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１ ．問題 

 

日本版 OLPC（One Laptop per Child）事業(1)とも言える GIGA（Global and Innovation Gateway for 

ALL）スクール構想に係る各種事業が，2021年度より全国で本格的に開始されている。周知の通り，GIGA

スクール構想では，（1）1 人 1 台端末と，高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで，特別

な支援を必要とする子供を含め，多様な子供たちを誰一人取り残すことなく，公正に個別最適化され，資質・

能力が一層確実に育成できる教育環境を実現すること，（2）これまでの我が国の教育実践と最先端のベスト

ミックスを図ることにより，教師・児童生徒の力を最大限に引き出すことを目的として掲げている(2)。OLPC事

業は，社会のデジタル化に伴う知識・情報へのアクセス機会格差の抑止，デジタルデバイドによる社会格差

の抑止という「公正性」の価値と共に，不確実で予測困難な未来を生き抜く上で必要なデジタルリテラシー

（認知・社会情動・技能を包括した概念(3)）を習得し，デジタル市民として個人と社会のウェルビーイングを

実現（Calvo & Peters 2014）するという「革新性」の価値を併せ持つ。 

 OLPC事業の学習効果の検証作業は，2000年以降，因果推論を重視した調査・分析デザイン(4)を用いて，

世界各地で展開されている。ただし，テストスコア・認知スキル（問題解決能力，PC スキル，プログラミン

グスキル等）・出席・進路（進学・退学等）に対する効果については，結果が一貫しておらず多様である。 

OLPC 事業を実施したものの，学習効果が認められなかったと結論づける研究が複数報告されている

（Bando et al. 2017; Beuermann et al. 2015; Fairlie & Robinson 2013; Meza-Cordero 2017）。たとえば，学

特集論文 

キーワード 

ICT 

不安 

抑鬱傾向 

メンタルヘルス 

信頼 

 

要約：本研究では以下の 3つの研究課題の解明を目的としている。すなわち，①

誰が ICT活用不安を抱いているのか，②その不安は心理的健康にダメージを及ぼ

すものなのか，③ICT活用不安を心理的健康ダメージに結びつけてしまう条件は何

か，である。2020 年 11 月にWEB調査を実施した。分析対象データは A県内の

小中学校に勤務する教諭 3,277 人である。教員の ICT 不安に対しては多様な変数

が影響を及ぼしていたが，特に性別・年齢の属性要因の影響が強いことが分かっ

た。同僚信頼と職能成長による抑制効果も確認された。また，教員が強度 ICT 不

安に陥っている場合，抑鬱傾向ハイリスクとなる確率が約 2 倍に上昇することが分

かった。強度 ICT 不安は放置できる問題ではないと言える。さらに，強度 ICT 不

安と抑鬱傾向の関係における調整効果要因を検証したところ，ここでも性別・年齢

の影響が認められた。強度 ICT 不安を抱きやすいのは 50 歳代の女性教諭である

が，その不安が抑鬱ハイリスクに結びつきやすいのは 20 歳代男性と 50 歳代男性

であった。 
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習効果の低下（学力テストスコアや成績の悪化）を結論づける研究（Angrist & Lavy 2002; Leuven et al. 

2007; Malamud & Pop-Eleches 2011; Mora et al. 2018; Sharma 2012）や学力格差の拡大を明らかにした研

究（Vigdor et al. 2014）が報告されている。なお，ネガティブインパクトは男子生徒においてより強く認めら

れたとする結果も報告されている（Mora et al. 2018）。 

一方，学習効果を主張する研究も複数報告されている。たとえば，OLPC実施後の 6 ヶ月後に，数学テス

トスコア，PCスキル，自尊感情が向上したとする効果が報告されている（Mo et al. 2013）。この他，算数・

数学のテストスコア向上（Carrillo et al. 2010 ; Papke 2005)，数学・科学・言語のテストスコア向上（Machine 

et al. 2007）の効果が報告されている。Papke（2005）の研究では，テストスコアの向上が低学力児童にお

いて顕著に認められたとする結果が報告されている。 

OLPC 事業は，導入によって必ず学習効果が高まるものではなく，特定の条件下において学習効果が出

現する（Li & Ma 2010）。この条件として，多くの調査研究が指摘しているのが，PC/ICT活用のカリキュラ

ムへの反映（Banerjee et al. 2007）と教員研修（Mora et al. 2018）である。日本では，各自治体がデジタル

リテラシー（自治体により表現は多様）の発達段階ごとの到達基準やカリキュラムモデル・授業モデル・教員

能力指標の開発に着手している。また，教育センターでの行政研修や校内研修の機会を積極的に設け，教

員の ICT 活用指導力の育成に努めている。さらに，家庭との連携も，OLPC 事業における学習効果の成否

を分ける条件として指摘されている。OLPC事業の開始に伴い，家庭での PC使用時間が増加する。PC使

用内容は，インターネット閲覧，宿題，読書，SNS，ゲーム等多岐にわたる。保護者の適切な管理・介入が，

事業の学習効果の決め手であるとする見解が示されている（Malamud & Pop-Eleches 2011; Vigdor et al. 

2014）。 

 日本の場合は，OLPC 事業の本格的稼働が 2021 年度であり，学習効果の検証作業はもう少し先のテー

マとなる。半年間の変化を測定した研究もあるが，既述した先行研究の大半は少なくとも 3年以上のパネル

データ生成を実施している。そこで，本研究では，本格的始動前の時期における ICT 活用の不安に焦点を

あて，学習効果が問われる本格実施に向けて，どのような準備を行えばよいのか，初動期における実践的示

唆の提供を主たるねらいとした調査研究を実施する。 

 OLPC事業に対する教員の不安は，様々な場面で語られている(5)。それでは，どのような教員が不安を抱

いているのであろうか。OLPC事業は，ICT等を使用して授業を行う教員に対して重大なインパクトを及ぼす

ものと考えられる。特に，教員の高齢化が進展している地域では，突然の OLPC事業の一斉導入に対して，

不安を抱いている教員も多いのではないだろうか。文部科学省『教育の情報化ビジョン』が示された 2011年

頃，授業での ICT 活用が注目された時期があった。新たなビジョンとイノベーションの機運を踏まえ，2013

年時点の ICT活用状況に関する小中学校調査（ベネッセ教育総合研究所 2014）が実施され，その中で ICT

を授業で活用することについての不安が 4件法で測定された。小学校（N=520）では，「とても不安（12.7%）」

「まあ不安（37.5%）」「あまり不安ではない（40.6%）」「まったく不安ではない（6.7%）」。中学校（N=583）

では，「とても不安（10.8%）」「まあ不安（40.5%）」「あまり不安ではない（36.5%）」「まったく不安ではない

（10.5%）」の結果を得ている。小中学校共に約 50%の教員が授業での ICT活用に対して不安を抱いている

実態が記述されている。OLPC事業の導入により，1人 1台端末の条件が共通化されたこと，授業での ICT

活用が実質的な義務となったこと，10年前よりもより高度な ICT活用能力が求められるようになったこと等を

踏まえると，ICT不安の水準はさらに高まっている可能性が高い。 

 また，同調査によると，ICT不安の発生は，ICT活用の経験年数，ICT支援員の存在，ICT活用の組織

体制整備，リーダーの存在，研修機会によって影響を受けることが示されている（ベネッセ教育総合研究所

2014）。また，これらの条件（のいくつか）が揃うことで，「ICT 活用の抵抗感」等が低下する実態が指摘さ

れている（山本・堀田 2020）。さらに，櫻井他（2011）では，ICT活用不安を抱きやすい教員の属性要因が
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解明されている。小学校の 40-50歳代女性教員である。このセグメントに所属する教員は，苦手意識が強く，

関心意欲が乏しく，指導の効果に懐疑的であるとする認知傾向を持つことが明らかにされている。『教育の情

報化ビジョン』から 10年が経過した現在の日本において，どのような属性の教員が，どのような条件下にお

いて ICT活用の不安を抱いているのであろうか。 

属性に関しては，櫻井他（2011）と同様に，性別・年齢等の基本属性の影響を確認する。また，条件とし

ては，教員に対する支援の存在を包括した概念としての同僚との信頼関係を設定する。同僚との信頼関係が

構築されていれば，支援期待が予期され，不安を抱く確率が低下すると予測される。さらに，研修に関して

は，職能開発の程度を指標として設定する。自ら主体的に様々な研修機会に参加することで，不安を抱く確

率が低下すると予測される。この他，本研究では，教員の職務環境についても，ICT不安の規定要因として

設定する。どのような学校に勤務しているのか（学校段階，学校規模），どの程度の期間その学校に勤務し

ているのか（勤務校在校年数），どのような役割を担っているのか（担当学年・学級），どの程度の時間働い

ているのか（時間外勤務時間）等の要因の影響を，ICT活用不安の規定要因として仮定する。本研究では，

最初に，ICT活用不安の規定要因について，これらの視点からの解明を試みたい（研究課題 1）。 

次に，ICT不安がもたらす結果の重大性についても確認しておきたい。ITC活用不安は，教員の心理的健

康に対してどの程度のネガティブインパクトを及ぼすのであろうか。本研究では，教員の抑鬱傾向に焦点をあ

て，ネガティブインパクトを計測する。抑鬱傾向は，K6 という簡易尺度で測定する方法が広く浸透しており，

測定（スクリーニグ）ツールとしての信頼性・妥当性が確認されている（Kessler et al. 2003）。ICT活用不

安がもたらす心理的ダメージが軽微であれば問題はないが，心理的ダメージが大きい場合は，何らかの対

策が緊急に必要となる。教員の ICT活用不安問題の重要性は，ICT活用不安の心理的ダメージの程度に依

存する。本研究では，ICT活用不安がもたらす心理的ダメージの規模についても研究課題として設定し，解

明を試みる（研究課題 2）。 

  ところで，ICT活用不安は，必ず抑鬱傾向に結びつくものなのであろうか。たとえば，周囲の教員の支援

が期待できる場合等は，多少の ICT活用不安があったとしても，心理的ダメージはそれほど認められないも

のと推察される。ICT活用不安の規定要因の探索は重要であるが，それを抑鬱傾向に結びつける要因の探

索も，実践的・学術的に重要な意義・価値を持つと考えられる（研究課題 3）。 

 以上の論述より，本研究の研究課題として以下の 3点を設定する。 

 

研究課題 1：教員の ICT活用不安を規定する要因は何か？ （誰が ICT活用不安を抱いているのか？ ） 

研究課題 2：教員の ICT活用不安は抑鬱傾向に対してどの程度の影響を及ぼしているのか？ （その不安は心理的健康にダメ

ージを及ぼすものか？ ） 

研究課題 3：教員の ICT活用不安と抑鬱傾向の関係を調整する要因は何か？（ICT活用不安を心理的健康ダメージに結びつ

けてしまう条件は何か？ ） 

 

２ ．方法 

 

（1）調査対象と手続き 

本調査は，A県教育委員会主催の教職員業務改善事業の一環として実施された。調査対象は，A県内の

公立小中学校 399 校（小学校 271 校・中学校 128校）に勤務する教職員 8,621 名である。4,848名からの

回答が得られており，回収率は 56.2%であった。なお，本研究の分析対象データは，授業における ICT 活

用に直面している教諭 3,277名である。 

調査は，WEBアンケート方式によって 2020年 11月に実施された。A県教育委員会より回答 URL/QRコ
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ードを，教育事務所・市町村教育委員会経由で学校に送信し，各教職員個別に回答する方式を採用した。

WEBアンケートによるデータ収集は，A県教育委員会の個人情報規程並びに愛媛大学調査倫理規程に合致

した手続きで実施され，データベース作成やデータクレンジング等の加工作業は受注業者が実施した。本研

究は，教職員業務改善事業の調査によって収集された行政管理データ（administrative data）の二次分析

として位置づけられる(6)。 

 

（2）調査項目 

抑鬱傾向：Kessler et al.（2003）が開発した抑鬱傾向測定尺度 K6（Kessler 6）を用いた。「この 1 ヶ月

の間に感じたこと」として抑鬱傾向にかかわる 6項目が設定されており，尺度は「全くあてはまらない（0点）」

から「いつもあてはまる（4 点）」の 5 件法である。6 項目を単純加算した 24 点満点でスコアを構成した

（M=5.10, SD=4.38, α=.87）。気分障害・不安障害相当のカットポイント（10点以上）を設定し，二値変数

を設定した。 

強度 ICT 不安ダミー：ICT 利活用場面の増加に伴う不安の程度について回答を求めた。尺度は「とても

不安である（25.5%）」「やや不安がある（37.4%）」「どちらとも言えない（14.7%）」「それほど不安ではない

（17.7%）」「不安はない（4.7%）」の 5件法である。「とても不安である」を「1」，その他を「0」とする二値

変数を設定し，強度 ICT不安ダミーと命名した。 

同僚信頼：本年度開始から調査時点までの同僚との信頼構築の程度について回答を求めた。尺度は「極

めて脆弱（0点）」から「極めて強力（10点）」までの 11件法を採用した（M=6.52, SD=1.81）。 

職能開発：TALIS（Teaching and Learning International Survey）2018（OECD 2019）の測定項目を参

考として，9 の職能開発機会を設定した(7)。これらの職能開発に過去 12 ヶ月の間に参加した場合は「はい」

を，参加していない場合は「いいえ」を選択してもらった。職能開発への参加数，すなわち，「はい」を選択

した項目数の合計を算出し，変数を作成した（M=3.70, SD=1.90, α=.61）。 

職務環境：小学校勤務ダミー（小学校=1, 中学校=0），小規模校勤務ダミー（6学級未満=1, その他=0），

大規模校勤務ダミー（25学級以上=1, その他=0），勤務校在校年数，小学校低学年担任ダミー（小学校第

1・2学年担任=1, その他=0），中学校 3年生担任ダミー（中学校第 3学年担任=1, その他=0），特別支援

学級担任ダミー（小・中学校の特別支援学級担任=1, その他=0），時間外勤務時間（0～45 未満 45 以上

～60未満, 60以上～80未満, 80以上～100未満, 100以上の 5区分）を設定した。 

個人属性：女性教諭ダミー（女性教諭=1, 男性教諭=0），教諭年齢（20 歳代～60 歳代までの 5 区分），

最終学歴（大学院修了=1, その他=0）を設定した。 

 

（3）分析戦略 

 研究課題 1の解明においては，強度 ICT不安ダミーの二値変数を被説明変数，属性（3変数），職務環

境（8変数），同僚信頼（1変数），職能開発（1変数）の計 13変数を説明変数とするロジスティック回帰分

析を実施する。研究課題 2 の解明においては，抑鬱傾向ハイリスクの二値変数（カットポイント 10 点以上）

を被説明変数，属性（3変数），職務環境（8変数），同僚信頼（1変数），職能開発（1変数），強度 ICT

不安ダミー（1変数）の計 14変数を説明変数とするロジスティック回帰分析を実施する。研究課題 3は，研

究課題 2の分析モデルに，強度 ICT不安ダミーと 13変数（属性 3変数，職務環境 8変数，同僚信頼 1変

数，職能開発 1変数）との交互作用項を投入することで，調整効果の探索的分析を実施する。 

本研究のデータセットは，個人（教員）と集団（学校）の二層構造となっているため，マルチレベルモデ

ルの適用が望ましいと言える。ただし，以下の 2 つの理由により，シングルモデルとしてデータセットを扱う

こととした。第 1は，調査対象の A県は小規模校がとても多く，学校レベルの個人サンプルを仮に 6名とす
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ると，1000 名以上の脱落が生じる。小規模校の情報を削除することで生じる標本集団の歪みを回避したい。

また，マルチレベルロジスティック回帰分析（一般化線形混合モデル）を実施した場合の Nullモデルにおけ

る抑鬱傾向ハイリスク（推定値.075, SE=.046, p=.104）と ICT強不安（推定値.054, SE=.060, p=.369）に対す

る学校間分散が有意ではない。説明変数の投入によるモデル収束も困難であった。 

 

3．分析結果 

 

（1）記述統計量 

本研究において使用する 15変数の記述統計量は表 1に示す通りである。 

 

（2）強度 ICT不安の規定要因 

 強度 ICT不安の規定要因を探索するため，表 2に示すロジスティック回帰分析を実施した結果，以下の 4

点の知見が得られた。 

 第 1は，属性変数（性別・年齢・学歴）の効果が認められている点である。女性教諭ダミー（Exp(B)=2.548, 

95%CI: 2.109～3.079），教諭年齢 30s（Exp(B)=1.575; 95%CI: 1.126～2.202），教諭年齢 40s（Exp(B)=1.720, 

95%CI: 1.259～2.349），教諭年齢 50s（Exp(B)=2.732, 95%CI: 2.035～3.666），教諭年齢 60s（Exp(B)=3.545, 

95%CI: 2.281～5.503），大学院修了ダミー（Exp(B)=-0.428, 95%CI: 0.462～0.919）において，属性の効果が

認められている。 

 

表 1  記述統計量 

 M SD Min. Max. N 

抑鬱傾向ハイリスク群（≧10） 0.16 0.36 0.00 1.00 3,277 

強度 ICT不安ダミー  0.26 0.44 0.00 1.00 3,277 

女性教諭ダミー 0.58 0.49 0.00 1.00 3,271 

大学院修了ダミー 0.10 0.29 0.00 1.00 3,276 

小学校勤務ダミー 0.65 0.48 0.00 1.00 3,273 

小規模校勤務ダミー（<6） 0.16 0.36 0.00 1.00 3,277 

大規模校勤務ダミー（>24） 0.08 0.27 0.00 1.00 3,277 

勤務校在校年数 3.03 1.96 1.00 11.00 3,276 

小学校低学年担任ダミー                 0.08 0.27 0.00 1.00 3,267 

中学校 3年生担任ダミー 0.10 0.30 0.00 1.00 3,267 

特別支援学級担任ダミー 0.14 0.34 0.00 1.00 3,267 

職能開発 3.70 1.90 0.00 9.00 3,277 

同僚信頼 6.52 1.81 0.00 10.00 3,277 

    % N 

教諭年齢 20s    15.7 513 

30s    17.3 567 

         40s    24.3 795 

         50s    37.8 1,237 

         60s    5.0 164 

時間外勤務時間   0-45    26.6 872 

 45-60    29.2 956 

                60-80    25.7 842 

                80-100    12.7 416 

                100＋      5.8 191 

 



露口：教員の ICT活用不安と抑鬱傾向 

6 
 

第 2は，職務環境変数の効果である。小学校勤務ダミー（Exp(B)=1.435, 95%CI: 1.155～1.781），時間外

勤務時間 45-60（Exp(B)=1.277, 95%CI: 1.027～1.589），中学校 3年生担任ダミー（Exp(B)=1.547, 95%CI: 

1.129～2.119）において効果が認められている。小学校において不安が高い理由としては，端末管理の問題，

操作スキルの問題，集団一斉操作の問題，トラブルの際の支援体制（担外教員が少ない）等が考えられる。

また，時間外勤務時間（0-45基準の 45-60層）については，以下のように解釈できる。45-60層は，時短の

ための業務効率化に対して最も真剣に取り組んでいる層の可能性がある。現行の業務量で 0-45層の達成は

容易ではなく，45-60層が現在の臨界値ではないだろうか。そのため，ICT活用という新たな業務（方法の

変更要請）に対して困難と不安を感じているとする解釈である。中学校 3年生の担任の不安は，高校入試と

の接続性が強く関連しているものと解釈できる。高校入試が CBT（Computer Based Testing）方式となり，

また，出題傾向が思考・判断・表現にシフトされ，ICT活用と高校入試との接続性が確立されると，不安は

低減するものと考えられる。 

 第 3は，職能開発の効果である（Exp(B)=-0.092, 95%CI: 0.870～0.955）。過去 12 ヶ月の間に様々な学習

機会に参加し，職能開発に努めている教諭は，強度 ICT不安を感じる確率が低い。職能開発機会に ICT機

器の活用に関する学習が含まれていると解釈できる。 

 第 4は，同僚信頼の効果である（Exp(B)=-0.131, 95%CI: 0.837～0.919）。同僚との信頼関係を強力なもの

として認知する教諭は，強度 ICT不安を感じる確率が低い。同僚による支援が期待できる状況におかれるこ

との効果と解釈できる。 

特に影響力が強い性別と年齢をクロスした集計（強度 ICT不安出現率，エラーバーは 95%信頼区間）を

実施すると，図 1に示す結果が得られる。性別と年齢を組み合わせると，50歳代以上の女性教員において，

強度 ICT不安の出現率が高いことが確認できる。 

 

（3）強度 ICT不安による抑鬱傾向への直接効果 

抑鬱傾向ハイリスク（≧10）に対する強度 ICT不安の影響を解明するために，表 3に示すロジスティック回

帰分析を実施した。表 3の分析結果には，属性変数，職務環境変数，職能開発変数，同僚信頼変数をコン

トロールした，強度 ICT不安ダミー固有の影響力が示されている。分析の結果，抑鬱傾向ハイリスクに対す

る強度 ICT不安ダミーの有意な影響が認められた（Exp(B)=1.995, 95%CI: 1.595～2.495）であり，強度 ICT

不安を持つことで抑鬱ハイリスクとなる確率が倍増することが示されている。 

また，強度 ICT不安ダミー以外の変数では，教諭年齢 60s（Exp(B)=0.416, 95%CI: 0.210～0.823），中学

校 3年生担任ダミー（Exp(B)=0.644, 95%CI: 0.438～0.947），同僚信頼（Exp(B)=0.676, 95%CI=0.639～0.715）

の 3 変数において，抑鬱傾向ハイリスクの抑制効果が認められている。また，時間外勤務時間 0-45 を参照

基準とした場合の時間外勤務時間 60-80（Exp(B)=1.406, 95%CI: 1.045～1.891），時間外勤務時間 80-100

（Exp(B)=1.893, 95%CI: 1.342～2.671），時間外勤務時間 100+（Exp(B)=2.548, 95%CI=1.656～3.920）は，

抑鬱傾向ハイリスクとなる確率が上昇している。 

抑鬱ハイリスクの回避のためには，強度 ICT不安の抑制とともに，同僚信頼の醸成が効果的でとの結果が

得られている。図 2は，同僚信頼の得点ごとの抑鬱傾向ハイリスク出現率である（エラーバーは 95%信頼区

間(8)）。同僚信頼の得点が高くなればなるほど，抑鬱傾向ハイリスクの出現率は低下している。同僚信頼得

点が「2」を下回ったあたりからハイリスク出現率が 50%を超える危険な状態となることが分かる。 
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表 2 強度 ICT不安を被説明変数とするロジスティック回帰分析の結果 

  

B 

 

SE 

 

Exp(B) 

Exp(B)95%信頼区間 

下限 上限 

女性教諭ダミー 0.935** 0.097 2.548 2.109 3.079 

教諭年齢 30s（ref.20s） 0.454** 0.171 1.575 1.126 2.202 

         40s（ref.20s） 0.542** 0.159 1.720 1.259 2.349 

         50s（ref.20s） 1.005** 0.150 2.732 2.035 3.666 

         60s（ref.20s） 1.265** 0.225 3.543 2.281 5.503 

大学院修了ダミー      -0.428* 0.175 0.652 0.462 0.919 

小学校勤務ダミー 0.361** 0.111 1.435 1.155 1.781 

小規模校勤務ダミー（<6）    -0.032 0.121 0.968 0.763 1.229 

大規模校勤務ダミー（>24）    -0.034 0.158 0.967 0.709 1.318 

勤務校在校年数    -0.019 0.022 0.981 0.939 1.024 

時間外勤務時間 45-60 （ref. 0-45）      0.245* 0.111 1.277 1.027 1.589 

                60-80 （ref. 0-45）     0.091 0.120 1.095 0.865 1.386 

                80-100（ref. 0-45）     0.292 0.153 1.339 0.993 1.806 

                100＋  （ref. 0-45）     0.245 0.220 1.277 0.830 1.966 

小学校低学年担任ダミー                     0.214 0.150 1.239 0.924 1.662 

中学校 3年生担任ダミー 0.436** 0.161 1.547 1.129 2.119 

特別支援学級担任ダミー     -0.008 0.124 0.992 0.778 1.265 

職能開発 -0.092** 0.024 0.912 0.870 0.955 

同僚信頼 -0.131** 0.024 0.877 0.837 0.919 

定数 -1.539** 0.240 0.215 －  －  

  

Cox-Snell R2 .088 

Nagelkerke R2 .129 

Note. N=3,259. ** p <.01. * p <.05.  

 

 

図 1  年齢・性別ごとの強度 ICT不安出現率 
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表 3 抑鬱傾向ハイリスクを被説明変数とするロジスティック回帰分析の結果〔直接効果モデル〕 

  

B 

 

SE 

 

Exp(B) 

Exp(B)95%信頼区間 

下限 上限 

女性教諭ダミー    0.118 0.113 1.125 0.901 1.404 

教諭年齢 30s（ref.20s） -0.080   0.180 0.923 0.649 1.313 

         40s（ref.20s） 0.031   0.169 1.031 0.741 1.435 

         50s（ref.20s）   -0.069   0.165 0.934 0.676 1.290 

         60s（ref.20s） -0.877*  0.348 0.416 0.210 0.823 

大学院修了ダミー 0.152   0.175 1.164 0.827 1.639 

小学校勤務ダミー -0.191   0.125 0.827 0.647 1.055 

小規模校勤務ダミー（<6） -0.137   0.149 0.872 0.652 1.167 

大規模校勤務ダミー（>24） -0.063   0.204 0.939 0.630 1.400 

勤務校在校年数 -0.013   0.029 0.987 0.933 1.044 

時間外勤務時間 45-60 （ref. 0-45） 0.056   0.149 1.058 0.790 1.416 

                60-80 （ref. 0-45） 0.340*  0.151 1.406 1.045 1.891 

                80-100（ref. 0-45） 0.638** 0.176 1.893 1.342 2.671 

                100＋  （ref. 0-45） 0.935** 0.220 2.548 1.656 3.920 

小学校低学年担任ダミー                 0.001   0.207 1.001 0.668 1.501 

中学校 3年生担任ダミー -0.440*  0.197 0.644 0.438 0.947 

特別支援学級担任ダミー  -0.082   0.161 0.921 0.672 1.263 

職能開発    -0.011   0.029 0.989 0.935 1.046 

同僚信頼 -0.392** 0.029 0.676 0.639 0.715 

強度 ICT不安ダミー 0.691** 0.114 1.995 1.595 2.495 

定数 0.474   0.268 1.606   

Cox-Snell R2 .094 

Nagelkerke R2 .163 

Note. N=3,259. ** p <.01. * p <.05.  

 

図 2  同僚信頼得点ごとの抑鬱傾向ハイリスク出現率 
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（4）強度 ICT不安と抑鬱傾向の調整効果 

強度 ICT 不安と抑鬱傾向ハイリスクの関係を調整する変数を探索するため，表 3 のロジスティック回帰モ

デルに，強度 ICT不安とその他の変数との交互作用項（13組）を投入したモデルを構築し，分析を実施し

た。また，最後に，性別・年齢の二側面からの調整効果を確認するために，強度 ICT不安×性別（女性教

諭ダミー）×年齢（20s-60sの 5群）を組み合わせた項（1組）を投入した。合計 14組の調整効果探索モ

デルを構築し，分析を実施した（表 4）。 

交互作用項が統計的に有意であった組み合わせは，強度 ICT 不安×女性教諭ダミー（B=-0.717, p<.01, 

ΔR2=.003）と強度 ICT不安×小規模校勤務ダミー（B=.649, p<.05, ΔR2=.002），強度 ICT不安×女性教諭

ダミー×年齢（20s基準の 50sにおいて B=-0.846, p<.01, ΔR2=.004）の 3組のみであった。これら 3組の調

整効果の詳細は，図 3～図 5に示す通りである。図 3では，男性教諭は強度 ICT不安を持つ場合に抑鬱傾

向ハイリスクとなりやすく，女性教諭は強度 ICT 不安を感じたとしてもそれが抑鬱傾向ハイリスクにつながり

にくい傾向が示されている。図 4では，小規模校勤務教諭は，ICT不安が中弱程度の場合は，抑鬱傾向が

それほど高くないが，ICT不安が強度の場合は，抑鬱傾向が中弱程度の教諭よりも高くなる現象が示されて

いる。図 5では，強度 ICT不安が抑鬱傾向ハイリスクに最もつながりやすい性別・年齢層の組み合わせが，

20s男性と 50s男性であることが確認されている。50s女性や 60s女性は，強度 ICT不安を抱きやすいのだ

が，抑鬱傾向ハイリスクにはつながっていない。OLPC事業の本格始動において真に配慮すべき属性カテゴ

リーが特定されたと言える。 

 

４ ．考察 

 

 本研究では，①教員の ICT活用不安を規定する要因は何か？（誰が ICT活用不安を抱いているのか？ ），

②教員の ICT活用不安は抑鬱傾向に対してどの程度の影響を及ぼしているのか？（その不安は精神的健康

にダメージを及ぼすものか？ ），③教員の ICT活用不安と抑鬱傾向の関係を調整する要因は何か？（ICT活

用不安を精神的健康ダメージに結びつけてしまう条件は何か？ ）の 3点を研究課題として設定した。 

 研究課題 1については，強度 ICT不安が，属性変数（性別・年齢・学歴），職務環境変数（学校種・時

間外勤務時間・担当学年），職能開発，同僚信頼といった多様な変数によって規定されていることが分かっ

た。強度 ICT不安出現のオッズ比に着目すると，女性教諭の 2.548倍，20歳代を基準とした場合の年齢（30

歳代 1.575倍; 40歳代 1.720倍; 50歳代 2.732倍; 60歳代 3.543倍）の効果が顕著であった。性別と年齢を

組み合わせて集計すると，50歳代以上の女性教員において，強度 ICT不安の出現率が高いことが確認でき

た。櫻井他（2011）と同様，性別と年齢の効果が顕著であることが判明した。ベテラン女性教諭の相対的な

態度傾向として，苦手・意識が強く，関心・意欲が乏しく，肯定的に評価できず，懐疑的な視点を持つ確率

が高い（櫻井他 2011）。校内での組織的な ICT 活用推進のためには，このセグメントへの配慮が必要であ

ると言える。 

 この他，学歴，小学校勤務ダミー，時間外勤務時間（0-45基準の 45-60），中学校 3年生担任ダミー，職

能開発，そして，同僚信頼の効果も認められたが，オッズ比は，性別・年齢に比べると相対的に小さな値で

ある。 

学歴については，大学院修了者において強度 ICT不安の出現率が抑制されている。大学院修了者のカテ

ゴリーには，教職大学院と修士課程の双方が含まれており，また，学部卒業者と現職派遣等教員の双方が

含まれている。修士レベル相当の学習を経験した教員は，大卒相当の教員に比べて，より高度な ICT リテラ

シーを習得している可能性があるとともに，環境変化に対する態度がポジティブであるものと考えられる。 
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図 3  女性教諭ダミーの調整効果 

 

表 4 抑鬱傾向ハイリスクを被説明変数とするロジスティック回帰分析の結果〔調整効果探索モデル〕 

 

13説明変数投入後の 

強度 ICT不安との交互作用項 

 

B 

 

SE 

 

Exp(B) 

Exp(B) 

95%信頼区間 

 

下限 上限 ΔR2 

女性教諭ダミー -0.717** 0.233 0.488 0.309 0.771 .003 

教諭年齢 30s（ref.20s）     -0.267 0.409 0.766 0.343 1.707 .001 

         40s（ref.20s）     -0.256 0.371 0.774 0.374 1.603 －  

         50s（ref.20s）     -0.497 0.339 0.608 0.313 1.183 －  

         60s（ref.20s）     -0.376 0.688 0.686 0.178 2.641 －  

大学院修了ダミー      0.204 0.415 1.226 0.544 2.768 .000 

小学校勤務ダミー     -0.055 0.229 0.947 0.605 1.482 .000 

小規模校勤務ダミー（<6）      0.649* 0.304 1.913 1.054 3.473 .002 

大規模校勤務ダミー（>24）     -0.691 0.418 0.501 0.221 1.136 .001 

勤務校在校年数     -0.102 0.059 0.903 0.805 1.014 .001 

時間外勤務時間 45-60 （ref. 0-45）     0.041 0.305 1.042 0.573 1.895 .001 

                60-80 （ref. 0-45）     0.108 0.312 1.114 0.604 2.055 －  

                80-100（ref. 0-45）     0.116 0.362 1.123 0.553 2.283 －  

                100＋  （ref. 0-45）     -0.247 0.489 0.781 0.300 2.037 －  

小学校低学年担任ダミー                      0.001 0.392 1.001 0.464 2.159 .000 

中学校 3年生担任ダミー     -0.657 0.376 0.518 0.248 1.084 .001 

特別支援学級担任ダミー     -0.591 0.326 0.554 0.293 1.049 .001 

職能開発     0.033 0.059 1.034 0.922 1.159 .000 

同僚信頼     0.030 0.058 1.031 0.920 1.156 .000 

女性教諭ダミー×教諭年齢 30s（ref.20）    -0.432 0.392 0.649 0.301 1.400 .004 

女性教諭ダミー×教諭年齢 40s（ref.20）    -0.391 0.302 0.677 0.374 1.223 －  

女性教諭ダミー×教諭年齢 50s（ref.20）     -0.846** 0.244 0.429 0.266 0.692 －  

女性教諭ダミー×教諭年齢 60s（ref.20）   -0.372 0.685 0.689 0.180 2.641 －  

Note. N=3,259. ** p <.01. * p <.05.  ΔR2は交互作用項の増加分から 13変数投入（表 3）の Cox-Snell R2（=.094）を減じたもの。 
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図 4  小規模校勤務ダミーの調整効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  性別×年齢の調整効果 

 

 

0.107

0.265

0.132

0.229

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

非該当 該当

抑
鬱
傾
向
ハ
イ
リ
ス
ク

強度ICT不安

小規模校勤務

その他

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

非該当 該当

抑
鬱
傾
向
ハ
イ
リ
ス
ク
出
現
率

強度ICT不安

男性20s 男性30s 男性40s 男性50s 男性60s

女性20s 女性30s 女性40s 女性50s 女性60s



露口：教員の ICT活用不安と抑鬱傾向 

12 
 

学習による知識更新と適応態度の醸成は，大学院進学に限定されるものではない。本研究では，職能開

発機会の多さが，強度 ICT 不安の抑制効果を有していることが判明している。つまり，学んでいる教員は，

強度 ICT 不安を抱きにくいのである。逆に言えば，学ぶ機会の乏しさが強度 ICT 不安を招いていると言え

る。教員が ICT 活用について学ぶ機会を保障するとともに，学びの場へ向かうモチベーションを高める仕掛

けが必要となる。 

同僚信頼については，先行研究の結果を追認するものとなった（ベネッセ教育総合研究所 2014; 山本・堀

田 2020）。同僚の定義は曖昧であるが，校内における ICT リーダー，ICTサポーターも同僚として捉えると

解釈したい。不確実で困難な状況下での同僚からの支援期待があると，教員の強度 ICT不安は抑制される。

同僚信頼の醸成による強度 ICT 不安抑制は，社会関係資本の視点に立てば，次のように説明できる。ICT

等の新規技術を組織に浸透させるためには，スタッフ間の社会関係資本（対話交流・互酬性規範・信頼）

が重要な機能を持つことが先行研究において明らかにされている（Frank et al. 2004）。学校に社会関係資本

（同僚信頼）が醸成されている場合，新規技術は知識資本として組織に蓄積（ストック）されやすく，スタッ

フによる活用（フロー）も容易である。しかし，スタッフが離散している組織では，新規技術が知識資本化さ

れず，個人内にとどまってしまい，結果として，組織的なイノベーションは発生しない。学校組織では，社会

関係資本を基盤とした校内研修と，校内研修の実施による社会関係資本のさらなる醸成という，好循環サイ

クルを生成することが，イノベーション発生の源泉なるであろう。また，好循環サイクルの中で，より多くのス

タッフ（教員）が知識ストックにアクセスできる状態が成立しているため，不安感も抑止される。 

 研究課題 2については，強度 ICT不安による抑鬱傾向ハイリスクへの影響が認められた。教員が強度 ICT

不安を抱いている場合，抑鬱傾向ハイリスク以上となる確率が約 2倍に上昇していた。これは，属性・職務

環境・職能開発・同僚信頼の視点からの多様な変数を統制した上での結果である。強度 ICT不安は，精神

的健康にダメージを与える不安であり，放置できる類いのものではなく，何らかの対応が必要不可欠の不安

であると言える。 

  表 3 の分析モデルでは，抑鬱傾向ハイリスク出現率を高める要因として，強度 ICT 不安以外に，時間外

勤務時間の効果が認められた。抑鬱傾向ハイリスク（気分障害・不安障害相当レベル）の出現率は，0-45

を参照基準とした場合，60-80 で約 1.4 倍，80-100 で約 1.9 倍，100 以上で 2.5倍に増加していた。時間外

勤務時間が過労死ラインを超過することで，抑鬱傾向ハイリスク出現率がほぼ倍増するという本研究の結果

は，大変衝撃的なものである。強度 ICT 不安から強いからといって，時間外勤務時間において対処しようと

すると，さらに精神的健康が悪化する可能性がある。 

 一方，抑鬱傾向ハイリスク出現率の抑制要因としては，年齢（20s 参照基準の 60s），中学校 3 年生担任

ダミー，同僚支援の 3要因が確認された。これらの要因のうち，抑鬱傾向ハイリスクの抑制が期待できるの

は，同僚信頼であろう（図 2参照）。再任用の 60歳代の教員はプレッシャーが低位である。また，中学校 3

年生担任は，校内人事配置の過程での選抜効果（指導力の高い教員が多いため抑鬱傾向の出現率が抑え

られている）であると解釈できる。教員の同僚信頼による精神的健康への効果については，先行研究におい

て解明されている（たとえば，露口 2016等）。教員個々が抱える強度 ICT不安は，同僚信頼のパワーを用

いて，お互いに支え合い，知識・技術を共有し合うことで，克服する方法が適当であると考えられる。 

 研究課題 3 について，強度 ICT 不安と抑鬱傾向ハイリスク出現率の調整効果変数として，性別，小規模

校勤務，性別×年齢の 3 要因が確認された。女性教諭は，強度 ICT 不安出現率は高いのであるが，不安

が抑鬱傾向ハイリスクに結びつく確率はそれほど高くない。逆に，強度 ICT 不安出現率が低い男性教諭の

方が，抑鬱傾向ハイリスクの出現に結びつくのである。さらに，性別×年齢の調整効果の内容を詳細に見る

と，この傾向は，20歳男性と 50歳代男性においてより顕著である点が確認された。強度 ICT不安を抱きや

すいのは，50 歳代以上の女性教諭であるが，その不安が抑鬱傾向ハイリスクに結びつきやすいは 20 歳代
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男性と 50歳代男性の 2グループなのである。ICT不安による精神的健康の効果については，先行研究（櫻

井他 2011）においても言及されていない。ICT不安のみを測定するため，「ベテラン教員が不安を抱きやす

い」という結論でとどまる。ICT不安と精神的健康の関係にまで踏み込むと，そこには，若手男性教員は ICT

スキルが高くて当たり前という暗黙の了解のもとで，スキルが低調であり，また，スキルを発揮できる状況に

ない学級の状態等に悩む 20歳代男性教員の姿がイメージできる。また，長い教職経験と実践に対する自負

を持つが，ICTスキルの習得とは一線を画してきたベテラン男性教員の孤独と苦悩を感じることができる。 

 

５ ．実践的示唆 

 

ICT活用に係る研修においては，最も不安が強い層（50歳代女性教員）に配慮した企画・運営が必要と

なるであろう。露口（2021）では，都道府県・政令指定都市の教員育成指標において「ICT」のワードが主

として若年層欄に示されており，ベテラン層欄に表記されていない実態を記述している。ICT 活用指導力の

行政研修が主として若年層教員に向けられており，不安を抱えているベテラン層に研修が届かない可能性を

示唆している。ICT活用指導力の育成を全教職キャリアの指標に位置づけ，研修対象として明記する必要が

あると言える。強度 ICT不安は，抑鬱傾向ハイリスク出現率を高める。また，時間外勤務時間の長さも，抑

鬱傾向ハイリスク出現率を高める（過労死ライン超過で約 2倍）。そして，同僚信頼は抑鬱傾向ハイリスク出

現率を低下させる。こうした知見から，抑鬱傾向ハイリスク出現率を低下させるためには，校内での相互交流

型・体験型研修の有用性が示唆される。校内研修の工夫で，同僚信頼がさらに向上し，教員相互が学び合

う中で強度 ICT不安も低下するものと考えられる。校内研修の全体的な方向は，ベテラン教員重視の体験型

研修で良いと思われるが，20 歳代男性と 50 歳代男性への個別的支援も，校内研修のコーディネーターは

視野に入れる必要がある（これら 2 つの属性グループは，強度 ICT 不安が抑鬱傾向ハイリスクに特に結び

つきやすい）。 

また，校内研修の場面では，ICT活用が得意で，なおかつ行政研修で力を付けた若年層教員が，校内研

修等の機会において中堅・ベテランをリードする場面の設定が効果的であろう。ベテランが若年層を指導する

という役割固定型のメンターシステムではなく，習得すべき資質能力や研修内容に応じて，若年・中堅・ベ

テランを問わず，多様な教員が指導にあたる分散型メンターシステムの構築が，GIGAスクール事業下では，

有効であると考えられる。ベテラン教員の不安は，ICT リテラシーやデータリテラシーの不足と，教育アプリ

の未体験に由来するようである。こうした特性を踏まえた上で，体験型でベテランにも容易に理解可能な校内

研修の企画と運営の開発が期待される。信頼関係は，協働活動を通して為される相互支援・恩義の貸借に

よって生成される互酬性規範を基盤とする（露口 2016）。中堅教員層の数が少なく，若年層とベテラン層が

支配的な地方都市の学校では，分散型メンターシステムの機能化による互酬性規範の醸成が，双方の信頼

関係をより強固なものにする可能性が示唆される。 

 Society5.0が描くデジタル社会に対応するためには，高度なデジタルリテラシーが必要である。Ng（2012）

のモデルを参照すると，デジタルリテラシーとは，ICT リテラシー（技術レベル：PC・ICT活用スキル），デ

ータリテラシー（認知レベル：プログラミング思考，STEAM），メディアリテラシー（社会関係レベル：多元

的受信と批判的解釈，個人的・社会的に価値あるコミュニケーション）の 3 要素の交差点に位置けることが

できる。デジタルリテラシーを多様な学習場面において指導力として発揮できる教員養成・研修が求められ

ている。ICT活用は，これまでの学習・教授観（方法）の転換を迫る部分もある。また，校務・業務効率化

を飛躍的に推進する可能性を持つ。デジタルリテラシーは，学部レベルの養成教育では単位数の制約等から

十分に対応することが困難である。学部卒業者は大学院（特に教職大学院）での学びを，そして，現職教員

においては 40歳代までにリカレントによる学び直しを実施することが望ましい時代にあると言える。 

学習による職能成長機会が豊富な教員は，強度 ICT不安を抱く確率が低いことも，本研究を通して明らか



露口：教員の ICT活用不安と抑鬱傾向 

14 
 

となった。学び続ける教員は，大きな環境変化に対しても，不安を抱くことなく，職務を遂行している。研修

体制が十分に整備されていない調査実施時点（2020.11）において，不安を感じていない教員の多くは，自

主研修に勤しんでいたはずである。自ら書籍，WEBサイト，公開講座等に参加し，近未来に備えていた可能

性は高い。そして，校内には，自主研修とその知見に基づく新たな実践を奨励するリーダーと組織文化が存

在したのであろう。 

  

６ ．限界と展望 

 

 最後に，本研究の限界と今後の展望について言及しておく。 

 第 1は，本研究の母集団の考慮である。たとえば，公立小学校教員について調査対象の A県は，都市部

（40歳前後）とは異なり，教員の平均年齢が 46.0歳と高い（全国平均は 42.6歳）(9)。50歳代教員の構成

率が高い自治体での調査結果である点に留意すべきである。外部妥当性の関心に配慮した結果の読み方が

必要となろう。 

 第 2は，ICT 活用不安の構成要因の解明とその効果の検証である。本研究では，漠然とした不安感情を

測定しているが，ICT 活用のどの次元（知識・スキル，授業での活用，不適切利用，情報モラル等）何に

ついての不安を測定しているのかが不明瞭である。不安の内容について踏み込む調査研研究が必要となる。 

 第 3は，学校や自治体レベルの分散の考慮である。ICT活用は，教員間・学校間・自治体間で大きな分

散が発生すると予測される。本研究では，分析モデルに組み込めていないが，多様な集団レベル間での ICT

不安格差の解明とともに，ICT推進格差の解明についても挑戦する必要がある。 

 第 4は，介入研究の実施である。ICT活用指導力を底上げし，ICT活用不安を抑制する校内研修プログ

ラムを開発し，その効果を検証する実践研究の展開を今後，実施したい。 

 

註 

(1) MIT（Massachusetts Institute of Technology）を拠点とする NPOの事業。教育の機会均等を目指して開発途上国を中

心とする世界 60カ国において一人一台事業を展開している。https://www.onelaptopperchild.org/ 

(2) https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_syoto01-000003278_1.pdf 

(3) Ng（2012）のデジタルリテラシーの 3要素モデルによる。 

(4) RCT（Randomized Controlled Trial），準 RCTの調査デザインが一般的である。分析方法としては，非連続回帰デザ

イン，差の差分析，二段階最小二乗法，傾向スコア法，操作変数法等の多様な方法が使用されている。 

(5) たとえば，新潟市教育委員会では，GIAG スクールについての不安を 2020 年 8 月に調査（N=579）している。不安の

上位としては，情報モラル上の問題，職員間で活用状況に差が出ないか，自分が使いこなせるか，使いやすい環境が整

備されるか，トラブルで授業が止まらないか等があげられている。 

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/gakko_keikaku/support.files/20200908GIGA- SUPPORT.pdf 

(6) 回答者の個人的・集団的属性は，以下の通りである。性別は，男性 45.7%，女性 54.3%。年齢は，25歳未満 5.3%，25

歳以上〜30歳未満 10.0%，30歳以上〜35歳未満 7.1%，35歳以上〜40歳未満 7.4%，40歳以上〜45歳未満 8.2%，45

歳以上〜50歳未満 12.4%，50歳以上〜55歳未満 22.0%，55歳以上〜60歳未満 21.0%，60歳以上 6.5%。職位は，校

長 6.7%，教頭 7.1%，主幹教諭 1.1%，教諭 67.7%，養護(助)教諭 5.7%，講師(常勤)3.2%，講師(非常勤)2.5%，学校事

務職員 4.7%，その他 0.4%。学歴は，大学卒業 85.2%，大学院修了(教職大学院を除く)6.4%，教職大学院 2.5%，その

他 5.9%。学校種は，小学校 64.0%，中学校 36.0%。学校規模(特別支援学級を除く学級数)は，6学級未満 17.9%，6-11

学級 33.6%，12-18 学級 29.0%，19-24 学級 12.2%，25-30 学級 4.8%，31 学級以上 2.5%。在校年数は，平均 2.77 年

（標準偏差 1.92年，標準誤差 0.03年）。 
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(7) 対面式の講座やセミナー，オンライン上の講座やセミナー，教員や研究者による研究発表，教育問題に関する議論をする

会議公式な資格取得プログラム，他校の⾒学，学校の公式な取組である同僚の観察・助⾔⼜は⾃⼰観察・コーチング活

動，教員の職能開発を目的とする研究グループへの参加，専門的な⽂書や書物を読むこと，その他大学院派遣等; 各項

目について具体的な例を提示した。 

(8) 各カテゴリー（N）は，0(21), 1(20), 2(45), 3(90), 4(192), 5(555), 6(546), 7(774), 8(671), 9(277), 10(96)である。 

(9) 学校教員統計調査令和元年度版による。 
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１ ．課題意識と目的 

 

 教師ストレス研究の議論展開の起点に教師の精神疾患による病気休職者数(以下「精神休職」)に関する公

刊統計がよく紹介される。これは現在，『教員人事行政状況調査』1)として毎年末に前年度統計が公表されて

いるデータを用いている。本稿はこれに『学校教員統計調査』2)が公表する精神疾患による病気離職者数(以

下「精神離職」)を集計し，精神休職と精神離職の基本的な比較を行うことを目的とする。その上でこの基本

的なデータを表計算ソフト Excelの形式で『日本学校改善学会ホームページ』「活動内容 データベース公

開アーカイブ」(http://j-sira.jp/activity/)で公開することとした。なお，本稿で【 】表記をするものは Excel

シートもしくは Excelブックの名称を示す。あわせて，本稿は引用を除き「教師」で用語を統一するとともに，

公刊統計の名称については『 』表記をする。 

 さて，管見の限り精神離職の公刊統計を用いた先行研究はみあたらず，若手幼稚園教諭の離職に関する

公立と私立での比較報告が存在(高木・川上 2013；高木 2017)する程度である。 

 一方，先述のように精神休職の公刊統計は社会問題としても認識がなされ追加分析を加えた研究も豊富

特集論文 

要約：3年に一度行われる『学校教員統計調査』では精神疾患を含めた理由別離職者数が

公開されている。精神疾患による病気休職に関する公刊統計の分析は多数存在するが，この

教員の離職に関する詳しい検討はなされていない。そこで，基礎的検討として『公立学校教

職員の人事行政状況調査』に基づく精神疾患による休職と離職の比率の対比を行う。 

 令和元年度『学校教員統計調査』における『教員異動調査』で公表されている【離職の

理由別 年齢別 離職教員数】を分子に，『学校調査』における【年齢別 職名別 本務

職員数】を分母に参照する【離職出現率】を作成した。これらを集計し検討した。 

 令和元年度『公立学校教職員の人事行政状況調査』の【病気休職者の学校種別・性別・

職種別・年代別状況(教育職員)】で示される精神疾患休職者に関する表と同様の属性比較

を行う精神疾患病気離職者に関する表を作成した。その上で精神疾患による病気休職出現率

は年代別に差はないが，離職出現率は 20代前半が大きいことが示された。このような背景

と課題を考察した。  

 

 

キーワード 

教員異動調査 

精神疾患 

離職理由 

 

http://j-sira.jp/activity/
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である。特に保坂(2008).が自治体ごとの教師数を分母に，精神休職を分子にすることで精神休職発生率を算

出して以来，多様な分析・検討がなされてきた。特筆すべき研究を２ 点紹介したい。高原(2015).は独自に

個人対象調査で得た「職場環境認知」と「ストレス反応」を自治体単位で投入し，精神休職率を説明変数と

するマルチレベル分析を行っている。この結果，都道府県ごとのストレスと精神病休の影響過程は小学校教

師では説明がつくが，中学校教師では説明がつきにくいこととを報告している。加えて，自治体において非正

規教員構成率の高い自治体などの条件でストレスや精神病休の影響過程が強くなりやすいことなどが示され

ている。また，神林(2017).は「教員の心理的負担増大をもたらした指導環境変容」と題して，精神休職者数

同様に毎年公表されている様々な公刊統計を投入しパネルデータ分析による縦断的検討を行い 90年代後半

の学校メンタルヘルス環境の深刻化を明らかにした。この結果，90年代後半の問題点として生徒指導と家庭

環境，非正規教員の構成比などの職業構造の変化とともに財政的手厚さが精神休職増加を支える原因とな

っていることが論じられている。 

 このような分析がなされる中で精神休職に関する公刊統計の公表形態についても進化が続いている。2013

年末公開の「病気休職者の学校種別・年代別・性別・職種別状況（教育職員）（平成 24 年度）」(文部科

学省 2013).からは属性別に精神休職の内訳が提示されはじめた。最新の『令和元年度公立学校教職員の人

事行政状況調査について』「1-3.病気休職者の学校種別・性別・職種別状況(教職員)」(以下「精神休職表

1-3．」)(文部科学省 2020）.では小学校と中学校，高等学校，中等教育学校，義務教育学校，特別支援学

校という６ 校種別や，性別，６ つの職種別，４ つの年代別の比較が示されている。 

 本報告ではこの「精神休職表 1-3.」の属性別の精神休職率と対比できるように精神離職率を集計し比較と

議論を行う。精神離職率については令和元年度『学校教員統計調査』(e-STAT 政府統計の総合窓口 

2021).(2021年 3 月 25 日公開)においては「離職の理由」の「病気のため」の内数として「うち精神疾患に

よる」とする教員数が 11の校種（こども園と幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教

育学校，特別支援学校，特別支援学校（視覚），特別支援学校（聴覚），特別支援学校（知・肢・病））と

性別，５ 年区切りの９ 段階の年代別の離職実数が公開されている。これらをデータセットとしてまとめること

とした。単純な集計ではあるが少し複雑であるため，表計算ソフト Excelで複数シート間の集計と計算を自動

的に行う，いわゆる串刺し計算の Excelブックを作成しデータセットを公開しつつ概要を報告する。 

 

２ ．方法  

 

（1）分析データ『教員異動調査』と『学校調査』の概要 

令和元年度『学校教員統計調査』(以降,分析は当該年度のものを用いる)の公刊統計の２ 次分析を自動的

に行う Excelブックをまず作成する。『学校教員統計調査』は図 1.の示すように『学校調査』と『教員個人調

査』，『教員異動調査』の三部構成になっている。これらを集計し精神離職率を算出し精神休職率と比較した

い。 

 教師の精神離職の集計は『教員異動調査』の 11校種ごとに Excelワークシートで公開されている【離職

の理由別 年齢区分別 離職教員数（2019 年度）】を分子の参照元とする。また，学校ごとの教師の総数

に関する統計は『学校調査』の【年齢別 職名別 本務職員数】と名付けられた Excelブックの中で 11校

種ごとの Excelワークシートを分母の参照元と扱う。ところで，精神休職表 1-3.は分母に毎年の 10月１ 日時

点の状況を集計した別の公刊統計『学校基本調査』の教師数を参照しているが，本稿は『学校教員統計調

査』での『学校調査』に基づいて集計していることに留意されたい。 

 

（2）『学校教員統計調査』の概要と集計方法 

 『教員異動調査』と『学校調査』を包括する『学校教員統計調査』の概要は文部科学省ホームページ「学校

教員統計調査-調査の概要」が詳しい。平成元年度調査以降は Excelによるデータが公示されており，平成 22年
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度調査から「離職の理由」として従来の「病気のため」として報告されていた数字に内数として「うち精神疾患」

が報告され始めた。 

 本報告のデータセットである Excelブックの全体像を図 1.に示す。なお，本稿は精神疾患表 1－3．の精神休職

と対比した精神離職の議論のみを行う。本稿では紙幅の都合上報告できないが 11校種や４ 校種の私立学校の状

況は大変示唆に富んでおり，是非とも公開する【離職出現率集計ブック】を確認していただきたい。 

まず，【離職理由】を集計し，積み上げグラフで概要を把握するワークシートを 11 校種で作成する。離職理由に

は「定年」と「病気休職」，「病気休職うち精神疾患」，「死亡」，「転職」，「進学」，「家庭の事情」，「職務問題」，

「その他」の９ つの離職理由ごとに集計がされている。また，年代別には「25歳未満」から「65 歳以上」まで

の５ 年区切り 10区分ごとに実数が整理されている。加えて，男女別にも分けて実数記録がなされている。この数

字を参照する表にいわゆる Excel の串刺し計算を用いたワークシートで「精神疾患以外の病気」と「精神疾患」

を集計しなおす実数の表を設ける。 

 次に，各学校の年代別と性別の総数の中での【出現率】を算出するワークシートを 11 校種で作成する。前述

の「離職理由」と年代・性別に基づく離職者実数を分母にしつつ，『学校調査』の当該学校種のワークシートにお

ける年代と性別ごとの教員数「計」と「男」「女」の３ つの列を分母にする。これにより当該属性の全教員数あた

りの離職率の集計がなされる。 

 11 校種分の【離職理由】と【出現率】シートのうち精神休職表 1-3.のような６ 校種分を１ つにまとめる【精神

疾患休職離職比較】のワークシートを作成する。なお，前述のように精神休職も精神離職も比率計算のために分

母に『学校基本調査』の数値を用いて再計算をしているため，本稿が算出する精神休職率は精神休職表 1-3．で

の率を食い違いが生じることを留意されたい。 

 本稿が用いるデータは公刊統計であり公示されたものである。そのため，分析・学術発表を行うこと自体に著作

権などの倫理的問題が生じるとは考えにくく第一執筆者の所属する組織の研究倫理委員会も倫理上の審査を不要

と判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 心理的負担をもたら教員業務に関する国際比較 
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本稿で作成した Excelでのデータ集計は守秘義務がなく，筆者に著作権があるものでもない。そこで，本

調査研究で用いた図表だけでなく，掲載しきれなかったデータの内容についても Excel ブックの形式で公開

する。なお，この Excel ブックの内容には著作権がないため追加分析を制限することはなく研究等の利用を

推奨するとともに，筆者への相談・了解等も不要である。 

 

３ ．結果 

 

（1）精神休職率と精神離職率の比較 

まず，精神休職表 1-3.の分母を『学校調査』のものに修正した。精神休職率と精神離職率の学校種比較

を行ってみよう（表 1）。義務教育学校も中等教育学校も他校種と比べ概ね実数量が少なく統計的安定性に

欠ける。そのため，分析に耐えられないものと判断し議論から外すこととした。その他４ つの校種を比較して

みると小学校と中学校，特別支援学校の精神休職と精神離職の比率はおおむね６ ：１ といえる。一方で高

等学校は同比率が 9：1程度である。 

次いで，精神休職率と精神離職率の性別（表 2）と年代別（表 3）比較を見てみよう。表２ の性別比較で

いえば精神休職率も精神離職率も男性の比率より２ 割程度高い数字を女性が示している。 

表 3の年代比較でみれば，精神休職率が各世代で共通して 0.6～0.7%代であるのに対し，精神離職率は

20代のみが他世代より 2～3倍の高さであることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神休職A 精神離職B 在職者数C 精神休職率A/C 精神離職率B/C
小学校 2647 457 375653 0.70% 0.12%
中学校 1387 242 210526 0.66% 0.11%
義務教育学校 21 1 3186 0.66% 0.03%
高等学校 768 83 158479 0.48% 0.05%
中等教育学校 6 0 1712 0.35% 0.00%
特別支援学校 649 62 70809 0.92% 0.09%

計 5478 845 820365 0.67% 0.10%

精神休職A 精神離職B 在職者数C 精神休職率A/C 精神離職率B/C
男性 2382 374 398608 0.60% 0.09%
女性 3096 471 421757 0.73% 0.11%
計 5478 845 820365 0.67% 0.10%

精神休職A 精神離職B 在職者数C 精神休職率A/C 精神離職率B/C
20代 832 295 135348 0.61% 0.22%
30代 1477 180 201993 0.73% 0.09%
40代 1380 111 184395 0.75% 0.06%
50代以上 1789 259 298629 0.60% 0.09%

5478 845 820365 0.67% 0.10%

表 3 年代４ 区間ごとの精神休職率と精神離職率 

 

表 2 性別ごとの精神休職率と精神離職率 

 

表 2 学校種ごとの精神休職率と精神離職率 
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（2）精神離職率に注目した学校種と年代の詳細比較 

 精神休職表 1-3.とその追加分析といえる表３ は「20代」と「30代」，「40代」，「50代以上」という４ 区分の枠

組みである。『学校教員統計調査』についてはより詳細に年代を 10 区分ごとに集計がなされているので，この区

分での精神離職の状況を確認してみたい（表 4）。 

 25 歳未満という区切りをみれば小学校も中学校も高等学校も精神離職率は 0.3%台と表１ と比べて印象が変わ

る。25歳以上 30歳未満において他の校種より大きく精神離職率が下がる高校と 30代以降に下がる他の学校種と

いった交互作用的な推移の違いが理解できる。 

 『教員異動調査』の離職理由には精神離職以外にも８ 種類の離職理由を分けて離職者実数が集計されている。

そこで，20代の精神離職率の高さをより詳しく探るために 25歳未満の４ 校種の離職理由９ 種の比率をみてみよう

(表 5)。表５ より学校種によって多少の率のばらつきがあるが，いずれも相応に高い離職数を占める理由として「転

職」と「家庭の事情」，「その他」がある。精神離職率が 0.3%程度であるのに対し，この３ つの合計として小学校

は 1.6％で中学校では 2.5%，高等学校で 2.7%，特別支援学校で 2.6%である。 

20代，特に 25歳未満において精神離職率は学校種での多少の差はあるが，30歳以降と比べ２ ～３ 倍以上の高

さである。ただ，これは精神離職だけではないことを踏まえて議論を行う必要があるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25歳未満 25-30歳 30-35歳 35-40歳 40-45歳 45-50歳 50-55歳 55-60歳 60-65歳 65歳以上 合計

A精神離職 77 95 54 45 37 21 38 70 19 1 457

B年代人数 20718 51512 51150 45890 38619 40475 50932 58882 16854 621 375653

C全体あたり年代人数 6% 14% 14% 12% 10% 11% 14% 16% 4% 0% 100.0%

A/B精神離職率 0.372% 0.184% 0.106% 0.098% 0.096% 0.052% 0.075% 0.119% 0.113% 0.161% 0.122%

A精神離職 24 58 27 22 18 13 32 44 4 0 242

B年代人数 7375 26527 29427 24026 21525 24435 28087 37270 11451 403 210526

C全体あたり年代人数 4% 13% 14% 11% 10% 12% 13% 18% 5% 0% 100.0%

A/B精神離職率 0.325% 0.219% 0.092% 0.092% 0.084% 0.053% 0.114% 0.118% 0.035% 0.000% 0.115%

A精神離職 12 13 9 5 6 4 12 20 2 0 83

B年代人数 3553 14192 16275 15440 17865 21220 24007 33886 11497 544 158479

C全体あたり年代人数 2% 9% 10% 10% 11% 13% 15% 21% 7% 0% 100.0%

A/B精神離職率 0.338% 0.092% 0.055% 0.032% 0.034% 0.019% 0.050% 0.059% 0.017% 0.000% 0.052%

A精神離職 6 10 14 4 5 6 7 8 2 0 62

B年代人数 2524 8300 9509 8809 9129 9823 9461 10214 2925 115 70809

C全体あたり年代人数 4% 12% 13% 12% 13% 14% 13% 14% 4% 0% 100.0%

A/B精神離職率 0.238% 0.120% 0.147% 0.045% 0.055% 0.061% 0.074% 0.078% 0.068% 0.000% 0.088%

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

特
別
支
援

表 4 年代 10区分と学校種ごとの精神離職率の比較 

 

表 5 25歳未満の離職理由 
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４ ．総合考察 

 

（1）精神離職率と精神疾患休職率の 20代における差の大きさ 

1）若手世代の精神疾患と離職に関する議論 

まず本報告が扱った数字は本務者における数字であることを抑えておきたい。この定義にはフルタイム勤務の臨

時任用・講師を含んでいる。一方，臨時任用・非常勤講師は兼務者として扱われてはいない。 

採用試験に合格した教諭以降は全員が管理職候補として昇給と職能成長をつづけるという職能給制度に基づく待

遇を受ける。この雇用状況で精神疾患となった場合は治療を受けはじめ，勤務に耐えなくなると有給休暇を消化，

ついで病気休暇，病気休職になり，数年単位で回復しない場合は離職という職能給制度の待遇による過程を経る。

しかし，職能給制度ではない職務給制度の雇用である臨時任用の場合は本務者であっても概ね年度単位の契約

となり，現実的に年単位の病気休職はほとんど成立しない。森部(2007)を読む限り，精神疾患による有給休暇も取

得しづらい事例が多くを占めるのではないかと予想できる。 

『教員人事行政状況調査』も『学校教員統計調査』も本務者つまり講師等を実数として集計されている。前者

より換算される精神休職率は講師等が分母に入りながら，精神休職が許されない点で分子には入りえないため，

低く数字があらわされる傾向が存在すると想像できる。しかし，精神離職については講師も集計され数字が大きく

なりやすくなると考えられる。特に，教員採用試験合格前の本務者が多い 20 代では他世代よりこの大きさが目立

と想像できる。精神離職のみに注目してより詳しい年代でみても 25歳未満が特に精神離職が高いことが示された

ことはこの証左といえるかもしれない。 

ところで，教員における初年次やリアリティショックに関する先行研究は多様な研究が蓄積されているためそれら

の議論を概観しておきたい。 

松永・中村・三浦・原田(2017).は新任教師の「リアリティ・ショック尺度」を作成し，不安や抑うつを規定する

ことを確認している。また，小・中学校の管理職５ 名に自由記述調査を行った松永ら(2021).では認知の変化の多

様さをあげて，実用可能な心理的支援体制を分類し提案している。大前(2015).は多様な世代の小学校教師にリア

リティ・ショックに関する質問を行い，課題の多くが教職課程での技能・能力面での訓練の不足としている。 

「教職に就いた直後」をイメージしているリアリティ・ショックに比べて教員採用試験合格初年度を意味する初任

者教師研究についてもみてみよう。宇都・今林(2005;2006;2007).はある県の高校教師の初任者研修で量・質両面

の調査を行い，一貫して短期間に前向きにも後ろ向きにも世界観が大きく変化する傾向をまとめている。曽山(2014).

は９ 人の初任小学校教師の１ 年間のインタビュー調査を行い，量的にあらわしにくい１ 年間の「発達過程の個人

差」(p.319)を指摘している。唯一，若い世代の前向きな視点を議論しているのが片岡(2019).で，A市の小・中学

校 63名の新任教師に質・量両面の調査を２ 年間かけて実施している。ここでは幸福感といった個性的な質問を行

い，初任者教員の適応力の高さを強調している。 

リアリティ・ショックはどちらかといえば調査対象を 20代前半ごろと曖昧に定め，職業への態度変容を尋ねる研

究からなる。初任教師研究は教育行政や研修制度に沿って能力開発などの改善を意図し，能力開発を考える傾向

がある。視点は異なるがいずれにおいても，20代の適応と不適応にお関する変化の振れ幅の大きさは一致した結

論であるといえよう。両概念ともに良く変化すればキャリア適応や能力開発となり，良くない変化が起きれば不適

応や本稿で見たようなストレスの蓄積の結果としての精神休職，精神離職といえよう。 

しかし，リアリティ・ショック研究においても教諭(職能給)と講師・常勤講師(本務者ながら職務給)，非常勤講師

(本務者と扱われない職務給)を比較し考える言及はあまりなく，例外的に片岡(2019).が大量退職による大量採用

が不適応の背景という懸念を伝えている。この片岡の懸念は少し想像を広げれば，大量採用時代に臨時任用を経

ずに教諭として採用される比率の大きさが離職を考えずに不適応のままとどまってしまうことの懸念なのかもしれ

ない。 

2）職能給制度の中の休職と離職という視点 

我が国の大卒雇用の主要部分を占める職能給制度は海老原(2013).が詳しい。日本型雇用の特性として①給与
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は職務ではなく人のキャリアの展望で設定されるために，②正社員などの職能給では全員が幹部候補としての待

遇がなされ，相応の貢献と発達が要求される，の２ 点が挙げられている。また，濱口・海老原(2020).は労働運動

史の中で世界的な雇用と労働の形態を議論している。この中で相対的に雇用・待遇が安定している日本の職能給

制度の光の部分がある一方で，このことが人件費抑制と労働の質・量を過剰に要求する影の性質も持つと指摘し

ている。そのため，国民健康保険より厚生年金・健康保険であり，着実な昇給による生涯年収の展望を望める待

遇の維持を労働者が切望するがゆえに，無理な労働を担ってしまいやすいいわゆるブラック労働の仕組みを説明

できる。 

また，例えば『「死ぬぐらいなら会社を辞めれば」ができない理由』(ゆうきゆう作画・汐街コナ原作)という題名

の若者向けの漫画がある。そこでは「精神疾患になって休職させてもらえる」待遇は「精神疾患になってすら辞め

られない」日本の職能給の実態であるとも紹介する。つまり，若い労働者にはその職を辞めて再出発するという選

択肢が他の世代よりも有意義であり，そのこと自体に気づくことも価値があるといえる。休暇と休職は労働者を助け

る待遇であるが，事例によっては自殺や過剰な健康悪化よりは離職が最適解になることもあり得るといえよう。 

この辺りを考えれば 20 代という他の年代よりも職業選択を再設定できる適応力の高い状況とともに，職能給で

はないため精神疾患となっても休暇や休職が得られず離職をする臨時任用教員の課題を今後それぞれ議論する

必要があろう。またこの対比として，職能給ゆえの休暇や休職が得られやすいものの，離職し他の職を展望するこ

とが相対的に困難な 30代以降の教師らの精神疾患などの課題の考慮も有意義であろう。 

3）離職は「望ましくない説明変数」なのか？  

 ところで，「離職は悪いことなのか？ 」について少し省察的に考える必要がある。筆者らは教師個々人のキャリア

支援という視点に立てば「寿命を大きく縮めるぐらいなら仕事を辞めた方がいい」さらに「若い時にこの見通しや決

断が得られた方が有利である」と考えている。一方で学校経営や教育行政の立場での教職員人事における費用対

効果で考えれば「離職は社会的な効率の悪い改善すべき課題」ということになろう。社会的効率の悪化を防ぐ職

能給制度の利点や取組，規範は今後も重視しながらも，同時に離職の必要な教師の支援も可能にするような議論

が有益なのかもしれない。教職員人事制度と個人のキャリアのいずれをも包含する学校改善研究がこの葛藤につ

いて両論併記的な議論を可能にするともいえよう。 

 精神疾患の教師を多数支援した精神科医の中島(2004).は“本人や学校，子供の未来のために教職を去ったほ

うがいい教師”にその趣旨をあえて指摘することの重要さを強調している。死去の直前まで教職支援に従事し続け

た中島医師のような人物にはこのような指摘を行う資格があるが，大変難しい指摘である。一方で筆者も含めて多

くの研究者や教育行政関係者は学校改善に関して無邪気に教師のさらなる努力・多忙ばかりを要求してきた観も

あり，その限界が教師の精神疾患であり，教師の働き方改革であり，学校がブラック企業のように語られたうえで

の離職という選択肢の議論である。“教師が離職を思いとどまる”議論には“教師の職の魅力を増す対策”と“教

師の努力・多忙化以外の学校改善を支える資源開発”の議論であろう。何ごとも変化や適応の余地のある若手教

師が“自分のためにも教職を去る”選択肢があることを深刻に受け止めていく必要があると考えられる。 

 青木(2021).は「文部科学省は財務省との折衝で教育・学術・科学技術予算を漸進的に決める今の仕組み以外

にないと思い込んでいる。そのため，予算がないのに「世界に伍する教育」を達成するおよそ実現不可能な目標

が設定されてしまう」(p.264)と指摘する。今後の教師のメンタルヘルスや学校改善を考える際は予算や段取りさら

に，“今の仕組み以外の仕組み”についても議論する必要がある。 

4）今後の課題 

 今後の課題として２ 点を指摘したい。 

 １ 点目は本稿の限界である。本稿はあくまで公刊された精神休職と精神離職の発生率の比較を目的とした。学

校改善における教師のストレスという領域を考えた際に精神疾患という結果に関わる問題は重要ながらごく限られ

た問題である。 

 その限られた問題の中でも公刊統計のデータは情報量が多い。本稿は 11校種，10年齢区分，性別，私立学

校の状況などのデータセットを整理したが，分析しきれていない課題が多い。例えば，『学校教員統計調査』の

『教員異動調査』における「離職の理由別 年齢区分別 離職教員数」においてそれまで「病気のため（の離
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職）」の内数として精神疾患の離職者数の公開は平成 22 年以降行われ，本稿で取り上げた令和元年版まで実に

4度の縦断的報告がなされている。さらに，『教職員の人事行政状況調査』については平成 28年以降で精神疾患

による病気休暇者数の公開も行われておりこちらも実に 4度の縦断的報告がなされている。これらの追加の分析や

発展的議論をめぐる作業を読者にゆだねたいので本分析ブックを公開したい。 

 今後は基礎的な分析も交えつつ，順次本学会のデータ公開として精神疾患による病気休暇と精神疾患による病

気休職，精神疾患による病気離職の全国データとともに各県ごとの精神疾患による病気休職を縦断的に検討可能

な Excel の形式で公開していきたい。また，これらのデータは全数調査であり標本調査が母数を想定する際の検

定などが行い得ないが 5)今後の時系列の分析は検定に代わるような分析指標も交えて心理学や経済学，社会学と

も議論した分析が不可欠である。今後時間をかけてこれらのデータセットをデータベースとして蓄積していくので

是非とも追加の積極的な分析と考察を読者には広くお願いしたい。 

 ２ 点目は公刊統計に関する今後の期待・要望でもある。『教員人事行政状況調査』は 4区分の年代と 6つの学

校種の集計がなされていた。『教員異動調査』では 10区分の年代と 11の学校種の集計がなされていた一方で職

種別の区分はなされていなかった。さらなる公刊統計の詳細な公開として職種別や学校種別，年代別などのでき

るだけ詳細な公開形式の工夫を国や地方公共団体には是非考えてもらいたい。 

 現時点では集計されているものの抽出できない教師の職種として養護教諭や栄養教諭など様々な学校に人事

異動で就く職種は学校ごとに集計される調査の構造上把握できない。さらに，考察でふれた採用前の非講師や講

師・養護助教諭も公刊統計で是非，集計し公開するような改善を考えてもらいたい。 

 最後に，2019 年の学校教育法施行規則改正により正式に学校の専門職として定義されたスクールカウンセラー

とスクールソーシャルワーカーは教師ではない専門職としての教職員である。本稿は本務の教師しか議論の対象

にできなかったため他の学校を支える教師や教職員の状況が分からず残念である。今後の教職論は「教師という

職域の議論」ではなく，「教職員という複合職域の議論」に発想を改め，広く教職員のメンタルヘルスを研究する

必要があろう。 

  

註 

1）本稿で比較する『学校教員統計調査』が令和元年度版であるため，2022年２ 月現在公開済みである令和２ 年度版ではな

く令和元年度版『公立学校教職員の人事行政状況調査』の文部科学省 HP で公開内容を分析の対象とする

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820_00002.htm)。この調査は分限処分や懲戒処分，管理職登用状

況など多様な報告を行うものであり実に 34の報告書（PDF）から構成されている。本稿が参照するのは「1－3 病気休職

者の学校種別・性別・職種別・年代別状況（教育職員）」(https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-

000011607_03.pdf)の(1)学校種別，(2)性別，(4)年代別の表を基とする。「1-3」においても(3)職種別は『学校教員統計調

査』における精神離職者数の報告で属性分類がなされていないので分析対象としていない。また，都道府県ごとの精神病

休者数は「1-4」(学校種別)，「1-5」(性別)，「1-7」(年代別)ごとに報告されているが『学校教員統計調査』の精神離職者

数は都道府県ごとの公開がなされていないので分析がしえない。なお，精神疾患による病気休職以前の病気休暇者数は

都道府県集計で「1-11」(学校種別)，「1-12」(性別)，「1-15」(年代別)ごとの報告されており，都道府県別の精神疾患によ

る病気休暇者数を合計すれば本稿追加の分析も可能である。これらについては今後のデータベース化も含めた分析課題と

したい。 

2）３ 年に一度公示される『学校教員統計調査』は『統計で見る日本 (e-Stata)』の「学校教員統計調査」に関する

HP(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400003&tstat=000001016172)で昭和 28 年度以降の

ものが現在公開されている。令和元年度版は大学以外の『第一部』で 301件の報告があり『学校調査』(２ 件)で『教員異

動調査』(116 件)，『教員異動調査』(97 件)である。図１ に示すように本稿のデータセットは精神休職率と精神離職率を計

算する分母となる教員数を『学校調査』(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei= 

00400003&tstat=000001016172&cycle=0&tclass1=000001152450&tclass2=000001152451&tclass3=000001152452&tclass

4val=0)の「１ ．年齢別 職名別 本務職員数」【r1_kyouin_toukei_001 】より参照した。精神離職率を計算する分子と

なる精神離職者数は『教員異動調査』が 11の学校種ごとに分岐しているため各分岐の「離職の理由別 年齢区分別 離
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職 教員数」の 11 のエクセルデータを参照(例えば，幼稚園については「表番号 102」【r1_kyouin_toukei_102】)してい

る。 

3)「学校基本調査・用語の解説」(https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/yougo/1288105.htm)の「本

務者」と「兼務者」の定義を参照されたい。兼務者が臨時任用教員における非常勤講師のみを定義していることが分かる。 

4)平成 28 年度の以降の『学校教員統計調査』では１ か月以上の病気休暇取得者が都道府県別に公開されており，この内数

の形で精神疾患による病気休職者も報告されている。令和元年版では学校種別(1-11)と性別(1-12)，職種別(1-13)，年代別

(1-14)と PDF形式で報告されており，今後のデータセットとしての整理と分析の追加を試みていくことが有益であろう。 

5)水本・竹内(2008)はこのような検定ができない状態で効果量としてイータ２ 乗値を用いた判断の指標を提案している。本稿

が扱ったようなデータへの適応事例を把握しきれていないが今後，検定以外の指標で適正なものの探索を続けていきたい。 

 

 

付記 

 本論文は日本学校改善学会 2022関西大会研究発表 SⅢB2の内容を基に追加の議論を加え再構成したものである。 

 Excel に関する基本的なシート作成は高木が行い，執筆者で各 2 学校種のデータや先行研究の議論を確認しつつ分析戦略

を協働で設定し，報告としてとりまとめた。 
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小学校における宿題に対する教師と保護者の意識に関する考察 
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１ ．研究の目的と背景 

 

本研究の目的は、先行研究の蓄積が少ない宿題について概観した上で、教師と保護者の宿題に対する意識を

調査分析し、双方の捉え方を検討することを通して、新たな側面から宿題研究の視座をつくることを試みるもので

ある。本研究においては、各教科担当の教師が宿題を出す中学校を対象にはせず、主に担任教師が子どもの宿

題を担っている小学校を研究対象とした。 

宿題というキーワードは多くの人に馴染みがあるにも関わらず、その学術研究は少なく、明確な定義はなされ

ていない。教育基本法にも学校教育法にも宿題という言葉は登場しておらず、学習指導要領にも宿題という言葉

は登場しない。2017 年に告示された小学校学習指導要領の中の記述で、宿題と関連する記述は、「家庭との連

携を図りながら児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない」1 といった文言に留まっている。しかし、

宿題が行われている実態として、ベネッセの学習指導基本調査 2によると、2016年における小学校の教員が宿題

を出す頻度は「毎日」が 95.2％となっている。一方、1998 年時は 84.8％であったことや、その後の経年変化か

らも、調査年毎に増加していることが分かる。また、その内容として多いのが、計算や漢字などの反復的な練習

(86.8％ )、音読(84.4％ )となっており、大多数の教師がこのような宿題を毎日出している実態がある。 

中央教育審議会(2019)答申である「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のため

の学校における働き方改革に関する総合的な方策について」では、「⑪学習評価や成績処理」の項目において、

宿題は「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」として位置づけられた 3。これにより、答申等の政策文書に

おいて初めて宿題は教師の業務として位置づけられたことになるが、一方で、宿題は主に家庭で行う学習である

ため、業務として実行することの困難さが推測できる。さらに、本研究のために実施した予備調査 4の結果では、

1日に 1人の教師が宿題の確認に要する時間は平均 43分であった。教員の 1日の勤務時間が 7時間 45分であ

り、宿題の確認に要する時間は短いとは言えない。そこで、宿題における負担感についても、教師と保護者の両

者から検討を加えることとする。 

学術研究論文 

要約：本研究の目的は、先行研究の蓄積が少ない宿題について概観した上で、小学校

における教師と保護者の宿題に対する意識を調査分析し、双方の捉え方を検討することを

通して、新たな側面から宿題研究の視座をつくることを試みるものである。 

そのために、宿題についての先行研究を概観した上で、フォーカス・グループ・インタ

ビューの手法を用いて、教師 5名と保護者 5名の宿題に対する意識の調査分析を行った。

その際、3つの資料から宿題に内包される 8つの概念を抽出し、調査分析の視点とした。 

分析の結果、教師と保護者ともに宿題についての捉え方は個々によって異なっており、

その価値観も揺らぎながら存在していることや、宿題は目的が不明確であること、教師と

保護者の学校教育と家庭教育の捉え方にずれが生じていること、宿題は双方に負担感を

含んでいることを明らかにした。 

キーワード 

宿題 

家庭学習 

目的 

負担感 
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２ ．宿題についての概観と課題の設定 

 

(1)宿題の歴史 

 佐藤(1999)によると、現代の宿題が生まれたのは近代学校が発足した 30 数年後、つまり 1900 年代初頭であり、

「国民的教養・技能」の質と量とが政策的・社会的に増大化する動向が背景となっていたという。学校での授

業時間では、教授内容の必要最小限のすべてを確実に習得させるのはとうてい困難であり、繰り返しの練習で習

得されるとみなされた漢字学習や演算については、家庭での練習が求められたという。また、ザラ紙・鉛筆・謄

写版の普及により、宿題の頻発を可能にする条件が整い、さらに、内申書が導入されたことにより、学業成績を

細かく判定する必要が高まり、宿題の恒常化が当然視されるようになったという。このことについて、佐藤(1999)

は、学校での知識・技能の「教え込み」が当然とされるあいだは、宿題の課制も当然とならざるを得ない関係

にあると述べている。 

そこで、日本の学校教育における宿題の歴史を探るために、朝日新聞の記事データベース(聞蔵Ⅱビジュアル)

を用いて、「宿題」と「学校」を検索語として記事検索を行った。「小学校」で検索するとわずか 6 件だったため、

検索語を「学校」に変更し調査を行ったところ、全部で 76 件の記事が確認できた。初出は、1903 年 10 月 1 日

の記事であり、その後も 1907 年、1915 年、1926 年…と、宿題に関する記事を確認することができた。また、国

立国会図書館デジタルコレクションを用いて、宿題に関する論文や雑誌、出版書籍の検索を行った。「宿題」と

「小学校」を検索語として記事検索を行うと、319件の文献が検出された。さらに「宿題」と「家庭学習」という

語句で検索を行うと、114 件の文献が検出された。この朝日新聞の記事データベースと国立国会図書館デジタル

コレクションのデータベースから検出された記事や文献の数を年毎に数え、5 年毎の分布をグラフにしたのが図 1

である。佐藤(1999)が述べるように、1900年初頭から宿題に関する記事や文献があったことや、1955年から 1970

年にかけて、宿題に関する記事や文献が多く登場していることが分かる。 

佐藤(1999)や本論の記事検索の結果を踏まえると、宿題は 1900 年代初頭に登場し、それからも継続的に取り

組まれ、1955年ごろから 1965年ごろにかけて議論が盛んに行われていたと言える。しかし何らかの影響を受け、

1970年代には宿題に関する議論は、ある程度収束していったことが伺える。このことは丸山(2016)の研究からも言

及することができる。丸山(2016)は、1960 年代におけるランドセル通学廃止の経緯について調査を行い、宿題に

おける学校教育の家庭依存について検討を行っている。この研究の中で、1963年に青山学院初等部がランドセル

通学廃止に踏み切ったことから、公立小学校においても宿題廃止が実施される例が現れたが、1970 年代初頭を

過ぎるとランドセル通学廃止に関する新聞記事はみられなくなり、この議論は 1970 年代初頭には沈静化したとい

う。 

図 1.「宿題」に関する検索語の登場回数(5年毎) 

 新聞記事【学校】 

文献【小学校】 

文献【家庭学習】 

(件) 

(年) 
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宿題は、時代とともに議論され宿題の廃止が流行することもあったが議論が沈静化していることや、現在大多

数の教師が宿題を出している状況を踏まえると、1900 年初頭からあまり形を変えずに根強く存在していると言える。 

 

(2)宿題から見た学校と家庭との関係 

丸山(2016)は、宿題に学校教育の家庭依存がみられるという立場から調査を行った。その結果、宿題の廃止

が試みられていた事実があることに加え、学校において予習・復習やドリル学習をする時間を設ける取り組みが

みられたこと、宿題や家庭学習の縮減や廃止が学力低下をもたらすという十分な根拠がないこと、学校教育が家

庭に依存することに不平等性が指摘されたことを明らかにした。 

山村(1993)は、家庭と学校が多様なチャンネルによってつながっていることを前提として、宿題・給食・PTA

の観点から検討を行っている。家庭と学校のコミュニケーション関係を検討すると、学校からの発信の方が家庭か

らの発信を凌駕し、家庭が学校の指示に従う関係になっていると述べている。つまり、学校の規則が家庭生活の

面にまで及ぶ場合があり、学校はあまりに家庭の独自性を軽視し、親の方針や都合を無視していることになると指

摘している。しかし、それに対して親は異を唱えることをせず、むしろ教師に頼んで学校の規則として子どもを規

制することを好む傾向があったという。このようにして、学校優位のもとでのあいまいな相互依存の関係がみられ

ることになると述べた。 

倉石(2005)は、高知や大阪で起こった解放教育について、家庭と学校との関係について宿題を視点として論じ、

教育の一部を主として家庭という外部に依存(委託)せざるを得なかったこと、宿題を成り立たせている条件はこの

構図の成否であること、宿題が自明のものとして根付いているのは、家庭という無償労働の調達に成功している

ことを明らかにし、これを「教育総動員体制」と呼んだ。 

3 名の先行研究から、学校と家庭との関係をみるときに宿題が 1 つの視点を提供すること、宿題において学校

が教育を家庭に依存や委託をしているという状況があることが分かる。そこで、本研究においては、この 3名の先

行研究を基調としながらも、このような関係が成り立っているのか批判的に検討を加えながら論じることとする。 

 

(3)宿題の効果 

国立教育政策研究所は、全国学力・学習状況調査(2019)の結果から、家庭学習についても分析を行っている。

ただし、この調査においては、宿題という言葉ではなく、家庭学習として調査されていることに留意しておく必要

がある。学習習慣に関わる分析として「家で自分で計画を立てて勉強している」「学校の授業時間以外に、普段

(月曜日から金曜日)、1 日当たり 1 時間以上勉強をする(学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時

間も含む)」の項目に肯定的な回答を示している児童生徒の方が平均正答率が高いという結果が出ているという。 

国立大学法人お茶の水女子大学(2014)の耳塚らは、全国学力・学習状況調査(2013)の結果から、家庭の経済

状況等を含め、家庭・地域・学校・施策等が児童生徒の学力等とどのように関係しているのかを分析した。そ

の結果、学力は児童生徒の社会経済的背景(SES)および学習時間の量によって規定され、SESが高く、学習時間

が多いほど学力が高いこと、学力は SESに規定されつつも学習時間の多さが高い学力の獲得に対して独立した効

果を持っていること、宿題をする児童生徒ほど高い学力を得ることができること、を明らかにした。また、学力に

つながる学習時間のポイントが小 6 時点では「30 分以上」であり、中 3 時点では「全くしていないかどうか」と

いう具合に異なることも明らかにしている。さらに、どのような学校の取り組みが学力格差を縮小させるのかにつ

いて分析し、教員間で「家庭学習の共通理解」をしている学校ほど児童生徒の学力格差が小さいという結果を得

ている。以上の分析から、学力格差縮小には、宿題ないし家庭学習の取り組みの重要性が示唆されることを述べ

た。 

さらに、米国において Cooper ら(2006)の研究によると、多すぎない宿題は効果的であり、年齢が上がるほど宿

題は効果的になること、小学生に宿題を課すのは時間管理と勉強の習慣を身につけさせる意味合いの方が強いこ

とを明らかにしている。 

以上の分析結果や研究成果から、家庭学習や宿題を行うことが学力向上において一定の効果を上げていること

に留意しながら本論を進めていくこととする。 



宮崎：小学校における宿題に対する教師と保護者の意識に関する考察 

30 
 

 

(4)宿題に関するその他の先行研究 

宿題に関して教員に視点を向けた研究として、竹田・丸山(2013)は、宿題が困難な子どもに関する小学校教員

の対応について、教員の意識調査を行い、教員が宿題を出す際には、①教員が子に応じた宿題を出すことにつ

いて周囲の子どもがどのような反応を示すかということ、②宿題に対して保護者がどのような意識を持っているか

ということ、③教員に時間的制約があること、の 3 つに影響を受けていることを明らかにした。丸山(2016)は、宿

題に関連した体罰が近年まで発生し続けている状況について分析しており、体罰に結び付く理由として、子どもが

宿題をしてこないことが規範意識・規律性・意欲・態度などの問題として、教師に捉えられがちであることを推測

している。 

宿題と家庭を関連付けた研究として、阿久津(2017)は小学生の宿題と家族負担に関する研究を行い、家族が

宿題に関わることで生じる負担感を時間的負担感・経済的負担感・能力的負担感の 3 つに分類できることを示唆

した。松岡(2013)は、小・中学校における学校間格差について、学校間の社会階層の偏りが教師による生徒へ

の期待度を左右し、その期待度が宿題を出す頻度に影響を与えていることを明らかにした。 

宿題に関して子どもに視点を向けた研究として、林・三崎(2016)は小学生が夏休みに理科の自由研究に取り組

む意識と科学的リテラシーとの関連についてアンケート調査を行い、自由研究への積極的意識のある回答をした

児童の方が正解した問題の数が多く、自由研究への積極的意識の有無は科学的リテラシーに影響を及ぼすと考

えている。岡崎ら(2015)は、冬休み中における児童の宿題の取り組み方について調査し、児童の約 6 割が宿題を

終えるための計画を立てていることや、宿題の取り組み方について「安定型」「前半集中型」「後半集中型」「逃

避型」の 4つに分類した。花園(2012)は、数学教育の目標を踏まえた上で、学習意欲の心理学を参考にデザイン

した宿題を生徒に実施し、その反応の分析を行った。提案した宿題は「望ましい学習習慣」の確立に寄与するこ

とが期待できたが、「考える学習」の価値を感得できていない生徒も多数いたことや「考える学習」の方法をわ

からない生徒も見受けられるという結果となったと述べている。 

宿題自体に視点を向けた研究として、藤村・杉本(2019)は、宿題に関する論説について主に書籍や雑誌を扱っ

て整理を行った。その結果、論説を「小学校における現在の家庭学習指導について」「復習中心の宿題から予習

中心の宿題へ」「活用・探究型学力を育成するための家庭学習の在り方」「継続的な指導の在り方」「組織的な

指導の在り方」「保護者への働きかけの在り方」の 6 項目に分類した。太田(2019)は宿題が果たし得る役割につ

いて心理学的な視点から整理を行い、その枠組みに基づき研究知見を概観し、宿題の効果を最大化するために

指導上留意すべき点について検討を行った。太田の研究は宿題全体に焦点をあてた研究として着目すべきだが、

米国における研究を参照しているため日本の宿題文化と同質と言ってよいかは検討の余地がある。 

以上のように、宿題に関する先行研究は限定的な場面や状況における研究が多く、宿題を定義した研究や包

括的に捉えようとする議論には至っていないと言える。 

 

(5)課題の設定 

ここまでの宿題についての概観から、宿題が 1900 年初頭からあまり形を変えずに存在している実態があるにも

関わらず、先行研究では限定的な場面や状況において言及されたものに留まっており、宿題そのものを捉えよう

とした議論はなされていないと言える。そこで、本研究ではフォーカス・グループ・インタビューを用いて、教師

と保護者の宿題に対する意識を調査分析し、双方の捉え方を検討することを通して、これまでの先行研究にない

側面から宿題についての視座をつくることを試みる。 

 

３ ．方法 

 

(1)調査対象と手続き 

 1)フォーカス・グループ・インタビュー(FGI) 

本研究においては、フォーカス・グループ・インタビュー(以下 FGI)の手法を用いて調査を行った。なお FGI
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の技法については、S・ヴォーンら(1996)原著、井上理監訳の『グループインタビューの技法』を参考にした。

以下では、S・ヴォーンら(1996)に基づき FGIを採用した理由を述べる 5。 

Brodigan(1992)は、FGI が探索的な研究をする場合に最も適していると言われており、探索的アプローチは、

対象について予備知識が十分でない領域について調べ、「前提となる事項」を知ることを目的としており、探索的

に行う FGIは研究を次の段階へ進めるための第 1歩となり得るという。宿題について学術的に明らかにされている

ことが少ない本研究において、FGIは有効な手段といえる。 

Mertonと Kendall(1946)は FGIの 4つの使用方法を説明している。第 1の使用法は、刺激と反応(効果)との関

係を説明するために用いられ、人々がどのように解釈したかということについての情報を得ることができ、人々の

背後にある理由を明らかにすることである。第 2 の使用法は、予期せぬ結果を解釈するのに役立ち、期待される

反応が起こっていない場合にその理由を調べることである。第 3にデータを解釈するときに、FGIを行わなければ

その解釈は単に憶測でしかないという時に、そのデータの解釈が正しいことを証明する裏付けを提供できること、

第 4 に定量調査では得られない発見についての代替的な解釈を提供できるとしている。本研究においては、第 1

の使用法である、反応や効果と人々の背後にある理由を探るために FGIを用いる。 

 

2)調査の手続き 

教師グループの FGI メンバー収集にあたり、教師の年代や経験年数が偏らないこと、職務上やそれまでの関

係性がなく自由に発言できること、の 2 点に留意した。保護者グループのメンバー収集においては、現在小学生

の子どもがいること、互いの関係性がなく自由に発言できること、教職に就いている者でないこと、の 3 点に留意

した。また FGI の目標は、ある特定の話題に対して素直で日常的な会話を作り出すことであり、人数は通常 6 人

から 12 人のメンバーから成る比較的同質的な人々であると定義されているが、今回の調査では初対面の中で座

談会のような雰囲気を作りインタビューを行うことに配慮し、尚且つ約 1 時間半という設定時間の中で発言回数が

保証されるよう人数を 5名とした。 

教師グループの FGI参加者収集における手続きについては、まず D教諭に依頼し日程を決めた。D教諭に最

初に依頼した理由として、比較的年代が高い男性であること、優しい雰囲気を持った方で穏やかな口調であるこ

とだ。FGIを行うにあたり、自由な雰囲気を損ねないために D教諭を選定した。その後、年代が違う 3名の教諭

に依頼をしたが日程が合わず、SNS を使って協力者を呼びかけたところ、B 教諭と C 教諭が協力を申し出てくれ

た。40代 1名(男性)、30代が 2名(女性)の構成であったため、50代を女性に 20代を男性の教諭に依頼すること

とした。その後、4名の教諭に依頼をした中で日程が合い協力を得られたのが A教諭と E教諭だった。 

次に、保護者グループの FGI参加者収集における手続きについては、3つの条件に当てはまる人材である保護

者 2(女性)と保護者 4(男性)の 2 名に依頼したところ、協力を得られることとなったため日程を決定した。その後、

当てはまる人材がいなかったため SNSにおいて協力者を募った結果、知人の紹介により保護者 1 と保護者 3、保

護者 5の協力を得ることとなった。 

以上の手続きを経て、2019 年 11 月 23 日に教師 5 名(表 1)の FGI、2019 年 11 月 27 日に保護者(表 2)5 名の

FGIの 2度の調査を実施した。どちらも貸会議室において、約 2時間のインタビューを行った。2回の FGIはとも

に、司会者(筆者)、書記(個別にお願いしたスタッフ)、参加者 5名(教師、保護者)の 7名の場で行った。FGIにあ

たり、始めに質問紙に記入してもらうこと、音声記録とビデオ撮影を行うこと、本インタビューで得られた情報は本

研究以外には使用しないこと、個人が特定されることはないことを了承してもらった。さらに、インタビューの内容

分析に関して、筆者によって曲解されていないか、後日確認作業を行ってもらうことに同意してもらった。分析の

手順として、IC レコーダーの音声記録から逐語録を作成し、関連発話を抜粋、その後研究者による言いかえの

作業を行った。FGI 参加者には自己の「発言」と「研究者による言いかえ」の間で、曲解や勝手な解釈が生じ
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ていないかを確認してもらい了承を得た(図 2)。教師 FGIは計 208回の参加者の発話、保護者 FGIは計 336回の

発話について、質的分析を行った。 

 

(2)FGIを行う際の視点となる宿題に含まれる概念の抽出と活用 

 宿題に関する先行研究が少なく定義がなされていないため、話題の視点や分析の視点とするために、宿題に

関する言説を用いて、宿題に含まれている概念の抽出を行った。その際、2019年に筆者が行った質問紙による予

備調査の結果 6、1999 年発行の雑誌『おそい・はやい・ひくい・たかい』に掲載されていた特集「えー、宿

題！ ？ 」についての分析、1963 年発行の雑誌『児童心理』に掲載されていた座談会の 3 つの資料を用いた。こ

の 3つの分析資料を選定した理由は、教師、保護者のどちらの意見も記載されていること、20年から 30年という

期間を経ており、長期間における宿題に含まれている概念を抽出できることである。 

3 つの資料を分析するにあたり、定性的コーディングを行い、各話題の見出しをつけていく作業を行った。コー

表 2．保護者 FGIの参加者と質問紙結果(2019年時点) 

項目  保護者 1 保護者 2 保護者 3 保護者 4 保護者 5 

性別 女性 女性 女性 男性 女性 

年代 30代 40代 40代 40代 40代 

 小学生の子ども 1年生 5年生 5年生 5・5年生 3・6年生 

 小学生以外の子 なし 14歳 13・17歳 13・15・18歳 なし 
 宿題を見る頻度 
(子が宿題をしている時 
にそばについている) 

多い 多い 多い 多い 少ない 

 

図 2．研究者による言いかえの過程 

発言
番号

発言者 発言（原文） 発言【関連発話抜粋】　　※（）内は研究者による補足 研究者による言いかえ

8 A

すいません、僕も必要と思います。理由は、先生と似ているんですけども、
基礎学力をつけさせたいというのもそうですけども、家庭学習の習慣をつけ
てほしいなというのがあります。もし家でやらずに学校だけでやってしまう
と、その日の授業の内容とかも定着しないのかなと思うので、必要じゃない
かなと思います。
　先生が朝はさせたくないということだったんですけど、僕は朝するのも認め
ているところはあって、どうしても、習い事で9時とか10時くらいまでやって、
きついとか、泣きながら宿題をしたとかおうちの人から聞いたことあるので、
そこはケース・バイ・ケースで、朝やるのもきつかったら最悪来てやってもい
いからしっかりと8時20分までには出そうねということは学校側でも言ってい
ます。以上です。

僕も必要と思います。理由は、先生（E）と似ているんですけども、基礎学力を
つけさせたいというのもそうですけども、家庭学習の習慣をつけてほしいなと
いうのがあります。もし家でやらずに学校だけでやってしまうと、その日の授
業の内容とかも定着しないのかなと思うので、必要じゃないかなと思います。
先生が朝はさせたくないということだったんですけど、僕は朝するのも認めて
いるところはあって、どうしても、習い事で9時とか10時くらいまでやって、きつ
いとか、泣きながら宿題をしたとかおうちの人から聞いたことあるので、そこは
ケース・バイ・ケースで、朝やるのもきつかったら最悪来てやってもいいから
しっかりと8時20分までには出そうねということは学校側でも言っています。

家庭学習の習慣が大切だと感じてい
る。それは、その日の学習内容の定
着を狙っている。しかし、個別の対応
として、朝学校でやることを認めてい
る。

表 1．教師 FGIの参加者と質問紙結果(2019年時点) 

項目 教諭 A 教諭 B 教諭 C  教諭 D 教諭 E 

性別 男性 女性 女性 男性 女性 

年代 20代 30代 30代 40代 50代 

教職経験年数 2年 10年 12年 16年 30年 

本年度の担当 4年生 特別支援学級 2年生 6年生 4年生 

平均出勤時間 6時 8時 10分 8時 7時 50分 7時 50分 

平均退勤時間 20時 18時 19 時 19時 30分 21時 

休日出勤 よくある たまにある あまりない たまにある よくある 

宿題の確認に 

要する時間(1日) 
約 60分 約 40分 約 30分 約 40分 約 15分 

宿題の頻度 必ず出す 必ず出す 必ず出す 必ず出す 必ず出す 
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ディングの手順は次の通りである。まずそれぞれの資料を分析し、コードを設定する。3つの資料のコードを比較

し、共通するものにまとめカテゴリをつくる。さらに、設定したコードやカテゴリでもう一度文章セグメントを見直す。

このような作業を繰り返し、3 つの資料を行き来しながら共通するカテゴリを設定していった。その結果、宿題に

含まれる概念としてコードは a－hの 8つにまとめられた(表 3)。【a学力の定着】【b 家庭学習の定着】【c内容】

【d必要性】【e個人差】【f学校・家庭の関係】【g負担感】【hその他】である。 

FGI 実施にあたっては、参加者が順序や話題に囚われず自由に話すことを前提としており、その際「なぜ自分

はそう考えているか」という理由を自問自答しながら話して欲しいこと、司会者は話題の流れに応じて質問を行っ

ていくことの 2 点を説明した。始めに「宿題の必要性についてどのように考えているか」という質問を行い、それ

に対して 5 名の参加者にそれぞれ意見を述べてもらった。その後自由に話す雰囲気ができ、順番や回数に関わら

ずそれぞれの参加者が話し始めた。司会者であった筆者が話題の整理を行いつつ、a－h の概念の項目に触れ

られるよう半構造化インタビューを行った。 

 

表 3．抽出された宿題の概念 

 

(3)分析の方法 

図 2 で示した研究者による言いかえ部分をさらにセグメントに分け、2 つの方法で分析を行った。1 つは教師と

保護者の個々の価値観を明らかにする分析で、もう 1つは表 3で抽出された概念に基づき、教師と保護者がそれ

ぞれの概念に対してどのような意識を持っているのかという分析である。FGI では、司会者の存在はあるが自由

に発言が進んでいるため、宿題に対する考えのみ表出されるわけではなく、様々な要素を含んだ発言が登場す

る。そこで野口(2015)を参照し、参加者の発話を〔考え〕〔実態〕〔経験〕〔環境〕の 4 つのカテゴリに分類し、

本論においては〔実態〕〔経験〕〔環境〕が〔考え〕に影響を与えているという立場をとり論じることとする。また、

本論では特に「宿題についてどのように考えているか」という意識を調査するため、主に〔考え〕の部分を用い
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て分析を行う。個々の意識としての分析と、教師と保護者それぞれ各 5 名を一括りにし教師と保護者の宿題に関

する意識として分析を行った。 

 

４ ．FGIの結果 

 

(1)教師と保護者の個々の意識 

1)教師 5名の個々の宿題に対する意識 

 教諭 A は子どもに家庭学習の習慣をつけさせたいと考えているが、子どもが学校で宿題を行うことを認めてい

るところに矛盾を感じていた。また、宿題の取り組み方を変えたいと思っているが、多忙や慣習といった環境面に

阻害され、宿題の目的について考えることがなかったという。教諭 A の事前アンケートをみても、在校時間は平

均 14時間であり、そのうち宿題に要する時間も平均 60分と教諭 Aの多忙な労働の様子が見て取れた。 

 教諭 B は特別支援学級を担任していることもあり、個々に合わせた宿題を出すことが可能となっていた。通常

学級の担任をしている時には、学校の決まりや先輩教師の方針から価値をあまり感じずに宿題を出すことがあった

が、教諭 Bの本来の思いとしては、保護者に子どもの学習状況を知ってほしいことと、親子で取り組むことで子ど

もに満足感を得て欲しいと考えていた。 

 教諭 C は宿題については、やるべきことをやる習慣をつけることや家庭学習の習慣をつけることに目的の主眼

を置いていた。また教諭 C の特徴として、子どものためにしてあげたいという思いや保護者からの要望、自己の

負担感の間で非常に葛藤している姿が明らかになった。教諭 C は子どもの学習面の伸びに関して家庭が大きな

役割を担っていると感じており、学校から宿題の効果や子どもの状況について積極的に知らせていく必要があると

考えていた。また、その上で家庭環境の差や子どもの取り組み方の差に困難さも感じていた。教諭 C は事前アン

ケートの宿題の必要性において「どちらともいえない」と回答していたが、FGI を通して自分の宿題に対する価値

観に気付き、宿題の必要性を再確認していた。また、その際学校で統一して取り組めるようにすることが重要だと

考えていた。宿題の内容に関しても、慣習や学年の方針によりドリル学習に取り組んでいるが、本来はプリント等

を出したいと考えていた。 

 教諭 D は、宿題で学力の定着を図ることは難しいと考えているが、長期的にみると何らかの効果があることを

期待しており、全員の子どもに学力をつけたいと考えていた。補習の時間を確保することは難しく、そのためにも

宿題で補充することができると考えていた。学力だけではなく、ルールを守ることややるべきことを行うという点で

も宿題は必要だと考えていた。しかし実態として人数も多く確認が充分にできておらず、反省し改善していきたい

と語っていた。また、教師と保護者が一緒に子どもを見ることが大切だと感じており、宿題の取り組みについても

学校全体で取り組まなければ成り立たないと考えていた。 

 教諭 E は宿題の目的として、子どもがやるべきことを行う、ということに主眼に置いていた。また、家庭での学

習の習慣付けというねらいも持っていた。そのため、宿題の完成度よりも提出すること自体を大切に考えていた。

授業中だけでは時間が足りず、宿題で学力を補って欲しいと考えていた。宿題において焦点をあてている対象は、

怠惰になってしまう子や約束が守れない子であり、学力の高い子の学力を伸ばそうとは考えていなかった。教師

の仕事は子どもを育てることであるとの考えから、親への関わりは重要だと考えており、家庭に働きかける 1 つの

手段として宿題があると考えていた。また、家庭に担わせる分、教師も信頼されるためにも確認は必要であると

考えていた。過去に指導に苦労した経験があり、宿題も学校全体で取り組むことが大切だと感じていた。以前は

自身の目的にそって宿題を出すことができていたが、今は教育委員会の施策や学校の方針により独自性がなくな

っていると感じていた。長く経験を積むことで教師の仕事の技能が身に付き負担をそれほど感じておらず、宿題以

外の業務の負担があると考えていた。 

 

2)保護者 5名の個々の宿題に対する意識 

 保護者 1は子どもが 1年生であることから、さほど親も子も宿題への負担感を感じていないという。基本的に宿

題に親は関わらないと考えており、その理由として怒ってしまうことや自分に勉強の自信がないことが挙げられて
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いた。また、子どもに寝る時間や遊ぶ時間を大切にしてほしいと思っているとともに、家庭学習も大切だと考えて

おり、宿題以外の家庭学習についての責任は進んで負おうとしていた。子どもは宿題をせずに学校に行くという概

念がなくまじめであると感じており、子どもの取り組み方を褒めていた。 

 保護者 2は、宿題をとても負担に感じていた。この負担感は、宿題への取り組み方が違っていた姉の小学校時

にはなかったという。負担に感じる理由として、宿題をさせる負担感と教える負担感の 2 つがあるという。自身が

仕事で忙しいことや、子ども自身が宿題に比重をおいておらず、習い事のスポーツに力を注いでいる現状がある

ことも影響していた。学習習慣をつけることについては価値がないことはないが、宿題の目的がわからず義務感

が先行するため、宿題をさせることに納得がいっていなかった。宿題は親が関わる習慣をつけることも目的に含ま

れていると感じ、学校から親に対して言われているという圧力も感じていた。宿題に比重をおいていないことにつ

いて、子の将来を思うと不安になるが、自身が負担を負うとなるとそれもまた不安になるなど、自身の中に不安と

いうキーワードがあると語っていた。 

保護者 3 は、学習塾と学校のやり方の違いに子どもが戸惑っているという。また、子どもを机につかせることが

大変であり、興味を持てるような宿題を出して欲しいと考えていた。子どもが学校で怒られ、負のスパイラルにな

らないために親も関わっているという。教師による対応の違いがあると感じていた。 

保護者 4 は、自身も子どものころ宿題が嫌いで価値を感じておらず、子どもが嫌々やっている宿題は苦痛でし

かなく学力にもなっていないと考えていた。強制ではなく興味が大切で、興味をもったことに取り組むことで自主

性が育つと考えていた。親が宿題に関わる理由として、日本のしきたりとしてそういうものだと教わってきているし、

我が子はかわいいから関わるという。宿題に価値を感じていないが、当たり前だった習慣がなくなることには不安

を感じるという。子どもの人生の目的は親が責任を持って教えるつもりであり、教師に任せるつもりはないと考え

ていた。 

保護者 5 は、学習を教えるのは教師の仕事であり、親は家庭で教える必要はないと考えていた。以前は声か

けを多くしていたが、仕事をはじめ干渉しなくなってからは自身も子どもも楽に感じているという。宿題の内容にも

疑問を感じることが多く、役に立っているとは考えていなかった。また、子どものストレスがないことが大切で、遊

ぶ時間や寝る時間、やりたいことを見つける時間を大切にしてほしいと考えていた。宿題という強制力がなくなっ

た時に、各家庭で差が出ることについては肯定的に考えており、自分の子は自分で責任を持つと考えていた。子

ども自身は宿題をやらなければいけないと強く思っていると語った。 

 

(2)8つの視点で分類した教師と保護者の宿題に対する意識 

 教師と保護者の宿題に対する意識について、前章で抽出した８ つの視点 a～h に分類した結果を記す(表 4)。

内容が重複している意識については一部省略して記す。また、【hその他】は本論では省略する。 

 

表 4．8つの視点で分類した教師と保護者の宿題に対する意識(重複内容一部省略) 

 教師 保護者 

【
ａ
学
力
】 

・覚えられるように準備をして、宿題で少し力をつけてほしいと
いうことはある。 

・通常学級の時には、宿題が必要ない子、やってもできない
子にとって大変なだけだろうと思いながら出していた。 

・宿題で学力の定着を図るのは難しいと思っている。 
・学力に結び付くとまでは考えられていないが、目の前の分か
らない子に分かるところだけでもしてほしい。 

・学力をつけるためとは思っていないが、長期的にみると宿題

をすることでいつか結果につながるという思いがある。 

・授業で学力をつけてほしい。 
・なくします、となると学力が落ちたらどうするのかという意見

は出てくる。 
・宿題が役に立っているとは思えない。その日習ったことをやる
が、やり方をやっているだけで、理解していないからテストで

解けない。やらされている感が強い。 
・人生勉強にはなるかもしれないが、学力にはならない。 

 

【
ｂ
家
庭
学
習

の
習
慣
】 

・やるべきことをやる習慣をつけることや家庭学習の習慣をつけ
ることは大切と思っている。 

・家庭での習慣をつけさせたいという自分の思いにより出してい
る。 

・家で学習道具に触れる機会を持ってほしい。学校でさせるこ

とには反対。 

・学習習慣がつくことで、将来の選択肢が増えるという目的が
分かっていれば、宿題じゃない方法を選択するということもあ

り。 
・家庭学習が大事。学校で 5分させるなら家で 5分させたい。
家庭で学習しないくせがつくと、後々困ると思う。 
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・宿題があることで強制的に学習のスイッチが入る。 
・学力の積み上げがない子どもたちに、学習習慣をつけさせた

い。 
・家庭学習の習慣をつけるのは家庭の役目だと思っている。 

【
ｃ
内
容
】 

・漢字スキルが終わってからは、覚えていないものだけを書く

という宿題の工夫をした。量をさせることには疑問を持ってい
る。 

・自分の出している宿題に価値を感じていない。本当はやり方

を変えたいと思っている。 
・いつも同じことばかりではなく、子どもが喜ぶ宿題が理想。 
・ドリルが絶対的になっているが、プリントを出したい。自分の

処理が簡単であるから。 
・自己決定できるならば、親に子の学習状況を知ってほしいと
いう意図で、量や頻度を考えて親子で取り組めるものを出し

たい。 

・子どもが言わなくても取り組みたくなるようなものを宿題にす

る。その子のためになるし、力が伸びる。 
・宿題はあってもいいけれど、量をへらした方がいい。子ども
がやりたいことを見つける時間ができることがよい。 

・課せられたことだけをやることから、自主性を育てるためのも
のに少しずつ変化していく。1 年生の時から先を見据えてす
る。やりたいことをやることから自主性が育つ。 

・強制的に１ つのものではなく、内容は変える。その方が抵抗
が少ない。 

・考えさせることが目的ならやり方が違う。目的が知らされる方

がいい。 
・宿題がない日もあっていい。 

【
ｄ
必
要
性
】 

・宿題がなくなっても宿題に代わるものをしなければならなくな
る。子どもの状況を図ることであったり、家庭環境を確かめた
り、宿題がなくなる分、他のもので補うことがあるかもしれな

い。負担だから、でやめて何かがよくなるのか不安はある。 
・宿題についてあまり考えていなかったが、自分の意図がわか
った。 

・忙しさや学校の慣習により、深く考えることがなかった。考え
を深めたい。 

・宿題を出さなくてもいいとなっても、宿題を出したい思いがあ

る。 
・宿題に限らずやらなくてもいいかもしれないがやってしまうの
は、心配だったり、願いがあったりと、人間同士で関わる上

で出てくる感情があるからだ。 

・宿題の目的がはっきりしないまま、しなければならないという
ことが先行している。 

・必要か疑問に思う。内容がないので、やる気がなくなる。 
・宿題は子どもが自分で取り組んでほしい。 
・宿題は必要ないと思う。強制で苦痛でしかない。宿題は興味
をもって初めて成り立つ。 

・宿題がなくなる代わりに授業を増やすなどがあれば、納得が
いく。 

・逃げる考えになるのは困る。宿題がないと言われたら不安に

はなる。学力が落ちたら各家庭でなんとかすればいい。 
・自分の子の責任は自分がとる。子どものストレスが減ること
が一番。 

・子どもにやらなくていいといっても、怒られる、やらなければ
と子どもが思っている。 

・睡眠をとってほしい。させるのはあまり好きではない。子ども

は早く寝ないといけない。 

【
ｅ
個
人
差
】 

・教師は全員に学力をつけたいと思い努力している。 
・宿題を工夫して出したことがあるが、全員同じようするのは難

しいと感じている。 
・学校としては学力が上の子を伸ばすというより、底上げのイ
メージ。 

・宿題のターゲットは、怠けてしまう子や約束を破る子のため
にしているところはある。学力の高い子の学力を伸ばそうとい
う気はない。 

・子どもが伸びるか伸びないかは家庭で決まる。学校に任せる
という親は、自分の子の学力が気にならないのか、子どもと
どう関わっていくのか。 

・子どもの差は出ていい。限界があるし、なりたい仕事が見つ
かれば、必要なことが分かる。 

・クラスの子の中で差があってもいい。 
・差が出ることはあるが、差を否定しないことが大切。 
・宿題がなくなったら各家庭のカラーが出てくる。 
・自由になったら、出す子は自主性で出す。 
・親のサポートがない子は自分で切り開いていくしか仕方な
い。 

・国全体の学力が下がらないように先生たちにがんばってもら
いたい。 

・世の中が不景気になっても困る。 

【
ｆ
学
校
・
家
庭
の
関
係
】 

・教師にだけ任せるという考えは嫌。家庭学習の習慣をつける
のは親の役割。 

・学校は勉強するところで、その延長線上の家庭教育は学校が
指揮を執るという意味で宿題は当たり前。 

・教師の仕事は子どもを育てること。子どもが育つために親へ

関わりをつくることをしている。勉強の点数をあげることが仕
事ではない。子どもを育てる一端を担っている。 

・宿題をきっかけに、家庭でどんな取り組みをするのか、親の

子育てツールとして宿題を使ってほしい。1 年間の教師との
関わりを通して、親は教師を利用して子育てをしてほしい。
親も家庭教育のプロではない。学校から学ぶべき。一緒に学

ぶ。 
・宿題も先生が見るべきというのは親の求め感が違う。学校に
は求めるが、親自身は何をしているか問いたい。 

・学校に任せるという親は、自分の子の学力が気にならないの
か、子どもとどう関わっていくのか。 

・学校から宿題の効果や伸びを知らせる必要がある。 

・子どもが怒られないために親も関わる。 
・親の範囲として、丸つけはあり。 
・出したのは教師だから、丸つけまでやってほしい。 
・宿題をみると怒ってしまいそうで関わりたくない。 
・私は怒ってしまうから一切教えないと決めている。塾の先生に

任せている。 
・自分でやってほしい。低学年は親の協力があってよいが、中
学年になったら自分で取り組んで欲しい。 

・親に関わらせるための宿題という意味合いもある。本心は、
学校のことは学校でしてほしい。 

・親に聞けば教えてもらえるという甘えがある。親は教える必要

はない。教えるのは学校の先生の仕事。一人でもわかってな
かったら仕事として成り立っていないのではないか。聞いてい
ない子どもも悪い。 

・学校が宿題は仕事ではないというのなら、塾に行く。 
・何もしなくていいと言われると不安だが、自分(家庭)で何か
やってくださいといわれた方がいい。 

【
ｇ
負
担
感
】 

・(自己決定ができる状況であれば)自分の負担にならない程度
に宿題を出す。 

・出したくない理由は自分の負担。学習としての本質を求める

と、労力と時間がものすごくかかる。出してあげたいけど、
出したくないのが本音。家庭で面倒を見てくれるならば、宿
題は大歓迎。 

・学力を伸ばすためだったら、負担にならない程度で行えばい
い。 

・ある程度の負担はよいが、多すぎるとよくない。 
・みんなができる量だと、親の負担も少なく、子どもも追い詰
められない。宿題をなくすことよりも自学をする余裕のある宿
題がありがたい。 
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・自分の負担をどう減らして効率よくするかということばかり考え
ていたが、自分の根底にあるものがわかった。それを保護者

にも子どもたちにも伝えていかなければいけない。 
・指導案作りの方が負担感が大きい。宿題がなくなったら仕事
が楽になるかといえば、そうではないと思う。専科制で負担

は減った。 
 

・子どもにさせなければならない役割を課せられていると感じ
る。自分にも課せられていると感じるから宿題は負担。 

・宿題なしの日があると親が助かる。 
・親は関わりたくないと思っている。親が見てあげないといけ
ないと思うと、負担が増える。 

・宿題がなくなると教師も親も負担は減る。しかし、親が子ど
もや学校にやってほしい部分はあるので、不安になる。 

・先生も大変だと思う。 

 

５ ．考察 

 

(1)教師と保護者の個々の意識についての考察 

教師は労働の〔実態〕や、子どもや家庭の〔実態〕、子どもを取り巻く〔環境〕や、学校や教育委員会の施策

などの〔環境〕、自身の教師としての〔経験〕に大きく影響を受けながら、宿題という業務に取り組んでいた。ま

た、一貫した目的意識や自身の取り組みがあるわけではなく、様々な価値観の間で揺れ動きながら宿題に取り組

んでいる教師の姿が見えてきた。宿題の目的についても 5名に共通する箇所はあるが、主眼を置いている部分は

個人により異なっていることもわかった。 

保護者は、家庭教育に関する個々の価値観を持っており、学校教育と家庭教育の捉え方には個人差があり、

個々の価値観に基づいて関わるか否かを決定していた。また、価値観とは違っていても、〔経験〕や〔実態〕、

〔環境〕により関わるという選択をせざるを得ない側面があった。保護者は家庭教育において、家庭学習のみが

大切だとは考えておらず、遊びや睡眠を含めた子どもの健やかな成長を願っていた。 

宿題の捉え方は、教師と保護者ともに個々によって異なっており、〔実態〕や〔環境〕〔経験〕によってその価

値観は形成され揺らぎながら存在していた。大多数の教師がおよそ毎日行っている教育活動であるにも関わらず、

不安定に存在している宿題の様相が明らかになった。 

 

(2)8つの視点で分類した教師と保護者の宿題に対する意識についての考察 

 1)宿題の目的 

【a学力の定着】【c内容】【d必要性】の３ つの項目に関連した分析から、宿題の目的について考察する。 

【a 学力の定着】で検出された宿題における学力観について、教師はその日の学習内容の定着を図るために

復習の機会を設けることをねらいとしているという一方、宿題が直接的に学力の定着に関与するとは言い難く明確

な効果を述べるまでには至っていない。それに対して保護者は、学力は授業でつけて欲しいこと、宿題をしたか

らと言って学力に役立っている訳ではないと述べつつも、宿題がないと学力に対する不安感があるという。 

このことは、教育という仕事の特性で語ることができる。久富(2017)は「ある時点で成果と見えて、測定もされ

ていた成果が、5 年後には決定的な弱点となって現れないとも限らない。逆に今は見えなくとも、(中略)徐々にそ

の教育の成果が重要なものとして現れるかもしれない。だから人間の成長・発達に働きかけている教育という仕

事の成果・達成は明確に測り難い面を持っている。この成果とその測定の『不確定な』性格は、(中略)教師たち

がその結果ないし途中経過をどう評価・反省すればよいのかにおける基準の不安定性につながっている。」と述

べている。このように教師の仕事の特性である不確定性や不安定性は、宿題にも反映されていると言えよう。 

しかし、前述した耳塚ら(2014)や Cooper ら(2006)の研究から、家庭学習や宿題を行うことが一定の効果をあげ

ていることは明らかにされている。このような研究結果が認知されることや、さらなる宿題の効果に関する研究が

なされていくことが、教師や保護者が宿題に対して不確定で不安な要素を感じることに対して、解決の糸口になり

得るだろう。 

【c内容】で検出された宿題の内容について、教師は自身の宿題の出し方に疑問を抱いており、宿題の出し方

や内容に工夫したいという思いがあるが、学校の慣習に阻害されている状況があった。また、保護者は自身の子

の宿題に取り組む姿をみて、宿題が毎日必ずあるものである必要はないと感じ、宿題に興味や楽しさ、自主性や

想像力を育む宿題の在り方を求めていた。また、宿題の内容の目的が明確になっていないと感じていた。保護者
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が疑問を抱くように教師も宿題の取り組み方に同様の疑問を持っているが、宿題を毎日出すことやドリルを使用す

ることが「当たり前」となっており、明確な目的や意図よりも慣習が先行している実態が見えた。 

【d必要性】宿題の必要性についても、教師は約束を守るという観点から宿題の必要性を感じていることもある

が、一方、忙しさや慣習により必要性を考える機会もなく宿題を出していた状況もあることが考えられる。また必

要性については、明確な意図を持っていなくても「子どものため」を思い色々としてしまう教師の姿が浮かび上

がった。また保護者は、子どもが苦痛を抱く強制的な宿題は必要なく、興味をもったことや子どもが自発的に行う

学習が必要であると考えており、必要性に疑問を抱いていることがわかった。しかし「宿題がなくなったらどうか」

という司会者の質問に対しては、およそ 3秒間の沈黙の後「不安」という言葉が多く出現し「子どもの頃からして

きた習慣で、やってきたことがなくなると不安になる。」といった〔経験〕から導かれる感情も垣間見えた。さらに

宿題の必要性に関して、子どもがストレスを感じることなく過ごして欲しいことや、睡眠や遊びの必要性も大きく感

じていることがわかった。このように教師も保護者も、宿題の必要性に関して考えが揺れ動いていることが明らか

になった。 

 【a学力の定着】【c内容】【d必要性】の３ つの項目に関して、保護者は効果や目的が明確になっていないこ

とにより疑問を感じており、教師は目的について疑問を持つ時間的ゆとりもないことや学校文化により「当たり前」

となり慣習的に行っていることが明らかになった。教師は宿題の目的について議論し、保護者とその目的について

共有していくことが必要であると指摘できる。 

2)学校教育と家庭教育の捉え方 

【b家庭学習の定着】【e個人差】【f学校・家庭の関係】の 3つの項目に関連した分析から、学校教育と家庭

教育の捉え方のずれについて考察を行う。 

【b家庭学習の定着】について、教師は家庭学習の習慣が大切だという考えのもと、宿題がそのきっかけや強

制力として子どもが家庭学習に取り組むことを期待しているが、家庭学習の習慣をつけさせることは家庭の役割だ

と考えている。保護者は家庭学習の習慣をつけることが子ども自身の将来へつながることを期待し、子の家庭学

習に関わったり塾に行かせたりと監督役割を積極的に担おうとする側面がある。保護者が家庭学習において責任

を担おうとしているにも関わらず、教師は強制力や啓発が必要と考えており、ずれが生じている。 

その背景として【e 個人差】でみられたように、教師は宿題で全員の子どもに学力をつけたいと思っているが、

宿題の焦点を主に学力の底上げにあてている面もある。それは家庭の差が子どもの差になるという考えも影響し

ていると言え、実際に耳塚ら(2014)も学力は SES が高いほど学力が高いことを示していた。教師がそのように考え

ているのに対して、保護者は子どもの差や家庭の差があってよいと考えている。自身で家庭学習を担おうとする

保護者にとっては、むしろ宿題が負担につながっている可能性がある。 

【f 学校・家庭の関係】について、教師は学校だけが子どもの学習面を担うわけではなく、家庭学習の習慣を

担うのは親の役目であるとし、学校教育と家庭教育の両面から捉えている様子が伺える。さらに、教師は、自身

の仕事は学力をつけることだけではなく子どもを育てることであると考えており、積極的に子どもの学習状況につ

いて家庭に知らせる役割があることや家庭教育への介入や啓発を行うことが大切であると考えている。それゆえに

学校に関わろうとしない家庭への不信感も表出された。一方、保護者は宿題に関わりたくないという様子もあり、

親に役割を担わされていると感じていた。さらに、宿題は基本的に親が関わるものではなく教師の仕事であると考

えており、宿題がない場合には自身で担うことや塾などの外部に委託しようとする考えもみられた。 

学校教育と家庭教育の関連について、前述した山村(1993)の論述では、親は学校に異を唱えることをせず、む

しろ教師に頼んで学校の規則として子どもを規制することを好む傾向があると述べていたが、本調査の結果から

はそのような傾向は見受けられず、同意できない。さらに同じく前述した倉石(2005)の論は、宿題を成り立たせて

いる条件として教育の一部を家庭に委託した構図の成否であると述べていたが、この構図が崩れていると指摘す

ることができる。 

 以上のような検討から、現在の宿題の在り方は、教師は子どもや家庭の差がある中で全員の学力向上のため

に家庭教育に強い関わりを持とうとしているが、保護者はそれぞれの家庭教育を実践していこうとしており、すれ

違っている様相が浮かびあがった。ただし本調査に協力を得られた保護者が、そもそも時間を割いてインタビュ
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ーに参加するという点において、子どもの教育に強い関心を持っているということに留意しておく必要がある。 

3)負担感 

 【g負担感】について、教師は自己の負担感と宿題の目的のバランスをとろうとしている姿が見受けられた。ま

た宿題以外の業務の負担感との兼ね合いもあることがわかった。保護者は子どもや自身が負担感を持たない程

度の宿題を望み、家庭生活においてゆとりがあることを望んでいた。また自身の負担感も減らしたいと考えている

が、宿題が減ることで不安が生じることも案じていた。 

 教師においても保護者においても、他の業務や自身の仕事、ワークライフバランスがある中で葛藤している姿

がある。教師の FGI の中で「子どものためにしてあげたい」という発言があったが、酒井(1998)は教師の仕事に

ついて、「指導」というマジックワードのもとにあらゆる活動を含みこみ、教師の活動領域が広範囲にわたることが

多忙の原因であると指摘し、久富(2017)は「献身的教師像」が「子どもへの責任の無限定性」をはらんでいると

指摘している。本研究の予備調査においても宿題に関する業務が 1 日平均 40 分かかっていることを考えると、宿

題に関する負担は決して軽いとは言えない。宿題は、教師と保護者双方にとって、時間的にも精神的にも負担感

を含むものであると言える。 

 

６ ．結語 

  

本研究では宿題について概観し、FGI を用いて教師や保護者の宿題に対する意識を明らかにするとともに、宿

題に内包される 8 つの概念の視点から考察を行った。その結果、教師と保護者ともに宿題についての捉え方は

個々によって異なっており、その価値観も揺らぎながら存在していることや、宿題は目的が不明確であること、教

師と保護者の学校教育と家庭教育の捉え方にずれが生じていること、宿題は双方に負担感を含んでいることを明

らかにした。 

本研究の課題として、宿題の効果について先行研究を用いて検討したが、耳塚ら(2014)の研究は「宿題」に言

及しておらず家庭学習の効果であることや、Cooper ら(2006)の研究が米国での結果であることを踏まえ、日本の

宿題における学習効果を検討する必要がある。また 8 つの概念カテゴリを抽出したが、【ｈ その他】のカテゴリに

分類しているものがあり、この中に存在しているコードの位置づけができていない。この部分について再度検討を

加えることが必要である。本研究においては先行研究の少ない中、資料や自身の調査を中心として分析考察を行

ったが、本研究で使用したサンプル数やインタビュー数のみでは、宿題の一側面を捉えたに過ぎず、宿題に関す

るさらなる知の積み上げを行うことが必要不可欠である。 

本研究において課題はあるが、宿題そのものを捉えようとした研究は少なく、宿題について教師と保護者の意

識という視点から新たな知見を示したことは意義深いと考える。慣習となっている「当たり前」が学校教育には多

く存在しており、問い直していくことは学校教育を発展させていく 1つの視点となると考える。また、宿題は誰もが

認知している学校と家庭を行き来するツールであることから、宿題という視点を通して現在の学校教育や家庭教育

の在り方を紐解いていく可能性も秘めていると考える。 

 

註 

1) 小学校学習指導要領(平成 29年告示)文部科学省 p17 

2) ベネッセ教育総合研究所(2016)第６ 回学習指導基本調査 DATA BOOK 小学校・中学校版 第 3 章家庭学習指導 3-1

宿題―小学校 p18 

 https://berd.benesse.jp/up_images/research/Sido_SYOTYU_03.pdf(2021.8.29最終閲覧) 

   ※2020年も調査が行われているが、新型コロナウイルスによる休校措置を受けた 1学期のデータであることから、ここでは

2016年を参考にしている。2020年では宿題を「毎日出している」割合は 94％である。 

3) 中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に

関する総合的な方策について(答申)」2019.1(平成 31年)ｐ 29。これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に

関する考え方として、“基本的には学校以外が担う業務”“学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務”“教師の業
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務だが負担軽減が可能な業務”の 3項目に 14種類の業務が分類されている。 

4) 2019 年 3 月に行った X 校における予備調査。本研究に当たり予備調査として質問紙調査を行った。36 名の同一校の教師

に配布し、30名の回答を得た。 

5) S・ヴォーンら(1996)原著、井上理監修の『グループインタビューの技法』から、以下の本文 2名の論を引用している。な

お、同箇所は重引であり、引用元の文献は参考文献に記載している。 

6) 同上の予備調査による自由記述部分。 
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１ ．研究目的 

 

  本研究の目的は，学校改善の内容に対して，規定要因としての助長要因と阻害要因が及ぼす影響を解明するこ

とである。 

学校改善の研究は，1960 年代に行われたトップダウン的な学校改革で期待された成果が上がらなかったという

反省を背景に始まったとされる。学校改善という用語は，1980年代の OECD-CERIの「国際学校改善プロジェク

ト（International School Improvement Project）」参加を境に使われるようになった。Gray et al.(1999)によると，

学校改善のパラダイムとして，学校は常に変化する動的組織であり構造以上に文化を重要とすること，教育の成果

だけでなくプロセスを重視する点が挙げられている。 

一方，学校改善に対して，佐古(1990)や篠原(2012)により，学校改善の定義の困難さや範囲の広さ，観念的・

抽象的な意味を含んでいることが指摘されており，これまで，明確な定義が示されているとはいえない。その中で，

中留(2002)は，「学校改善とは，各学校が子どもの行動変容に対応した教育ビジョンを共有化し，これを達成する

ために，学内・外の支援を得ながらも，なお固有の自律的な社会的組織体として，学校のウチとソトとの間に開か

れた協働文化を形成することによって，自己改善を継続的に遂行していく経営行動である」と定義している。北神

(2010)は，この定義が中央教育審議会(1998)の「学校の自主性・自律性の確立」の提言を契機として，「自律的

な社会組織体」とした自律性の意味の包含，及び，「開かれた協働文化」の形成を通した自己改善という考えを

取り入れていることに，それ以前の定義との相違があるとしている。本研究では，国の動向を踏まえて示されてい

る中留(2002)の定義に基づき，議論を進めることとする。 

学校改善を検討するにあたり，定義にある具体的な経営行動の在り方を学校改善の内容とした際，学校改善の

内容に内包されるいくつかの先行研究が存在する。沢井(1990)では，自由記述内容の要旨をキーワード化すること

で，46の学校改善のテーマを抽出し，「教育目標」「指導の方法」「指導の内容・領域」「学校経営等の関連事項」

学術研究論文 

要約：本研究の目的は，学校改善の内容に対して，規定要因としての助長要因と阻害

要因が及ぼす影響を解明することである。本研究では，先行研究の知見を基に学校改

善の内容，助長要因，阻害要因を測定するための尺度，及び，学校改善の規定要因モ

デルを作成し，公立小学校に勤務する副校長を対象とした質問紙調査を行った。得られ

たデータに対して，探索的因子分析を行い，各尺度における構成概念を明らかにし，共

分散構造分析により，学校改善の規定要因モデルを検証した。その結果，学校改善の

内容に対して，助長要因は正の規定を示しているが，阻害要因は負の規定の他に正の

規定，または，正負の規定と複雑な作用を有するという萌芽的研究としての知見が得ら

れた。阻害要因「学校外からの支援不足」「教員の意欲と力量の不足」「合意優先の学

校組織文化」による学校改善の内容に対する正の規定は，阻害要因の克服に取り組み，

経営行動として改善を図る学校組織の様相が表出した結果と推察される。 

 

 

キーワード 

学校改善の内容 

助長要因 

阻害要因 

学校改善の規定要因モデル 
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に大別している。中留他(1996)では，学校改善の中心領域である教育課程の編成の 13項目，戦略の 12項目につ

いて校長 106名（小学校 62名，中学校 44名）を対象に質問紙調査を行っている。ここでは，学校改善のための

最大の教育課題は，新しい学力観で，そのための戦略として校内研修の活性化と授業改善が主として挙げられる

とされている。沢井(1990)の内容は，教育課程の編成と戦略の内容を含んでいるため網羅的であるが，1989年の

調査結果であり，教育行政の施策の変化や学習指導要領の改訂等を勘案し，検討する必要がある。 

また，学校改善に作用する要因として，阻害，及び，促進する要因に関する先行研究がある。学校改善を阻害

する要因として，浜田(1991)は，自由記述事項の整理・分類から，教員は「多忙」状況を，校長は「多忙」状況

と教員の意欲・力量不足を，教育委員会は当事者能力不足を認識しているというズレを指摘している。ここでは，

３ 者の意識構造の解消を施さない限り，個々の学校のイニシアティヴによる教育実践の改善に関する学校改善は

厳しいと指摘されている。中留他（1996）では，ミクロ文化（組織文化・教育課程文化・教員文化・学級文化）

に関する学校改善を規定する阻害要因の導出を校長に対する意識調査の結果から行っている。これによると，組織

文化における全校の目標や計画達成に対する同僚意識，教育課程文化における教師が指導方法を変えようとしな

いこと，学級文化において教育目標の実現（具現化）が話題にならないことが目下の阻害要因と認識されている。 

学校改善を助長する要因として，北神(1990)は，教育委員会・校長・教員に対して，30項目の意識調査を行っ

ている。北神(1990)によると教育委員会と校長の認識では，教員の改善への意識，校長のリーダーシップ，改善

の意欲や目標についての共通理解等の上位５ 項目が共通している。ここでの学校改善は，教育課題や教育目標

の達成に向けた主体的，継続的な努力の過程とされている。その中で教員の認識において，学校改善に取り組む

ための重要な条件として時間の確保を意味する時間的なゆとりを指摘する割合が最も高いとされている。 

なお，本研究では，先行研究が促進という文言を使用しているのに対して，阻害に対する対義語である助長を

用いて検討を進めることとする。 

阻害要因や助長要因に関する実証的な組織研究として，沼上他（2007）がある。沼上他（2007）では，組織

の＜重さ＞という環境と経営資源のマッチングが適切に行われ優れた事業展開パターンが創発される創発戦略の

生成を阻害する組織的な要因として，過剰な和の志向，内向きの合意形成，フリーライダー問題，経営リテラシー

不足が統計的に明らかにされている。また，沼上他(2006)では，組織の＜重さ＞が軽減されている組織（軽い組

織）が，自由度の高い，ヨコのコミュニケーションを重視するネットワーク型の組織デザインに近い側面をもち，他

方でタテのコミュニケーション・チャネルが充実した官僚制機構にイメージが近い側面ももっているとし，機械的組

織と有機的組織のバランスを達成することの重要性を示唆している。組織の＜重さ＞研究について，吉原（2010）

が組織研究 50 年を鑑み，日本的経営の限界に関する代表的な研究の一つとして取り上げており，組織の機能を

検討する際に有効な先行研究としている。 

村上（2020）は，これらの先行研究をもとに，学校改善の内容による効果を阻害要因と助長要因を媒介変数と

して，統計的に検証することを試みている。 

 

２ ．先行研究の検討と仮説モデルの構築 

 

（1）先行研究の検討 

 これらの学校改善に関する先行研究は，定義が難しいという学校改善の様相を質問紙調査やインタビュー調査

を基に明らかにしようと試みた貴重なものである。一方で，２ つの検討課題を指摘することができる。   

第一に，学校改善の内容を規定する助長要因と阻害要因による作用が明らかにされていないことである。学校改

善による効果の検証における一定の蓄積はあるが，学校改善の内容を規定する要因に関する検討は十分とはいえ

ない。また，学校改善を助長と阻害というように単純化できるのか検討の余地がある。 

第二に，調査対象について，校長や教員，教育委員会が対象になっているが学校組織で要とされている副校長・

教頭を対象とする研究は見られないことである。2007 年の学校教育法改正によって副校長を含む新しい職が設置

されたことが契機となって，副校長という職は，教頭が校務を整理するという規定に対し，校務に関して校長の命

を受けて決裁できるとされている。つまり，副校長は，服務監督や対外的対応における権限が拡充された職であ
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る。服務監督や対外的対応における権限を担う職ということが，学校改善をその定義にある「経営行動」と捉える

上で重要になる。また，伊佐地（1990）によると学校改善の推進者は，校長，研究主任，教務主任が大体を占め

ており，教頭は 10％程度である。この状況から，副校長は，校長や研究主任等が学校改善を推進する様相や対

外的な状況を客観的に把握できる立場にあると考えることができる。以上より，副校長を対象とすると，客観的，

かつ，経営行動の側面から学校改善の様相を捉えることが可能となる。 

学校改善という取組は，包含する意味が広く，捉えにくい側面を有するが，学校組織において不断の努力が続

けられている。それゆえ，これまでに学校が取り組んでいる学校改善の内容，助長要因や阻害要因について，精

緻化することに加え，これらの関係を明らかにすることが求められる。そこで，本研究では，萌芽的研究として，こ

れまで対象とされてこなかった副校長の認識における学校改善の内容に対する助長要因と阻害要因の影響関係を

明らかにする。 

 

（2）仮説モデルの構築 

先行研究の検討を踏まえ，副校長の認識において，学校改善の助長要因と阻害要因が学校改善の内容に示す

影響はいかなるものかという問いに対して次の２ つの研究課題に基づく５ つの仮説を設定した。 

第１ の研究課題を「学校改善の助長要因は学校改善の内容を正に規定するか」とした。学校改善を助長する要

因が示されている北神(1990)を基に，仮説１ として，「教員の改善への意識や校長のリーダーシップ，改善の意欲，

目標についての共通理解は教育課題や教育目標の達成に関する学校改善の内容を正に規定する」と設定する。ま

た，組織研究における組織の創発戦略の阻害を軽減する要因が示されている沼上他(2006)を基に，仮説２ として，

「組織の＜軽さ＞（ネットワーク型の組織デザインとタテの公式な情報ルートの活性化）は適切な環境と資源のマ

ッチングに関する学校改善の内容を正に規定する」と設定する。 

第２ の研究課題を「学校改善の阻害要因は学校改善の内容を負に規定するか」とした。学校改善を阻害する要

因が示されている浜田(1991)を基に，仮説３ として，「多忙状況と教員の意欲・力量不足，当事者能力不足は教

育実践に関する学校改善の内容を負に規定する」と設定する。また，中留他（1996）を基に，仮説４ として，「従

来の指導方法への固執や目標実現の共有の低さはマクロ文化に関する学校改善の内容を負に規定する」と設定す

る。さらに，組織研究における沼上他(2007)が示す組織の創発戦略の生成を阻害する組織的な要因を基に，仮説

５ として，「組織の＜重さ＞（過剰な和の志向，内向きの合意形成，フリーライダー問題，経営リテラシー不足）

は適切な環境と資源のマッチングに関する学校改善の内容を負に規定する」と設定する。 

仮説１ から５ までを検討するために，学校改善の内容を目的変数，助長要因と阻害要因を説明変数とした図１

の学校改善の規定要因モデルを仮説モデルとして設定し，検証する。 

検証に当たって，まず，先行研究から学校改善の内容，助長要因，阻害要因の尺度を作成する。次に，副校長

を対象として質問紙調査を実施する。得られたデータに対して探索的因子分析を行い，各因子を抽出する。その

上で，学校改善の規定要因モデルの妥当性について共分散構造分析を行い，結果から考察する。 

 

３ ．方法 

 

（1）調査対象 

 本研究では，副校長職が一定期間置かれていることによる妥当なデータを得るために，2008年に学校教育法上

     
 ［説明変数］  ［目的変数］  

 助長要因    

   学校改善の内容  

 阻害要因    

     
  :正のパス    :負のパス 

図１ ．学校改善の規定要因モデル（仮説モデル） 
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の「副校長」が設置されている A自治体を対象とする。A自治体の国が示す適正な学校規模とされている 12～

18学級数の公立小学校副校長（276人）に対し，2020年３ から４ 月にかけて，郵送法による無記名形式の質問

紙調査を実施した。調査は，令和元年度１ 年間に当該学校が取り組んだ学校改善に関する意識とした。質問紙調

査の末尾に，令和元年度末時点の副校長経験年数と所属校名についての回答を求め，調査結果の信頼性を得ら

れるようにした。質問紙の構成は，個人特性，学校改善の内容，助長要因，阻害要因に関する尺度とした。各尺

度における回答は，教示文の文末に「以下の各項目で当てはまる数字を１ つ選んで○をつけてください」と提示し，

“全く当てはまらない(1)”から“よく当てはまる(5)”までの５ 件法で求めた。フェイスシートには調査目的や記入方法，

個人情報取り扱い等の調査倫理に関わる注意事項を明記した。調査の結果，49 名（回答率 17.7%）から回答が

得られた。回答に不備がある者を除き 48名(有効回答率 17.3%)を分析対象とした。調査対象のサンプルは，学校

規模の平均が 14.3学級（SD=2.6），性別が男性 36名(75%)，女性 12名(25%)，年齢が 40代 21名(44%)，50代

24 名(50%)，60 台 3 名(6%)であった。有効回答率は 17.3%と低いが，母集団の学校規模の平均が 14.6 学級

（SD=2.3），性別が男性 195 名(71%)，女性 81 名(29%)であり，サンプルが接近しているため，有効なデータで

あると判断し，分析を進めることとする。 

 

（2）調査項目 

  1）学校改善の内容に関する項目 

  学校改善の実態を捉えるために佐古(1990)では，「学校として取り組んでいる教育活動や教育経営の改善のテー

マ」という項目を設定している。沢井(1990)では，具体的な学校改善のテーマとそれを群別に分けた指標が示され

ている。また，中留他(1996)では，教育課題を改善するために取り組んでいる戦略として 13 項目を挙げている。

大野(2012)では，学校改善の方法として，評価情報の活用，学校ビジョンの共有等が挙げられている。これらを援

用し，学校改善の内容を「教育課題を改善していくために学校が取り組んでいる経営行動」と定義する。 

尺度の作成にあたり，学校改善の内容を網羅的に示している沢井(1990)の４ つの分類に基づく 18 項目を核とし

て，中留他(1996)より重複しない８ 項目を援用した。また，大野(2012)によるカリキュラムの開発は今日の学校改善

の重要な局面という指摘に基づき，扱われている教育課程に関する項目と教育施策等の変化を踏まえた項目を加

えた。さらに，外発的要因で業務改善という視点の「働き方改革」を加え，学校改善の内容に関して 35項目を作

成した。回答の際，リード文に「令和元年度に御校が取り組んだ学校改善についてお答えください。」と示した上

で，教示文として「令和元年度に，御校が教育課題を改善するために取り組んだ学校改善の内容として，以下の

各項目で当てはまる数字を１ つ選んで○をつけてください。」と提示した。 

  2）助長要因に関する項目 

  学校改善を助長する要因として，北神(1990)で学校改善の有効条件に関する項目が示されている。また，沼上

他(2006)における組織の＜軽さ＞という概念に基づく自由度の高いコミュニケーション，及び，組織デザインに関す

る項目がある。これらを援用し，学校改善の助長要因について 37項目を作成した。回答の際，教示文に「令和元

年度において，学校改善を助長したと考える組織的な要因について，以下の各項目で当てはまる数字を１ つ選ん

で○をつけてください。」と提示した。 

  3）阻害要因に関する項目 

  学校改善を阻害する要因として，浜田（1991）では，３ つの分類(学校内部に関わるもの，教育行政に関わるも

の，父母・地域との関係に関わるもの)を基に 15項目が示されている。また，中留他（1996）では，４ つの分類

（組織文化，教育課程文化，教員文化，学校文化）を基に 44項目が示されている。さらに，沼上他（2007）で

は，組織の＜重さ＞として４ つの分類(過剰な「和」の志向，内向きの合意形成，フリーライダー問題，経営リテ

ラシー不足)を基に 12項目が示されている。浜田(1991)では，一般教員，校長，教育委員会に自由記述方式で調

査した結果から阻害要因を抽出しており，内容が網羅的であることから，ここで示されている 15項目を本研究の軸

とする。そこに中留他(1996)の４ つの分類それぞれにおける中心的な項目から５ つを抽出する。さらに沼上他

(2007)の内容で学校組織に馴染みやすい項目を抽出し，用いることとする。これらを援用するとともに１ つの逆転

項目を設定し，学校組織の阻害要因について 32 項目を作成した。回答の際，教示文として「令和元年度におい
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て，学校改善を阻害したと考える組織的な要因について，以下の各項目で当てはまる数字を１ つ選んで○をつけて

ください。」と提示した。 

 

４ ．分析結果 

 

（1）尺度構成 

ここでは，学校改善の内容，助長要因，阻害要因について探索的因子分析 1)（最尤法，プロマックス回転）を

行った。複数の因子負荷量が.40 を超えた項目と.40 以上の因子負荷量を示さなかった項目を削除し，繰り返し，

因子分析を行い，因子を決定した（削られた項目は資料を参照）。 

  1）学校改善の内容に関する尺度 

学校改善の内容に関する 35項目に対して因子分析を行った結果，因子負荷量が.40を示さなかった項目や複数

の因子に高い負荷量を示した項目を除外し，残り 22項目に対して再度，因子分析を行った。その結果，４ 因子が

得られた（表１ ）。第１ 因子は，若い教員層の育成や OJT，学校風土や雰囲気の活性化，職場の人間関係系づ

くり，地域社会や家庭との連携に関する項目で構成されていることから，「教職員の育成・人間関係づくりと地域連

携（α=.82）」因子と命名した。第２ 因子は，学習意欲や主体性，人間性という子どもの非認知能力の育成に関す

る沢井(1990)のテーマ群「教育目標」に含まれる項目で構成されることから，「子どもの非認知能力の育成に向け

た経営行動（α=.84）」因子と命名した。第３ 因子は，評価の適正化や学習指導要領に関する教育の充実，教育

課程や授業改善に関する内容であり，総じてカリキュラム・マネジメントに係る項目で構成されることから，「カリキ

ュラム・マネジメント（α=.83）」因子と命名した。第４ 因子は，学力の向上や基礎・基本の定着に関する項目で構

成されることから，「子どもの学力向上に向けた経営行動（α=.87）」因子と命名した。 

   

 

表 1．「学校改善の内容」尺度の因子分析の結果 

因子名 項目 平均値 標準偏差 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

教職員の育成・

人間関係づくりと

地域連携 

学校風土や雰囲気の活性化 3.77 .88 .92  .03  -.08  -.05  

職場の人間関係 3.90 .75 .85  .11  -.18  -.08  

地域社会や家庭との連携 3.94 .78 .61  .02  .11  -.08  

若い教員層の育成 3.96 .74 .54  -.12  .23  .18  

保護者と学校の関係 3.85 .62 .47  -.09  .20  .19  

OJTの在り方 3.81 .87 .44  -.09  .11  .17  

道徳の指導方法や内容 3.81 .87 .41  .09  -.04  .12  

子どもの非認知

能力の育成に向

けた経営行動 

豊かな心・人間性の育成 4.19 .76 .04  .94  -.15  .03  

主体性の育成 4.02 .81 -.03  .83  .08  -.10  

学習意欲の育成 4.19 .70 -.28  .69  -.06  .20  

学級集団づくり・学級経営 3.71 .74 .34  .55  -.07  -.06  

校内研修の活性化 4.10 .83 .28  .47  -.02  -.05  

個に応じた指導 3.88 .79 .21  .43  .13  .18  

カリキュラム・マ

ネジメント 

カリキュラム・マネジメント 3.44 .74 -.08  -.11  .83  -.15  

学校評価の在り方 3.44 .71 .08  -.19  .70  .12  

評価方法や評価規準の適正化 3.44 .71 -.19  .28  .69  .02  

教育課程内容の変革 3.52 .80 .19  -.16  .67  -.03  

働き方改革の在り方 3.85 .87 .17  .20  .51  -.13  

新学習指導要領に関する教育の充実 3.94 .76 .06  .33  .47  -.10  

授業の改善 4.17 .60 -.16  .20  .44  .30  

子どもの学力向上に

向けた経営行動 

基礎・基本の定着 4.04 .68 .06  -.03  -.16  1.07  

学力の向上・定着 3.96 .65 .05  .07  .07  .72  

 寄与率   31.93 12.11 10.52 6.35 

 因子間相関Ⅰ    .27  .43  .25  

 Ⅱ     .36  .32  
 Ⅲ      .54  
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2）助長要因に関する尺度 

  学校改善の助長要因に関する 37項目に対して因子分析を行った結果，因子負荷量が.40を示さなかった項目や

複数の因子に高い負荷量を示した項目を除外し，残り 30項目に対して再度，因子分析を行った。その結果，４ 因

子が得られた(表２ )。第１ 因子は，改善のテーマに関する校外の研修や他校との交流，指導主事の訪問指導や研

究指定校制度に関する項目で構成されることから，「学校外からの支援（α＝ .89）」因子と命名した。第２ 因子は，

改善の意義や学校教育目標についての教員の共通理解，主任層のリーダーシップに関する項目や教員構成のバ

ランスや人事上の配慮，責任体制に関する組織における統制性の高さに係る項目で構成されることから，「学校組

織の統制性の高さ（α＝ .90）」因子と命名した。第３ 因子は，沼上(2006)の組織の＜軽さ＞に関する参画型の計

画作成や規則の簡素化，自由裁量の付与等による自由度の高いネットワーク型の組織デザインに関する５ 項目で

構成され，働き方改革に関する項目も組織の＜軽さ＞との関連が考えられることから，「ネットワーク型の組織デザ

イン（α＝ .86）」因子と命名した。第４ 因子は，教員の改善に対する意欲や校長のリーダーシップに関する項目で

構成され，「教員の改善への意欲と校長のリーダーシップ（α＝ .63）」因子と命名した。 

  

 

 

表 2．「助長要因」尺度の因子分析の結果 

因子名 項目 平均値 標準偏差 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

学校外からの

支援 

指導主事の訪問指導 2.69 1.03 .82  -.22  .07  -.04  

研究指定校制度 2.96 1.30 .82  -.10  -.15  .05  

コミュニティスクールとしての対応 2.67 1.28 .67  -.14  -.09  .17  

インフォーマル・ネットワークの発達を重視しないこと 2.96 .85 .63  .09  -.06  -.09  

改善のテーマに関する校外の研修 2.92 1.09 .61  .15  -.23  .24  

学校外部の研究団体や研究センターからの支援 2.23 1.17 .59  .04  -.03  .20  

校内のフォーマルな計画の参照度 2.96 .82 .57  .00  .24  -.01  

タテの公式情報ルートの活性化 2.81 .91 .57  .16  .20  -.18  

設備・備品・活用できる教室やスペース 2.75 1.18 .54  .02  -.07  -.25  

校務の ICT化 3.71 .92 .49  .34  -.13  -.33  

他校との交流や実践例等の関連資料 2.92 .94 .47  -.18  .09  .31  

徹底的な議論を通じた衝突の解消 2.54 .97 .45  .21  .16  .17  

学校組織の

統制性の高さ 

改善推進者の校務分掌上・人事上の配慮 3.31 .95 -.21  .86  -.01  -.06  

年齢や専門領域等教員構成のバランスの良さ 3.10 .90 -.17  .81  .15  .01  

主任層のリーダーシップ 3.60 .82 -.21  .70  .23  -.04  

改善を担当する校内組織の拡充 3.08 .90 .19  .62  .13  .01  

改善のテーマにそった各教員の個性的な実践 3.40 1.05 .17  .62  -.08  .15  

保護者・地域の協力 3.40 .84 .17  .61  -.23  .06  

改善の意義や目標についての教員の共通理解 3.54 .85 .20  .61  -.22  .33  

学校教育目標についての教員の共通理解 3.46 .92 .26  .47  -.15  .36  

校内の責任体制 3.25 .89 .36  .46  .09  -.27  

ネットワーク

型の組織デ

ザイン 

校内で複数のメンターをもつこと 3.04 .92 .36  -.31  .82  .21  

働き方改革に関する教員の意識 3.17 1.04 -.14  -.01  .70  .07  

参画型の計画作成 3.19 .89 .08  .28  .69  -.07  

人間関係志向のリーダーシップスタイル 3.33 .95 -.21  .09  .68  .28  

独自な研究を行うための自由裁量の余地 3.29 .94 .32  -.10  .60  .08  

働き方改革による校務精選 3.23 .97 -.25  .04  .58  -.14  

規則の簡素化 3.02 1.00 .39  .28  .43  -.20  

教員の改善への意欲と

校長のリーダーシップ 

教員の改善への意欲 3.42 .94 -.29  .28  .31  .80  

校長のリーダーシップ 4.27 .92 .03  -.08  .02  .54  

 寄与率   34.77 10.91 8.00 6.70 

 因子間相関Ⅰ    .61  .32  .28  

 Ⅱ     .36  .32  

 Ⅲ      .16  
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3）阻害要因に関する尺度 

  学校改善の阻害要因に関する 32項目に対する因子分析により，因子負荷量が.40を示さなかった項目や複数の

因子に高い負荷量を示した項目を除外し，残り 23 項目で再度，因子分析を行った。その結果，４ 因子が得られ

た(表３ )。第１ 因子は，沼上(2007)の組織の＜重さ＞の内向きの合意形成に係る３ 項目やフリーライダー問題に

係る１ 項目，過剰な「和」の志向に係る１ 項目からなる合意優先の組織の様相に関する項目で構成されることか

ら，「合意優先の学校組織文化（α＝ .92）」因子と命名した。第２ 因子は，浜田(1991)に示された阻害要因の教育

行政に関わるものとして２ 項目，父母・地域との関係に関わるものとして２ 項目という学校外からの支援の不足に

関する項目を含んでいることから，「学校外からの支援不足（α＝ .84）」因子と命名した。第３ 因子は，浜田(1991)

で阻害要因として指摘されている事項の教員の力量，共通理解，意欲の不足に関する項目で構成されていること

から，「教員の意欲と力量の不足（α＝ .82）」因子と命名した。第４ 因子は，中留他(1996)の教育目標が話題にな

らない傾向や従来の指導法への固執，学習指導上の問題に関する前例を踏襲する学校組織の様相に係る項目で

構成されていることから，「前例踏襲の学校組織文化（α＝ .83）」因子と命名した。 

（2）共分散構造分析の結果 

  副校長の認識に関する共分散構造分析 2)の結果を図 2に示す。パスの推定値，及び，モデルの適合度を基に，

５ ％水準で有意でないパスを削除しながら最終的にモデルを推定した。共分散構造分析において，GFI と AGFI

は１ に近いほど適合度が高く良いモデルと判断され，RMSEAは.05以下であれば適合度が高く，.10以上であれ

ば適合度は低く，モデルは採用されない。結果におけるモデルの適合度は，X2=24.11, n.s., GFI=.93, AGFI=.76, 

CFI=1.00, RMSEA=.01, AIC=132.11 であり，いずれも基準値を満たしていることから適合モデルであると考え，こ

表 3．「阻害要因」尺度の因子分析の結果 

因子名 項目 平均値 標準偏差 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

合意優先の

学校組織文

化 

合意を取り付けることに真剣な配慮をしている局面 2.21 1.05 1.02  .01  -.15  -.05  

中堅が調整を行う際に，単にメンツだけの問題による解決 1.96 .90 .76  .25  -.12  .00  

口は出すが，責任はとらないという教員の存在 2.10 1.19 .70  -.03  .16  .06  

自らの考えに固執している中堅の多さ 2.42 1.03 .70  -.11  .11  .20  

反対する教員の存在による意思決定時間の増加 1.90 1.02 .68  -.08  .14  -.12  

正当な意見を忌憚なく言う人よりも対立回避のための気配りを

する人に対する高い評価 
2.23 1.06 .64  -.16  .10  .17  

全校の目標や計画の達成に対する関心や参加への意識の低さ 2.77 1.12 .42  .17  .14  .33  

学校外からの

支援不足 

学校規模の問題 2.71 .90 -.12  .85  .13  -.03  

コミュニティスクールとしての対応 2.40 1.12 .05  .71  -.11  -.06  

教育行政への不信感 2.63 1.02 .33  .70  .01  -.31  

保護者・地域の教育力の低下 3.17 1.17 -.05  .64  .01  .18  

予算、施設・設備の不足 3.56 1.25 -.14  .63  -.26  -.01  

研究・実践の方法論上の問題 2.63 1.02 .03  .61  .08  .10  

保護者・地域との協力の困難性 2.67 1.23 .03  .60  .13  .00  

中堅・主任層の人員不足 2.85 1.15 -.19  .44  .26  .08  

教員の意欲と

力量の不足 

教員の力量の不足 3.19 1.07 -.09  .03  1.01  -.02  

教員間の共通理解・協力の不足 2.77 1.02 .05  .03  .66  .21  

教員の意欲の不足 2.65 1.16 .22  .16  .56  -.13  

優れた中堅が多い ※逆転項目 3.06 1.24 .29  -.17  .50  -.20  

前例踏襲の

学校組織文

化 

教科に関する従来の指導方法への固執 2.94 1.06 .03  -.10  -.10  1.08  

教育目標の実現ということについて話題にならない傾向 2.60 1.01 .17  .02  .19  .50  

校外行事の増加 2.71 1.05 .19  .33  -.29  .50  

学習指導上（授業の改善）の問題 3.17 .95 -.14  .39  .09  .46  

 寄与率   40.17 12.71 7.32 5.57 

 因子間相関Ⅰ    .45  .53  .55  

 Ⅱ     .32  .59  
 Ⅲ      .48  
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のモデルを採用した。 

結果として，３ つの助長要因がそれぞれ学校改善の内容に正のパスを示した。また，３ つの阻害要因がそれぞ

れ学校改善の内容に正のパスを示した。一方，３ つの阻害要因がそれぞれ学校改善の内容に負のパスを示した。

なお，１ つの助長要因，及び，１ つの学校改善の内容は有意なパスを示さなかった。 

 

 

 

５ ．考察 

 

ここでは，共分散構造分析の結果の有意な正のパスに関して「助長する」，負のパスに関して「阻害する」と解

釈し，以下に考察を進めることとする。 

第１ に，３ つの助長要因が２ つの学校改善の内容を助長していることについてである。助長要因のうち，「学校

外からの支援」・「教員の改善への意欲と校長のリーダーシップ」は，学校改善の内容「子どもの非認知能力の育

成に向けた経営行動」を助長している。校長によるリーダーシップの発揮と教員の改善に対する意欲の向上が，

学習意欲や主体性，人間性を育むことに係る子どもの非認知能力の育成という教育目標の具現化に向けた経営行

動を促すということが示唆された。このことより，仮説１ 「教員の改善への意識や校長のリーダーシップ，改善の

意欲，目標についての共通理解は教育課題や教育目標の達成に関する学校改善の内容を正に規定する」は，支

持されたと解釈することができる。加えて，改善のテーマに関する校外の研修や他校との交流，指導主事の訪問

指導や研究指定校制度を整えることも，子どもの非認知能力の育成という経営行動を促すという結果が表れてい

る。また，「ネットワーク型の組織デザイン」は，学校改善の内容「カリキュラム・マネジメント」を助長している。

参画型の計画作成や規則の簡素化，自由裁量の付与に関するネットワーク型の組織デザインが，評価の適正化や

学習指導要領に関する教育の充実，教育課程や授業改善に関する経営行動を促すという結果が表れている。学校

外からの支援の因子は，校内のフォーマルな計画の参照度やタテの公式情報ルートの活性化等の組織の＜軽さ

＞に関する３ 項目を，ネットワーク型の組織デザインの因子は，参画型の計画作成や規則の簡素化等の組織の＜

軽さ＞に関する３ 項目を含んでいる。これらの助長要因が整うことで学校改善が進んでいくことが推察される。一

方，ここで促進される学校改善の内容は，人材育成や地域連携といった環境と資源のマッチングに関する教職員

の育成・人間関係づくりと地域連携を含んでいない。よって，仮説２ 「組織の＜軽さ＞（ネットワーク型の組織デ

ザインとタテの公式な情報ルートの活性化）は適切な環境と資源のマッチングに関する学校改善の内容を正に規

     

 【助長要因】  【学校改善の内容】  

 学校外からの支援 .20* 教職員の育成・人間関係づくりと地域連携  

                     -.28* -.16*  

 学校組織の統制性の高さ                  

     

 ネットワーク型の組織デザイン .23***   

  .21* 子どもの非認知能力の育成に向けた経営行動   

 教員の改善への意欲と校長のリーダーシップ    

     

 【阻害要因】    

 合意優先の学校組織文化                  .63***          

        .74*** カリキュラム・マネジメント  

 学校外からの支援不足           

  .47***   

 教員の意欲と力量の不足     

     

 前例踏襲の学校組織文化 -2.01*** 子どもの学力向上に向けた経営行動  

***p<.001,**p<.01,*p<.05,   :正のパス   :負のパス 

図 2．学校改善の規定要因モデル（共分散構造分析の結果） 
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定する」は，支持されなかったと解釈することができる。 

第２ に，３ つの阻害要因が２ つの学校改善の内容を阻害していることについてである。阻害要因「学校外から

の支援不足」・「教員の意欲と力量の不足」は，学校改善の内容「教職員の育成・人間関係づくりと地域連携」

を，阻害要因「前例踏襲の学校組織文化」は，学校改善の内容「カリキュラム・マネジメント」を阻害している。

教育行政や父母・地域の在り方に関する学校外からの支援不足，及び，教員の力量，共通理解，意欲の不足に

関する教員の意欲と力量の不足は，教職員の育成・人間関係づくりと地域連携を阻害するという結果が表れてい

る。「教員の意欲と力量の不足」が負に規定した「教職員の育成・人間関係づくりと地域連携」は教育実践に関す

る学校改善の内容を含んでいないことから，仮説３ 「多忙状況と教員の意欲・力量不足，当事者能力不足は教育

実践に関する学校改善の内容を負に規定する」は支持されなかったと解釈できる。 

浜田(1991)において校長が認識していた教員の意欲・力量不足は，本研究の副校長の意識において，教職員の育

成・人間関係づくりと地域連携という学校改善の内容を阻害していた。 

また，教育目標について話題にならない傾向や従来の指導法への固執に関する「前例踏襲の学校組織文化」

が，「カリキュラム・マネジメント」を負に規定している。ここでのカリキュラム・マネジメントは仮説４ に示されるマ

クロ文化に関する学校改善の内容を含んでいない。このことから，仮説４ 「従来の指導方法への固執や目標実現

の共有の低さはマクロ文化に関する学校改善の内容を負に規定する」は支持されなかったと解釈することができ

る。 

第３ に，３ つの阻害要因が１ つの学校改善の内容を助長していることについてである。阻害要因「合意優先の

学校組織文化」・「学校外からの支援不足」・「教員の意欲と力量の不足」は学校改善の内容「カリキュラム・マネ

ジメント」を正に規定しており，助長している。合意優先の学校組織文化や学校外からの支援不足，教員の意欲と

力量の不足という要因は，評価の適正化や学習指導要領に関する教育の充実，教育課程や授業改善に関するカリ

キュラム・マネジメントに向けた経営行動を促すという結果が表れている。特に学校外からの支援不足，及び，教

員の意欲と力量の不足は，教職員の育成・人間関係づくりと地域連携に対しては負の規定，カリキュラム・マネジ

メントに対しては正の規定といずれの規定もしている。教職員の育成・人間関係づくりと地域連携という既存の組

織文化に関連することに対しては阻害を，カリキュラム・マネジメントという新たに導入される施策に対しては助長

をする傾向が見られる。学校外からの支援不足，教員の意欲と力量の不足という阻害要因が，浜田（1991）で示

されてきた負の影響だけでなく，学校改善を進展させる正の作用を有するという組織における特徴が伺える。 

また，合意を取り付けるための配慮や考えへの固執に関する合意優先の学校組織文化は，沼上他（2007）で創

発戦略を阻害する組織の＜重さ＞に関連する内容であるとともに，中留他（1996）で示された学校組織文化の特

徴ともいえる。この特徴はむしろカリキュラム・マネジメントという経営行動を助長する。このことから，仮説５ とし

て，「組織の＜重さ＞（過剰な和の志向，内向きの合意形成，フリーライダー問題，経営リテラシー不足）は適切

な環境と資源のマッチングに関する学校改善の内容を負に規定する」は支持されなかったと解釈することができる。 

合意優先の学校組織文化や学校外からの支援不足，教員の意欲と力量の不足といった教員組織における特徴

的な阻害要因の存在により，カリキュラム・マネジメントによる変革を基軸とした経営行動が促されるという学校改

善に向けた営みが表出している。カリキュラム・マネジメントは文部科学省による学習指導要領改訂に関係してお

り，教育施策が学校改善の契機として影響していることが示唆される。さらに，中留他（1996）で学校改善のため

の重要課題とされた新しい学力観に通じる学習指導要領改訂による変革に関するカリキュラム・マネジメントは，

様々な助長要因や阻害要因から規定されており，重要な学校改善の内容であることが分かる。 

第４ に，学校改善の内容「教職員の育成・人間関係づくりと地域連携」は，阻害要因による負の規定しか示し

ていないことについてである。これは，先行研究においても指摘されてきた学校外からの支援不足や教員の意欲と

力量の不足が，教職員の育成・人間関係づくりと地域連携に関する経営行動を阻害する要因となることを改めて実

証している。 

第５ に，助長要因「学校組織の統制性の高さ」，及び，学校改善の内容「子どもの学力向上に向けた経営行動」

が，有意なパスを示していないことについてである。教員構成のバランスや人事上の配慮等に関する学校組織の

統制性の高さは，組織の成員の特徴や人間関係の在り様から調整が難しく学校改善の内容を規定するまでに至ら
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ないということが推察される。また，学力の向上や基礎・基本の定着に関する子どもの学力向上に向けた経営行動

は規定されにくいと傾向があることが分かる。 

 

６ ．まとめと今後の課題 

 

本研究では，副校長のデータを用いて，学校改善の規定要因について，先行研究から導いた学校改善の規定

要因モデルを基に学校改善の内容と学校改善の助長要因，阻害要因に関する因子を抽出し，それらの関係を共分

散構造分析で検討してきた。 

その結果，学校改善の内容に対して，助長要因が正の規定を示し，阻害要因が負の規定の他に正の規定，ま

たは，正負の規定と複雑な作用を有するという萌芽的研究としての知見が得られた。 

助長要因の学校改善の内容に対する正の規定について，３ つの助長要因が２ つの学校改善の内容を助長して

いる。学校外からの支援や教員の改善への意欲と校長のリーダーシープは，子どもの非認知能力の育成に向けた

経営行動を規定していた。改善のテーマに関する校外の研修や他校との交流，指導主事の訪問指導や研究指定

校制度を整えること，これらと同時にリーダーシップを発揮して教員の意欲を高めるために管理職が導いていくこと

で学習意欲や主体性，人間性を育むことに係る子どもの非認知能力の育成という学校改善の要諦に向けた経営行

動が進展するということが伺える。また，ネットワーク型の組織デザインは，カリキュラム・マネジメントを規定して

いた。参画型の計画作成や規則の簡素化，自由裁量の付与に関する組織の＜軽さ＞の要素を含むネットワーク型

の組織デザインが行われることが，評価の適正化や学習指導要領に係る教育の充実といったカリキュラム・マネジ

メントに関する経営行動を促す。実務において学校改善を進展させるために，学校外からの支援や教員の改善へ

の意欲と校長のリーダーシープ，ネットワーク型の組織デザインといった助長要因を意図的，計画的に学校改善の

内容に作用させていくことが肝要となる。 

阻害要因の学校改善の内容に対する負の規定について，３ つの阻害要因が２ つの学校改善の内容を阻害して

いる。学校外からの支援不足と教員の意欲と力量の不足が，教職員の育成・人間関係づくりと地域連携を，前例

踏襲の学校組織文化がカリキュラム・マネジメントを負に規定していた。学校外からの支援不足，及び，教員の意

欲と力量の不足，前例踏襲の学校組織文化は，学校改善に向けた経営行動を停滞させることについては，先行研

究を支持している。 

阻害要因の学校改善の内容に対する正の規定について，３ つの阻害要因が１ つの学校改善の内容を助長して

いる。学校外からの支援不足と教員の意欲と力量の不足は学校改善の内容に対して負の規定をする一方で，カリ

キュラム・マネジメントを正に規定していた。学校組織において，学校外からの支援不足，及び，教員の意欲と力

量の不足は，必ずしも負ではなく，阻害要因があるが故に学校改善に取り組むという組織の在り様が伺える。また，

合意を取り付けるための配慮や考えへの固執に関する組織の＜重さ＞としての合意優先の学校組織文化は，カリ

キュラム・マネジメントを正に規定しており，いずれの学校改善を負に規定していなかった。企業組織研究で組織

の＜重さ＞という阻害要因とされていた「合意優先の学校組織文化」が正の規定を示したことは，「合意優先の学

校組織文化」が学校組織において必ずしも組織の＜重さ＞という阻害要因ではなく，学校組織の様態を表す助長

要因であるということが分かる。 

阻害要因の中で，前例踏襲の学校組織文化は負の規定のみを，合意優先の学校組織文化が正の規定のみを，

学校外からの支援不足と教員の意欲と力量の不足は，正と負のいずれの規定を示しており，阻害要因は複雑な作

用を有していた。 

学校改善の内容の中には，負の規定しかされない教職員の育成・人間関係づくりと地域連携が存在した。教職

員の育成・人間関係づくりと地域連携を推進するには，阻害要因を取り除くか，影響させない方策が必要となる。

さらに，正負のいずれの規定もされない子どもの学力向上に向けた経営行動が存在した。 

学校改善の規定要因に関して，先行研究から導いた５ つの仮説の内，仮説１ のみが支持された。また，仮説

２ ・３ ・４ ・５ は支持されなかった。その中で，阻害要因の「学校外からの支援不足」「教員の意欲と力量の不

足」により正負のいずれにも学校改善の内容を規定するという新たな知見が得られた。阻害要因による学校改善に
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対する正の規定は，阻害要因「学校外からの支援不足」「教員の意欲と力量の不足」「合意優先の学校組織文化」

を克服し，中留(2002)の定義にある学校のウチとソトとの間に開かれた協働文化の形成を目指して，カリキュラム・

マネジメントによる変革を基軸とした自己改善を継続的に遂行していく経営行動を進める学校組織の様相が表出し

た結果と考えることができる。本研究で明らかになった阻害要因の作用は，阻害要因をいかに捉え，組織行動をと

り，学校改善につなげていくかという実務的な示唆につながることが期待される。 

結びに本研究の限界と今後の課題について言及しておく。第１ は，学校改善に関する質的研究の実施である。

本研究で明らかになった事実を基に，副校長へのインタビュー調査を実施し，補完的な考察を企図する。そして，

有意なパスを示さなかった学校組織の統制性の高さを含めた各変数間の関係性や副校長の実務的な見解を視点

として加え，質的研究を展開していきたい。第２ は，学校改善に関して副校長の固有性を解明することである。校

長や教諭など副校長以外の職を対象とした調査を行い，副校長の回答の結果と比較することで，副校長の固有の

役割に迫り，副校長を対象とした研究の蓄積につなげていきたい。 

 

註 

1） 探索的因子分析は，統計ソフト SPSS Statistics ver.26を用いて行った。  

2） 共分散構造分析は，統計ソフト Amos Ver26.0を用いて行った。 
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資料 各尺度で削られた項目一覧 

尺度 項目 

学校改善の内容 

体力の向上／生活指導（いじめ，不登校問題を含む）の対応／教師と児童の人間関係／教科等の指導

方法や内容／ICTの活用／人権教育の推進／プログラミング教育／外国語活動・外国語科の指導の在り

方／家庭学習の量や内容／教育目標の具現化（具体化）／校務分掌などの組織運営／主任等のリーダ

ー層教員の育成／コミュニティスクールの在り方 

学校改善の助長要因 
副校長（教頭）のリーダーシップ／教員の時間的ゆとり／改善テーマに沿った校内研修の実施／学校教

育目標についての教員の共通理解／スクールサポートスタッフの存在／大学（大学教員）からの支援 

学校改善の阻害要因 

時間不足・多忙／教員数の不足／教員の構成の不均衡／中堅・主任層のリーダーシップ不足／生活指

導上の問題／事務的仕事の処理による多忙さ／何事につけても職員団体としての活動や考え方を前面に出

すこと／組織的なトラブルの際，自分の痛みとして感じられない教員の存在／決めるべき立場の教員が決

めていない 
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１ ．課題設定 

 

近年、学校管理職には教育的力量に加えて、経営的力量も求められるようになってきている 1）。そのため、2004

年に文部科学省内のマネジメント研修カリキュラム等開発会議により、モデル・カリキュラム「学校組織マネジメン

ト研修－これからの校長・教頭等のために－」が開発され、各教育委員会において学校組織マネジメント研修

が展開されてきた。一方、社会的な環境や経営条件の変化に対して、学校に求められる機能・役割（例えば、危

機管理への組織的対応、地域社会との連携、若手教員の育成等）は拡大の一途をたどっている。そのため、学校

経営における課題解決や内発的な改善のための職能開発が急務とされている。特に、2017年の教育公務員特例

法改正によって学校管理職の育成指標が設定されることとなり、教職大学院と教育委員会の連携による学校管理

職研修の開発・実施が求められるようになった。 

しかし、学校管理職を対象とする行政研修においては、次のような課題がみられる。 

第一に、研修の運営方法について、国立教育政策研究所の調査によれば、学校管理職としての登用初年度に

新任研修を行っている都道府県・政令指定都市教育委員会は全体の 98.5％にも上っているが、大学と連携した現

職研修の開発・実施を行っている自治体は 12.1％にとどまっている（国立教育政策研究所 2014：36頁）。そのた

め、教諭としての職務経験では得られなかった経営的力量については、理論と実践の往還による形成・定着・向

上が期待されている。 

第二に、研修の実施方法について、いまだに講義・講話を主とする自治体（青森県・宮城県・福島県・栃木県・

大阪府・奈良県・徳島県・高知県等）が多数を占めていることである。確かに、講義・講話は短期間のうちに効

実践研究論文 

要約：本稿の目的は、学校管理職の登用後研修として実施されている新任教頭研修にお

いて、職能開発（professional development）型の研修を試行した場合、どのような短期

的成果と課題が得られるのかを明らかにし、有効性・継続性のある行政研修の企画立案

のための手掛かりを提示することである。すなわち、各学校において組織的解決が求めら

れている経営課題「危機管理」「働き方改革」「若手育成」を題材として「実行可能な学

校経営改善プラン」の作成演習を行った。具体的には、同研修において、各班の受講者

が勤務校の問題点を析出し、各学校における所与の経営条件や環境を踏まえ、協議を通

して実行可能な改善の方策を探った。研修後の追跡調査の結果、受講者は俯瞰的な視点

から学校の経営課題を構造的にとらえ、演習の成果をもとに改善を図ったことが分かった。

今後は「実行可能な学校経営改善プラン」の模範例を作成し、教頭としての勤務経験をも

つ指導主事を進行役として配置することで、研修の継続性を確保することが期待される。 

キーワード 

学校管理職 

職能開発 

新任教頭 

悉皆研修 

学校経営改善 
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率的に内容を伝達することができ、職務遂行において求められる基礎的な知識を修得させる上でも有効な手段で

あるといえる。特に、近年では外部講師を招聘し、弁護士による「学校コンプライアンス研修」や、臨床心理士に

よる「教育相談研修」等も散見されるようになってきた。また、講義だけでなく演習・協議をとり入れている自治

体（岩手県・秋田県・茨城県・群馬県・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・鳥取県・島根県・長崎県・熊本

県・大分県・鹿児島県等）もみられるようになってきてはいるが、その多くが研修の前半部分で修得した知識に関

する演習にとどまっており、教頭としての職務遂行において直面している経営課題の解決に対する有効性の点では

課題が残されている。 

第三に、研修の日程について、多くの自治体では講義と演習を兼ねて 2～3 日程度の開催であり、それ以上開

催している自治体（岩手県・福井県・鳥取県が 4 日，宮城県・三重県が 5 日，高知県が 7 日）はあまりみられ

ない。また、88.2％が都道府県内の教育センター（教員研修センター）等において集合研修の形式をとっており、

受講者の時間的・経済的な負担が懸念される。 

このような動きの中で、全国の教職大学院によって学校管理職の研修プログラムが開発されようとしてはいるが 

2）、その多くが大学院での養成（現職派遣）や登用後の新任教頭・新任校長研修における知識の修得を主として

おり、「今日的課題や学校現場の課題を踏まえた研修」が未整備である（牛渡 2012：3-14頁）。そのため、学校

管理職として登用直後の新任教頭に対しては、職務遂行において求められる「管理能力ないしリーダーシップに

備えるために発生するニーズを充足」するための研修の開発が求められて久しい（片岡 1991：34頁）。とりわけ、

学校管理職の職務遂行に必要な力量（いわゆる「職能」）については、主として教頭としての勤務経験を通して獲

得されることから、教頭研修を充実させることが有効であるとされている（大林・佐古・藤井 2015：103 頁）。そ

の場合、教頭の職務権限に鑑みて「校長を補佐したり、校長と教諭の間をつないだりするような演習」が期待され

る（大林・佐古・江川 2015：29頁）。 

上記の問題状況に対して、教職大学院と連携した学校管理職研修の開発・実施を行ったものとして、鳴門教育

大学における一連の取組みが先進的な事例として位置づいている。とりわけ、佐古は高知県・高知市との協働に

より、学校組織開発理論とその実践的研究の知見に基づく「学校組織マネジメント研修」の教材を開発している（佐

古・高知県教育センター・高知市教育研究所 2013）。また、実際の「学校組織マネジメント研修」において同教

材を活用していく中で、特に演習（グループワーク）形式の方法が研修内容に対する関心や活用意識の向上に効

果をもつことが明らかにされた（佐古 2014）。 

以上のことから、先行研究においては「学校組織マネジメント研修」を通じて、各学校の「協働化」を推進する

組織体制を整備し、「内発的な改善力」を高めようとしている点で研究上の意義が見出だせる。このことは、従来

のような知識の伝達を主としていた行政研修とは異なり、研修内容の活用可能性という点からも有効な方法である

といえよう。 

他方、教職大学院と連携した学校管理職研修に関して、実際の学校経営において生起する目の前の課題を解決

するための力量について研修の対象として扱っているものは、管見の限りみられない。 

そこで、本稿においては、学校管理職の登用後研修として実施されている新任教頭研修において、職能開発

（professional development）型の研修を試行した場合、どのような短期的成果と課題が得られるのかを明らかに

し、有効性・継続性のある行政研修の企画立案のための手掛かりを提示することを目的とする。 

そのため、次のような研究作業を行う。まず、本実践研究の対象となる自治体を選定し、研修の実施方法を確

定するとともに、各地区の教育事務所長および受講予定者（新任教頭）を対象とした質問紙調査をもとに研修ニ

ーズを把握する。次に、新任教頭を対象とした学校の経営課題解決のための職能開発型研修として、「実行可能

な学校経営改善プラン」の作成演習に関する展開例を開発する。そして、実際の新任教頭研修を通して受講者に

よる事後評価をもとに短期的成果と課題を析出し、次年度以降も研修を継続していくための改善案を提示する。 

 

２ ．新任教頭研修「実行可能な学校経営改善プラン」の作成演習の実践事例 

 

（1）事例の特徴と職能開発研修の意義 
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本実践研究では、2017 年度から教職大学院と県教育委員会の連携事業として、登用前の教頭候補者を対象と

した悉皆研修「スクールリーダー養成研修（学校管理職養成講習）」を開催してきた G 県を対象とする。同県に

おいては、2019年度から、登用後の新任教頭を対象とした悉皆研修の内容を新規開発してきた経緯がある。これ

は、既存の行政研修として県内教育事務所において行われていた実践交流の時間を改めたものであり、教職大学

院が研修コンテンツの開発を手掛けた事例である。とりわけ、全国的に概観すると、学校管理職登用前後の研修

をどちらも行っている自治体が 4.6％にとどまっている現状に鑑みて（国立教育政策研究所 2014：33頁）、本実践

研究においては登用前のスクールリーダー養成研修における知識の修得を前提とした課題解決を主眼としており、

養成・登用・研修の一貫性を確保しようとしている点も特色である。 

その場合、従来のような教育訓練型の研修ではなく、職能開発型の研修を行う。そもそも、公務員制度におけ

る研修とは、勤務能率の発揮・増進を目的とする教育訓練（training）を意味しており、特定の職務に必要とされ

る知識を修得させるために行われる（吉国ほか編 2009：219頁）。しかし、教育公務員に対しては、職責を果たす

ために継続的な「研究と修養」が義務化されているものの（学校管理運営法令研究会 2009：192頁）、その職務

の特殊性に鑑みて自律的な職能開発が望まれる。 

ここで、行政用語としての「資質・能力」については、生得的素質や天性を意味する「資質」が含まれている

ことから、研修の成果と課題を析出しにくい。そのため、本実践研究においては職務遂行に限定された場面におい

て観察可能であり、職務遂行上の能力を意味する「職能」（岸本・久高 1986）に焦点化した。一方、各学校の内

発的な改善を促すためには、単なる一過性の変革ではなく「組織自身が自らのプロセスに対処し変化していくこと

ができる力（効果性）を高めていく」（経営行動科学学会編 2011：186頁）ことを目的とする「開発」（development）

が有効な手立てであると考えられよう。 

すなわち、新任教頭研修において受講者は勤務校の問題点を析出し、それに対して各学校における所与の経営

条件や環境を踏まえ、各班による協議を通して実行可能な改善の方策を探る。このことは、教頭職に求められる一

連の思考様式を演習することにつながる。なお、本研修は教職大学院内の学校管理職養成コースによって運営さ

れており、筆者は研修内容・方法を考案し、模擬研修の実施・改善を通して、実際の新任教頭研修における全体

司会・進行役として関与した。 

 

（2）予備的調査における研修ニーズの把握 

 はじめに、新任教頭研修の実施に先立ち、研修ニーズを把握する必要があったことから、教職大学院の実務家

教員の協力の下で予備的調査を行った。 

 第一に、G県内各地区の教育事務所長に対して質問紙調査（2019年 2月～3月実施：県内 6事務所より回答）

を行ったところ、登用直後の新任教頭は勤務校の環境や職務に順応することに注力しており、職能開発の機会を十

分に確保できていないことが明らかになった。また、これまでの行政研修では、学校経営の実態把握や組織的対

応の方策について課題が残されていることも指摘された。そのような問題状況に対して、研修内容については「学

校改善」「組織的対応」「組織マネジメント」「労務管理」「若手育成・コーチング」に関する要望が出された。特

に、新任教頭の多忙な勤務実態に鑑みて 3）、本研修に対しては 9月以降の学校経営において即時活用できる職能

の開発が期待された。 

第二に、G県内で最大規模の教育事務所による協力を得て、受講予定者（新任教頭）を対象とした質問紙調査

（2019 年 4 月実施：42 名のうち 31 名回答）を実施した。その結果、全体的にみて研修の受講希望は「働き方

改革」「危機管理」「若手育成」に偏っていた。 

以上の経緯を経て、G県内 6地区の教育事務所を会場として 6回にわたり新任教頭研修を実施することが決定

した。その際、受講者数については県内公立小・中学校の新任教頭 140名を対象とし、登用直後の 5月から 8月

までの期間において実施することとなった。 

 

（3）「実行可能な学校経営改善プラン」の作成演習に関する計画 

そして、「実行可能な学校経営改善プラン」の作成演習に関する計画を案出した。まず、研修のガイダンスとし



芥川：新任教頭を対象とした学校の経営課題解決のための職能開発研修 

57 
 

て、教職大学院と教育委員会の連携事業であること、従来の講義・講話形式の研修との相違点、演習テーマの設

定理由と進行方法（協議 60分、発表・質疑応答 30分）について趣旨説明を行う（表 1参照）。 

次に、新任教頭として登用されてから気づいた勤務校の問題点や、日常の職務遂行に当たって特に困っている

ことを率直に出し合うことを求める。その際、演習の過程で班員から出された各学校に関する情報については、守

秘義務を徹底して遵守することを要求する。 

 

表 1．新任教頭研修「実行可能な学校経営改善プラン」の作成演習の展開例 

展開 概要 指導内容 備考 

導入 

(5分) 
ガイダンス 

①あいさつ・趣旨説明 

②テーマ設定（事前調査の結果） 

「働き方改革」「危機管理」「若手育成」 

③進行の確認（概要に関する用紙配布） 

・具体的な問題点や困りごとを率直に出し合

うこと 

・演習内で得た情報については守秘義務を

徹底すること 

協議 

(60分) 

自己紹介 
④自己紹介「氏名・勤務校の自慢（状況）を簡単に語ってくだ

さい｡」 

・受講者の状況により省略可 

Ⅰ 

問題点 

⑤問題の析出「テーマについて、勤務校ではどのような問題や

困っていることがありますか。思いつく限りたくさん付箋に書い

てください。」 

⑥問題の構造化「出された問題を分類してください。模造紙に付

箋を貼る際には具体的な説明を加えてください。」 

・多くの問題点を出させる 

（相互の確認を求める） 

・問題の全体構造を確認しながら進行し、意

識させる 

・問題の偏りを適宜修正する 

Ⅱ 

問題対応 

⑦改善策の構想「分類した項目ごとに、どのような改善策が考え

られますか。思いつく限りたくさん付箋に書いてください。模造

紙に付箋を貼る際には具体的な説明を加えてください。」 

・付箋を貼る際には説明を求め、相互に確認

させる 

・協議における先導者・追随者の不均衡を是

正する 

Ⅲ 

改善策 

⑧改善策の完成「あげられた改善策について、各学校の経営条

件（ヒト・モノ・カネ）を考えて、教頭として実現可能な改善

プランを作成してください。」 

⑨実行プランとしての精緻化「さらに改善案を練り直して、すぐに

活用できる実行プランを作成してください。」 

・改善策の阻害要因・促進要因の分析から検

討する 

・教頭としての実行可能性の観点から検討す

る 

・協議における先導者・追随者の不均衡を是

正する 

共有 

(30分) 

発表 

質疑応答 

⑩実行プランの共有「なぜそのような実行プランを作成したの

か、協議の経緯も含めて発表してください。」 

・班数により質疑の時間は流動的に 

総括 

(5分) 
演習の意義 

⑪教頭の職務権限・期待役割の解説 

権限：校長補佐権・校務整理権 

役割：部下教職員の指導・調整・連絡 

⑫今後の期待「今後は各学校に戻って、それぞれの経営課題に

対して、主体的に改善されることを期待しています。」 

・演習への取組み状況を前向きに評価する 

・教頭職の専門性の再確認 

・課題改善のために本研修で行った 3 つの

思考様式の概要と意義を確認する 

（註）100分の研修時間を想定して作成 

 

演習の具体的な手順については、以下のとおりである。 

第一に、問題点の析出である。まず、各テーマに関して、受講者の勤務校が現時点で抱えている学校経営上の

問題点について、各班員の思いつく限り付箋に書かせる。次に、勤務校の現状が伝わるように具体的な説明を加

えながら、模造紙に付箋を貼っていく。その際、他の班員の示した問題点に類似するものがあれば、同時に貼り出

してもらい、KJ法の要領で整理・分類していく。 

第二に、改善策の構想である。上記の分類ごとに対処すべき改善策について、各班員の思いつく限り付箋に書

かせる。そして、その改善策が有効であると考えられる根拠を説明しながら模造紙に付箋を貼っていく。 

第三に、「実行可能な学校経営改善プラン」の作成である。上記の改善策について、教頭職としての職務権限

の範囲や、各学校の経営条件・環境、改善策の阻害要因等を踏まえた上で、実行可能性という観点から検討させ

る。あわせて、重要な課題から順に協議していくことによって、急迫性という観点を付加する。 

そして、協議によって得られた成果を発表し、受講者全体で実行プランを共有する。それは、他班によって案出

された知見を活用することも十分に期待されるからである。最後に、教頭職の職務権限と期待される役割を再確認
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することによって、登用前研修において修得した知識と結びつける。 

以上の研修において、教職大学院の教員は進行役（coordinator / facilitator）として各班に配置され、4～8名

の受講者を支援する。すなわち、受講者が多くの問題点を析出できるよう促進し、問題の全容を相互確認させると

ともに、それぞれの問題の関係構造を分析させる。さらに、勤務校の経営条件・環境や受講者自身の新任教頭と

しての経営的力量を踏まえ、協議の支配者・追随者の不均衡を適宜修正し、教頭職としての職務遂行の視点から

実行可能性を問う。 

 

（4）職能開発研修の事後評価と課題 

研修終了直後には、受講者を対象とした事後評価を実施した。その際、評価票の配布・回収は教育事務所に依

頼し、集計・分析等は教職大学院が実施し、得られた結果については教育事務所・市町村教育委員会・地区教

育長会・地区校長会にも提供した。この調査によって、職能開発研修は受講者による自由記述の評価が高く、新

任教頭が学校の経営課題を解決するための職能を開発するうえで、有効な手立てとなり得ることが分かった（表 2

参照）。 

 

表 2．新任教頭研修の体制と受講者評価 

地区 班員 テーマ 評価 

Ａ  

5/31 

4～5名 

（34/7） 

働き方改革 

若手育成 

・同じ立場の者が実体験をもとに考え合うことができた 

・大学の先生のコーディネート役がありがたかった 

・受講者全員が主体的に行動しながら研修ができた 

Ｂ  

7/22 

6～7名 

（25/4） 

働き方改革 

若手育成 

・同じ立場の人たちと具体的な問題点について素直に話し合えた 

・課題の探求・分析・解決策という教頭としての役割を見直すことができた 

・他の受講者から自分では思いつかないアイデアをもらえた 

Ｃ  

7/25 

8名 

（16/2） 
働き方改革 

・教頭としての実行可能な改善策をどのように引き出すかが重要で、その考え方が学べた 

・大学の先生がにこやかにファシリテートされ、学校での実践の参考になった 

・他校の状況がよく分かった 

Ｄ  

7/25 

7名 

（21/3） 

危機管理 

働き方改革 

・演習を通して、課題解決に向けての自分の中での思考を作り出すことができた 

・自分の至らなさが分かった反面、どう考え行動すれば良いのかが分かり、2 学期への見通しがもてた 

・大学の先生がうまくリードしてくださり、具体的な交流ができた 

Ｅ  

7/31 

7名 

（28/4） 

危機管理 

働き方改革 

・話をしていく中で新たに見えてきたものがあり、今後の取組みの参考になった 

・教頭としての悩みや苦労を共有でき、それに対する対策について素直に出し合えた 

・複数の視点で具体的な解決策を見出すプロセスは、自校でも実践してみたい 

Ｆ  

8/5 

5～6名 

（16/3） 

危機管理 

働き方改革 

若手育成 

・自分で実践できそうなことが見え、「よしやってみよう！ 」という動機づけになった 

・皆が同じような課題を抱えていることが分かり、そんな中でともに改善策を協議できたことで 2 学期への

アクションの見通しがもてた 

・問題点の分析の仕方や他の教頭先生が職員をどのように観察しているか等も知ることができた 

（註）地区欄の下部は研修の実施日時、班員欄の括弧内は受講者数/講師数 

 

とりわけ、教職大学院と教育委員会の連携による本研修の結果、①同じ立場にある受講者と具体的な問題や悩

み・苦労を共有できたこと、②受講者全員が主体的に発言・行動しながら改善策を考案できたこと、③学校の経

営課題の析出・分析・解決という一連の思考様式を演習できたこと、④教頭としてすぐに実行できる改善プランを

作成できるようになったこと、⑤教頭としての職務遂行上の力量に関する課題が明確になったこと、⑥今後の学校

の経営改善に対する動機づけになったことが肯定的な評価として読み取れる。 

その後、研修実施後における経過について、2019年 11月に全受講者（新任教頭）を対象とした追跡調査を実

施した。その結果、受講者からは「教頭としての学び」に関する次のような自己評価が得られた。 

 

・当たり前のように思っていること、何も疑わず踏襲してきていることの中に、見直していけることがあることを実感している 

・部分ではなく学校全体を見て課題解決に向けた道筋を設定していかなくてはいけないことを学び、俯瞰的に物事を見つめることができ

るようになった 

・演習での思考の流れが日々役に立っており、自信を持って取り組めるようになった 
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・教頭として誰に何を・・、どの組織に・・を考えるようになった 

・広い視点で見る力、広く情報を集める力の必要性を実感している 

・次年度に向けた構想や具体的な取組を考える際、「問題析出」「改善策」「実行プラン」の流れを意図的に職員にも示し、組織で解決

に向かう姿勢を作った 

・一つの事象が何から起きているのかなど客観的に問題を捉えられるようになった 

 

また、各学校における新任教頭の経営行動としては、次のような改善を図ったことが分かった。 

第一に、受講者は「働き方改革」に関して、教職員の時間外勤務の削減、職員会議や各種打ち合わせの改善、

朝学習の見直し、部活動の見直し（朝練習の廃止、部活動数の削減）、PTA との会議時間の削減、教材研究の

時間削減（教材のデータ保存、保管場所を定めて共有化）、事務職員との連携強化等に取り組んだ。 

第二に、受講者は「危機管理」に関して、天候の急変による下校時の対応方法の見直し、危機管理マニュアル

の見直し（避難所運営も含む）、「いじめ」事案・熱中症事案に対する組織的対応、保護者対応マニュアル（内

規）の作成等に取り組んだ。 

第三に、受講者は「若手育成」に関して、教員間のコミュニケーションの増加、ベテラン教員の活性化に取り組

んだ。 

以上のことから、受講生は俯瞰的な視点から、学校の経営課題を構造的にとらえ、演習の成果をもとに実行可能

な事項から順次改善を図ることができたといえよう。 

 

３ ．本実践事例の課題と今後の展望 

 

しかしながら、本実践事例においては、講師の配置が検討課題として残された。すなわち、教育委員会から研

修開催の要望があった 5～8 月は、教職大学院においても通常講義の開講期間に当たり、本務の制約を受ける。

このように、教職大学院の教員を各地区 2～7名配置することは、人的・財的条件面での制約からみて、他の自治

体が導入を検討する場合の障壁となり得る。 

そこで、今後は各教育事務所において教頭としての勤務経験をもつ指導主事を進行役として配置することが期待

される。というのも、指導主事はその後に校長として登用される前例が多く、その場合には新任教頭に対する現任

訓練（On-the-Job Training）の指導者としての役割も求められるからである。しかし、実際に本研修において進行

役を担当するのであれば、一定の水準を満たした指導内容が求められるはずである。 

したがって、今後における職能開発研修の質保証のために、本研修の成果と課題を省察し、「実行可能な学校

経営改善プラン」自体の模範例を開発することが必須である。この模範例については、次年度以降の実施に向け

て学校職員課内の会議を通して手続きを共有していくことが期待されよう。 

そこで、本稿においては、中学校の新任教頭を対象とした職能開発研修を想定して、「いじめ問題」への組織的

対応に関する「実行可能な学校経営改善プラン」の模範例を以下のとおり作成した（図 3 参照）。特に、近年は

「いじめ問題」に起因する重大事案が散見され、学校経営において喫緊の危機管理事項とされている。そのため、

学校管理職に対しては生徒指導体制の整備、事案発生時の迅速・慎重な事実確認、解決のための組織的な手立

て等が求められている 4）。そのような背景から、過去に発生した重大事案に対する事後検証報告書を参照し、学校

の経営課題として「基本方針」「未然防止・早期発見」「組織的対応」「初動対処」の 4つの局面に分類し、以降

の協議につなげる。 

また、改善策の構想段階では、受講者が思いつく限りの方策を提示することが期待されるが、実行可能性・急

迫性という観点から協議を収束させることによって改善策（実行プラン）として精緻化していく。 

そして、2017年の文部科学大臣決定「いじめの防止等のための基本的な方針（最終改訂）」をもとに、最終的

な到達目標として、①教職員の力量形成、②生徒指導上の問題の析出、③関係機関等との連携、④すみやかな

組織的対応の 4つの改善策（実行プラン）を位置づけた。 
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図 3．「いじめ問題」の組織的対応に関する「実行可能な学校経営改善プラン」の模範例 

 

以上、新任教頭を対象とした職能開発型の研修を実施することによって、各学校が抱えている経営課題を解決

するための職能開発に寄与し得ることが明らかになった。今後は、各受講者が学校の経営課題に直面した場合、

どのような経営行動をとったのか、校長に対する事後評価および教頭の経営行動の経過観察を行うことが求められ

よう。したがって、本研修を通して獲得した経営的力量について、受講後の支援体制としてフォローアップ研修の

開発や教職大学院による相談窓口（consulting service）の設置も検討していきたい。 

 

註 

1） 直近 10年間では危機管理・地域連携・組織経営等が重視されるようになり、危機管理については「トラブル・緊急事態

の未然防止」「事後対応及び防災や災害を伴う危機管理能力」「自然災害、いじめへの対応」等が重視されている（国

立教育政策研究所 2014：28頁）。 

2） 一部自治体では、事例研究（case study）による研修も先行的に実施されている。しかし、教材として扱う事例が勤務校

の経営条件・環境と異なる場合、受講者が当事者意識をもちながら分析することは困難であり、研修の「実効が上がら

ないのは当然」といえよう（牧 1999：98頁）。 

3） 文部科学省による教員勤務実態調査（2016 年度）では、平日 1 日あたりの学内勤務時間について小学校・中学校とも

に教頭が最長（12 時間 6 分）であり、1 週間あたりの学内勤務時間は、小学校が 63 時間 38 分、中学校は 63 時間

40 分となっている。このような学校管理職の過重労働負担によって、地方の教育センター等における行政研修は年間数

日程度に簡素化されている（市川 2015：201頁）。 

4） 学校には安全保持義務があるため（東京高判平 6・5・20）、「いじめ問題」の事実が確認できたにもかかわらず適切な

処置を怠り（安全保持義務違反）、子どもが損害を受けたことの因果関係が立証されれば（相当因果関係）、国または地

方公共団体が損害賠償責任を負うこととされている（国家賠償法第 1条 1項・2項）。 
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１ ．背景 

 

大学の教員養成において，筆者らは，教員の 21 世紀型スキルを高めることを目指してグローバル教員研

修プログラムとしての海外教育実習プロジェクト（Overseas Teaching Project: 以下 OTP）を実施してきた。

特に，2019年の実践においては，フィンランドの教育改革に学ぶプログラムを取り入れると共に，グローバル

教員研修のコンテンツ開発を行い，その実践を試みた。Fadel, Bialk & Trilling（2015)は，21世紀型スキル

とは，豊かな人生と社会の繫栄のための賢明な選択ができる徳（資質）と価値観（信念と理念），そして能

力を身につけさせのばすことと示しており，「知識，人間性，スキル，メタ学習」の 4側面からこれを捉える

ことが重要であると指摘する。21 世紀型スキルの考え方は，日本の新しい教育課程に大きく影響を与えてい

るが，このような力を培おうとする教員育成において，既存の枠組みの研修内容や教育実習では対応が難し

く，参加者のボトムアップに拠る個の思考や経験を豊かにする対話的研修が必要となると考えられる。一方，

アジアでも教育の変革をいち早く手掛けているシンガポールの教員養成では，National Institute of 

Education: NIE（シンガポール国立教育学院）によって，V3SK〔価値（Values）, 技能（Skills）, 知識

（Knowledge））Model〕が示された。三つの価値とは，１ . 学習者主体のラーニングの価値づけ，2. 教

師のアイデンティティやキャリア，３ ．専門職としてのコミュニティへの貢献である。知識の具体例として，自

己に関する知識・生徒に附する知識・地域社会に貢献する知識・教科内容の知識・教育学に関する知識・

教育の基本的な知識・カリキュラムに関する知識・他民族の教育への知識・国際的な認識・環境への認識

とされている。技能は，具体例として，反省的技能と思考的態度・教育（指導）に関する技能・子どもをマ

要約： 本研究の目的は，大学教員養成におけるグローバル教員研修が，大学院生（現

職教員・大学生）の「教員 21世紀型スキル」に関する自己効力感にどのような変容を

もたらすかを明らかにすることである。研修は，１ . 対話型ボトムアップ研修，２ ．フィン

ランドの教育改革研修，及び，３ ．教科連携の CLIL・STEAMに拠る授業訪問を特徴

とする。次世代の児童・生徒が，学びを実社会へ転移するような教育を実現する教員の

21世紀型スキルとは何か，国際間比較をとおした俯瞰的な研修を目指す。研究方法は，

『Edu 21st：教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度』の 47質問項目をもちいた事前

と事後の変容，およびポートフォリオ記述分析である。その結果，Edu21st（３ 因子構

造）で差が認められ，「分析的デザイン思考能力」で最も変化が大きいことが明らかにな

り，異分野連携の協働中に起こる異質な考えに対する葛藤への価値付けが見られた。 

キーワード 

教員 21世紀型スキル 

グローバル教員研修 

協同的な問題解決能力 

CLIL 

STEAM 

実践研究論文 



柏木他：教員 21世紀型スキルに資するグローバル教員研修に関する実践的研究 

 

63 
 

ネジメントする技能・自分をマネジメントする技能・管理や運営の技能・コミュニケーションスキル・子どもの

成長を手助けする技能・機器の使用技術・新しいものを導入し革新する技能・社会的で情動的な知性と示

されている（NIE 2012）。また，ベテラン教員は，熟達した指導を若手教員に伝達するというメンタリングマイ

ンドを重視した「見習い」（apprenticeship）のシステム構築などの教育政策を具体的に実行している。この

ような世界の教育改革の国際化（internationalism）は，互いに影響を及ぼし急速に進んできた。教員の 21

世紀型スキルを育成するには，教員研修もまた知識伝達型ではなく，自身が高次の思考のためのアクティブ

ラーニングを経験する中で，グループ形成やコミュニティ形成がなかなか上手く行かないというレジリエンス

を通して，自分とは異なる多様なものの見方を尊重し，新たなチームやシステムを創りながら，自らの人間性

を膨らませていくようなデザインが必要であろう。このような方法は，PISA2015の「協同問題解決能力調査」

の実施に続いて，PISA2018の一環として実施された「グローバル・コンピテンス」調査（OECD 2018）と

も関連している。 

日本における 2020 年度から実施された新学習指導要領の平成 29 年告示（文部科学省 2017）において

も，教科連携の重要性が提唱され，問題解決型学習や児童生徒同士のグループ学習を推し進められている。

教育課程企画特別部会（2015）は，汎用能力を育てることを前提に，「学校教育目標を踏まえた教科横断的

な視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと」について言及しており，これか

らの教員は，児童生徒を取り巻く社会の変化や地域の現状を教育課程に取り入れて実施する複合的な力が

求められるであろう。したがって，まず教員の 21世紀型スキルの資質向上が望まれるが，現職研修に取り入

れられているものの教員養成では十分ではないと指摘されている（小柳 2014）。Erickson, Lanning & 

French（2017）は，不確実性の時代に対応した批判的思考力と創造的思考力を育てる教育改革やそのカリ

キュラムの必要性について指摘している。現在多くの教員もまた，2020 年より新型コロナ感染症影響下の社

会の激変を経験し，痛切に感じ始めているであろう。一方で，学校現場では 21 世紀型スキルの理解と実践

の両面から戸惑いを感じている教員がおり，新学習指導要領のねらいと Internationalism における 21 世紀

型スキルの関係性を研修できる機会は極めて少ない状況において，児童生徒中心の授業の価値付けを「見

習い」の方法で学べておらず，教員中心の授業による児童生徒への知識注入型授業を変えていくことは容易

ではない。大学を含む高等教育機関においても，専門分野が互いに独立しており，異分野協働や対話型研

修の価値を見出す機会はそれほど多くない。大学院修了後に就職した新任の教員の中には，「21 世紀型ス

キルの重要性は理解し，自分も新しい教育課程に取り組もうと思います。けれども，自分の学んで来た教育

にはそのような実践的な学びはあまりなく，いざ，それを授業に取り入れようとするには，生徒の反応が予想

できず，失敗するリスクが大きいのです。思春期の難しい時期の生徒の心をとうとう掴めなければ，教員に

は，もうその後が無いのです。」と現場に出てからの感想を教えてくれた者もおり，この言葉は，大学の教育

者としての我々に重くのしかかる。 

したがって，国際的な認識・環境・教育の革新を視野にした異分野協働・対話型研修の機会を作る必要

があると思われる。筆者らは，教員のグローバル視野を広げ英語力や授業力を伸ばすため，OTP，および

現職教員向けグローバルプログラム等（柏木＆田中 2021）に取り組んできた。この取り組みを通して，言語

力と授業力向上の方法と成果が認められてきた（柏木＆伊藤 2020a; 柏木＆伊藤 2020b）。また，英語に拠

る理科教育の発信（Kashiwagi＆Morishita 2019），教員養成面の同僚との協働的取組の成果について報告

した（柏木賀津子 2013; Kashiwagi & Tomecsek 2015; Shishido＆Kashiwagi 2020）。しかしながら，2018

年度までの OTPでは，取り組みの効果を見とるために，異文化理解のアンケートや英語パフォーマンステス

トを活用してきたが，それらは，参加者の対人関係力や教員の 21 世紀型スキルを評価する適切な方法であ

ったとは言えない点が課題であり，実施 8年目の 2019年 OTPは，教員の 21世紀型スキル育成の視点を加

えるに至った。 

教員の 21世紀型スキルを行動に繋げるためにはそのスキルに対する自己効力感が重要である。Bandura

（1997）は，指導スキルや周囲の環境への働きかけに対する自己効力感（self-efficacy）が教師の主体的

行動に影響すると提唱した。また，小柳（2021）が指摘するように，教員としての継続的専門性を深めるため
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には教員自身が納得して自分の教育を変革していくことが必要であり，その指導の有効性や評価が一体化さ

れていくという過程で教師の自己効力感が醸成されていくとしている。一方で，日本の教員養成では指導の

有効性や評価を，対話を通して認知できるような協働的な研修の場の創成は多くないという現状がある。 

そこで，本研究では，教員の 21 世紀型スキル育成を目指したグローバル教員研修の枠組みが，参加者

の 21 世紀型スキルの自己効力感にどのような変容をもたらすのか，また，変容しにくい点があるとすればど

のような点かを明らかにし，大学におけるグローバル時代の教員研修の整備を探究する。 

 

２ ．先行研究の検討 

 

（1）21世紀型スキルとは何か 

 Griffin, Macgaw & Care（2011）は，「Assessment and Teaching of 21st Century Skills（21世紀型スキ

ルの評価と指導）」の中のコンピテンシーについて，四つのカテゴリー（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: Living in the world）

があると指摘している。さらに，創造性とイノベーション，批判的思考・問題解決・意思決定，コラボレーシ

ョンなどの 10のスキルを挙げている。また，PISA2015では，「協同問題解決能力」とされるコンピテンシー

の重要性が取り上げられ，その能力は，1. 理解の共有を確立し維持する，2. 問題を解決するために適切な

行動を起こす，3. チームの組織を設営し維持するという三つから構成されている。OECDの DeSeCoによる

キー・コンペテンシーにおいても，三つのジェネリックキーコンピテンシーが有名である。一つ目は，自律的

省察的な行為に関わる力，二つ目は相互作用的に道具を扱える力，三つ目が，社会的に異質なグループと

共同する力である（OECD 2002)。このように，21 世紀型スキルとは，不確実性の社会において簡単に答え

が見つからない事象に対して協同問題解決をするための方法を理解し，創造的にアイデアを出して目的を成

し遂げる多面的な力であると考えられる。一方，これらに呼応して，教員が実際に児童生徒に指導するため

の 21世紀型スキルが必要であるとして，Robinson-Zanartu, Doerr & Portman (2015)は，「Mediation in 

the Classroom : An Open Systems Approach（MiCOSA Model）」を用いて，21世紀の社会に必要な批判

的思考力と学びについて児童生徒に育てたい「21の思考スキル」を示した。つまり，教員の 21世紀型スキ

ルとは，「生徒が 21世紀型スキルを身に着けるための教育実践の方法を実現する力」である。例えば，「ゴ

ール設定をすることで焦点を定め理解を深める。」「見通しの有る計画をすることでタスクを遂行するための道

筋が分かる。」「物事のつながりや関係を発見することで全体を俯瞰できる。」「協同することで，他者の考え

を知り自分の考えを豊かにする。」（原文は英語で筆者ら要約）。同時にそのような児童生徒の思考を促進す

るためには，それを行う教育の機会が必要であるため，教員や保護者にそのような機会を設けているかのイ

ンタビュー項目も示した。教員や保護者への問い方は，「生徒が目的達成やプロジェクト実行のため，ステッ

プを踏んだ計画をするように助けているか。」といった「転移可能なスキル」育成の機会を設けているかどう

かという問いである。21世紀型スキル育成の潮流にいち早く取り組んできたフィンランドは，「七つのキーコン

ピテンシー」を学習指導要領で示した（1，思考力・学ぶことを学ぶ learning to learn，2，文化的コンピテ

ンス・相互作用・表現力，3，自立心・生きるための技能・自己管理力・日常活動の管理・安全性，4，マ

ルチリテラシー（多元的読解力），5，ICT コンピテンス，6，職業において求められるスキルと起業家精神，

7，参加・影響・持続可能な未来の構築 (Finnish National Agency for Education 2014)。このように，実社

会に「転移可能なスキル」（transversal skills）と捉えて学校教育での実現を目指しているのである。日本で

は，教育課程企画特別部会における教育課程の編成で，この 7 つスキルを紹介している（教育課程企画特

別部会 2015）。また，国立教育政策研究所は，「21 世紀型能力モデル」として，教科・横断的に求められ

る基礎的能力を「基礎力」と置き，様々な問題を解決する力を「思考力」とし，それを実生活で活用してい

くための能力を「実践力」と提示している（国立教育政策研究所 2013）。また，平成 29年小学校・中学校

の学習指導要領には，これらの影響を受け，知識及び技能，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力・

人間性という 3要素が示された（教育課程企画特別部会 2015；文部科学省 2018a, 2018b, 2018c）。以上の
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点を踏まえて，筆者らは，「教員 21世紀型スキル」の指標をまとめ，その妥当性を検証したものを資料１ に

示し，本研究での拠り所とする（柏木・宍戸・矢田 2021）。 

 

（2）教員の 21世紀型スキルの発達と教科連携 CLIL・STEAM 

21世紀型スキルを養成する授業として，異分野の協働や，地球視野，科学的思考を複合的に扱うことが求

められる。それらの探究型，教科横断の教育法として CLIL と STEAMが注目されるようになってきたが，そ

の実現には，高次の思考を用いるアクティブラーニングの経験と，その経験における協同問題解決能力を育

てるような教員養成が必要となるため，教員の授業力の育成，教科連携の方法，および協同プロジェクトを

英語で行う理論的背景が積み上げられてきた。 

CLIL（Content and Language Integrated Learning）の授業法の台頭について，Mehisto, Marsh＆Frigols

（2008）は，CLIL は，「教科特有のコンピテンスの深化と共に，学習者の外国語言語能力の高揚を目指し

てきた革新的な授業法として台頭したもので，学習者は数々の種類の学習スキルと使い，学習プロセスに参

加することができる。」と述べている。CLILの指導法は，「学習者が特定の教科またはテーマを学習すること

を通し，内容理解と目標言語（ここでは英語）の運用能力，学習スキル，思考力の向上を同時に進める学習

方法」（Coyle, Hood &Marsh 2010）として発達してきた。授業の中に 4 つの C：Content（内容）・

Communication（双方向のやりとり）・Cognition（思考・デザイン）・Community（異文化の気づき・コミ

ュニティ）を取り入れ，教材には社会の現象に応じた真正性のある（authentic）ものを扱い，児童生徒らが

協働する（collaboration）。そのため，授業者は，児童生徒の反応をプロアクティブに予想した授業デザイン

を創る必要がある。Morton（2019）は，CLIL の授業指導者らもまた，その指導をとおして，市民として個

人が社会に貢献できる内容に興味を持ち，かつ探究的な方法で，現代社会の予想できない出来事に対応す

る学校教育を支える重要性に気づくと述べる。また，Garcia（2009a; 2009b），Morton（2019）は，CLILで

は，学際的なアプローチ（interdisciplinary approach）が必要になり，児童生徒のみならず，教員もまた専

門を超えたコラボレーションの経験をすることで葛藤が生まれ，また表現方法が英語，もしくは母語とは異な

るもう一つの言語であることで，一定の難易度があり，最初から上手く行くということは無いが，葛藤に対する

自己を相対的に捉え直すことになり，互いに異質性を超える価値のあるものと述べている。つまり，児童生徒

に学び方を学ばせ，葛藤に対する自己を捉えさせるような授業を実現する点で，CLILの指導をすることは教

員の 21世紀型スキルを伸ばす触媒のような働きをすると考えられる。 

教員養成における CLIL導入は現職教育と学部教育の両方で肯定的な影響が認められており，CLIL授業

指導が複眼思考を必要とするため教師の認知能力の成長（conceptual growth）を促す（Coyle, Halback, 

Meyer & Shuck, 2017; Meyer＆Coyle, 2017）。筆者らは，CLILは高い言語運用力と自信，強い動機付け，

様々な方法による言葉の運用，複雑な情報に対応する力を育てる教育のアプローチであり（言語力育成），

異なる言語や文化を持つスピーカーどうしが協働して，地球に起こる様々な諸問題を共に解決する力を培う

（21世紀型スキル育成）と定義づける（柏木＆伊藤 2020ｂ ）。しかしながら，CLILにおける教員同士の協

働について，Creese(2005)や Lo(2016),は，英語等の言語面を重視する言語教師(language teachers)と教科

の内容を重視する教科の教師（subject teachers）は協働的に授業に取り組む際に，相乗効果を生むほどに

議論をすることが多くないこと，考えていることの表出が互いに上手く行かないこと，教員の対人関係能力の

不足などにより，コラボレーションは容易ではないことを指摘する。Kashiwagi＆Tomecksek（2015）では，

フィンランドとオーストリアにおける CLIL を活用した海外教育実習において，異なる専門分野（例：科学，

言語，社会，体育，美術等）の参加者が協働する際にはレジリエンスを経験するが，その経験が教員になる

ために重要であると指摘している。2019 年の実施では，筆者らもまた，当初は教科連携の一致点が見いだ

せず，参加者の英語力の壁の高さと共に，おそらく専門分野の深化という点では妥協するしかないであろうと

思える中での行いを通して，interdisciplinary approachの価値を理解し，成し得た到達点の高さからその価

値を再発見し得るということも経験した。 

次に，STEAM教育の目指すもの，およびそれらを国際共通言語としての英語を使って教育に取り入 
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れる価値について述べる。日本では，STEAMについて，「統合イノベーション戦略」(2019），および「教育

再生実行会議」（2019）等において，それぞれ，「各教科での学習を実社会での解決に生かしていくための

教科横断的な教育として STEAM 教育を推進し，具体的な社会課題と紐づけながら学習する環境を確保す

る」「理数探究における問題発見，解決的な学習活動の充実を図る」と提言された。松原・高阪（2017）は，

STEM（A：ARTを含まない）教育では，生徒が知識を実社会で活用するような「本質的な問い（essential 

question）」を立て，理科や数学等の学習指導や基本理解が探究を支えていくことが重要であり，「二つ以上

の教科から深く結びついた概念とスキルを学習するアプローチ（interdisciplinary approach）」や，「実世界

の問題に取り組み，二つ以上の教科の知識やスキルを活用しながら学習経験を形成するアプロ―チ

（transdisciplinary approach）が必要となると指摘している。しかし，STEAM教育の国際的動向と関連し

た実践はまだ少なく，STEAM教育を英語等で行う実践は極めて少ない。仲矢・中山・野原（2015）は，日

本の理科教育が，アジアや欧米と比較しても，理科の概念説明に終始することなく仮説実験型授業を重視し

ており，他国では中学校から実験を取り入れるが，日本では小学校段階から身近な現象と密接な実験の取り

入れが特徴であり，STEAMの概念をもとより含み，実世界に役立てるよう，ベトナムの理科教育改善に貢献

する STEAMを実践していることを報告している。しかし，教員らの弱みとして，本質的な問いから始め，言

語・非言語情報・デザイン・芸術に柔軟に結びつけ，何かを生み出すデザイン力の不足が挙げられることを

指摘している。 

一方，諸外国に目を向けても，従来から教科横断的な学習の実現には，学習内容・方法・実生活への 

応用を児童生徒が主体的に選択し参加することが重要とされてきた（Burnard et al. 2015; Lähdesmäki＆

Fenyvesi 2017）。STEAM教育を先導する各国においても，学校の外で起こる事象や問題を学習の機会とし

て捉えられるようになることが STEAM 教育の重要な要素として捉えられている（EU 2015）。Salmi, 

Thuneberg, Bogner& Fenyvesi（2021）は，現実の問題を解決していく上で，STEAM教育は 21世紀型ス

キルの前提となるマインド（想像性，好奇心，粘り強さ，協働，修練する力）と関係あると指摘している。そ

の上で，STEAM教育はプログラミングやその他の STEAM領域のスペシャリストを育てるのではなく，全員

が新しい方法を学んだり，創り出したりする力を目的とするとしている。Lähdesmäki＆Fenyvesi（2017）は，

STEAM教育を実践する上で，以下の 3点の重要性を強調している。１ ．児童生徒と教師に対してモチベー

ションとエンゲージメントを提供すること，２ . 意義のある形で実践することによって，数学や芸術教育を豊か

にすること，３ ．芸術が単なる STEAM を学ぶためのものになるのではなく，文化や社会的影響と強く結び

ついた統合的かつ変化を起こさせるような異分野横断型のフレームワークを強化していること，である。この

ように STEAM教育の重要性や実践への示唆がある一方で，STEAM教育の効果的な学校教育への融合の

仕方については未だに議論の余地がある（Salmi et al. 2021）。 

以上のことから，CLIL・STEAMにおいて，interdisciplinary approach（もしくは transdisciplinary  

approach）によって，専門分野が協働し，実生活の問題への本質的な問いを考え，国際視野を伴う新しい

方法や内容を創り出すことを，グローバル教員研修の枠組みに取り入れ，その価値を探ることは 21世紀型ス

キルを育む点においても意義があると思われる。 

 

３ ．研究の目的 

 

 本研究の目的は，大学におけるグローバル教員研修の枠組みを開発し，それが，大学院生（教員・大学

生を含む）の教員 21 世紀型スキルの自己効力感にどのような変容をもたらすかを明らかにすることである。

そこで，グローバル教員研修の枠組みとして実施する OTP のコンテンツを開発し，プロジェクトの手順や，

参加者が実施した CLIL・STEAM の訪問授業実践，および渡航先のフィンランドの教育改革に関する研修
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内容をまとめた上で，以下，量的変容による検証・質的変容による検証を行う。 

1 つ目は，「教員 21 世紀型スキルの自己効力感尺度（Edu 21st）」（柏木・宍戸・矢田 2021）をもちい

て，参加者のグローバル教員研修の事前と事後の自己効力感の変容を明らかにする。 

2 つ目は，グローバル教員研修の枠組みを通した参加者の質的な記述から，Edu21st に関連した，参加

者のものの見方や感じ方等の変容について分析する。 

 

４ ．研究方法 

 

(1) グローバル教員研修の枠組み開発  

本研究の手立てとして，グローバル教育の枠組みの開発では，2018 年度までの海外教育実習プロジェク

ト（Overseas Teaching Project：OTP）の成果を基盤として， 訪問前のティーム・ワーキング，対話的研修，

CLIL・STEAMの授業開発，フィンランドの授業観察の例「現象ベースの学習（Phenomenon-based Learning）
１
」，その授業者へのインタビュー（各 1名），フィンランドのスクールリーダーシップ研修，省察や成果発信

等により学びを深めるために有効となるコンテンツを探究する。海外訪問は海外教育実習の協力者であるフ

ィンランドのユヴァスキュラ大学（University Jyväskylä），およびオーボ・アカデミー大学（Åbo Akademi 

University）の附属学校（Vasa övningsskola）の協力を得た。 

 

フィンランド海外教育実習（OTP）の背景 

OTPの大学における位置付けは，学部において単位取得対象プログラムで，学部 3回生以上が面接選考

の上，登録する枠組みである。大学院では，他地域実習プログラムの選択として登録できる（2020年以降は

新型コロナ感染症の影響に拠り検討）。下記にグローバル教員研修の開発を探究するための枠組み，およ

びアンケート時期，訪問プログラム内容を後述する。 

プロジェクトで継承してきた内容は，21世紀型スキルの育成を目指す CLILや STEAMの研修と授業創り

を据え，理数教科，身体表現の教科内容について英語のやりとりを通して，児童生徒らの科学的思考や創造

的思考を引き出す授業づくりを行うことである。事前には参加者が訪問先の国の教育や文化について学ぶと

共に，互いに媒介となる言語である英語での授業をする力や直接の対話力も培う。この方法を用いることで，

プログラムの後半の海外訪問（5日間）では，自らの教育への問題意識を持ち，授業の振り返りとして，フィ

ンランドの教員らとの直接の質問や交流ができるように誘い，教員の自律性の重要性や，教育課題の解決方

法について直接のやりとりをするため共感を得やすいという点が見られてきた。既存の例年のプログラムをこ

なすことは無く，メンバーがゴールを設定し，逆向き設計でプロジェクトを進めていく。そのため，大学教員

らは，構成メンバーの問題意識に合わせて，CLIL・STEAM 授業の指導案を訪問先教育機関の SNS で共

有してもらい，対話の機会を取り入れるための事中打ち合わせを行う。 

2019 年度の新しい枠組みでは，以下の点を加えることとした。１ ，参加者が教育への問題意識を追究す

ること，２ ，異分野専門の教員どうしが異なる考え方を理解し尊重すること，３ ，ティーム・ワーキングでの

葛藤やレジリエンスを経験すること，４ , 海外実習では，教育のイノベーションが進む国からミドル世代教員

のリーダーシップ発揮を学ぶ機会を持つこと等である。特に，４ のテーマについて重点を置き，訪問先のフ

ィンランドの小中学校との事前準備では，フィンランドの中堅教員との対話研修を取り入れた。訪問先である

ユヴァスキュラ大学においては，フィンランドの教育リーダーを養成するプログラム（Koulutusjohtamisen 

perusopinnot）を開講している教育リーダーシップ研究所での講義を設定した。リーダーシップとは昨今管

理職だけのものではないと認識されはじめており，当該プログラムでは CLIL や STEAM 教育を実施してい

く上で必要な教職員間の協働やティーム・ワーキングがリーダーシップの一部として表現されている。 

 

OTPの概要 

OTP 取組の概要は以下に示す（そのうち，21 世紀型スキル育成の中心点に下線）。チーフ 2 名がプ
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ロジェクトリーダーとなり記録した。事後は報告セミナーを開催した。応募者は，本プロジェクトへの準備

として，前期単位履修で，「学習開発研究（英語）」「初等英語教育」のいずれか 15 回の単位取得者を

条件にしている。言語習得理論，英語コミュニケーション力，異文化理解，CLIL 理論と実践を含む講義

である。OTP は，８ 月頃より訪問時期の 11 月まで,大学の正規講義後の時間に参加者主導のミィーティ

ングが進められた。３ つの授業グループでは,参加者それぞれの専門性を生かし,「環境とＳ ＤＧ ｓ ：森の

資源とサーキュラー・エコノミー（Circular Economy）」,「身体表現：創作したリズムダンスの表現（Rhythmic 

Dancing Movements）」,「STEAM：音の高低は何で創られる？ （The Science of Music）」を CLILでおこ

なう授業創りと海外実践となった（資料２ ）。 

 

【6 月】前期講義 15 回学習内容（第 2 言語習得理論/模擬授業/教科の学習言語をもちいた英語の使

い方（Teacher Talk） /リスニングトレーニング /スピーチ/発音レッスン/CLIL・STEAM のグループ

模擬授業  

【８ 月】海外教育実習への参加者選考（英語に拠る CLIL 模擬プレゼン 10 分/面接 20 分）教育への

問題意識を記述/参加者に拠るティーム・ワーキング/ゴールの設定/授業チーム創り/プロジェクトでの

役割（旅の計画/英語指導案/渉外/英語自主トレーニング/教育改革に関する海外著書輪読 

【Edu21st 事前回答】 

【9 月】省察ポートフォリオの活用/学内外より講師招聘勉強会（STEAM 研修・カリキュラム・マネジメ

ント）ネィティブ教員によるプレゼン・インタビュートレーニング/訪問先教員への依頼と交渉（Email）/ 

【10 月】本学への教員研修生（ベトナム教員）を交えた CLIL 授業創り/ベトナムと日本の理科教育比

較/訪問国フィンランドの教育/英語による指導案最終チェックと実施クラスのフィンランド担任とのやりとり

/国内外の CLIL 授業映像分析/ICT を相互作用的に使う授業場面/フィンランドの児童生徒の思考プロ

セスを可視化できる視覚補助・ワークシート作成/アンケート・データ分析計画/ 

【11 月】 

日本の公立小学校への英語活動授業訪問/CLIL 訪問授業（省察―練り直し）/フィンランドでの教 

育実習（観察授業・訪問授業/教員との対話研修），ユヴァスキュラ大学（スクールリーダーシップ研 

修/フィンランドの小学校英語専科教員との対話研修），フィンランド小中一貫校（授業観察・教員 

との対話研修） 

【12 月】フィンランド海外教育実習の事後報告会開催/ 授業ビデオクリップ作成，アンケート・データ分

析と考察/対外発表，報告書執筆と関係機関への配布/日本の公立小学校への環境 SDGs 授業訪問

【Edu21st 事後回答】 

 

上記の内容では，参加者がアイデアや方法を話し合い，大学教員らも次のような役割を担う。（１ ）教員の 21

世紀型スキルの自己効力感尺度を意識し，グローバル教員研修の条件整備を探る。（２ ）参加者に，児童

生徒の思考プロセスを可視化する真正性のある教材や実際の操作を創造的に作り取り入れるよう助言する。

（３ ）構成メンバーの信頼関係構築を助け，各自がチームへの貢献を意識するようにする。（４ ）CLIL や

STEAMの授業実演，身体表現の専門的知識，物理授業の面から，実操作・実演を行うことを心掛ける。こ

れは，先行研究で述べた「見習い（apprenticeship）」を取り入れるためであり，知識注入（方法を口頭で

説明する）よりも，熟達した授業スキルを持つ教育現場経験の長い大学教員から，児童生徒の視点で授業を

受けることで浸透させていく方が転移スキルを育てると考えたからである。 

  

フィンランドの授業観察と現象ベースの学習 

21 世紀型スキルの関連では，社会の現象は予測できないものであり，協同問題解決をはかり，ICT を相

互作用的に使っていくデザインに基づいて，フィンランドの教員 K が開発した授業を観察した。教員 K は，

翌年度 2019 年の OTP の授業観察で，「古代エジプト文化」を現代の学びに生かすヒエログリフの謎を使っ
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た授業を公開した（資料３ ）。教員 K には，筆者らが前年度の 2018 年に「現象ベースの学習」の概念と，

教育改革を促進する「教員のリーダーシップ」についてインタビューを行い，その際，分散型リーダーシップ

を発揮し，自ら開発した教材をオンラインで発信する取り組みを聴き取った。 

 

K教員へのインタビューから 

インタビューは，筆者らと参加者でラウンドテーブルを持った際に行った。筆者らは，2018年度のインタビュ

ーから，Ｋ教員とはメールの交流をしている。K教員は，躍動的な学習者中心の体育の授業をすることが

得意であり，国語としてのフィンランド語，小学校 5年生の指導が専門である（この学校では学年担当を毎

年変えず，各々の専門を生かす体制が教員の専門性を伸ばし教員も幸せであると言う）。教員経験は 25年

で，フィンランドの学習指導要領が改訂される度に，教員同士が活発に意見を出し合い，そのねらいを実現

する授業を開発することを楽しんでいる。ICT活用は得意であり，自分のホームページを作成しており，児

童生徒や保護者が家庭でも楽しく健康に過ごすための，体を動かすサーキットプログラムを配信している。

「古代エジプトの文化」授業のねらいについてたずねると，「児童がどのように考え，情報を組み合わせる

かを予測した活動で，考古学が解き明かそうとした道順やその時代のコミュニケーションツールであったヒ

エログリフの解読のプロセスを体験させ，未来の社会にも生かせるようにしたい。協働的な問題解決学習で

は，誰かがアイデアを出すことで，課題解決が促進される。その機会を与えている」と答えた。また，フィ

ンランドが目指している「現象ベースの学習」について参加者らに図を見せ，本授業はそれを実現するため

に開発中であると述べた。良いプログラムが一つできるとオンラインで同僚や他学校の教員にも共有する。  

                

フィンランドの教育とリーダーシップ研修 

ユヴァスキュラ大学教育リーダーシップ研究所のMika Risku所

長より，フィンランドでの教育リーダーシップの考え方と，その考え

方に基づいた教育リーダー養成プログラムの説明があった。フィン

ランドの教育は学校及び教員の自律性を確保する制度に特徴があ

る。続いて，リーダーシップ研究を進めている矢田匠氏（筆者らの

1名）による講座を依頼していた，本研修にとって特徴的であった内

容は，１ ．リーダーシップ観の変遷，２ ．フィンランドの教育リーダ

ーシップ養成プログラムの進め方である。リーダーシップの変遷に

ついては，英雄型の一人の優秀なリーダーモデルから，支援型の

リーダーシップ，また組織メンバー全員で目標に向けて組織を運営

していく共有型リーダーシップへの概念的変遷が示された。また，

組織の習熟度に対してリーダーシップのスタイルを変えるリーダー

シップの考えかたも提示された。Risku所長によると，ユヴァスキュラ大学の教員養成でも教育リーダーシッ

プのプログラムは開講されている。そこでは，管理職のリーダーシップだけではなく，組織メンバーの全員

の主体性をリーダーシップのリソースとしながら，組織運営に参加していくことの重要性が強調されている。

プログラムでは，校長やリーダーとしての自主的なやりがい（Agency）」の見識を深め，思考し議論する。

受講者はグループに分かれ，経験のある校長１ 名が Tutor となり，ファシリテーションをする。受講者は課

題からテーマを絞り文献を読み，それに合ったメンター校長を自分で見つけ，その校長のリーダーシップを

現場で学ぶシャドウイングを行い，自校で実践を行う。フィンランドの教育リーダーシップ養成プログラムは，

一斉学習とは異なり，チューターグループのディスカッションを中心としたチーム学習をベースにしたもので

あった（図１ ）。一つの答えを見つけるわけではなく，チームで答えを創り出すということが強調されていた。

この進め方は，それぞれの学校の中で各教師がそれぞれの強みを活かして学校運営に参加することが求め

られている中で，各個人がネットワークを拡げ，起業家精神を意識するように意図したものである。教育リー

ダーシップ養成プログラムのなかでは学校運営に求められる教師たちの主体性が分散型リーダーシップとい

図１  ディスカッション形式リーダー

シップ研修（撮影 2018年，筆者ら） 
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う形で表現されていた。 

 

(2) 教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度による変容 (Edu 21st )  

フィンランド海外教育実習におけるグローバル教員研修の枠組みは後述の 5（2）に示す。参加者は 11

名（教員 1名，院生 3名，学生 7名）である。所有の教員免許は社会 1名，国語 1名，英語 1名，小学

校 1名と，学生（教員免許取得中）で，校種別では，中学校 3名，小学校 8名である。2019年 7月に応

募選考を行い，プロジェクトの始動時期 8月に「教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度（Edu 21st）」を

含む事前アンケートを行った。Edu21stは，柏木ら（2021）によって妥当性検証がなされ，47項目で三つ

の要素を持つことが明らかになっている（Ⅰ，相互作用的な課題遂行能力，Ⅱ，複眼的な外国語学習展開

能力，Ⅲ，分析的デザイン思考能力）。Ⅰは，生徒が学習プロセスに向かっていると，自己意識することを

優先するような学習環境を創る人間性と能力についての 26項目，Ⅱは，生徒がグローバル環境で協働す

るため，複眼的な外国語学習展開能力やデジタルスキルを駆使した学習を展開する能力についての 11項

目，Ⅲは，科学や芸術や，心のはたらきなどの枠組みを超えて，教育のイノベーションを創り出そうとする

分析的デザイン思考能力についての 10項目である。参加者には初めて触れる 21世紀型スキル概念である

ため，項目を読み理解する段階を経て６ 件法で回答してもらった。教育的介入としては，4（1）に前述した

通りである。事後アンケートは５ か月の間隔をあけた 12月に実施した。尚，プロジェクト指導者は大学教

員 3名（英語 1名，体育 1名，理科 1名）で，プロジェクトのファシリテーションを行い，フィンランド訪問

中はフィンランドの研究者・校長・教員よりフィードバックがあった。 

 

(3) グローバル教員研修の枠組みにおける参加者の質的変容 

グローバル教員研修の枠組みにおける参加者の質的な変容について，現職教員・院生・学生のいずれか

である４ 名（11名中）の参加者の，OPPシート，研修中の会話，事後レポートの記述から分析する。OPP

シートは，堀（2019）に基づいて，一枚ポートフォリオ評価（OPPA：One Page Portfolio Assessment）で

提案されたもので，参加者のねらいと取り組み，その成果を学習前・中・後の履歴として記録し，学習者が

全体を自己評価する方法である。また，筆者らが撮影した研修中の会話（録画），学習者の事後レポートの

記述からも分析する。（1）の Edu21stの教員 21世紀型スキルについての見方や考え方に着目し，事前から

事後への質的変容を見とる。 

本研究では，実施に先立ち，研究の趣旨，質問紙と参加記録について，個人情報は匿名化され適切な方

法で分析されることを説明の上，参加の同意を得た。 

 

5．結果 

 

(1)「教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度」による変容 

 Edu21stにおける事前と事後の変容には，全体に有意な差が認められた(Mean. pre=3.5, post=3.9, 

z=5.2,**p<.001, N=11)。その比較を表 1に示す。本研究におけるグローバル教育の枠組みは，教員 21世

紀型スキル自己効力感に明らかな効果を与えたと言える。3要素別では，特に，「Ⅲ.分析的なデザイン思

考」の要素において効果が高かった(Mean. pre=3.3, post=4.2, z=6.2,**p<.001,N=11)。また，「Ⅱ. 複眼的

な外国語学習展開能力」の要素においても効果が高く（Mean. pre=3.1, post=3.6, z=6.2,**p<.001,N=11)，

事後のスコアは，前述の 132名因子分析の結果（Mean.3.75）とほぼ同程度となった。132名の対象者

は，本実践研究より 30歳前後の教職経験者や院生がより多く含まれるが，それに比して事後の自己効力感

は大きく伸びた。「Ⅰ. 相互作用的な課題遂行能力」の要素においても効果が高い（Mean. pre=3.6, 

post=4.0, z=5.2,**p<.001,N=11）。本結果については，後述する質的変容と併せて，後に考察を述べる。 
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表 1．Edu21stの結果：参加者（11名）の３ 要素別の記述統計量と事前事後の比較 

 

(2)グローバル教員研修の枠組みにおける参加者の質的変容 

前述の方法で，参加者の記述を抽出し，Edu21st に関連する変容の考察を行う。参加者 11 名中，学生

H，院生N，院生 T，教員 Kは，以下のように記述している。Edu21stに関連した参加者の問題意識や，見

方，考え方や，その変容だと考えられる箇所に下線を附す。異なる場面で記録した場合に，スラッシュ（/）

を附す。文中の【授業】は，参加者が，フィンランドの小学校 6年生（22名）に行ったものである。授業後

に担任との対話時間を持った。 

 

参加者 学生 H （女性） 

国内教育実習直後で OTPに参加し，音楽を得意としており，英語を話すことは楽しいと述べる。 

〈事前の問い〉「これからの日本に必要な教育・教師とはどのようなものか？ 」 

結果より過程を大事にし子どもが能動的に学ぶ授業を提供する教師をめざしている。（STEAM ＆  CLIL授

業実践） 

〈事中 国内準備中〉【話し合い】この日，参加者どうしで「理想の授業」について話し合った。わたしは，

ねらいに焦点がきちんとあたっている授業と答えたが，児童が説明する授業，日常につながる授業が大事だ

という意見が出た。実習先（国内附属実習校）の先生が，「教師は授業のコーディネーターであり，教える

のではなく一緒に作る立場である」と言っていたことに繋がった。先生の声かけは，児童に注意や指示，答

えをほのめかすのではなく，児童に考えさせるような声かけが大切となることが心に残った。/実習先の先生

は，「将来楽しく生きられる人を育てたい。こうしたらよいなと気楽に考える人に。」と考えていると聞いた。

自分とも似ている。/【授業】ストロー笛の授業創りでミィーティングを何度も持った。大きな苦労があり，何

度もゼロに戻った。物理の内容で理科分野の専門が一人いて，その人の意見から学んでばかりで，自分では

考えが出せていない。自分から決めて参加したのでやり切りたい。/グループで考えて模擬授業をするが，い

つのまにか知識注入の授業になってしまった。グループ活動はできたが，目的に沿った実験になっていない。

だれもが正解を持っていなかった。 

〈事中 フィンランド実習中〉【観察】日本との教育の違いをひしひしと感じた。「教室はどのクラスも差別

なく，机や椅子は黒板に向かって整列する」といった，日本の考えは当たり前ではなかった。床やソファに座

り，思い思いの格好で，一人プロジェクトに取り組む子どもや，イヤホンをつけて音楽を聴きながらタブレット

の課題に集中している子ども，時間割も内容によって 60 分や 45 分などがあり，椅子や机も教科の特徴に合

わせて違っており，全ての空間に教育の意図がある。教育の目的をしっかり共有して，先生一人ひとりの采

配に任されているが，子どもは集中して楽しく何かをしている。教育や学校の在り方は一つでは無い，色々あ

って良いのだと思った。/日本では，殆どの時間，先生は前に立ち，全員同じペースで合わせて進めていく

が，フィンランドでは先生が前に立つ時間は少なく，必要なことを話した後は，それぞれのペースや進度を大

切にして，言葉をかけたり資料を見せたりしている。/【授業】音の高さを聞いては試行錯誤したことの意見

  因子カテゴリー 項目数 
事前 事後 Wilcoxson signed rank t 

Mean (SD) Mean (SD) z p 

第 1 因子 相互作用的な課題遂行能力 26 項目 3.6(0.9) 4（0.9） 5.2 **ｐ＜.001 

第２因子 複眼的な外国語学習展開能力 11 項目 3.1(1.2) 3.6(1.3) 3.7 **ｐ＜.001 

第３因子 分析的デザイン思考能力 10 項目 3.3(0.9） 4.2(1.0） 6.2 **ｐ＜.001 

全体   47 項目 3.5(1.0) 3.9(1.1) 8.7 **ｐ＜.001 

N=11 
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を引き出すところを担当した。ドキドキしたが，たくさん意見がもらえた。授業の中心が練れると英語は使える

と感じた。日本の子どもに比べると数字で予測を立てにくいようで，予想外のことに戸惑った。 

〈事後〉どんな教育が必要かの考え方が変化した。日本中心に考えていたが，しばられすぎず，自由で柔

らかい考え方を持つことが必要だと考えるようになった。学校の在り方は一つではない。英語でコミュニケー

ションがとれない自分の現実に直面したことで，英語ができないと，得られる情報量，伝える情報量がとても

少ないと気づいた。多様性に目を向けるためにもっと学びたい。【授業】フィランドの生徒がグループで，ス

トロー笛の長さと音の高さの関係を見つけてもらう場面が上手く創れたと思う。自分たちが考えた学びの場で，

子どもの意見や活動が見れることはとても面白いものだった。しかし，わたしたちはストロー作りで協働が生

れると思っていたが，フィンランドの子どもは，一人で考えるスタイルも大切にされているため，いつも協働す

るとは限らない。想定していなかった。 

 

参加者 院生 N（男性） 

教職大学院の院生として学校実習は 150 時間を超え，非常勤講師の経験も有する。国語教育と道徳教育を

専門とし，シチズンシップ教育に興味がある。（SDGs in CLIL授業実践） 

〈事前の問い〉「CLILなど，コミュニティや異文化に着目した授業実践は，グローバル社会での道徳教育

にどう応用できるか」 

〈事中 国内準備中〉【話し合い】【授業】話し合いは，あちらこちらに飛び，失敗を繰り返した。中心点

を見つけられない。最初の異文化を真ん中にして，文化や考え方の違いに気づかせようとしたが，概念から

いくと英語が難しくなり，フィンランドの子どもにも難しい。/異文化に直接触れてもらうのではなく，日本とフ

ィンランドの「森」について両方から見て，「木」に注目するという合意点がやっと出た。SDGsや「木」の

本や資料を集めて読み，フィンランドの教育の本を読み，実習先の先輩や同僚とも相談したが，このような教

科連携やそれを英語でするという経験は，誰も持ち合わせていなかった。こんな複雑な内容を統合する授業

は，初めてだ。大事なところで良い英語表現が浮かばない。 

〈事中 フィンランド実習中〉文化や価値観の違いに気づかされる，日本語コースの学生に，自分の憧れで

あった，フィンランドの町が美しいと伝えると，「魅力ないでしょ。」と一蹴されてしまう。/小学校に行くと，

一つの教室に，様々な文化背景を持つ児童が当たり前のようにいる環境に日本との違いを感じた。地理的に

陸続きのフィンランドにとって，移民や異なる文化との共存は切実なのだ。アクティブラーニングで歴史の授

業があったが，小学校段階から国外の文化を深く学んでいる。日本は歴史が長く学ぶ量が多いが，それによ

って，国外のことを学び比べる時間があまりなく，閉鎖的になっていると感じた。比較して考える教育を生み

出す必要があると感じた。道徳のことにも気を付けて見るようにした。「宗教」の授業だけでなく，「マナー・

エチケット」を学ぶ時間があった，「思想・信念」と「具体的な行動」とは別の扱いをしていることに驚いた。

/【授業】実際のセルロースナノファイバーや日本の「木」の製品を持参し，子どもらからたくさんのアイデア

が出た。苦労の末，編み出した「Close the loop」のワークシートの場面では，日本とは比べ物にならない

ほどのエコ意識を持っていて驚いた。SDGs の目標も学校の壁面にデザインされている。身近なエコの経験

をいかした自由な発想や想像力を目の当たりにし，この授業に取り組んで良かったと感じた。 

〈事後〉「異なる文化との出会いや葛藤を生み出す授業」を目指す。一番考えたことは，フィランドでは他国

の文化や思想に早い段階からふれていることである。道徳でも，学習指導要領の指導項目（C-118）を基盤

に，グローバル化する社会を生き抜く力を取り入れて，日本でも実践していきたい。 

 

参加者 院生 T（女性） 

教職大学院の院生として学校実習は 150 時間を超え，教育困難校での実習を行う，生徒が自発的に学ぶ英

語教育について研究中である。ニュージーランド 1 年留学経験がある。グループリーダーの経験は多い。

（SDGs in CLIL授業実践） 

〈事前の問い〉「グローバル社会にいきる子どもを育成する工夫はどのようなものか？ 」 
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〈事中 国内準備中〉【話し合い】自分はグループ活動が好きだし，話し合って進めることが好きだと思っ

ていたが，今回のような半年近くのプロジェクトは初めてで，全く違うコースの学部生や現職教員と組むこと

は今まで無かった。自分が出来ているかなと思っていたリーダーシップは，同じ学年のことであったのか，リ

ーダーの役割について見えない。/【授業】英語で環境の事や教科の事を教える授業は経験してきたが，授

業の話し合いでは，アイデアは出てもそれを教材にする ICT活用や英語で図やワークシートを作成するには，

経験の差があった。「考え抜いてから作るのか，作りながら考えるのか。」自分は後者だが皆がそうとは限

らない。大量の時間を費やして話すが難しい。 

〈事中 フィンランド実習中〉【観察】日本では，得意な学年や教科，部活が選べるとは限らないが，フィ

ンランドでは，子どもと授業が出来ることを楽しみにしている教師が多い，自分の好きなことが仕事になるよう

に，お互い上手く連携して分担している。教員としての生き方は学ぶ点が多い。/フィンランドの子どもは，小

さい頃から，自分にあった学びの方法を知っていて，ICT やワークを選ぶのが上手いと思った。教師にこれ

でいいのかと確かめる風景は無く，自分で決めていた。日本でも質問をしても良い雰囲気づくりをしたい。/

一時間の授業の中で，教員と子どもどうしのやり取りが多く，思考を深めるきっかけになっていた。/【スクー

ルリーダー研修】変革型リーダーシップなどいくつかの類型を学び，自分がいままでリーダーの役割だと思

っていたことを考え直した。矢田先生は，共感（Empathy）を中心に置いていた。 

〈事後〉チャレンジングな内容の「circular economy」だったが，「close the loop」のワークシートに目を

通すと，思い思いのアイデアが引き出せていた。これからの授業創りの自信になった。事前の授業創りでも，

話し合いをしているつもりでも自分の考えが先にあった。そうではなく，全員で支え合う，相手が何を考えて

いるのか想像し聞くことが大切だと理解した。子どもの考えを深めるための工夫で，歴史の授業で反対語を

文章で一致させるワークがあったが，指導の発想にはっとさせられた。子どもが自分で行きつくようなスキャ

フォルディングを工夫する教師力を学んだ。 

 

参加者 教員 C（女性） 

現職経験が長く，校内では研修を担当している。若手とベテランなど学び合う組織作りについて，大学院スク

ールリーダーシップコースで実践研究中である。（PE in CLIL授業実践） 

〈事前の問い〉「教員どうし高め合う研修や学校組織の仕組みづくりとはどのようなものか？ 」 

〈事中 国内準備中〉【話し合い】授業そのものへの意識は共通認識が持てていたが，小さな誤解やメン

バーの悩みは，言葉のずれによることは多かった，言わなくても分かるという意識を改めて，意見を出し合う

ということ，それぞれの得手不得手をプラスにして認め合う，そういうことを真に経験した。 

〈事中 フィンランド実習中〉【観察】10以上もの母語を持つ子どもたちが一つの教室で学ぶところを見て驚

いた。フィンランドの小学校英語が専門の S 先生（大学講師）から，英語教育をするにしても，フィンランド

語，スェーデン語など多言語の中で言葉の大事さに気づかせる授業創りを学ぶ。人と違うこと，異文化を持

つということで，独りぼっちにせず逆に活用すると述べていた。/【スクールリーダー研修】リーダーとは何

かという問いから始まり，役職，特性，行動などの観点を学ぶ。変革的リーダーシップ，分散型リーダーシ

ップなど，6つの視点から整理されたものを紹介していただく。「I can help～.」の心，つまり，「自分がお

もしろいと思いながら人を助けないとうまくいかない。」「若手，中堅，ベテランがそれぞれにやりがいを感

じながら，教員どうしがつながることが，よりよく働くことに繋がる」という言葉が印象に残った。リーダーシ

ップを発揮するとは，それぞれがやりがいを感じながらもよりよく働ける「場をつくること」であると考えた。 

〈事後〉全体的な研修方法を追究するところまでは行かなかったが，日本の校内研修にも授業力の質を高め

る良さがあると感じた。しかし，必要に応じて方法も空間も変えていくこと，学校裁量で工夫できることがある

はずだ。フィンランドで訪問した学校では，小学校の学年会は，水曜日の朝の一時間を設け，児童は 1時間

遅く登校すること，教員が自分のホームページを作り，自分が開発した授業案や方法を発信していること，職

員室という堅苦しい場ではなく，長めのコーヒータイムに，フリースペースのあるキッチンに皆が戻ってきて，
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授業の情報交換や軽い打ち合わせをしていた。自由な時間を持ち，やりがいを創り出すのは自分たちなので

あると感じた。I can～ の気持ちを持ち続けたい。 

 

6．考察 

 

グローバル教育の枠組みの開発では，前年度までの OTPの成果を基盤として，対話研修，CLIL・STEAM

授業実践，フィンランドの授業観察では「現象ベースの学習（Phenomenon-based Learning）
１
」，フィンラ

ンドの教員との対話研修，フィンランドのスクールリーダーシップ研修，学びの省察や発信等を通して，有効

なコンテンツを開発することができた。それらは，初発の課題であった，「高次の思考を高めるアクティブラー

ニングを行う力」，「協働問題解決能力」，「教育改革の国際動向」を学ぶ機会を支えると考えたものである。 

まず，参加者のグローバル教員研修の事前と事後の自己効力感の変容についてまとめると，３ つの要素

のうち，「Ⅲ. 分析的デザイン思考能力（analytical design thinking ability）」で最も変容が著しいもので

あった。その中で最も伸びを示した項目は，「資料 1-42: 自らの発想をいかし，創造的に学び，自己表現す

ることができる (z=2.67, **p=.008, mean. 3.1<4.4, N=11)」であった。参加者の質的変容では，具体例として，

「Circular Economy」の授業に取り組んだ参加者は，自分たちが議論し苦労して創ったワークシートで，フ

ィンランドの生徒のエコ意識に驚きを持ち，彼らが日ごろから親しんでいる，身近なエコの経験をいかした自

由な発想や想像力を目の当たりにし，この授業に取り組んで良かったと感じている（院生 T）。「The science 

of music」の授業に取り組んだ参加者もまた，ストロー笛の長さと音の高さの関係を見つけてもらう場面が上

手く創れたと思う。自分たちが考えたその学びの場で，子どもの意見や活動が見れることはとても面白いと述

べている（学生H）。生徒らは，音階や音楽を耳で聴いて楽しみ，音のピッチを確かめつつ，数学的・科学

的思考と複合した。参加者らは，音を鳴らすという本物の操作をとおして見つけた関係性を，次の段階に生か

す転移スキルを授業のねらいとすることが出来たが，この合意点に到達するために，当初，だれもが正解を

持っていなかったと述べている（学生 H）。このように，科学的思考力，実験操作力，デザイン力を統合す

る STEAM教育実現の困難と価値が伺える。また，フィンランドの学校観察では，授業中に一定の時間集中

すると体を動かすことの効率の良さや，知識注入や暗記よりも，アクティブラーニングをとおして得た学びを，

自己評価し省察する時間を長く取っている様子など，フィンランドの学校の革新的な取り組みは，研究で得ら

れたエビデンスをもとに生まれていることを学んだ。このような教育のイノベーションが研究分析結果に基づく

こと，生徒に合わせて学校が変わるという考え方など（院生N），変化する社会に柔軟で，より楽しく生きる

学校のデザイン思考に触れることが重要であると考えるようになったのであろう。 

続いて，「Ⅱ. 複眼的な外国語学習展開能力」の要素は 2番目に伸びが大きかった。この要素は，柏木

ら（2021）で日本の教員らの自己効力感があまり高くなかったという傾向が出ていることに比べると，本枠組

みでの顕著な効果であると言える。その項目で最も伸びを示したものは，「資料 1-35: 言葉や文化が異なる

生徒の背景を理解し，日本語や日本の化への適応を支援すると共に，生徒の母語や母国の文化について理

解することができる(z=2.21, *p=.03, mean.3.1<4.4, N=11)。」であった。質的変容からは，日本の教育では，

国外のことを学び比べる時間があまりなく，閉鎖的になっている。比較して考える教育が必要だと指摘する

（院生 N）。移民との接触が身近である背景から異なる文化を寛容に受け入れ，マイノリティの継承言語

（Heritage Language）の尊重を小学校から実践するフィンランドの教室では，異文化を持つということで独

りぼっちにせず逆に活用する（教員 C）という指導の発想を学んだ影響が大きいと考えられる。一方，ほぼ

伸びなかった項目は，「資料 1-30：一定量のある英語などの外国語で書かれた小説や論文から新しい知見

を得ることができる (z=0.53,p=.60,n.s. mean. 2.7>2.6, N=11).」，および「資料 1-27：地球環境や世界の豊か

な見方を促すために，英語などの外国語で視聴覚教材を作成することができる（z=0.53, p=.60, n.s. 

mean.3.8<4.0, N=11）」であった。質的記述では，英語力についての壁は何度も現れており，否定的な記述

も見られる。例えば，アイデアは出てもそれを教材にする ICT 活用や英語で，図やワークシートを作成する

ことの難しさを述べている（院生 T）。英語でコミュニケーションがとれない自分の現実に直面したことで，英
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語ができないと，得られる情報量，伝える情報量がとても少ないと気づいており，多様性に目を向けるために

もっと学びたいとも述べている（学生 H）。しかし，ここで問われることは，英語力そのものではなく，複眼

的な外国語学習展開能力であるから，肯定的な記述も見られる。例えば，子どもが試行錯誤したことの意見

を引き出せた手応えをとおして，授業の中心を練れると英語は使えると述べている（学生H）。CLILで意識

する４ Cは，日本の教育に多様な考えを取り入れ，生徒の問いから授業を展開する方法の経験となり生徒に

合わせて学校が変わるという考え方が重要だと述べている（院生 N）。 

さらに，「Ⅰ. 相互作用的な課題解決能力」の要素においても伸びが大きかったが，他の要素よりは伸び

が少なかった。この質問項目は，教員の基礎力，学校教育の様々な課題解決や相談，授業・研修開発，リ

ーダーシップ発揮に必要な要素を含んでおり，柏木ら（2021）の質問調査では，対象者にベテラン教員をよ

り多く含んだ 132名の結果は，Mean.4.1で，OTP参加者のスコアは，事前はMean. 3.6で，事後はMean.4.0

となっており，現職教員と似た自己効力感を持つに至っている。半年に及ぶティーム・ワーキングや，対外交

渉経験は，参加者の協働的な問題解決への自己効力感や，その価値を知ることになったと考えられる。その

項目で最も伸びを示したものは，「資料１ -26: 職場全体の構成員が長期プランをもって学び合う環境を創

ることができる（z=2.37, *p=.02, mean, 3.3<4.1, N=11）であった。質的変容からは，例えば，協働的問題解

決に関連して，最初はリーダーの役割について見えない（院生 T）と述べていたが，フィンランドの教員との

対話研修から，自分の好きなことが仕事になるように，お互い上手く連携して分担していること，自分に合っ

た方法で学ぶ子どもたちの様子から，リーダーの役割はメンバーの共感（Empathy）を得ることや，メンバ

ーの良さを活かすことだと考えるようになっている。OTPの長期プログラムにおいて，構成員としての自己の

役割やコミュニケーションの取り方に向かい合った経験をとおして成し遂げた到達点から，一人の取組とは異

なる結果が得られた実感を得ていることが分かる。 

事前と事後の変容についてまとめると，中でも，「Ⅲ.分析的デザイン思考能力」で最も変容が著しいもので

あった。参加者の質的変容からは，OTP の中で参加者が，異分野協働を行う中で，異質な考えを統合する

困難にぶつかり，それを乗り越えるために，自分の考えを伝える表現方法を工夫するようになったこと，その

結果，ようやく合意に辿りついた到達点の高さは一人では無し得なかったことの経験から，協働的な問題解決

能力を発揮する経験は教員として価値のある経験だと捉えられるようになったと考えられる。さらに，フィンラ

ンドの学校訪問では，単なる観察だけではなく CLILや STEAMの授業を成し遂げながら，フィンランドの教

師や子どもと行った対話や授業をとおして，「教育改革の国際的動向」を身近に感じていた。日本の教育との

比較をしながら，日ごろ自分が感じている教育の問題意識を解決する柔軟な組織作りの糸口も発見する機会

でもあった。 

参加者の伸びに課題があった，前述の「身の回りの科学的現象を理解・発見することで，社会に貢献す

るデザインを考えることができる」「地球環境や世界の豊かな見方を促すために，英語などの外国語で視聴

覚教材を作成することができる」について，教員がそれを児童・生徒の学びに取り入れるには，Fadel et 

al.（2015）の示すように，多様な「知識，人間性，スキル，メタ学習」を統合する必要があり，非常に困

難な項目であったと言える。本実践ではこれに組みする学習場面は多くあったが，参加者が，教科特有の

知識や思考とその英語表現の壁にぶちあたり自己効力感が下がるという場面が見られた。海外における

CLIL研究者らもまた，クロスカリキュラムアプローチに取り組む中では，英語等の言語力のある教員と，専

門教科に詳しい教員の知識が異なっており，いずれも得意であるということは難しく専門分野の協働が必要

であると述べており，今後，大学の教員養成においては，21世紀型スキルの育成で超えていくべき重要課

題ではないだろうか。以上のことから，教員 21世紀型スキルを育てるための要素として，グローバル教員

研修の枠組みとして，以下のコンテンツを実践的に行うことが重要であると考えられる。 
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研究の限界としては，OTPは大学教員にとってもプログラム運営は容易ではなく，観察した参加者の人数

は十分とは言えないため，本研究の事前と事後の変容の結果をプログラムに一般化に活用するには多くの条

件が必要となる。訪問先のフィンランド等の国際教育機関の協力を得るという点で，学術面，実践面に関して

双方で多くの労力が必要であることが挙げられる。また，教員 21世紀型スキルを育成する方法の一つとして

CLILや STEAMの指導は触媒のような働きをするが，必要十分ではなく，グローバル教員研修には様々な

方法があると考えられる。事前と事後の変容について，2群比較（OTP参加と，大学での一般講義参加）は

行っていないため，本結果を必ずしも一般化できるとは言えない。 

最後に，2020年から 2021年にかけての新型コロナ感染症の影響による，海外派遣や留学は中止にならざ

るを得ない状況にあって，上述の「教育改革の国際的動向を学ぶ」に含まれる，「インターナショナルコンタ

クト」の対面研修の実現は難しいが，それ以外の要素は，オンライングローバル教員研修に取り入れること

が可能であり，その意義は高いと考えられ，筆者らはこの点の探究を引き続き行う。 

 

7．結論 

    

本研究では，教員 21 世紀型スキル育成を目指したグローバル教員研修の枠組みが，参加者の 21 世紀

型スキル自己効力感にどのような変容をもたらすのか，また，変容しにくい点があるとすればどのような点か

を明らかにし，大学におけるグローバル時代の教員研修の整備を探究することを目的とした。 

参加者のグローバル教員研修の事前と事後の自己効力感の変容についてであるが，Edu21stの 3要素全

てにおいて，事前と事後に有意な差が認められ，参加者の記述の中にも，ポジティブな変化を成し遂げよう

とする過程を見て取ることができた。本実践が「教員 21世紀型スキル」育成に与える効果は高いと言えよう。

また，Edu21stの尺度は，教育への価値観や自らの自己効力感について，一定の変容が認められ，学部教

育，現職教育，海外派遣，留学等のプログラムの評価に有効に活用できる可能性がある。従来の異文化理

解の変容や，英語力パフォーマンステストのみでは見取ることができない，「教員 21世紀型スキル」の視点

からグローバル教員研修の効果を可視化できるであろう。研修の創生を試みる実践研究，および参加者にと

っても，内容や方法の検討や省察ツールとしても活用することも可能であると考えられる。 

 

註 

1)サーキュラー・エコノミー：リサイクルにとどまらず，経済成長戦略モデルとなる革新的概念：従来の大量生産，大量消費の，

作って，売って，使って，廃棄する）の直線型に対し，「作って，売って，使って，使い続ける」の循環型の経済や手法のこ

とである。 

2)現象ベースの学習（Phenomenon-based Learning）：フィンランド学習指導要領（2016）年以降に加わった学習概念で，

“Together We are More” という言葉に代表される，社会の現象はセットされないものであるから，生徒は前もって定義され

ていない問題を考える。そこで，１ ）全体的・包括的な視野，２ ）真正性，3）自然な文脈，４ ）必要性のある問題解決，

５ ）学習過程のガイダンス の要素を入れ，教師と生徒，図書館，科学センター，市町村，研究者，メディア等と幅広いネ

・教員の高次の思考のためのアクティブラーニングを経験する 
本質的な問い 批判的思考・創造的思考を高める CLIL・STEAMの授業開発  
Inter（Intra）disciplinary approach 

・教員の協働的な問題解決能力を育てる  
プロジェクト型実習 ティーム・ワーキング 分散型リーダーシップ研修 大学教員のグループ・ 
ファシリテーション メンタリングマインド 自己省察   

・教員が教育改革の国際動向を学ぶ 
Edu21stによるプログラム評価 スクールリーダーシップ研修 諸外国の教員との対話研修  
教育に関するインターナショナルコンタクト 研修成果の発信 
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ッ ト ワー クで学びを進め る。全て にお いて協 働的 で持続可能な シ ス テ ム づ く り を 進め る（ LUMA ：

https://minedu.fi/en/brochures） 

 

謝辞 

1)本研究は，JSPS科学研究費 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B））「グローバルスクールリーダーの資質―向

社会性への日本とフィンランドの共同研究」19KK0059（研究代表：柏木賀津子）の助成を受けて進めたものであり，フィン

ランド国におけるキー・コンペテンシー研究については，Tarja Nikula教授（ユヴァスキュラ大学応用言語研究所（CALS））

らとの 4年間の学術交流を行ってきたことを付記する。 

2)CLIL と教科連携実践については，JSPS 基盤研究（C）「教科内容の深化を図る CLIL と小中学生の文構造への気づき」

17K02010（研究代表：柏木賀津子）の助成を受けて進めたものである。大阪教育大学における EU国での海外教育実習の

実施を継続し，フィンランドの学校改革と教師の力量形成について，オーボ・アカデミー附属実習校の校長・現職教諭らより

示唆を得たことを付記する。 

3)ユヴァスキュラ大学では，Mika Risku 教授（Institute of Educational Leadershipセンター長）の協力で，フィンランドのス

クールリーダーシップ養成について講義を受けるに至ったことを付記する。 
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資料１  

 

教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度の質問紙 

「1.全く当てはまらない」「2.当てはまらない」「3.あまり当てはまらない」「4.まあ当てはまる」「5.当てはまる」「6.大変よく当ては

まる」の中から選び答えてください。 

Ⅰ 相互作用的な課題遂行能力 

1． 生徒がどう学習プロセスに向き合っているか，生徒に自覚させることができる。 

2．  生徒が自分の言いたいことを聞いたり伝えたりできるよう，適切な題材をもちいて自分の考えを伝え合う授業をすることができる。 

3． 生徒の個々の学習スタイルを理解し，個に対応した指導をすることができる。 

4． 生徒が社会に溢れる情報を額面通り受け止めるのではなく，分析や評価を経て何を信じ，行うべきか考えさせることができる。 

5． アクティブラーニングの内容と計画を考え，生徒中心の活動や生徒間の意見のやりとりを支援することができる。 

6． 生徒や同僚からの連絡に返答したり，親身になって相談にのったりすることができる。 

7． 生徒が学習志向性を高めるよう，目標に向かって一生懸命努力させ，達成の自信をもたせる取組ができる。 

8． 生徒が集団の中の個として，相手を説得したり，意思決定に導いたりするような機会を与えることができる。 

9． 生徒が集団内の矛盾する状況について率直に比ベ，一段階深い理由付けの議論に触れる場を提供することができる。 

10．自分が行った授業の反応を，ポートフォリオや省察から見取り，授業改善をすることができる。 

11．生徒が地球の環境や社会の問題を科学的に理解し，効果的な解決策を考える機会を与えることができる。 

12．生徒が主体的に行動できるように，学校の生徒指導方針をもとに，先輩や同僚と組織的に対応することができる。 

13．保護者や地域のネットワークを広げ，多様なものの見方を持ち，柔軟な対応をすることができる。 

14．問題解決にあたる際に，一つの情報だけでなく複眼的な情報を分析し，公平な判断をすることができる。 

15．生徒に創造性を育むために，正解が 1つではない問題解決学習の活動計画を立案することができる。 

16．職場のリラックスした雰囲気づくりを行い，思いやりのある働きやすい環境を作ることができる。 

17．職場全体の構成員と専門性を尊重し合い，互いにその成果を公平に認め合うことができる。 

18．今日的な素材（論文・新聞・WEBなど）から生徒のニーズに応じた教材選択や作成をすることができる。 

19．他分野の教員と協力して，教科横断的なプロジェクト課題を計画し進めることができる。 

20．自分より経験の少ない同僚や後輩の相談にのることができる。 

21．学級や授業でリラックスした雰囲気づくりをおこない，生徒の興味を引き出すことができる。 

22．指導のねらいを明確にし，基礎基本の定着を図り，思考力・判断力・表現力を育てる学習指導案を作成することができる。 

23．生徒がデジタルスキル（文書作成，表計算，パワーポイントなど）を思考の道具として使いこなせるよう指導することができる。 

24．問題解決の際に，先輩や同僚と関わりを持ち，相談することができる。 

25．自分の人生キャリアを計画し，毎日の生活を豊かにしつつ，教師力を前進させていくことができる。 

26．職場全体の構成員が長期プランをもって学び合う環境を作ることができる。 

Ⅱ 複眼的な外国語学習展開能力 

27．地球環境や世界の豊かな見方を促すために，英語などの外国語で視聴覚教材を作成することができる。 

28．英語などの外国語で，相手の言いたいことを聞いたり，自分の言いたいことを伝えたりすることができる。 

29．英語などの外国語で，人に分かりやすい文章で，自分の考えを発表したり発信したりすることができる。 

30．一定量のある英語などの外国語で書かれた小説や論文から新しい知見を得ることができる。 

31．英語などの外国語でアクティブラーニングを進め，生徒中心の活動や，生徒間のやりとりを支援することができる。 

32．生徒が英語などの外国語の運用力を高めるため，学校と家庭学習を繋ぐ方法をもちい，自立学習（絵本・エッセイ・多読・e-learning・

反転学習など）を年齢に応じて計画することができる。 



学校改善研究紀要 2022 実践研究論文 

80 
 

33．日本を訪問した外国の方が困っているとき，外国語（相手の母語）や英語，ジェスチャー等を使って，助けることができる。 

34．生徒が英語などの外国語を使って異文化を積極的に学び合うプロジェクトやプロセスを計画し実行することができる。 

35．言葉や文化が異なる生徒の背景を理解し，日本語や日本の化への適応を支援すると共に，生徒の母語や母国の文化について理解するこ

とができる。 

36．言葉や文化が異なる同僚（社員や ALTなど）の視点を理解し，意思疎通を図り，共に働くことができる。 

37．人類の共通課題について，先進国や発展途上国などの複眼的情報を収集し，地球市民として考え行動することができる。 

Ⅲ 分析的デザイン思考能力 

38．科学の現象，芸術の鑑賞，心のはたらきなど，非言語的な知識をことばで表現することができる。 

39．書物や辞書を適切に引用して，分析や説明ができる。 

40．一定量のある小説や論文を精読し，新しい知見を得ることができる。 

41．デジタルスキル（文書作成，表計算，パワーポイントなど）を使いこなし，仕事に活用することができる 

42．自らの発想をいかし，創造的に学び，自己表現することができる。 

43．人に分かりやすい文章で，自分の考えを発表したり発信したりすることができる。 

44．身の回りの科学的現象を理解・発見することで，社会に貢献するデザインを考えることができる。  

45．職場で協議した結果やアイデアを図式化・視覚化して他者にわかりやすく伝えることができる。 

46．自分とは異なる意見を持つ人のアイデアに耳をかたむけ，意思疎通を図り，共に働くことができる。 

47．人類の共通課題について，自分の専門分野を超えて関心を持ち，広い視野で考えることができる。 

 

「教員 21世紀型スキルの自己効力感尺度（Edu 21st ）」の質問紙（柏木・宍戸・矢田, 2021）より取得 

 

資料２  

 

海外教育実習訪問 CLIL授業レポート（授業者：OTP参加者） 

 フィンランドにおいても，教員研修や授業トレーニングは盛んに行われており，行政区等で計画される研修，大学と学校連携の研修，学校

教員が自主的に行う研修があげられる。OTPでは，実習校校長および主任，小中一貫校の K教員と事前の打ち合わせを行い，21世紀型

スキルや転移スキルを育てる授業創りを共通のゴールとした。CLIL と STEAMへの理解も共通として，英語を媒介言語として行った。以下

は教科連携で行った三つの授業である（SDGs in CLIL「Circular Economy」，PE in CLIL「Rhythmic Dancing Movements」，STEAM 

&CLIL 「The Science of Music」）。授業者は OTP参加者で，生徒は小学校６ 年生で２ １ 名である。 

 

① SDGs in CLIL : Circular Economy  

21世紀型スキルとの関連は，「環境問題の解決・社会経済効果・デザイン思考・エコアクション」である。 

・日本とフィランドの共通点として「森林」の面積の広さや「森の資源」をグラフから読み，両国の森の写真や映像を見て森から人類が享受し

ている資源について比較しながらやりとりをする。日本の広葉樹の実物（押し葉）を持参して木の文化を紹介し，フィンランドの児童からは森の

資源活用を学ぶ。（CLIL：Communication & Community） 

・森の資源が有効にリサイクルされておらず，ごみになり捨てられている事実を学ぶ。また，リサイクルテクノロジーの発達によって，ナノファイ

バーのような環境にやさしい製品が製造されており，日本製のセルロースナノファイバー（CNF）液（大王製紙より許諾を得て提供された）を

数点用意し，グループで実際に触ってみて，発見したことや考えたことを話し合う。（CLIL：Authentic） 

・『Newsweek』（CCC メディアハウス，Vol.19, 2018,ｐ .19-33）を参照し，CNFの製造映像（参加者が英語に翻訳），および，参加者らが作

成したプレゼンテーションでやりとりし，環境を解決するための表現を学ぶ（CLIL: Content） 

・サーキュラー・エコノミーの考え方に気づかせ，製造と消費の「ループを閉じる（close the loop）」（図 2）ためのデザインをグループで話

し合い，ラップブック（デザインのワークシート）（図 3）にデザインを描く。互いの考えを交流する。(Cognition & Collaboration) 
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図 2 サーキュラー・エコノミーのデザイン図         図 3 SDGs と CLIL「Circular Economy」   

② PE in CLIL「Rhythmic Dancing Movements」 

21世紀型スキルとの関連は，「創作思考・ICTのビデオ分析活用・自己観察と他者観察・表現」である。 

・ウォーミングアップとして実施した全身反応教授法（Total Physical Response：TPR）を用いたリズムダンスの基本動作（振り付け）の習得

を図る。BGM に合わせ，教師が行う基本動作を真似しながら，リズムダンスの基本動作を身につけていく。（CLIL：Communication & 

Community） 

・モーションカードを用いて，基本動作をどのように組み合わせると BGMに合ったリズムダンスになるのか，グループで相 談しながら練習し，

iPad でグループのリズムダンスを撮影し，その動画を観察して振り返りをすることによって，より良い動きへと修正しながら，リズムダンスを創

作していく。動画を観て発見したことや考えたことを話し合う。（CLIL：Content& Cognition） 

・プロのダンスの動画を示し，その動画を観察することで，踊っているメンバー全員のフォーメーションの変化に気づかせ，フォーメーションカ

ード（図 4）を用いてのメンバー全員の動きをどのようにするか，児童がグループで話し合い，フォーメーションを取り入れたリズムダンスを創

作する（図 5）。互いの考えを交流する。(Cognition & Collaboration) 

・モーションカードによる振り付けとフォーメーションカードを用いた動きを取り入れて，参加者らがグループで創作したリズムダンスを踊る

（CLIL: Content） 

・創作したリズムダンスをお互いに発表して表現し合い，それぞれの良さを認め合う。（CLIL：Communication & Community） 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 フォーメーションカード一例          図 5 リズムダンスのフォーメーション創作 

 

③ STEAM &CLIL 「The science of music」 

21世紀型スキルとの関連は，「身近な科学現象・数学的概念・科学的思考・ICTの活用・転移スキル・音楽を楽しむ」である。 

・身の回りの空きビンなどに息を吹きいれ，ビンの長さによって音のピッチが違うことに気づく。「音」に関する英語表現を学ぶ。音のピッチの

変化のメカニズムを予想する。（問い：楽器の音の高低は何を拠り所に予想し作るのか）（CLIL: Content） 

・「ストロー笛」を創る実験を通して，音の高さと共鳴する物の長さの関係について発見する。（CLIL＆STEAM：Cognition）（図 6） 

・音楽の音階「ドレミファソラシ（CDEFGAH）」について，チューニングアプリ等を使って，児童らがストローを切って音を創る（collaboration）。

(テクノロジーの相互活用)（図 7） 
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・音の高さと共鳴する物の長さの関係について気づいたことを発表する。切ったストローの長さを正確に物差しで測り，実際の数値を黒板に書

いてもらう（図６ ）。その後，分数を使って，隣接の音どうし，およびオクターブの関係を計算し，長さと音の高さの関係を把握する(CLIL＆

STEAM) Pytagorasの韻律の原理は，音階と数字の図を使って紹介し，分数表現は英語で聞かせる。次に，応用として，1オクターブ高い

「D（レ）」について，何を拠り所に長さを決めるか話し合う。方法や組み合わせは一つではなく，計算に拠って，チューニングに拠って，人の

音感に拠って，気圧や温度に拠って，必ず同じ答えとはならない。（CLIL＆STEAM: transferable skill） 

・作ったストロー笛を吹いて，「きらきら星」を皆で演奏する（Community）  

 

 

 

 

 

 

 

図 6 音の高さと長さの実験ワークシート            図 7 ストロー笛の音の高さ調整（グループ） 

資料３  フィンランドの教育授業観察（現象ベースの学習：授業者はフィンランドの K教員） 

児童は小学校 5年生 18名で，授業は母語のフィンランド語で行われた。3週間のプロジェクトで 4グループ別の活動の終盤である。 

① ピラミッドの３ D画像を使って，古代エジプトのストーリーを教師が語る。美術との教科連携である。（豊かな内容）（図８ ） 

② 古代エジプトの絵パズル（K教員作）を行い，完成したパズルの裏に隠されたメッセージを読みとる。ミニライトで光を当てると文字な

どが浮き上がる（ホログラム仕様）。読み取ったメッセージから，机の下に隠れている資料を手に入れる。（テクノロジーの相互活用） 

③ 資料のフィンランド語の単語は特有の難解さがあり児童には難易度が高い。手元のスマホや PCを駆使して，次のシークレットメッセー

ジを解く。正解を教師に伝えると次のヒントの有る場所が分かる。（グループ協同スキル） 

④ ヒントのある場所には絵と QR コードが貼られ，児童はグループで校内を探検する。他の教員や校長に出会って質問をするメッセージも

ある。コード解読のコマンドには「エジプトでの価値ある職業はより広いコミュニケーション）？ 」などの問いがあり学びが試される。

（より広い周りの人とのコミュニケーション） 

⑤ 10の古代エジプト文化の質問に答えると検索ページにたどり着き，グループで読み解く（情報のスキャニング） 

⑥ プレートを載せて穴あき窓から見える文字を並べ替えると意味のあるメッセージになる。先に学んだヒエログリフの仕組みを活用する。

（高次の思考・学びの転移）（自己効力感）（図９ ） 

⑦ 授業の目標に照らして，自己評価にたっぷり時間をかけ，パフォーマンス評価を行う。ICT評価システムをとおして保護者にも学びが伝

わる。（メタ認知・保護者と共に学ぶ） 

 

 

 

 

図 8「エジプトの文化（美術）」            図９  グループでヒエログリフのコード解読 
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１ ．はじめに 

 

（1）問題設定 

学校現場では、毎年４ 月上旬に新学年に関する進級引き継ぎ会が行われる。学校によるが、筆者が 2020

年度まで勤務していた小学校(以下、事例校と表記)の引き継ぎ会に参加するメンバーは、新担任・旧担任(転

勤していない場合)・管理職・主幹教諭・養護教諭・旧学年に携わっていた教員・特別支援学級の担任(在

籍児童がいる場合)である。引き継ぎされる枠組みは、主に児童の身体・アレルギーに関すること、特別な支

援を必要とする児童名とその内容、集金の未納、家庭環境、学力低位層に位置する児童名、問題行動が多

い児童名、児童同士の関係性等である。これらの枠組みは、新担任やこれからその学年に携わる教員にとっ

て、重要なことばかりである。引き継ぎ会には時間的制限があるためか、教科に関することは引き継ぎされ

にくい現状がある。しかし、学習の系統性が強い算数科については、引き継ぎされるべきであると考えた。

算数科に関することが引き継ぎされると、新担任は重点を置くべき単元に対してカリキュラム・マネジメントの

視点を持って算数科の年間指導計画を立てることができることや、4月当初から児童の実態に即した授業、個

別の支援を行うことができると考える。 

 

（2）先行研究・目的 

1986年にリー・ショーマンは、PCK(Pedagogical Content Knowledge：教育的内容知識)の概念を提唱し

実践報告 

要約：学校現場では、毎年 4月上旬に新学年に関する進級引き継ぎ会が行われ

る。引き継ぎされる枠組みは、主に児童の身体・アレルギーに関すること、特別

な支援を必要とする児童名とその内容、集金の未納、家庭環境、学力低位層に位

置する児童名等である。時間的制限があるためか、教科に関することは引き継ぎ

されにくい現状がある。しかし、学習の系統性が強い算数科については、引き継

ぎされるべきであると考えた。そこで、事例校において実施した算数科の学年末テ

ストの結果を分析し、進級引き継ぎにおける算数科資料を作成した。その資料に

は、知識及び技能と思考力・判断力・表現力等を分けて、①支援を要する児童、

②児童が苦手とする単元・問題の傾向、③学力格差のイメージを記載し、全体的

に関わることとして、旧担任としての取組んできた実践と今後の実践を記載した。 
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た。当時、アメリカでは教育内容さえ知っていれば、

「授業はできる」「教えることができる」と考えられ

ていた。それに対して、ショーマンは無視されてき

た教育方法の知識と内容の知識を繋ぐ PCK を教

員が身に付けることの重要性を指摘した (小柳

2016)。ショーマンが提唱した PCKの概念を参考に

して、吉崎(1988)は、図 1に示す授業についての教

師の知識領域を提案した。その知識領域の 3 点と

は、「生徒についての知識」「教材内容についての

知識」「教授方法についての知識」である。また、

藤井(2013)は、教材研究モデル(図 2)を提案してい

る。このモデルでは、目標を四角錘の頂上に、教材

研究の 4 つの構成要素を四角錘の底面に示されて

いる。教材研究を行う上で重要とされる 4つの構成

要素を教員のアウトプットの形式で簡潔に説明する

と、①学習指導の系統性、②いわゆる教材観、③い

わゆる児童観、④いわゆる指導観である。吉崎や藤

井を参考すると、教員は実際の授業や教材研究を

行う上で、児童の実態を把握しておく必要があると

いえる。そのためには、やはり進級引き継ぎ会で算

数科に関することが引き継がれるべきである。 

そこで、引き継ぎに関する先行研究を探ると、校種間の引き継ぎに関するものがある。例えば、小学校と

中学校における引き継ぎに関する研究(赤塚・大石 2009)や、保育者と小学校教員の引き継ぎに関する研究

(石倉・仲村 2011)である。また、障がいを抱える児童の引き継ぎに関する研究(成田・古川 2000;山本 2010;

和田・水内 2016等)もなされている。さらに、校種間ではないが、教員の入れ替わりに伴う、図書館司書の

引き継ぎに関する研究(野口ほか 2018)、小学校と院内学級の引き継ぎに関する研究(門脇・藤井 2018)がな

されている。先述したが、算数科は系統性の強い教科であるため、算数科に関することは、引き継ぎされる

べきであると考えている。しかし、算数科の引き継ぎに関する研究はなされていない。そこで、事例校におい

て実施した算数科の学年末テストの結果を分析し、進級引き継ぎにおける算数科資料を作成することを本研

究の目的とした。 

 

２ ．方法 

 

（1）調査対象と分析データ 

事例校は、大阪府下に位置する全学年単学級の小規模小学校である。2020 年度、筆者は第 5 学年の担

任であった。その学級の児童を対象に新学社が発刊している算数科の学年末テスト 1)を 2021年 3月 18日に

実施した。その学年末テストには、知識及び技能に関して評価する問題として、大問が 9問、小問が合計 20

問設定されていた。思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題として、大問 5 問が設定されており、

それぞれ問題文を式に表すことができるかどうか、表した式を計算することができるかという小問 2問ずつが

設定されていた。 

本稿では、児童が特定されないようにするため、児童番号(1～32)を割り振った。児童番号 7・9・10の 3

名は、支援学級在籍のため調査対象外とした。また、児童番号 11は調査当日欠席であったため調査対象外

となった。分析データは、調査対象外を除く 28名の学年末テストの結果である。 

 

図 1. 授業についての教師の知識領域(吉崎 1988) 

図 2. 教材研究モデル(藤井 2013) 
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（2）方法 

28 名のデータを、知識及び技能、思考力・判断力・表現力等に分けて、分析を行う。分析の視点は個

人・集団・問題の 3点である。それらの分析結果から、事例校の第 5学年の児童が第 6学年に進級する際

に、新担任等に提案できる進級引き継ぎにおける算数科資料を作成する。本研究では、主体性(学びに向か

う力・人間性)に関しては、対象外とした。 

 

３ ．結果・分析 

 

（1）学年末テストの結果 

1）知識及び技能に関して評価する問題の結果 

 28 名のすべての問題の解答を、正答(〇)、誤答(誤)、無答(無)に整理すると表 1 のようになる。100 点は

1名であり、最も低い点数は 25点であった。 

 

表 1. 知識及び技能に関して評価する問題の個人別解答結果と合計点数 

    大問・小問 

児童番号 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計点数 

(点) ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ③ ④ ① ② 式 答え 式 答え 

1 〇 誤 無 無 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 誤 誤 誤 無 無 〇 誤 〇 〇 50 

2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 95 

3 誤 無 〇 〇 無 無 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 誤 誤 誤 無 無 無 無 35 

4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 90 

5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 100 

6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 〇 〇 無 無 80 

8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 誤 約 〇 〇 〇 〇 85 

12 〇 〇 誤 〇 誤 〇 誤 誤 無 無 無 無 無 無 〇 約 無 無 無 無 25 

13 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 誤 誤 〇 約 〇 〇 誤 誤 70 

14 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 誤 〇 〇 約 〇 〇 誤 誤 75 

15 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 95 

16 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 90 

17 〇 〇 〇 〇 単 誤 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 誤 誤 70 

18 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 90 

19 〇 誤 〇 〇 誤 誤 〇 〇 〇 誤 〇 誤 誤 無 誤 誤 誤 誤 〇 〇 45 

20 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 誤 約 〇 〇 誤 誤 70 

21 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 約 〇 〇 誤 誤 75 

22 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 90 

23 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 約 〇 〇 〇 〇 90 

24 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 95 

25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 誤 〇 〇 〇 〇 誤 誤 75 

26 〇 〇 〇 〇 単 〇 誤 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 約 〇 〇 〇 〇 80 

27 〇 誤 〇 〇 単 誤 〇 〇 〇 誤 〇 〇 誤 誤 誤 誤 〇 〇 無 無 50 

28 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 誤 〇 誤 誤 〇 約 〇 誤 〇 〇 70 

29 〇 〇 〇 〇 誤 誤 〇 誤 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 75 

30 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 〇 95 

31 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 誤 約 約 〇 〇 誤 誤 65 

32 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 〇 誤 誤 〇 誤 〇 〇 〇 〇 80 
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学年末テストには、知識及び技能に関して評価する問題として、大問が 9問、小問が合計 20問設定され

ていた。その問題の内容と正答率・誤答率・無答率を整理すると、表 2のようになる。 

 

表 2. 知識及び技能に関して評価する問題の内容と結果(N=28) 

大問 小問 内容 正答率(%) 誤答率(%) 無答率(%) 

1 ① 小数を 100倍した数を求めることができる。 92.9 7.1 0 

② 小数を 1/10にした数を求めることができる。 85.7 10.7 3.6 

2 ① 分数をわり算の式で表すことができる。 92.8 3.6 3.6 

② 小数を分数で表すことができる。 96.4 0 3.6 

3 ① 小数で表された割合を百分率で表すことができる。 67.8 28.6 3.6 

② 百分率で表された割合を小数で表すことができる。 78.5 17.9 3.6 

4 ① 合同な 2つの四角形の対応する頂点を見つけることができる。 89.3 10.7 0 

② 合同な 2つの四角形の対応する辺を見つけることができる。 85.7 14.3 0 

5 ① 正多角形の名前がわかる。 78.5 17.9 3.6 

② 正多角形の中心のまわりの角の 1つ分の角度がわかる。 75.0 21.4 3.6 

6 ① 1.25×7.6の筆算の計算ができる。 78.5 17.9 3.6 

② 0.34×2.9の筆算の計算ができる。 82.1 14.3 3.6 

③ 2.21÷1.7の筆算の計算ができる。 57.1 39.3 3.6 

④ 3.9÷7.5の筆算の計算ができる。 60.8 32.1 7.1 

7 ① 1/4＋ 3/7の計算ができる。 75.0 21.4 3.6 

② 2 と 1/10+5/6の計算ができる。 28.6 67.8 3.6 

8 式 三角形の 2つの角度から、残りの 1つの角度を求めることができる。 89.3 3.6 7.1 

答え 三角形の 2つの角度から、残りの 1つの角度を求めることができる。 82.2 10.7 7.1 

9 式 台形の面積を求めることができる。 57.1 28.6 14.3 

答え 台形の面積を求めることができる。 60.7 25.0 14.3 

 

まず、正答率に目を向ける。最も正答率が低い問題は、大問 7 の小問②である。その内容は、「2 と

1/10+5/6の計算ができる。」であり、計算はできたが、最後に約分をすることを忘れた児童が多かった。こ

の問題の正答率は 28.6%であり、他の問題よりも圧倒的に低い割合である。また、誤答率も 67.8%と他の問

題より圧倒的に高い割合である。2番目に正答率が低い問題は、大問９ である。その内容は、「台形の面積

を求めることができる。」であった。式の正答率が 57.1%、答えの正答率が 60.7%であった。式よりも答えの

正答率の方が高いのは、台形の面積を求める公式「(上底＋下底)×高さ÷2」の格好を書き忘れていた児童が

おり、式は不正解であったが、答えは正答であったためである。3番目に正答率が低い問題は、大問 6の小

問③で、その正答率は 57.1%であり、4 番目に正答率が低い問題は、大問 6 の小問④で、その正答率は

60.8%である。いずれの問題の内容も「小数同士のわり算の筆算の計算ができる。」であった。 

 次に、無答率に目を向ける。すると、大問 9 の無答率が 14.3%と他の問題よりも高い割合であることがわ

かる。大問 9の内容は、「台形の面積を求めることができる。」であり、台形の面積をどのようにすると求め

られるのか、公式は何だったのかを理解・定着できていない児童が多く存在するということがわかる。 

 

2）思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題の結果 

対象児童 28 名のすべての問題の解答を、正答(〇)、誤答(誤)、無答(無)に整理すると表 3 のようになる。

満点の 50点は 3名であり、最も低い点数 0点は 3名であった。 
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表 4. 思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題の詳細と結果(N=28) 

大問 小問 内容 正答率(%) 誤答率(%) 無答率(%) 

10  
式 小数同士のかけ算の文章問題を式に表し、計算することができる。 71.4 14.3 14.3 

答え 53.5 28.6 17.9 

11  
式 分数同士のたし算の文章問題を式に表し、計算することができる。 75.0 10.7 14.3 

答え 71.4 10.7 17.9 

12  
式 文章問題を単位量あたりの大きさを使って式に表し、計算すること

ができる。 

75.0 7.1 17.9 

答え 50.0 32.1 17.9 

13  
式 容積を求める式を表すことができる。 53.6 14.3 32.1 

答え 求められた容積の単位㎤を Lに変換することができる。 17.9 46.4 35.7 

14  
式 もとにする量と割合から、比べられる量を求める式を表し、計算す

ることができる。 

60.7 3.6 35.7 

答え 50.0 14.3 35.7 

 

表 3. 思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題の個人別解答結果と合計点数 

大問・小問 

児童番号 

10 11 12 13 14 

合計点数 

式 答え 式 答え 式 答え 式 答え 式 答え 

1 誤 無 誤 無 誤 誤 無 無 無 無 0 

2 〇 単 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 45 

3 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 

4 〇 単 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 40 

5 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 誤 〇 〇 40 

6 〇 誤 〇 〇 〇 〇 〇 無 〇 〇 40 

8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 無 無 無 無 30 

12 誤 誤 〇 〇 誤 誤 〇 誤 無 無 15 

13 〇 〇 〇 〇 〇 誤 無 無 〇 〇 35 

14 〇 〇 無 無 〇 誤 〇 〇 無 無 25 

15 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 45 

16 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 誤 40 

17 〇 誤 〇 〇 〇 単 誤 誤 無 無 20 

18 〇 単 〇 〇 〇 〇 無 無 無 無 25 

19 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 0 

20 誤 誤 誤 誤 〇 誤 誤 誤 〇 誤 10 

21 無 無 〇 誤 無 無 無 無 無 無 5 

22 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 誤 誤 誤 30 

23 〇 〇 〇 〇 〇 単 〇 誤 〇 〇 40 

24 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50 

25 反 〇 〇 〇 〇 〇 誤 誤 〇 〇 35 

26 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50 

27 〇 誤 無 無 無 無 無 無 〇 〇 15 

28 〇 〇 誤 誤 〇 〇 〇 誤 〇 〇 35 

29 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 誤 〇 誤 35 

30 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 誤 〇 〇 45 

31 無 無 〇 〇 無 無 無 無 無 無 10 

32 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50 
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思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題として、大問 5問が設定されており、それぞれ問題文を

式に表すことができるかどうか、表した式を計算することができるかという小問 2 問ずつが設定されていた。

その問題の内容と正答率・誤答率・無答率を整理すると、表 4のようになる。 

式に関して正答率が低いのは、大問 13 である。その内容は、「容積を求める式を表すことができる。」

であったが、体積を求める公式「縦×横×高さ」通り、式に表せば正答となる。しかし、誤答率が 14.3%、無

答率が 32.1%であることから、容積という言葉と体積という言葉の意味を理解することができていない児童が

存在していることがわかる。また、式の正答率が 53.6%であるのに対し、答えの正答率が 17.9%と大きく下落

している。その理由は、問題で㎤から L への単位変換が求められており、「1000㎤=1L」が理解・定着で

きていないことがわかる。次に、大問 14 の式の無答率が 35.7%であることに着目する。大問 14 は、「もと

になる量×割合＝比べられる量」で求められる。2本の数直線図もテストに示されていたにも関わらず、無答

率が高いことから、数に関する量感(倍の概念に関する量感)や 2本の数直線図の理解、割合に関する理解が

乏しい児童が学級の 1/3を占めていることがわかる。 

 

（2）分析 

1）個人に関する分析 

 学年末テストにおける知識及び技能の平均は 75.2、分散は 356.2、標準偏差は 18.9であった。このことか

ら平均＋標準偏差(75.2+18.9)の 94.1点以上の点数の児童を A 群、平均－標準偏差(75.2-18.9)の 56.3点以

下の点数の児童を C群、その間を B群と定義づける。すると C群に位置付けられる児童は、算数を苦手と

する、つまり支援を要する児童であると判断できる。C群に位置付けられる児童は、児童番号 1(50点)・3(35

点)・12(25点)・19(45点)・27(50点)の 5名となる。 

 思考力・判断力・表現力等の平均は 28.9、分散 255.0、標準偏差は 16.0であった。このことから平均＋標

準偏差(28.9+16.0)の 44.9点以上の点数の児童を A群、平均－標準偏差(28.9-16.0)の 12.9点以下の点数の

児童を C群、その間が B群と定義づける。すると C群に位置する児童は、児童番号 1(0点)・3(0点)・19(0

点)・20(10点)・21(5点)・31(10点)の 6名となる。 

これらの結果を比べると、知識及び技能で C群に位置していた児童番号 12の児童が、思考力・判断力・

表現力等では、B群に位置し、知識及び技能では B群に位置していた児童番号 20・21・31の児童が思考

力・判断力・表現力等では、C群に位置した。知識及び技能と思考力・判断力・表現力等は、分離して

捉えるものではないため、総括して支援を要する児童と捉え、引き継ぐ必要があるといえる。 

 

2）集団に関する分析 

 対象児童 28名の知識

及び技能の合計点数を

ヒストグラム化(横軸：点

数、縦軸：人数)した(図

3)。すると、90点以上の

層が 10名、80点以上 90

点未満の層が 4 名、70

点以上 80点未満の層が

8名であり、70点未満の

層が 6名であることがわ

かった。 図 3. 知識及び技能に関して評価する問題の点数分布 

0 0
1 1 1

2
1

8

4

10

0

2

4

6

8

10

12

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

(人) 

(点) 



学校改善研究紀要 2022 実践報告 

89 
 

また、思考力・判断力・

表現力等の合計点数を

ヒストグラム化(横軸：点

数、縦軸：人数)した(図

4)。すると、40点以上の

層が 11名、30点以上 40

点未満の層が 6名、30点

未満の層が 11 名である

ことがわかった。 

 格差のイメージについ

て、山田(2007)は、図 5を

示している。格差のイメ

ージが二極化やディバイ

ドの場合、授業の目標をどの層に位置する児童に焦点

をあてたらよいのかを決定することが困難となる。仮に

上位層に位置する児童に焦点をあてると、下位層に位

置する児童は、学習内容を難しいと感じ、目標が達成

されにくい。反対に下位層に位置する児童に焦点をあ

てると、上位層に位置する児童は目標を達成すること

はできるが、授業が退屈な時間となりかねない。そこ

で、格差のイメージが二極化やディバイドの場合、必

要に応じて習熟度別指導を行うことができるように年

間指導計画を立てる必要があるといえる。 

図 3を山田の「格差のイメージ」に当てはめようと

すると、該当するものがない。その理由として考えら

れることは、学年末テストは、これまでの学習をどの程

度理解しているのかを評価するためのものであり、受

験等で活用される「落とすためのテスト」ではないということが考えられる。そのため、70点以上に大半の児

童が位置付けられる結果となっている。このことから、個人に関する分析でわかった C 群の位置する児童を

一斉授業において支援をする必要があることが強調される。 

次に、図 4を山田の「格差のイメージ」に当てはめようとすると、二極化に近い。二極化の場合、習熟度

別指導が有効であると考えられる。その理由は、先述したことに付け加えると、下位層に位置する児童のみ

で学び合うと、それらの児童に発言する機会を必然的に与えることができるからである。そこで、少人数指導

担当者と連携し、必要に応じて習熟度別学習を計画・実施する必要があるといえる。また、上記のヒストグラ

ム(図 3・図 4)を比較すると、思考力・判断力・表現力等の育成に力を入れた授業展開が必要であるといえ

る。 

 

3）問題に関する分析 

学年末テストの知識及び技能の結果から、大問 7の②「2と 1/10+5/6の計算ができる。」や大問 9「台

形の面積を求めることができる。」、大問 6の③④「小数同士のわり算の筆算の計算ができる。」が児童の課

題であることがわかった。また、思考力・判断力・表現力等の結果から、児童の課題は、算数用語(体積と

容積)、単位変換、量感、２ 本の数直線図、割合であると整理された。そこで、このような児童が苦手とする

単元・問題の傾向を引き継ぐべきであると考える。それに付け加え、前担任がどのような取組みをしてきたの

か、今後どのような対策・取組みが必要であるのかを伝達する必要があると考える。 

図 4. 思考力・判断力・表現力等に関して評価する問題の点数分布 

図 5. 格差のイメージ 

(山田 2007を参考に筆者が作成) 
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４ 、まとめと今後 

 

（1）本研究の成果のまとめ 

本研究の目的は、事例校の進級引き継ぎにおける算数科資料を作成することであった。そこで、筆者が担

任を務める第 5 学年の児童を対象に学年末テストを実施し、その結果を個人・集団・問題の 3 つの視点で

分析した。分析結果をまとめると、資料１ を作成することできた。 

 

【資料１ 】 

（ 5 ）年（ 1 ）組の算数科における引き継ぎ資料 

 

作成日 2021年 3月 31日  作成者 木村憲太郎 

知識及び技能に関すること 思考力・判断力・表現力等に関すること 

【支援を要する児童】 

児童番号 1    児童番号 3 

児童番号 12    児童番号 19 

児童番号 27 

【支援を要する児童】 

児童番号 1    児童番号 3 

児童番号 19     児童番号 20 

児童番号 21     児童番号 31 

 

【児童が苦手とする単元・問題の傾向】 

・分数の約分 

・台形の面積 

・小数同士のわり算 

【児童が苦手とする単元・問題の傾向】 

・算数用語(体積と容積) 

・単位変換 

・量感 

・２ 本の数直線図 

・割合 

【学力格差のイメージ】 

〈 〉正規分布 

〈 〉格差拡大 

〈 〉二極化 

〈 〉ディバイド 

〈〇〉その他 

（大半が上位層である。   ） 

【学力格差のイメージ】 

〈 〉正規分布 

〈 〉格差拡大 

〈〇〉二極化 

〈 〉ディバイド 

〈 〉その他 

（             ） 

全体的に関わること 

【主なこれまでの実践と今後の実践】 

・分数や小数の計算が課題であることを踏まえ、モジュールの時間や家庭学習（宿題）で定着させてほ

しい。 

・教室内に１ L マスや 1 ㎤のブロックなど、視覚的に量感を身に付けさせるようにしてきたが、定着しき

れていない。そこで、引き続き教室内に１ Lマスや 1㎤のブロックを準備しておいてほしい。 

・算数用語が定着していない児童が多いので、必要に応じて再度確認をほしい。 

・1年間に２ 本の数直線図を何十回もかかせてきたが、使い切れていない現状がある。再度 2本の数直

線図の指導をしてほしい。 

・知識及び技能の育成よりも、思考力・判断力・表現力等の育成に力を入れてほしい。 

本研究では、学年末テストのみを扱い、その結果を分析して算数科引き継ぎ資料を作成した。1つのテス

トのみの分析では不十分であると考えるが、すべての単元末テストを分析することは、勤務時間上難しい。そ
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こで、例えば、わり算のような児童がつまずきやすいと考えられる単元のみでも、分析を行うべきであろう。

そうすることで、引き継ぎ資料に厚みが増すと考える。また、児童番号 11は調査当日欠席であったため調査

対象外となっており、引き継ぎ資料を作成する上で計画的に進める必要があったといえる。 

 

（2）今後の課題 

本研究では、小学校の進級引き継ぎにおける算数科資料を作成できた。そして実際に、筆者は資料 1 を

第 6学年の担任に年度末に手渡した。この資料 1を第 6学年の担任が、どのように活用し、どのように授業

を変えたのか、児童にどのような影響を与えたのか調査が行えていない。そこで、今後は第 6学年の担任に

聞き取り調査を行ったり、児童の学力の変容について調査を行ったりしていきたい。 

さらに、本研究は全学年単学級の小規模小学校を事例校とした。そのため、事例校ではクラス替えが行わ

れない。中・大規模小学校になれば、資料を作成するにあたり、旧学年の学級名簿を新学年の学級名簿に

入れ替える必要が生じる。そこで、今後は資料に記載する項目を再度検討・精査するとともに、算数科にお

ける進級引き継ぎに関するアプリケーションの開発を行っていきたい。 

 

註 

1）株式会社新学社が発刊している「基礎・基本算数 Aテスト(5年版)」を筆者が担任を務める学級において 1年間活用して

いた。 
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１ ．はじめに 

 

学校現場における教員を取り巻くつながりを醸成することで，児童・生徒の資質・能力向上が，これまでの

研究で明らかにされている。しかし，時代の移り変わりに伴い，学校現場においても様々な変化が生じてい

る。働き方改革（業務改善）が進められ，児童・生徒により良い教育を展開できるよう，限られた時間の中

で効率や効果を高めることが求められている。また，教員の大量退職の時代を迎え，若年層教員が大幅に増

加している。さらに，文部科学省の GIGA スクール構想により，タブレット端末一人１ 台導入が計画され，

効果的な ICT活用を検討することが喫緊の課題となっている。これらのことから，これまでと違った教員を取

り巻くつながり醸成の方法を探ることが求められている。そこで，本研究では児童の資質・能力向上を目指し

て，近年の学校現場における教員同士のつながり醸成の方法を探り実践することとした。  

 

２ ．先行研究の動向 

 

（1）ソーシャル・キャピタルについて 

 つながりに関してはソーシャル・キャピタルの理論を通して，これまで多くの先行研究が実践されている。ソー

シャル・キャピタルとは，一般的には「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる，

信頼，規範，ネットワークといった社会組織の特徴」(1)を意味する。また，ソーシャル・キャピタルという科学的概

念は「絆やつながり」とほぼ同義とされている。 

児童，保護者，学校を取り巻くソーシャル・キャピタルには９ つの関係がある（図１ ）。それぞれの関係を醸成

することで，様々な効果が認められている。今回の研究では，教員の授業力向上や学校改善（特に効率性）と相

実践報告 

要約：本研究は，近年の学校現場における教員同士のつながり醸成の方法を探り

実践することで，児童の資質・能力の向上に結び付けることを目的とする。調査対

象は 2020 年度Ａ小学校教職員 15 名と３ 年生以上の児童 128 名で，調査方法は

観察，インタビュー，質問紙である。「支え合い高め合う組織特性」(露口 2008)の

視点に基づいて，調査結果の分析から課題をまとめると「目標・課題の共有」，「困

難・感情の共有」，「教員同士のつながりを活かした授業力の向上」となった。これ

らの課題を解決するために，サーベイ・フィードバック活用等の効果的な校内研修

をデザインしていくことが必要だと考えた。Ａ小学校に適したつながり醸成の取組で

ある，コミュニケーションの場を確保するためのワークショップ型校内研修の実施

や，一人年２ 回以上の研究授業（特に ICT活用）の設定等を通して，同僚性や授

業改善に向けた実践的指導力の向上を図る。 

キーワード 

つながり醸成 

組織特性 

校内研修 

ICT活用 

同僚性 
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関がある学校組織ソーシャル・キャピタル，教員同士のつながり醸成について研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ．ソーシャル・キャピタルについて 

（2）計画立案の視点 

「支え合い高め合う組織特性」(露口 2008)の視点に基づいて，Ａ小学校の実態を踏まえながらつながり醸成の

方法を計画する。５ つの視点は，①目標・課題の共有，②困難・感情の共有，③冗長コミュニケーション，④相

互支援，⑤チーム効力感（チームに対するポジティブ・フィードバック，チーム相互の同僚支援，分散型リーダー

シップ）である。 

（3）組織開発について 

中村(2019)は，「リーダーやマネージャーが陥りやすい誤りは，『適応課題』（人間関係等の問題）に対して『技

術的問題』（組織の構造等の問題）の解決策を当てはめて解決しようとすることである。(p.42)」と述べている。分

かり易く言えば，話合いをするという雰囲気がないところに，話合いの場を設定しても意味がないということである。

やはり日頃からの人間関係が大切で，それを構築する上での対話（コミュニケーション）の重要性や，その組織の

実態に合った方法を取り入れることの必要性を述べている。本研究においては，この視点を重視し，実態を踏まえ

た開発実践を目指す。 

（4）サーベイ・フィードバックについて 

中原(2020)は，サーベイ・フィードバックの有用性を示している。サーベイ・フィードバックとは，「組織で行われ

たサーベイ（組織調査）を通じて得られたデータを，現場のメンバーに自分たちの姿を映し出す『鏡』のように返

して（フィードバックして），それによってチームでの対話を生み出し，自分たちのチームの未来を決めてもらう技

術(p.26)」である。また，①見える化，②対話，③未来づくりの３ つのステップで行われる。サーベイ・フィードバ

ックが注目されている理由は，①長時間労働を自粛しようとする中，多様化する職場メンバーをマネジメントするこ

と，②社員のエンゲージメントを高めて離職防止を図り生産性を高めること，の２ 点に適しているからだとされる。

この２ 点は，働き方改革（業務改善）が進められている学校現場でも同じ状況にあると言える。本研究において

も，サーベイ・フィードバックを積極的に活用する。 

（5）負担と負担感について 

 藤本(2015)は，「負担≠負担感である。たくさんの仕事をこなし，負担が大きい人も，それに対して充実感や達成

感を持っていれば，負担感は覚えないということもあり得る。研修主任は，負担となる仕事量やその割り振りの調

整を行う必要ももちろんあるが，職員ができるだけ負担感を覚えなくて済むように，充実感や達成感を味わうことが

できるような工夫を凝らす必要がある。(p.73)」と述べている。この視点は校内研修をデザインする上で重要だと考

えており，充実感等を味わうことができる内容を実施する。 

 

３ ．研究課題 
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本研究では以下の研究課題を設定し，実践を通して研究目的に迫る。 

研究課題１ ：児童の学習状況，教員の授業力，及び組織風土等の実態から見えるＡ小学校の組織課題は何か。 

研究課題２ ：組織課題の解決のために，教員同士のつながり醸成をどのように実現すればよいか。 

 

４ ．研究方法 

 

（1）調査対象 

調査対象は，2020年度Ａ小学校教職員 15名と３ 年生以上の児童 128名である。 

（2）観察・インタビュー調査 

日頃の職員室等の観察や，各教員の授業参観を実施した。また，教員同士の人間関係やＡ小学校に適したつ

ながり醸成の方法について教職員６ 名にインタビューを行った。 

（3）質問紙調査 

授業を担当している教員 11 名と３ 年生以上の児童 128 名には，平成 25，26 年度に仙台市で実施された「小

学校区においてソーシャル・キャピタルを醸成する教育政策の探究」の先行研究で使用された質問紙（４ 件法）

を活用した。また，４ 年生以上の児童 95名には，「学校・家庭・地域生活振り返りデジタルワークシート」も活用

した。なお，仙台市で実施された質問紙調査では，平成 25 年度の回収は児童 3,618 人，教員 170 人，平成 26

年度の回収は児童 3,560 人，教員 177 人である。仙台市の回収人数が多く，比較することで客観性が得られると

考えた。 

 

５ ．分析 

 

（1）観察・インタビュー調査結果 

授業の観察によって，各教員の特徴を確認することができた。しかし，指導力の高い教員の指導方法等を，教

員同士が十分に共有できていない現状にある。 

また，職員室等の様子を観察することで，教員同士の人間関係についても把握することができた。その中で，教

員同士が様々な課題を共有する機会が少ないことが分かった。また，学期末教職員アンケートでは，学校の教育

目標具現化に関する項目の値が低くなっていた。 

さらに，インタビューでは，教員同士の認識の違いから不満や不信感を抱いていること，ミドルリーダーを取り巻

く人間関係に課題があることが分かった。それらを解決するために，教員同士がある程度の考えを言い合える雰囲

気が必要だという意見があった。 

（2）質問紙調査結果 

  1）A小学校教員用「授業・学校組織アンケート」 

「授業について（教員）」（図２ ）では，高い項目は，「14 個別指導の中で，個の学習状況を把握し，適切に

対応する」，「3ねらいを達成するのにふさわしい教材や教具を選択し，適切な使い方をする」であった。低い項目

は，「11児童の思考を促したり焦点化したりするために適切な発問を行う」，「10児童の理解や思考に役立つような

構造的な板書をする」，「5教材研究に対して時間をかけ，教材の吟味を重ねる」であった。 

「学校組織について（教員）」（図３ ）では，高い項目は，「23特別に配慮する必要のある児童に対する支援の

方法について，同僚同士で話し合う」，「33 授業改善の必要性を，多くの教員が理解している」であった。低い項

目は，「27教員は，休み時間などでも，授業や教育実践に関する話を同僚と交わしている」，「30自分の授業に対

する同僚からの効果的なフィードバックがある」，「29同僚の授業を参観し，意見交換することが習慣化している」，

「28自分の授業を同僚に公開することが習慣化している」であった。このことから教員同士の授業参観や授業に関

するコミュニケーションが少ないことが，大きな課題となっている。他には，「35自分が担当している児童の学力成
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果の状況を，他の教員も知っている」，「40安心して働くことのできる，働きやすい職場である」，「38同僚と学校の

重点目標に関する会話を交わすことがある」であった。 

図２ ．授業について（教員） 

 

図３ ．学校組織について（教員） 
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  2）Ａ小学校３ 年生以上児童用「勉強・生活アンケート」 

「学習意欲について（児童）」（図４ ）では，12項目中８ 項目で仙台市平均よりも下回った。特に算数科におい

ては，低い値となった。児童の学習意欲の向上が課題である。なお，教員同士のつながり醸成のツールとして ICT

を考えていることから「29タブレットやパソコンを使った授業は楽しい」の項目を新たに設けた。 

「子ども間つながり（児童）」（図５ ）では，高い項目は，「13毎日友達といっしょに遊んでいる」，「14友達は，

勉強のことについて，相だんにのってくれる」であった。特に低い項目は，「15自分は，友達や周りの人のために

役立っていると思う」，「17友達から頼りにされている」であった。 

図４ ．学習意欲について（３ 年生以上児童） 

 

図５ ．子ども間つながり（３ 年生以上児童） 
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図６ ．学級つながり（３ 年生以上児童） 

 

「学級つながり（児童）」（図６ ）では，極端に高い項目は，「20担任の先生といっしょに休み時間に遊ぶことが

ある」であり，Ａ小学校の強みとなっていることが分かった。担任に対する項目については，「28 担任の先生から

期待されており，とてもうれしい」以外は対仙台市比よりも高い値となり，担任と児童の人間関係は比較的良好で

あると言える。その他の低い項目は，「21学級での係の仕事をがんばっている」，「22学級では，自分から進んで

あいさつをしている」，「24学級のために役立ちたいと思う」であった。 

  3）Ａ小学校４ 年生以上児童用「学校・家庭・地域生活振り返りデジタルワークシート」 

  「⑥４ 時間以上６ 時間未満」と「⑦６ 時間以上」の児童がおり，休日になるとさらに多く増えることが課題とな

った（図７ ，８ ）。 

図７ ．平日(月曜日から金曜日)の家庭でのインターネット使用時間（４ 年生以上児童） 
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図８ ．休日の家庭でのインターネット使用時間（４ 年生以上児童） 

 

６ ．考察 

 

質問紙調査結果より，「担任と児童との良好な人間関係」がＡ小学校の強みであると考える。また，「学級担任

が児童と休み時間によく遊んでいること」の値は他の項目に比べて低かったが，対仙台市比は高い値となったの

で，これもＡ小学校の強みだと捉えることができる。これらは質問紙調査を通して見えてきた強みである。 

観察・インタビュー調査結果より「教員同士の効果的な指導方法等の共有」，「児童の算数科における学習意欲

の低さや，家庭でのインターネット使用時間の多さなどの課題を，教員同士で共有すること」，「教員同士の良好な

人間関係」，「学校の教育目標具現化」が重要だと考えた。また，質問紙調査結果より「教員や児童の強みと課題

の共有」，「教員同士の同僚性の構築」，「教員同士の授業参観や授業に関するコミュニケーションの機会設定」が

大切だと考えた。 

以上のことから，Ａ小学校の課題は，「支え合い高め合う組織特性」の視点である「目標・課題の共有」と「困

難・感情の共有」，そして「教員同士のつながりを活かした授業力の向上」だとまとめることができる。そして，こ

れらの課題を解決するために，効果的な校内研修をデザインしていくことが必要だと考えた（図９ ）。 

 

図９ ．Ａ小学校に必要な取組の構造図 
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７ ．実践的示唆 

 

具体的な取組を計画する際に，観察・インタビュー・質問紙調査結果を基にした実態，教員の構成（年齢，性

別，これまでのキャリア），人間関係等を考慮して選択した。 

（1）効果的な校内研修 

  1）校内研修の目的の確認 

  校内研修の目的を「伝達」，「協議・決定」，「考え・アイデアを出し合うこと」，「振り返り（示唆を得ること）」の

４ つに分類し，明確にする。働き方改革（業務改善）の視点からも，研修資料を前日に配布し目を通しておいて

もらうことで，伝達の時間を短縮する。また，内容を精選して無駄なものをなくし，効果が実感できるものを実施す

る。 

2）ワークショップ型校内研修の実施 

「支え合い高め合う組織特性」冗長コミュニケーションの視点から，コミュニケーションの場を確保するためにワ

ークショップ型で校内研修を実施する。校内研修の最後には，気付いたことや感想などについて振り返る際に，コ

ミュニケーションの機会をできるだけ多く設けるようにする。 

（2）目標・課題の共有の視点から 

1）学校の実態の共通理解（サーベイ・フィードバックの活用） 

本研究の質問紙調査結果を校内研修で共有する。Ａ小学校の強みと課題を明確にしたり，課題に対する効果的

な取組や感想について話し合ったりする。 

2）学校の教育目標具現化 

学校の教育目標を受けて，学団（低学団は１ ・２ 年，中学団は３ ・４ 年，高学団は５ ・６ 年）ごとに育成す

べき資質・能力について話し合う時間を設定する。また，運動会や学習発表会等の学校行事では，各主任が目的

や指導方針等について明確にする。 

3）市統一テスト結果の共通理解（サーベイ・フィードバックの活用） 

市統一テストでは，国語科と算数科は３ ～５ 年生で実施されている。また，質問紙は１ ～６ 年生で実施されて

いる。これまでは，テスト結果を十分に活用していなかったので，データからのフィードバックを学団ごとのワーク

ショップ型で行うようにする。学年の成果や課題を共有したり，全国平均到達等の学力向上における具体的な目標

を設定したりする。 

（3）困難・感情の共有の視点から 

1）校内研修において 

話し合いたい議題を月１ 回は回覧板で尋ね，校内研修の話題にする。生徒指導情報交換（授業・学級経営で

困ったことなど）も，これまで以上に密にする。 

2）校内研修始めの取組（ありがとうタイム，アイスブレーキング） 

校内研修始めにありがとうタイムを導入し，日頃の感謝を伝え合う時間を設定する。また，相手が固定されない

よう様々な教員同士が伝え合えるよう配慮する。 

特に年度初めなどには，適宜アイスブレーキングも取り入れる。好きなこと，ストレス解消法，怒るとどうなるか

（どんな怒り方，どんな時に），good and new（その日１ 日の良かったことや新しい発見）などについて伝え合う

時間を設ける。 

3）学級担任サポート部隊の発足 

学級担任外の教職員（専科教員，事務職員，養護教諭等）は職員室にいる時間が多く，情報収集や伝達しや

すい環境にあるので，学級担任の努力等を取り上げ積極的に報告する。また，組織的に実施できるように，学団ご

とに担当を割り振るようにする。なお，学級担任サポート部隊の発足については，学級担任には伝えないようにし

ておく。 
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表１ ．学級担任への声掛けの視点と声掛けの例 

学級担任の努力「○○先生は，～なところを頑張っていますね。」 

児童の成長  「○○先生のクラスの△△さんは，・・・なところで成長しましたね。」 

第３ 者の言葉 「□□先生が，○○先生の・・・なところに感心していましたよ。」 

 

4）学期末教員振り返りの視点について 

これまでの振り返りでは，各教員がパソコン上に成果や改善点等を自由に書き込むようになっており，改善点が

主に書かれている現状であった。そこで，「支え合い高め合う組織特性」チーム効力感（チームに対するポジティ

ブ・フィードバック）の視点から，学期末教員振り返りの視点を検討し，教員の努力や児童の成長等，効力感を得

られるものにする。 

5）夏休みなど長期休暇の研修の充実 

長期休暇には研修時間を多めに確保できるので，日頃取り組むことができない内容を計画する。例えば，Ａ小

学校の業務改善や愛媛県教員キャリアステージ（育成指標）に関する研修等を通して互いの感情を共有すること

で，以後の相互支援につなげるようにする。 

（4）教員同士のつながりを活かした授業力の向上 

1）研究授業の改善 

これまでの研究授業は，完成度の高い１ つの授業を行い，全体で研究協議をしていた。しかし，日常的な教員

同士の授業に関するコミュニケーションはあまりなく，日常の授業改善に結び付きにくいという意見もあった。 

そこで，一人年１ 回の研究授業の指導案形式は，本時の流れのみを記載した略案とし，研究授業の回数を増や

すことに力を入れるようにする。また，可能なら研究協議中のグループ協議に管理職にも入ってもらい，コミュニケ

ーションの増加を図る。 

2）一人年２ 回以上の研究授業の設定 

授業力向上を目的として，授業に関する教員間のコミュニケーションを増やすために，一人年２ 回以上の研究授

業を行うようにする。特に今後一人１ 台導入されるタブレット端末を使った ICT活用の授業を積極的に行うようにし

て，情報交換できるようにする。 

3）各教員の情報提供 

授業における ICT活用，学力向上，学級経営に関する効果的な実践や役立つ情報など，一人年１ 回２ 分程度

紹介し合う場を設定する。また，ICT活用や学力向上等で成果が表れている学級があれば，適宜実践を紹介して

もらうよう計画する。若年層教員がベテラン教員に ICT 活用について教えることなど，ICT をツールとして教員同

士のつながりを醸成することもねらいとする。 

 

８ ．結語 

 

本研究で計画したことを令和３ 年度にＡ小学校で実施していく。今後の課題は，本研究に対する教職員の協力

が得られるような雰囲気づくりや提案の方法を検討することである。そのためには，自分自身が研究の見通しを明

確に持っておくことが求められる。 

中村(2019)は，「新しい取組に対して，同僚の否定的な反応が表明されないのは最も望ましくない状態であり（陰

で不満を伝え合うことが多くなることなど），否定的な反応が表明されるのは健全な証である。(p.170)」と述べてい

る。本研究実践内容はＡ小学校にとって挑戦的な取組であり，中村の言葉どおり今後同僚の否定的な反応が予想

されるが，学校組織が改善されていくためのプロセスだと捉え，誠実に対応していきたい。 

私のこれまでの教員生活において，学級担任を外れたことは今年度が初めてであった。学級担任ではない立場

から見た学校の景色は，これまでと全く違うものであった。また，観察・インタビュー・質問紙調査を通して，学校

組織を俯瞰的に捉えることができたのには，大きな意義があった。この経験をこれからの教員生活で役立てるとと

もに，教員同士のつながりを醸成し，児童の資質・能力が大きく向上する組織づくりに貢献していきたいと考えて



熊井：教員を取り巻くつながり醸成の実践研究 

 

101 
 

いる。 

 

 

註 

1） 以下の文献(p.206-207)に記載してある定義を露口(2016)から引用した。 

パットナム，R，D．川田潤一（訳）(2001).哲学する民主主義―伝統と改革の市民的構造 NTT出版 
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１ ． はじめに 

 

 令和 2年 11月，文部科学省が出した「これからの高等学校教育について」により，各高校の

存在意義，期待される社会的役割，目指すべき高等学校像の 3 点を柱としたスクール・ミッシ

ョンの再定義化が示された。また，各高等学校における育成を目指す資質・能力を明確化・具

体化することで，生徒や入学希望者の学習意欲を喚起し，学校生活や将来に対する展望を持ち

やすい表現・内容にした「スクール・ポリシー」の令和 4年度までの策定・公表が基本と示さ

れた。学科の特質に応じた教育活動の充実強化として「普通教育を主とする学科」の弾力化・

大綱化も挙げられており，各校のグラデュエーション・ポリシーに応じた特色化・魅力化の推進，

各校の取組の可視化・情報発信の強化が求められている。 

組織目標の達成が，教員個人が抱える課題の解決につながるとき，組織目標は教員に受容さ

れる。目標・課題の共有において，データの活用は大きな効果を有している。教員がなんとな

く感じていた課題が，データに裏付けられることによって確信に変わるとき，教員集団の行動変

容は生じる(露口 2012)とある。ここ数年，生徒数が減少し定員割れを起こしている勤務校(A 高

校)に注目し，学校内外を取り巻く環境などのデータを多角的に分析することで学校改善につな

がるきっかけを探り，教職員の行動変容が図れるような具体的な方策の立案を目指したい。 

 

２ ． 背景と目的 

 

 A高校では，2018年度から総合科目選択制度，講座制による総合的な探究(学習)の時間(以

実践報告 

キーワード 

グラデュエーション・ポ

リシー 

連携 

部活動 

チーム魅力化 

要約：本研究では，3 年連続で生徒数の減少に陥った公立普通科 A 高校の現状

を分析するため，様々なデータを基に原因の解明に迫り，明るい未来につながる生

存プランの構築を目指すことを目的とする。卒業者数，国公立大学の進学率，入学

者割合などを視覚化し，また，地元 5校の中学校へのアンケート調査から中学校の

現状と高校に求めている条件などの共通点を見付け出すこと，さらに，近隣の私立

高校の減少率(転出者率)との比較や全校生徒を対象としたアンケート結果の分析を

行うことで，今置かれている状況を教職員全体で直視する。その中で，部活動の存

在価値を始めとした生徒が求める要素をデータから読み取り，チーム魅力化のため

に組織として対応するべき方向性を探っていく。来年度に向けた取組として，管理

職の協力を得ることで新しいチーム編成案を掲げ，総合科目選択制度や総合的な

探究（学習）の時間などの有効活用に取り組み，校内外に魅力を共有するプランを

作成する。 

要約：本研究では，3 年連続で生徒数の減少に陥った公立普通科 A高校の現状

を分析するため，様々なデータを基に原因の解明に迫り，明るい未来につなが

る生存プランの構築を目指すことを目的とする。卒業者数，国公立大学の進学

率，入学者割合などを視覚化し，また，地元 5 校の中学校へのアンケート調査

から中学校の現状と高校に求めている条件などの共通点を見付け出すこと，さ

らに，近隣の私立高校の減少率(転出者率)との比較や全校生徒を対象としたア

ンケート結果の分析を行うことで，今置かれている状況を教職員全体で直視す

る。その中で，部活動の存在価値を始めとした生徒が求める要素をデータから

読み取り，チーム魅力化のために組織として対応するべき方向性を探っていく。

来年度に向けた取組として，管理職の協力を得ることで新しいチーム編成案を

掲げ，総合科目選択制度や総合的な探究（学習）の時間などの有効活用に取り

組み，校内外に魅力を共有するプランを作成する。 
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下，探究(探 Q)活動)を取り入れている。2020 年度から「A 高校が育てる 9 つの力(グラデュエ

ーション・ポリシー)」を設定し，それらを各教科・科目等の年間指導計画や指導案に取り入れ

運用がされている。しかし，この新しい試みと逆行するように入学者数の減少が続いている。松

見((2020)は「高校魅力化」を語るとき，学校が「誰にとって魅力的なのか」という視点を忘れ

てはならない。学校は生徒たちのものだから，生徒にとって魅力的であることが大前提であるが，

学校が地域と繋がっていくためには，地域の人々にとっても魅力的な「気になる存在」であるこ

とが大切だと述べている。また，志水(2005)は「効果のある学校」に共通する要因として，子ど

もをエンパワーする集団作り，チーム力を大切にする学校運営を挙げている。そこで，生徒の学

校に対する満足度を図るアンケート調査に加え，進路実績が向上した平成 23 年度に A 高校で

勤務していた進路課長へのインタビュー調査，元公立高等学校長へのインタビュー調査，地元

の中学校 5校の進路担当者へのインタビュー調査を実施し，A高校の課題を洗い出したいと考

えた。    

露口(2019)は様々な教育問題解決の方向性として，社会関係資本による人的資本の拡充，す

なわち，「つながりづくりはひとづくり」とする視点を述べている。学校内外を問わず多くの人々

と意見交換や交流を深める中で，A高校の魅力を再発見・再構築するだけに留まらず，公立高

校の未来につながる豊かで持続性のある信頼関係を醸成したいと考えた。 

  

３ ．研究方法 

 

（1）調査対象と手続き 

当該調査は，「A高校意識調査」のデータを用いた。1年生 158名(2020年 7月実施)，全校生徒

550名(2020年 11月実施)を対象とし，Microsoft FormsによるWEB調査により実施した。また，A

高校の地元中学校 5校進路担当者へのインタビュー調査，平成 23年度 A高校進路課長(現公立高

等学校長)並びに元公立高等学校長へのインタビュー調査を実施した。これらの取組を通して，質的・

量的分析を行い，研究課題である生徒数減少の要因を探り，改善につながるきっかけや，今後実施

可能な具体的な方策を考える。 

 

（2）調査対象と手続き測定項目と変数 

 分析には，学校生活満足度，学力向上，学校行事，施設設備，総合科目選択制度，探究(探 Q)

活動，豊かな人間性の項目，令和 2 年度から導入している A 高校のグラデュエーション・ポリシー

(言語能力，自律力，情報活用能力，協働力，自己表現力，想像力，思考力，行動力，課題解決能

力)の項目，部活動の加入群，未加入群の変数を用いた。尺度は，「⑤とても当てはまる」～「①ま

ったく当てはまらない」の 5件法である。1年生においては，変容を見るために 7月，11月の 2回意

識調査を行った。 

 

４ ．研究実践 

 

（1）データ「卒業者数と国公立大学合格率の推移」による A高校の実態把握 

 図 1 は，センター試験が開始された平成 2 年度を基準値(100)とし，卒業者数と国公立大学合格

率の推移を表示している。卒業者数の減少は，ただ単に少子化の影響だけではなく，私立高校の男

女共学など様々な変化が複合的に絡み合ったことが読み取れる。一方，国公立大学合格率は上下の

浮き沈みが激しく生徒数の減少とは必ずしも一致していない。 
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図 1 H2を基準とした A高校の卒業者数・国公立大学合格率の推移 

 

（2）平成 23年度進路課長へのインタビュー調査 

平成 23年度に着目すると，国公立大学合格率は前年度 69から 117，実人数では 42人から 72人

と顕著な実績が残っている。そこで，当時の実態を探るために進路課長にインタビュー調査を実施し

たところ，次のような 3つの実践取組が明らかになった。 

 

表１  進路課長インタビュー調査まとめ 

 目的 内容 留意点 

取組１  

 

チューター 

制度 

対外模試の成績を参考に，原則

一人一つの教科を対象とした個別

指導で，総合成績の向上を図る。 

家庭教師のように担当教諭(各教

科ごと)を割り当てる。一人の教師が

4～5 名を担当。3 年は 1 学期で実

施，2年は 2・3学期に実施。 

複数の教科ではなく，一つ

だけ苦手教科がある生徒に

絞り込むことで，個人の負担

を軽減する。 

取組２  

 

がんばり 

ポイント 

制度 

クラス担任だけではなく，教科担

当者など複数の教員による関与を

目的とする。特に，部活動に加入し

ている生徒に対する顧問からの激励

を期待したもの。 

個人の偏差値が，前回の模試や

定期考査から，どれだけ伸びた(褒

める)か，下がった(励ます)か，デー

タで知らせる。クラス・部活動別に集

計し配布。 

決して，偏差値が高いか低

いという視点で評価するので

はなく，前回の自分との比較

(成長ポイント)をプラス・マイ

ナスで表示。 

取組３  

 

正月勉強会 

塾に行っていない生徒が多い現

状から，正月に落ち着いて勉強がで

きる環境(場所)を提供することで，集

中力を高める。 

元旦に，初日の出をみる企画を取

り入れ，そのまま学校に残り，計画

的な勉強に取り組む。 

あくまでも，任意の参加と

する。個人ではなく，集団で

取り組むことで，一体感の向

上につなげる。 
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また，校長を中心とした教職員の強固な組織構成の過程を次のように述べている。 

「校長の強い意思と行動力の表れとして，学力向上のため実施していた早朝補習に，校長自らが顔

を出し生徒や教員を鼓舞する姿勢があった。それに引っ張られるように教頭や各課長を中心とし教師

の方向性が一つに定まっていた。管理職の後ろ盾があることで，勉強面を重視する進路課と部活動を

重視する特活課の衝突が避けられ，その結果，進路・部活動顧問の先生が同じ立ち位置になること

で，教師集団が一体化し意識が統一され，それを見ている生徒も安心感を持つようになった。また，

複数の仕掛けとして他県に目を向けることを意識し県外の学校を視察することで，進学実績をあげて

いる高校を参考にしながら全国の動向を探り，3つの取組を実行した。取組は，どれが当たるか分か

らない。そのために複数のものを試すこと，方策を考えて行うことが重要である。どれかで成果が上

がり，伸びる可能性がある。」 

 

露口(2008)は校長のリーダーシップとミドルリーダーのリーダーシップとは相互に関連性を有して

おり，校長の変革的リーダーシップが発揮されていれば，ミドルリーダーのリーダーシップも促進さ

れると述べている。当時の A高校においても，組織のリーダーである校長が明確な進路目標を掲げ，

教師集団を動機づけ，教育活動を行うことで, 学校全体の組織力を高め，飛躍的な進路実績の向上

につながった実践例であることを実感した。 

 

（3）データ「中学校別入学者数」による A高校の実態把握 

A高校がある町内に 3校(B～D)の中学校があり，隣の市に 2校(E，F)の中学校がある。この 5

校の中学校を「地元中学校」と呼び，入学者全体に占める地元中学校の割合を「地元率」と表記

する。図 2は，地元中学校とその他(中学校)の構成割合を示したグラフである。その他には県の中

枢となる市から通う生徒が多数含まれており，5割から 7割を占めている。R2の地元率は 27％にと

どまり，特に，町内(B～D)の占有率は 9％と一桁台に落ち込んでいる。H20～H22においても地元

率は 26％～28％を推移しているが，当時の入学者倍率が 1倍台を維持していることを考慮すると，

R2における入学者倍率 0.64倍の低迷につながる何か要因があるのでは，と考え地元中学校へのイ

ンタビューを試みた。 

 

図 2 地元中学校，その他の中学校の構成割合 
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（4）地元中学校へのインタビュー調査  

2020 年 10 月～11 月，地元中学校の進路担当者を対象に質問 5 項目の質的インタビュー調査を

実施した。質問に対する，主だった回答は以下の通りである。 

 

質 問 :「中学生が高校を選択する条件の中で，重視していること」 

回 答：「保護者は進路実績(出口保障)，教師は目的意識や個性の伸長，学びたい内容とのつなが

り。」 

質 問：「公立と私立の違いをどのように認識され，指導しているか」 

回 答：「地元の公立志向が根強い一方で, 就学支援金や奨学金利用者(専願推薦)の拡充もあり, 少

しずつ私立志向に傾きつつある。私立は特色ある学習，進路指導，サービス面が充実してい

る。」 

質 問：「最近の中学生の実態や意識など，何か変化したことはあるか」 

回 答：「公立と私立の金銭的な差が解消されたことで，進路や部活動の実績で選択している。」 

質 問 :「A高校のイメージはどのようなものがあるか」 

回 答：「全国レベルにある 2 つの部活動の活躍。その他の部活動との文化祭での交流。広大な施

設，利便性がある。」 

質 問:「A高校に期待するものは何か」 

回 答：「普通科として進路実績(地元大学に入れる保障)を上げ，それを視覚化(明確化)する。部活

動の活躍。サービスの向上。」 

 

（5）データ「近隣の私立高校と A高校の入学者割合の比較」とインタビュー結果の関連 

図 3は，近隣にある私立高校の生徒数と A高校の入学者割合の比較である。H30～R2 と 3年

連続で入学者割合は減少しているが，その裏には生徒数が増加する私立高校の影響が少なから

ずあると考えた。インタビューの中で，中学校の先生に対してお客様という扱いで丁寧に 

 

図 3 近隣の私立高校と A高校の入学者割合の比較 
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対応する私立高校，一方そこまでは至っていない公立高校の違いを指摘する意見があった。受検を

してくれる中学生をただ待つといったこれまでの公立高校の態勢を見直し，教職員一人ひとりが誠心

誠意を持ち，学校全体が一丸となって中学校や地域と接していくことが志願者数の増加につながると

感じる。妹尾(2015)も指摘しているように，事務職員や図書室の司書，保健室の養護教諭のスタッフ

との協力関係が「チーム学校」の形成に必要である。また，片山(2017)は，企画を提案するときは，

その取組を進めることで，どう学校が変わるのか，それが結果的に先生方にどう還元されるのかを伝

えることが大事である。子どもだけではなく，先生方にもどのような「利」があるのかを伝えると述べ

ている。A高校は生徒数の減少に伴い教職員定数(R2)は前年度から 3名減少した。来年度，さらに

現状から 3名程度の定数削減が見込まれている。しかし，生徒数は減っても全体の仕事量は変わら

ない。むしろ，一人当たりでは増えることが予想される。このひっ迫した状況を教職員全体に理解し

てもらい，生徒数の確保が学校全体の活性化につながり，すべての人に大きな「利」を生むことを伝

えていきたい。 

平松(2020)は「学校の内」ではよくやっているつもりでも，「学校の外」の人からはそうは見られな

いことが多々ある。「つもりの自分」と「傍目の自分」の間にある「ズレ」や「ギャップ」を埋める努

力と，日常的に当たり前に行われる教職員集団の育成こそが，これからの課題であると述べている。

A 高校の教職員集団の結束力を高めるために，中学校，保護者や地域の方々の視点に立ち，その

思いを受け止めたうえで，外部から見ても分かりやすい情報の提供や発信が必要であると感じる。 

 

（6）データ「近隣の私立高校と A高校の減少率(転出者率)の比較」の考察  

図 4は，平成 20年～令和元年までの「減少率(転出率)」を示したグラフである。計算式は， 

 

図 4 近隣の私立高校(5校)と A高校の減少率の比較 

 



学校改善研究紀要 2022 実践報告 

108 

 

「(前年の該当学年者数との差)÷（該当年度の全校在籍者数）」とし，減少率を転出者率と表示して

いる。例えば，1 年→2 年(3 人減)，2 年→3 年(5 人減)，全校生徒が 100 人の学校であれば，8÷

100＝8％の減少率となる。一般に，一家転住などで生徒数が増加する場合があること，さらに卒業生

(3年)の減少数を考慮していないので，あくまでも参考の数値として減少率を捉えてもらいたい。A高

校では平成 28 年が 1.4％，平成 30 年が 1.7％，昨年が 2.4％であり，いずれも近隣の私立高校(B

校，H校)を上回っている。 

 

（7）元公立高等学校長へのインタビュー調査 

以下は，校長先生がこれまで勤務された学校の実践内容と質疑応答の内容である。 

〇 地元の中学校と合同練習を実施。大人数ではできないが，1か月に 1回実施。このことで，

先輩・後輩の関係性，人と人とのつながりが深まり，安心して高校生活を送る土台ができた。

生徒会同士の交流では，共通の悩みを意見交換することができた。 

〇 高校の教諭が中学校で授業を実施。中学校の指導法を学ぶことで，高校教諭にとって，中学

の学習内容の系統性を確認できた。また，中学生にとっては魅力的で刺激的な授業を受ける

ことで，高校に行ってみたいなど身近に感じられる利点があった。そのためには，校長同士の

交流が必要不可欠である。 

 

質問：「A高校が生き残るために必要なものは何か」 

回答：「具体的に何をするべきか，絞りこむことが重要である。魅力化は，後からついてくるもの。

まずは，生徒が自信を持って元気に過ごすこと。そのために，部活動の活躍と勉強面の充実

である文武両道を目指しながら，自己肯定感を高めていく。」 

提案：個人に応じた時間の使い方の工夫をしている先行研究(実践例)を探すこと。中学校の各部活

動の顧問に対して実態調査を行い，A 高校と合同練習を望んでいるかリサーチをすること。

これは，中学校の指導者にもメリットがある。探究(探 Q)の時間に対して，生徒の進路を見

据えた学際融合的な講座を開講(地元の企業との連携)する，などの改変を行うこと。 

 

加藤(2017)は「主体的・対話的で深い学び」を保障するには，子どもたちが自らにとって切実で身

近な問題を探究する「問題解決型学習」が必要になり，その問題解決学習では，子どもたちの興味・

関心から学習課題を創らなくてはならないと述べている。A高校は独自の探究(探 Q)活動を実施して

いるが，今後は生徒たちの将来を見通したうえで，興味・関心と一致する学習課題創りが求められて

いる。中学校との部活動の連携方法を含め，これまでの方法に固執せず，生徒を中心に考えた柔軟

な考え方・方策を模索していきたい。 

 

（8）生徒意識調査の分析 

 1 年生 158 名(2020 年 7 月実施)，全校生徒 550 名(2020 年 11 月実施)を対象とし，Microsoft 

Forms による WEB 調査で実施した。分析には，学校生活満足度，学力向上，学校行事，施設設

備，総合科目選択制度，探究(探 Q)活動，豊かな人間性の 7項目と部活動の加入群，未加入群の

変数を用いた。A高校のグラデュエーション・ポリシー(言語能力，自律力，情報活用能力，協働力，

自己表現力，想像力，思考力，行動力，課題解決能力の 9項目)を学年ごとに測定した。 

各質問は 5件法で行い，「探究(探 Q)活動を通して課題を解決できる(全校平均：4.1)」(1年：4.2，

2年：3.8，3年：3.8)，「科目選択制度で進路実現できる(3.9)」4.2，3.8，3.8)，「学校生活に満足(3.7)」

(3.9，3.5，3.8)，「部活動が活発(3.7)」(4.2，3.5，3.6)，「学校行事に積極的に取り組む(3.7)」(4.0，

3.6，3.6)の 5項目の評価が高かった。 
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図 5は，全校生徒を部活動加入群(N=511)と未加入群(N=39)に分類し，効果量を分析した結果で

ある。部活動に加入している生徒がいずれの項目においても満足度が高く，(d>0.40)となる項目が 7

項目中，5項目あった。  

図 5 部活動加入が学校生活満足度に及ぼす効果 

 

部活動の満足度が学校生活の満足度に影響を与えるのか，差の差分析(図 6)を行った。 

 

 

図 6 部活動満足度と学校生活満足度の分析 

 

対象は 1年生，検定方法は重回帰分析を使用。従属変数=学校生活満足度，独立変数=実施 
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月ダミー(1,0)，部活満足ダミー(1.0)，実施月ダミーと部活満足ダミーの交互作用項(実施月ダミーと

部活満足ダミーを掛け合わせたもの)，(B=0.174 p=0.521)，(2020.7月：高群 N=113, 低群 N=45)，

(2020.11 月：高群 N=98, 低群 N=26)。部活満足度 4点以上を高群，3点以下を低群とした。高群

の差は，4.2(7月)－4.04(11月)＝0.16，低群の差は，3.64(7月)－3.31(11月)＝0.33であった。内閣

府(2020)の調査(11 件法)で 10 歳代の生活満足度が 6.0(2 月)→5.3(12 月)と大幅に低下していたこと

を考慮すると，コロナ禍の影響で大きな負荷がかかった特別な状況の中，部活動の時間で達成感を

得ることで学校生活満足度の低下を抑制できる効果があると考える。 

A高校のグラデュエーション・ポリシー「身に付けたい 9つの力」について全校生徒に質問を行っ

た。質問は 5件法で行ったが「協働力(3.8)」が全体で最も評価が高く，以下「思考力(3.6)」，「想像

力(3.6)」の順番となった。多くの変更や制限がある中，自らが主体的に選択する授業科目や探究(探

Q)活動などを通して，仲間と協働的な活動を行いながら学校生活に取り組んだ結果であると受け止

める。 

  

５ .  考察 

 

（1）平成 23年度進路課長・元公立高等学校長へのインタビュー調査から見えた課題 

生徒の学力向上，中学校との信頼構築などの目的のために時間を惜しまず情熱を注ぐ教員のエネ

ルギー，組織が一つのチームとして連携をとり助け合いながら多くの仕事を円滑に行うチームワーク。

その背景には，管理職の強いリーダーシップと県外の先進校に目を向けることで，将来を見据えた数

多くの仕掛けがあった。校長や教員が数年で異動し，ビジョンの共有化が難しい公立高校において，

一過性のものではなく持続性のある取組にするための組織づくりをどのように構築していくべきか，こ

れが重要な課題であると感じた。 

 

（2）中学校へのインタビュー調査から見えた課題 

高校選択の大きな条件は進路・部活動の実績である。私立高校の様々なサービスの質の向上に

加え，金銭的な格差の解消が公立から私立へとなだらかな移行に拍車をかけている。A高校の魅力

化の手立てとして，部活動の強化，進路実績の向上とその視覚化，サービスの質の向上が挙げられ

る。改革の目玉として取り組んできた「総合科目選択制度」，「探究(探 Q)活動の充実」は，残念な

がら中学校の先生や保護者にはそこまで浸透していないことも分かった。中学生や保護者に対して直

接対面して伝えられる唯一の機会である学校説明会において，どういう目的で高校はその活動を取り

入れ，どのような生徒を育てたいのかを具体的にかつ簡潔に情熱をもって宣伝することが必要である。

そのためには，公立高校教職員の意識の変容，私立高校同様に生き残りをかけた競争に立ち向かう

強い心の醸成が課題である。 

 

（3）生徒意識調査から見えた課題 

1年生の数値が高く 2年生で落ち込む状況であり，その部分に手を差し伸べる必要がある。1年生

では 11月の数値が 7月の数値を上回ったものは，12項目の中で 9項目という結果であった。特に，

「ICT教育環境(3.5→3.4)」，「学校生活満足度(4.0→3.9)」などの項目が低下していることに注視する

べきである。1 年担任には生徒別データ(各項目の差が分かる)を作成し，個別懇談の際に生徒や保

護者への賞賛や励ましに利用してもらえる手立てを行った。目標が知らされていて，実際に現実的な

評価を通して明確にされるからこそ，フィードバックは機能する(John 2020)とある。今後，教職員対

象に行う意識調査(2021 年，1 月実施予定)の提示方法やフィードバックの内容を検討していきたい。 
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（4）実践的示唆 

  インタビューとアンケートによる質的・量的調査のデータから導かれた課題は，公立高校の魅力化

の柱となる部分の構築であり，その柱を組織としてどのように強化し，学校外に対する広報活動を進

めていくかである。様々なデータを基に管理職と意見交換をする中で，「学校満足保証」，「探究イノ

ベーション」，「部活強靭化」，「魅力共有」などの 4つのチームを校務分掌の垣根を越えて編成する

ことを提案したところ，前向きな回答が得られた。今後，A 高校の教職員を対象としたアンケート調

査を実施する予定であり，そこでグラデュエーション・ポリシーをこれまでの 9項目から 3項目程度に

絞り込むことやチーム目標の設定につながる意見を引き出したい。公立普通科高校生存プランとして

「生徒，教職員の学校満足度の向上」を中心に据え，①3年間安全・安心に通えて卒業できる学校，

②探究活動・総合科目選択制度を活用し進路実現できる学校，③部活動を通してあらゆる部分を進

化できる学校，④魅力ある情報を学校内外の人と共有できる学校の組織体制づくりを掲げる。 

 

６ .  結語 

 

勤務校と離れ大学院に通いながら研究を進める中で，今まで学校に居るだけでは見えなかった，

気付けなかった公立高校の多くの課題に触れることができた。これまでは，クラス担任として生徒に

関わり，教科指導において進路実現，部活動では精神・技術面の鍛錬に全力を注いできたが，私立

高校の躍進的かつ外交的サービスの充実には全く及ばない事実が明確になった。公立普通科高校

の生存というキーワードを念頭に置きながら，生徒が通いたい，保護者や中学校の先生が通わせた

いと思える地域に開かれた学校をつくり，在籍する高校生が，生き生きと満足度の高い学校生活を送

るため勤務校での実践を行っていきたい。 
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１ ． 問題の背景と発表の趣旨 

  コロナ禍にあって，全国の学校はこれまで経験したことのない困難に直面した。2020年 3月～5月頃までの全国一斉

休校期間はもとより，学校が再開されてからも新型コロナウイルス感染症拡大防止の面から「三密を避ける」等々の対

応・配慮を余儀なくされた。どの学校も，児童生徒の学びを止めないための授業や心身の健やかな成長を図る行事等，

状況に応じて臨機応変な対応を模索してきた。加えて PTA 活動も，さまざまな制約がある中で新たな工夫が求められ

た。 

 これまで福岡市立学校は，政令指定都市の中で ICT環境の整備が最も遅れており 1，他の先進地域や私立の小中学

校とは異なり，児童生徒一人一台の端末はまったく整っていない状況であった。そのような状況の中で，福岡市立青葉

中学校では，生徒のために工夫・改善できることはないかを模索し，試行錯誤しながらも，先駆けて ICTを活用した取

組を具体化してきた。 

 ここでは，公立中学校である本校が，ICT を活用して，コロナ禍での授業及び行事等の改善を図った取組例を報告

する。 

 

２ ．取組の内容 

(1) オンライン授業の試み 

 

1) 福岡市立青葉中学校の概要とオンライン授業を実施するまでの経緯 

実践報告 

要約：新型コロナウイルス感染症拡大により，2020 年 3 月から，全国の学校が一斉休校

となった。ICTの整備が不十分な公立学校の多くは，子どもの学びを止めないための手立

てを講じようにも講じることができない状況が続いた。また，学校再開後も，感染症拡大防

止のさまざまな対策を講じなくてはならないことから，行事等の実施に支障が生じた。 

 コロナ禍の中，福岡市立青葉中学校は，いち早く ICT環境を整備し活用して，授業及び

行事等の改善を図ってきた。まず，授業では，校内適応指導教室に通う不登校傾向の生徒

へオンライン授業を実施した。また，行事では，ICT を活用して「高等学校遠隔説明会」

「生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会」「ダンスコンテスト・ミュージカルコ

ンサート（合唱）」等を改善した。さらには，PTA活動においても，ICTを活用して講演会

を開催した。 

本稿では，コロナ禍の中で，公立中学校である福岡市立青葉中学校が，試行錯誤しな

がらも，ICTを活用して授業及び行事等の改善を図った取組例を報告する。 

キーワード 

オンライン授業 

不登校 

適応指導教室 

中高連携 

PTA活動 
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本校は，福岡県福岡市の東部，三日月山の麓に位置する中学校であ

る。1990年福岡市立多々良中央中学校から分離開校し，2019年度 30周

年を迎えた。校訓は，「崇きをめざせ」で，高い理想を掲げてそれに向

かって進んでほしいという願いが込められている。2020 年度は，各学年

3 クラス及び特別支援学級 1 クラスで，合計 355名（2020年 12月 18日

現在）の生徒が在籍している。 

 本校では，2019 年度後半からオンライン学習に着手した。学習管理シ

ステムを提供している Classi（クラッシー）と共同研究の協定を締結し，

教員と生徒がタブレットやスマートフォンを介して学習の指示や記録をやりとりできる仕組みを段階的に導入しはじめ

た。とはいえ，2019年度の後半時点の ICT環境は，パソコン教室以外で学習指導に活用できるパソコンが 4台，Wi-

Fi ルーターが 1 台あるのみだった。学習管理システムについても，はじめての校内研修会を実施した程度で，ICT 活

用にたけた教員 1～2名が試行的に操作をはじめたという状況であった。生徒のほうも，家庭にWi-Fi環境がある一部

の者が手探りで利用している段階であった。 

2020 年 2 月末，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が発せられ，3 月 2 日から全国すべての小学

校，中学校，高等学校，特別支援学校の一斉休校措置について要請があり，その要請に応じて福岡市立学校も一斉休

校となった。 

その際，校長（筆者）が，注目したのは以下の二つの文部科学省の通知である。 

ひとつは，2020年 4月 21日付「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校，中学校，高等学校において臨時

休業を行う場合の学習の保障等について」である。それには，「ウ ICT の最大限の活用」の欄に，以下のように記

載されていた。「学校設置者や各学校の平常時における一律の各種 ICT 活用ルールにとらわれることなく，……家庭

のパソコンやタブレット，スマートフォン等の活用，学校の端末の持ち帰りなど，ICT環境の積極的な活用に向け，あら

ゆる工夫をすること」。もうひとつは，2020年 5月 27日付「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校における教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について」である。

それには，児童生徒の不登校について，不登校生徒の「学習に対する不安を軽減すること」と記載されていた。これら

の通知および新型コロナウイルス感染症拡大に係る一斉休校の状況を踏まえ，本校がどのような取組を推進したのか言

及する。特にここでは，オンライン授業を実施するまでの経緯について述べる。 

 一斉休校となった 2020年度 4月に，校長は全校生徒を対象としたリアルタイム（同期型）のオンライン学習を導入す

るという方針を立て，校内研究テーマを「ICT を活用した遠隔反転学習の試み－Zoom を利用したリアルタイム学習と

Classiを利用したオンデマンド学習の効果的な連携を通して－」に変更した。 

 まず，必要になったのが，インカメラ付きパソコンとインターネット接続環境だった。4

月下旬にはＩ Ｔ 企業関係の地域住民から協力をとりつけ，インカメラ付きパソコン 10台

（全クラス分）の貸与を受けた。また，共同研究の提携をしていた Classi(クラッシー）

から，Ｌ Ｔ Ｅ 接続が可能なアンドロイドタブレット 30台の貸与を受けた。Ｌ Ｔ Ｅ タブレッ

トのテザリングを介して，なんとかパソコンをインターネットに接続することができた。そ

の後，学校のほうで，google アカウントの取得及び Zoomの設定を完了した。5月上旬

には，教員 8割の在宅勤務が求められたが，その時には，教員の朝の打ち合わせを

Zoomで実施した。単なる打ち合わせにとどまらず，Zoomのさまざまな機能を学ぶ研修

にもなった。 

 5月上旬から中旬にかけて，家庭にWi-Fi環境がない生徒に，学校のＬ Ｔ Ｅ タブレットを貸与した。また，家庭の端

末に Zoom アプリをダウンロードする方法や使用方法を説明するプリントを全家庭に配付した。その後，Zoom 接続の

テストを学年単位（計 3回）と学級単位（計 16回）で行い，いよいよ各教科のオンライン授業を試行しようとしていた

ところ，福岡市では 5月 21日より学校が再開となった。 

 学校は再開したものの，本校生徒の中には，不登校傾向の生徒，所属学級に入ることができず校内適応指導教室（通

称：ステップルーム）に登校し学習する生徒が一定数いた。そこで，構築したシステムを利用して，不登校傾向の生徒

写真２  Zoomでの朝の打合せ 

写真１  福岡市立青葉中学校 



学校改善研究紀要 2022 実践報告 

 

 

へオンライン授業を届けることができないかと考えたのである。 

 

2）福岡市の不登校児童生徒等への支援 

 福岡市立学校の数は，小学校 144校，中学校 69校，高等学校 4校，特

別支援学校 8校，合計 225校である。児童生徒数は約 12万 4千人であり，

2019年度の長期欠席児童生徒は約 3800人，そのうち不登校児童生徒は約

2500人を数える。 

福岡市では，支援を必要とする子どもたちや家庭のために，福祉，心理，

教育の面から多くの人員を配置している。心理の面では，スクールカウンセ

ラーを，福祉の面では，スクールソーシャルワーカーを配置している。 

特徴的なのが教育面である。教育面では，2つの離島を除く全中学校 67

校に，不登校対応の専属として，担任をもたない教員を「教育相談コーデ

ィネーター」として配置している 2。また，普通教室のひとつを，校内適応指

導教室（通称：ステップルーム）と位置づけ，所属学級に入ることができな

い生徒や，不登校傾向の生徒に対して別室指導を行う教室として設置してい

る。 

校内適応指導教室の運営については，教育相談コーディネーターが中心

となって行っている。教育相談コーディネーターの役割は，学習支援・家庭

訪問など個に応じた支援をするとともに，小中連携の推進・教育相談体制の

整備など，不登校の未然防止を行うことである。具体的には，校内適応指導

教室の生活環境・学習環境を整え，不登校生徒及び不登校傾向の生徒一人一人へ個に応じた支援をしている。 

不登校生徒にとって，自宅を出て登校し所属学級に入ることはとてもハードルが高く困難なことであると考えられる。

なんとか学校に登校できた生徒の居場所として設置しているのが，校内適応指導教室である。ここでは，学習の他に，

学級の友達と一緒に給食を食べたり昼休みを過ごしたりするなど，不登校傾向の生徒が学級に少しずつ適応していくた

めの取組を進めている。また，座学の学習以外に体験的な活動も取り入れている。このように校内適応指導教室では，

最終的に不登校傾向の生徒が所属学級に復帰できることをめざしている。 

その校内適応指導教室に普通教室で行われている授業をオンラインで配信することを，先駆けてはじめたのが本校の

取組である。 

 

3）校内適応指導教室へのオンライン授業 

 2019年度，本校の不登校生徒は，年度末

に総計 25名，全校生徒の 6.5％という状況で

あった。校内適応指導教室では，教育相談コ

ーディネーターが，①安心して過ごせる居場

所づくり，②遊びを通した関係づくり，③一人

一人に応じたスモールステップの積み重ね

等のサポートをしていた。加えて，年度後半

には，学校に配置されていたWi-Fiルーター

1台，パソコン 2台を設置し，NHK for school，

スタディサプリ，Classi web 学習動画等を視

聴可能にした。 

 

 

 

写真３  教室での数学科授業 

図１  福岡市不登校児童生徒支援体制 

図２  教育相談コーディネーターの役割 

写真 4 パソコンの画面 
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2020 年度，先に述べたような準備を整え，6 月 1 日より，校内適応指導教室に

登校する 2年生を対象に，英語科のオンライン授業をスタートし，8日より数学科も

加えた。校内適応指導教室では，教育相談コーディネーターやスクールソーシャ

ルワーカーがサポートをした。当初は，パソコンの起動も遅く，LTE タブレットの

テザリングもままならぬ状況であったが，なんとか校内適応指導教室へオンライン

授業を配信することができた。 

 なお，この取組については，2020年 8月 20日の「中央教育審議会初等中等教

育分科会新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」において，福岡市教育委

員会教育長が福岡市の取組例として報告をした。また，新聞社等 3刊，テレビ局 2

局で取り上げられ報道もされた。 

 

(2)行事の試み 

福岡市では，5月 21日に学校が再開されたものの，福岡市教育委員会からの指示で，当初は，学年別登校や学級

を半分にわけての分散登校が実施された。また，これまでの臨時休校期間中の学習の遅れを取り戻すために，40分の

6～7時間授業や土曜授業の実施，夏休みの圧縮等がなされることとなった。 

生徒全員の一斉登校が始まってからも，生徒が参集して密な状態となる全校集会や学年集会は控えること，外部から

の講師の招聘は控えることなどが求められた。また，部活動も当面は中止で，再開後も回数や時間を圧縮しての実施と

なった。さらに，中学校において例年 5月末～6月に実施していた体育大会，7月に実施していた中総体・中文連の大

会もすべて中止となった。このように，コロナウイルス感染症拡大防止を最優先に対応することを余儀なくされたため，

平時の学校の状況とは様相が全く異なっていた。 

 

1)高等学校遠隔説明会 

新型コロナウイルス感染症拡大前に立てた年間行事計画では，3年生が 1学期末に一日高校体験入学を実施する予

定であった。コロナ禍の中この行事は実施できないものの，ICT を活用してそれに代わる取組ができないかと考えた。

それが，ICT（Zoom）を活用した高等学校遠隔説明会である。 

ICT（Zoom）を活用した高等学校遠隔説

明会は，本校から高校に要請をして，県立Ａ

高校とは 6月 20日（土）に，私立Ｂ高校と

は 7月 18日（土）に，私立Ｃ 高校とは 9月

１ 1日（金）に実施する運びとなった。 

具体的には，高校と本校 3 学年教室のパ

ソコンを Zoomで接続し，映像・音声をテレ

ビから出力した。時間は 30分程度で，内容

としては ①高校校長(副校長)の話，②高校

広報担当教諭からの学校紹介（学習・行事・

部活動・進路実績等），③卒業生の話，④中

学生からの質問というものである。なお，第

2 回目・第 3 回目については，保護者や不

登校生徒へもミーティング ID・パスコードを

知らせ，自宅等からも視聴できるようにした。 

第 1回目の取組の後，福岡市教育委員会

から，先の校内適応指導教室へのオンライン

授業及びこの ICT(Zoom)を利用した高等学

校遠隔説明会を，福岡市全体に波及したいと

写真 5 ステップルームの様子 

写真 6 Zoomを利用した高等学校遠隔説明会の様子 

写真 7 全市研修会の様子 
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の要請を受けた。そこで，第 2回目は，福岡市立中学校の情報教育担当の教員を対象に公開する「全市研修会」と並

行して開催した。ICTを活用した授業及び行事の先進的な取組例として全市に発信することができた。 

 

2)生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会 

 ほとんどの福岡市立中学校では，2学期に生徒会役員改選がある。例年であれば，生徒会役員改選に伴う生徒会立

会演説会や生徒総会は，全校生徒が一堂に会して実施される。ところが，本年度は全校集会を開くことができないため，

新たな方法を工夫する必要があった。 

 本年度の生徒会立会演説会は 9月 25日（金），

生徒会役員任命式は 10月 8日（木），生徒総会

は 11月 6日（金）に実施予定であった。時を同

じくして，Ｇ Ｉ ＧＡスクール構想に伴い，福岡市

立学校にもようやく ICT環境が整備されつつあっ

た。生徒一人一台の端末（クロームブック）及び

高速Wi-Fiが 9月に配備された。また，ソフト面

も，Google Workspace for educationやミライシ

ード（ベネッセ）が提供された。しかし，一人一

台の端末を使用するためには，一台一台の設定

が必要であったし，基本的な使い方について一歩

ずつ段階を踏んで生徒に指導する必要もあった。 

結果的に，9月の生徒会立会演説会及び 10

月の生徒会役員任命式においては，これまでど

おりＬ Ｔ Ｅ を介して Zoomで各教室に立候補者

及び応援者の映像と演説を配信した。一方，11

月の生徒総会では，高速Wi-Fi を介して，

google meetで議案説明や議案審議を行った。

また，承認の決議については google formを使って集計した。このように，まずは生徒会関係の行事において ICTを

活用することによって，生徒たちも少しずつその有用性を実感できるようになった。 

 

3)ダンスコンテスト・ミュージカルコンサート（合唱） 

先に述べたように，コロナ禍の中，1学期は学校行事がことごとく中止となった。また，授業も小グループで対面して

相互の考えを述べ合うといった協働的な学習を導入することもかなわず，知識伝達型の一斉授業がほとんどであった。

学校に登校しているものの，生徒たちには，精神的な抑うつ状態が蔓延しつつあった。 

2学期当初（8月末），筆者は校長として，「コロナ対策を講じつつ，なんとか生徒が活性化する行事ができないもの

か」と保健体育科教員・音楽科教員に打診した。結果的に，生徒たちのことを思

う両科教員の前向きな協力により，「ダンスコンテスト」が 10月 28日（水）29日

（木）に，「ミュージカルコンサート（合唱）」が 11月 12日（木）に開催される

ことになった。 

 とはいえ，配慮しなければならないことが何点かあった。まず，保健体育科の

授業と音楽科の授業を一時的に拡大するため，臨時の時間割を設定する必要が

あった。特に，音楽科の授業は，コロナ感染防止の観点から広い場所（体育館）

を確保しなければならなかった。また，ダンスコンテストもミュージカルコンサー

トも全校生徒を一堂に会して開催することができないため，学年単位での開催に

せざるをえなかった。 

写真 8 生徒会立会演説会の様子 

写真 9 生徒会役員任命式・生徒総会の様子 

写真 10 YouTube限定公開をしたダンスコンテスト 
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さらに，保護者が参観することも控えなくてはならなかった。一方で，他学年

の生徒や保護者にも発表の様子をぜひ視聴させたかった。さまざまな方法を考

えた結果，ダンスコンテストもミュージカルコンサート（合唱）も，YouTubeの

限定公開という方法をとることにした。「限定公開」とは，動画をアップした URL

を知っている者だけが視聴できるという公開方法である。この方法は，生徒も

保護者も繰り返し視聴できるというよさがあった。一方で，この URLが他校生

徒等に広がるというリスクもあった。生徒や保護者には，「家族以外には URL

を知らせないこと」「動画の写真を撮ったり録画したりして SNSにアップしない

こと」を伝えるとともに，公開期間は３ 日間限定とし，その後は動画を削除することにした。また，ミュージカルコンサ

ート（合唱）については，google meetを使ってリアルタイムで他学年の生徒に配信し視聴できるようにした。結果的に，

大きなトラブルはなく，生徒や保護者から「何度も見ることができてよかった」「家族全員で楽しむことができた」等の

感想をいただいた。ダンスコンテストやミュージカルコンサート（合唱）での生徒たちの溌剌とした動きや生き生きとし

た表情を目の当たりにして，ICTを活用しながらこれらの行事を開催してほんとうによかったと実感した。 

 

(3)PTA活動の試み 

コロナ禍の中，学校の PTA活動もさまざまな制約を受けた。2020年度本校では，PTA総会は，議案については紙

上提案，承認については承認確認票提出という形をとった。実際，9月頃までの PTA活動はほとんど中止となり，実質

的な取組はできていない状況であった。PTA活動が制限される中，ICTを活用して一部の活動ができないかと PTA会

長以下役員の方々と案を練った。 

ひとつは，公民館主催の「家庭教育講座」の配信である。例年は 3学年の PTA協力委員が夜に公民館に参集し受

講していたのだが，本年度は，講師の了解をとった上で，講話とともに Zoomの共有機能を利用してプレゼン資料を提

示しつつ保護者に配信するということを試みた。夜の忙しい時間帯であっても自宅で講話を視聴できたことから，大変好

評であった。 

もうひとつは，成人教育委員の取組である「人権教育講演会」

の配信である。これも，例年 PTA会員に広く呼びかけていたのだ

が，夜の講演会ということもあり，参加者が少数であった。本年度

は，土曜の昼に，講話とともに google meet の共有機能を利用し

てプレゼン資料を提示しつつ保護者に配信した。対面でもオンライ

ンでも参加可能としたため，双方での参加者数を合計すると例年の

2倍程度に増えた。今後も，研修会や講演会等の PTA活動につい

ては，ICT を活用しながら，可能な限り具現化を図っていきたいと

考える。 

 

３ ．成果と課題及び今後の展望 

（1）校内適応指導教室へのオンライン授業について 

 

表 1 校内適応指導教室へのオンライン授業に対するインタビュー調査の主たる回答 

教育相談コーディネーター   〇生徒が学習するリズムをつくることができたことが，一番のメリットです。 

校内適応指導教室の生徒    〇授業の説明を受けることができてうれしいです。 

               〇一緒に授業を受けている感覚があります。 

授業を配信した教員      〇リアルタイムで授業を受けられるだけではなく，既習内容のふり返りもできるので，

とても効果的だと思います。 

保護者            〇学習に前向きに取り組むことができるようになってきていると思います。 

〇子どもが，「ズームを通して，ステップルームの生徒にも声をかけてくださる 

                先生がいる」と嬉しそうに言っていました。 

写真 11 YouTube限定公開をした合唱 

写真 12 人権教育研修会 対面・オンライン同時開催 
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表 1のインタビュー調査の結果から分かるように，校内適応指導教室へのオンライン授業の最大の効果は，「不登校

傾向の生徒が学習するリズムをつくれるようになり，結果的に学習に対するモチベーションが向上したこと」である。現

に，取組後にすすんで所属学級に入り授業を受けた生徒も見られた。保護者もたいへん肯定的に受け止めてくださって

いた。 

 課題としては，①オンライン授業を円滑に推進するための ICTハード面（端末及びWi-Fiネットワーク）の整備，②

教員の ICT活用能力のさらなる向上 が挙げられる。 

今後は，校内適応指導教室に通う生徒にとどまらず，ほとんど登校ができない不登校生徒を対象に，リアルタイム（同

期型）・オンデマンド（非同期型）を組み合わせ，自宅にオンライン授業を配信することを試みたい。これについては，

文部科学省・福岡市教育委員会から通知が出されている 3。それらに従って対応していきたいと考えている。 

 

（2）高等学校遠隔説明会について 

 

表 2 高等学校遠隔説明会についての満足度（4件法） 

趣旨  ：高等学校遠隔説明会についての満足度の検証 

対象  ：青葉中学校 3学年生徒(120名) 

実施時期：2020年 12月 12日（土） 

実施方法：google formへの回答 

回答率 ：80.8% 

 対象    回答        数     ％   

     たいへん満足      58 59.8   

３ 年生  かなり満足              36 37.1   

     あまり満足でない        2  2.0   

     ぜんぜん満足でない       1  1.0   

 

表３  高等学校遠隔説明会についての主たる感想 

〇この状況のなかで，工夫していろんなことをしてくださって嬉しかったです。進路についてしっかり考えることができた

時間でした。 

〇コロナウイルスの予防をしつつ，しっかり学習できたので，とてもよかったです。特にＣ 高校の面接練習は思っていた

よりも，注意すべきことが多かったのでとても印象に残っています。 

〇音声だけでは聞き取れなかったところがあったが，画面共有をして文字情報も提示してくれたので理解することがで

きた。そういう工夫はとてもいいなと思った。 

〇こんなことが学校でできるのかと驚きました。 

 

 調査対象 3 学年生徒の満足度は極めて高い結果であった。コロナ禍のため高等学校への一日体験入学を中止せざ

るをえない状況だったからこそ，高等学校遠隔説明会が生徒にとってたいへん有意義な機会となったと考えられる。ま

た，ミーティングＩ Ｄ・パスコードを不登校生徒や保護者に知らせ，自宅から参加できるようにしたことも好評であった。 

課題としては，オンライン接続のハード面での整備があげられる。第 1 回目は，映像や音声が一時途切れたり乱れ

たりすることがあった。しかし，第 2回目・第 3回目は大きなトラブルもなくスムーズに実施できた。今後も，コロナ禍

の中，外部の方を招聘して全校単位や学年単位での集会が設定しにくい場合であっても，今回のノウハウを生かして実

施することができると考える。 

 

（3）生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会について 
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表 4 生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会についての満足度（4件法） 

趣旨  ：生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会についての満足度の検証 

対象  ：青葉中学校 3学年生徒(120名) 

実施時期：2020年 12月 12日（土） 

実施方法：google formへの回答 

回答率 ：80.8% 

 対象    回答         数     ％      

   たいへん満足       48     49.5 

３ 年生  かなり満足        38     39.2 

     あまり満足でない     9      9.3 

     ぜんぜん満足でない    2      2.1 

 

表 5 生徒会立会演説会・生徒会役員任命式・生徒総会についての主たる感想 

〇端末を有効活用した取組だと思います 

〇体育館で集まるよりも，一人ひとりの顔や表情がはっきり見えたのでよかったです。 

〇たまに動画が止まることがあったけれど，三密を防いで立会演説会ができたのでいいと思いました。 

〇臨場感は味わえなかったけれど，真剣に受けられる環境づくりができていた。 

 

  調査対象 3学年生徒の満足度は極めて高い結果であった。生徒会立会演説会では，3年生の選挙管理委員が，ICT

を的確に操作しながら進行をリードした。また，生徒会役員任命式では，旧生徒会役員たち（現 3年生）が，モニター

越しながら胸を打つ退任のあいさつをした。さらに，生徒総会では，本校のさらなる発展を後輩 1・2年生に託す，最上

級生としての建設的な意見や要望を語った。生徒総会の承認の決議では，google form を利用したため，瞬時に集計

をすることができた。 

 課題としては，生徒が ICTの機能を十分理解し，主体的・効果的に活用するスキルをいっそう高めていくことが挙げ

られる。今後は，議案書等のペーパーは印刷せず pdf ファイルにして一斉送信したり，チャット機能を利用して質問に

対して即時に回答したりすることも可能となるであろう。 

 

（4）ダンスコンテスト・ミュージカルコンサート（合唱）について 

 

表 6 ダンスコンテスト・ミュージカルコンサート（合唱）についての満足度（4件法） 

趣旨  ：ダンスコンテスト・ミュージカルコンサート（合唱）についての満足度の検証 

対象  ：青葉中学校 3学年生徒(120名) 

実施時期：2020年 12月 12日（土） 

実施方法：google formへの回答 

回答率 ：80.8% 

 対象    回答         数     ％      

   たいへん満足       65      67.0 

３ 年生  かなり満足        26      26.8 

     あまり満足でない      5       5.2 

     ぜんぜん満足でない    1       1.0 
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表 7 ダンスコンテスト・ミュージカルコンサート（合唱）についての主たる感想  

〇家族と一緒に見ることができて嬉しかった。 

〇ミュージカルでは，金賞を取れたので嬉しかった。体育館に聴衆があまりいなかったので，いつもより声が大きく聞こ

えたと思う。 

〇短期間しか公開されなかったけれど，全クラスの踊っている様子が見られたことはよかったと思った。 

〇実際に目の前で見るにこしたことはないが，コロナ禍の状況で，このような形でみんなのダンスを視聴できよかった。 

〇見たいときにいつでも何度でも見られてよかったです。自分のできてないところも分かるし，いろんな人のいいところ

も見つけられるのでとてもいいと思いました。 

〇親が私達の様子を直接見ることができなかったけれど，動画で視聴できてよかったと思います。ただ画質が少し悪く

てだれがだれかわからない感じだったのでそこを改善するといいと思います。 

 

調査対象 3 学年生徒の満足度は極めて高い結果であった。1 学期には，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，

中学校 3 年間の集大成ともいえる体育大会や中総体・中文連の大会等がすべて中止となった。3 年生として大変悔し

い思いを抱いたであろうと推察される。形をかえてだが，最終学年の行事として「ダンスコンテスト」「ミュージカルコン

サート（合唱）」を開催したことにより，3年生に達成感や充実感を味わわせることができたと考える。加えて，ICTを活

用した YouTube「限定公開」によって，保護者や後輩の 1・2年生に自分たちの優れたパフォーマンスを表現できたこ

とも高い満足度につながっていると考えられる。 

課題としては，やはり映像等の個人情報の管理である。「家族以外には URLを知らせないこと」「動画の写真を撮っ

たり録画したりして SNSにアップしないこと」等の情報モラルを，全生徒に徹底させることが重要である。 

 

(5)保護者からの評価について 

 

表 8 コロナ禍での ICTを活用した授業や行事の改善に関する満足度（6件法） 

趣旨  ：コロナ禍での ICTを活用した授業や行事の改善に関する満足度の検証 

対象  ：青葉中学校全保護者(340名) 

実施時期：2020年 12月 14日（月）～16日（水） 

実施方法：google formへの回答 

回答率 ：46.8% 

対象    回答         数     ％  

   たいへんそう思う 45      28.3 

     かなりそう思う  57      35.8 

保護者  少しそう思う  35      22.0 

少しそう思わない 16      10.1 

あまりそう思わない  6       3.8 

     ぜんぜんそう思わない  0       0.0 

 

  保護者については，実際に視聴していない方もいることから「オンラインによる PTA講演会の配信」についての調査

はしていない。しかしながら，「青葉中学校は，コロナ禍の中で，ICTを活用して授業や行事を改善しているか」という

点については全保護者を対象に調査を行った。結果として，回答した保護者の 86.1％から肯定的な評価をいただいた。

「コロナ禍の中で，先生方が，ICT を活用しながら，生徒たちにしっかりとした教育活動をしてくださっていると思いま

す。」「市内でもいち早く ICTを取り入れた授業を行い，校長先生をはじめ多くの先生方がコロナ禍の学習方法など検討

してくれたことがよかった。」等の感想をいただいた。 

以上のように，2020年度 4月から 12月まで，ICTを活用して授業及び行事等の改善に取り組んだことについて，保
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護者からも一定の評価をいただいたものと考える。GIGAスクール構想により，福岡市もようやく一人一台端末が整えら

れつつある。今後は，ICT を「主体的・対話的で深い学び」を促進するツールとして，いっそう活用していきたい。 

 

註 

1） 文部科学省『学校における教育の情報化の実態等に関する調査』（2017 年度）の「教育用コンピュータ一台当たりの児童生

徒数」によると，２ ０ 政令指定都市の中で福岡市は最下位(13.5人)である。 

2） 福岡市は 2017年度以降，全中学校（離島を除く）に不登校対応教員を配置している。「不登校対応教員の手引き」(2018)に

よると，不登校にかかる組織的な取組や対応などが適切に行われているかどうかを点検し，タイミングよくアドバイスし，保護者

や関係機関を交えた話し合いの場を設定するなどコーディネーターの役割を果たす教員としている。2020年度から，名称を教

育相談コーディネーターと改め，教育相談全般に関わるコーディネーター役として①校内支援体制整備とコーディネート，②

校内適応指導教室の運営，③登校支援，社会的自立に関する取組全体の業務を担っている。 

3） 文部科学省『不登校児童生徒への支援の在り方について（別記２ ）不登校児童生徒が自宅において ICT 等を活用した学習

活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』(2019/10/25）を踏まえて，福岡市教育委員会は，『不登校児童生

徒等が自宅において ICT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて』(2020/7/29)を通知

している。 
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文部科学省 (2019/10/25）．『不登校児童生徒への支援の在り方について （別記２ ）不登校児童生徒が自宅において ICT 等を

活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』 

佐藤昭彦  (2020）．『教育委員会が本気出したらスゴかった』 時事通信社 
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１ ．はじめに 

 

  「教育は人なり」と言われるが，教育の質を決めるのは，教員の質であると言っても過言ではない。そん

な中，教員の大量退職・大量採用時代を迎えている。文部科学省学校教員統計調査（2020）に示すとおり，

35歳未満の若手教員の割合はここ 10年で大幅に増加し，今後もさらに増加することが想定されている。その

ため，学校における若手教員の役割や価値が今まで以上に高まっている。また，教員の職務状況に目を向け

ると，うつ病などの精神疾患が原因で 2019年に休職した公立小中高・特別支援学校などの教職員が全国で

5478人，2018年度に退職した公立学校教員が 817人と，共に過去最高であった。教員のストレス増加が推

察される。さらに，2020年はコロナ禍である。「新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行

動の変化に関する調査」（内閣府，2020）では，全般的に生活満足感が低下している現状が明らかとなって

おり，教員もその影響を受けることが十分に考えられた。 

 このような困難な状況下において，若手教員が自信をもち，生き生きと教育活動を行えるかどうかは，学校

運営において喫緊の課題である。本研究は若手教員の教職的応を目指し，次の二軸で進める。一点目は若

手教員の環境づくりの観点から，教職への適合状況についてである。教職への適合状況を明らかにするには，

初任時１ 年のみの観察・調査では不十分である。そこで，初任から教職経験３ 年目までの３ 年間のスパン

で観察・調査を行った 1）。二点目は人づくりの観点から，若手教員のキャリア発達につながる OJTの在り方

についてである。若手教員でチームを組み，先輩教員の知識・技能を伝承する活動を意図的・組織的に行

実践報告 

要約：本研究の目的は，どうすれば若手教員が自信をもち，生き生きと教育

活動にあたれるのかを解明することである。そのために，環境づくりの観点か

ら，３ 年目教員を対象に毎月アンケート調査（全 29回）を実施し，職務状況

を明らかにすると共に，今年度の「職務遂行上の不安感」の特徴を捉えた。

また，人づくりの観点から，若手教員でチームを組み OJT を行った。調査結

果から，コロナ禍が若手教員を疲弊させ，キャリア発達を阻害していることが

明らかとなった。特にウェルビーイングが顕著であった。教職適応に向けてキ

ャリア発達を促進するためには，児童・生徒・保護者・同僚・管理職の教師

に関わる信頼関係を構築することが重要であることが示唆された。信頼関係

を構築するためには，職能成長も重要である。人づくりの観点からは，ニーズ

に応じた OJT実践を意図的・組織的に行うことで，若手教員の職能成長につ

なげることができた。 

キーワード 

若手教員 

キャリア発達 

信頼関係 

ウェルビーイング 

OJT 
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った。環境づくり・人づくりの二軸から若手教員のよりよい教職適応に迫りたい。 

 

２ ．先行研究の動向 

 

 教職適応という概念は，キャリア適合・キャリア発達・離職行動防止の三つの要素によって構成されている（露

口・増田，2016）。キャリア適合は，職業生活（職務・職場・職業・職能）への適合状況を表す概念である。キ

ャリア発達は，キャリア適合の結果として生じる個人の生き方の変容として定義されている。キャリア発達は，教員

の経験によって生成されるキャリア資本によってなされる。本研究では，キャリア発達について次の四つのキャリア

資本とウェルビーイングを指標として調査する。キャリア資本の一つ目は，人的資本である。人的資本は，「個人

的，社会的，経済的厚生の創出に寄与する知識，技能，能力及び属性で，個々人に備わったもの」（OECD，2001，

p.17）である。二つ目は，心理資本である。心理資本は，効力感，楽観性，希望，再起性の特徴を備えたポジテ

ィブな心理状態である。三つ目は健康資本である。健康資本は，「健康」を教育や金融と同様に資本蓄積の対称

として捉え，投資により増加し，時間経過によって摩耗するという考え方のことである。四つ目は，社会関係資本で

ある。社会関係資本は，「調整された諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる，信頼，規範，

ネットワークといった社会組織の特徴」を意味する 2）。それらに加え，残業時間，性別，種別，担当校務，担当

学年，研究授業など多様な観点から３ 年目教員の職務実態を明らかにし，教職適合の要件を探っていく。また，

本研究は，A市の１ 年目から２ 年目教員の不安感の特徴や学年部の教員や管理職の信頼関係が適応を促進する

ことを明らかにしたパネルデータ分析（片岡，2019）の追跡調査でもある。この追跡調査を通して，３ 年間のキャ

リア資本の変容や関係，コロナ禍における３ 年目教員の不安感の特徴を明らかにしていく。 

 中央教育審議会審議答申（2015）では，「社会の進歩や変化のスピードが速まる中，教員の資質・能力向上は

我が国の最重要課題である。」（p.2），「大量退職，大量採用の影響等により，教員の経験年数の均衡が 顕著に

崩れ始め，かつてのように先輩教員から若手教員への知識・技能の伝承をうまく図ることのできない状況があり，

継続的な研修を充実させていくための環境整備を図るなど，早急な対策が必要である。」（p.3）と述べられており，

OJTの価値が高まっている。しかし，なかなか進まない現状がある。末松（2016）は，学校は個業性が強く，協

働や分業を合理的に行う仕組みが成り立ちにくいことを明らかにしており，今津（1996）は，協働文化は自発的に

生まれにくいため，無理にでも導入することが学校改革や教師の連携につながるとしている。協働体制が取れにく

いことに加え，若手教員を先導する中堅教員の減少，業務多忙化などが研修機会を奪っている。効果的な研修を

行うために松尾（2011）は，挑戦し，振り返り，楽しみながら仕事をするとき，多くのことを学ぶことができるとし

ている。また，露口（2008）は，チームワーク形成のポイントとして，「冗長コミュニケ―ション・課題の共有化・

困難さの共有・相互支援・協力した課題への取組・チーム効力感」を挙げている。中原（2018）は，「研修転移」

の重要性を述べている。以上三つのポイントを生かした研修計画の作成と研修体制の構築は，効果的な OJTにつ

ながると考える。 

 

３ ．研究課題 

 

研究課題１ ：初任から３ 年目の若手教員のキャリア発達とウェルビーイングは，どのように変化するのであ 

ろうか。また，コロナ禍における３ 年目教員の「不安感」の特徴は何だろうか。そして，それらを解決

する手立てにはどのようなものがあるだろうか。 

研究課題２ ：若手教員のキャリア発達を促進する効果的な OJTの在り方は，どのようなものであろうか。 

 

 

４ ．方法 

 

（1）調査対象と調査手続き 
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  調査対象は，A市の 2018年度初任者教員（小・中学校教諭）である。１ 年目は 63名，２ 年目は 61名（退

職２ 名・市外異動者１ 名），３ 年目は 56名（産休３ 名・病休１ 名・市外異動者３ 名）から回答を得た。調査は，

2018 年５ 月より毎月メール等を介して質問紙調査の形態で実施した。３ 年目に関してはコロナ禍で休校となった

ため，５ 月から調査を再開した。OJＴ は，Ｂ小学校の講師から５ 年目の教員各１ 名の計６ 名でチームを組み，研

修ニーズの調査を行った後，ニーズに合わせて全 14回の計画で行っている（１ 回 30分程度）。 

（2）調査対象と調査手続き 

  ３ 年目教員へは，人的資本として勤務校での職能成長（29 項目），心理資本としてワーク・エンゲージメント

（９ 項目），健康資本として抑うつ傾向（６ 項目），社会関係資本として組織信頼感（４ 項目），ウェルビーイング

（１ 項目），勤務時間，属性（性別，年齢，最終学歴，学級数，学校段階，担当学年，担当校務，研究授業）

を設定し，測定した。OJTは，研修ニーズの調査（36項目），研修評価（４ 項目），研修転移評価（２ 項目）を

設定し，測定した。 

 

５ ．分析と考察 

 

（1）研究課題１ について 

  初任から３ 年間で若手教員のウェルビーイングとキャリア資本は，どのように変容するだろうか。また，キャリア

発達を促進するためには，どのようなことが必要であろうか。統計ソフト SPSS ver25を活用し，迫っていく。 

ウェルビーイング（主観的幸福感）は，１ 年目・２ 年目の８ 月（夏期休業中）には１ ポイント程度上昇してい

た。長期休暇が教員のリフレッシュの場となり，教職の魅力の一つとなっていた。しかし，コロナ禍の３ 年目，そ

の上昇は 0.4 ポイントに留まった。夏期休業時に行われた補充学習や２ 学期以降から始まる学校行事の準備や研

修などで，十分にリフレッシュできないまま２ 学期が始まったことが一因であると考えられる。そのため，夏休み明

けの９ 月以降，１ 年目，２ 年目の値を超えて過去最低の値となった （図 1）。最低値を記録した３ 年目の９ 月か

ら 11月を２ 年目の同月と比較すると，８ ポイント以上の割合が約９ ％減少しているのに加え，２ ポイント以下が約

６ ％増加している。高群の減少，低群の増加は教職の魅力化の観点からも大きな問題である。調査方法が同様で

ないため直接比較はできないが，「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する

調査」（内閣府，2020）では，生活満足度（本研究と同様の 11 件法）がコロナ禍前後で 1.5 ポイント減少した。

それと比較すると３ 年目教員の値は，今年最大の下落（８ 月から９ 月）でも，0.8ポイントである。職業的に安定

図 1．ウェルビーイングの変容 
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している教職の価値がここに表れているのではないだろうか。 

人的資本である職能成長ポイント（４ 点満点 愛媛県の教員の育成指標を基に作成）は，人間力，組織力，実

践的指導力，社会関係資本（校外・校内）の五つの観点からなる。年ごとの平均値を見ると，１ 年目から２ 年目

にかけて増加し，３ 年目は微減した（図 2）。本来なら職能成長ポイントは，経験を増すごとに高まるはずである。

見通しがもてたり，コツを掴んだりしている教員は増えているだろう。実際に３ 年目教員は，難学年（小１ ・小５ ・

小６ ・中３ ）や全校に関わる難校務（生徒指導主事・特別支援コーディネーター・体育主任・特別活動主任）

を担当する教員も増えており，学校の中で重要なポストを任されてきている。また，学年部経営の中で任されるこ

とも増加している。それにもかかわらず自己成長感を十分に感じ取れていない。コロナ禍において研修機会が減少

したり，業務過多により授業研究にかける時間を十分確保できなかったりしたことが原因として考えられる。また，

同僚教員とコミュニケーションを十分に取る時間をもてず，同僚教員からの知識・技能が十分に伝承されていない

ことが推察される。日本の教員は，勤務時間は最長であるが，職能開発活動にかける時間は最短である（TALIS，

2018）という問題点が顕著に表れたことが想起される。観点別に見ると，社会関係資本（校外）が１ 年目から徐々

に縮小傾向である。教職３ 年目は，校内資本を生かして自力を養うことが重要な時期である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

次に，心理資本であるワーク・エンゲージメント（仕事へのやりがい）の変容を分析する。佐々木（2010）は初

任の９ 月から 12月にかけてのモチベーションの低下を「初任者クライシス」と定義した。本研究においても，初任

時はその結果と同様に低下し，経験値を増した２ 年目は低下しなかった。しかし，コロナ禍の３ 年目，「初任者ク

ライシス」と同様の現象が現れた（図 3）。これは，学校行事や研修会などによる多忙感の増加や校務や学級経営

の負担感によると考えられる。ウェルビーイングの低下との相関も考えられる。３ 学期に回復できるか今後の推移

を注視しなければならない。リクルート調査（2020）の全職種のワーク・エンゲージメント平均値は 23.58 ポイン

トである。また，スコア高群である営業職 20代男性でも 27.45ポイントである。A市 3年目教員の平均値は 28.17

ポイントであり，「初任者クライシス」と同様の現象が起きているものの，他職種と比べ高い値である。教職はやり

がいの高い職務であると言える。有能な人材確保が望まれる今，やりがいの高さも教職のアピールポイントである

と考える。 

図２ ．職能成長ポイントの変容 
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健康資本である抑うつ傾向は，年ごとの平均値を比較すると減少傾向である。全体的に見れば，経験が増す

につれ教職に順応できていることが考えられる。しかし，個別データを見ていくと要注意・要受診のカットポイント

となる 10ポイント以上の割合が，３ 年目平均で 28.5％（116名）もいる（図 4）。これは，国民生活基礎調査

（2019）の 10.3％の約 3倍にもあたる。また，重度のうつ・精神障害が疑われる 13ポイント以上の教員も

15.8％（64名）いる。健康を害するような過大なストレスを感じながら職務に携わっている教員は多い。これ

は，教職の持続性から考えると危機的状況である。教職が無境界で成果が見えにくい業務であることに加え，対

人関係がベースであるがゆえの難しさ，コロナ禍における多忙感やストレスの増加などが理由にあると考えられ

る。また，業務は増加しているのに，残業時間が減少しているという矛盾が影響している可能性もある。ストレス

に関する周囲の教員との認識のずれも考えられる。ワーク・エンゲージメントが高く，抑うつ傾向が高いという現

状は，教員の献身性に支えられているという学校教育の課題の一つと考える。では，抑うつ傾向に影響を与える

キャリア資本は何だろう。差の差分析を行ったところ，信頼関係が抑うつに影響するという結果が出た（図 5，図

6）。児童・生徒・保護者信頼の低さが抑うつを高めることが明らかとなった。また，保護者信頼があれば，抑う

つは下がった。児童・生徒・保護者信頼を構築することが抑うつ傾向の改善につながる。 

 

 

 

 

 

図３ ．ワーク・エンゲージメントの変容 
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露口（2020a）は，社会関係資本は，人的資本・心理資本・健康資本の説明変数として用いられることが多く，

キャリア資本の中でも基盤の位置にあるとしている。そこで，児童・生徒・保護者・同学年教員（同僚）・管理職

の信頼関係について変容を調査すると共に信頼関係について中央値で２ 群分けし，分散分析・効果量計測を行っ

た。コロナ禍において四つの信頼関係は，初任時の値まで低下したが徐々に回復した（図 7）。年別平均値を比較

すると児童・生徒・保護者信頼は１ 年目とほぼ同じ値であった。同僚信頼は２ 年目の値に近づいた。保護者信頼

の乱高下が顕著であった。参観日や家庭訪問などが行えず，保護者と顔を合わせないまま１ 学期を終えたことが

一因であろう。対面コミュニケーションの場をもつことが信頼関係構築の一歩となることが示唆された。 

信頼関係とキャリア資本，ウェルビーイングには，分散分析（ｐ <0.01），効果量（ｄ >0.4）ともに差が見られた

（表 1）。信頼関係がキャリア発達の肝となるのは，過去の研究とも重なる部分のある結果であった。しかし，本

研究では，学年信頼とワーク・エンゲージメントとに差は見られなかった。勤務時間は，信頼関係に影響しなかっ

た。効果量（ｄ >0.8）においては，管理職信頼が他の三つの信頼関係と職能成長に大きな効果があることが分か

った。若手教員の教職適応において管理職の果たす役割の重要性が再確認された。そんな中，10・11月の管理

職信頼が，２ 年目の最低値を下回っているのは問題である。児童・生徒・保護者信頼には，管理職と共に同僚教

員も効果量（ｄ >0.8）が有意であった。若手教員の職能適応に向けた環境づくりには，同僚教員の果たす役割も

      10 点以上（要注意・要受診）の割合 

  5 月   30%（18 名）     8 月 27.6%（16 名）      

  6 月 31.6%（19 名）     9 月 31.6%（18 名）   

  7 月 24,1%（14 名）    10 月 26.3%（15 名） 

11 月  28.5%（16 名） 

図４ ．抑うつ傾向の変容 

図５ ．抑うつ×児童・生徒信頼           図６ ．抑うつ×保護者信頼 
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大きい。成果が見えにくい教職だからこそ，管理職・同僚教員がその業務の意味を価値付け，称揚していくことが

若手のキャリア発達には必要不可欠だと考える。また，児童・生徒信頼は，職能成長・ウェルビーイングに効果量

（ｄ >0.8）が有意であった。抑うつ傾向・ウェルビーイングを好転させるためには，児童・生徒から信頼関係を得

ることが重要となるが，そのためには，職能成長が不可欠である。人づくりの観点からも，効果的な OJTを実践す

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1．３ 年目教員の信頼関係との相関 

 

コロナ禍における不安定な状況に加え，様々な制限のある中，７ 時間授業・補充学習・消毒作業など業務は増

加している。コロナ禍が前述のデータ分析からも教員のキャリア発達にも影響を与えていることが明らかである。で

は，自由記述にはどのようなものがあるだろうか。テキストマイニングを活用してまとめた。その結果，「しんどい・

つらい・苦しい・忙しい・たまらない・増える・多い」など職務の遂行が困難になってきている状況がうかがえた。

１ 学期には，「コロナ禍への対応の難しさ」や「業務が時間内に終わらない」，「持ち帰りの仕事が増えた」という

多忙感に関する内容が多く記された。また，「新しい学級」，「校務」，「同僚との人間関係」に悩む姿も見られた。

「望まない人事や校務分掌」に苦しむ教員もいた。夏期休業中は，「補充学習による短縮化」に加え「２ 学期の

行事や研修の準備に追われた」のように，多忙で十分にリフレッシュすることができなかったようである。２ 学期に

5.3

5.8

6.3

6.8

7.3

児童信頼 保護者信頼 学年信頼 管理職信頼

図７ ．信頼関係の変容 

ウェルビーイング 勤務時間

人的資本 心理資本 健康資本

主観的幸福感 職能成長 WA 抑鬱 児童信頼 保護者信頼 学年信頼 管理職信頼

児童 高＞低 高＞低 高＞低 高＜低 高＞低 高＞低 高＞低

保護者 高＞低 高＞低 高＞低 高＜低 高＞低 高＞低 高＞低

学年 高＞低 高＞低 高＜低 高＞低 高＞低 高＞低

管理職 高＞低 高＞低 高＞低 高＜低 高＞低 高＞低 高＞低

社会関係資本

キャリア資本

Note.  N=405  ｐ <.01 ｄ >0.4 
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なると，「学校行事」や「研究授業」などにおける大変さが目立った。「体調不良」に関する記述も増えた。また，

「若手以外の教員も疲弊している」現状や「難校務への対応」，「学級経営」に苦しむ様子も見られた。信頼関係

構築を核として若手を支えていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）研究課題２ について 

 B小学校 OJTを実践するにあたり，コーディネーターは，事前に二つのことを実施した。一つ目は，OJTのメン

バーに学びたい内容や希望講師について調査した。その結果，授業の仕方・学習評価・授業研究・配慮児への

対応・成績処理など学びたい内容が明らかとなった。二つ目は，校内研修の時間を活用して「なぜ，今 OJT を

するのか」「どのように OJT を行うのか」について研修を行い，全教職員で OJT の必要感を共有した。その後，

研修体制を構築し（図 9），研修計画（全 14回）を立てた（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ．自由記述のまとめ（中学校１ 学期） 

図 9．研修体制の構築 
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ニーズに合わせて行った本 OJT では，研修効果を上げるために，「研修転移」と「つながりを生かした経験学

習」の二点を重視した。「研修転移」については，学んだことが転移することを意識できるようにリフレクションシー

トを作成した。シートは，研修後に記入するだけでなく，時間をおいて転移についても評価できるようにした。また，

実践に生かせるように研修内容に柔軟性をもたせたり，参加体験型の研修となるようにしたりと内容や形態を工夫

した。「つながりを生かした経験学習」については，親和的なチームとなるように，チーム名を作成したり，研修の

開始時にアイスブレイクをしたり，座談会を行ったりした。また，少人数グループで協力して話し合う場をもち，互

いに学び合えるようにした。研修満足度の平均値は 9.2ポイント（10ポイント中），理解度は 9.2ポイント，活用度

は 9.2ポイント，成長度は 8.9ポイントであった。自由記述からは，新たな学びを得たという内容に留まらず，自分

の課題に気付いたり，行動目標につなげたりする様子がうかがえた。研修転移に関する評価は，「実践できた」が

6.6ポイント，「子どもの変容」は 6.5ポイントであった。一回目の座談会は全員で行ったが，個々の発話量を十分

に確保することができなかった。そのため，二回目の座談会は二つのグループに分けて実施した。その結果，自

分の悩みや課題について一人ひとりが話す時間を確保することできた。その結果，全研修の中で，転移得点が最

も高い研修となった。研修形態により研修効果が変わることが示唆された。年度末には，同僚性と県の育成指標

８ 項目の二つの視点で研修成果を評価する。 

OJTの成果として三つ述べる。一つ目は，本 OJTが若手・先輩教員の互いにとって職能成長につながっている

ことである。若手教員にとっては，先輩教員から指導を受けたり授業参観を行ったりすることは，先輩教員の知識・

技能の習得につながり，よい学びとなった。また，先輩教員の指導後の感想にも，自己の成長や OJTの価値につ

いて述べる内容が見られた。先輩教員にとっても若手教員に指導することが，自らの学び直しや学級への指導を見

直す機会につながった。二つ目は，研修転移を意識した研修を行うことが，若手教員の行動変容につながってい

ることである。一般的に研修の課題として，研修と実践がつながらないことが挙げられる。しかし，リフレクション

シートの活用（図 11）やコーディネーターからの言葉掛けにより，転移を意識しながら教育活動にあたる機会を増

図 10．研修計画 
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やすことができた。三つ目は，同僚性を高めることができたことである。チームとして研修を行うことは，若手教員

の横のつながり構築につながった。また，学年部の結び付きが強く，他学年の教員同士が協働する機会が少ない

小学校において，他学年の先輩教員と関わる機会をもてたこともよかった。互いの人間関係を構築することにつな

がった。これは，若手教員を支えるために価値あることである。課題として二つあげたい。一つ目は，研修転移の

難しさである。実践しようという思いはあっても，時間の確保やタイミングにより実践することは難しい。今後，同僚

からのフィードバックや確認する場の設定を工夫することで，転移を促進する必要がある。二つ目は，研修者がよ

り当事者意識をもち，効果が上がる研修内容や研修方法のあり方を検討していくことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ．実践的示唆 

 

コロナ禍における３ 年目教員のウェルビーイングの低下，高抑うつ状態は，看過できない状況である。その解

決の鍵は，信頼関係構築にある。自由記述には，「組織的対応に助けられた」という記述も複数あった。困難な状

況にある若手教員をサポートできるのは，同じ職場の教員である。仲間の温かい一言が若手の支えとなることもあ

るだろう。「若手が仕事に価値を見出せるようにフォローすること」「若手の頑張りを称揚すること」「若手の悩みを

共感的に聴くこと」「若手が相談しやすい雰囲気を醸成すること」が重要ではないだろうか。そのために，教員同

士のコミュニケーションや協働場面を意図的に増やしていく必要がある。その際，時間をどう生み出すのかという問

題が不可避である。教員全般的に仕事に追われゆとりがない現状であるが，「若手を育てることが，業務改善に直

結する」「信頼関係構築はトラブル減少につながり，その結果，勤務時間が減少する」と考えられる。勤務時間に

縛られる苦しさを述べる若手教員が多い中，管理職のリーダーシップやミドルリーダーの存在価値がさらに高まっ

ている。また，学校外人材の効果的な活用も課題解決に重要となる。 

図 11．リフレクションシート 
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採用倍率が低下している上に，今後新規採用者が増加してくる。教員の質を問題視する発言もよく聞く。教育問

題が多様化・複雑化する中，３ 年目教員が自信をもって教育活動にあたれるようにサポートしなければ，学校運

営は危機的な状況となってくる。それを打破する手立ての一つが，若手教員の教職適応に向けて行う OJTである。

研修転移が促進する取組をとおして，研修効果を高めたい。また，OJTを形骸化させないために，校務分掌上に

コーディネーターを位置付けたり，若手自らが運営に参画したりすることも重要となってくる。若手教員自身がプロ

フェッショナル意識をもち，職能成長に努めることができるように，「全員で若手教員を育てる」という思いで温かく

支えていかなければならない。 

若手教員が学校を活性化する原動力となることを期待する。  

 

７ ．限界と今後の課題 

 

 アンケート調査は，回答者の主観に基づいており，規準に一貫性を担保できないという限界があるが，今後，客

観性を高める手立てとして以下の三点を提案する。一つ目は，コロナ禍において悪化した適応状況が今後どのよう

に変容していくかを追跡調査することである。来年度も引き続き，適応状況を継続調査する予定である。二つ目は，

統計的分析により，さらに因果関係を明確化させていくことである。三つ目はアンケート調査のサンプル数を増加さ

せることである。他市や他県の適応状況を調査し，比較検討することは価値あることだと考える。 

OJTは，研修効果を高めるために，研修内容や研修方法，場の設定の在り方についてブラッシュアップしていく

ことが望まれる。また，研修転移への結び付け方をさらに検討することも重要な課題である。今年度の実践をベー

スとして，OJTが持続可能なものとなるように，OJTをさらに組織化し，若手自身の自主性・自律性を高める環境

づくりを行う予定である。 

 

註 

1） 本観察・調査は，露口（2020a）に準じて行う。 

 2） 教職適応，キャリア発達，キャリア資本に関する定義については，露口（2020b）に準ずる。 
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川上泰彦編著『教員の職場適応と職能形成―教員縦断調査の分析とフィード
バック―』ジアース教育新社（2021） 
 

 

露口健司
 

 

愛媛大学 tsuyuguchi.kenji.mg@ehime-u.ac.jp 

 

 

 本書は，パネル調査によって得られたデータ分析に基づき，教員の職場適応，業務量と心身の健康，力

量形成に関する知見を提示するとともに，パネル調査を実施する際の課題，さらには調査結果のフィードバッ

クの状況と，その際の留意点等について明らかにすることを目的として編集されている。 

本書には数多くの魅力があり，今後期待したい点もある。まずは，魅力について述べる。 

第 1の魅力は，研究テーマの価値である。今日，多くの学校が困惑している，特に若年層教員の職場適

応と職能形成について，その実像を複数年のスパンで記述し，解法の手がかりを提示している。今後，都市

部だけでなく，地方都市においても，若年層教員の人材育成は重要な問題となることが必至であり，本研究

はいくつもの重要な示唆を提供している。 

第 2の魅力は，データの質である。教員の職場適応や職能成長をテーマとする研究の大半は，ワンショッ

トサーベイによるクロスセクションデータを利用していた。筆者も，まさにその一人である。教員対象調査は

実施自体が困難であるため，1 回の調査が限界と考えていた（紐付け作業が相当困難）。しかし，本書は，

こうした限界を超え，パネルデータ生成に成功している。 

第 3 の魅力は，分析方法である。計量経済学の手法が，各章において採用されているが，これらの手法

は，日本の教育経営・行政・制度・政策分野で使用されることは稀であり，学級規模効果の研究でたまに目

にする程度であった。分析手法についての補論も用意されており，パネルデータを分析する方法の提案につ

いても，正面から向き合っている。 

第 4の魅力は，学校・教育委員会へのフィードバック重視の姿勢である。筆者は，学校に対するデータフ

ィードバックを，誰よりも丁寧に実践してきた自負がある。調査協力校単位で集計・分析し，パワーポイント

にまとめて学校関係者にできる限り対面でフィードバックしてきた。会場に集合して頂いてのフィードバックが

基本であるが，場合によっては学校を訪問してのフィードバックも実施してきた。調査データを学校ごとに集

計・分析・フィードバックする中で，学校側の関心の所在を確認し，学術論文としてまとめる際のアドバイス

を頂くというスタイルを採ってきた。調査⇒論文ではなく，調査⇒各学校への報告（単純集計）⇒実践者に

対する研修・講演での報告（相関分析レベルまでの計量分析）での報告⇒論文（応用分析）というまわりく

どい手順で研究を進めてきた。パネルデータ生成のためには，学校・教育委員会との信頼関係が必要不可

欠であり，そのためには，丁寧なフィードバックが必要である点を，本書を通して再確認できた。 

 今後期待したいことについても，いくつか述べておきたい。 

 第 1は，教員の職能形成を，児童生徒の行動・認知から測定したデータで説明・表現する方法の開発で

ある。教員の自己評価による職能成長は，自己効力感等の理論基盤があるため，一定の説得力を持ってお

り，実現可能性も高い。しかし，付加価値モデルや成長モデル等，児童生徒の成長度の視点から職能成長

を説明する方法が，今日注目されている。WEBアンケートや CBT（Computer Based Testing）の普及によ
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って，こうした方法は実行可能であると言える。年度間 1～2 回ではなく，さらに高頻度の質の高いパネメデ

ータ生成が期待される。 

 第 2は，海外の研究成果のフォローである。たとえば，米国では，教育分野において，パネルデータを使

用した計量経済学的アプローチが，もはや主流となりつつある。American Educational Research Journal最

新号（2021, Vol.58 No.6）には 6本の論文が掲載されているが，そのうち 4本がパネルデータ×計量経済

学アプローチの論文である。実験（準実験）デザイン以外の研究はエビデンスと見なさない世界が，いよい

よ本格化しはじめている。海外の研究動向を丁寧にフォローすることで，最新の分析方法や研究成果を積極

的に紹介するとともに，そうした知見を踏まえた上での調査デザインの設計を期待したい。 

 第 3は，パネルデータの質の向上と分析技法の工夫による，分析結果・考察・実践的示唆の価値の向上

である。本書は，パネルデータ×計量経済学アプローチを，教職研究にいち早く取り入れた革新性の高い研

究である。しかし，分析結果を通して示唆される知見のインパクトが弱いように思える。使用できる変数がそ

れほど多くない中での探索的分析が多いためであろう。（準）実験デザインでデータを収集し，効果検証を行

うステージに，進みたいものである。編者らの研究グループであれば，やり遂げることができるのではないだ

ろうか。 

今後，教員養成や研修のソーシャル・インパクトの研究が必要となるであろう。教員養成機関を卒業・修

了した者が，数年度，どのような影響を学校・児童生徒に及ぼしているのか。また，特定の研修を受講した

教員がその後，どのような変化を現場にもたらしているのか。これらの研究課題を（準）実験デザインで解明

する作業が，我々，教員養成に携わる者には求められる。筆者はこうした研究課題にようやく着手したところ

であるが，本書は，企画の段階で大いに役立った。数年後には，多くのソーシャル・インパクト評価レポート

において，本書が引用されていることであろう。 
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露口健司・藤原文雄編著『子供の学力とウェルビーイングを高める教育長の 

リーダーシップ』学事出版（2021） 
 

 

柏木智子  

立命館大学 k-tomoko@ritsumei.ac.jp 

 

 

本書は，教育長のリーダーシップと子どもの学力・ウェルビーイングとの関連性を解明した非常に先駆的

で挑戦的な著作である。日本では，教育長のリーダーシップが子どもの学力向上とウェルビーイングの実現

に貢献できるのかというエビデンスはほとんど提出されておらず，それらの関連性は十分に解明されていない。

そこで，本書では（1）日本における教育長のリーダーシップ行動の構成要素とは何か？ （2）教育長のリー

ダーシップから学力への影響過程はどのような構造になっているのか？（3）市区町村レベルでのリーダーシ

ップの分散化は，子どもの学力・学校幸福度に対してどのような影響を及ぼしているのか？ の３ つのリサー

チクエスチョンを設定し，校長・教育長への質問紙調査から解明する。教育長のリーダーシップの影響を解

明するこうした研究は，教育活動がマクロレベルの意思決定や構造によって規定されている現状に鑑みると

重要なものであり，「次世代の学校」の実現に向けて教育長のマネジメントに対する期待が高まっている近年

の動向に照らし合わせても時宜を得たものである。したがって，本書は，重要ながらもこれまで等閑視されて

いた領域にアプローチするものであり，研究的にも実践的にも大きな意義を有する書となっている。 

本書の構成は以下の通りである。第 1章にて，教育長のリーダーシップの先行研究の精査がなされる。具

体的には，米国における教育長のリーダーシップ実践を対象とする研究を，教育・変革・政治・社会正義の

視点から整理，検討し，（1）教育長のリーダーシップモデルが，教育的リーダーシップと社会正義リーダー

シップの２ つに集約されつつあること，（2）教育長のリーダーシップによる学力向上・ウェルビーイングへの

影響プロセスの検討の必要性，（3）学区規模や地域特性，予算等の文脈についての考慮の必要性，（４ ）

計量研究の質の向上の重要性が示唆される。 

第 2 章では，質問紙調査データを使用し，教育長のリーダーシップを構成する次元の抽出が行われる。

その結果，変革的・教育的・社会正義・政治的リーダーシップが見出される。 

第 3章では，質問紙調査データを使用し，教育長のリーダーシップが学力向上にどのような影響を及ぼし

ているのかが分析される。その結果，教育長のリーダーシップから学力への直接効果は見出せず，教育長

のリーダーシップから学校の雰囲気，さらに教職員の教育実践力と順次媒介して学力に影響を及ぼす過程が

明らかにされる。 

第 4 章では，教育長のサーバント・リーダーシップによる校区の分散型リーダーシップの促進と子どもの

学力向上とウェルビーイングとの関係が，小学校区と自治体のマルチレベルデータを用いて解明される。そ

の結果，3 年間にわたり学力高位を維持している学区に対する分散型リーダーシップの効果は認められず，
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3年間で学力水準が上昇傾向にある校区に対する効果は認められている。また，子どもの学校幸福度に対す

る分散型リーダーシップの影響は認められていない。ただし，分析結果を総合すると，校区レベルで一定の

所得水準があり，地域連携が進展した小規模の小学校において学校幸福度の高い傾向が認められている。

さらに，校区レベルの分散型リーダーシップが，教育長のサーバント・リーダーシップの影響を受けている点

が明らかにされている。 

第 5章では，学力上昇傾向にある校区の教育長のサーバント・リーダーシップについて明らかにされる。

具体的には，インタビュー調査を通じて，（1）学力上昇傾向にある校区の教育長のリーダーシップ行動は，

サーバント・リーダーシップという観点で説明できるのか，（2）サーバント・リーダーシップを発揮している

教育長の具体的行動はどのようなものかが検討される。 

これらをまとめると，本書の知見は以下の通りとなる。第一に，量的調査の結果から，「教育長は校区の教

育力・組織力を高めたり，校区レベルでの地域連携を支援したりすることを通じて，学力向上及び学校幸福

度に貢献できることが確認され」（95頁）た点である。第二に，インタビュー調査の結果から，教育長は「愛

他的使命」「情緒的安定」「説得的図解」の 3因子からなるサーバント・リーダーシップを学力向上とウェル

ビーイングの実現に向けて発揮し，リーダーとしてビジョンを示した上で，自らも行動しつつも，一方では，

校長や教員を信頼し，任せ，主体的・自律的な思考や行動を期待し，支援をしていた点である。 

最後に，本書の特長的な点を 3 点述べておきたい。1 つ目は，量と質の双方を用いた綿密な調査計画と

実施から結果を導き出している点である。子どもの学力向上とウェルビーイングの実現は，グローバルな課

題であり，それに対するエビデンスの提示が求められている。その中で，本書が注目した教育長のリーダー

シップとの関連については，研究蓄積のあるアメリカにおいても計量研究の少なさと必要性が指摘されている。

それを日本において実施し，分析した意義は非常に大きい。 

2つ目は，教育長のリーダーシップの影響過程の解明と効果検証を行った点である。教育長は，教育リー

ダーの上位に位置する重要な役割を担いながらも，日本では研究対象として注目されることは少なく，その

リーダーシップに関連する研究の蓄積の不十分さが指摘されている。本研究は，これまでの先行研究の知見

に基づきながら，教育長のリーダーシップの構造や影響過程について明らかにしており，今後の研究の基盤

となる成果を導出している。 

3 つ目は，研究書でありながら，実践書としても手に取りやすく，わかりやすく描かれている点である。理

解の難しいワードや統計分析に関しては，丁寧な説明が添えられており，初学者にも読みやすいように，研究

を始めやすいように工夫されている。また，提示された知見は，実践者が今すぐにでも取り組むことができる

ような形でわかりやすく述べられている。 

多くの実践者・研究者にとって参考となる内容が多く，幅広く読んでいただきたい書であると思われる。 
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山下絢著『学校選択制の政策評価―教育における選択と競争の魅惑』勁草書房

（2021） 
 

 

川上泰彦  

兵庫教育大学 ykawa@hyogo-u.ac.jp 

 

 

本書は，公立義務教育学校における学校選択制を扱っているが，その最大の特徴は「学校を選ぶ側」で

ある児童生徒（保護者）の視点と「選ばれる側」である教師の視点の双方について，ミクロデータ（個々人

の行動・判断等に関するデータ）の計量分析を行なっているという点にある。学校選択制の理念や政策の是

非を扱うのではなく，制度下で各関係者が何をどのように判断し，行動しているのかを明らかにしている。 

このうち前半部（第 1章から第 3章）では保護者を分析の対象としている。第 1章では，保護者は私立学

校・指定公立学校・選択制学校という 3 つの選択肢に対して，どのように学校選択を行なっているのかを分

析し，これらが並立的構造であることを示している。また私立学校の選択と公立学校の選択とで，進学先の

学校に対する期待が異なるという点も明らかにした。第 2 章では，学校選択を通じて各学校ではどのような

特徴のある児童生徒集団が構成されるのかを分析し，特に小学校においては，希望申請者数の多い（校区

外から多くの進学希望者を集める）学校における，保護者の教育期待の高さが示された。そして第 3章では，

学校選択を通じて保護者が「集まる」ことによって，何らかのソーシャルキャピタルが構築されるのかについ

て分析し，特に小学校では，学校選択を行なった保護者は学校への関与意識が高まる傾向にあることが示さ

れた。第 2 章と合わせて考えれば，学校選択として発露している保護者の教育期待が，学校参加における

責任意識に（部分的に）つながっていることを示す結果となっていた。 

続いて後半部（第 4章および第 5 章）では教師を分析対象としている。第 4章では，学校選択を通じて

教師間，教師-保護者間に関係的信頼が構築されるかどうかを分析したが，希望申請割合の高い学校におい

て教師と保護者の関係的信頼の構築が進む，という結果は得られなかった。第 2 章・第 3 章で得られた知

見との関係性が気になる結論となっていた。第 5章では，各学校の児童・生徒がどのような学校選択をして

いるのかが，各校に勤務する教師の職務満足にどう影響するのかを分析し，特に小学校では，希望申請割合

が低い学校において職務満足度が高まりにくい構造が明らかにされた。これらの実証に加えて，6章ではアメ

リカにおけるチャータースクールの研究動向を整理し，教育機会の配分に関する効果検証の課題を論じてい

る。 

本書において評者が最も興味を持ったのは第 1章であった。とはいうものの，この章が分析したような，公

立・私立を並列した小中学校の選択は，品川区のようにごく限られた都市部において成立するため，そのま

までは知見を敷衍できる範囲に制約がある。これに対して筆者は，もしこの章の関心をそのままに，分析対象

を高等学校への進学行動に発展させた場合，公立・私立の選択に関する分析がより広域に敷衍できるのでは
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と考えた。特に近年の政策動向（高等学校における修学支援制度の拡充等）は公立・私立の進学選択に何

らかの影響を与えていると考えられるため，それらのインパクトを探る必要があるものの，そうした研究はまだ

見られない。この点で，本書の第 1 章の分析は極めて先駆的であり，研究対象を広げた発展が期待される

内容であった。 

一方で，いくつかの章の分析におけるデータセットや概念の扱いについては，更なる説明や丁寧な取り扱

いが必要に思われた。 

たとえば第 1 章における公立学校選択の分析では「選択の結果，自校区の学校に進学する」という行動

と「特に選択を行わずに自校区の学校に進学する」という行動が区別できていないように思われた。もし何ら

かの処理をしてこれらを区別しているのであれば，その点の説明が必要ではないかと思われた。また第 3章

における「フリーライド問題」については，何に関するフリーライドかが明示されておらず，具体的に保護者に

とってのどういった期待（やそれに基づく行動）をフリーライドと規定しているのか，量的調査との関係性を補

足してもらえると，より理解が深まったように思われた。さらに第 4章で使用したアンケートの調査項目は，「協

力が広まった/深まった」など，一定期間同じ学校に在籍するなどして，変化が観察できる条件の者しか回答

し得ないはずの設問が使われており，このあたりについて量的調査における観察と概念の整合性をどう扱っ

たのか，より丁寧な説明があった方が良かったように思われた。 

とはいうものの，いずれも制約のあるデータセットによる分析ゆえの限界であることも確かであり，もし筆者

の意図するデータセットで分析ができたら，どんな知見が見出せるのかという点を期待させるものでもあった。

この点は，ぜひ今後の研究活動に期待したい。 

あわせて，個々の分析の体系的なまとめや解釈が読みたかった，というのも読後感として指摘しておきた

い。 

たとえば第 2章と第 3章と第 4章は，「希望して学校を選ぶ」という行動が集合的になされることで，それ

が学校・教師の関係醸成にどう影響するかという点で，是非総合的な知見を提示してほしいところであった。

また，本書の一連の分析が研究上・実践上どのような知見を提示するのか，たとえば，品川区のような都市

部という条件がどう引き取られ，さまざまな地域における学校選択についてどのような示唆を与えるのかとい

った実践上の含意や，学校選択に埋め込まれている理論的な課題について，本書がどのような知見を提示し

たのかといった研究上の含意があると，読者にとって知見の整理がスムーズだったものと思われる。 

多分に評者の不勉強ゆえの要素も大きいことは自覚しつつ，各章の実証を総合するような総括的な発信に

ついても，今後を期待したい。 

 以上，いくつかについて気になる点を指摘はしたものの，本稿冒頭に挙げた通り，ミクロデータを使った学

校選択制の効果検証というモチーフは挑戦的であり，本書の価値は高い。会員諸氏にもぜひ本書を手に取っ

ていただき，評者含め読後感や学びの交流をしたいと思わせる一冊であった。 

 


