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平成 28 年度終了プロジェクト研究の報告書について 

１ 平成 28年度終了プロジェクト研究（【】は研究期間） 

（１）資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究【平成 26～28 年度】

（２）非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究

【平成 27～28 年度】

（３）全国学力・学習状況調査の結果の二次分析に関する研究【平成 27～28 年度】

（４）小学校英語教育に関する調査研究【平成 27～28 年度】

（５）幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究【平成 27～28 年度】

（６）児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究

【平成 27～28 年度】 

これらのうち，（３）については現在報告書を作成中のため，完成次第お知らせしま

す。

※（１）（６）は研究部分野ごとに報告書を作成しています。

２ 各プロジェクト研究の目的・概要，成果

別添を参照

３ ウェブサイトへの掲載

 報告書の概要及び報告書本体は，当研究所のウェブサイトに掲載しています。

（http://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/seika_digest_h28a.html） 

 国立教育政策研究所では，平成 28 年度に終了したプロジェクト研究について，

その報告書を取りまとめましたのでお知らせします。 
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「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究報告書4： 

ICTリテラシーと資質・能力」の概要について 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

本プロジェクトは，資質・能力を育成する教育課程を総合的に研究し，教育目標や内容，

学習・指導方法，評価を一体的に構想するための基本原理を整理し，実践のための基礎資料

を提供することを目的としている。本報告書は，21世紀に求められる資質・能力のうち，「ICT

リテラシー」や「情報スキル」等と総称される情報や情報機器の活用に関わる資質・能力に

ついて検討することを目的とした。特に次期学習指導要領改訂に向けた答申「幼稚園，小学

校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」

（平成28年12月21日）によれば，情報活用能力は「教科等を越えた全ての学習の基盤として

育まれ活用される資質・能力」と表現されており，その在り方を具体的に考えていくという

目的も踏まえて，関連する基礎資料の収集と検討を行った。 

（２）調査研究の概要 

本報告書では，ICTリテラシーに特化する形で，それに関わる社会の変化，資質・能力目

標の変遷，諸外国における教育の動向，プログラミング教育も含めたICTリテラシーの教育

例，教育・学習研究の成果から見たICTの活用事例， 21世紀に求められる資質・能力におけ

るICTリテラシー等の位置付けに関する基礎資料を収集し，学習の目標及び手段としてのICT

リテラシーの在り方を整理した。調査は，政策文書調査や文献レビュー，有識者のフォーカ

スインタビュー等を総合した事例研究法で行った。 

 

 

２．研究成果の概要 

（１）ICTリテラシーに関わる社会の変化と資質・能力目標の遷移 

情報技術の開発思想と社会情勢の変化を照合したところ，現在の技術は，20世紀後半に構

想された開発コンセプトを次々と実現し始めており，日本でもハードが普及し，それがネッ

トワークに接続され，ソーシャル・ネットワーキング・サービス等のアプリケーションが隆

盛する流れで開発が進んできたことがうかがえた（図1）。それに伴い，国内外の情報教育等

で掲げられる資質・能力目標も，2000年頃を境に，情報リテラシーやITスキルから，ICTリ

テラシーやマルチリテラシーなど，「コミュニケーション」を明示的に含んだ用語へと変わ

りつつあることがわかった。その趨勢
すうせい

の中で，インターネット上などに存在する膨大な情報

を意味のある一貫した知識へと変換するリテラシーを持ち，有意義な発信を行って，ネット

ワーク上で他者と相互作用できる資質・能力が求められているとの示唆を得た。 

 



 
図1．世帯別ハード・ネット普及率 

 

（２）諸外国のICTリテラシー教育動向 

諸外国の教育課程におけるICTリテラシー教育について，イングランド・韓国・シンガポ

ール・オーストラリアの4か国を概観した。各国とも（1）ICTリテラシーを資質・能力目標

に掲げ，単独教科だけでなく，教科等横断的に活用しながら学ぶ，（2）単独教科ではプログ

ラミングも含めたデジタルリテラシーの教育に注力する一方で，それを高次認知能力や情報

化社会・知識基盤社会に向かう態度育成につなげる，という点が共通していた。 

 

（３）国内外のプログラミング教育動向 

国内外のプログラミング教育の現状について調べた結果，各国でプログラミングが正式な

教科，又は教科内容として採用される傾向があるが，それはプログラマ育成のためよりも，

学習者の資質・能力の育成手段として有効だと考えられているためとの示唆が得られた。プ

ログラミング教育実践例について目的を整理し，（１）プログラマ育成，（２）教科等の学習

促進，（３）高次認知能力の育成，（４）新しい学習メディアの獲得，（５）デジタル社会の

創作活動への参加、の五つに大別できることが分かった。（１）以外の目的が重視される可

能性があるため，プログラミング教育は学び方も合わせて検討する必要性があると示唆され

た。 

 

（４）ICTを用いた教育実践例と学びの視点 

学びのゴールの変革とそれに向けたICTの役割，ICTを用いた学びを支えるための「学びの

視点」を検討した。実践事例として、表1に対象とした学習支援システムを活用した学習の

特徴と狙いを列挙したが、活用される機能は多様である一方で，狙いとの緊密な整合性がい

ずれのシステムにおいても見て取れた。それゆえ，ICTの普遍的な利点があり，それに従っ

て一般的な教育のガイドラインが引き出せるものではなく，その場で教えたいことに応じて

ICTの機能を選択・創造・活用していく必要があり，だからこそ，デザイン研究と呼ばれる

ような不断の授業改善とシステム改善とが両輪として必要になるとの示唆を得た。 



 

表1. 六つの学習支援システムの特徴と狙い 

システム ICT の特徴（機能） 狙い 

グループ・スクリブル 情報の即時共有・編集・表示 個と集団の交流を通した協調学習 

モデル・イット 自動計算・シミュレーション モデル化などの科学スキル 

バイオキッズ データベース活用 観察・分析 

科学的推論などの科学スキル 

シンカーツール シミュレーション 

エージェント 

科学的理解 

メタ認知（認識論・自己調整学習） 

ワイズ シミュレーション 

探究支援エージェント 

可視化 

科学的理解 

メタ認知（認識論・自己調整学習） 

議論など科学的スキル 

ナレッジフォーラム 掲示板 

分析ツール 

協調的な説明構築 

メタ認知（意図的学習） 

 

（５）ICTリテラシー育成のための一体的改革の必要性 

以上をまとめ，これから求められる資質・能力におけるICTリテラシーの位置付けや詳細，

情報活用能力との対応，ICTリテラシーの育成と評価，育成のための支援体制，情報教育の

在り方についての論点を整理した。その結果，情報をいかなる目的で活用するのか，活用能

力をいかなる目的で育成し，社会の創造や個人の幸福につなげていくのかという観点が重要

であること、また、ICTは進歩が速く次々と新しい機能を備えるがために，児童生徒はもと

より、教員一人一人の現場判断を支えるようなICT活用能力の育成も重要であり終わりがな

いこと，資質・能力目標をいかなるものにするかに関わらず，それを十全に教育したいので

あれば，その目標と教科等の内容，学習・指導方法，評価を一体的に構想し実践に移すこと

で，児童生徒に一貫・一体化した学習経験を提供することが必要であり，そのための教員養

成・研修やインフラストラクチャ―整備も含めた制度・環境面の支援も一体的に行っていく

ことが必要である，という示唆を得た。機器等のインフラ整備が先に来てしまいがちではあ

るが、いかなる学びを児童生徒に引き起こしたいのかという目的や学びのゴールを描くとこ

ろから提言を始め，そこからインフラ整備等を導出することで，ICT活用の目的が明確にな

り，その活用が日常化し，児童生徒の学習環境と制度・環境とにまたがる一体的な改革が起

きやすくなるといった可能性が考えられる。 

 



 

 

「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究報告書５ 

資質・能力の包括的育成に向けた評価の在り方の研究」 

の概要について 

 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

本研究は，平成25年度まで実施した「教育課程の編成に関する基礎的研究」を，更に学術

的に精緻
せ い ち

化・構造化し，資質・能力を育成する教育課程の充実に向け，教育目標や内容，学

習・指導方法，評価等の一体的・実証的な検討を行うことを目的としている。平成25年度ま

で実施した「教育課程の編成に関する基礎的研究」では，これからの社会で求められる資質

や能力について，諸外国の教育改革の動向や国内における先進的な実践研究の成果，学習科

学の進展などに基づいて分析し，教科等横断的に育てたい汎用的な資質・能力として位置付

け，資質・能力と知識・技能を結び付けた教育課程編成の基本原理を整理した。本研究では，

その成果を踏まえ，教育目標や内容，学習・指導方法，評価等を一体的に構想するための基

本原理を整理した上で，学校における教育課程編成に向けた実践的課題を明らかにするため

の基礎資料を収集・提供することとした。 

（２）調査研究の概要 

本報告書は，これまでの研究で実施してきた，育成を目指す資質・能力や求められる学習・

指導方法の検討を踏まえ，特に学習評価に焦点を当てながら，資質・能力を育成する教育課

程の充実に向けた学習評価の在り方や学校における評価の取組への支援方策について，国内

外の動向並びに国内の学校や教育センター等における実践事例等の資料を収集し，これまで

の取組の成果や今後の課題をとりまとめたものである。 

  【研究期間：平成26～28年度，研究代表者：梅澤 敦（教育課程研究センター長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）学習評価の変遷と今後の方向 

 我が国の教育課程の基準及び指導要録等にみる評価の考え方の歴史的な変遷について先行

研究や資料を紹介して示した。特に，資質・能力の育成に向けた学習評価の在り方の検討に

資するため，指導と評価の一体化の考え方や観点別評価の導入と現状について確認した。学

習評価の変遷を概観して，我が国の教育政策上，「形成的評価」に当たる考え方が，「目標に

準拠した評価」や「指導と評価の一体化」として従前から重視されてきたこと，そして，そ

れらの評価が学習指導要領改訂で一層の充実が図られるなど，児童生徒の「学習のための評

価」（Assessment for learning）の実現が大きな課題となっていることを確かめた。 

 



図２ IBが重視する学習経験（国際バ

カロレア,2016, p.11に基づき作成） 

（２）国内における評価の取組 

 ①目標に準拠した評価に関する研究 

 第3章では，国内における評価の取組事例を明ら

かにする。1節では，国立教育政策研究所教育課程

研究センターの事業として平成18年度から21年度

まで実施された「評価の工夫改善に関する総合的推

進地域事業」における実践研究とその成果を確認し

た。この事業の特徴は，地域内の複数の小・中学校，

教育委員会，教育センター等の複数機関が協働で評

価研究や研修に取り組んだことである。各推進地域

の成果報告から，評価規準をもとに実際に評価を実

施していく上で，授業における子供の具体的な学び

姿の評価をめぐる教員間での「すり合わせ」や評価規準の設定についての協議（図１参照）

など，グループ・モデレーション（調整）が，評価の根拠や基準の共有とともに，子供の学

びのプロセスを見取ろうとする意識を高めるのに役立ちうることが示唆された。 

 

 ②国立大学附属学校調査 

全国国立大学附属学校に対し，学習評価の取組に関する質問紙調査を実施した。2節では調

査結果をもとに実践研究の動向と課題を分析し，3節では，資質・能力を育成する教育課程の

在り方を研究している学校における取組を学校別に紹介した。 

国立大学附属学校調査から，各学校では，資質・能力の評価に関して，パフォーマンス評

価やポートフォリオ評価，子供の自己評価など，ペーパーテスト以外の様々な評価方法を工

夫し，多面的・多角的な評価に取り組んでいることがわかった。特に「思考・判断・表現」

の観点について，外からは見えにくい「思考」のプロセスに関する外化の仕方などの研究が

多かった。その一方で，教育目標（重視したい資質・能力の特定）や教育内容・方法（それ

らを育成する授業の在り方など）に関する研究に比べ，評価に関する研究はそれほど進んで

いないとする回答も見られた。 

調査結果に基づき，資質・能力の育成に向けた評価を充実させていくための課題として，

①資質・能力の育成に向けた評価観の確立，②評価の妥当性・信頼性の確保，③日常的な指

導に生かせる評価の両立（長期的な評価と並行して取り組む必要性），④情意にかかわる資質･

能力の評価，⑤評価観や評価規準の共通理解や共有などを抽出した。 

 

 ③国際バカロレア学校における評価 

国際バカロレア学校における資質・能力の評価について

その理念や取組を紹介した。国際バカロレアにおける評価

では，認知面と情緒や社会性を含む資質・能力を重視した

カリキュラム開発と連動して，「探究」・「行動」・「振り返

り」という一連の学習経験をテーマ学習に組み込み（図2），

図 1  評価規準をめぐる協議の具体例（呉市） 

（国立教育政策研究所，2009，p.31 より抜粋）



資質・能力を評価する体制を構築している。評価の考え方の特徴として，①学習者中心，②

評価規準に準拠したアプローチ，③形成的評価の重視，④子供の自己評価の活用，⑤バカロ

レア評価機構による外部評価と学校教員による内部評価の併用などが挙げられる。 

 

 ④教育センター・教育委員会等調査 

評価に関する学校や教師支援に向けた研究や研修の取組について，全国の教育センター，

都道府県・政令指定都市・中核市の教育委員会並びに全国の教育事務所に質問紙調査を実施

した。教育センター・教育委員会では，指導と評価の一体化や各教科における評価の在り方

などを主題とした研修が幅広い年代で実施されていた。その反面，評価に対する教員や学校

の関心は，指導方法や授業改善に比べて低いという課題も示唆された。今後の研修・事業の

課題として，①評価に対する教員の意識，②指導と評価の一体化の推進・定着，③教員の観

点別評価に対する理解の温度差，④多様な評価方法の理解と活用の在り方など，主として教

員の評価への理解や学校への定着に関する課題が多く指摘された。 

報告書では，特に評価に関する研究や研修に取り組んでいる教育センター・教育委員会の

取組を紹介している。複数の学校と協同で実施された実践研究では，目指す資質･能力を設定

し，指導と評価を実践，更に改善に取り組むカリキュラム･マネジメントの中に評価が位置付

けられていた。 

今後は，観点別評価の見直しに伴う様々な評価資料や研修が増えると予想される。研修や

指導資料作成に向け，教育センター・教育委員会からは，実践に役立つ具体的な解説資料や

事例の提供を求める声が上がっている。 

 

（３）諸外国における評価の取組 

諸外国の教育課程と改革動向を特に評価に焦点を当てて比較した。各国では，特にエビデ

ンスを基にした授業や教育課程のデザインが一貫したテーマとなっていることが明らかにな

った。資質・能力を育成する教育課程に取り組んできた歴史のあるイギリス，オーストラリ

ア，ニュージーランドの三か国では，評価を子供の学習の改善に資するよう位置付ける方針

を明確化・共有して評価体制を構築し，子供の学習をエビデンスに基づいて把握するための

多様な手法やツールを開発していることが明らかとなった。 

 

（４）今後の課題 

本研究の成果から，資質・能力を育成する教育課程の充実に向けた学習評価の在り方に関

する研究上の課題として，次の点を確認した。 

 

①指導と評価の一体化への支援 

 国内において先進的な実践研究に取り組んでいる国立大学附属学校への調査でも，教育セ

ンター・委員会への調査においても，評価に関する研究や実践への関心は，指導方法や授業

改善に比べて高くないことが示されている。こうした傾向は，指導方法と評価を切り離して

捉えることで助長されてしまうと考えられる。指導方法の中に評価を組み込み，一体的に計



画・実践できるようにすることで，学習評価を授業づくりの一連のプロセスに位置付けるよ

うな単元計画作成・授業づくりを提案していく理論的・実践研究が有効であろう。 

 

②多面的・多角的な評価の効果的な活用 

国立大学附属学校の様々な実践研究からは，多様な評価手法を相補的に活用して「多面的・

多角的」に子供の学びに迫ろうとする研究動向が見て取れた。その一方で，こうした取組の

実施校からもコストや負担感が課題として指摘されている。また，教育センター等への調査

から，評価の趣旨を理解しても学校への定着が困難との指摘も得られた。 

国立教育政策研究所教育課程研究センターの事業で実践された教員が協働で評価に取り組

むモデレーションは，複数の国立大学附属学校，諸外国ではニュージーランドなどで，教師

の力量を高める上でもまた，評価の妥当性を確保する上でも有意義と位置付けられ，推進さ

れている。学校と教育センター・委員会等の機関が協働して多面的・多角的な評価に取り組

む体制づくりに取り組むことが求められている。 

 

③子供の自己評価活動から学習評価へ 

附属学校の実践，国際バカロレア学校のプログラム，諸外国の教育政策など，今回調査し

た様々な取組の多くで，子供による自己評価活動が重視されている。また，諸外国において

も，「評価活動の中心は生徒である」（ニュージーランド）という視点で評価の新しい方向性

が打ち出されているように，子供自身の自己評価と自己評価力を育成する取組が重視されて

いる。振り返りなど子供の自己評価活動を学習活動として位置付けるとともに，それらの学

習活動を評価して指導に生かす教師による形成的評価を充実していくための研修体制・授業

づくりを支援する実践研究を学校や教育センターと連携しながら充実していく必要がある。 

 

本研究では，資質・能力を育成する教育課程の在り方について，目標・内容・指導方法，評価

等を一体的に構想するための基本原理を整理するとともに，実践のための基礎資料を提供するこ

とを目標に研究を進めてきた。本報告書では，特に評価に焦点を当て，学習評価の現状や今後の

方向性を確認した上で，資質・能力の育成を見据えた先行的な様々な実践を収集して，資質・能

力を育成する教育課程を各学校において編成していく上での学習評価をめぐる課題を明らかに

した。今後は，本研究で同定した諸課題の解決に向け，学校の実践研究と連携しながら研究を進

めていくこととしたい。 

 

【参考文献】 

・国立教育政策研究所教育課程研究センター(2009).「評価の工夫に関する総合的推進地域事業研究報告

（平成18・19年度）」. 

・国際バカロレア機構(2016).「MYP: 原則から実践へ」. （http://www.ibo.org/contentassets/93f68f8b3221

41c9b113fb3e3fe11659/myp/myp-from-principles-into-practice-jp.pdf）. 

［International Baccalaureate Organization(2014). MYP: From principles into practice の日本語版］. 



 

 

「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての 

研究報告書」の概要について 

 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

人の生涯にわたる適応を支えるものとして，旧来は，IQに代表される認知的な能力に主た

る関心が向けられてきた。しかし，近年，その見直しを迫る研究知見が多く報告され，認知

的ではない側面，いわゆる非認知的能力が持つ重要性が注目されている。ただし，非認知的

能力とは一体どのようなものであるのか，十分な整理がなされているとは言い難い。本研究

プロジェクトでは，非認知的能力と称されるものについて，具体的な議論の展開に資する成

果を得るべく，二つの目的を定めた。第一に，関連する学問領域の文献調査によって，非認

知的能力の具体的内容を示すことを目的とした。さらに，関連する研究分野では非認知能力

が抽象的概念としてのみならず，測定や記述の対象になっている現状に鑑み，科学的検討を

行うための手法についても調査することとした。第二の目的として，非認知的能力のいくつ

かについて，実際に我が国の子供たちを対象に測定や記述を行い，子供たちの発達や実態に

ついての調査を行うこととした。 

 

（２）調査研究の概要 

非認知能力と称されている，我々人間が持つ様々な特徴について，本研究では，特に，「社

会情緒的コンピテンス」に焦点を定めることとした。これは，「自分と他者・集団との関係

に関する社会的適応」及び「心身の健康・成長」につながる行動や態度，そしてまた，それ

らを可能ならしめる心理的特質を指すものである。ここでの心理的特質とは，認識，意識，

理解，信念，知識，能力，特性などを含むものとした。 

第一の目的について，社会情緒的コンピテンスの発達と内容についての研究が蓄積されて

いる発達心理学，教育心理学，発達科学等の領域，非認知能力の効果については，経済学等

の領域における研究知見を幅広く収集して文献調査を行った。社会情緒的コンピテンスの具

体的内容を発達段階ごとに整理すべく，「乳児期班」「幼児期班」「児童期・青年期班」の三つ

によって研究を進めた。また，社会情緒的コンピテンスについては，複数の発達段階をまた

いだ発達や環境要因との関連，各種の帰結との関連を検討するための大規模縦断研究が複数

実施されていることから，「長期縦断研究班」において，そうした研究知見の整理を行った。 

第二の目的について，乳児，幼児，児童・生徒を対象に社会情緒的コンピテンスの測定を

実施した。乳児，幼児については，行動実験，観察，養育者への質問紙等の方法を用いて，

小規模ではあるが測定と記述を行った。児童・生徒については，自治体，学校等からの協力

を得て，小学生，中学生及び高校生並びにその家庭，学校の教師を対象に大規模，かつ，2

年間にわたる質問紙調査を実施した。 



【研究期間：平成27～28年度，研究代表者：遠藤 利彦（総括客員研究員）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）非認知能力をめぐる研究動向について …第１部 

   経済学及び心理学の領域並びに国際機関における非認知的能力や社会情緒的コンピテン

スをめぐる研究動向について示した。我々が持つこうしたコンピテンスは，どのような関心

の下に研究の対象となってきたのか，それらの研究成果が意味するところと社会や教育への

活用の視点，また，教育実践の場で議論，活用する際に留意したい点などについて，研究知

見の整理に基づき論考を示した。 

 

（２）社会情緒的コンピテンスについての文献調査 …第２部 

第2部第1章～第4章では，乳児期，幼児期及び児童期・青年期の発達段階ごとに，各時期

に顕著な発達や行使が認められる社会情緒的コンピテンスの内容を知見に基づきリストア

ップして示した。社会情緒的コンピテンスの名称，定義，測定方法（実験，観察，課題，質

問紙尺度など）に加え，コンピテンスの発達を予測する要因（社会的・物理的環境の特徴や

個人が持つ他の特徴など），コンピテンスの状態が関連したり，予測したりする帰結（認知

能力，心身の健康，心理的変数，社会経済的状態など），について研究知見をまとめた。さ

らに，各コンピテンスを「自分に関する行動や態度，心理的特質」（例：自己意識，感情の

発達やその制御，行動制御，動機づけ，気質，パーソナリティ），「他者，他者集団など，個

人が関係を築く相手に対する行動や態度，心理的特質」（例：他者の感情への気付きと理解，

他者の行動と心の関係の理解），「対人関係，社会や環境と自分の関係に関する行動や態度，

心理的特質」（例：アタッチメント，感情語等の使用やコミュニケーションに関わるスキル，

向社会性）という３領域に大別して整理した。これらの知見の整理に基づき，コンピテンス

の発達の流れをつかみやすくするようにまとめたものを表１として，各コンピテンスの定義，

測定法，予測因，帰結をまとめたものを表２として巻末に掲載した。 

第2部第5章では，社会情緒的コンピテンスに関する大規模縦断研究についての文献調査の

成果を示した。特に，国外では，コンピテンスの長期的な発達や，物理的環境や文脈からの

コンピテンスへの影響，コンピテンスの状態と様々な帰結との関連について，大きなサンプ

ルに基づく，また，長期的な追跡調査に基づく研究が複数実施されている。これらの大規模

研究から得られている知見をまとめるとともに，第５章の末尾には，これまでに実施されて

いる長期縦断研究プロジェクトの名称，目的，対象者，主な変数といった内容を一覧にした

表を収めた。 

      

（３）子供を対象とした社会情緒的コンピテンスの測定…第３部 

   第3部第1章では，乳児期の社会情緒的コンピテンスとして，社会的コミュニケーション行

動の発達に着目し，実験や観察によって実証的研究を行った。乳児期早期に測定された他者

への敏感性といった特徴が，乳児期後期のコミュニケーション行動に関連していることなど



が認められた。第2章では，幼児期のセルフコントロールの発達及び他者の感情や信念の理

解に関する実証研究を行った。一連の実験や観察，質問紙による測定から，これらの社会情

緒的コンピテンスは，幼児期に顕著な発達が認められることが示され，さらに，今後，養育

環境などによる発達への影響について検討する必要性が示された。なお，乳児と幼児に対す

る実証研究は，小サンプルに基づく予備的研究であることから，ここで得られた測定結果や

分析結果が限定的であることに留意されたいが，今後のより大規模な調査研究の設計に資す

る情報として，乳幼児を対象とした実証研究の手続きや測定方法の内容を示した。 

   第3部第3章では，児童期・青年期に関する社会情緒的コンピテンスの実態調査として，小・

中・高校生を対象として実施した調査の実施方法や結果の一部を示した。自己報告式の質問

紙への回答が得られるようになる年齢を考慮し，小学4・5年生，中学1・2年生，高校1・2年

生を対象に質問紙調査を行った。平成27年度に行った1回目の調査の後，調査対象者の学年

が一つ上がる平成28年度には，追跡調査として2回目の質問紙調査を実施した。調査項目と

しては、社会情緒的コンピテンスを測定するものとして国内外の先行調査で使用されたもの

や、子供たちの学校内外での生活の実態を把握するものなど、広範に設定した。また，子供

たちの社会情緒的コンピテンスに関連すると目される環境の特徴についても情報を得るべ

く，児童・生徒に加えて，その保護者及び学校の教師にも質問紙調査を行った。 

現在までに分析を終えている1時点目の調査から，児童・生徒が持つ各種社会情緒的コン

ピテンスの状態について実態を示す基礎的データが得られた。我が国においては，児童・生

徒の社会情緒的コンピテンスの育成に係る政策の方針を定める上での実証的データが決定

的に不足している。そのような中，本調査は教育委員会が選定した学校を対象としたもので

あり必ずしも日本全体を代表する標本ではないものの，大きな標本に対して、多くの変数を

測定した調査により実証的データを得たことの意義は極めて大きい。今回サンプルサイズの

大きい調査によって社会情緒的コンピテンスを測定した尺度得点の記述統計量や信頼性の

指標を報告し，国内の子供の実態としての参考値を示すことができたとともに，社会情緒的

コンピテンスの測定尺度が日本の児童期・青年期の子供達を対象に今後利用できるものであ

ることを示す上で重要となるデータを得ることができた。また，測定されたコンピテンス間

の関連についての分析から，児童・生徒が持っている感情知性の状態や，教師や友人との間

に築いているアタッチメントの機能は，児童・生徒の学習への取組や動機づけに関連すると

いった様相が認められた。 

なお，今後も2時点目の調査に関する分析を継続して行い，社会情緒的コンピテンスの測

定尺度の測定結果について，日本の子供たちの実態にせまるべく，先行研究が示す値との共

通点や相違点の検討などを行う予定である。そして，社会情緒的コンピテンスの発達，コン

ピテンスと学業や学校適応，幸福度などとの関連，コンピテンスに関連する社会的・物理的

環境の特徴についての知見を得るための分析も進めていくこととしている。  
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「小学校英語教育に関する調査研究報告書」の概要 

 

1．調査研究の目的・概要 

(1) 調査研究の目的 

平成23年度より小学校において第5・6学年(高学年)で外国語活動が必修化された。また，平

成26年11月からは，中央教育審議会において，今後の学習指導要領等の改訂の方向性として，

外国語活動の実施学年の早期化や，高学年の外国語活動の教科化について検討されることとな

った。 

そのような状況の中，研究開発学校(英語教育強化地域拠点校を含む。以下同じ)において，

低･中学年からの外国語教育の導入，また教科としての外国語教育を実施する等の研究がなさ

れ，更に教育課程特例校においても同様の実践の蓄積がなされていた。そこで，本研究では，

中央教育審議会での審議も踏まえつつ，教育課程特例校・研究開発学校の先進的な取組の状況

を把握分析することを試みた。把握分析に当たっては，特に英語教育を行う際に，現場で有用

な情報とされる目標，指導方法，指導者(人材の育成と指導力の向上，外部人材の活用を含む)，

評価の四つの観点を中心に行った。 

また，国内の先進的な教育委員会の取組や，学校の取組を実際に調査し，同時に諸外国の取

組事例について調査を行った。これらを基に，目標，指導法，指導者，評価の在り方の事例を，

小中連携の視点及び目標･指導・評価の一貫性といった視点から客観的な立場で課題の整理分

析を行うことで，小学校における外国語教育について有用な情報(エビデンス)や政策への示唆

を提供することを目的として，調査研究を行った。 

 

(2) 調査研究の手法 

1. インターネット調査・質問紙調査:小学校外国語教育に関する実態調査(教育課程特例

校・研究開発学校) 

インターネット調査は，全国の小学校外国語教育に関する教育課程特例校・研究開発学

校(計2,031校)の管理職・教員を対象として，調査用のWebサイトを通じて行われた。管理

職調査の回収率は約70%，教員調査の回収率は約90%であった。 

質問紙調査は，児童が自ら質問紙に回答する形式で行われた。対象児童の抽出に当たっ

ては，管理職対象のインターネット調査において参加協力を承諾した学校(511校)から，サ

ンプルサイズが1万人から2万人程度となるよう，調査対象校を100校とし，割当法による標

本調査とした。その結果対象児童数は15,629人，回収率は約98%であった。 

インターネット調査・質問紙調査のどちらの質問項目にも文部科学省が平成27年2月に行

った調査と同様の項目を加え，比較が行えるように配慮した。 

2. 事例調査: 県・市における先進的な取組 

小学校外国語教育に係る先進的な取組を行っている，岐阜県・高知県・広島県・京都市・
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鳴門市の事例について，以下の項目に従ってまとめた。事例をまとめるに当たっては，可

能な限り具体的な例(教材・評価事例等)を取り上げるよう努めた。 

開始時期・カリキュラム(授業時間数・指導目標・教材・指導方法・評価)・ 

指導者・教員研修・小中連携の実施状況・成果及び課題 

3. 訪問調査: 国内の学校の取組及び中国上海市の取組 

小学校外国語教育に関する実態調査(教育課程特例校・研究開発学校)に協力していただ

いた学校の中で，低学年から外国語教育を実施している三校を選び訪問調査を実施し，授

業参観と担当教諭に対するインタビュー調査を行い，その結果をまとめた。 

また中国上海市を訪問する機会を得，大学附属外国語実験学校校長及び外国語(英語)担

当現職教員，そして教員養成大学の教授・学生にインタビュー調査を行いその結果をまと

めた。 

4. 文献調査 (諸外国(地域)の小学校英語教育の実施状況調査) 

諸外国(地域)における小学校英語教育の実施状況をまとめるに当たっては，英語を第2

言語として習得することを目的とする国ではなく，日本と同じく外国語として教育してい

る国を選んだ。選択した国(地域)は，中国・韓国・台湾・タイ・ベトナム・フィンランド

の6か国(地域)である。 

各国(地域)の状況をまとめるに当たっては，教員養成，教員研修，教育目標，担当教員，

テキスト，評価方法について，政策文書や先行研究等を参照しながら整理した。 

5. 研究会の開催（調査結果の分析等について検討） 

【研究期間:平成27～28年度，研究代表者:大野 彰子（国際研究・協力部 部長）】 
 

2．研究成果の概要 

(1) 現状と課題 

平成20年3月告示による小学校学習指導要領において，高学年に外国語活動が導入され，本

学習指導要領全面実施となった平成23年度から，今年度でちょうど6年が経つ。この間，小学

校の先生方のご尽力により，外国語活動については，児童の学習意欲面で大きな成果を挙げる

とともに，課題もみえてきた。 

文部科学省が平成27年2月に高学年児童，小学校学級担任又は外国語活動を専門的に担当す

る教員，小学校管理職及び，中学1，2学年生徒，中学校英語科担当教員，中学校管理職を対象

に行った意識調査の結果からは，次のような現状と課題が明らかとなった。 

 学習意欲の面で成果を挙げているものの，既に1割程度の児童が英語や外国語活動の授

業に苦手意識を持っていること。 

 「外国語への慣れ親しみ」「コミュニケーションへの積極性」に成果が上がっているこ

と。 

 小学校の外国語活動は，「外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ」ことが目標であ

って，中学校以降の英語教育のように英語の技能の定着を第1のねらいにはしていない
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ものの，結果として英語を聞いたり話したりする力がついていること。 

 小学校の外国語活動において音声中心で学んだことが中学校でうまく生かされていな

いということ。 

 外国語活動が歌やゲームだけで終わってしまい，児童が自分の立場で自分の考えや気持

ちを指導者や友達と伝え合うコミュニケーションにまで至っていない可能性があるこ

と。 
 

(2) 結果の概要 

① 小学校外国語教育に関する実態調査(教育課程特例校・研究開発学校)からの知見 

 一般の学校で英語を担当する教員が，英語そのものへの苦手意識やある種の謙虚さ

から，積極的に関与できない状況にあるのに対して，調査の対象とした，研究開発

学校・教育課程特例校で英語教育に取り組んでいる教員が使命感を持って英語教育

に関わっている。 

 年間指導計画の約4割を自治体が，約3割を各校の教員が作成している。 

 教員に必要とされる研修として，約6割が「具体的な活動」を挙げている。 

 授業の好き嫌いと児童の学年との関係を示したのが，次の図である。 

図 学年ごとの授業の好き嫌い 

 

「好き」と答えた児童の割合は，学年が上がるにつれて低くなっていることが

わかる。ただし，「好き」，「どちらかといえば好き」という肯定的な回答の割

合を見ると 3 年生までは下がっておらず，6 年生であっても肯定的な回答が 7

割程度存在している。逆に「きらい」，「どちらかといえばきらい」の割合は，

一番高い 6 年生でも 1 割程度である。なお，5・6 年生については，(1)で言及

した平成 27 年 2 月文部科学省調査で全国の小学校にも同様の項目が聞かれて

いるが，教育課程特例校・研究開発学校と全国の小学校で割合分布に大きな違

いはない。 
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 「外国人に話しかけられたら，英語で受け答えする」と答えた児童が55％おり，児

童の英語を使ったコミュニケーションへの意欲が育っている。 

 専科指導教員とそのほかの教員を比べると，英語の教員免許を有している割合は

23％と7％であり，英語の教員免許を有している小学校教員が増えることで，より

質の高い英語教育と柔軟な人材配置ができることが示唆される。 

 8割近くの学校で文章表記での評価を行っており，そこから評価基準の作成に困難

を感じていることがうかがえる。 

 「読む」「書く」力を目標に含めている学校については30％未満であり，そこから

授業時間数を多くする必要があると示唆される。 

 大都市では英語教育を高学年から開始している学校の割合が高い。 

② 県・市における先進事例からの示唆 

 研究や実践の趣旨として，小学校単独ではなく，中学校や高等学校への接続を視野

に入れたものになっている。 

 小・中・高等学校が連携しやすいよう，各地域で独自の組織や仕組みを立ち上げ，

指導体制の構築が図られている。 

 特に中学校への接続をより効果的に行うため，校区内の小学校同士が強い連携で結

ばれている。 

 指導だけでなく評価の面においても，小学校での取組が中・高等学校に活(い)かせ

るものである。 

③ 諸外国(地域)の小学校英語教育の実施状況からの知見 

 国情により義務教育が定着した時期は異なるが，どの国も1990年頃から外国語教育，

特に英語教育を重視し始めた。 

 小学校英語必修化の開始時期から，今回調査された国々における小学校英語教育の

取組は日本より5～10年先行していると考えられる。 

 1990年以降に小学校英語教育を導入した国々では，日本と同様に教員養成・研修に

はかなり苦労していることが見受けられる。ただしいくつかの国では改革が急ピッ

チで進んでいる。 

 現職教員の研修については，悉皆(しっかい)研修や専科教員の導入，独自のプロジ

ェクトなど参考になるものが多い。 

 目標の中に言語技能や言語知識だけでなく，感情態度，学習戦略，文化意識などを

含め，なおかつ「～できる」というCAN-DOリスト的に表記している点などは，具体

的な到達目標を定める際に参考になる。 

 評価に関しては，国により様々な方法がとられているが，筆記試験による評価は行

わず，数値による評価をしないとする国がいくつかあり，小学校の段階では学習者

の学習意欲の開発と維持に関して，かなり慎重な姿勢を示している。 
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「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究 報告書」 

の概要について 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

現在，日本では5歳児の95%が幼稚園，保育所，認定こども園に通い，家庭外での幼児教育を

受けている。それらの子供たちに望ましい幼児期の教育・保育を提供し，その育ちと学びを保

障するためには，教育・保育の質（構造の質と保育過程の質）を高めるための方策の検討と同

時に，その質を捉えるための共通指標の考案が求められる。また，幼小接続期は，国際的にも

重要な時期として注目され，就学前教育と学校教育をつなぐ質の高いカリキュラム（移行期の

特別プログラム等）が重視されている。 
このような状況を踏まえ，本研究は，具体的には次の二つの柱を立て，研究を進めてきた。 
① 幼小接続期カリキュラム自治体調査の結果分析や実践事例のまとめ，試行調査（質問紙）

の実施による幼小接続期の育ち・学びを支える力を捉える手法の検討 
② 海外の幼児教育の質の評価指標を用いて試行的に評価した結果の分析に基づく幼児期 

の教育・保育の質を捉えるための評価指標の検討 
 
（２）調査研究の概要 

本報告書は2部構成となっており，第1部では幼小接続期の育ち・学びに関する研究の成果，

第2部では幼児教育の質に関する研究の成果を示している。 
第1部の概要：第1章で国内外の幼小接続期に関する研究動向を確認した上で，第2章におい

て幼小接続期のカリキュラムについて，全国的な実態の分析と注目すべき事例

（自治体・小学校）の報告を行った。第3章では，幼小接続期の育ち・学びを

支える力を捉える手法を検討するために試行的に実施した質問紙調査の分析

結果と，それに関わる考察を示した。 
第2部の概要：第1章で国内外の幼児教育の質に関する研究動向を確認した上で，第2章では，

特に注目されている幼児教育の質の評価指標（評価スケール）であるECERS-3
とSSTEWに焦点を当て，その内容を紹介するとともに，日本の幼児教育を対

象にそれらの評価スケールで評定を行った結果を示した。第3章では，

ECERS-3とSSTEW以外の海外における様々な評価指標を概説した。第4章で

は，海外における評価指標の内容などを踏まえて日本における幼児教育の質評

価スケールを検討した経過等について報告している。評価スケールそのものは

より慎重な検討を要すると考えたため示さず，幼児教育の質評価スケールを考

案する意義と課題をまとめた。 
 

 

【研究期間：平成27～28年度，研究代表者：渡邊恵子（幼児教育研究センター長）】 
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２．研究成果の概要 

本報告書は2部構成となっており，第1部では幼小接続期の育ち・学びに関する研究の成果，第2部では幼

児教育の質に関する研究の成果を示している。 
以下では，第1部及び第2部に含まれる各章各節の概要を示す。 

 
第１部 幼小接続期の育ち・学びに関する研究 

 

第１章 先行研究のレビュー 

第1節 国内における幼小接続研究の動向 

国内の幼小接続研究を検討したところ，以下の特徴や課題が見られた。①最初は「小1プロブレム対策」

が中心であったが，次第に「教育の接続」に重点が置かれるようになった。②取組は幼児と児童の個々の交

流が中心で組織的ではなく，幼小接続の成果を十分に見いだした研究はまだなかった。③接続期カリキュラ

ムは自治体や園・学校で作成されているが，目的や取組，接続期の捉え方はそれぞれ異なり，カリキュラム

に影響していた。しかし幼小が同時に作成することは相互理解を深める可能性があった。④幼児教育実践の

中に小学校教育につながる芽生えを見付け，それを強化することで幼児教育の成果を生かして小学校教育に

つなげる実践も模索されていた。  
今後は幼小双方の立場からの検討や，家庭や地域，他施設など子供を取り巻く環境も含めた幼小接続の在

り方，更に保育者養成課程段階から接続に対する理解と意識を高める方法など，理論と実践をつなぐ研究が

求められる。 
 
第2節 海外における幼小接続研究の動向 

幼小接続や幼小連携に関する海外の論文を主に取り上げ，実態，就学レディネス，幼小・家庭・地域との

連携，カリキュラム・プログラム等のテーマに沿って整理した。幼小接続の実態や接続プロセス等について

取り上げた研究は，主に保育観察，面接調査によって質的に捉えており，幼小接続の実践は，教師や子供に

焦点を当てた活動が多かった。幼小接続に影響する要因として，就学レディネスが多く取り上げられている。

就学前の社会的スキルがレディネスとして重要であることや適応を支援する準備の必要性等が示される一

方，学習に関するレディネスへの関心による学校化への危惧も見られた。また，家庭や小学校，地域との連

携，幼小接続に関わるカリキュラムやプログラムが重視されていた。幼小接続に必要な条件として「プロセ

ス」「透明性」「連続性」「関係性」「統合した教育」の5点を挙げ，養成での取組を視野に入れた工夫を提案

する研究からは，日本との共通性も読み取れた。 
 
 
第２章 幼小接続期のカリキュラム 

第1節 全国自治体調査の分析 

 全国で増加する幼小接続期カリキュラムの実態を把握し，適切に構成された接続期カリキュラムの特徴，

カリキュラムに求められる視点について分析した。自治体が作成し，文部科学省幼児教育課の求めに応じて

任意で提出した幼小接続に関する資料を対象とした。幼小接続期カリキュラムは，平成20-23年度に51自治

体，平成24-27年度に96自治体で作成されていた。アプローチカリキュラムは5歳児2学期頃から始まり，ス

タートカリキュラムは1年生1学期の終わり頃までが多かったほか，幼小を貫く視点として柱立てをした自
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治体は約9割に上った。適切に構成されたカリキュラムの特徴は，①「目指す子供の姿」や「育てたい力」

が明確で，②柱立てと詳細な下位項目が両カリキュラムに位置付き，③交流連携計画，環境構成や授業の工

夫，援助や指導の工夫・配慮，家庭との連携等がカリキュラムに位置付き，④実践事例が柱立てに沿って考

察され，幼小のつながりが見える工夫がされていた，という4点であった。 
 
第2節 高知市における保幼小連携－「人をつなぐ・組織をつなぐ・教育をつなぐ」 

本節は，平成28年2月に実施された自治体事例調査の報告である。高知市は平成24年度以降，子供たちの

学びと育ちをつなぐ保幼小連携の取組を，教育委員会及び保育幼稚園課の主導・連携により積極的かつ組織

的に行い成果が表れつつある。このような取組は保幼小連携と幼小接続期のカリキュラムづくりを各自治体

が進める際の参考例となりうることが調査では確認された。ヒアリングから明らかとなった高知市での成功

要因には，①関係者の手で指針「人をつなぐ，組織をつなぐ，教育をつなぐ」を定めたこと，②推進地区を

選定し実践成果を抽出，パンフレットやカリキュラム事例集の形で市内各園各校に示したこと，③市内の保

幼小接続の実態調査結果を基に，各校・園での評価改善に使えるツールを制作配布して自覚を促したこと，

④市全体の教育振興プラン・学力向上策の土台部分に保幼小連携を位置付けその有効性をデータでも示し，

取組を強化できたこと，などが挙げられよう。 
 
第3節 スタートカリキュラムの実践事例 

幼児期ならではの「見方・考え方」やそこで総合的に育まれた資質・能力を生かしながら，遊びを中心と

した学びを，徐々に教科等の学びに移行することによって，児童が無理なく安心して小学校生活に適応でき

るようにするスタートカリキュラムの実践例である。 
1年生の生活リズムで安心して生活できるようにする環境設定，友達や教職員とのコミュニケーションを

深める活動，生活科を中心とした活動や体験を通し，新たな環境への興味・関心を生かして合科的・関連的

に学ぶ学習等を報告する。 
 
 
第３章 幼小接続期の育ち・学びを支える力を捉える手法の検討 

第1節 幼稚園・小学校における試行調査の実施 

社会情動的スキルの一つである「育ち・学びを支える力」を検討し，最終的に「粘り強さ」「自己調整」

「自己主張」「好奇心」「協同性」の5因子で構成された尺度（案）を作成した。その尺度を用いた質問紙調

査を，幼稚園の5歳児の保育者と保護者に実施（2，3月）し，その子供の入学した小学校の1年生の教師と

保護者にも実施（7，8月）した。分析では，「育ち・学びを支える力」に関して，評定者（保育者，教師，

保護者）による違い，5歳児から1年生への影響，学びや適応，家庭教育環境（読書環境）等との関連を検

討した。因子分析の結果，評定者ごとの「育ち・学びを支える力」から「学び・生活の力」への影響，入学

前から入学後の「育ち・学びを支える力」への影響については，分析上の限界があった。一方，「好奇心」

は多くのモデルで「学び・生活の力」への影響が見られ，縦断モデルでは保育者評定の「好奇心」が，入学

後の教師評定の「好奇心」「粘り強さ」「自己主張」へ影響するパスが見られた。また，「育ち・学びを支え

る力」は読み聞かせや一人読書等の家庭の読書環境，学校への適応，多動傾向と関連する結果が見いだされ

た。今後「育ち・学びを支える力」に関する尺度を改善してモデルへの適合度を高め，「学び・生活の力」

を捉える方法を検討し，長期の「育ち・学びを支える力」の発達的変化を検討したい。 
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第2節 試行調査を受けて－幼・小の取組との関連－ 

 鳴門教育大学附属幼稚園と小学校の連携・接続の取組を合同保育／授業は，「小学校生活への適応を促す

接続」という意義を越えた「科学的思考力や学びを接続し発展させる」という願いを込めての取組である。

この実践の中では教師同士が変容し，互いの教育の独自性と共通性の理解が促され，授業や保育が深まって

いく。資料として，幼小接続期前期・後期の教育課程と指導計画と第1学年の「生活学習」の実践例，評価

要素を紹介し，「育ちと学びを支える力」調査との関連について考察した。 
 
第3節 調査協力校園における幼小接続の実態と育ち・学びを支える力 

質問紙調査への協力校園での幼小接続に関する実態や要望等について整理した。幼小接続期カリキュラム

の有無は自治体等の取組によって異なっていたが，接続期カリキュラムは5歳児2学期から1年生5月頃まで

の計画が多く，交流活動は年に2，3回実施されていた。また，互いへの要望をきっかけに，意味のある連

携を行うことや接続期カリキュラムについて共に検討する機会を持つことへの期待を述べた。今後も保育者，

教師，行政，教育委員会，養成校教員が協力し，「10の姿」「育ち・学びを支える力」等の下位項目まで意

識して理解を深め，新たな視点から幼小接続期カリキュラムに関する検討や研修を行うことで，よりふさわ

しいカリキュラムや実践が創り出されるだろう。 
 
 
第２部 幼児教育の質に関する研究 

 

第１章 先行研究のレビュー 

第1節 国内における幼児教育の質に関する研究の動向 

 幼児教育施設の多様化の時代を迎え，日本の保育の質の定義とそれに基づく評価の在り方を検討しなくて

はならない。しかし，日本における保育の質の定義は未だ確立されていない。日本の保育は，子供の生活や

遊びの質を高めることで子供が自発的総合的に育つことに価値を置き，一方の，将来の市民としての子供に

対する効率的な社会的投資に価値を置く文化圏の研究とは性質を異にする。保育の質と子供の発達を測定し，

その関連を見る研究はまだ始まったばかりである。診断的評価は余り浸透せず，第三者評価は保育の質や子

供の育ちの比較ではなく保育者の意識変化にその意味が見いだされてきた。一定以上の保育の質の保証のた

めには比較可能な診断的評価が必要とされるが，評価をきっかけとして子供の姿に立ち戻り，その意味を対

話的形成的に評価する方策を組み合わせることで，幼児教育施設が主体的に質の向上を目指す仕組みが求め

られるのではないだろうか。 
 
第2節 海外における幼児教育の質に関する研究の動向 

海外における先行研究のレビューにおいては，まず，保育の質をめぐる研究動向の背景を踏まえ，2000
年以降国際比較研究が変化してきたこと，縦断研究や行政との連携，政策提言型の研究が台頭してきたこと

について整理した。先行レビュー研究や2010年以降の研究を検討し，保育の構造の質と関連した研究と保

育の過程の質と関連した研究に分けて考察した。前者に関しては環境，保育者，保育期間や時間に着目した

研究の発展が顕著であることが分かった。更に家庭教育環境，文化，性差などとの関連での検討といった発

展も見られた。後者については，相互作用，子供の仲間関係，教材との関わりなどの研究が進められている

ことが分かった。レビューを通じて，保育の質に関する海外の研究には，制度改革への志向性や，格差是正

の観点からの教育保障への志向性，さらには，構造の解明から実践改革への志向性が伺われた。 
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第２章 ECERS-3とSSTEWの試行調査とその結果 

第1節 ECERS-3の紹介と実施結果 

ECERS-3（2015，邦訳『新・保育環境評価スケール①3歳以上』2016）は3歳以上の集団保育の全般的

な質を測定する尺度である。空間と家具，養護，言葉と文字，活動，相互関係，保育の構造という6のサブ

スケールに分類された35の項目につき，各項目に含まれる10前後の指標に基づいて1～7点で評定を行うも

のである。本調査では国公私立幼稚園等6園の5歳児クラスでECERS-3を用いて保育の質評価を実施した。

その結果，各下位項目の評点は順に4.38，5.39，2.87，2.26，4.43，4.81であり，総合点は3.68であった。

総合点の幅は2.31~5.39である。個別に項目ごとの状況を見ていくと，「言葉と文字」「活動」の評点が低い

理由として，生活や遊びの中で，言葉や数・量・形につながる遊具や教材及び活動，教師の関わりの弱さが

見て取れた。ECERS-3による評価は，個別の園ではその数値を手掛かりに質の「底上げ」に活用できる。

数値の根拠を話し合うことで保育者間に共通認識が生まれ，具体的な目標を設定できるからである。「環境

を通しての教育」を分節的に認識し，段階的に質の向上を行うことが可能になる。尺度の国際性に鑑み，日

本の保育を国際比較の俎上に載せることも可能であろう。今回は限られた標本による調査ではあるが，今後

の改善の方向性が示された。 
 
第2節 SSTEWの紹介と実施結果 

本節の目的は，前節のECERS-3に対して，より保育者と子どもたちのやりとりに焦点化して質を捉える

尺度”SSTEW”を使用し，日本の園で評定を行い示唆を得ることである。SSTEWの特徴は，「情緒的な安定・

安心」に加え「ともに考え，深めつづけること」を鍵概念としている点である。試行の2園では，自立や情

緒的安定，コミュニケーションに関する評定結果は比較的高かった一方で，思考や学び，それらの評価に関

する評定結果は低いという結果であった。次期幼稚園教育要領改訂も控え，子どもたちが好奇心・探求心を

持って遊び，探究を重ねて学んでいくことを，保育者がどのように支えていけるか，また，そうした実践を

どのように評価の土壌にあげられるかを検討していく必要があるだろう。日本ならではの保育の特徴，質の

高さをどのように捉えるかという点も課題として残っている。 
 
 
第３章 海外の指標等 

第1節 保育の質評価スケール－SPARK，CLASS－ 

シンガポールの幼稚園の認証評価SPARKと保育の質評価スケールQRSは，2011年に開発，2014年に改

訂した。QRSは①リーダーシップ，②計画作成と管理運営，③教職員のマネージメント，④リソース，⑤

カリキュラム，⑥教育学の6基準20項目168指標で，評定は3段階6点満点である。SPARKは，園長が幼児の

発達と安心・安定（ウェルビーイング）の促進に向け，指導と学び，管理運営と経営プロセスを改善するた

めの正しい評価と支援を提供する。 
クラスルーム評価システムCLASSは，Piantaらが開発し，2008年に発表した。CLASSは，保育者・教

師と子供の相互作用を取り上げ，クラスでの教育活動を評価している点が特徴である。①情動的サポート，

②クラスの構成，③指導的サポートの3領域10次元42項目から構成され，評定は3段階評価7点満点で，訓練

された評価員によって評定される。CLASSの枠組みは現職の専門性発達システムにも適用されており，参

考になるだろう。 
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第2節 幼児教育の成果としての学びや発達の評価指標 

－カリフォルニア州のDRDP(Desired Result Deveropmental Profile) － 

 本節では，成果の質の評価指標として，カリフォルニア州のDRDPを取り上げ，1項では標準化された検

査による成果の評価から観察記録をベースにした評価へと変化した背景，2項では改革の主体や財源から見

たアメリカの幼児教育，3項ではカリフォルニア州の幼児期の学びや発達のシステムと評価指標の概要，4
項では，カリフォルニア州における幼児教育の質向上システムと評価指標であるDRDPから得る日本の幼児

教育への示唆について概説した。 
 
第3節 アメリカにおける保育者の専門性開発の動向 

アメリカの就学前教育の現状と課題を概観し，乳幼児教育重視の政策に転換しつつあり，質の高い保育へ

のアクセスを子供の権利と位置付け，公的資金が投入されるようになった様子を概説した。一方，養成課程

はNAEYCで学士・修士レベルの教員養成課程認定がようやく始まり，公立施設の保育者要件の引き上げに

対応しつつあるところである。次に，州ごとの専門性指標の例として，コロラド州の園評価指標と専門性研

修指標を報告した。指標作成の経緯と，活用事例，養成教育との連携事例を紹介した。キャリアの段階に応

じた専門性指標は研修プログラム認定機関とセットで構想され養成校を組み込んだ取組が特徴的である。 
 
第4節 東アジア圏における幼児教育・保育の質向上策 

東アジア圏の幼児教育・保育の動向で共通するのは，21世紀に入り，幼児教育・保育への公的投資に力

が入り，各国の状況に応じた制度改革を促進するなど，めざましい進展のあったことである。ユネスコ・

OECDなどの国際組織が提唱する就学前教育の重要性と公費投入の必要性，その中で保育の質こそが人々

の生涯発達や格差克服に重要な影響を及ぼすという議論にも正面からキャッチアップしようと国/市民全体

に向けた保育の質向上に取り組んでいることは注目に値する。本節では，日本に隣接する中国・韓国・台湾

と，多言語・多文化傾向の強い香港・マカオ・シンガポールに大きく分け，幼児教育・保育の質向上策の有

様を，公費投入状況，幼保一元化，カリキュラム，保育者，園評価，その他の特色を中心に概観する。 
 
 
第４章 幼児教育の質評価スケールの考案に向けて 

第1節 ECERS-3，SSTEWの結果を受けての評価スケールの検討 

 第2章で取り上げたECERS-3，SSTEWの試行調査の結果を受け，主にSSTEWの項目を取り上げる形で

「幼児教育の質評価スケール（案）」の作成を検討したプロセス等について示している。保育評価スケール，

幼稚園教育要領等を参考に，項目の文言や評点を検討し，主に評点の見直し，文言の見直し，スケール段階

の移動を行い作成した。「幼児教育の質評価スケール（案）」を，2016年9月に協力園で試行的に観察・評定

した。スケールに関する結果と課題は，以下の6点である。①評点の見直しにより，実感との差異が小さく

なった。②項目の一つである「共に考え，深め続けること」は高度だが，今後意識することが望まれる視点

である。③担任１人だけでなく副担任等も考慮する。④高度な項目を3，4歳児で評定できるよう工夫する。

⑤「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関連を検討する。⑥今後信頼性・妥当性を確認する。「幼

児教育の質評価スケール（案）」は未だ検討中のため示していないが，試行調査結果を吟味して改善しつつ，

今後はスケールを利用した研修手法についても検討することが課題である。 
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第2節 試行結果からの考察と課題 

 評価指標の試行に評価者として参加した経験から考察を行った。保育者と子供の関わりや，子供の学びを

促進する保育プロセスを評価する指標を持つことは，保育の質の担保と向上に一定の効果が期待できる。保

育者と評価者双方にとって，研修ツールとしての活用可能性は十分にある。しかし，日本の保育のダイナミ

ズムの中で，目の前で行われている保育者の関わりをどのように評価できるか，慎重な検討が必要である。

保育者の連携，発達の時期にふさわしい援助の質，間接的援助や子供たち自身が展開する活動と援助の関係

性等，日本の保育の特徴を踏まえた評価指標を検討・作成することは大きな課題である。評価は実践にとっ

て意味あるものとして返っていくべきであり，更なる質の向上へ向けての手掛かりとなることが重要である。

幅広い保育行為に含まれる教育的意図について，保育者と評価者が評価指標を起点として共に語り合い，意

味を捉え直すプロセスも含めた活用方法を提案することが望まれる。 
 
 



 

 

「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究： 

主体的・対話的で深い学びのための 

教員養成・研修プログラムに関する調査報告書」の概要について 

 

1．調査研究の目的・概要 

（1）調査研究の目的 

21世紀を生き抜く子供たちの資質・能力育成など，新たな教育課題に対応できる教員の職

能開発のために，養成・採用・研修の一体的改革が進められている。中でも「主体的・対話

的で深い学び」の視点に立った授業改善など，「新たな学び」をデザインできる教員の実践

的指導力の育成が重要課題となっている。指導力育成には理論と実践の往還が重要だと言わ

れ，実際に往還を支える教育委員会・学校・大学の連携による教員養成・研修プログラムも

増えてきている。そこで本研究では，継続的な授業改善を行うことができる「学び続ける教

員」の育成を目指した教員養成・研修プログラムの特徴と，それを支える養成・研修システ

ム（体制）の特徴を明らかにすることを狙った。 

 

（2）調査研究の概要 

本研究では，教職大学院や大学と教育委員会・学校の連携によって，教員や教員候補者（以

下「教員」と総称）が学習理論と授業実践を往還しながら学ぶことができる養成・研修プロ

グラムを調査し，「学び続ける教員」の育成に必要なプログラムとシステムの特徴を同定し

た。調査対象は，表1の機関によるプログラムである。調査は，政策文書調査，学習科学の

文献レビューや全国都道府県・政令指定都市の研修体系等の文書調査，教職大学院など国内

外の教員養成事例調査，国内7自治体の大学との連携による教員研修事例調査で行った。 

  【研究期間：平成27～28年度，研究代表者：大杉昭英（初等中等教育研究部長）】 
 

表 1. 本研究の調査対象 

概要 対象機関 対象者 連携 

海外の教員養成 トロント大学OISE 学部生・大学院生・教員 大学×学校 

教職大学院の教員養成 福井大学教職大学院 大学院生（現職院生含む） 大学・大学院

×教育委員

会・教育セン

ター×学校 

静岡大学教職大学院 大学院生（現職院生含む） 

教育委員会の教員研修 東京大学CoREF×埼玉県，鳥取県教委 若手・中堅教員 

教育委員会間の交流 東京大学CoREF×7自治体 教員・教育行政関係者 

 

2．研究成果の概要 

（1）全国都道府県・政令指定都市の教員スタンダードと研修プログラム 

都道府県・政令指定都市の教員スタンダード（教師像等）と研修プログラムをHP等各種文

書から検討したところ，初任者研修については2，3年目研修などフォローアップを行う機関

が全体の70.1％あり，持続的な学習機会が用意されていた。教師像もほぼ全ての機関が設定



していたが，「学習者の学びをデザインする教員」としての役割を強調する機関や，教師像

を年次ごとの研修プログラムと関連付けて達成目標を定めている機関は少なかった。 

 

（２） 学習科学における教師教育研究 

教師教育に関する学習科学研究を概観し，プログラムの質向上と，それを包含するシステ

ム全体の質双方を検討対象にする重要性を確かめた上で，次の二つの研究仮説を設定した。 

1. 教師教育のプログラムでは，授業づくりを共通課題とし，各教員が仮説を作り，実践で

の学習者の学びの事実に焦点化して仮説を吟味し，各自の授業デザイン原則や理論づく

りにつなげ，学びについての理解を深めることが重要である。 

2. 同じ内容のプログラムでも，学びの持続性（学び続ける機会があるか）・重層性（多様な

レベルの支援が得られるか）・発展性（受講者間の交流につながるか）を保証する観点で

プログラムをデザインしシステムを形成した方が「学び続ける教員」を生み出しやすい。 

 

（3）国内外の教員養成事例 

国外の教員養成例として，同一機関内に複数の異なる特徴のプログラムを持つカナダのト

ロント大学オンタリオ教育研究所（OISE）を調査した。表2に四つのプログラムの概要をま

とめた。調査の結果，教員養成の修士レベル化に伴って，①，②のプログラムが廃止される

一方で，最も成果を上げている③のMA-CSEをモデルとして定員を拡大したことがわかった。

③の成功要因として，受講者（大学院生）が実習先の実験校にて学習科学の理論に基づいて

授業実践・評価のサイクルを経験できること（仮説1），及びその過程が研究者と教員の建設

的に学び合うコミュニティによって支えられていること（仮説2）が大きいと推察された。 
 

表2．トロント大学OISEの教員養成プログラムの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内は，現場体験重視の福井大学教職大学院と，理論や授業法重視の静岡大学教職大学院

（教育方法開発領域）という対照的な2機関を調査した。福井大学は図1のとおり現職院生と

学部卒院生を分け，拠点校で学校の課題や生活を体験・記述させ，定期的なカンファレンス

等で共有し異視点から語り合うことを通じて実践的な理論に育てていくことを狙っていた。

静岡大学は図2のように院生を分けずに理論と授業法を学習後（図2下），1年次はチームで共

通の授業をデザイン・実践・評価し，2年次は個別にアクションリサーチの実践を行う（図2

上）ことで理論と実践の融合（図2右）を狙っていた。成果として，福井大学は教職の基礎



となる省察と協働の習慣，静岡大学は協働での授業づくりを介した授業法の原理的理解が身

に付き得ることが示唆された。次の課題として，前者は教科教育との連携など受講者間で共

通の授業について語り合う機会・場の設定，後者は授業を理論や各学校での変革に結び付け

ることを挙げており，いずれも「理論と実践の対話を通した結び付け」を志向していた（仮

説1）。 

 

  
図1．福井大学教職大学院プログラム概要 図2．静岡大学教職大学院プログラム概要 

 

（4）大学と教育委員会等の連携による教員研修事例 

複数の研修プログラムを比較対照するために，埼玉県と鳥取県が東京大学大学発教育支援

コンソーシアム推進機構（CoREF）と連携して展開するほぼ同内容の教員研修プログラムを

検討した。表3に見るとおり，双方とも「知識構成型ジグソー法」という一つの授業の型を

活用した研修を行っているものの，埼玉県による高等学校教員対象の研修は，1）授業をデ

ザインし実践して振り返るというサイクルを2回まわすことで，継続的な授業改善の習慣を

身に付け（仮説1），2）それを支えるために複数の研修や研究連携事業を多面的に展開・連

携することで，様々なライフステージにある教員が互いを学びのリソースとしながら継続的

に学びを深めるためのシステム形成を行っている（仮説2）という特徴が見いだされた。 

 

表 3. 埼玉県と鳥取県の授業づくりに関わる教員研修プログラムの特徴 

 埼玉県 鳥取県 

教員自身の授業づくりに関して 

授業の型の提供 あり（「知識構成型ジグソー法」） 

デザインと振り返り デザイン・振り返り両方（2回） デザイン・振り返り（1回） 

教員自身の理論づくりに関して 

理論と体験（力点・順序） 理論⇒実践体験⇒自分の理論 理論⇒実践体験 

客観データと主観的解釈 客観データ・主観的解釈 

教員間及び研究者等との対話に関して 

共通課題と個別課題 授業の型は共通課題，授業の内容自体は各教員で個別課題 

持続性が保証されているか 受講者の3割が別事業に継続 ─ 

重層性が保証されているか マイスター，指導主事，研究開

発員，管理職，受講者の五層 

マイスター，メンター，受

講者の三層 

発展性が保証されているか 上記五層の関係者の対話を通し

てALの質の向上や日常化 

メンターが中核となってAL

の日常化の可能性 



上記2県を含め，同様の取組を展開する計7県の自治体が互いの成果や課題を共有し交流す

る試み（交流会）を行ったところ，どの機関も単に研修プログラムの質を向上させるだけで

なく，他の研修プログラムとの連携や，受講者同士あるいは多様な立場の関係者同士のネッ

トワーキングの促進を図るシステム面の改善案が生まれた。図3は，交流会前の鳥取県にお

ける研修や事業相互の関連性であり，図4が交流会で着想を得た翌年度の関連性である。こ

れらの改善案はいずれも仮説2に該当するような，受講者の学びの持続性や重層性等を保証

する目的を持ちながら，その具体策は，各県の状況やニーズ，これまでの経緯に応じて多様

であり，その多様性が各機関の更なる学びにつながり得ることが示唆された。 

 

  
図 3．鳥取県の平成 27 年度の研修システム 図 4．平成 28年度の研修システム 

 

（5）成果のまとめ 

成果を総括すると，子供の「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業をデザインする

力量を教員が身に付けるために，教員自身が「主体的・対話的で深い学び」に従事できる教

員養成・研修プログラムが必要であること，及び，そのプログラムが埋め込まれる教職大学

院・学校現場・自治体の連携や研修体系などのシステム面のサポートが必要であること，更

にこうしたシステムをデザインするために教育行政関係者や研究者，管理職等も「主体的・

対話的で深い学び」に従事する必要があることが示唆され，設定した2つの仮説を支持する

結果を得た。 



研究報告書『公立学校教員の管理職昇進に関する研究 

—「学校教員統計調査」の二次分析による現状把握—』の概要について 

 

 

１．調査研究の概要 

本報告書は，プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研

修に関する総合的研究」に設置された「管理職移行時の課題調査チーム」としての研究成果で

ある。本チームでは，学校教員が管理職に昇進する際の課題を探る前提として，学校管理職へ

の昇進状況に着目した。従来よりも深くかつ全体的な現状把握を行うために，文部科学省「学

校教員統計調査」の調査票情報1（生データに近い情報）を二次分析した。 

具体的には，次の三つの点を取り上げて，公立の小学校，中学校，高等学校の状況につい

て分析を行った。 

①近年における公立学校管理職の年齢層の変化 

平成20（2008）年に新設された主幹教諭の導入状況に着目して，年齢分布や昇進し

た年齢等について比較しながら分析した。 

②公立学校における管理職への昇進状況の地域による違い 

都道府県単位の地域による昇進年齢の違い等を確認し，地域別の状況を分類した。 

③学校管理職に昇進した教員の属性 

データから観察可能な様々な属性について，管理職に昇進する確率が相対的に高い

又は低い属性について分析した。 

【研究期間：平成27～28（2015～2016）年度，研究代表者：大杉昭英（初等中等教育研究部長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）近年における公立学校管理職の年齢層の変化 

近年においては，公立学校教員全体としての高齢化傾向が見られる中，若手教員の増加に

よる若返りも始まりつつあるという傾向が，どの学校種でも確認された。このことは，主幹

教諭の有無に関係なく見られた傾向だが，特に主幹教諭が導入された地域で顕著に見られ

た。一例として小学校での状況を示すと，図1のようになる。 

これに伴い，どの学校種でも管理職においても高齢化が見られた。ただ，管理職が高齢化す

る中で，小学校及び高等学校では，主幹教諭を導入した地域では比較的若い層からの登用する

余地を残すような管理職の若返り傾向も僅かながら見受けられた。この傾向の一例として，小

学校の校長の年齢構成を図2，教頭級（副校長・教頭）の年齢構成を図3で示した。平成25（2013）

年時点で主幹教諭が導入されていない地域に比べて導入されていた地域の方が，それぞれの

役職での最も若い年齢層（校長では50歳以下，教頭級では45歳以下）での割合は高くなって

いた。ただ，中学校では，管理職の若返り傾向を示唆する状況が見られなかった。 

                             
1 3年おきの調査であり，今回の研究では平成16（2004）年，平成19（2007）年，平成22（2010）
年，平成25（2013）年に調査されたデータを用いた。 



図1 小学校全教員の年齢構成の推移（主幹教諭の導入状況別） 

 

出所：文部科学省「学校教員統計調査」より作成 

 

図2 小学校校長の年齢構成の推移（主幹教諭の導入状況別） 

 

出所：文部科学省「学校教員統計調査」より作成 

 

図3 小学校教頭級の年齢構成の推移（主幹教諭の導入状況別） 

 

出所：文部科学省「学校教員統計調査」より作成 

 

（２）公立学校における管理職への昇進状況の地域による違い 

学校管理職の背景にある全教員の平均年齢の変化状況から，大都市を多く抱える地域では

教員の若返りが進んでいた反面，過疎地を多く抱える地域ではこのような教員の世代交代が

それほど進んでいなかったという傾向が大まかに見られた。このことは，どの学校種でも該当

していたが，参考例として小学校での地域分類（相対的な位置付け）を図4に示した。 
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図4 全教員平均年齢の相対的な位置付け（小学校） 

 

出所：文部科学省「学校教員統計調査」より作成 

注：全国平均を基準とした相対的な位置付けを4分類で示したもので， 

各分類の中における都道府県名の位置は順不同である。 

 

また，校長及び教頭級の平均年齢の分布やこれらの役職への登用が始まる年齢層（若年1割

平均年齢）の分布から，地域によって様々なパターンが見られることも示された。その中で，

それぞれの役職の平均年齢と登用が始まる年齢層との間には，共通したパターンが見られや

すいことも明らかになった。 

 

（３）学校管理職に昇進した教員の属性 

平成25（2013）年時点における学校管理職に昇進した教員の属性を見るために，ロジステ

ィック回帰分析を行った。その結果から管理職に昇進する確率が相対的に高い属性や低い属

性の全国的傾向は，表1のように整理できる。 

 

表1 学校管理職に昇進した教員の属性傾向 

 

北海道

青森 岩手 秋田 山形 福島

栃木 群馬 新潟 福井 山梨

長野 鳥取 島根 山口 愛媛

平成16年 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 宮城 茨城 徳島 高知 大分 平成16年

全国平均 全国平均

より低い 岐阜 静岡 滋賀 沖縄 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 より高い

石川 愛知 三重 京都 大阪

兵庫 奈良 和歌山 岡山 広島

香川 福岡

期間中の変化が全国平均より低い

相対的に高いまま

相対的に低下傾向

相対的に上昇傾向

相対的に低いまま

期間中の変化が全国平均より高い

昇進する確率が 昇進する確率が

相対的に高い属性 相対的に低い属性

小学校 年齢上昇※ 女性※

教員養成系大学出身 社会人経験あり

専修免許保有＊ 二種免許保有

中学校免許併有

高等学校免許併有

中学校 年齢上昇※ 女性※

教員養成系大学出身 社会人経験あり

専修免許保有 二種免許保有

小学校免許併有

社会科免許保有

保健体育科免許保有

高等学校 年齢上昇※ 女性＊

専修免許保有＊ 社会人経験あり

中学校免許併有

数学科免許保有

理科免許保有

注：※付きの属性は，ほぼ全地域に共通して見られることを示し，

　　 ＊付きの属性は半数強の地域で見られることを示す。



また，都道府県単位で見た地域別に同様の分析をしたところ，ほぼ全ての地域で全国的な傾

向と一致した傾向が見られた属性も一部で見られたものの，全体的に見ると必ずしも全国的

な傾向と一致しない属性が多くなっていた。 

 

 

 



 

 

「諸外国における教員の資質・能力スタンダードに関する 

調査研究報告書」の概要について 

 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

これからの時代に求められる資質・能力を培うためには教育内容・方法の革新が必要であ

り,それを担う教員の養成・採用・研修の改革が喫緊の課題であるとする教育再生実行会議

「これからの時代に求められる資質・能力と,それを培う教育,教師の在り方について（第七

次提言）」（平成27年５月14日）が出された。この提言を受けた中央教育審議会「これからの

学校教育を担う教員の資質能力の向上について―学び合い，高め合う教員育成コミュニティ

の構築に向けて（答申）」（平成27年12月21日）では，高度専門職業人としての教員に共通に

求められる「教員育成指標」について，「高度専門職業人として教職キャリア全体を俯瞰し

つつ，教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能力の明確化のため，各都道

府県等は教員育成指標を整備する」こととされている。一方，諸外国では，教員の資質・能

力スタンダードを開発し，養成，採用，研修等の指標として活用しているところも多い。 

そこで，本調査研究では，諸外国における教員の資質・能力スタンダードの現状や課題に

ついて比較研究を行うことを通して，養成，採用及び研修の基準として教員育成指標を構想

していく上での示唆を得ることを目的とする。 

 

（２）調査研究の概要 

諸外国における教員の資質・能力スタンダードの調査に当たっては、各国の教育の専門家

による調査研究、及び、研究会やメール等を活用した比較・分析を行った。対象国は，イギ

リス，ドイツ，フランス，フィンランド，アメリカ，オーストラリア，ニュージーランド，

シンガポール，韓国の９か国である。なお、幼児教育（アメリカ,イギリス,ドイツ,中国）

についての概要も整理した。 

【研究期間：平成27～28年度，研究代表者：大杉昭英（初等中等研究部長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）教員の資質・能力スタンダードの国際的な動向 

   諸外国ではどのような教員の資質・能力スタンダードが設定され，いかに活用されているのだ

ろうか。対象国における教員の資質・能力スタンダードの有無について示したのが，表1である。

教員を対象としたものはフィンランドを除く８か国で，管理職を対象としたものはドイツ，フラ

ンス，フィンランドを除く６か国で開発されていた。なお，資質・能力スタンダードは，大きく

は，教員一般として設定している国及び初任・普通・熟達教員など熟達のレベルを設けている国



があった。管理職については，校長のみ及び職階や校種ごとの設定の国があった。  

 

表１ 教員，管理職の資質・能力スタンダードの有無 

 教員の資質・能力スタンダード 管理職の資質・能力スタンダード 

イギリス 教員 校長 

ドイツ 教員 設定なし 

フランス 教職員 設定なし 

フィンランド 設定なし 設定なし 

アメリカ 教員 校長，教員リーダー 

オーストラリア 教員（新卒，熟達，高度熟達，主導的立場） 校長 

ニュージーランド 教員（教員養成，教員登録，初任教員，教員，

熟達教員） 

校長（初等，中等），教頭等 

シンガポール 教員（初任～普通〔3 段階〕，上級，熟達教員） 校長，副校長，部局長，教科・学年主任 

韓国 教員（主席教師,栄養教師,保健教師,司書教師,

特殊学校教師,相談教師等を含む） 

校長，教頭 

 

教員の資質・能力スタンダードの活用については，表２のように，国によって多様な取組がみ

られた。養成段階では，教員資格取得（イギリス・オーストラリア・ニュージーランド）の基準，

教員免許（アメリカ）の基準，教職課程の編成（ドイツ）や認定（イギリス・アメリカ）の基準

としての活用があった。採用段階では，教員採用試験（フランス）の基準，試補終了時の能力（イ

ギリス・ドイツ・ニュージーランド）を判断する基準としての活用があった。現職段階では，職

能開発（イギリス・アメリカ・ニュージーランド・シンガポール・韓国）の指針，教員評価（イ

ギリス・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・韓国）の基準として，

その他，学校監査（イギリス），不適格教員同定（イギリス），教員登録認定（ニュージーランド）、

教員登録更新（オーストラリア）の基準としての活用があった。特に，イギリス，アメリカにお

いては，養成・採用・現職の教職キャリア全体を見通したスタンダードが開発されていた。 

 

表２ 教員の資質・能力スタンダードの役割・機能 

 養成・採用レベル 現職レベル 

イギリス 教員資格取得，教職課程認定，試補終了時評価 職能開発，教員評価，学校監査，不適格教員同定 

ドイツ 教職課程編成，試補終了時評価  

フランス 教員採用試験  

フィンランド   

アメリカ 教職課程認定，教員免許 職能開発，教員評価 

オーストラリア 教員資格取得 教員評価，教員登録更新 

ニュージーランド 教員登録認定，試補終了時評価 職能開発 

シンガポール  職能開発，教員評価 

韓国  職能開発，教員評価 

 



（２）教員の資質・能力スタンダードの形式と内容 

  ①教員の資質・能力スタンダードの形式 

 形式面の特徴については、第一に，教員を対象に設定されている資質・能力スタンダードの数

に着目してみると，スタンダード１，２，３……として設定されている数は、対象国においては

６項目から14項目まであった。第二に，教員の資質・能力スタンダードは，1)学習指導，2)生活

指導（韓国）など、内容的なまとまりに従って領域に分け,その対応関係がわかるように示して

いる国が多かった。第三に，教員の資質・能力スタンダードに加え，それぞれの基準に下位の項

目を設けたり，ルーブリック（評価基準表）を作成したりしている国があった。 

  ②教員の資質・能力スタンダードの内容 

 内容については，1)学習指導，2)生徒指導・生活指導，3)教員としての態度・倫理に関するも

のがあった。1)学習指導では，学習者と学習，教科等の内容，授業の計画と実施，評価などに関

するもの、2)生徒指導・生活指導については，人格の発達，主体的な決定や判断，課題やニーズ

への対処・情報提供，規則正しい生活習慣、問題行動の予防などに関するもの、3)教員としての

態度・倫理については，教職の理解、義務と責任，職務の遂行，学校全体の活動への参画，保護

者や地域との協力・協働，自己研鑽や職能形成などに関するものがあった。 

 

（３）教員の資質・能力スタンダードの示唆的な事例 

①教職キャリア全体をカバーする基準を設定している事例 

   イギリスとアメリカにおける教員の資質・能力スタンダードは，教職キャリア全体を視野に入

れ，養成，採用，現職のそれぞれの段階で幅広く活用できるように設計されていた。アメリカの

InTASC(Interstate Teacher Assessment and Support Consortium)スタンダードは，「パフォーマ

ンス」「本質的な知識」「重要な性向」及び「学習の発展」を示すことで，教員の熟達の道筋が具

体的にイメージできるようになっていた。教職キャリアを見通して，目指す教員像，評価の基準，

職能成長の指針として幅の広い活用ができるようにデザインされているといえる。 

  ②熟達のレベルに分けて基準を示している事例 

   教員を幾つかの熟達のレベルに分けて基準を示している事例には，オーストラリア（新卒，熟

達，高度熟達，主導的立場），ニュージーランド（初任教員，教員，熟達教員），シンガポール（初

任～普通〔３職階〕，上級，熟達教員）などがあった。このように，基準を段階的に示すと，上の

レベルの熟達を目指すには，何がどこまで求められるのかといった次の段階の到達目標がわかり，

自己啓発や職能開発を進めていく上での指針として機能するものといえる。 

③シンプルな基準へ修正した事例 

イギリスでは，当初策定された2007年の基準では詳細すぎるとの問題が提起され，2010年のシ

ンプルな教員スタンダードに改訂されることになった。スタンダードは，詳細に項目を設定する

と，確かに教員に必要な知識や技能などを網羅的に記述できる。その一方で，要素主義に陥りが

ちでトータルな資質・能力像として捉えにくく，裁量の幅を狭め教員の実践の自由度を制限する。

また，項目数が多いため評価を実施するために過大な労力と作業が必要となる。このような背景

のためか，対象とする国では資質・能力スタンダードの数は10前後に抑えられていた。 
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「学校組織全体の総合力を高める教職員配置とマネジメントに 

関する調査研究報告書」の概要について 

 

１．調査研究の目的 

 
（１）調査研究の目的 
 

新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程を計画・実施するとともに，複雑化・多様

化した課題を解決し，教員が子供と向き合う時間を確保するために「チームとしての学校」が求

められている。この「チームとしての学校」が機能するためには，校長のリーダーシップの発揮

やマネジメント機能を今まで以上に強化するとともに，学校における教職員等指導体制（教職員

の配置や分業・協業体制）の再構築が不可欠であり，中央教育審議会等の場でも議論されてきた。 

これらの政策上の課題の解決のためには，「チームとしての学校」を推進する校長の資質・能力

の構造がどのようなものであり，それらをどのように育むことが出来るのか，リーダーシップの

発揮によって学校を変えられるという校長の信念（リーダーシップ効力感）や職に対する校長の

満足度（職務満足度）をどのように高めることが出来るのかといった点に関するエビデンスと，

教職員等指導体制の再構築に向けた選択肢の提案が求められていると言えよう。 

そこで，本調査研究では，①校長の資質・能力習得度，リーダーシップ効力感，職務満足度を

高める施策の検討に資するため，それらに影響を与える要因を明らかにする調査研究（国内研究）

と②教職員等指導体制の再構築に向けた施策の検討に資するため，諸外国の学校の役割と教職員

等指導体制の比較研究（海外比較研究）を実施した。以下に二つの調査研究の概要と主な結果を

示す。 

本調査研究は，「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研

究(代表者：大杉昭英初等中等教育研究部長，研究期間：平成 27～28年度)」の一部である。 

 

２．研究成果の概要 

 
（１）校長の資質・能力と職能成長に関する調査研究 
 

国内研究では，「チームとしての学校」を推進する校長の資質・能力習得度尺度，リーダーシッ

プ効力感尺度，職務満足度尺度を開発するとともに，それらを活用し，校長の資質・能力習得度，

リーダーシップ効力感，職務満足度に影響を与える要因を見出す作業を行った。さらに，校長と

して必要な資質・能力を身に付ける上での多様な機会の有益性に対する認識（成長機会の有益度）

及びキャリア・ステージごとの大学院での学習に対する期待について分析を行った。 

調査時期は，平成 28 年 11 月 14 日から平成 28 年 12 月 9 日であり，全国の 1,795 人の校長に

対してアンケート調査「校長の資質・能力と職能成長に関する調査」を実施した。全国の校長の

職務意識を反映するように母集団の小学校／中学校比，都道府県ごとの構成比に比例するように

都道府県ごとの調査対象校数を決定した。そして，最初の調査対象校をランダムに選んだ後に等

間隔で調査対象校を抽出し，当該校の校長に調査協力を依頼した。有効回収数：1,065 人，有効

回収率：59.3％であった。アンケート調査項目の構成を【表１】に示す。 
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 【表１ アンケート調査項目の構成】 

分類 調査内容 調査の背景 質問内容 

(ⅰ) 資質・能力習得度(校長が身に付け

ている資質・能力)と校長の属性，

経歴，学校組織・環境，学校の連

携・協働との関連性 

「チームとしての学校」を推進

する校長の資質・能力の向上が

求められている。 

校長に必要とされる資質・能

力，習得している資質・能力 

(ⅱ) リーダーシップ効力感(リーダー

シップを発揮できる，あるいはリ

ーダーシップによって学校が変わ

るという校長の信念)と校長の属

性，経歴，学校組織・環境，学校の

連携・協働との関連性 

「チームとしての学校」を率い

る校長には，これまでの学校文

化を見直し，学校改善を推進し

ていくことが求められることか

ら，高いレベルのリーダーシッ

プ効力感が求められている。 

リーダーシップ効力感 

(ⅲ) 職務満足度(職に対する満足）と校

長の属性，経歴，学校組織・環境，

学校の連携・協働との関連性 

校長に優秀な人材を確保するた

め，職務満足度の向上が求めら

れている。 

職務満足度 

(ⅳ) 校長として必要な資質・能力を身

に付ける上での多様な機会に対す

る認識(成長機会の有益度)及びキ

ャリア・ステージごとの大学院で

の学習に対する期待 

校長の資質・能力向上のための

重要な機会の一つとして大学院

教育への関心が高まっている。 

校長を志望した時期・動機，成

長機会の有益度，キャリア・ス

テージごとの大学院での学習

に対する期待 

 

（ⅰ）校長の資質・能力習得度 

「チームとしての学校」を推進する校長の資質・能力を高めるための方策を検討する上で，そ

の資質・能力の構造を明確化するとともに，それに影響を与える要因を明らかにすることが必要

である。そこで，校長が習得している資質・能力を測定する変数(観測変数)を，因子分析によっ

て，【表２】のとおり，『教育政策実施力』（教育政策動向を踏まえ適切に学校を管理する力），『ビ

ジョン実現力』（ビジョンを構想し実現する力），『補佐職協働力』（事務職員等と連携する力），『外

部信頼構築力』（地域・保護者等と連携し信頼を構築する力），『協働的環境醸成力』（教職員の働

きやすく協働的な環境を醸成する力）の５因子に要約した。 

  

【表２ 資質・能力習得度の因子】 

因子 観測変数 

教育政策実施力 「国，地方の教育施策に関する知識」，「教育法規（勤務・服務等含む）に関する知識」等 

ビジョン実現力 「学校のビジョンを構想する力」，「学校のビジョンを周りに説得する力」等 

補佐職協働力 「事務職員と連携する力」，「養護教諭と連携する力」等 

外部信頼構築力 「地域・保護者と連携・協働する力」，「外部からの苦情処理対応能力」等 

協働的環境醸成力 「教職員の働きやすい環境を作る力」，「校内の協働的な雰囲気を作る力」等 

※それぞれの観測変数に関して，どの程度習得していると思うか，「１：全く身に付けていない」，「２：余り身に

付けていない」，「３：どちらともいえない」，「４：ある程度身に付けている」，「５：とても身に付けている」

の５件法で質問し，その結果を因子分析した。 
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続いて，５因子のうち，『教育政策実施力』及び『ビジョン実現力』に注目し，これらにどのよ

うな要因が影響を与えているかを把握するため，下位尺度得点(それぞれの因子に含まれる観測

変数の得点の平均値)を被説明変数とした重回帰分析を行った。【表３】に示す，【校長の属性に関

する変数】，【校長の経歴に関する変数】，【学校の学校組織・環境に関する変数】，【学校の連携・

協働に関する変数】といった四つの群，合計 22の変数を説明変数として投入した。 

 

【表３ 説明変数】 

 

『教育政策実施力』下位尺度得点を被説明変数とした分析の結果を【表４】に示す。四つの推

定モデルはいずれも１％水準で有意である。＜モデル１＞では，「40代前半までに校長志望」，「小

学校勤務」の変数が１％水準で有意である。＜モデル２＞では，「自主的なサークル・学会等での

学習機会」，「書籍等からの知見」が１％水準で有意である。また，「教育委員会勤務経験」が 10％

水準で有意である。＜モデル３＞では，「教育長支援有用感」が５％水準で有意である。 

四つの分析モデルを通して，「40 歳代前半までに校長志望」，「自主的なサークル・学会等での

学習機会」，「書籍等からの知見」の変数はいずれも１％水準で有意であることが確認できる。（以

下では，結論のみ示す。） 

 

（ⅰ）校長の資質・能力習得度に関わる主な結果 

『教育政策実施力』については，40歳代前半までの校長志望者 1，自主的なサークルや学会

等での学習が成長機会として有益であったと認識している，書籍等からの知見が成長機会とし

て有益であったと認識している場合ほど，自己評価が高いことが分かった。 

『ビジョン実現力』については，40歳代前半までの校長志望者，自主的なサークルや学会等

での学習が成長機会として有益であったと認識している，書籍等からの知見が成長機会として

有益であったと認識している場合ほど，自己評価が高いことが分かった。 

 

 

                             
1 40 歳代前半までの校長志望者は，他の校長と比較して，校長志望動機として「分掌主任時の学校運営の面白さの実感」，「理

想の学校管理職との出会い」，「自分の理想の学校を創りたいという気持ち」という動機を指摘する傾向があるとともに，「周り

に進められた」，「誰かが引き受けなければと思った」という動機を指摘しない傾向にある。 

【校長の属性に関する変数】 

40 代前半までに校長志望（ダミー変数），小学校勤務（ダミー変数），女性校長（ダミー変数），年齢 

【校長の経歴に関する変数】 

社会教育主事経験（ダミー変数），教育委員会勤務経験（ダミー変数），校長としての勤務年数，現任校での

校長としての勤務年数，自主的サークル・学会等での学習機会（ダミー変数），書籍等からの知見（ダミー変

数），大学院派遣研修経験（ダミー変数），（独）教員研修センターの研修経験（ダミー変数），教育センター

等での長期研修員経験（ダミー変数） 

【学校の学校組織・環境に関する変数】 

学級数，教育関係者メンター数，家族・地域住民等メンター数，主幹教諭設置（ダミー変数），事務職員有用

感，教育長支援有用感 

【学校の連携・協働に関する変数】 

学校地域連携（ダミー変数），地域コーディネーター（ダミー変数），小中一貫教育（ダミー変数） 
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【表４ 『教育政策実施力』下位尺度得点を被説明変数とした重回帰分析結果】2 

  属性 経歴 組織・環境 連携・協働 

  ＜モデル１＞ ＜モデル２＞ ＜モデル３＞ ＜モデル４＞ 

  B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差 

40歳代前半までに校長志望 .163 .030 ** .141 .031 ** .130 .037 ** .148 .043 ** 

小学校勤務 .086 .030 ** .075 .031 * .068 .037 + .028 .043   

女性 .070 .043   .031 .044   .034 .051   .029 .059   

年齢 -.001 .006   .009 .007   .006 .009   .008 .011   

社会教育主事経験       .026 .051   .006 .058   .065 .077   

教育委員会勤務経験       .054 .030 + .053 .037   .045 .044   

校長としての勤務年数       -.010 .007   -.009 .008   -.018 .010 + 

現任校での校長としての勤務年数       -.006 .015   .000 .018   .012 .021   

自主的サークル・学会等での学習機会       .115 .030 ** .118 .036 ** .127 .043 ** 

書籍等からの知見       .159 .035 ** .155 .043 ** .155 .052 ** 

大学院派遣研修経験       -.008 .051   -.036 .059   -.011 .068   

（独）教員研修センターの研修経験       .042 .031   .057 .036   .052 .043   

教育センター等での長期研修員経験       .033 .039   .022 .047   .027 .057   

学級数             .001 .003   .002 .003   

教育関係者メンター数             -.005 .003   -.005 .004   

家族・地域住民等メンター数             -.004 .005   -.005 .006   

主幹教諭設置             -.036 .043   -.062 .049   

事務職員有用感             .037 .025   .035 .029   

教育長支援有用感             .056 .028 * .036 .033   

学校地域連携                   .019 .055   

地域コーディネーター                   .052 .048   

小中一貫教育                   .046 .045   

定数 3.724 .354   2.961 .417   2.831 .519   2.772 .621   

調整済み R2 0.036   0.082   0.081   0.073   

N 1027   978   710   545   

**p＜0.01，*p＜0.05，+p＜0.1 

 

（ⅱ）リーダーシップ効力感 

「チームとしての学校」を率いる校長には，これまでの学校文化を見直し，学校改善を推進し

ていくことが求められることから，高いレベルのリーダーシップ効力感が必要である。そのため

には，リーダーシップ効力感の構造を明確化するとともに，それに影響を与える要因を明らかに

                             
2 ＜モデル１＞は，【校長の属性に関する変数】のみを投入した。＜モデル２＞は，【校長の属性に関する変数】を統制し，【校

長の経歴に関する変数】を投入した。＜モデル３＞は，【校長の属性に関する変数】，【校長の経歴に関する変数】を統制し，【学

校の学校組織・環境に関する変数】を投入した。＜モデル４＞は，【校長の属性に関する変数】，【校長の経歴に関する変数】，【学

校の学校組織・環境に関する変数】を統制し，【学校の連携・協働に関する変数】を投入した。以下も同様の分析を行った。 
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することが必要である。そこで，リーダーシップ効力感を測定する変数(観測変数)を，因子分析

によって，【表５】のとおり，『地域協働』（地域協働を推進できた自信），『授業改善』（授業改善

を推進できた自信），『生徒指導』（生徒指導体制を構築できた自信），『多様性対応』（多様性に対

応する体制を構築できた自信）の４因子に要約した。 

 

【表５ リーダーシップ効力感の因子】 

因子 観測変数 

地域協働 「保護者や地域住民に対して，学校の教育方針を説明し理解してもらうことができた」，「保

護者や地域住民とともに，地域で育む子供像について話し合い，合意形成を図ることができ

た」等 

授業改善 「アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた授業改善を進めることができた」，「カリキュラ

ム開発をリードできた」等 

生徒指導 「いじめ・不登校などの生徒指導上の課題対応に向けた組織体制を構築できた」，「特別支援

教育の課題対応に向けた組織体制を構築できた」 

多様性対応 「貧困な家庭の子供の学力向上に向けた組織体制を構築できた」，「多様な専門性を持った職

員を有機的に結び付ける仕組みを作ることができた」 

※それぞれの観測変数に関して，自校に赴任してから今日までを振り返りどの程度当てはまるか，「１：全く当て

はまらない」，「２：余り当てはまらない」，「３：どちらともいえない」，「４：ある程度当てはまる」，「５：と

ても当てはまる」の５件法で質問し，その結果を因子分析した。 

 

続いて，４因子のうち，『地域協働』及び『授業改善』に注目し，これらにどのような要因が影

響を与えているかを把握するため，下位尺度得点(それぞれの因子に含まれる観測変数の得点の

平均値)を被説明変数とした重回帰分析を行った。 

 

（ⅱ）リーダーシップ効力感に関わる主な結果 

『地域協働』についてのリーダーシップ効力感については，勤務校が小学校である，自主的

なサークルや学会等での学習が成長機会として有益であったと認識している，勤務校に学校支

援地域本部や地域学校協働本部が置かれている，勤務校が小中一貫教育を実施している場合ほ

ど，学校規模が小さいほど，家族や地域住民等(配偶者，親，友人，近所の人等)のメンター数

が多いほど，教育長からの支援の有用感が高いほど，効力感が高いことが分かった。 

『授業改善』についてのリーダーシップ効力感については，40歳代前半までの校長志望者，

女性，自主的なサークルや学会等での学習が成長機会として有益であったと認識している，書

籍等からの知見が成長機会として有益であったと認識している場合ほど，現任校での校長とし

ての勤務年数が長いほど，教育長からの支援の有用感が高いほど，効力感が高いことが分かっ

た。 

 

（ⅲ）職務満足度 

校長に優秀な人材を確保する上では，職に対する魅力の向上を図り，職務満足度を高めること

が望まれる。そのためには，職務満足度の構造を明確化するとともに，それに影響を与える要因

を明らかにすることが必要である。そこで，職務満足度を測定する変数(観測変数)を，因子分析

によって，【表６】のとおり，『仕事関連満足』（仕事のやりがいについての満足度），『関係性満足』

（教職員との関係性についての満足度），『学校状態満足』（勤務校の子供の状態についての満足
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度），『勤務条件満足』（ワークライフバランスや処遇についての満足度），『行政関係満足』（教育

長や教育委員会との関係性についての満足度）の５因子に要約した。 

 

【表６ 職務満足度の因子】 

因子 具体的な項目 

仕事関連満足 「能力が発揮できる」，「主体性が発揮できる」等 

関係性満足 「養護教諭との関係」，「事務職員との関係」等 

学校状態満足 「学校の落ち着き」，「児童生徒の成長」等 

勤務条件満足 「年次有給休暇取得」，「給与・処遇面」等 

行政関係満足 「教育長のリーダーシップ」，「教育委員会の支援」 

※それぞれの観測変数に関して，どの程度満足しているか，「１：非常に不満足である」，「２：やや不満足である」，

「３：どちらともいえない」，「４：やや満足である」，「５：非常に満足である」の５件法で質問し，その結果

を因子分析した。 

 

続いて，５因子のうち，『仕事関連満足』及び『勤務条件満足』に注目し，これらにどのような

要因が影響を与えているかを把握するため，下位尺度得点(それぞれの因子に含まれる観測変数

の得点の平均値)を被説明変数とした重回帰分析を行った。 

 

（ⅲ）職務満足度に関わる主な結果 

『仕事関連満足』については，40歳代前半までの校長志望者，女性，独立行政法人教員研修

センターでの研修経験がある場合ほど，事務職員からの支援の有用感が高いほど，教育長から

の支援の有用感が高いほど，満足感が高いことが分かった。 

『勤務条件満足』については，女性，自主的なサークルや学会等での学習が成長機会として

有益であったと認識している，教育センター等での長期研修員経験がある場合ほど，事務職員

からの支援の有用感が高いほど，教育長からの支援の有用感が高いほど，満足感が高いことが

分かった。 

 

（ⅳ) キャリア・ステージごとの大学院で特に学ぶべき資質・能力 

校長の資質・能力向上のための重要な機会として大学院教育への関心が高まっている。校長の

資質・能力向上に大学院教育が果たす役割を検討する上では，どのようなキャリア・ステージに

どのような内容を学習することが適切であるかという「適時性」といった観点が不可欠である。 

そこで，校長に必要とされる資質・能力について 37の質問項目を設け，現在及び将来の校長と

しての資質・能力を高めるために，「校長」，「副校長・教頭」，「主幹教諭 ・指導教諭・主任」と

いった三つのキャリア・ステージの現職教職員を教職大学院等に派遣するとした場合，大学院で

特に学ぶべき資質・能力について，それぞれのキャリア・ステージごとに五つ選んでもらった。

それぞれの職について，上位６項目をまとめたものが【表７】である。 

（ⅳ) キャリア・ステージごとの大学院で特に学ぶべき資質・能力に関わる主な結果 

 ステージによって大学院で身に付ける資質・能力が違うこと，特に「主幹教諭 ・指導教諭・

主任」時代に大学院で学ぶべきことと，「副校長・教頭になる前」以降に大学院で学ぶべきこと

との間には大きな違いがあることが示された。それは，管理職である副校長・教頭と主幹教諭 ・

指導教諭・主任とが違う職責の職であることの反映であると考えられる。 
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【表７ キャリア・ステージごとの大学院で特に学ぶべき資質・能力 (上位６項目)】 

 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 

校長 

学校のビジョ

ンを構想する

力 

危機管理能力 社会の変化を

踏まえた教育

に関する信念

や理念 

カリキュラ

ム・マネジメ

ントを推進す

る力 

決断力 国・地方の教

育施策に関す

る知識 

副校長・ 

教頭 

危機管理能力 学校のビジョ

ンを構想する

力 

教職員を指導

する力 

校内の協働的

な雰囲気を作

る力 

地域・保護者 

と連携・協働 

する力 

カリキュラ

ム・マネジメ

ントを推進す

る力 

主幹教諭・ 

指導教諭・ 

主任 

教育課程，教

科指導，生徒

指導等の専門

性 

アクティブ・

ラーニングの

視点の授業改

善力 

カリキュラ

ム・マネジメ

ントを推進す

る力 

教職員を指導

する力 

校内の協働的 

な雰囲気を作 

る力 

危機管理能力 

 

（２）諸外国の学校の役割と教職員等指導体制の海外比較研究 

 

教職員等指導体制の見直しを図る上で参考になる知見を得る方法の一つが海外比較研究である。

海外比較研究では，日本の教職員等指導体制の特徴を「可視化」することを目的として，①日本

の学校の役割の特徴，②日本の教員が担当する業務の特徴，③日本の子供援助ワークフロー(例え

ば，暴力事件が発生した時の援助の流れ)の特徴を明らかにする観点から比較調査研究を行った。 

調査対象国を選択する基準として二つの項目を設けた。それが，学校教育活動の範囲(広－狭)

と職務内容(明確－曖昧)である。 

二宮（2014）3は，「教科を基本とする勉強中心の学校」と「選択教科，クラブ活動，特別活動

など面白い活動が用意され，教師や専門家が親身になって世話してくれる学校」という特徴を持

つ「思い出の残る学校」という世界の学校類型論を提示した。この学校教育活動の範囲の「広－

狭」は，教職員等指導体制と関わりがあるはずである。また，教職員も含め，世界の勤労者雇用

の在り方は，職務が明確でそれと賃金が連動する「ジョブ制」と職務が明確化されずに雇用され

る「メンバーシップ制」に区分される。この職務内容の「明確－曖昧」は教職員等指導体制に大

きな影響を与えるはずである。 

海外比較研究では，この基準に基づき，教職員等指導体制を①学校多機能教員職務限定型(第Ⅰ

象限)，②学校機能限定教員職務限定型(第Ⅱ象限)，③学校機能限定教員職務曖昧型(第Ⅲ象限)，

④学校多機能教員職務曖昧型(第Ⅳ象限)に分類した（なお，第Ⅲ象限に位置する学校機能が限定

されているにもかかわらず職務が曖昧である型は現実的には存在しない）。その上で，地域的バラ

ンスを加味し，国立教育政策研究所(2013)の調査対象国であったアメリカ，イギリス，フランス，

ドイツ，中国，韓国にシンガポールを加えた七か国を対象に調査を行うこととした。それぞれ国

の立ち位置を【図８】に示す。 

 

 

                             
3 二宮晧編著『新版 世界の学校－教育制度から日常の学校風景まで』学事出版，2014。 
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【図８ 諸外国の教職員等指導体制類型】 

 

日本の教員が担当する業務の特徴を可視化するため，学校でおおむね一般的に行われている業

務を 40 項目設け，学校で行われているか否か，また，行われている場合には誰が担当しているか

を調査した。 

業務内容の検討に当たっては，文部科学省が 2006年度に実施した「教員勤務実態調査」の業務

内容を参照し，そこで用いられた「児童生徒の指導に関わる業務」，「学校の運営に関わる業務」，

「外部対応に関わる業務」という業務区分を継承した。 

用意した 40項目の業務のうち，全ての国で教員が担当している「出欠確認」，「授業」，「教材研

究」，「体験活動」，「試験問題の作成，採点，評価」，「試験監督」，「避難訓練，学校安全指導」の

７項目を除き，それぞれの国で教員が担当しているかどうかを【表９】に示す。教員の「担当と

されているもの」に〇を，「部分的にあるいは一部の教員が担当する場合があるもの」に△を，「担

当ではないもの」に×を付けている。三か国以上の国で教員が「部分的にあるいは一部の教員が

担当する場合があるもの」又は「担当ではないもの」が選択されている業務をグレー表示してい

る。 

 

諸外国の学校の役割と教職員等指導体制の海外比較研究に関わる主な結果 

日本の教員が担当する「学校の運営に関わる業務」や「外部対応に関わる業務」といった事

務処理業務は，海外では教員は担当していないこと，「児童生徒の指導に関わる業務」につい

ても他の国の教員よりも多く担当していることが分かった。これは，第 2 回 OECD 国際教員

指導環境調査で指摘されたことを裏付けるものとなっている。 

日本では，当たり前のように教員が担当している「登下校の時間の指導・見守り」，「欠席児

童への連絡」，「朝のホームルーム」，「給食・昼食時間の食育」，「休み時間の指導」，「校内清掃

指導」，「健康・保健指導」，「カウンセリング，心理的なケア」，「授業に含まれないクラブ活動・

部活動の指導」といった業務は，諸外国では教員は必ずしも担当していない。このことは，第

2回 OECD 国際教員指導環境調査の再分析に基づく研究 4が示した「日本の教員の多忙化解消

                             
4 神林寿幸「教員の業務負担に着目した生徒指導・特別活動：過去の実態調査の経年分析」『東北大学大学院教育学研究科研究

アメリカ・イギリス 

中国・シンガポール 

学校多機能教員職務 

限定型（第Ⅰ象限） 

教員の職務内容(明確) 

教育活動範囲(狭) 

フランス 

ドイツ 

学校機能限定教員職務

限定型（第Ⅱ象限) 

教育活動範囲(広) 

学校多機能教員職務 

曖昧型（第Ⅳ象限） 

日本 

韓国 

教員の職務内容(曖昧) 

学校機能限定教員職務

曖昧型（第Ⅲ象限) 
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にむけては，周辺的職務（事務処理等：引用者注）の負担軽減に加えて，正規の授業以外に展

開されるカウンセリング，進路指導，給食・清掃指導，部活動指導といった，児童生徒に対す

る指導の負担を軽減することもまた重要になる」という提案を支持する結果となっている。 

 

日本では，当たり前のように教員が担当している「登下校の時間の指導・見守り」，「欠席児童

への連絡」，「朝のホームルーム」，「給食・昼食時間の食育」，「休み時間の指導」，「校内清掃指導」，

「授業に含まれないクラブ活動・部活動の指導」といった学校教育に関連はするが，授業そのも

のではない業務をどう位置付けるか，今後検討が必要である。 

この点について参考になるのが，フランスとドイツである。フランスでは，学校の責任の下に

授業が行われる「学校時間（temps scolaire）」，朝の受け入れ，昼休み，放課後の受け入れと支援

などの「学校周辺時間（temps périscolaire）」，土曜日，日曜日，水曜日の午後，小休暇，夏期休

暇などの「学校外時間（temps extrascolaire）」といった三つの時間に区分される。「学校外時間」

はもとより，「学校周辺時間「temps périscolaire」も学校教育との関係は重視されるが，学校教

育の位置にはなく，その主たる担い手は教員ではなく，社会福祉・教育の専門職等である「アニ

マトゥール」である。 

 ドイツでは，2000年の PISA 調査の結果を踏まえた学校の終日化拡大が広がっているが，社会

的教育や青少年援助，家庭教育の立場から「学校の教育独占」と批判されることもあるとされる。

ドイツにおいても，社会福祉・教育の専門職による専門的なサービスである社会的教育や青少年

援助といった子供を対象とした活動が存在するのである。 

こうしたフランス，ドイツの事例からは，日本において一般的な「学校」－「学校外」という

二分論とは異なる「学校」－「学校周辺」－「学校外」という三分論があり得ること，これらの

国においては確かに学校教育活動の範囲は狭いが，「学校周辺」の時間も含めれば教育活動は充実

している可能性があるとともに，その時間を担当する社会福祉・教育の専門職などが配置されて

いることが分かった。 

これまでの日本の教職員等指導体制は，学校多機能教員職務曖昧型(第Ⅳ象限)に位置する。確

かに，従来の在り方には，固有の良さがあることから，今後とも継承していくべき点も多い。し

かし，新しい時代に求められる資質・能力を育む教育課程を計画・実施するとともに，複雑化・

多様化した課題を解決し，教員が子供と向き合う時間を確保するために，教職員等指導体制の再

構築は必要である。その際の選択肢として，学校多機能教員職務限定型（第Ⅰ象限）及び学校機

能限定教員職務限定型（第Ⅱ象限）への接近がある。 

本調査研究により，スクールカウンセラー，部活動支援員，事務職員の配置促進といった学校

多機能教員職務限定型（第Ⅰ象限）に向けた取組とともに，フランス・ドイツのように，「学校」

－「学校周辺」－「学校外」という三分論の視点を取り入れ，「学校周辺」活動に社会福祉・教育

職員を配置するという方向である学校機能限定教員職務限定型(第Ⅱ象限)に向けた取組もあり得

ることが改めて確認されたと言えよう。 

本調査研究には課題もある。一覧表の作成に際しては，文献やウェブで確認した上，当該国の

複数の教育関係者に確認し，記入するという手続を執ったが，各国の実態は多様であり，今後，

更なる検証が求められる。 
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【表９ 諸外国における教員の役割】 

 象限 Ⅰ 

Ⅱ
 

Ⅳ
 

  
             国名   

業務 

ア
メ
リ
カ 

 

イ
ギ
リ
ス 

中
国 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

フ
ラ
ン
ス 

ド
イ
ツ 

日
本 

韓
国 

児
童
生
徒
の
指
導
に
関
わ
る
業
務 

登下校の時間の指導・見守り × × × × × × △ × 

欠席児童への連絡 × × ○ ○ × ○ ○ ○ 

朝のホームルーム × ○ ○ × × × ○ ○ 

教材購入の発注・事務処理 × × △ × × × △ × 

成績情報管理 ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ 

教材準備（印刷や物品の準備） ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

課題のある児童生徒への個別指導，補習指導 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

体験活動の運営・準備 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

給食・昼食時間の食育 × × × × × × ○ ○ 

休み時間の指導 ○ × ○ △ × ○ ○ ○ 

校内清掃指導 × × ○ × × × ○ ○ 

運動会，文化祭など ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

運動会，文化祭などの運営・準備 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

進路指導・相談 △ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 

健康・保健指導 × × ○ ○ ○ ○ △ ○ 

問題行動を起こした児童生徒への指導 △ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 

カウンセリング，心理的なケア × × ○ ○ ○ × △ × 

授業に含まれないクラブ活動・部活動の指導 △ × ○ △ × △ ○ △ 

児童会・生徒会指導 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 

教室環境の整理，備品管理 ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ 

学
校
の
運
営
に
関
わ
る
業
務 

校内巡視，安全点検 × × ○ × × ○ △ × 

国や地方自治体の調査・統計への回答 × × △ × × ○ △ × 

文書の受付・保管 × × △ × × ○ △ × 

予算案の作成・執行 × × × × × ○ × × 

施設管理・点検・修繕 × × △ × × × × × 

学納金の徴収 × × ○ × × ○ △ × 

教師の出張に関する書類の作成 × × △ × × ○ × × 

学校広報（ウェブサイト等） × × △ × × ○ ○ × 

児童生徒の転入・転出関係事務 × × ○ × × × △ × 

外
部
対
応
に 

関
わ
る
業
務 

家庭訪問 × × ○ × × × ○ △ 

地域行事への協力 ○ ○ △ × ○ × △ △ 

地域のボランティアとの連絡調整 × × △ × × ○ △ × 

地域住民が参加した運営組織の運営 △ × × × × △ △ × 

※教員の「担当とされているもの」に〇を，「部分的にあるいは一部の教員が担当する場合があるもの」に△を，「担当
ではないもの」に×を付けている。三か国以上の国で△又は×が選択されている業務をグレー表示している。全部で
40業務設けたが，「出欠確認」，「授業」，「教材研究」，「体験活動」，「試験問題の作成，採点，評価」，「試験監督」，「避
難訓練，学校安全指導」「出欠確認」，「授業」等全ての国で「担当とされているもの」7項目は掲載していない。 
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