組み，支援している  Teaching 

Performance Assessment）の公表が求め

られ，実習などもその効果（子どもと学生）

をエビデンスベースで示そうとしている． 

 Teaching Schools（以下 TS）は，高等

教育機関との連携が不可欠であったこれ

までの School Centred Initial Teacher 

Training（SCITT）を拡大し，優れた学校

を中心とした学校間連携による持続的な教員養成，現職教育のシステムである． 

英国政府は，2016 年 3 月までに 600 校の認定を目指している．認定のための条件として，

OFSTED で Outstanding の評価を受け，３年以上の経験をもつ優れた校長，学校改善や連携の

実績等により高い教育効果をあげていることが求められている．その使命として，近隣の学校と

連携しつつ，教員養成（ITT）のみならず，現職教育（CPD）も担い，リーダーシップや教科等

の専門的な力量を高め，研究開発を行うことが期待されている． 

学校ベースによる教員養成の道も開いた英国の取り組み，地域の課題に向けて，地域ぐるみで

教員養成を考えようとしている米国の取り組みなどは，教員の質保証を具体的な課題に即して行

っている．しかし，英国では評価の高い学校を核として，優れた教育力を地域に広げているのに

対し，米国では，地域連携によって学校，地域の課題解決を指向しているという相違が認められ

る． 

表 16-1 英国と米国の教員養成の比較 

 

英国 米国

学部
レベル

大学における3年コース

が中心（2,4年もあり）

２校以上，32週間の教育

実習（ITT Criteriaで規

程）
Englamdのスタンダード

に基づく教員資格QTS
（qualified teacher
status）を取得

大学3～4年（大学院と接

続した5年生も有）

教育実習は州によって多
様．8週～30週（異なる

学校での実習含む）
州の基準（InTASCとの

関係も考慮）に基づいて
認証(Certificaion)取得

大学院
レベル

大学卒業後1年のコース

が中心
2校以上，24週間の教育

実習
QTSに加えPGCE
（postgraduate
certificate in
education）を取得

大学卒業後1年コース，2
年コース，学士と連続し
た5年コースなど州に

よって多様
ライセンス申請と関わる
認証の取得だけ，または
修士の学位と併せたもの
もある
州や大学によっても異な
るが半年～の実習（異な
る学校での実習含む）．
また現職研修とも関わっ
て，免許更新と修士の学
位取得を関連させたプロ
グラムも走っている

学校が主体となって大学
や教育委員会等と連携し
て教員養成を行うSCITT
（School-centred initial
teacher training）プロ

グラム，雇用が保障され
いてるSchool Directプロ

グラム，雇用及び給料が
保証されているSchool
Direct (salaried)プログラ

ムがある
1年コース，QTS，
PGCEを取得

PDS（Professional
Development Schools）
として教員養成や地域の
教育へモデル校として積
極的に関わっている場合
もあれば，Partner
Schoolとして実習協力を

している場合もある

教員養成のみならず現職
教育（CPD）の質の向上

を図るため，新たに
OFSTEDの評価が高い

（outstanding）学校を

中心とした地域連携によ
るTeaching Schoolsの取

り組みを拡大している

大学群とPDS群，さら

Partner School群などが

教育委員会と連携してコ
ンソーシアムを組んで
行っている場合もある
困難のある学校への取組
として成功しつつある事
例（Co-teachingの取組

例）などの報告に力を入
れている

大学

学校

地域連携

主体
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表 1-1（第１章）の「変化する社会における教師像の５つの要素」を英米のスタンダードの項

目と比較すると，それらは５つの要素に含まれ，関連づけることが可能であるが，英米では，「2.

技術的熟達者」，「3.探究的熟達者」が中心であることがわかる．さらに「4.批判的実践家」も強調

されているが，授業研究（Lesson Study）がまだ根付いていないため，「5.専門的な学習共同体」

は弱い．一方，日本では，「5.専門的な学習共同体」は，学校文化として定着しているが「4.批判

的実践家」が弱いと言えるだろう． 

 さらに教育工学の視点に立ったハンドブックの開発に関わって，教育工学的な視点に基づく教

師教育として展開可能な点を表 2-1（第２章）の「教育工学的な視点に基づく教師教育のアプロ

ーチ」から検討すると，英米での教員養成は，「D.制度的アプローチ」において，「C.フィールド

アプローチ」を重視しており，実践（学校での実習）の比重が高くなっていることへの対応があ

げられるだろう．また，校務の情報化による指導と評価の改善，e ポートフォリオによる教員の

力量形成の確認等，テクノロジーの活用が浸透していることにも留意すべきであろう． 

 スタンダードについては，米国では州単位から全米統一という方向に向かっており，評価の徹

底が進みつつある．英国では，国としてスタンダードを統一してから 20 年以上が経過し，詳細な

スタンダードによる厳密な評価が見直される傾向にある．ナショナルカリキュラム，スタンダー

ドの大綱化と制度の複線化により，学校や地域が主体となって取り組むことが促され，多様なア

プローチが展開されつつある． 

日本でも教員養成の段階で，スタンダードと教職科目等を関連づけ，スタンダードに基づく能

力育成を行う必要性が高まっており，そこに e ポートフォリオ等のテクノロジーを組み合わせる

ことが進みつつある．また，実習重視の傾向も教職大学院の連携協力校の取り組み等で進みつつ

ある． 

こうした流れの中で，第１章で述べられているように先進諸国においては，教育工学的な視点

に基づく教師教育をおこなう研究者は，教育に関わる理論と実践の往還，大学と学校現場の連携

を旨とする制度について，その運用に関する分析や開発に着手している．これらの取り組みを通

して得られる知見を活用すると同時に，日本においても実証的な研究を蓄積していくことが求め

られるだろう． 

 

注 

（１）edTPA は，Stanford Center for Assessment, Learning and Equity(SCALE)が，AACTE と

パートナーを組み，開発した授業力等（Teaching Performance Assessment）の評価の枠組や体

制である．SCALE は，the National Board for Professional Teaching Standards(NBPTS)や the 

Interstate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) Standards portfolio, そし

て the Performance Assessment for California Teachers，など先行した基準に基く質保証の取

組から得た知見を集約し，多くの教師や教師教育者，研究者からフィードバック情報を取集しな

がら，この edTPAの開発を行ってきた（http://www.edtpa.com/）．現在，全米の 34州と the District 
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of Columbia の 500 以上の教育機関が取組をはじめている． 
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17．我が国の教師教育の実践的動向 

 

 
 本章では，我が国の教師教育に関する実践のうち，特に教育工学的な視点に基づく取り組みの

動向について整理する． 

そのためにまず，民間を含めた組織一般における「学習する組織」の概念について確認し，こ

れと「専門的な学習共同体」の対応について検討する．次に，中央教育審議会等の答申記述を手

がかりにして，我が国における教師教育の高度化に関する政策的な動向を確認し，とりわけ大き

な制度的動向としての教職大学院制度について検討する．その後，本科研メンバーによる越境的

な教師教育の高度化の取り組みについて俯瞰し，これらに見られるアプローチについて整理する． 

 
17.1 我が国の教師教育の高度化の現状 

 
17.1.1 「学習する組織」と「専門的な学習共同体」 

 世の中の動向は早く，また価値観は多様化しており，経営環境は日々変化し，判断は益々複雑

なものとなっている．いったんカタログ化されルールベース化された知識を，そのまま適用でき

るほど単純な社会状況ではなくなってきており，知識が静的（static）なものではなく動的

（dynamic）なものとなっている．そのため，知識を活用する側には不断の学習が求められるよ

うになった．個々の参画者がすべての知識を持ち合わせることは難しくなり，組織内の立場ごと

に知識を「分かち持つ」という考え方が主流となった．そのため，これまでの単層的なマネジメ

ントの枠組みでは通用せず，より分散的かつ協調的で，しかも重層的なマネジメントが組織に要

求されるようになった． 

 センゲ（2011）は，「学習する組織（Learning Organization）」というコンセプトを打ち出し，

自律的かつ柔軟に進化しつづける組織の形態が必要であると提言した．そして，学習する組織に

は，以下の 5 つの規律が必要であるとした． 

1) パーソナルマスタリー 

2) チーム学習・ダイアログ 

3) 共有ビジョン 

4) メンタルモデル 

5) システム思考 

 センゲによる学習する組織のコンセプトは，教育に特化したものではないが，今日の学校組織

にも適用可能である．「専門的な学習共同体（Professional Learning Community：PLC）」のコ

ンセプトも，今日の時代背景の元での学校組織の在り方という点で共通している（たとえば織田
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（2011）は，この両者の関係について検討している．ただし織田は，PLC を「専門職の学習共同

体」と訳している）．木原ら（2013）は，PLC は「1990 年代以降のアメリカにおける学力の質

を問う機運の高まりの中で出てきた組織編成概念である」とし，このような概念が登場した背景

として，教職の専門職化を図る必要性が注目されたこと，教師が学ぶことや実践における協同性

の重要性が着目されたことがあるとしている． 

 織田（2011）によれば，PLC の提唱者である HORD は，PLC が成功している学校に見られ属

性として以下の 5 点を挙げている（順序は筆者が入れ替え）． 

A) 個人的な実践の共有 

B) 集団的な学習とその応用 

C) 信念，価値やビジョンの共有 

D) 支援的な諸条件 

E) 分散的・支援的なリーダーシップ 

 センゲの「学習する組織」の規律の 1) 2) 3)は，PLC の A) B) C)と対応していると理解できる．

学習する組織においては，4) メンタルモデルを更新しながら，5) システム思考をする人材の育

成が重要としているのに対し，PLC では個々の構成員に D) 支援的な諸条件を与えつつ，E) 分

散的・支援的なリーダーシップで共同体を維持しようとする．この点が学校という共同体におけ

るマネジメントの特徴であるとも解釈できる． 

 
17.1.2 我が国の教師教育における授業研究の位置 

 我が国の授業研究は，「日本の学校教育が世界に誇れるものの一つ」とされる（たとえば朝日新

聞 2014）．個々の教師が授業を行い，その設計意図，実施技術，評価方法等について情報を共有

し議論を重ねる授業研究は，教師の同僚性を踏まえた「成長する教師」の育成方法として我が国

に根付いている．さらには，各学校で校内研究を行い，その成果を公開研究会の形で公表すると

いう教師文化が存在する．これらの流れから我が国では，ショーン（2001）のいう「反省的実践

家（Reflective Practitioner）」を育てる「専門的な学習共同体」がすでにあったと考えることが

できるだろう． 

 1990 年代後半から，日本の教員研修において授業研究が中心的な役割を果たしてきたことが世

界的に話題になった．算数教育の分野において，日本の授業研究に着目したキャサリン・ルイス

は，米国においても日本と同様，教師の資質や授業力向上のための研修には相応の時間をかけて

いるものの，日本の学習指導要領のような全国共通のカリキュラムがないため，話し合いの多く

は，カリキュラムの開発や教科書の選定，教材の検討などに費やされており，共同で指導案を練

ったり，互いの授業を見たりすることはほとんどないという．そしてこのことを図 17-1 のよう

に表している（ルイス 2007）． 
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図 17-1 日米の授業研究の違い（ルイス 2007） 

 
また，高橋（2011）は，米国で約 10 年間，算数教育における授業研究の普及の取り組みを続

けてきた経験から次のように述べている．「初めて授業研究というものを知り，それを実践しよう

とする人と話をすると，授業研究を当たり前と考え実践してきた者にとっては全く考えもつかな

いような疑問と，想像もつかなかった解釈に出会う．（中略）日本では授業研究に参加することは

教師の仕事の一部であり，多くの学校では校内研究・研修の一環として位置付けられている．し

たがって，授業研究に参加するにあたって改めて疑問を感じることも，また，その役割を改めて

考えることもないのではないだろうか」． 

 このように，我が国における授業研究を中心とした教師教育の文化は，世界的に見ても希有な

存在であり，その文化的特性を保持した形で教師教育の高度化を図ることが求められる． 

 
17.1.3 我が国における教師教育の高度化施策 

 これを踏まえ，ここでは，近年の我が国における教員養成，教員研修などの教師教育の高度化

に関して，主として国レベルでの施策がどのようになってきたかについて整理し，「専門的な学習

共同体」の観点から意味づけをしていくこととする． 

 中央教育審議会（2012）は，「グローバル化や情報通信技術の進展，少子高齢化など社会の急

激な変化に伴い，高度化，複雑化する諸課題への対応が必要となっており，多様なベクトルが同

時に存在・交錯する，変化が激しく先行きが不透明な社会に移行しつつある」という時代背景を

押さえた上で，我が国の教員文化を，「教員の自己研鑽の意欲は高いものがあり，日本の授業研究

の伝統は諸外国からも注目され，こうした自主的な資質能力向上の取組がこれまで日本の教育の

発展を支えてきた」と称えている．その上で，「今後，学校を取り巻く状況が大きく変化していく

中で，そうした様々な校内・校外の自主的な活動を一層活性化し，教職員がチームとして力を発
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揮していけるような環境の整備，教育委員会等による支援も必要である」と述べている． 

 このことから，我が国の教師文化および教師教育については国家レベルでは現状を是認してお

り，改善すべき点としては時代の変化への対応に起因する点を中心としていること，それは状況

が大きく変化する社会でチームとして力を発揮できる資質・能力の育成，カリキュラム・マネジ

メントや学校経営の方法論，さらにこれらを実施しやすくするための環境の整備や教育委員会等

による支援であると考えることができる． 

 さらに，教員に求められる資質能力として，以下のように整理している． 

(ⅰ) 教職に対する責任感，探究力，教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（使命感や責任

感，教育的愛情） 

(ⅱ) 専門職としての高度な知識・技能 

・教科や教職に関する高度な専門的知識（グローバル化，情報化，特別支援教育その他の新た

な課題に対応できる知識・技能を含む） 

・新たな学びを展開できる実践的指導力（基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・

判断力・表現力等を育成するため，知識・技能を活用する学習活動や課題探究型の学習，協

働的学びなどをデザインできる指導力） 

・教科指導，生徒指導，学級経営等を的確に実践できる力 

(ⅲ) 総合的な人間力（豊かな人間性や社会性，コミュニケーション力，同僚とチームで対応する

力，地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力） 

 このうち(ⅰ)については従来から求められてきた能力をさらに維持することであると考えられ

る．(ⅱ)は，時代の変化に伴う新しい指導力の獲得を意味する．とりわけ教育工学分野で多く実

践研究が行われてきた ICT の活用においては，近年普通教室の多くに整備されてきた電子黒板等

の大型提示装置や実物投影機等を活用し，従来の授業スタイルの中に ICT を組み込んだわかりや

すい授業を行い，基礎的・基本的な知識・技能の習得を促すことが求められている．また，国家

レベルでのアクティブ・ラーニングの推進については，思考力・判断力・表現力等を育成するた

めの学習活動をデザインできる指導力を教師に求めていると考えることができる．(ⅲ)は，後半

に同僚性の強化，チームワーク，協働できるマインドやスキルを求めているものと考えられる．

(ⅰ)を持ち合わせた専門的な教師たちが（あるいは(ⅰ)を十分に持ち合わせていない専門性が未熟

な教師たちであっても），(ⅲ)のような学習体で学ぶことにより，(ⅱ)を獲得していくのだという

説明も可能であろう． 

 このように，今日求められる教員像はまさに「学び続ける教員像」であり，そのためには「教

員の養成・採用・研修の全ての段階の在り方」について検討が必要であると指摘されている（中

央教育審議会 初等中等教育分科会 教員養成部会 教員の養成・採用・研修の改善に関するワーキ

ンググループ 2014）．特に，先に挙げた(ⅱ)のような教科や教職に関する高度な専門的知識は，

当該分野の理論と，教師個々あるいは学校としての実践との「往還」によって形成されるという

モデルに依って，教職に関する専門職大学院としての「教職大学院」が設置された． 
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17.1.4 教職大学院制度 

 大学院のうち，高度専門職業人の養成などを行うことを目指した機関を専門職大学院と呼ぶ．

専門職大学院には，ビジネススクール（MBA）や会計専門職大学院，公共政策専門職大学院など

があるが，これらのうち専門職大学院設置基準上に明確に位置付いており，授与する専門職学位

の種類について学位規則上に明示されるものとして，法科大学院と教職大学院がある． 

表 17-1 は，一般的な専門職大学院と法科大学院，教職大学院を比較したものである（文部科

学省 2002）． 

 
表 17-1 専門職大学院制度における教職大学院の位置 

 
 
 教職大学院とは，高度専門職業人養成としての教員養成に特化した専門職大学院としての制度

であり，修了すると専門職学位として「教職修士（専門職）」が授与される． 

 文部科学省（2002）によれば，教職大学院は主として 2 層の教師教育を行う．1 つは「学部段

階での資質・能力を修得した者の中から，さらにより実践的な指導力・展開力を備え，新しい学

校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成」である．これは大学院の修学期間によって教

員養成の期間延長を行い，専門職大学院の高度化されたカリキュラムによって，より実践力の高

い資質・能力を持った即戦力の初任者教師を輩出するというものである．もう 1 つは「現職教員

を対象に，地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導理論と

優れた実践力・応用力を備えたスクールリーダー（中核的中堅教員）の養成」である．これは現

職教員の持つ実践的な知識・技能に対し，それらを理論と往還させることを通して，より説明可

能な状況に至らせることによって，スクールリーダーや指導主事等を育成しようというものであ

る． 

このことの趣旨を，中央教育審議会（2012）では，教職大学院設置 5 年間の実践を踏まえ，次

のように述べている．学部から直接大学院に進む学生（学部新卒学生）は「学校経営の視点を持

ちつつ，自分の実践に自信を持つことができ，修了後不安なく学校現場に入っていけたという声

が多い」．現職のまま大学院で学ぶ教員（現職教員学生）は「これまで経験と勘に基づきがちであ

った実践を理論的に省察する機会が得られ，改めてこれまでの実践を整理し，理論化して後進に

専門職大学院（一般） 法科大学院 教職大学院
（平成15年度〜） （平成16年度〜） （平成20年度〜）

修業年限 2年 3年 2年

修了要件 30単位以上 93単位以上

45単位以上（うち

10単位以上は学校

等での実習） 

実務家教員 3割以上 2割以上 4割以上

授業方法

学位 ○○修士（専門職） 法務博士（専門職） 教職修士（専門職）

 少人数教育を基本とし、双方向・多方向に行われる討論や質疑応

答、事例研究、現地調査等により実践的な教育を行う。
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引き継いでいける自信を持ち，修了後は校内研修の企画担当や指導主事等として学校や教育委員

会の中心的な役割を果たしているという評価が多く聞かれる」．その上で「教職大学院における取

組は，なお改革すべき点もあるものの，高度専門職としての教員の育成システムを確立する上で

のモデルを提供していることは疑いのないところである」としている． 

 教職大学院で採用されている教育方法としては，従来の教育系大学院（たとえば専門職大学院

ではない教育学研究科）と異なり，実践的指導力の育成に特化した教育内容を取り扱ったり，事

例研究や授業観察・分析，模擬授業，フィールドワークなどのより実践的・反省的な教育方法を

用いたりすることが義務づけられている．また，これらの指導を行うにふさわしい指導体制のた

めに，指導者側の大学教員の定数の 40%以上にあたる人数を，学校現場等での 20 年以上の経験

を持つ「実務家教員」を配置することが義務づけられている．さらに，これらの実践的指導力を

育成するために，近隣の区市町村から「連携協力校」を設置することが義務付けられている．こ

れらの教育方法が，高度専門職としての教員の育成システムとなっているという中央教育審議会

の評価を経て，さらに教職大学院の発展・拡充の方向を生み出している． 

 教職大学院は，2014 年度現在で 25 校（国立 19 大学，私立 6 大学）であり，入学定員の合計

は 833 名である．その入学充足率は 2014 年度で 92.7%，実際の入学者数 772 名のうち現職教員

340 名（約 44%），学部新卒学生等 432 名（約 56%）となっている（文部科学省 2014）．教師教

育の高度化の流れを強く促進するために，教職大学院は国立教員養成系大学・学部で設置が進め

られており，2017 年度までに全国各地で教職大学院が設置される方向となっている． 

 
17.1.5 地方教育委員会レベルでの教師教育の高度化施策 

 一方，国家レベルではなく，地方教育委員会レベルでの教師教育の高度化に関する取り組みも

盛んである． 

我が国では，全国学力・学習状況調査が導入され，これを用いて各校の学力の実情を評価し，

PDCA サイクルを確実にした学校経営が近年では常識的になった．さらにこれを地方教育委員会

が統括する動きも見られるようになっている．たとえば北海道教育委員会（2014）は「学校力向

上に関する総合実践事業」を掲げ，学校力の向上を目指す際の観点として「データに基づく現状・

課題の徹底的な分析」「学年ごとの具体的な達成目標を設定」など PDCA サイクルの強化の方針

を示している．また，人材育成の観点からは「若手教員や将来のスクールリーダーの計画的な育

成を目指した総合的な取り組み」として「管理職等による日常的な巡回指導や授業研究，計画的

な放課後のテーマ別研修，ジョブシャドーイングの取組等」を例示したり，「放課後のテーマ研修

への近隣校教員参加の積極的受入れ」など学校の枠を越境する教員研修のアクション・プランを

推奨したりしている．このような一連の動きは，学校経営における教育工学的アプローチを教育

委員会が促しているものと言えるだろう． 

 中央教育審議会（2012）はさらに，教職大学院以外にも，現職段階および管理職段階の研修等

の改善方策についても方向を示している．そこには，これまで我が国の教師たちが，日々の教育
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実践，授業研究，校内研修，近隣の学校との合同研修会，民間教育研究団体の研究会への参加な

どの教師文化の中で学び合い，高め合いながら実践力を身に付けていくことを前提にしている．

しかし今日，それらの教師文化が，学校の小規模化や年齢構成の変化などによって，その「機能」

が弱まりつつあることから，「校内研修等を活性化するための取り組みを推進するとともに，組織

的かつ効果的な指導主事による学校訪問の在り方の研究など，学校現場の指導の継続的な改善を

支える指導行政の在り方を検討していくことが求められる」という要求を教育委員会に対してつ

きつけている．このことは，近年の教育委員会制度の是非等の議論を背景として，学校の設置者

としての教育委員会のイニシアチブと責任を明確にしようとするものでもある．さらに例示とし

て，教育委員会や教育センターは，組織的・計画的な学校への指導・助言ができるような指導体

制の確立の上で，大学との連携・協働を推奨したり，「指導主事や大学教員，指導教諭，教職大学

院を修了した教員などが，校内研修の企画等に効果的に関わる」したりするような，国による教

師教育の高度化の成果を積極的に環流する人事や指導体制を求めている．このような動きは，専

門的な学習共同体の概念を持った取り組みを促進するものと見ることができる． 

 
17.2 我が国における今日の教師教育の実践的動向 

 
 ここまで，我が国における近年の教師教育の高度化に関する政策的な動向について述べてきた．

先に示した中央教育審議会（2012）による我が国の教師教育に対する認識では，校内研修や公開

研究会等の公的な場を前提とした教師教育のみならず，「民間教育研究団体の研究会への参加」や

「校外の自主的な活動を一層活性化」することが例示されている．そこで，主として自主的な性

格の強い教師教育について，この科研に集った研究者の周辺で見られる専門的な学習共同体に関

する情報を提供してもらい，これらを分類・分析することによって，我が国における今日の教師

教育の実践的動向に接近することを試みる． 

 
17.2.1 分析対象 

 情報提供に協力してくれた研究者は 9 名であった．この 9 名に対し，以下の項目を示して，2012

年 12 月に情報提供を依頼した．さらに 1 年後の 2013 年 12 月に，必要に応じて情報の加除修正

がなされた． 

 最終的に残った事例は 11 事例であった（表 17-2）．この 11 事例を，共同体の性格によって，

次のように大きく 3 種類に分類した． 

 
(A) 教員養成 

・事例 01：卒論・修論指導の共同体 

・事例 02：教員養成講座の共同体 

・事例 03：地域貢献のための共同体 
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(B) 現職教育（公的） 

・事例 04：教員と研究者の共同的な研究 

・事例 05：校内研究の共同体 

・事例 06：教育センター研修における共同的な学び 

・事例 07：教育センター研修における共同的な学び 

・事例 08：教育センター研修における共同的な学び 

・事例 09：教育センターにおける共同的な継続研究 

(C) 現職教育（自主的） 

・事例 10：県域の自主的な共同体 

・事例 11：全国域の自主的な異業種共同体 

 
17.2.2 個々の事例 

 以下，個々の事例について説明する． 

 
【事例 01】日本女子大学・お茶の水女子大附属小同僚間の自主研修 

 この事例は，大学における卒業論文の指導に対し，現職教員等が参画するという共同体である． 

 自分の卒業論文を仕上げていく過程をゼミの仲間との共同的な学びとして展開し，研究テーマ

が異なっていても同様に必要となる知として，文章表現の方法，課題を掘り起こす技術，必要な

情報を収集・整理・加工し提示する技術，授業リフレクションの研究スキル形成，教科に属する

授業技術と一般的な授業技術の自覚的使用などを促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①卒業論文の作成・提出を同一目標におく学習集団

としての「信念・価値・ビジョンの共有」，②中間発表会やゼミ合宿等のさまざまな場面を用意し

て育てる「分散的・支援的リーダーシップ」，③特別講師による学習機会の設定，4 年生による 3

年生の指導などの「支援的な諸条件」などが挙げられる．課題として，学生のレディネスによっ

て十分に目標に達しないケースがあることが挙げられる． 

 
【事例 02】島根大学教育学部初等教育開発講座 

 この事例は，大学における講座の運営において，学年段階の違いを活用してチュータリングな

どの制度を取り入れることによって，講座内の異学年が相互に作用するということを期待した共

同体である． 

 模擬授業を行ったり，学習成果のポートフォリオを作成したり，チュータリングセンターを設

置して各学年段階での学習に異学年が参入したりすることにより，知の共有と文化の伝承を促進

している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①講座全体のフラットな関係性（年齢・経験問わず

良い意見ならば取り上げて実行する）ような「分散的・支援的リーダーシップ」，②学年をまたぐ 
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学習行事の設定（読書会，学校訪問）や学習成果共有の機会設定（模擬授業発表会，卒論発表・

中間発表などの「集団的学習とその応用」，③チュータリングセンターの設置や，学校教育への批

判的視点の獲得を許容する寛容な風土・人間関係の形成という「支援的な諸条件」などが挙げら

れる． 

 課題として，学年進行とカリキュラム改訂のズレによる齟齬が挙げられる． 

 
【事例 03】和歌山大学まちかどサテライト 

 この事例は，教員養成大学内に「教室」をつくり，そこに子供を集め，学生が企画した授業を

行う新しい形態の「教育実習」を取り入れた共同体である． 

 授業の中で ICT を活用するなど，今日求められる指導技術を身に付けさせたり，教科内容にと

らわれない授業を一から考案するために幅広い教材研究のスキルの必要性が生じたりすることに

より，共同的な授業づくりを促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①授業実践後の協議で大学教員・学部生・サテライ

ト職員のそれぞれの立場で意見を述べるという「分散的・支援的リーダーシップ」，②授業のテー

マ設定や目的などは大学教員が設定するが，授業内容や方法については学生が得意分野を発揮し

て進めていき，事前に学内にて授業のシミュレーションをするなどの「集団的学習とその応用」，

③子供とのコミュニケーションやワークを重視して取り組ませるために，立場の異なる参加者や

スタッフが目的を共有しておくという「支援的な諸条件」などが挙げられる． 

 課題として，学生の実践的力量向上の評価が十分に実施できていない点が挙げられる． 

 
【事例 04】信州大学と現場教員のプロジェクト 

 この事例は，ICT を用いることによって，これまでは不可能であった指導と学習を実現するこ

とを目的とし，実践者と大学教員がフラットに関わる共同体である． 

専門的な学習共同体としての特徴として，児童の指導に直接あたる小学校の教師と，教育研究

に携わる大学教員が，バーチャルな組織を形成し，互いに刺激し合い，学び合いを促進するとい

う「個人的実践の共有」の方法を採っている． 

 課題として，ややもすると大学教員が指導的立場になりがちである点が挙げられる． 

 
【事例 05】須崎市立南小・中学校 

 この事例は，「学びを促す学習形態」について，小学校と中学校が校種の壁を越えて教員研修を

行っている共同体である． 

 すべての教員が授業を公開し，研究授業後はワークショップ型授業研究会を実施し，成果・課

題を検討し，共同的な授業づくりを促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①「ひとり学び・とも学びのみなみスタイル」「グル

ープ学習・ペア学習など学習形態の工夫」というサブテーマを設けて実践を進めるという「信念・
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価値・ビジョンの共有」，②小・中学校の研究主任がリーダーを務めるほか，授業づくり部会，仲

間づくり部会，体力づくり部会が役割分担しながら校内研究を企画・運営するといった「分散的・

支援的リーダーシップ」，③授業研究会で明らかになった成果・課題を研究主任が「研究だより」

として共有可能なかたちにまとめるという「個人的実践の共有」などが挙げられる． 

 課題として，小・中学校がそれぞれで実施している教員研修ではスタイルが統一されていない

点が挙げられる． 

 
【事例 06】高知県教育センター 

 この事例は，教育センターの研修における，初めて研究主任になった小・中学校の教師たちの

共同体である． 

 ワークショップやポスターセッションによって，学校の組織的な校内研修を活性化するための

研究主任としての企画・運営スキルの習得を促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，8 月に各自が今後に各学校で実施する予定の校内研

修計画を提示・説明し，ワークショップにより改善案を協同的に作成し，12 月にその実施報告を

行った上で，発表と協議により得られた校内研修の改善点・工夫点をワークショップにより整理

し，さらに成果を県内の学校に発信する方法で「個人的実践の共有」を行っている点が挙げられ

る． 

 課題として，より相互啓発が起こりやすくするためのグループ編成の手法が挙げられる． 

 
【事例 07】浜松市教育センター 

 この事例は，教育センターの研修における，校内の研修リーダーとなる教師たちの共同体であ

る． 

 拠点校園の公開授業を参観し，各自がよさや課題，改善策を記述し，ワークショップ型授業研

究によりその結果を整理し発表することを通して，校園内の授業研究活性化のためにワークショ

ップ型研修の手法の習得を促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，拠点校園を設定し，そこを会場にしてワークショッ

プ型授業研究に関する講話及び体験を行う取り組みを 5 か年（計 10 回）続けていること，教職

経験年数や専門教科を越えた全員参加型のワークショップ型授業研究の手法が市内の全ての校園

で実施されていること，授業研究を通して実験力を高め合う文化及びそのための共通手法が根付

いてきており，市内全体に学び合いのコミュニティーが定着しつつあるといった「支援的な諸条

件」が挙げられる． 

 課題として，リードする大学教員や指導主事への依存度が高い点が挙げられる． 

 
【事例 08】大阪市教育センター 

 この事例は，教育センターの研修における，メンター教員（若手教員リーダー）を務める教師
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たちの共同体である． 

 複数のメンター教員によるグループ協議，ロールプレイングによって，メンタリングの意義，

メンターの役割，若手教員に対する支援の方法についての理解を促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①各メンター教員の所属校に教育指導員（退職校長）

が年間 2～5 回訪問し，メンター教員および学校に対して「若手教員育成のための校内体制づく

り」を支援するという「支援的な諸条件」，②メンター教員が，所属校の様子や若手教員育成のた

めの取り組み，その成果・課題について交流する「個人的実践の共有」が挙げられる． 

 課題として，研修機会が年 2 回と少なく，メンタリングの成功事例を十分に共有できにくい点

が挙げられる． 

 
【事例 09】藤沢市教育文化センター教育実践臨床研究部会 

 この事例は，教育センターを中心とした，30 年以上続いている自主的な教師たちの共同体であ

る． 

 教師個人が持つ「ねがい」の自覚化と精緻化を目標に，リフレクションを促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①教師個人が持つ「ねがい」と学習者の姿に着目し

たリフレクションを重視した授業研究を行うことを文化的に継承するという「信念・価値・ビジ

ョンの共有」，②個人の実践の進捗状況について適宜協議し，各実践を公開し，研究紀要を執筆す

るという「個人的実践の共有」が挙げられる． 

 課題として，研究文化の伝承が挙げられる． 

 
【事例 10】富山情報教育研究会 

 この事例は，大学を会場とし，教師の学び合いに学生が周辺的に参加している共同体である． 

各教師の日常の実践を，文章化・データ化した上で発表し議論したり，必要に応じて模擬授業

を実施したりするなどして，ICT 活用や情報教育，教育実践全般に関わる知識の習得を促進して

いる．学生たちは，教師が学んでいる姿から学んでいる． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①大学を会場に定期的に集まるほか，メーリングリ

ストで日常的につながれるようにしたり，数名で臨時に集中的に週に数回程度集まったりするな

どの「支援的な諸条件」，②各自の教育実践等を年に数回は発表することを条件とした「個人的実

践の共有」が挙げられる． 

 課題として，各自の発表が日頃の悩みになりがちなこと，毎年継続して参加している人と新た

に参加した人の両者が満足する運営が難しいことが挙げられる． 

 
【事例 11】教育情報化実践研究会 

 この事例は，小・中学校教員，学校管理職，教育委員会指導主事等，大学教員，教育情報化関

連企業，教員志望の大学生・大学院生といった多様な教育関係者が参加している共同体である．
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主として，実践報告，模擬授業等をもとに，情報共有およびグループディスカッションとを行う． 

これらを通して，個々の参加者が持つ力量や信念の自覚化と，所属する組織等での自己のミッ

ションの振り返り，上司や同僚との調整法，産学官連携の際のそれぞれの立場の違いなどの知識

やスキルの習得を促進している． 

専門的な学習共同体としての特徴として，①教育の情報化を推進していくためには，先進性や独

自性よりも，普及可能性に配慮し，組織改善の一助となるよう実践をデザインすることを重視す

るという「信念・価値・ビジョンの共有」，②それぞれの立場や役割を明確に意識し連携する方法

を模索するという「分散的・支援的リーダーシップ」，③開催は 2 ヶ月に 1 度のため，普段はメ

ーリングリストで情報交換をし，一体感を醸成するという「支援的な諸条件」，④実践報告や模擬

授業を行う人数が年間を通して全体の約 50%程度になるように配慮した「個人的実践の共有」な

どが挙げられる． 

 課題として，参加者が全国に分布していることによる各自による旅費負担が大きなハードルと

なっていること，会場の確保が難しいことが挙げられる． 

 
17.2.3 事例から見えること 

【事例 01】から【事例 03】は，大学における共同体の事例である．【事例 01】は卒業論文作

成のプロセスの共有化によるゼミ生の関わり合いを促進している．【事例 03】は学生たちが主体

となって企画するオーセンティックな授業づくりの場を提供し，異種の学生間の関わり合いを促

進している．これに対し【事例 02】は，講座における異学年の関わり合いの促進を狙っている．

これらは必要に応じて外部人材としての現職教員の活用が見られる．専門家の学習共同体の観点

から見た共通点としては，「信念・価値・ビジョンの共有」の上で，さまざまなイベント等によっ

て「分散的・支援的リーダーシップ」を実現していることや，上学年が下学年に教える学習機会

の設定や，チュータリングセンターなどの制度的支援などの「支援的な諸条件」の整備が行われ

ている． 

【事例 04】から【事例 09】は，学校や教育センター等おける共同体の事例である．【事例 04】

は小さな共同体ではあるが，縦関係になりがちな大学教員と現場教員の関係を見直しながら，教

師の気づきを大切にして進めようとしている点が特徴である．【事例 05 は異校種における学びの

促進のために，双方の研究主任が連携してリーダーシップを採っている．【事例 06】【事例 07】

は，教育センターにおけるリーダー研修に対し，各校の事例を共有化してモデル化し，これを各

校の状況に合わせて実践化していくという，理論と実践の往還を実現している．【事例 08】は，

同じく教育センターにおけるメンター教員（若手教員リーダー）の研修において，同様の往還を

実現している．【事例 09】は，教師たちのリフレクションの場として教育センターが長年に渡っ

て機能している事例である．専門家の学習共同体の観点から見た共通点としては，各研修の役割

を明確にするという「信念・価値・ビジョンの共有」，各校の事例について責任を持って伝え，そ

れらを自校で取り入れて実践化し，さらにその成果について責任を持って伝えるという「分散的・
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支援的リーダーシップ」が挙げられる．このように，何度もの往還を行うためには，研修機会の

さらなる確保が必要であることや，このような研修は現状では大学教員や指導主事に依存して行

われているといった課題が見られる．このことは，教職大学院等によって育成されたリーダー的

な教師たちの活躍の場が存在することを意味している． 

 【実践 10】【実践 11】は，放課後や土曜日等に私的に集まって行われているサークル活動とし

ての共同体の事例である．【事例 10】は各教師の日常の実践を報告し合う際に，その手続きとし

てより科学的な方法論を習得させようとしている．【実践 11】は多様な立場からの参加を促すこ

とにより，学校を取り巻く社会の縮図を構成し，そこにおける自己の役割を自覚させようとして

いる取り組みである．専門家の学習共同体の観点から見た共通点としては，研究会当日は事例を

もとにしたディスカッションを中心に構成していること，この議論を補完するためにメーリング

リストを活用するなどの「支援的な諸条件」，両実践は，教師の学び合いに学生が周辺的に参加し，

それによって学生が学んでいる代わりに，学生は教師たちに対して自分たちができる協力をする

という重層構造を採用しているという「分散的・支援的リーダーシップ」などが挙げられる． 

 
17.3 我が国の教師教育の高度化と教育工学的な視点に基づく教師教育との接点 

 
ここまで，我が国の教師教育の高度化の動向について，政策および教育工学者が関与する実践

の観点から検討してきた．最後に，これらの動向と教育工学的な視点に基づく教師教育を関連づ

けておくこととする． 

第 1 章（表 1-1）「変化する社会における教師像の 5 つの要素」によれば，今日求められる教師

像を 5 つに分類し，それぞれを能力・資質および代表的概念と対応づけている．我が国の教師教

育の高度化の動向の代表的な政策である教職大学院制度は，5 つの要素のうちの「1.よき社会人」

は当然のこととして，「2.技術的熟達者（認知的反省）」としての知識・技能を確実なものとし，

「3.探究的熟達者（実践的反省）」を教師としての基本的な学び方に位置付けようとする制度的な

営みであると見ることができる．さらに教職大学院では，「5.専門的な学習共同体のメンバー」と

しての同僚性意識，リーダーシップとフォロワーシップなどの意思決定と組織運営の基本，パー

トナーシップなどの協働性の獲得をカリキュラム上の工夫として展開していることが多い．これ

はそもそも，我が国の学校には同僚性を前提とした専門的な学習共同体の土壌がすでに存在して

おり，その有力な構成メンバーの育成としての教職大学院での学びであると考えることができる

だろう．これに対して，「4.批判的実践家（政治的社会的反省）」という教師像については，我が

国の学校がすでに持ち合わせている学校文化や教職大学院などの教師教育制度だけでは十分に育

成しきれていないと考えられる．とりわけ，特別支援が必要な児童生徒を普通教室に少なからず

抱え，多忙化し過ぎた教職生活を送りながら，価値観が多様化した保護者を前にして自己のアイ

デンティティを保ち，高いレジリエンスを持ち続ける「強い教師」の育成は，今日の我が国の教

師教育において極めて重要な課題となっていることを指摘しておきたい． 
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第 2 章（表 2-1）「教育工学的な視点に基づく教師教育のアプローチ」によれば，今日の教師教

育研究のアプローチとして「A.環境設定アプローチ」「B.対人関係アプローチ」「C.フィールドア

プローチ」「D.制度的アプローチ」「E.文化的アプローチ」があり，それぞれに注目すべき概念や

トピックが対応づくとしている．我が国の教師教育の高度化の動向の代表的な政策である教職大

学院制度は，主たる位置付けとしては「D.制度的アプローチ」となるものの，そこで行われてい

る営みは他のアプローチで見られる概念やトピックを取り上げられていることから，多分に教育

工学的であると考えることができるだろう．それでも課題は山積している．たとえば「A.環境設

定アプローチ」に対応付く模擬授業の高度化についても，かつて教育工学において行われてきた

マイクロティーチングに関する実践研究の知見は明示的に適用されているようには見えないし，

「C.フィールドアプローチ」に対応付く教育実習の量的・質的充実については，従前よりも長い

期間の教育実習によって院生が何をどのように学んだかを評価し，それをカリキュラムに還元す

るような授業設計と評価のサイクルに持ち込もうとするものの，そこで展開される学びの多様性

に起因して，学びの成果を設計にフィードバックするような粒度で評価・集約することに課題が

見られる．そこに「e ポートフォリオ」等の教育工学的なシステムを用いる研究フィールドが生

まれている点は注目できる． 

さらには，教育工学研究者が学校現場や教育委員会等に対し，半ば公式に，半ば非公式に関わ

り，時にはサークルのような形態でアクション・リサーチを行っていることは，制度的な方法論

だけでは求められる教師像の隙間にまで及びきれないという現実を映し出していると言えよう．

したがってこのような取り組みはこれからも推奨されるべきであるし，それらの取り組みが教育

工学研究の知見として学術的に共有されることがさらに促進されることが期待される． 
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振り返りのための問いかけ（第４部：第 14 章～第 17 章） 

 

 

本ハンドブックの第４部（第 14 章～第 17 章）では，教師教育に関する，国内外の理論的・実

践的動向をレビューしてきました．下記の書式に従って，その内容を再確認しておきましょう．

なお，１～３の問いかけは教師教育の学術研究（理論や実践動向）に関するもの，４の問いかけ

は教師教育（教員養成・現職教育）実践の計画・実施・評価に関するものです． 

 

１．教師の力量や教師教育に関する理論的動向について 

第 14 章，第 15 章の内容で，①新しく知ったこと，②今後，我が国の教師教育の指針となると

考えられるものをいくつかピックアップしましょう． 

①  

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

２．今日の教師教育の理論的動向とその事例について 

 ①第 15 章で紹介された HORD (2009)を参考にして，専門的な学習共同体（PLC）が成功する

条件をまとめてみましょう．そして，②あなたが見聞きした，それらの条件を満たして授業研究

を実施している学校の例をリストアップしてみましょう． 

① 
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②  

 

 

 

 

 

３．欧米の教師教育の実践的動向について 

第 16 章「欧米の教師教育の実践的動向」の内容を再確認しましょう．英国や米国の教師教育

実践は，第１章の「変化する社会における教師像の５つの要素」や第２章の「今日の教師教育研

究と教育工学研究の接点の５つの具体的なアプローチ」を視点にすると，どのような傾向性を有

していると言えるでしょうか．その特徴や課題を整理してください． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．読者のこれからの教師教育実践の構想に関して 

 あなたは，大学や学校現場で教員養成や現職教育にたずさわるスタッフの１人として，自らが

所属する組織を「専門的な学習共同体」として性格づけていくために，どのような実践を構想で

きそうですか．また，それをどのように発展させられるでしょうか．第 17 章の事例を参考にし

て考えてみてください． 
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Column 9 
 

成人教育／成人学習 
 

日本における公教育は学校教育と社会教育に二分されるが，社会教育は欧米では主に成人教育

と呼ばれる(堀・三輪, 2006)．日本では狭い意味での生涯学習が位置づけられ，特に学校教育終了
後に仕事と関連して行われるリカレント教育やリフレッシュ教育も関連付けられる．堀(2006) は，
日本で主に捉えられる学校-学校外と，欧米で取り上げられる青少年-成人の 2 つの軸を用いて，
広く生涯における学習を分類した．この分類で成人教育としては，「成人対象の学校教育」として

大学院への社会人入学や学校運営参加を，「社会人としての成人教育」としては社会教育施設での

学習や企業内教育などを示している．特に後者の観点から，青少年を対象としたペダゴジ－に対

して，成人教育はアンドラゴジーと呼ばれる． 
この成人教育やアンドラゴジーについては，青少年の学校での教育と対立させて，教科のよう

な学習内容依存ではない活動目的型，学習者が主体的に学習に取り組む学習(Self-directed 
learning)，経験主義的な活動がしばしば議論されている． 
このような観点から，成人学習の活動を状況論的アプローチ，状況的学習論で議論されること

も多い(上野，1999)．ここでは個人が専門的な仕事を実践する共同体に参加して学習していく過
程を表し，徒弟制が例によく挙げられる．見習いとしての周辺的な参加から専門家としての中心

的な活動への移行を論じる．ここでは参加と実践の活動によって学習することから，この組織を

学びの共同体とすることもある．共同体への参加は，いわばコミュニティでの相互作用によって

学習することであり，学習の可視化や共同体の運営のための道具も重要である(上野，1999)． 
アンドラゴジーとしての成人学習の進め方では，例えばノールズは(1) 教育的な雰囲気づくり，

(2) 学習を(援助者と学習者が) 共同で計画できるように準備する，(3) 学習ニーズの診断，(4) 学
習の目標や方向性の設定，(5) 学習プログラムの計画，(6) 学習活動の実施，(7) 学習プログラム
の評価，をサイクルに組み込んだ(堀・三輪, 2006, p.124)．また，その学習方法も実施内容や集団
の形態なども含めて議論された． 
成人学習では，自己主導的な学習であると考えられているが，状況的学習論やノールズの学習

法のようにコミュニティへの参加者の相互作用が大きな意味を持つ．この観点から，学習者個人

を支援する成人学習支援者の役割についても論じられている(倉持，2009)． 
教員のリカレント教育については，前述のように社会人大学院生なって学習する場合や，学校

でのコミュニティの中で同僚との相互作用が必要な点などが指摘されている(豊田，2004)． 
 

参考文献 
堀薫夫, 三輪健二（2006）生涯学習と自己実現. 放送大学教育振興会 
上野直樹（1999）仕事の中での学習-状況論的アプローチ-. 東京大学出版会 
倉持伸江（2009）成人学習支援者に関する一考察 : さまざまな状況における学習支援者. 東京学

芸大学紀要, 総合教育科学系, 60: 19-26 
豊田ひさき（2004）リカレント教育. 日本教育方法学会（編）現代教育方法事典. 図書文化, p.473 
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Column 10 
 

職場学習 
 
就職前の学生が職場での経験を通して学習する活動と，職業人が業務を通して学習する活動が

含まれる． 
前者については，「ジョブシャドゥイング」，「サービスラーニング」，「インターンシップ」，「見

習い訓練」などが挙げられる(OECD,2010)．ジョブシャドゥイングは，仕事について学ぶ機会．
サービスラーニングは，学生に夜ボランティア活動など，サービスを提供して学習機会をえるも

の．インターンシップは，短期間，職場で仕事に従事するもの．見習い訓練は，より構造的な長

期のものである．近年，欧州では大学生の就職を考慮した employability のプログラムが大学で
取り入れられるようになっている(多田, 2006)．これらの学習では，大学側で職場環境での学習目
的や学習活動を事前に設計し，修得されるべきスキルや能力，さらにはジェネリックスキルが明

確に設定された上で，評価が行われる例が多い． 
後者に関する一つに，正統的周辺参加(レイブ・ウェンガー, 1993)といった学習があることが指

摘されている．実際の業務に従事しながら，業務遂行に必要な技能を獲得するもので，徒弟制が

よく例に挙げられる．OJT(On the job training) とは，学習を理論的に考察することで区別され
ることもある．この学習に関わる組織は「実践共同体」とされ，新たに参加した者は，観察や組

織での「実践の文化」の学習を通して，成長していく． 
教員についても，授業研究において正統的に周辺参加している事例の検討もある(秋田・ルイス, 

2008, p.64)．授業研究は，現職教員の学習の場と考えられ，教員の共同体での同僚教員との対話
の機会である．ここでの学習について，坂本・秋田(秋田・ルイス, 2008, p.99) は次のような学ぶ
過程を指摘している．すなわち，「他者の言葉を再文脈化して，他者が語る授業の状況を理解する」，

「他者が語る授業の事実を，自身が捉えている事実及び解釈と照らし合わせて，自身の授業の見

方と他者の見方を省察し，吟味する」としている．さらには，日常的な子どもとの授業を通した

経験と内省による成長発達(秋田・ルイス, 2008, p.70-76) も，教員の学習と捉えることもできる． 
授業だけでなく，教員のキャリアとしての資質能力育成は，長期的な実務の経験で行われる．

川上(2011)は，教員の成長段階を第 1 段階を大学での学習として，次のような第 6 段階までの教
員のライフステージを示している．第 1 段階：教師の基本資質を身につける段階，第 2 段階：教
師から教員へ．授業ができる段階，第 3 段階：学級経営ができる段階，第 4 段階：学年という視
野で判断ができる段階，第 5 段階：学校という視野で判断ができる段階，第 6 段階：学校を超え
た視野から判断ができる段階，とされている．教員の力量形成の過程は，各段階での経験，校務

分掌の担当や異動によって，上記の段階に従って獲得されていくと述べられている(川上, 2011)． 
 

参考文献 
OECD 編著（2010）Learning for Jobs, OECD, 岩田克彦, 上西充子（訳）（2012）若者の能力

開発. 明石書店, 東京 
多田順子（2006）イギリスの大学におけるエンプロイヤビリティ向上への取組. 国立教育政策研

究所紀要, 135 : 135-167 
レイブ, ウェンガ－（1993）佐伯胖（訳）状況に埋め込まれた学習. 産業図書, 東京 
秋田喜代美, キャサリン・ルイス（2008）授業の研究 教師の学習. 明石書店, 東京 
川上純朗（2011）教員のライフステージと力量形成の過程. 教師教育研究, 4 : 19-43 
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Column 11 
 

一人称, 二人称, 三人称としての授業研究 
 

一人称としての授業研究, 二人称としての授業研究, 三人称としての授業研究について, それ

ぞれの特徴と課題について考えてみる. なお, これらの特徴と課題は, 教師教育研究の場合も同

様である.  

 一人称としての授業研究は, 教師が自らの授業実践を対象に, その授業を改善するために研究

することである. その特徴は, 表１に示されているように, 当事者性（主体的な関わり）が大きい

割には, 客観性が低くなりがちなことである. そこで, 一人称としての授業研究の課題は, 少しで

も客観性を高めることである. そのためには, その授業を録画したビデオを鏡的に利用したり, 

授業を観察した同僚教師と対話をすることによって, 自らの授業実践を冷静に振り返ること（リ

フレクション）が求められる.  

 二人称としての授業研究は, 授業実践者と共同で, その授業を改善するために研究することで

ある. 具体的には, 学外の研究者（あるいは同僚教師）が授業者と共同で授業を設計したり, 授業

後に授業者と授業について対話をし, 授業改善のための手立てを探ることである. その特徴は, 

当事者性と客観性が中程度だということである. このことは, 当事者性と客観性のバランスがほ

どほどにとれていることを意味する. そこで, 学外の研究者（あるいは同僚教師）に求められるこ

とは, 授業者が置かれている状況（文脈）を踏まえながら, 授業づくりのためのヒントを示すこと

である. 例えば, 他の学校ではこのような状況で○○のような手立てを試みたことを伝えたり, ○○

のような教育理論からこのようなことが示唆されることを知らせることである.  

三人称としての授業研究は, 授業者の了解をえて, ひたすら第三者の立場から授業実践を観

察・考察して, その授業実践に関わる要因や要因間の関係を記述することである. その特徴は, 一

人称の授業研究とは逆に, 当事者性が小さくて, 客観性が高いことである. したがって, 三人称と

しての授業研究の課題は, 少しでも当事者性を大きくすることである. そのためには, 何のため

に授業研究をしているのかを改めて認識しながら, その研究成果を授業改善にどうすれば少しで

も結びつけることができるのかを深く考えることである. 

 
表 1 一人称, 二人称, 三人称としての授業研究の特徴 

 当事者性 客観性 

一人称としての授業研究 大 低 

二人称としての授業研究 中 中 

三人称としての授業研究 小 高 

 
 



226 

 







227 

 

 

キーワード 

（五十音順） 

 

 

 キーワードのうしろの数字は，関連する章を指す． 

 

 アイデンティティ（1） 

日本語では「同一性」の訳語が当てられており，これまで心理学では主に青年期の「自己同一

性」（自分が何者か，どのように生きていくべきか，いかなる仕事に就くべきか等）に焦点が当

てられてきた．教師教育の文脈では，教師として何を目指すのか，いかなる授業が望ましいの

か等，教師の信念や価値観に関する教師のアイデンティティが検討されてきた． 

 

 e ポートフォリオ（14，17） 

ポートフォリオとは，個人の学習や経験に関する情報や成果物を集めることで，学習者がリフ

レクション時に参照したり，再構成して他者と共有することで相互啓発を行うものである．e

ポートフォリオは，これを電子的にすることによって，多様な形式のデータを蓄積・検索した

り，学習者や教師による編集や統合を容易にしたり，さらにはネットワークを用いて共有・相

互作用したりすることを期待したものである．教師教育の質保証の観点からも重視されてきて

いる． 

 

 オンラインコミュニティ（13） 

インターネットをはじめとしたネット上のコミュニティのこと．所属，居住地，年齢，経歴等

に関わらず，定められたテーマにあわせて様々な参加者がつながり，多種多様な情報交換が日

常的に行われていることも多い．その一方で，特定の地域，職業や職位の人のみが参加可能な

コミュニティもある．情報交換の手段にはメーリングリストや Facebook など様々であるが，時

代による移り変わりもある． 

 

 学校研究（3，15） 

学校において教師によって行われる実践研究のことであり，校内研究や校内研修と呼ばれてい

るものとほぼ同義である．その中心となる取り組みは，授業研究であるが，そのほかにも，研

究テーマの設定，研究推進のための部会の設定，研究発表会の開催，研究紀要の作成など，様々

な取り組みと連動させながら，展開されることがのぞまれる． 
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 学校ボランティア（5） 

学校現場において授業や部活動等の支援を行う活動であるが，学校ボランティアと比較して長

期間・継続的に取り組みがなされる（同様の学校ボランティアも存在するため用語として差異

がない場合もある）．中央教育審議会の教員養成部会「これからの学校教育を担う教員の資質能

力の向上について」の中間まとめにおいて，「学校インターンシップ」が明示されたことから今

後一層推進が図られると考えられる． 

 

 『教育工学事典』（1） 

  この事典は, 日本教育工学会の創立 15 周年を記念して出版が企画され, 刊行された. 教育工

学は, 人文社会系, 理工系, さらに人間系に関する学問分野を融合した学際的学問であること

をふまえて, 10 分野（認知, メディア, コンピュータ利用, データ解析, ネットワーク, 授業研

究, 教師教育, 情報教育, インストラクショナル・デザイン, 教育工学一般）のもとに 364 のキ

ーワードが解説されている. 教育工学の発展と課題が理解できる本格的な事典である.  

 

 教育実習（5） 

教育職員免許法（第 5 条）に基づき教育職員免許法施行規則（第 6 条）にて，教育職員免許を

取得するための必須事項としての記載がある．通常の一種免許取得には，教育実習事前・事後

指導 1 単位および教育現場（教育実習協力校）での実習 4 単位が必要である．教員養成大学・

学部では通常 3 年次に教育実習を実施している．大学独自で 1〜2 年次に実施する入門実習，観

察・体験実習及び免許取得上必須の介護等体験実習（通常 2 年次）や教職実践演習（通常は 4

年次後期）を加えて，「教育実習カリキュラム」と称していることが多い．なお，国際的に見て

国内の教育実習期間は相対的に短く，教育実践力の形成においての課題が多いといえる． 

 

 教員養成評価機構（6） 

平成 22 年 3 月文部科学大臣から「専門職大学院のうち教職大学院及び学校教育系専門職大学院

の評価を行う認証評価機関」として認証を得た第三者評価を行う機関．５年に一度，全国全て

の教職大学院の認証評価を行っている．各教職大学院は，自己評価書を提出し，当機構からの

実地調査を受けなければならない．その認証評価結果は，当該ＨＰに掲載されている． 

 

 教師教育者（2，10） 

大学や学校現場等において，教師や教員志望学生の学習や成長を促す立場にある者を指す．こ

れまで，教師教育者の専門性については，ほとんど研究的知見が蓄積されてこなかったが，コ

ルトハーヘン, F. による『教師教育学―理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ』

（武田信子監訳）が 2010 年に出版されてから，わが国においても教師教育者に求められる役割
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や専門性に関する議論が盛んになりつつある． 

 

 教師教育の高度化（17） 

学校現場での高度化・複雑化する教科指導，生徒指導，学級経営等の職務に的確に対応するた

めには，教師の実践的指導力の育成強化が必要である．そのため，学部段階については基礎的・

基本的な知識・技能や汎用的能力を身に付けること，大学院レベルでは学校現場における実践

とその省察をさせることなどを目的に，教職大学院等の設置をはじめとして，教育委員会と大

学との連携・協働による支援の仕組みが構築されつつある． 

 

 教職大学院と教職修士(専門職)（2，6） 

文部科学省が省令により定めた「専門職大学院設置基準」を 2007 年に改正し，その中で新たに，

教員養成に特化した専門職大学院である「教職大学院制度」を創設することによって開始した

大学院．2008 年度に開始し，2015 年度で全国 27 教職大学院が設置されている．その専門職学

位課程を修了することにより得られる修士号が教職修士（専門職）である． 

 

 研究開発学校（4） 

学校教育法施行規則第 55条等に基づき，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，幼稚園及

び特別支援学校に，学習指導要領等の現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施

を認め，その実践研究を通して新しい教育課程・指導方法を開発していこうとするために文部

科学省により指定される学校を研究開発学校と呼ぶ． 

 

 研究者としての教師（8） 

初等中等学校の教師たちは，教育実践を追究する研究者であるという考え方．教職には，不確

実性や無境界性という特徴があり，教育実践は，マニュアル化することができない．それゆえ，

常によりよい教育実践を求める姿勢が彼らには必要とされる．彼らの教育実践の追究は，教室

における子どもたちとの関わりというミクロ空間から，それに影響を及ぼす政治的・社会的な

背景に至るまで，広範囲に及ぶ． 

 

 校内研修推進リーダー（3，9） 

校内研修を推進するミドルリーダーのことであり，「研究主任」等と呼ばれている．管理職や同

僚教師と協働しながら，校内研修のテーマや部会の設定，校内研修の年間計画の策定，授業研

究会の企画・運営等を推進する役割を担う．校内研修を全校的に推進していくためには，校内

研修リーダーが果たす役割は極めて重要であると言われている． 

 コミットメント（1） 

コミットメントとは，「特別な意味や重要性をもつ対象への個人の心理的絆や帰属」（Firestone 
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and Pennell, 1993）のことであり，仕事等への主体的で積極的な関わりを意味するものである．

教職におけるコミットメントは，先に述べたレジリエンスやアイデンティティと関連付けて論

じられてきた（Day and Gu 2014）． 

 

 「しかけ」と「ねがい」（7） 

「しかけ」とは，学習者の主体的で能動的な学びをサポートするために用いられるツールとそ

れ（ら）が機能する場（環境）によって構成されるダイナミックなシステム．「ねがい」とは，

学習者の学びや成長に対して教師が抱く期待，希望，抱負．いずれも授業デザインの重要な要

素． 

 

 実践的知識 practical knowledge（8） 

教師をはじめとする実践家は，専門的な知識を有している．彼らは，教室や学校における問題

解決的な経験の中で熟考を繰り返して，自らの専門的な知識を構築し，再構築していく．それ

には，教材内容・教授方法・生徒に関する知識が統合されている，文脈依存的であり，いわば

事例知識として構成されているといった特徴がある． 

 

 授業研究とレッスン・スタディ（15） 

欧米やアジアを中心に, レッスン・スタディ（Lesson Study）とよばれる授業研究が活発に展

開されている. そこでは, 日本の学校で伝統的に行われてきた「校内での授業研究（研究授業）」

がモデルとなっている. それは, 同僚性を基盤とする「協働での授業案の検討」→「授業の観察」

→「授業についての討議」→「授業の改善（授業案の改訂）」という方法で授業を改善するとと

もに, 教師の授業力量を高めようとするものである. 

 

 授業リフレクション（8） 

研究者としての教師像を具体化するために，教師たちがおこなう，授業に関する省察の営みを

指す．その単位や手法は様々であるが，いずれにしても，授業のデザインや実際の授業の記録

に対して，教師たち自身がリフレクティブな思考を繰り広げることは共通している．その問題

解決的で創造的な活動は，「学び続ける教師」を象徴するものである． 

 

 職能開発学校（PDS，Professional Development Schools）（2，16） 

職能開発学校は，米国の大学と実習指導や現職研修について，実習協力校とは異なる教育機能

を持たせる取組であり，公立の学校で，現在では，①学力向上， ②教育研究， ③実習指導， ④

職能開発の 4 つを任務とする学校であり，地域の研究拠点になり，教員研修，教員養成に，大

学と共に要となる学校としてデザインされていると説明されている． 
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 スタンダード（教職スタンダード）（14） 

教員の専門性をより明確にするために，求められる知識・技能・態度などに関する目標を指標

の形で表示し，例えば，養成段階終了時に求められる力等を示したもの．専門職には業務を十

分に遂行していく力（状況に対応する力）が求められるため，それを意味するコンピテンシが

重要となると言われているが，よく用いられている教職スタンダードは，必要と予測される最

低限の力が示されているなど，それとは異なる能力表示と言われてもいる． 

 

 専門的な学習共同体(Professional Learning Communities)（1，15，17） 

「学習する組織」や「学習共同体」理論を基盤とする学校組織論である．変化の激しい社会に

あって持続的に発展を遂げる学校には，信念・価値・ビジョンの共有，分散的・支援的リーダ

ーシップ，集団的学習とその応用，支援的な諸条件，個人的実践の共有といった特徴があると

言われている（Hord & Sommers 2008）． 

 

 21 世紀型スキル（4） 

知識基盤社会にあって，新しい要求や次々と変化する環境に即し，他者との協働やテクノロジ

ーを効果的に用いて問題解決したり革新できたりするために必要な 10 つのスキルのこと．これ

らは大きく，思考の方法（Way of Thinking），働く方法（Way of Working），働くためのツール

（Tools for Working），世界の中で生きる（Skills for Living in the world）の 4 つに分類

されている． 

 

 パフォーマンス・アセスメント（14） 

パフォーマンス・アセスメントは，狭義にはパフォーマンス(動作・実演)に訴える課題を用い

て行うアセスメントを指す．特に普通の教室の授業の文脈の中で振る舞う行為・応答を評価す

る場合を指している．学習活動を支援する上で有効と言われるが，目標を達成したかやその資

格証明に値するかを見る，責任目的の評価を考えた場合，その信頼性・妥当性・公平性などの

面に課題があると言われ，それを補うためにいろいろの工夫が検討されている． 

 

 反省的実践家（7，8，11） 

Schön,D.A.が提唱した専門家像．目下の複雑な状況と対話しつつ，経験によって培われた暗黙

知を駆使して探究的に問題を解決するような「活動過程における省察」が専門家の本質である

とした．効率性を重視し「技術的合理性」を基盤とした従来のモデルである「技術的熟練者」

（technical expert）と対置され，専門家研究にパラダイム転換をもたらした． 

 

 学び続ける教員像（17） 

社会の急激かつ深刻な変化に伴って学校教育で取り扱う知識も多様になっている．また，いじ
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め等の生徒指導や特別支援教育等も複雑な対応が要求されるようになっている．これらに対応

するために，教師は学び続けなければならないとされており，中央教育審議会「教職生活の全

体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）」（2012）においても取り上げ

られ，我が国の教育政策に反映されようとしている． 

 

 メンター（2，3） 

教員志望学生や教職経験の浅い教師の成長を促す役割を担う「指導者」や「助言者」のこと．

教師として求められるスキルや知識を教えるというよりは，むしろ教員志望学生や初任教師，

若手教師の気づきを促す関わりが重視される．さらに，教員志望学生や若手教師の悩みの傾聴，

役割を与えることで自立を促すなど，スキルや知識の提供には限定されない幅広い関わりを行

う点が特徴である． 

 

 模擬授業とマイクロティーチング（1，9） 

教員養成や現職教育における授業研究の営みの 1 つである．両者とも，研究授業前に，それを

仲間や同僚を児童・生徒に見立ててシミュレートする営みを指す．特にマイクロティーチング

は，当該授業の一部を対象にして特定の教授技術の習得に焦点化する点を特徴とする．いずれ

にしても，これらの営みは，授業プランの改訂に資する． 

 

 モデル・コア・カリキュラム（14） 

2001 年の「今後の国立の教員養成系大学学部の在り方について（報告）」において，教員養成

の「モデル的なカリキュラム」を策定する必要性が指摘され，これに呼応する形で，日本教育

大学協会が「モデル・コア・カリキュラム」研究プロジェクトを発足させ，作成・提案された

もの．具体的な「モデル」を構築して各大学がそれに合わせていく方向性よりは教員養成教育

の修了段階での「到達目標」を設定する方が妥当であるという見解が述べられている． 

 

 理論と実践の往還（6） 

教職大学院での教育研究活動の特色を表すキーワードであり，教育理論と教育実践を関連づけ

ながら学修者が理解するとともに，大学院教員も自らの研究活動において理論研究と実践開発

をつなげながら両者を継続的に発展させることの必要性を示している．中央教育審議会答申に

おいて，これからの教員養成教育の修士レベル化の原理の一つとして提案された用語． 

 

 レジリエンス（1） 

戦争・貧困・虐待など逆境に置かれながらも，その状況を克服し，ポジティブに発達していく

子どもたちから見出された概念である．近年では，「大人」が「日々の生活」において遭遇する

様々な困難に立ち向かっていく「日常的レジリエンス」（Day and Gu 2014）が着目されるよう
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になってきた． 

 

 INTASC（The Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium） 

（16） 

INTASC Principle は，米国で州を越えて教師に必要とされる資質能力のスタンダードを保証す

る基準として 1992 年に明らかにされたもの．経験のある教師に関わって定められた NBPTS の 5

つの Core Proposition を参考に作られたもの．2010 年 7 月に，新任に求められる力に限定せ

ず，現職の大学院での教育も視野に入れて Interstate Teacher Assessment and Support 

Consortium (InTASC)に変更されている． 

 

 NCATE(The National Council for Accreditation of Teacher Education)（16） 

米国の教員養成を行う大学のプログラムやその運営組織体制が質的に保証され，優れたもので

あることを，書類審査や訪問調査などを通じて審査し，その信任をする，第 3 者評価的な立場

にある専門家集団組織のこと．1954 年に設立され，現在では，2013 年 7月 1 日以降，同じ趣旨

で設立されていたもう 1つの団体である TEAC（The Teacher Education Accreditation Council）

と組織統合をし，CAEP (Council for the Accreditation of Teacher Preparation) として，

活動を行っている． 

 

 Ofsted（Office for Standards in Education／教育水準局)（16） 

1992 年教育法に基づいて設置された教育省から独立している政府機関．イングランドの全学校

を対象として 3年周期を基本として，学校の自己評価結果を重視した監査を実施する．監査項

目について，4段階の評定を行い，監査報告書を公表する．監査の結果，「不十分である」と判

断された学校は，学校改善の措置がなされる． 

 

 QTS (Qualified Teacher Status)（16） 

教員資格，日本における教員免許のこと．これまでは，教員の専門職基準も含めて QTS と言わ

れおり，2006 年の改訂時は，「専門性」「専門的知識」，「専門的スキル」の３カテゴリー計 15

項目が設定されていた．2012 年には Teachers Standards という，8項目からなる新たな基準が

示され，教員養成機関によって，この基準を満たしていると認定された場合に，QTS の資格を

得られることになった． 

 

 Teaching Schools（16） 

高等教育機関と連携しなくても，優れた実績をあげている学校を中心とした学校間連携により，

教員養成をおこなうことができる新たな制度である．教員養成機関の基準に加え，学校改善や

地域連携の実績等により高い教育効果が認められている学校が認定され，教員養成から現職教
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育までを自律的，持続的に行うことが求められている． 
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さらに深く学ぶために－関連する文献・資料等－ 
 

 
＜国の動向など＞ 

 日本における近年の教師教育の動向に関わる答申としては次のものが挙げられる．教育に関す

る答申としては様々あるが，教師の資質力量の定義，その向上に関する具体的な施策が示された

ものを主に取り上げている． 

 
・教育職員養成審議会（1997）新たな時代に向けた教員養成の改善方策について（第 1 次答申）．

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_shokuin_index/toushin/ 

1315369.htm 
 「教員に求められる資質能力」として，（1）いつの時代も教員に求められる資質能力，（2）今

後特に教員に求められる具体的資質能力，（3）得意分野を持つ個性豊かな教員の必要性，の 3 つ

を示した．また，養成段階－採用段階－現職研修段階の役割分担イメージと「養成段階で修得す

べき最小限必要な資質能力」を明らかにした上で，教員養成カリキュラムに関する内容の改革を

明示した．具体的には，「教職への志向と一体感の形成に関する科目」の新設等，教育実習の充実

（中学校教育実習の最低修得単位数が 5 単位（事前・事後指導 1 単位含む）に，必修部分を超え

る部分にも教育実習を拡大）などが実施されている． 

 
・教育職員養成審議会（1998）修士課程を積極的に活用した教員養成の在り方について－ 

現職教員の再教育の推進－（第 2 次答申）．http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/ 

old_chukyo/old_shokuin_index/toushin/1315375.htm 
 現職教員が修士課程で学ぶ意義として，「多様なニーズに応える研修内容の確保」「様々な教育

課題の解決への寄与」「実践と理論の統合の促進」などを挙げ，修士レベルの教育機会の現職研修

体系へ位置付けることが目指された．校務に従事しながら修士課程に在学する機会の整備や修士

課程への在学を容易にするための支援措置が提案され，現職教員コースが各教員養成系大学院で

整備されていった． 

 
・教育職員養成審議会（1999）養成と採用・研修との連携の円滑化について（第 3 次答申）． 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_shokuin_index/toushin/ 

1315385.htm 
 前述の第 1 次・第 2 次答申を踏まえた上で，採用に関しては，「優れた知識・技能を有する社会

人の登用」「多面的な人物評価を積極的に行う選考への一層の移行」などが，研修に関しては「社
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会体験研修の充実」などが提案された． 

 
・中央教育審議会（2005）新しい時代の義務教育を創造する（答申）． 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05102601/all.pdf 
 新しい義務教育の姿として，「質の高い教師が教える学校，生き生きと活気あふれる学校を実現

したい」，「学校の教育力，すなわち『学校力』を強化し，『教師力』を強化し それを通じて子ど

もたちの『人間力』を豊かに育てることが改革の目標である」と宣言し，優れた教師の条件とし

て，「教職に対する強い情熱」「教育の専門家としての確かな力量」「総合的な人間力」の 3 つを示

した．そして，後述の 2006 年の中教審答申に引き継がれる，「教員免許状に関して教師としての

資質能力の確実な保証」，「教員養成分野における専門職大学院制度の創設」，「教員免許更新制の

導入」などが提言された． 

 
・中央教育審議会（2006）今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）． 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1212707.htm 
 本答申は，「教員を取り巻く社会状況が急速に変化し，学校教育が抱える課題も複雑・多様化す

る現在，教員には，不断に最新の専門的知識や指導技術等を身に付けていくことが重要となって

おり，『学びの精神』がこれまで以上に強く求められている」との状況から教員養成・免許制度に

関する方向性を示したものである． 

その方向性とは具体的に「教職課程の質的水準の向上－学部段階で教員として必要な資質能力

を確実に身に付けさせる－」（教職実践演習の必修化等），「『教職大学院』制度の創設－大学院段

階でより高度な専門性を備えた力量ある教員を養成する－」「教員免許更新制の導入－養成段階を

修了した後も，教員として必要な資質能力を確実に保証する－」の 3 つである． 

 
・中央教育審議会（2012）教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について

（答申）．http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/ 

afieldfile/2012/08/30/1325094_1.pdf 
 教員が探究力を持ち，学び続ける存在であることが不可欠であるという「学び続ける教員像」

の確立を宣言し，「教科や教職についての基礎・基本を踏まえた理論と実践の往還による教員養成

の高度化」を目指す方向性が示された．その上で，「教育委員会と大学との連携・協働による教職

生活全体を通じた一体的な改革」や「教員養成を修士レベル化し，教員を高度専門職業人として

明確に位置付けること」が提言された．修士レベル化を想定して，「一般免許状(仮称)」，「基礎免

許状(仮称)」の創設と「専門免許状(仮称)」の創設も示された． 

 
・中央教育審議会（2013）第 2 期教育振興基本計画について（答申）http://www.mext.go.jp/ 

component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/1334381_02_2.pdf 
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 2006 年の教育基本法改正により，2008 年に初めて第 1 期の教育振興基本計画が策定された．

2011 年に，第 2 期の教育振興基本計画が諮問され，2013 年に答申として出されたものである．

本計画において，「課題探究型の学習，協働的な学びなど，新たな学びを展開するための教員の実

践的指導力，高度な専門的知識や地域と連携・協働する力などを向上させるため，教育委員会と

大学との連携・協働により，修士レベル化を想定しつつ養成・採用・研修の各段階を通じた一体

的な改革を行い，教職生活全体を通じて学び続ける教員を継続的に支援するための仕組みを構築

する」ことが示された． 

 
＜書籍＞ 

 本ハンドブックは，「教育工学的アプローチによる教師教育研究」にターゲットを当てたもので

ある．以下に紹介する書籍は，そのテーマに関連するものを可能な限り取り上げている．読者が

選択する際の参考となるよう，本ハンドブックで示された５つのアプローチ，「A 環境設定アプロ

ーチ」「B 対人関係アプローチ」「C フィールドアプローチ」「D 制度的アプローチ」「E 文化的ア

プローチ」の分類を示した．以下の文献は，筆頭著者のアルファベット順で並べており，既に絶

版となっているものも含んでいる． 

 
・秋田喜代美, キャサリン・ルイス（2008）授業の研究 教師の学習－レッスンスタディへのい

ざない. 明石書店, 東京 

 アメリカにおけるレッスンスタディの動向，授業研究を通した教師の対話と学びとしての授業

検討会での事例検討，また教師の学習システム開発・コミュニティとして授業研究を継続的に展

開している事例など研究知見に裏付けられた論が展開されている．（B，C，E） 

 
・浅田匡, 生田孝至, 藤岡完治（1998）成長する教師―教師学への誘い. 金子書房, 東京 

 全 6 部 20 章で構成されており，「教師の授業力量形成」に関する研究の全体像を俯瞰すること

ができる．第 1 部「授業の力量をつける」，第 2 部「授業がみえる」，第 3 部「自分の授業から学

ぶ」では，授業研究と教師研究に関して学ぶことができる．（A，B，C，E） 

 
・Bransford, J. D., Brown, A. L., and Cocking, R. R. (ed) (2000) How People Learn: Brain, 
Mind, Experience, and School: Expanded Edition. Washington, D. C.: National Academy Press
（森敏昭, 秋田喜代美（監訳）（2002）授業を変える－認知心理学のさらなる挑戦. 北大路書房, 京

都） 

 第 8 章「教師の学習－教師の成長を支援する」では，学習科学に知見を踏まえた現職教育と教

員養成について論じられている．（A・B・C・E） 

 
・藤岡完治, 澤本和子（1999）授業で成長する教師. ぎょうせい, 東京 
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 教師の成長に関するテーマと授業・学級経営における研究的営み，教師が成長する場について

多面的・多角的に論じられた一書である．（A・B・E） 

 
・梶田叡一（1995）授業研究の新しい展望. 明治図書, 東京 

 授業研究の研究方法に留まらず，カリキュラム開発や教師の力量形成に関する研究も紹介され

ている．（A・B・E） 

 
・木原俊行（2004）授業研究と教師の成長. 日本文教出版, 大阪 

 初任・中堅・ベテラン教師の授業力量形成過程の実相，授業力量の形成に資する校内研究やカ

リキュラム開発における教師の学びに関する事例研究も踏まえて，教師の授業力量形成モデルが

論じられている．（A・B・E） 

 
・木原俊行（2006）教師が磨き合う「学校研究」. ぎょうせい, 東京 

 学校研究の意義・可能性と企画・運営・評価のプロセスが具体的に論じられている．さらに，

学校研究に取り組んでいる好事例として 10 もの取り組みが紹介されている．（A・B・E） 

 
・Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. and Wubbels, T. (2001) Linking 
practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah: Lawrence 
（武田信子監訳（2010）教師教育学－理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ. 学文

社, 東京） 

 教師教育における課題を解決するための「リアリスティック・アプローチ」について論じられたも

のであり，ALACT モデルなど様々な形で日本においても近年大きな影響を与えつつある．（C，E） 

 
・水越敏行, 吉崎静夫, 木原俊行, 田口真奈（2012）授業研究と教育工学. ミネルヴァ書房, 京都 

 「授業研究」をキーワードに，教育工学領域における研究の系譜，教師の成長・学校改革，世

界的な動向も含めて盛り込まれている．（A・B・E） 

 
・村川雅弘（2005）授業にいかす教師がいきる ワークショップ型研修のすすめ. ぎょうせい, 東

京 

 ワークショップ型研修について，カリキュラムマネジメントとの連動，研修の技法が事例を交

えながら紹介されている．それを踏まえ，ワークショップ型研修に取り組んだ 12 事例を通して校

内研修で実際に取り組む際のアイディアが呈示されている．（A・B・E） 

 
・日本教育方法学会（2004）現代教育方法事典. 図書文化, 東京 

 本ハンドブックに関連する章として，「学力の形成と授業の研究」「大学教育と教師の力量形成」
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が所収されている．（A・B・C） 

 
・日本教育方法学会（2009）日本の授業研究（上巻・下巻）. 学文社, 東京 

 日本教育方法学会が，レッスンスタディ運動のモデルとなった日本の授業研究の起源・歴史，

授業研究の理論・方法，その現状などに関して体系的で実践的な情報をまとめたものである．上

巻の「教員養成と授業研究」「現職教育と授業研究」が，下巻の「授業研究を基礎とした学校づく

り」「研究開発学校と授業研究」が本ハンドブックの内容に関連したものである．（A・B・D・E） 

 
・日本教育方法学会（2014）教育方法学ハンドブック. 学文社, 東京 

 日本教育方法学会 50 年の学術研究の歩みを総括し，これからの 50 年を展望しようとする試み

から作成されたハンドブックである．本ハンドブックに関連する内容として，研究方法に関する

章（量的・質的・混合的），教科・教育メディア研究，授業研究，教師教育研究，教育工学からの

アプローチなどが所収されている．（A・B・C・E） 

 
・日本教育工学会（2000）教育工学事典. 実教出版, 東京 

 日本教育工学会設立 15 周年を記念して出版されたものである．教育工学における 10 の分野と

して，「授業研究」「教師教育」が設定されている．「教師教育」に関しては，「教師の授業力量」

「教師の成長・発達」「教師教育プログラム」の 3 観点で研究が整理されている．（A・B・C・E） 

 
・西之園晴夫, 生田孝至, 小柳和喜雄（2012）教育工学における教育実践研究. ミネルヴァ書房,

京都 

 第Ⅰ部「自らの教育実践を研究する」の「大学における実践研究」「授業リフレクション」，第

Ⅱ部「他者の教育実践を研究する」の「授業設計・授業分析」「教師の自己成長」，そして第Ⅲ部

「実践者と研究者が協働で職能開発を研究する」の「異校種連携・家庭と学校との連携」「現職教

育」「教師教育」が本ハンドブックと関連する項目である．（A・B・D・E） 

 
・澤本和子, お茶の水国語研究会（1996）わかる・楽しい説明文授業の創造－授業リフレクショ

ン研究のすすめ. 東洋館出版社, 東京 

 日常的な授業過程を振り返り，子どもが「わかる」過程や「わからなかった」過程を吟味する

授業リフレクションに関して事例と共に，授業リフレクション研究の誕生から方法，意義と課題

までが詳述されている．（B・E） 

 
・鈴木真理子, 永田智子（2007）明日の教師を育てる―インターネットを活用した新しい教員養

成. ナカニシヤ出版, 京都 

 学生同士の指導案の改善や現職教員・大学院生と学部生とのディスカッションなど インター
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ネットを活用した学習環境における教員志望学生の協同的な学びについてデータを基に検討がな

されている．（A・B・C・E） 

 
・吉崎静夫（1997）デザイナーとしての教師・アクターとしての教師. 金子書房, 東京 

 教師の意思決定研究を踏まえた教師の授業力量，授業設計・授業実践について論じられている．

また，授業研究の方法として，再生刺激法・VTR 中断法について紹介されている．（B・E） 

 
＜学術研究団体＞ 

 教師教育に関する研究を進める国内・国外の学術団体を紹介する．それぞれ年次大会や学術雑

誌の公刊などを通して，研究成果の公開・共有を進めている． 

 
○国内の学術研究団体 

・日本教育大学協会（http://www.jaue.jp/） 

 大学・学部の質的向上と教育に関する学術の発達を図り，わが国教育の振興に寄与するという

目的の下，国立大学法人の教員養成を主とする大学・学部を会員として組織されたものである．

研究集会（全国大会）に加え，地区・部門での研究会も開催されている．また，研究報告集とし

て，『日本教育大学協会研究年報』が公刊されている． 

 
・日本教育工学会（https://www.jset.gr.jp/） 

 1984 年設立．本ハンドブックの執筆メンバーが所属している学会である．「教育工学的アプロ

ーチ」に基づく授業研究・教師教育の研究成果に関しては，学会誌『日本教育工学会論文誌』（年

4 冊発行）で学ぶことができる．また，全国大会に加えて，研究会 5 回が開催されている． 

 また，2014 年度より「現代的教育課題に対する SIG （Special Interest Group）」がスタート

し，その中で「SIG-02 教師教育・授業研究」のグループが発足した．現在，SIG-02 独自の研

究会の開催や SIG メンバーによる共同研究などがスタートしている． 

 
・日本教育方法学会（http://www.nasem.jp/） 

 教育方法（教育内容を含む）全般にわたる研究の発展と普及をはかり，相互の連絡と協力を促

進することを目的として 1964 年に設立された学会である．「教育方法」の一領域として，学会誌

『教育方法学研究』では「教育工学的アプローチ」に基づく教師教育に関連する研究も報告され

ている． 

 
・日本教師教育学会（http://www.gakkai.ne.jp/jsste/index_j.html） 

 教師教育を対象とする本格的な研究を継続的にすすめるために 1991 年に設立された学会であ

る．学会誌『日本教師教育学会年報』において，「教育工学的アプローチ」に基づく教師教育に関
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連する研究も報告されている． 

 
・日本教育心理学会（http://www.edupsych.jp/） 

 1959 年に設立された教育心理学に関する研究成果の発表を促進し，その発展に寄与することを

目的とした学会である．学会誌としては『教育心理学研究』（年 4 回発行）と教育心理学にかかわ

る研究のまとめと展望が掲載される『教育心理学年報』（年 1 回発行）が刊行されている．本ハン

ドブックで紹介されているように，教師教育に関する研究も取り上げられている． 

 
・日本教職大学院協会（http://www.kyoshoku.jp/） 

 2009 年に設立された教職大学院が設置認可された 25 大学が加盟する協会であり，各教職大学

院の目的に即した発展と円滑な運営を行い，教育水準の向上を図ることを目的としている．『日本

教職大学院協会年報』の公刊の他，日本教職大学院協会研究大会・実践研究成果公開フォーラム・

シンポジウムなど教職大学院における研究成果の発表を積極的に行っている． 

 
○海外の学術研究団体 

・世界授業研究学会（The World Association of Lesson Studies＜WALS＞） 

（http://www.walsnet.org/） 

 WALS は，授業研究に関する国際学会であり，2007 年より毎年年次大会が開催されている．学

術雑誌”The International Journal for Lesson and Learning Studies” (IJLLS)は，年 3 回刊行さ

れている． 

 
・American Educational Research Association＜AERA＞（http://www.aera.net/） 

 AERA は，1916 年に設立された 25000 名を超える研究者・大学院生等が所属する教育分野に

おける世界最大の学術団体の 1 つである．学術雑誌としても，”Review of Educational Research” 

(RER) ， ”Educational Researcher” (ER) ， ”American Educational Research Journal” 

(AERJ)，”Educational Evaluation and Policy Analysis” (EEPA)，”Journal of Educational and 

Behavioral Statistics” (JEBS)，”Review of Research in Education” (RRE)と教育分野における

中心的なものを刊行している． 

 
・American Association of Colleges for Teacher Education＜AACTE＞（http://aacte.org/） 

 AACTE は，アメリカにおける教員養成を行う機関が所属する学術研究団体であり，教員養成

プログラムの認証団体とも連携して，教員養成プログラムの質的向上や教員養成プログラムで勤

務する教員の質的向上などにも取り組んでいる．1950 年から刊行されている学術雑誌”The 

Journal of Teacher Education” （JTE） は，教師教育に関する国際誌として歴史が長く，教員

養成・現職教育，教師の専門性など諸外国の動向と最新の研究知見が報告されている． 
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・Association for Teacher Education in Europe＜ATEE＞（http://www.atee1.org/） 

 ATEE は，ヨーロッパにおける教師教育の質向上と教師・教師教育者の職能発達を支援するた

めに 1975 年に設立された学術研究団体である．学術雑誌” European Journal of Teacher 

Education”（EJTE）は，1978 年から刊行されている． 

 
・International Study Association on Teachers and Teaching＜ISATT＞ 

 ISATT は，1983 年に設立された教師教育に関する国際学会であり，教員養成・現職教育の理

論と実践が主なトピックとなっている．学術雑誌として，”Teachers and Teaching: theory and 

practice(TTTP)”を刊行している．また，20 周年を記念して，論文集”From Teacher Thinking to 

Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community”を出版している． 

 
・The Society for Information Technology and Teacher Education＜SITE＞ 

 SITEは，1990 年に設立された ICT 活用と教師教育に関する国際学会である．学術雑誌“Journal 

of Technology and Teacher Education” (JTATE)と研究動向を示した” Research Highlights in 

Technology and Teacher Education”を刊行している． 

 
＜研究・実践のコミュニティ＞ 

 本ハンドブックが教育工学の視点に基づくものであるため，研究・実践のコミュニティとして，

ここでは主に ICT 活用に関するものを取り上げる．それぞれ研究者・教員・企業等がタイアップ

しながら実践の向上を目指すための取り組みを進めている． 

 
・一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）（http://www.japet.or.jp/） 

 教育工学の知見をもとに，教育の情報化に関する調査・研究開発とその成果の普及推進活動お

よび提言・提案活動を行うことにより，わが国のより良い教育の実現とこれによる人材の育成に

役立つことを目的とした団体である．年間複数回の ICT 活用に関するセミナーが開催されている． 

 
・日本教育工学協会（JAET）（http://www.jaet.jp/index.html） 

 学校教育にかかわる教員・研究者・企業が教育工学研究を通して，広くその成果を共有し，普

及啓発活動をもとに，わが国の教育の向上に資するために組織化された団体である．全国大会と

「教育の情報化」実践セミナーが年に複数回開催されている． 

 
・全国放送教育研究会連盟（http://www.nhkk.or.jp/zenporen/index.html） 

 全国の放送教育実践者，利用者で，幼稚園・保育所，小・中・高等学校，特別支援学校の教員

が中心となり，全国 8 ブロックに分かれて活動している．毎年，全国大会，ブロック別の大会，

各都道府県レベルの研修会・研究会が実施されている． 
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・公益財団法人パナソニック教育財団（http://www.pef.or.jp/） 

 学校教育・社会教育関係者に対する教育研究の助成並びに教育機器の利用技術及び視聴覚教育

教材等の制作技術の研修を実施し，あわせて教育機器の利用技術等の研究活動を行うことにより，

学校における教育活動等に対する助成を行っている．この助成については，1 年間の研究に対し

て 50 万円の助成をする「一般」と，2 年間で 150 万円を助成する「特別研究指定校」制度の 2

種類がある．助成校間の交流や専門委員による研究指導・助言も行われている． 

 
＜オンラインコミュニティ・ポータルサイト＞ 

 Web を活用して情報発信・共有をしている教師向けのサービスがいくつか存在している． 

 例えば，EDUPEDIA（https://edupedia.jp/）では，教師が自身の授業実践や学級経営での指導

の工夫や成果を発信・共有している．情報のページにはコメント欄があり，発信した情報に関す

る議論も行われている． 

 SENSEI PORTAL（https://senseiportal.com/?from=sn_top）では，全国の教員向け研究会・

勉強会・セミナーの情報が集約されているため，興味関心に応じて研究会等の情報をえることが

できる． 

 また，現在，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を活用した教師・研究者の学習グ

ループがいくつも存在している．例えば，Facebook のグループを活用し，情報発信・共有を行っ

ているコミュニティがある（例：島根県メディア教育研究会）．「教師」「授業」などをキーワード

として検索してみるとよいだろう（ただし「秘密のグループ」に設定されているものは，検索を

かけてもヒットしない）．なお，前述の日本教育工学会「SIG-02 教師教育・実践研究」も Facebook

のグループを公開しており，オンライン上の議論・情報共有ができる体制をとっている

（https://www.facebook.com/groups/1489229758010298/）． 

 Twitter は発信された基本的に情報が公開されるため，オープンな情報発信と情報交換が行われ

ている．教育に関する情報発信をしているアカウントについては以下に例として挙げておく． 

 
・教育フォルダ（@edufolfer） 

・教育ニュース（ @edunews_j） 

・Benesse 教育情報サイト（@benesse_kyouiku） 

・教育新聞（@kyoiku_shimbun） 

 
 前述の SENSEI PORTAL の運営会社は，SENSEI NOTE という教師向けの SNS を運営して

いる（https://senseinote.com/）．登録型のサービスであるため，情報発信・共有だけでなく，実

践に関する相互の相談も行われている． 

 また，国立教育政策研究所は，2014 年 12 月 15 日から，初等中等教育に携わる教職員や教育

関係者が，教材・指導資料など教育に関する様々な情報を共有し，日々の授業や学校運営に役立
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てることを目的とした「教育情報共有ポータルサイト（CONTET）」（https://www.contet.nier.go.jp/）

の正式運用を開始した．このポータルサイトでは，教材・指導資料，研究資料，研究報告書など

都道府県及び市町村教育委員会，教育センター，文部科学省，国立教育政策研究所等のコンテン

ツを集積・提供する．また，教材・指導資料などのコンテンツの共有機能のほか，「グループによ

る情報交換，交流機能」「掲示板での情報発信・共有機能」の 3 つの機能も提供される方向である． 
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おわりに 
 

 

 AERA の学術書シリーズの一つとして‘Handbook of Research on Teaching’が出版され既に４

版を重ねている．初版の際に，イギリスのアクションリサーチの研究者から，この書物の一つの

章を担当することになった，と興奮したメールを貰ったのを思い出す．このハンドブックのプロ

トタイプがまとまるにあたり，‘Handbook of Research on Teaching’のことが頭をかすめたので

ある． 

 これまで，教師教育や教員養成に関わり，教育研究者がこの種のハンドブックをまとめたこと

はなく，研究者養成に向けた伝統的研究手法などの書物はあったが，教育実践を対象化し教育実

践に在る人の継続的成長を視座においたハンドブックは存在しなかった気がする．このたび，教

育工学会のメンバーが参加して，このハンドブックをまとめることができた．ハンドブックの背

景には，その学問分野の研究成果の蓄積があり，学会の成果をこうした形で社会に還元する責任

と役割があるが，メンバーの協力によりその一端を果たすことができた． 

 我が国の「教える－学ぶ」の研究は，このところ学校の教育現場をフィールドに，従来の伝統

的姿勢から時代の要請する教育課題を対象とする研究に転換してきている．とりわけ，課題解決，

問題解決のアプローチを強く持つ教育工研究において，現実の教育実践とどのように向き合いそ

の研究成果を問うていくかは，学会発足当初からの根幹をなすテーマであった．本ハンドブック

は，教育工学を研究分野として教育実践を対象化する研究者，大学院生，現職の教員などの方々

に読んでいただき，活用してもらいたいとの願いで編纂された．大学院での活用はもとより，教

育行政での教員研修，校内研修，あるいは私的な勉強会などにおいても利用してもらえれば嬉し

いことである．  

 教育の理論と実践の乖離が指摘されて久しく，それを超えるべく理論と実践の融合が叫ばれて

来てはいる．しかしながら，両者の融合は言うに易しく行うに難しで，この課題の具現化は実の

ところまだ試行錯誤の段階にあるといえる．本ハンドブックでは理論編でまさに教育実践研究の

理論を扱い，それを踏まえて事例をとりあげ，さらに演習を提示した．つまり，理論と実践の融

合の具現化を敢えて提示し試みたつもりである．具体は具体の限界を内在化しそれはたちどころ

に課題となる．教育工学は課題解決的でありプラグマティックな特性を持つ．その学を基盤とす

る研究者が，このハンドブックで，教育実践と理論の融合を検討してみた．教師教育は，一方に

おいて教育行政の枠組みであり，他方においては，教師個人の自己成長の継続的テーマである．

幾らかでも，本ハンドブックが，それらに寄与できればありがたい．  

 数日前に，ある学会で教育実践に関わる研究者の立ち位置が，一人称，二人称，三人称で示さ

れた．一人称とは，まさに自分自らが当事者になり実践することである．大学の教員にとってこ
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れは自らが行う大学の授業を対象化することに他ならない．大学教授法が教授者から学習者中心

へとパラダイム変換が謳われているが，これを当事者として対象化する大学人はまだ極めて少な

い．二人称とは，大学の研究者が学校の教師とともに共同で研究することで，授業実践は現場の

教師がそして大学の教師は共同研究者として共にその授業研究に関わる．教員養成関係の研究者

はこうしたスタイルでの関係を持つようになってきている．三人称は，大学の教師は，実際の授

業を外から第三者として観察し，調査し，分析する，という立ち位置である．この他，教育工学

であるから，モノ作り，システム開発などは独自の立ち位置を持って教育実践に関わることにな

る．研究者としての立ち位置は必ずしも固定しているわけではなく，関与する課題と共に一人称

から三人称まで自由に移動するわけである．教育実践の研究を対象化する際に，それぞれの立ち

位置がどこであるかは，時々確認することも大事かと思うのである． 

 ハンドブックはその性質上，マニュアル的手引書的な性格を持つことから，手法や手続きなど

に関心がもたれることになる．教師の養成，教師の成長・発達は帰するところ，子どもの成長，

子どもの学力保障であろう．変化してやまない現代社会にあって学校における子どもへの教育活

動は，教師に新たな力量を要請する．技術過程としての教育技術過程は一方において専門職とし

ての知識・技術の習得を，他方において混沌とする教育実践の場で専門知を当てはめる「判断過

程」を必要としている．教師養成は，養成—採用—研修に大きくは区分されるが，これらが統一

的に体系的な養成システムとして体制化することが求められている．教職大学院は全国の国立大

学法人の教員養成大学・学部において，ここ１，２年の内に設置されるであろう．専門職として

の教師の教育技術過程がこれから問われることになる．マルチン・ブーバーの「我と汝」の世界

を，我が世界とする教師のミッションに，本ハンドブックが活用されることを願っている． 
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ハンドブック作成者（順不同）

担当 名前 所属

研究代表者 研究総括 ○木原 俊行 大阪教育大学

研究分担者

理論の整理

○吉崎 静夫 日本女子大学

生田 孝至
新潟大学

（岐阜女子大学）

中山 実 東京工業大学

国内事例の

収集と整理

○堀田 龍也
玉川大学

（東北大学）

東原 義訓 信州大学

村川 雅弘 鳴門教育大学

澤本 和子
日本女子大学

（早稲田大学）

鹿毛 雅治 慶応義塾大学

鈴木 真理子
滋賀大学

（物故）

島田 希 高知大学

豊田 充崇 和歌山大学

高橋 純
富山大学

（東京学芸大学）

深見 俊崇 島根大学

海外事例の

収集と整理

○野中 陽一 横浜国立大学

田中 博之 早稲田大学

小柳 和喜雄 奈良教育大学

評価

永野 和男 聖心女子大学

赤堀 侃司
白鴎大学

（一般社団法人日本教育情報化振興会）

連携研究者 清水 康敬 東京工業大学

（所属は平成 24 年度の科研費による研究開始時のもの，括弧内は平成 27 年 12 月時点でのもの，

○はリーダー）

なお，この冊子は，2016 年 1 月に刊行された『教育工学的な視点に基づく教師教育ハンドブ

ック－その理論と実践の分析から－』を一部修正したものです。
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