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は　し　が　き

　本研究所は、文部科学省所轄の研究機関として、初等中等教育から高等教育、生涯学習・社会教

育、文教施設までの各般にわたり、新たな施策の立案に示唆を与える先行的な調査研究やこれまで

に行われてきた個別の施策の検証を行い、教育政策に寄与することを目指している。

　少子高齢化、グローバル化、科学技術の進展など急激に変化する我が国において、人々が充実し

た人生を送り、社会全体として活力ある次代を築いていくために、教育を改善・改革していくこと

が必要である。

　教育改革は引き続き、内閣の最重要課題の一つとして取組が進められているところであり、今年

度においても、教育再生実行会議の累次の提言や中央教育審議会から第３期教育振興基本計画につ

いての重要な答申がなされている。これらの提言や答申で示された改革が実効あるものとして適切

に進められるために、また、政策立案に当たって「エビデンス」の重要性が高まっていることから、

関連する調査研究の充実がますます重要となっている。

　本研究所においては、教育政策の動向等を踏まえた総合的な調査研究を進めるとともに、個々の

所員がそれぞれの問題意識にしたがった研究も実施している。研究所が基礎的な研究の力量を身に

つけるためには、双方の研究活動が不可欠である。

　この紀要は、研究所としての調査研究の成果と個々の所員による研究の成果をとりまとめて公表

することにより、我が国の教育研究の発展に寄与することを目的とするものである。今回の紀要で

は、本研究所のプロジェクト研究「教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のための調査

研究」（平成 28 年度～平成 29 年度）の研究成果を踏まえ、「教員養成課程等における ICT 活用指

導力の育成」を特集とするとともに、所内外の研究者の研究成果を収録した。

関係各位の忌たんのない御批評を賜りたい。

平成 30 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立教育政策研究所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有　松　育　子
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教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成

特　　　集
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中央教育審議会答申「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～」（平成 27 年 12 月 21 日）において，大学が教
職課程を編成するに当たり参考とする指針（教職課程コアカリキュラム）を関係者が共同で作成
することで，教員養成の全国的な水準の確保を行っていくことが必要であることが提言されたこ
とを踏まえ，平成 28 年 11 月に教育職員免許法の一部改正が行われた。その後平成 29 年 11 月に
教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部が更新され、教職課程コアカリキュラム
が策定された。更に平成 31 年 4 月 1 日から改正教育職員免許法施行規則が施行され、新教職課
程が開始することとなるため、平成 30 年 4 月 1 日までに認定を受けた教職課程については、改
めて平成 30 年中に認定を受ける必要がある。

そのような中で、これまでの教育職員免許法施行規則では、教育の方法及び技術の事項の中で
扱われることとなっていた ICT 活用指導力は、教育大学の教員養成課程及び開放制の教職課程（以
下、教員養成課程等と言う）においては、平成 31 年 4 月以降は教職課程コアカリキュラムの記
述のように取り扱われることが期待される。

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）
（2）当該教科の指導方法と授業設計
到達目標：2）当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し，授業に

活用することができるようになる。

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）
（3）情報機器及び教材の活用
一般目標：�情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教

材の作成・活用に関する基礎的な能力を身に付ける。
到達目標：1）子供たちの興味・関心を高めたり課題を明確につかませたり学習内容を的確に

まとめさせたりするために，情報機器を活用して効果的に教材等を作成・提示す
ることができる。

� ※幼稚園教諭は「子供たちの興味・関心を高めたり学習内容をふりかえったりす
るために，幼児の体験との関連を考慮しながら情報機器を活用して効果的に教材
等を作成・提示することができる。」

� 2）子供たちの情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するための指導法を理解
している。

また、文部科学省は，平成 29�年 3 月に幼稚園教育要領，小学校，中学校の学習指導要領を改
訂し，翌年 3 月に高等学校学習指導要領を改訂した。今回の改訂では，知識の理解の質を高め資
質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現が必要であるとし，全ての教科等を，①知
識及び技能，②思考力，判断力，表現力等，③学びに向かう力，人間性等の三つの柱で再整理し

特集テーマ：教員養成課程等における ICT活用指導力の育成

Study on Fostering “Teaching Skills for ICT Use” on a University Teacher Training Courses

7
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た。特に学習の基盤となる資質・能力のひとつとして，情報活用能力をあげ、各教科等における
コンピュータ等を活用した学習活動の充実を重要事項とした。

本特集は、これからの社会を生きる子供たちを指導する教員に必要とされる ICT 活用指導力
の育成について、総合的に調査研究を行い，学生が教員養成課程等で身につけるべき ICT 活用
指導力を育成するカリキュラム等の諸課題の改善に資する知見を得ることを目的とした本研究所
のプロジェクト研究「教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のための調査研究」（平成
28～29 年度）の研究成果を中心にしている。

ICT 活用指導力とは、単に教員自身が ICT 機器の操作方法そのものを身に付けるだけではなく，
ICT を用いて効果的な授業を行ったり，適切なデジタル教材を開発・活用したりすることができ
る力であるとともに、子供たちの情報活用能力の育成を指導することができる力であって、これ
からの教員に期待されるのは特に後者の力である。

まず、榎本論文では、プロジェクト研究の中心テーマである大学等における教員養成課程等の
取り組みの実態を把握する質問紙調査研究、「施設設備に関する調査」と「講義に関する調査」
についての研究成果をまとめる。次の千々布論文では、全国のすべての都道府県、政令指定都市、
市区町村の教育委員会・教育センターを対象とした「ICT 活用指導力の育成に関する調査」の研
究成果と岡山県での訪問調査の成果を総合し教員の ICT 活用指導力に寄与する教育委員会の研
修施策の在り方について論じる。3 本目の江草論文は、海外 6 か国でインタビュー調査と授業観
察を行い情報収集した研究成果から、これからの我が国の大学での教員養成を考える上で刺激と
なるであろう情報をまとめる。また、プロジェクトの所外メンバーの一人であった森下准教授（信
州大学）からは、「総合的な学習の時間における教師支援型遠隔教育を通じた ICT 活用に資する
力量形成の試み」と題する教育学部生による中山間・へき地小規模校との遠隔教育の実践体験報
告が寄稿された。これこそ ICT をなくしては行えない貴重な事例報告である。最後に、プロジ
ェクト研究に与えられたもう一つの使命であるデータの共有化の試行実施に関連させて、大学調
査とセンター調査の両データを活用した分析研究を吉岡が先行実施し報告する。

本特集及びプロジェクト研究の報告書は，改正教育職員免許法施行規則が施行される平成 31

年 4 月以前の記録としての価値は大きいと考える。平成 31 年 4 月以降の新しいカリキュラムで
学修した学生が教員となり、新しい学習指導要領で彼らが教える子供たちがどのように育つかが
楽しみであるとともに、何年か後に再び同様の調査研究が行われ、結果の比較による検証が行わ
れることを期待する。
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Abstract
At present, the ability of teachers to use and teach ICT are mainly being fostered at the time of 

training for teachers and when teachers attend a course to renew their teaching license, and im-
provements to the ability of teachers to use and teach ICT are seen year by year. However, each 
university implements its own individual measures for aspiring teachers, and therefore, the actual 
situation is not clear.

This being the case, two surveys were conducted of universities and other educational institu-
tions with a teacher training course on the fostering of an ability of teachers to use and teach ICT 
in an attempt to gauge the current situation at these universities and educational institutions. A 
report is given in this paper on the results of these surveys.

Using a questionnaire, a “survey on facilities and equipment” and a “survey on lectures” were 
conducted. “Survey on facilities and equipment” was conducted for university facilities. The con-
tents are (1) survey on the status of implementation of various training sessions for university 
faculty giving lectures related to the teaching profession and (2) survey on the teaching facilities 
and equipment for subjects related to the teaching profession. “Survey on lectures” was conduct-
ed for university faculty members. The content is the actual situation survey on the ability to use 
and teach ICT.

The survey on facilities and equipment revealed with regard to the installation of ICT equip-
ment and networks that there is still limited access to interactive whiteboards, tablets, digital 
textbooks for teachers, high-speed Internet connections, and wireless LAN. It is thought that 
universities and other educational institutions that are lacking in such equipment and environment 
will not be able to adequately provide guidance for the envisaged lessons in the Basic Plan for 
Promoting Education and other plans that require such a school environment. In addition, the 
status of implementation of training for university faculty members has revealed that currently the 
implementation rate of training in small and medium-sized universities, which have a relatively 
small number of students, is low. Training contributes to improving the competencies of univer-
sity faculty, and there is a need to devise measures such as establishing joint training by multiple 
universities and regions.

In the survey on lectures, ICT use in such situations as the presentation of materials by univer-
sity faculty, the collection of materials for students and the preparation of materials is relatively 
high. On the other hand, the survey also revealed that there is a need to promote use in such sit-
uations as collaborative learning such as group work by university faculty members. Also, there 

教職課程における ICT活用指導力の育成に関する実態調査

A Survey on Fostering the Ability of Teachers to Use and Teach ICT  
in Teacher Training Courses

榎本　聡＊

ENOMOTO Satoshi
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is need to promote by students making lesson plans which use ICT, ICT use as teaching materials, 
and monitoring of the state of learning. In addition, the question on “teaching of educational skills 
for ICT use enabling the students to teach such classes themselves” generally indicated a low 
value. First, the curriculum needs to be studied so that university faculty members are themselves 
able to use ICT in their own lectures and students taking these lectures are able to use ICT as 
future teachers.

In order to foster the teachers needed in primary and secondary education, it is important for 
universities and other educational institutions to cooperate closely with the local boards of educa-
tion, clarify their respective roles in teacher training in relation to primary and secondary educa-
tion, and to closely monitor the situation of education informationization as well as the installation 
and use of ICT equipment. Moreover, unless each university has an interactive whiteboard and 
each student has access to a tablet, it is impossible to implement teaching using these. In order to 
foster sufficient teaching skills for ICT use in the teacher training courses, it is essential to im-
prove the environment of the universities and other educational institutions.

＊ 研究企画開発部教育研究情報推進室総括研究官
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1　はじめに

現在は，「知識基盤社会」であり，「知識」「情報」「技術」が活動基盤となる社会である。また，
インターネットと人工知能（AI）の発展により，「第 4 次産業革命」や「Society 5.0」と呼ばれる
新たな時代を迎えている。2045 年頃には AI が人間の処理能力を超える「シンギュラリティ」を
迎えるとの予測もあり，現在の職業，業務の多くは，AI やロボットに代替されると言われている。
いずれにせよ，これからの子供たちは，予測不能な未来を生き抜く必要がある。

そのためには，教育の情報化が重要であり，喫緊の課題である。学校現場において，ICT 機器
を適切に活用し，課題発見・解決を行うことができる児童生徒を育成する必要がある。児童生徒
の育成のためには，まず，教員の ICT 活用指導力を向上させることが求められる。現職教員の
ICT 活用指導力の育成については，現状では主に教員研修や免許状更新講習等で行われている。
文部科学省の調査によれば，ICT 活用指導力は年々向上しているものの，「児童生徒の ICT 活用
を指導する能力」があると答えた教員は，いまだ 66.7% にすぎない（文部科学省，2018）。

他方，教員を目指す学生（教員養成課程等の学生）に対しては，各大学において独自に取り組
みが行われている。この点について，中央教育審議会は，「ICT の操作方法はもとより，ICT を
用いた効果的な授業や適切なデジタル教材の開発・活用の基礎力の養成」が新たな課題であると
している（中央教育審議会，2015）。

この答申を受け，教育職員免許法が平成 28 年 11 月に改正（平成 31 年 4 月 1 日施行）された。
また同法施行規則が平成 29 年 11 月に改正（平成 31 年 4 月 1 日施行）された。これまで，ICT

活用指導力を育むための「情報機器及び教材の活用」についての指導は，主に「教育の方法及び
技術」において実施されていた。今回の見直しにより，平成 31 年度以降に開設される教職課程
では「各教科の指導法」においても実施することとなった。さらに，教職課程で共通的に身に付
けるべき最低限の学修内容を示した「教職課程コアカリキュラム」も示された。「各教科の指導法」
のコアカリキュラムには，到達目標の一つに「当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果
的な活用法を理解し，授業設計に活用することができる。」という項目が掲げられている（教職
課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会，2017）。

教員の ICT 活用指導力の向上を図るために，特に，教員養成段階での育成の在り方について
注目されている。そこで，教職課程等を有する大学等に対し，ICT 活用指導力の育成に関する調
査を行い，大学等における，現在の ICT 活用指導力の育成に関する実態の把握を行うこととした。
本稿では，この調査結果について報告する。

2　調査概要

本調査では，「施設設備に関する調査」と「講義に関する調査」を実施した。調査概要（調査
対象，調査総数，調査期間，調査方法，調査内容，回答者，回収数）を表 1 に示す。

分析に当たり，578 機関をその種類により表 2 の通り分類した。また，分類中の「単科大学・
教育系」「総合大学・教育学部」「単科短期大学・教育系」を合わせて「教員養成系」（116 機関）とし，
それ以外を「非教員養成系」（462 機関）とした。
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表 1　調査概要
施設設備に関する調査 講義に関する調査

調査対象 全国の教員養成を行っている大学，短期大学，短期大学部
調査総数 850 機関
調査期間 2016 年 11 月 21 日～12 月 9 日
調査方法 郵送による質問紙調査

調査内容

教職に関する科目等で利用することがで
きる施設・設備，教職に関する講義等を
行う大学教員を対象とした各種研修の実
施状況についての調査

大学教員に対する ICT 活用指導力の育
成に関する実態調査

回答者 各機関（教職課程委員会等）で 1 通

①「各教科の指導法」（1～3 通）
②�「教育の方法及び技術（情報機器及

び教材の活用を含む。）」（1 通）
③�「情報機器の操作」（1 通）
なお，①②は教職に関する科目，③は
教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に
定める科目

回収数
578 機関（国立 66，公立 44，私立 468）

（回収率 68.0%）
2,074 通

表 2　機関の種類（機関数）
単科大学 総合大学 単科短期大学 総合短期大学

教育系 その他 教育学部 教育専攻 その他 教育系 その他 教育専攻 その他
26 83 77 51 195 13 35 40 58

3　「施設設備に関する調査」結果

3．1	 教職課程の講義の担当教員が利用できる ICT機器
各機関の設備の整備状況を設置者（国立，公立，私立）及び種類（教員養成系，非教員養成系）

ごとに集計した結果を表 3 に示す。
大学規模が異なるため，単純に数値だけでの比較はできない。しかし，電子黒板の数が少ない

ことは明らかである。プロジェクタ数からおおよその講義室数は推測できるが，それに比して電
子黒板の数は極めて少ない。また，指導者用デジタル教科書も全体平均で 1.23 ライセンスであり，
デジタル教科書による指導を学ぶ環境が整っているとは言い難い状況である。

設置者別でみると，公立大学における整備が十分ではないことがわかる。特に，電子黒板，タ
ブレット PC，デジタル教科書の整備が十分ではない。また，種類別でみると，非教員養成系では，
電子黒板，タブレット PC，デジタル教科書の整備が十分ではない。これらの大学等では，教育
振興基本計画等で想定するこれからの学校の環境に合わせた授業の指導が十分でないことが予想
される。
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表 3　教職課程の講義の担当教員が利用できる ICT機器（台・ライセンス）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体

電子黒板 4.45 1.72 3.42 4.60 3.10 3.41
プロジェクタ 41.14 27.52 44.07 45.20 41.72 42.44
大型モニタ 7.28 4.42 8.55 8.00 8.08 8.07
実物投影機 12.83 14.16 25.33 24.30 22.67 23.01
ノート PC 15.46 24.70 48.59 42.26 43.14 42.96

タブレット PC
キーボードあり 6.88 0.64 9.52 13.65 7.27 8.53
キーボードなし 25.08 7.59 18.62 31.51 15.25 18.54

デジタル教科書 1.63 0.49 1.24 2.28 0.97 1.23

3．2	 教職課程の講義で利用できるネットワーク環境
各機関のインターネット回線容量（学外への接続のための回線容量）を設置者，種類ごとに集

計した結果を表 4 に示す。また，各機関のイントラネット回線容量（学内の接続のための回線容
量）を設置者，種類ごとに集計した結果を表 5 に示す。

表 4　インターネット回線容量（%）

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

全体
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他

～100Mbps 6.5 14.3 31.4 32.0 27.8 16.0 20.0 22.8 46.2 48.4 57.9 25.0 27.3
～1Gbps 37.1 71.4 61.9 56.0 68.4 50.7 68.0 61.9 46.2 48.4 42.1 69.6 59.9
1Gbps ～ 56.4 14.3 6.6 12.0 3.8 33.3 12.0 15.3 7.7 3.2 0.0 5.4 12.8

表 5　イントラネット回線容量（%）

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

全体
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他

～100Mbps 17.7 25.0 24.3 28.0 25.3 13.3 22.0 20.2 8.3 54.8 32.4 26.3 23.6
～1Gbps 67.7 63.6 66.7 68.0 62.0 73.3 64.0 68.6 91.7 41.9 67.6 66.7 66.6
1Gbps ～ 14.5 11.4 8.9 4.0 12.7 13.3 14.0 11.2 0.0 3.2 0.0 7.0 9.7

学外への接続は，設置者により大きく異なる。国立は半数以上が 1Gbps 超の回線容量である
のに対し，公立，私立は 1Gbps 程度の回線容量である。また，私立は 3 割程度が 100Mbps 程度
の回線容量である。種類別では，総合大学は回線容量が大きく，短期大学は小さい傾向がある。
学外への接続は，インターネット上の教材の利用等で必要となる。回線容量が十分でない場合は，
動画教材の利用や，遠隔授業（複数地点での協働学習や，外部人材による映像通信等）の指導に
影響を及ぼす可能性がある。

一方で，学内への接続は，1Gbps 程度の機関が多く，比較的環境は整備されていると考えられる。
また，無線 LAN の使用できる教室は，国立は 85.2% であるのに対し，公立は 57.6%，私立は

55.7% と低い結果となった。また，教員養成系は 70.8% であるのに対し，非教員養成系は 56.1%
であった。なお，本調査では，大体教室内すべての場所でアクセスすることが可能であることを
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条件としており，教室内の全学生が同時に接続をして十分な速度を確保できることまでは求めて
いない。

3．3	 私的デバイスの活用（BYOD:	Bring	Your	Own	Device）状況
学内での私的デバイスの活用（BYOD:�Bring�Your�Own�Device）状況について，学内ネットワ

ークへの接続可否を設置者，種類ごとに集計した結果を表 6 に示す。なお，接続を許可している
場合，接続先のネットワークが，通常の学内ネットワークから分離されているか（専用），同一
のネットワークに接続しているか（共用）を問うた。また，学生の私的デバイスを活用した講義
等の実施状況を設置者，種類ごとに集計した結果を表 7 に示す。

BYOD は，大学等がコンピュータ端末の整備をする必要がなく，1 人 1 台環境を実現するため
の有効な解決方法の 1 つである。国立は，そのほとんど（97.0%）が学内ネットワークへの接続
を許可し，私的デバイスを活用した講義も多く実施されている（64.1%）。公立は，接続は許可さ
れている（89.5%）が，講義の実施は少ない（38.1%）。無線 LAN が使える教室数が少ない（57.6%：
再掲）ため，うまく活用できていない可能性がある。

BYOD を進めるには，学内ネットワークのセキュリティの確保や，無線 LAN の整備等を一体
的に整備することが求められる。

表 6　私的デバイスの学内ネットワークへの接続可否（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体

許可している
専用 28.8 47.4 33.6 37.2 33.2 34.0
共用 68.2 42.1 38.2 49.6 40.1 42.0

許可していない 3.0 10.5 28.2 13.3 26.7 24.0

表 7　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体

実施している 64.1 38.1 42.4 57.3 41.4 44.6

3．4	 大学教員を対象とした研修の実施
大学教員を対象としたアクティブ・ラーニングの視点を踏まえた ICT 活用に関する研修を年 1

回以上実施している割合を，設置者，種類，学生数（四分位）別に集計した結果を表 8 に示す。
研修を年に 1 回以上実施している割合は，公立より国立や私立が，単科大学より総合大学が，小
中規模校より大規模校の実施率が高い。

大学教員を対象とした情報セキュリティ，情報モラル等に関する研修を年 1 回以上実施してい
る割合を，設置者，種類，学生数（四分位）別に集計した結果を表 9 に示す。研修を年に 1 回以
上実施している割合は，国立，単科大学教育系や総合大学教育学部，大規模校の実施率が高い。

これらの研修は，大学教員の資質能力の向上に資するものである。小規模校単独では，多数の
研修カリキュラムを開設することは容易ではない。複数校や地域で共同して研修を開設する等の
工夫が求められる。
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表 8　アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた ICT活用研修（%）

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
実施している 40.9 16.3 31.5 26.9 24.1 40.3 32.0 33.9 38.5 11.4 30.8 35.1

学生数（四分位）
全体

下位　←→　上位
26.1 26.1 30.3 43.4 31.5

表 9　情報セキュリティ・情報モラル等に関する研修（%）

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
実施している 84.8 55.8 24.4 46.2 25.3 55.8 31.4 33.3 15.4 25.7 30.8 24.6

学生数（四分位）
全体

下位　←→　上位
22.5 21.8 34.5 55.6 33.7

3．5　大学教員を対象とした ICT機器活用のサポート体制の整備
ICT 機器活用のサポートとして，ICT 支援員や情報部門の随時対応，研修の実施等の体制を整

備している割合を，設置者，種類，学生数（四分位）別に集計した結果を，表 10 に示す。国立，
私立は 55% 前後の整備率であったが，公立は 44.2% と，10 ポイント程度低かった。また，大学
規模が大きくなるに従い，整備率も上昇する傾向が見られた。

表 10　ICT 機器活用のサポート体制の整備（%）

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
整備している 54.5 44.2 56.0 65.4 48.2 55.8 62.7 58.3 53.8 40.0 48.7 54.4

学生数（四分位）
全体

下位　←→　上位
43.7 47.9 63.4 64.6 55.0

4　「講義に関する調査」結果

4．1	 回答者の基本属性
回答者は，主に 40 代～60 代（全体の 86.9%）であり，男性（78.3%），常勤教員（84.0%）によ

る回答が多かった。また，「初等中等教育の教育職員としての勤務経験」の有無について問うた
ところ，ほぼ同数（勤務経験あり 53.2%）であった。

回答者の所属する機関の設置者及び種類（表 11），年齢，性別，初等中等教育の教育職員とし
ての勤務経験及び雇用形態（表 12），講義の種類（表 13）を示す。
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表 11　設置者及び種類（%）
設置者 種類

国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大

教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
12.9 6.6 80.5 4.8 13.0 16.1 10.8 34.8 2.2 4.2 5.7 8.4

表 12　年齢，性別，初等中等教育の教育職員としての勤務経験及び雇用形態（%）
年齢 性別 勤務経験 雇用形態

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 男性 女性 あり なし 常勤 非常勤
0.8 10.1 24.2 31.5 31.2 2.2 78.3 21.7 53.2 46.8 84.0 16.0

表 13　講義の種類（%）
教育の方法及び技術 情報機器の操作 各教科の指導法

28.8 25.6 45.7

4．2　ICT 機器の使用状況
講義での ICT 機器等の使用状況を集計した結果を表 14 に示す。
多くの ICT 機器等が講義で活用されていない実態が分かる。活用が進んでいるプロジェクタ

でも，教員による提示が主であり，学生に使用させる場面は少ない。電子黒板，（大学が用意した）
タブレット PC，（指導者用）デジタル教科書の使用はほとんど見られない。これらは，大学によ
る整備が進んでいないのが大きな要因と思われる（表 3 参照）。

表 14　講義での ICT 機器等の使用状況（%・複数回答）

電
子
黒
板

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

大
型
モ
ニ
タ

実
物
投
影
機

タ
ブ
レ
ッ
ト
P
C

デ
ジ
タ
ル
教
科
書

学生一人一人に使用させている 2.5 9.6 1.4 1.9 3.6 1.3
学生にグループワークとして使用させている 4.2 17.1 1.8 3.8 2.6 1.7
教員が学生の前で提示して使用している 9.8 77.2 23.4 37.8 5.0 6.6
使用していない 87.6 16.2 73.4 56.5 88.8 90.4

学生の私的デバイスを活用（BYOD）した講義の実施状況を，設置者，種類ごとに集計した結
果を表 15 に示す。本設問は，教職関係科目を実施している教員に対するものである。同様の設
問を機関に対して実施したものが表 7 である。比較をすると，特に国立や教員養成系では，
BYOD 環境が整備されているにもかかわらず，教職関係科目での活用が少ない状況である。機器
の性能やアプリケーションの導入状況等，講義の実施に伴う課題もあると考えられるが，1 人 1

台環境を実現のための手法として期待したい。
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表 15　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体

実施している 43.5 34.6 35.0 41.8 34.4 36.1

（再掲）　表 7　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体

実施している 64.1 38.1 42.4 57.3 41.4 44.6

4．3	「ICT 活用指導力」の育成の観点から見た講義の実施状況
講義における「ICT 活用指導力」の育成の実態を把握するために，指導内容に関する調査を実

施した。調査項目は，学校教員のための「教員の ICT 活用指導力の基準」（文部科学省，2007）を
もとに設計した。ただし，調査時点で基準の改訂が検討されていたため，本調査ではこれを考慮
した。なお，検討段階の案を使用したため，平成 30 年に「教師の ICT 活用指導力のチェックリ
スト」として公表されたものと一部が異なる。

調査項目は，以下の 5 つのカテゴリに対して実施した。
講義における ICT活用の程度 ： 大学教員自身が，学生に対してどのような ICT 活用を行っているか

を問うものである。
教材研究・指導の準備・評価などでの ICTを活用した教育技術の指導：学校教員として求められ

る資質能力であり，教職課程全体で対応できれば良い。しかし，「ICT の活用」という観点では，
調査対象の講義にて一定の指導を期待したいものである。

学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導：学生が教員になった際に，こ
れらの項目を意識した授業を実施できるか，ということであり，全ての講義種別で学生への指
導が求められるものである。

情報活用スキルの指導：基本的には教科に依存しない，全般的な情報活用スキルであり，教職課程
全体で対応できれば良いものである。

情報活用の基盤となる知識や態度の指導：基本的には教科に依存しない，全般的な情報活用スキル
であり，教職課程全体で対応できれば良いものである。

いずれの調査項目も，4 段階評価（講義における ICT 活用の程度のカテゴリでは，「ほぼ毎回
活用している」「ときどき活用している」「ほとんど活用していない」「全く活用していない」，その
他のカテゴリでは「行っている」「やや行っている」「あまり行っていない」「ほとんど行っていな
い」）を実施した。最も肯定的な回答（「ほぼ毎回活用している」又は「行っている」）から順に，
4 点，3 点，2 点，1 点の点数を付与し，平均点を求めることにより評価した。

4．3．1　講義における ICT 活用の程度
本調査の調査項目を表 16 に示す。「教員の ICT 活用指導力の基準」との対応も示した。　なお，

表中の（独自）は，「教員の ICT 活用指導力の基準」にはなく，本調査で独自に設定した項目で
あり，（新設）は，平成 30 年改訂の「教師の ICT 活用指導力のチェックリスト」に新設（予定）
の項目である。

表 16 の調査項目に対して，講義種別（「教育の方法及び技術」「情報機器の操作」「中学校技術科
及び高等学校情報科の指導法」「技術科・情報科を除く教科の指導法」）ごとに集計した結果を表
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17 に示す。また，図 1 に，結果をレーダーチャートにしたものを示す。

表 16　講義における ICT 活用の程度（項目）

本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」

（2.1）講義の目標やねらいを達成するために，
講義や学習の多様な場面に応じて，どの程度
ICT を活用していますか

（独自）

（2.2）資料を提示するなどにより，学生の興味
・関心を高めたり，課題を明確につかませたり，
学習内容を的確にまとめさせたり，どの程度
ICT を活用していますか

（B-1）学習に対する児童生徒の興味・関心を高
めるために，コンピュータや提示装置などを活
用して資料などを効果的に提示する。

（B-2）児童生徒一人一人に課題を明確につかま
せるために，コンピュータや提示装置などを活
用して資料などを効果的に提示する。

（B-3）分かりやすく説明したり，児童生徒の思
考や理解を深めたりするために，コンピュータ
や提示装置などを活用して資料などを効果的
に提示する。

（2.3）学生に互いの意見・考え方・作品などを
共有させたり，比較検討させたりするなど，学
生の意見などを効果的に集約し，提示するため
に，どの程度 ICT を活用していますか

（B-3）分かりやすく説明したり，児童生徒の思
考や理解を深めたりするために，コンピュータ
や提示装置などを活用して資料などを効果的
に提示する。

（2.4）知識の定着や技能の習熟をねらいとして，
繰り返し学習させたり，学生一人一人の理解や
習熟の程度などに応じた学習をさせたりする
ために，学習用ソフトやインターネットなど，
どの程度 ICT を活用させていますか

（B-4）学習内容をまとめる際に児童生徒の知識
の定着を図るために，コンピュータや提示装置
などを活用して資料などをわかりやすく提示
する。

（C-4）児童生徒が学習用ソフトやインターネッ
トなどを活用して，繰り返し学習したり練習し
たりして，知識の定着や技能の習熟を図れるよ
うに指導する。

（2.5）学生の学びの深まりをねらいとして，グ
ループで考えをまとめさせたり，協働してレポ
ート・資料・作品などを制作させるために，ど
の程度 ICT を活用させていますか

（新設）
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表 17　講義における ICT 活用の程度（結果）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（2.1）講義の目標 3.36 3.77 3.56 3.02
（2.2）資料の提示 3.38 3.74 3.55 3.03
（2.3）学生の考え方を共有 2.57 2.67 2.91 2.38
（2.4）知識の定着 2.32 3.23 2.85 2.19
（2.5）グループワークなどの協働学習 2.43 2.36 2.76 2.31

初等中等教育では，これらの観点での ICT活用が求められているが，大学教育においては，「（2.3）
学生の考え方を共有」させたり，「（2.5）グループワークなどの協働学習」をさせたりする活用
が低くなっている。また，「（2.4）知識の定着」を図るための活用方法も，講義種別によるが低
い傾向にある。

講義種別によらず，すべての講義において積極的に活用されることが求められる。「（2.1）講
義の目標」や「（2.2）資料の提示」のみならず，幅広い活用を進める必要がある。

4．3．2　教材研究・指導の準備・評価などでの ICTを活用した教育技術の指導
本調査の調査項目を表 18 に示す。
表 18 の調査項目に対して，講義種別ごとに集計した結果を表 19 に示す。また，図 2 に，結果

をレーダーチャートにしたものを示す。

図 1　講義における ICT 活用の程度（チャート）
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表 18　教材研究・指導準備・評価等での ICTを活用した教育技術の指導（項目）

本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」

（3.1）ICT を活用した授業の教育効果やその利
点を理解できるよう指導する

（独自）

（3.2）教育効果を上げるには，どの場面にどの
ようにしてコンピュータやインターネットなど
を利用すればよいかを理解したうえで，ICT を
活用した授業計画が作成できるよう指導する

（A-1）教育効果を上げるには，どの場面にどの
ようにしてコンピュータやインターネットな
どを利用すればよいかを計画する。

（3.3）教育用ソフトやコンテンツの内容を理解
し，授業のねらいや目標に応じた教材として活
用することができるよう指導する

（独自）

（3.4）授業で使う教材や校務分掌業務に必要な
資料などを集めるために，インターネットなどの
ICT 技術を活用することができるよう指導する

（A-2）授業で使う教材や資料などを集めるため
に，インターネットや CD-ROM などを活用する。

（A-3）授業に必要なプリントや提示資料を作成
するために，ワープロソフトやプレゼンテーシ
ョンソフトなどを活用する。

（3.5）保護者・地域との連携に必要な情報を発
信したりするために，インターネットなどの
ICT 技術を活用することができるよう指導する（E-1）校務分掌や学級経営に必要な情報をイン

ターネットなどで集めて，ワープロソフトや表
計算ソフトなどを活用して文書や資料などを
作成する。

（3.6）授業に必要なプリントや提示資料，学級
経営や校務分掌業務に必要な文書や資料など
を，ワープロソフト，表計算ソフトやプレゼン
テーションソフトなどのソフトウェアを活用
して作成することができるよう指導する

（E-2）教員間，保護者・地域の連携協力を密に
するため，インターネットや構内ネットワークな
どを活用して，必要な情報の交換・共有化を図る。

（3.7）児童生徒の学習状況を把握するために児
童生徒の作品・レポート・ワークシートなどを
ICT 機器を活用して記録・管理し，児童生徒へ
の評価に活用することができるよう指導する

（A-4）評価を充実させるために，コンピュータ
やデジタルカメラなどを活用して児童生徒の
作品・学習状況・成績などを管理し集計する。

（3.8）授業を振り返ることにより，授業内にお
ける ICT 活用の方法を自ら改善することがで
きるよう指導する

（独自）
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表 19　教材研究・指導準備・評価等での ICTを活用した教育技術の指導（結果）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（3.1） 教育効果や利点の理解 3.10 2.80 3.36 2.66
（3.2） ICT を活用した授業計画 2.76 2.47 3.25 2.50
（3.3） 教材として活用 2.56 2.56 3.08 2.41
（3.4） 資料の収集 2.77 2.97 3.23 2.61
（3.5） 保護者等との連携 2.05 2.26 2.23 1.77
（3.6） 資料の作成 2.66 3.44 3.48 2.72
（3.7） 学習状況の把握 2.21 2.31 2.74 2.10
（3.8） 活用方法の改善 2.38 2.42 3.01 2.21

「（3.1）教育効果や利点の理解」「（3.4）資料の収集」「（3.6）資料の作成」は比較的高いが，「（3.2）
ICT を活用した授業計画」「（3.3）教材として活用」「（3.5）保護者等との連携」「（3.7）学習状況の把
握」「（3.8）活用方法の改善」は高くはない。特に，技術科・情報科を除く教科の指導法では全て
において高くはない結果となっており，対応が求められる。

4．3．3　学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導
本調査の調査項目を表 20 に示す。
表 20 の調査項目に対して，講義種別ごとに集計した結果を表 21 に示す。また，図 3 に，結果

をレーダーチャートにしたものを示す。

図 2　教材研究・指導準備・評価等での ICTを活用した教育技術の指導（チャート）
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表 20　学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導（項目）

本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」

（4.1）教科等の目標達成のために ICT 機器を活
用した授業展開ができるよう指導する

（独自）

（4.2）資料を提示するなどにより，児童生徒の
興味・関心を高めたり，課題を明確につかませ
たり，学習内容を的確にまとめさせたりするた
めに，ICT 機器を活用することができるよう指
導する

（B-1）学習に対する児童生徒の興味・関心を高
めるために，コンピュータや提示装置などを活
用して資料などを効果的に提示する。

（B-2）児童生徒一人一人に課題を明確につかま
せるために，コンピュータや提示装置などを活
用して資料などを効果的に提示する。

（B-3）分かりやすく説明したり，児童生徒の思
考や理解を深めたりするために，コンピュータ
や提示装置などを活用して資料などを効果的
に提示する。

（4.3）児童生徒に互いの意見・考え方・作品な
どを共有させたり，比較検討させたりするな
ど，児童生徒の意見などを効果的に集約し，提
示するために，ICT 機器を活用することができ
るよう指導する

（B-3）分かりやすく説明したり，児童生徒の思
考や理解を深めたりするために，コンピュータ
や提示装置などを活用して資料などを効果的
に提示する。

（4.4）知識の定着や技能の習熟をねらいとして，
繰り返し学習させたり，児童生徒一人一人の理
解や習熟の程度などに応じた学習をさせたり
するために，学習用ソフトやインターネットな
ど，ICT 機器を活用させることができるよう指
導する

（B-4）学習内容をまとめる際に児童生徒の知識
の定着を図るために，コンピュータや提示装置
などを活用して資料などをわかりやすく提示
する。

（C-4）児童生徒が学習用ソフトやインターネッ
トなどを活用して，繰り返し学習したり練習し
たりして，知識の定着や技能の習熟を図れるよ
うに指導する。

（4.5）児童生徒の学びの深まりをねらいとして，
グループで考えをまとめさせたり，協働してレ
ポート・資料・作品などを制作させるために，
ICT 機器を活用させることができるよう指導す
る

（新設）

（4.6）指導者用デジタル教科書を効果的に活用
した授業が実施できるよう指導する

（独自）
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表 21　学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導（結果）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（4.1） 教科等の目標達成 2.68 2.36 3.36 2.51
（4.2） 資料の提示 2.82 2.53 3.38 2.64
（4.3） 児童生徒の考え方を共有 2.36 2.05 2.83 2.18
（4.4） 知識の定着 2.20 2.20 2.67 2.03
（4.5） グループワークなどの協働学習 2.28 1.98 2.72 2.12
（4.6） 指導者用デジタル教科書の活用 1.70 1.50 1.86 1.67

全般的に低い値となっている。「（4.6）指導者用デジタル教科書の活用」については，大学等
の整備が前提となり，整備率が極めて低い現状ではやむを得ないが，その他の項目については，
対応が必要である。

しかし，大学教員自身がこのような ICT 活用をしていない現状（図 1 参照）では，学生が教
員として実践することは困難である。まず，大学教員自身が自らの講義で実践し，その講義を受
講した学生が，教員として実践できるように，カリキュラムの検討が求められる。

4．3．4　情報活用スキルの指導
本調査の調査項目を表 22 に示す。また，このカテゴリでは，各教員の実施状況についての 4

段階評価に加えて，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導
できるようになるか」との質問も実施した。

表 22 の調査項目に対して，講義種別ごとに集計した結果を表 23 に示す。図 4 に，結果をレー
ダーチャートにしたものを示す。学生が指導できるようになるかとの問いに「はい」と回答した
割合を表 24 に示す。

図 3　学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導（チャート）
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表 22　情報活用スキルの指導（項目）

本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」

（5.1）コンピュータなどの基本的な操作技能（文
字入力やファイル操作など）を身に付けること
ができるよう指導する教科等の目標達成のた
めに ICT 機器を活用した授業展開ができるよ
う指導する

（新設）

（5.2）コンピュータやインターネットなどを活
用して，情報を収集したり，目的に応じた情報
や信頼できる情報を選択したりできるよう指
導する

（C-1）児童生徒がコンピュータやインターネッ
トなどを活用して，情報を収集したり選択した
りできるように指導する。

（D-3）児童がインターネットなどを利用する際
に，情報の正しさや安全性などを理解し，健康
面に気を付けて活用できるように指導する。

（D-3）生徒がインターネットなどを利用する際
に，情報の信頼性やネット犯罪の危険性などを
理解し，情報を正しく安全に活用できるように
指導する。

（5.3）ワープロソフト・表計算ソフトなどを活
用して，調べたことや自分の考えを文章・表・
グラフ・図などにまとめることができるよう指
導する

（C-2）児童が自分の考えをワープロソフトで文
章にまとめたり，調べたことを表計算ソフトで
表や図などにまとめたりすることを指導する。

（C-2）生徒が自分の考えをワープロソフトで文
章にまとめたり，調べた結果を表計算ソフトで
表やグラフなどにまとめたりすることを指導
する。

（C-3）児童がコンピュータやプレゼンテーショ
ンソフトなどを活用して，分かりやすく発表し
たり表現したりできるように指導する。

（C-3）生徒がコンピュータやプレゼンテーショ
ンソフトなどを活用して分かりやすく説明し
たり，効果的に表現したりできるように指導す
る。

（5.4）コンピュータやプレゼンテーションソフ
トなどを活用して，自分の考えなどをわかりや
すく効果的に発表・説明したり，話し合ったり
できるよう指導する

（新設）
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表 23　情報活用スキルの指導（結果）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（5.1）�基本的な操作技能 2.32 3.81 3.21 2.27
（5.2）�情報の収集・選択 2.81 3.63 3.51 2.73
（5.3）�考えをまとめる 2.39 3.71 3.22 2.39
（5.4）�わかりやすく効果的な発表・説明 2.61 3.5 3.37 2.48

表 24　情報活用スキルの指導ができるようになる割合（%）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（5.1）�基本的な操作技能 40.1 80.3 77.5 39.9
（5.2）�情報の収集・選択 58.4 75.1 87.6 54.4
（5.3）�考えをまとめる 38.6 75.7 72.9 41.7
（5.4）�わかりやすく効果的な発表・説明 49.3 67.7 76.7 46.5

「情報機器の操作」では，いずれの項目についても高い値となっており，情報活用スキルの指
導については大体実施できていると思われる。

一方，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導できるよう
になるか」との問いでは，「情報機器の操作」の「（5.4）わかりやすく効果的な発表・説明」の
割合が，他と比べて 10 ポイント程度低くなっている。「中学校技術科及び高等学校情報科」を合
わせると，全体で 75% 以上となるが，これは小学校やその他の教科を取得する学生は受講しな
い者が大多数である。全員が受講する講義において，「発表・説明」に関する指導力を身に付け
させることが望まれる。

図 4　情報活用スキルの指導（チャート）
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4．3．5　情報活用の基盤となる知識や態度の指導
本調査の調査項目を表 25 に示す。また，このカテゴリでは，各教員の実施状況についての 4

段階評価に加えて，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導
できるようになるか」との質問も実施した。

表 25 の調査項目に対して，講義種別ごとに集計した結果を表 26 に示す。図 5 に，結果をレー
ダーチャートにしたものを示す。学生が指導できるようになるかとの問いに「はい」と回答した
割合を表 27 に示す。

表 25　情報活用の基盤となる知識や態度の指導（項目）
本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」

（6.1）情報を集めたり発信したりするために，
自らの行動に責任を持ち，相手のことを考え，
自他の権利を尊重して，ルールやマナーを守っ
て行動できるよう指導する

（D-1）児童が発信する情報や情報社会での行動
に責任を持ち，相手のことを考えた情報のやり
とりができるように指導する。

（D-1）生徒が情報社会への参画に当たって責任
ある態度と義務を果たし，情報に関する自分や
他者の権利を理解し尊重できるように指導す
る。

（D-2）児童が情報社会の一員としてルールやマ
ナーを守って，情報を集めたり発信したりでき
るように指導する。

（D-2）生徒が情報の保護や取扱いに関する基本
的なルールや法律の内容を理解し，反社会的な
行為や違法な行為などに対して適切に判断し
行動できるように指導する。

（6.2）著作権などの知的財産権や，人格権，肖
像権などの個人の権利について正しく理解し，
尊重できるよう指導する

（独自）

（6.3）反社会的な行為や違法な行為，ネット犯
罪などの危険を適切に回避したり，健康面に留
意したりして，インターネット（Web や SNS）
などを適切に利用することができるよう指導
する

（D-2）児童が情報社会の一員としてルールやマ
ナーを守って，情報を集めたり発信したりでき
るように指導する。

（D-2）生徒が情報の保護や取扱いに関する基本
的なルールや法律の内容を理解し，反社会的な
行為や違法な行為などに対して適切に判断し
行動できるように指導する。

（D-3）児童がインターネットなどを利用する際
に，情報の正しさや安全性などを理解し，健康
面に気を付けて活用できるように指導する。

（D-3）生徒がインターネットなどを利用する際
に，情報の信頼性やネット犯罪の危険性などを
理解し，情報を正しく安全に活用できるように
指導する。
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本調査 「教員の ICT 活用指導力の基準」
（6.4）パスワードを適切に設定・管理したり，
ウィルス対策ソフトを適切に利用したりする
など，情報セキュリティに関する基本的な仕組
みを理解し，コンピュータやインターネットを
安全に利用できるよう指導する

（D-4）児童がパスワードや自他の情報の大切さ
など，情報セキュリティの基本的な知識を身に
付けることができるように指導する。

（D-4）生徒が情報セキュリティに関する基本的
な知識を身に付け，コンピュータやインターネ
ットを安全に使えるように指導する。

（6.5）コンピュータやインターネットを学習に
活用したり，その仕組みを理解しようとしたり
するよう指導する

（新設）

表 26　情報活用の基盤となる知識や態度の指導（結果）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（6.1） 行動に責任 2.85 3.42 3.42 2.62
（6.2） 個人の権利 2.85 3.36 3.46 2.81
（6.3） 危険の回避・健康に留意 2.64 3.35 3.33 2.39
（6.4） 安全に利用 2.24 3.36 3.17 2.01
（6.5） 学習に活用 2.55 3.36 3.36 2.42

表 27　情報活用の基盤となる知識や態度の指導ができるようになる割合（%）
教育の方法
及び技術

情報機器の
操作

各教科の指導法
技術・情報 その他

（6.1） 行動に責任 59.1 65.7 79.8 53.7
（6.2） 個人の権利 55.6 62.1 78.3 57.0
（6.3） 危険の回避・健康に留意 49.6 62.6 71.9 44.1
（6.4） 安全に利用 31.7 62.0 68.8 28.3
（6.5） 学習に活用 44.2 61.7 74.4 43.4

図 5　情報活用の基盤となる知識や態度の指導（チャート）
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「情報機器の操作」では，「情報スキルの指導」と比べると若干低いものの，いずれの項目につ
いても高い値となっている。

一方，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導できるよう
になるか」との問いでは，「情報機器の操作」においていずれも 60～65% と，余り高くない。「中
学校技術科及び高等学校情報科」はかなり高い値となっているが，情報スキルの指導の場合と同
様，受講しない者が大多数であることを考慮すると，全員が受講する講義においての指導が重要
である。

5　まとめ

大学等の教職課程は，現在の教育現場に必要とされる人材を輩出するための職業教育の側面だ
けではなく，新たな課題への対応や今後必要となる知識，技能の教授，先進的な取り組みの試行
など，学術的な側面もある。

調査結果からは，職業教育の側面も十分な教育が実施されているとは言い難い。初等中等教育
の学校からは，教員として採用されたらすぐに現状に即した授業を実施できる教員の輩出が求め
られている。これは，教職課程を担当する教員だけの問題ではない。大学等が地域の教育委員会
との連携を密にし，教員養成に関して，それぞれの役割を明確にした上で，初等中等教育におけ
る，教育の情報化，ICT 機器の導入・活用状況等をしっかりと把握し，求められている人材の育
成を進める必要がある。また，大学等に電子黒板や 1 人 1 台のタブレット PC 等が整備されてい
ないと，これらを使った指導を実施することは不可能である。教職課程において，十分な ICT 活
用指導力の育成を進めるためには，大学等の環境整備も不可欠である。

学術的な側面も同様である。例えば，個別学習を充実させるために，ICT の活用が有効である
と期待されているが，そのためには 1 人 1 台端末の整備に加え，様々な子供の習熟度に対応でき
る教材，ソフトウェアが必要となる。現状では，初等中等教育の学校での導入は進んでいない。
大学等では，このようなソフトウェアのモデル等を開発し，将来学校に導入されることを見越し
て，学生が個別学習の指導を体験できるようにするといったことも，重要な役割であろう。
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Abstract
The purpose of this paper is to clarify the training policies of the boards of education that 

contribute to the teachers’ teaching skills for ICT use. Based on the surveys of the education 
centers of prefectures, designated cities, and municipalities, a significant correlation is revealed 
with the local government level of teaching skills for ICT use depending on the training facility, 
training preparation method, status of implementation of training, training content, and equipment 
used in the training, and other factors. Such research combined with a case study indicated the 
following three points to raise the level of teaching skills for ICT use of the local governments. 
The first thing is to prepare user-friendly equipment such as projectors, digital textbooks, tablets, 
and to teach their use. The second is to increase the competence of the education center staff and 
to increase their autonomy. The third is to clarify the policy of the local government.

教員の ICT活用指導力と教育委員会の研修施策の関連

The Correlation between the Teachers’ Teaching Skills for ICT Use and the Training Poli-
cies of the Boards of Education
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はじめに
本稿の目的は、教員の ICT 活用指導力に寄与する教育委員会の研修施策を明らかにすること

である。
教員の ICT 活用指導力とは、IT 戦略本部による「IT 新改⾰戦略」（平成 18 年）に基づき、教員

の ICT 活用指導力の基準の具体化を図り到達目標を明確にするため、文部科学省が設置した「教
員の ICT 活用指導力の基準の具体化・明確化に関する検討会」が策定した教員の ICT 活用指導
力のチェックリストによっている（巻末資料参照）。

文部科学省は「教育の情報化の実態等に関する調査」の中で、学校における主な ICT 環境の
整備状況と教員の ICT 活用指導力について調査している。教員の ICT 活用指導力は平成 19 年度
から調査しており、大項目 5 項目について都道府県ごとの順位を示している。調査結果からは、
年を追うごとにハード面の整備と教員の ICT 活用指導力が上昇していることが示されている。し
かし、ハード面とソフト面の推進状況は都道府県によって異なり、その要因がどこにあるのかは
明らかになっていない。

ICT 活用指導力に影響する要因分析を試みた先行研究としては、日本教育新聞社が文部科学省
の委託研究として実施した「ICT 活用指導力調査項目の改善に向けた調査」（2017）が挙げられる。
同調査は、小～高校、特別支援学校の中から 210 校をランダムサンプリングし、その校長及び教
員を対象に調査した。調査においては学校経営における情報化推進の状況、校内研修の実施状況、
校長自身の取り組み、教育の情報化への対応の位置づけ等を尋ね、その全国傾向を示しているも
のの、教員の ICT 活用指導力に何が影響するかの分析はできていない。また、金澤・深谷（2018）
は都道府県単位で教員の ICT 活用指導力と研修内容との関連について調査しているが、キーワ
ード別の研修実施件数との相関分析にとどまっており、本稿が目指す ICT 活用指導力に影響す
る要因分析にまでいたっていない。

使用データ

本稿が使用するデータは次の 3 種類である。まず、国立教育政策研究所による「教員養成課程
等における ICT 活用指導力の育成のための調査研究」で実施した都道府県・指定都市・市区町
村教育センター調査、そして同調査研究の一環として実施した事例調査、最後に文部科学省「教
育の情報化の実態等に関する調査」の原データである。

都道府県・指定都市・市区町村教育センター調査は、平成 29 年 2～3 月にしっ皆で実施した。
都道府県・指定都市立教育センターは直接に、市区町村立教育センターは教育委員会に当てて調
査票を発送し、教育センターを設置している場合に転送することを依頼した。回収率は表の通り
である。なお、市区町村調査においては回答機関中「教育の情報化に関する研修を教育センター
で実施している」と回答した 189 機関を対象に分析した。

表 1　教育センター調査回収率
母集団 回答 回収率

都道府県 47 45 95.7%
政令市 20 17 85.0%

市区町村 1780 1073 60.3%
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調査内容は、職員数、ICT 機器保有状況、ネットワーク環境、学校間ネットワーク整備の担当
（都道府県のみ）、意図している ICT 能力、研修実施状況、講座内容、教育センター職員対象研
修実施状況である。（国立教育政策研究所 , 2018）

事例調査は平成 28 年度「教育の情報化の実態等に関する調査」で教員の ICT 活用指導力が高
い岡山県、佐賀県、熊本県を対象に実施した。うち、教育委員会の施策と教員の ICT 活用指導
力の関連が読み取れる岡山県の事例のみを分析に活用することとした。2018 年 1 月に筆者が岡
山県教育委員会と岡山県総合教育センターを訪問し、情報教育研修の担当者にインタビューした。

（国立教育政策研究所 , 2018）
文部科学省「教育の情報化の実態等に関する調査」の原データは、調査票情報の二次利用申請

を行い、都道府県、指定都市、市区町村の教員の ICT 活用指導力について提供を受けた。同調
査は教員の ICT 活用指導力を測る項目として、A 教材研究・指導の準備・評価などに ICT を活
用する能力（4 項目）、B 授業中に ICT を活用して指導する能力（4 項目）、C 児童の ICT 活用を
指導する能力（4 項目）、D 情報モラルなどを指導する能力（4 項目）、E 校務に ICT を活用する
能力（2 項目）を設定し、それぞれ「わりにできる」「ややできる」「あまりできない」「ほとんどで
きない」の 4 段階で調査している。文部科学省は 18 の小項目ごとに「わりにできる」「ややできる」
と回答した教員の割合と A ～ E ごとの平均を全国単位と都道府県単位で算出し、都道府県ごと
の順位を示している（文部科学省 2018）。本調査においては A ～ E の「わりにできる」「ややでき
る」と回答した教員の割合を合計して都道府県、指定都市、市区町村ごとの平均値を求め、「教
員の ICT 活用指導力水準」とした。さらに 5 観点全体にわたって全国平均を上回っている上位
約 1／3 の自治体を「ICT 活用指導力水準高」、他を「ICT 活用指導力水準低」とラベリングした（都
道府県においては 5 観点全てにわたって全国平均を上回っている上位 15 位までの都道府県、指
定都市においては同様の基準による上位 6 位までの指定都市を、また市区町村においては 5 観点
の合計が上位かつ 4 観点以上で全国平均を上回る 597 市区町村を「ICT 活用指導力水準高」とした）。

さらに 5 観点全てにわたって全国平均を上回っている上位約 1／3 の自治体を「ICT 活用指導
力水準高」、他を「ICT 活用指導力水準低」とラベリングした。

分析においては、都道府県・指定都市・市区町村教育センター調査の個票データに上記 ICT 活
用指導力水準データを加え、ICT 活用指導力水準との有意差の有無の観点から分析した。

結果と考察

1　岡山県事例調査
岡山県教育委員会は、平成 21 年度に教員の ICT 活用指導力の到達度目標を設定し、目標を達

成するための研修を開始した。国の調査で教員の ICT 活用指導力は A：教材研究・指導の準備・
評価などに ICT を活用する能力、B：授業中に ICT を活用して指導する能力、C：児童の ICT 活
用を指導する能力、D：情報モラルなどを指導する能力、E：校務に ICT を活用する能力の 5 種
類を設定している。岡山県はこのうち B：授業中に ICT を活用して指導する能力の「わりにでき
る」「ややできる」割合を 90％（平成 19 年度 52％）、D：情報モラルなどを指導する能力の「わ
りにできる」「ややできる」割合を 95％（平成 19 年度 60％）と設定した。

これらの目標を達成するために岡山県は、全県下の小学校から高校までの情報教育担当者を対
象にした研修を開始した。研修はサテライト方式で実施することとし、小中学校の担当者研修は
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市町村教育委員会の協力を得て会場を設定し、県立学校の担当者研修は県教育委員会が会場を設
定した。各会場では受講者が 30 名から 40 名程度になるように受講者の範囲が設定された。研修
会の講師は主に教育センターの指導主事が担当し、必要に応じて教育委員会指導主事も担当した。
講師は事前に教育センターの中で研修内容を協議して研修に臨んだ。

岡山県が実施した情報教育担当者研修は、受講者が受講内容を元に校内研修を実施することを
想定したものであった。研修において講義の部分もあったが、最も特徴的なのは実物投影機を活
用した校内研修の模擬研修を実施したことである。

模擬研修において、受講者は数名のグループに組織され、苦手だと思っている受講者から優先
的に実物投影機を使用するように促される。実物投影機の操作方法を確認し、何を大きく映し、
どのように指導をすれば効果的なのかを考えさせる。グループの中で 2 分間の模擬授業を考え、
プレゼンターションすることを通して実物投影機の使用法を習得していく。

岡山県総合教育センターがこの研修を企画するときに心がけたのは、誰でもできることと気軽
に受講できることであった。参加が義務づけられている研修ではあるが、受講者が負担感なく参
加し、学校に戻って気軽に校内研修を企画できるようになることが意図されていた。

この研修は平成 21 年度から 3 年間で県下の全情報教育担当者を対象に実施され、平成 24 年度
から更に 3 年間、同様の研修が実施された。平成 27 年度からは情報モラルに焦点をあてた研修
を 3 年計画で実施している。

1

11

21

31

41

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

A教材研究などにＩＣＴ活用 B授業にＩＣＴ活用

C児童生徒のＩＣＴ活用を指導 D情報モラルを指導

E校務にＩＣＴ活用

これらの研修を通じ、岡山県における教員の ICT 活用指導力の都道府県間順位は、A から E

までの 5 項目において、平成 20 年度は B30 位、D36 位、A38 位、E39 位、C42 位となっていた
のが、平成 21 年度には B12 位、E15 位、C18 位、D19 位、A28 位となり、平成 22 年度には E2 位、
B4 位、C・D5 位、A8 位、平成 24 年度は E1 位、B・C・D2 位、A3 位となり、25 年度以後全項
目で 1 位か 2 位となっている。（国立教育政策研究所 , 2018）

図 1　岡山県における教員の ICT活用指導力の県間順位の推移
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2　都道府県・指定都市・市区町村立教育センター調査

都道府県・指定都市・市区町村立教育センター調査で調査した項目中、ICT 活用指導力の高低
と有意な相関を示したのは表 2 の通りである。

表 2　教育センター調査項目と ICT活用指導力の相関
都道府県 指定都市 市区町村

設備：実物投影機 ＊ †
設備：タブレット型 PC †
設備：デジタル教科書 ＊＊
設備：PC 研修室 ＊＊
情報部門の常勤職員数 †
教育センターが研修講座の内容を策定 ＊＊
目指す姿：教員が情報収集で ICT 活用 ＊
目指す姿：教員がデジタル教科書活用 ＊
目指す姿：生徒が ICT で意見共有 †
目指す姿：生徒が ICT で意見をまとめる †
目指す姿：教員や生徒が著作権理解 ＊
目指す姿：教員や生徒が危機管理 ＊

情報化推進担当者を対象にした研修を実施 ＊＊ †
管理職研修で情報化研修を実施 ＊
年次研修で情報化研修を実施 †

担当者研修内容：国や都道府県の施策 ＊（市）
担当者研修内容：実践事例 ＊（市） † ＊
担当者研修内容：危機管理 ＊（市） †
担当者研修内容：著作権 †
経験者研修内容：校務 †（県）
経験者研修内容：プログラミング教育 ＊（市）
経験者研修内容：危機管理 †
経験者研修内容：実践事例 ＊
希望者研修内容：国や都道府県の施策 †（市）
希望者研修内容：専門家の講話 †（市）

担当者研修講師：情報部門の職員 ＊＊（市） †
担当者研修講師：外部講師 †（県） †
希望者研修講師：情報部門の職員 ＊＊

担当者研修使用機器：実物投影機 †（県） ＊
担当者研修使用機器：タブレット型 PC ＊＊（県市） †
経験者研修使用機器：デジタル教科書 †（県市）
経験者研修使用機器：タブレット型 PC †
希望者研修使用機器：デジタル教科書 ＊＊
希望者研修使用機器：タブレット型 PC †
注： ICT 活用指導力の高群と低群でクロス表を作成し、Mann-Whitney 検定により漸近有意確率

を算出した。
注：＊＊＝ p<.01、 ＊＝ p<.05、 †＝ p<.10
注： 研修内容、研修講師、研修使用機器については、情報化担当者研修、管理職研修、初任者研

修、経験者研修、希望者研修それぞれについて調査し、分析した。
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調査項目の中で ICT 活用指導力水準と有意な相関が見られたもの（p 値 .05 未満）は以下の通
りである。

設備について、指定都市で「実物投影機」（p<.05）、市区町村で「デジタル教科書」（p<.01）「研
修室」（p<.01）と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向にある。

研修内容策定については、都道府県で「教育センターがイニシアティブを持って研修講座の内
容を策定している」と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向にある（p<.01）。

研修講座を策定する際に意図している教員や児童生徒の姿は、市区町村で「教員が資料収集の
ために ICT 機器を活用する」「教員が指導者用デジタル教科書を効果的に活用する」「児童生徒が
互いの意見を共有するために、ICT 機器を活用する」「児童生徒がグループで考えをまとめるため
に ICT 機器を活用する」「教員や児童生徒が著作権などについて正しく理解し、尊重できる」「教
員や児童生徒がネット上の危険を回避して、適切に利用する」（すべて p<.05）と回答する自治体
の ICT 活用指導力水準が高い傾向にある。

研修の実施状況について、都道府県では「情報化推進担当者研修」（p<.01）「管理職研修におい
て情報化研修を実施」（p<.05）している自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向にある。

研修内容について、都道府県では「国や都道府県の施策」「危機管理」「実践事例の報告」「プログ
ラミング教育」と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向にある（すべて p<.05）。指
定都市と市区町村では「実践事例の報告」と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向
にある（ともに p<.05）。

研修講師について、都道府県と指定都市では「情報部門の職員」と回答する自治体の ICT 活
用指導力水準が高い傾向にある（ともに p<.01）。

研修で使用する機器について、都道府県では「タブレット型 PC」（p<.01）、指定都市では「デ
ジタル教科書」（p<.01）、市区町村では「実物投影機」（p<.05）と回答する自治体の ICT 活用指導
力水準が高い傾向にある。

3　まとめと考察

都道府県、指定都市、市区町村教育センター調査と岡山県の事例調査を総合すると、ICT 活用
指導力が高い自治体の教師は、授業準備で ICT を活用している、授業の中では実物投影機やタ
ブレット型コンピュータを活用して子供たちが互いの意見を共有したり、考えをまとめたりして
いるなど、ICT を活用した授業の実践的な方法が伝達され、身に付けている姿が浮かび上がって
くる。そのような教員を育成するため、教育委員会が取り得る施策は、ICT 機器や通信環境等ハ
ード面の整備や、それらを活用するための研修の機会を策定することにある。

ハード面の整備について、都道府県における有意差が見られなかった。都道府県教育センター
における ICT 機器の保有状況は、整備数がゼロの調査項目はほとんどなかった。大型モニタを
設置していない教育センターが 21 機関あったが、それらの機関はプロジェクタを設置していた。
都道府県立教育センターは昭和 30 年代より教育センター設置に関する国の補助事業が行われた
こと、そのスタッフの配置は任命権者である都道府県教育委員会の判断で実施できることなどが
都道府県のハード面の差が見られないことに影響していると思われる（千々布 a, 2012）。指定都
市においては実物投影機の設置状況が ICT 活用指導力水準と相関していた（p<.05）。研修におけ
る実物投影機の使用状況が、市区町村において ICT 活用指導力水準と相関していること（p<.05）、
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岡山県の研修は実物投影機の使用方法に焦点化していたことを合わせると、この機器の設置や研
修が教員の ICT 活用指導力に影響していると考えられる。岡山県の研修担当者が語っていたよ
うに、誰でもできることと気軽に受講できることが、受講者の ICT 活用指導力向上に重要な要
素となっているのであろう。筆者が参観する通常の授業においては、教員が児童生徒のノートを
実物投影機を使ってプロジェクタに提示している場面をよく見かける。実物投影機でなくタブレ
ット型 PC でノートの写真を撮って投影する場面もあるが、実物投影機の方が児童生徒の操作も
容易で授業の流れの中に入りやすい。

ハード面で優位差が見られたもう一点は、指定都市におけるデジタル教科書の使用（p<.01）
と市区町村におけるデジタル教科書の整備（p<.01）である。デジタル教科書は実物投影機と同
様に授業の中で使用しやすい。電子黒板での提示やプロジェクタの提示を通じ、事実上の教科書
拡大コピーの提示を容易にしている。電子黒板でもプロジェクタでも、拡大提示した教科書に教
師が授業の流れに応じて書き込みを入れることが容易である。

タブレット型 PC の使用も、都道府県において ICT 活用指導力水準との相関が見られた
（p<.01）。タブレット型 PC は、教師が児童生徒のノートを写真で撮る、デジタル教科書等の教材
をプロジェクタに接続して提示する、児童生徒がタブレット型 PC に入力した内容をプロジェク
タに一斉提示するなどの使用方法がある。実物投影機やデジタル教科書に比べると使用の難易度
は上がるものの、使用によって授業時間を短縮したり、効率的な意見交換を可能にしたりするな
ど、活用場面は幅広い。

ソフト面については、都道府県において教育センターがイニシアティブを持って研修講座を企
画していることが ICT 活用指導力水準と相関していた（p<.01）。岡山県の研修も企画したのは教
育センターの担当者であった。都道府県においては教育委員会事務局と教育センターの関係が変
容しつつある。元より教育センターは教育委員会組織の一部であるが、研修施設として教育委員
会の外局的位置づけとなっている機関が多かった。ところが、平成 11 年の教育職員養成審議会
答申が研修の担当部局を集約するよう提言したことなどを受けて、教員研修の担当部局を教育セ
ンターに集約する傾向が見られる（千々布 a, 2012）。一部の教育センターは教育委員会事務局の
研修担当課を教育センターに配置する組織改編を行っている（千々布 , 2012b, 2012c）。今日の教
育センターは、以前と同様に外局的位置づけの機関もあろうが、教育委員会事務局と同等の位置
づけに変容しつつあると推量され、それが教員の ICT 活用指導力水準に影響していると考えら
れる。

教育センターが主体的に研修内容を企画するには、教育センター・スタッフの力量向上が必要
である。都道府県の情報化推進担当者研修と指定都市の希望者研修において、教育センターの情
報部門職員が講師となることが ICT 活用指導力水準と相関していた（p<.01）。岡山県の教育セン
タースタッフは、その OB で大学研究者や国の研究機関の職員になった者がいるほどに力量が高
い。岡山県以外でも、教育センターのスタッフは研修の企画実施に加え、所轄下の学校の ICT 指
導を依頼される機会も多く、OJT として力量向上の機会が多いと推量される。教員の ICT 活用指
導力の向上は教育センタースタッフの力量向上と相互作用の関係にあるものと思われる。

情報化研修の内容は、都道府県において「国や都道府県の施策」「危機管理」「実践事例の報告」「プ
ログラミング教育」と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い傾向にあった（すべて
p<.05）。これは、岡山県の事例と合わせると、都道府県として所轄下の教員の ICT 活用指導力の
どこに焦点を当てるかを明確にしていること、その方針に従って研修内容を策定していることが
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教員の ICT 活用指導力に影響していると考えられる。
指定都市と市区町村では「実践事例の報告」と回答する自治体の ICT 活用指導力水準が高い

傾向にある（ともに p<.05）。これは、教育委員会としての方針に加えて、具体的なわかりやす
い研修を提供することの意義を示すものといえよう。この点は、実物投影機の設置及び使用が自
治体の ICT 活用指導力水準と相関していることとも通底する。

本稿の作業を通じ、自治体の ICT 活用指導力水準を高めるための視点が明確になった。一つ
は実物投影機やデジタル教科書、タブレット型 PC のように使いやすい機器を整備し、その使用
法を伝達していくこと。一つは教育センタースタッフの力量を高め、自律性を高めること。一つ
は自治体としての方針を明確にすることである。

本稿の作業では ICT のハード面の量的整備（教育センター及び学校）の必要性を明らかにす
ることはできなかった。これは、一部の自治体で所轄下の学校の教員及び児童生徒全員分のタブ
レット型 PC を配布するなどの整備を行っているものの、それが本調査の統計処理で ICT 活用指
導力と相関を示すほどの量的状況に至っていないことが要因と思われる。この点は今後の課題と
したい。
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参考：教員の ICT 活用指導力のチェックリスト

出典：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1296901.htm
注：教員の ICT 活用指導力のチェックリストは中学校・高等学校版のほか小学校版がある。
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Abstract
In this paper, we report case studies from overseas visits on fostering teaching skills for ICT 

use in teacher training courses and other programs. Through this survey, we conducted interviews 
and observed classroom teaching in six countries. Several characteristic cases were selected and 
are introduced in this paper concluding with a summary of the case studies.

A topic of debate is what kind of classes should be taught in the university teacher training 
courses in order to foster teaching skills for ICT use, and here, useful examples as reference for 
future teaching in Japan are the teaching method adopted by Monash University in the State of 
Victoria in Australia where the students get to try out various ICT tools, and the teaching method 
at University College Capital in Denmark using active learning. However, with both teaching 
methods, the costs for preparing such classes by teachers are anticipated to be large, and therefore, 
one key point will be how to go about mitigating these preparation costs. The National Institute 
of Education in Singapore has adopted a method of teaching university classes by teaming up 
experts in ICT technology and support staff with faculty members to incorporate such a method 
into the curriculum. If such a structure is established, this will lead to reducing the burden on 
faculty members.

In this survey, in addition to the perspective of teacher training, a number of examples were 
collected from the perspective of promoting ICT use in schools. One of them is the case of New-
castle Junior/Senior High School in the United States. The principal observes classes every week 
and endeavors to share good examples with the teachers. This is a method which does not involve 
high costs and causes action for ICT use to be taken right away with little preparation.

Through this survey, it has become clear that all teacher training schools and ICT implementing 
schools are facing difficulty in catching up with and incorporating ICT, which is evolving day by 
day, and it appears that each situation is one of trial and error. One thing in common seems to be 
that even if the use of a specific tool is taught, it is quickly rendered obsolete, and therefore, once 
a tool or service is needed in the teaching, it is important to prepare measures or a support envi-
ronment enabling the teachers themselves to learn what they need. In other words, this means 
creating an environment where teachers are able to teach each other, preparing online training, and 
arranging technical support staff. Regarding ICT use methods, it is important that teachers adopt 
a stance of learning together with the students. Here, the case of Australia is helpful.

海外事例から見る ICT 活用指導力の育成

Case Studies on Fostering “Teaching Skills for ICT Use” from an International Perspective 

江草由佳＊

EGUSA Yuka

＊ 研究企画開発部教育研究情報推進室総括研究官
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1　はじめに

本稿では，教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のため，海外での訪問調査で得ら
れた事例について紹介する。海外事例の調査に当たっては，報道などから国民生活に ICT が活
用されていると判断される国，若しくは数年前の日本の状況に近いと思われる国を視野にいれて
選定した。教育における ICT 活用の世界的な動向について事前調査を行った上で調査対象を選
定してはいないため，ここで述べる事例については，あくまでも一例であるという本研究の限界
についてあらかじめ述べておく。また，前提として，外国の事例については，当該国の人口や国
土の規模，歴史的変遷，国民生活における ICT 活用度合い，初等・中等学校の ICT 機器整備状況，
教育制度，教員養成の制度など日本とは様々に異なる点がある。そのため，ICT 活用の外国の事
例を，そのまま日本国内に適用できるわけではない。しかし，海外事例における活用の成功要因
や，グッドプラクティス，その課題などを知ることは，今後の日本における実践可能性などを検
討する上で参考になる点もあると判断し，これらの点に着目して報告する。

本調査では，アメリカ合衆国（ペンシルバニア州），中国（上海），エストニア，シンガポール，
オーストラリア（ビクトリア州），デンマークの 6 か国を訪問調査した。また，それぞれの訪問
国で得られた事例の詳細については江草 （2018） を参照していただくとして，本稿では幾つか特
徴的な事例をピックアップして紹介し，最後に全体を通したまとめを述べる。

2　各国事例

2.1	 スリッパリーロック大学
2017 年 2 月にアメリカ合衆国ペンシルバニア州にある州立の教員養成大学のスリッパリーロ

ック大学（Slippery Rock University of Pennsylvania）を訪問し，同大学の山本順子先生が行って
いる「教育工学」の授業についてインタビューした。このクラスは，1 回に 30 人くらいのクラ
スで，1 週間に 2 回，全 30 回を 15 週で行う授業である。これから教員資格をとろうとする学部
生の必修科目で，主に学部の 1～2 年生がとる授業だが，3～4 年生がとることもある。この授業
の受講生の中には，いろいろな科目の教員になろうとする学生がいる。この授業を受ける学生は，
まだ教科教育について学ぶ前なので，より詳細な授業計画をつくることはできない。しかし，学
生に対しては，「ポートフォリオの枠組みだけでもつくりましょう」といった課題を与え，授業
を進めている。この授業では，TPACK（Tech, Pedagogy and Content Knowledge）の枠組みを使っ
ている（図 1）。図 1 の中央の，Content Knowledge と Pedagogical Knowledge と Technological 
Knowledge の全てが重なったアンドの部分が重要と学生に教えている。

• Content Knowledge（CK）教える内容についての知識
• Pedagogical Knowledge（PK）教え方に関する知識
• Technological Knowledge（TK）テクノロジーに関する知識
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インタビューの結果から，ICT 以前の問題として，学生が教える内容をよくわかっていないの
が問題で，まずは，どんな内容を教えるのかを考えさせる方針であるとの説明があった。その方
針のもとに授業を進めたいが，受講している学生の専門教科が複数あるので難しいとのことであ
った。つまり，ICT が重要なのではなくコンテンツが重要だと教える際に，抽象的な話だけでな
く，具体的な授業事例も織り交ぜたいと考えているが，特定の教科の具体例を使うと，自分の教
科でないので関係ないと思う学生がいたり，自分の教科に応用できない学生もいる点などである。

また，目先のことはすぐに陳腐化するので，目先のことではなく，基礎的なことをしっかりと
教えたいと思っている。使い方がわかっている新しいテクノロジーでも，それを教育現場でどの
ように使えばよいのか，またどのように生かせばいいのかがわからないという学生がいるからで
ある。そのため，まずはどこの学校にでもあるテクノロジーでやれることを教えたい。その上で，
無理にテクノロジーを使わなくてもできるということも学生に考えてもらいたい。そこで最初の
課題では，テクノロジーがなくてもできるか，本当にテクノロジーを使う必要があるのかを考え
てもらうことにしている。

2.2	 ニューキャッスル中学・高等学校
2017 年 2 月にアメリカ合衆国ペンシルバニア州にある公立の中学・高等学校であるニューキ

ャッスル中学・高等学校（New Castle Junior/Senior High School）を訪問し，学校の授業の様子
を観察したり，校長や教員から ICT 活用で工夫している点について説明を受けた。この学校は，
スリッパリー大学の山本先生から ICT 活用教育に成功している学校であると紹介を受け，訪問
す る こ と と な っ た。 ま た，STEAM 教 育 の 実 践 も 特 徴 的 で あ る。STEAM と は，Science, 
Technology, Engineering and Mathematics の頭文字を取った STEM に Art を加えたもののことであ
る。この STEAM 教育にも積極的に ICT 活用を行っている。例えば，コンピュータを活用して
シューズのデザインコンテストに挑戦するアートの授業や （図 2），ロボットコンクールに挑戦す

（http://matt-koehler.com/tpack2/tpack-explained/，2018	年 12 月 1	日アクセス）

図 1	 TPACKの枠組み
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る授業（図 3）などがあった。

  

  

この学校は，生徒一人一人にではなく，学校側で，必要に応じてパーソナルコンピュータを用
意する体制だった。一方で，生徒自身のスマートフォンや iPad などを利用する授業もあった （図
4）。ただし，生徒自身のスマートフォン等を学校のインターネットに接続しても良いようにした
上で，SNS などには接続できないような制限はつけているとのことだった。生徒自身のスマー
トフォンや iPad の使用を禁止するのではなく，むしろ，積極的に活用することで，授業などで「デ
ジタルシチズン」を育てるとの方針であった。

図 2　シューズコンテストの準備をするクラスの様子

図 3　ロボットコンクールに挑戦するクラスの様子
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ICT に関する教員スキルの向上は，教員向け研修ワークショップを 1 学期に何回か放課後に開
催していることと，毎週水曜日は ICT を活用している教員による実践の情報共有・情報交換を
している。ある教師が良い試みをやっていても他の教師はわからないため，校長を含めて 3 名ほ
どで毎週水曜日に各教室を見学し，良い試みの実践は，写真を撮って，各教師にメールや Web 
ページで紹介している。

また，Google Classroom には多くの使えそうなアプリがあるので，同様に各教師にメールや
Web ページを通して紹介している。例えば，Google Classroom を使って簡単にレポート提出物を
生徒から受け取ったり，提出状況を管理したり，簡単にできると紹介している。このような良い
使い方を共有して紹介しておくことで，あとから，相談を受けることが多くなったとのことであ
った。また，教師の研修（ICT 活用授業など）は，オンラインによるビデオカリキュラムがある。

「コースサイト」という e ラーニングのサービス（無料）を使って，教師が好きなものを学べる
ようになっている。いずれは，こういうサービスを使って，教師自身が情報提供できるようにし
たいとのことであった。

2.3	 国立教育学院
2018 年 3 月にシンガポール唯一の教員養成機関である国立教育学院（National Institute of 

Education （NIE））を訪問した。この機関における教育活動の ICT 活用支援を行っている部署，
教育イノベーションセンター （Centre for Innovation in Learning） の職員 5 名から，教員になる予
定の学生に対する授業内での，センサ（温度，湿度など）を活用した実践の紹介を受けた。例え
ば，温度センサを用いて，パンを焼くときの温度を測ることによって，どのような温度変化が起
きているかがわかるようになる実験例などがあった（図 5）。センサを使う意義としては，セン
サで得られる客観的な数値が様々な科学現象の理解を助けるために役立つので，積極的に利用し
ているとのことであった。センサを授業で利用するためには，センサデータを収集し，送信する
装置の開発が必要であるが，これについては，センサを使った授業のカリキュラム設計を担当す
る専門家や，センサを操作し送信する装置の開発を担当する専門家などが，授業を担当する大学
教員とは別におり，教員とそれらの専門家がチームを作って授業を実施する点が特徴的であった。

図 4　授業で生徒が自身のスマートフォン等を利用している様子
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2.4	 モナッシュ大学
オーストラリアは，教育制度や教員養成が，州ごとに大きく異なるので，どの州であるかが重

要である。今回，2018 年 3 月に調査したのは，ビクトリア州にあるモナッシュ大学 （Monash 
University） である。ビクトリア州における教員養成は学部レベルで行われ，教育現場での ICT 
活用のための前提条件としてのインフラ整備などが，日本と似たような状況であるため，ここで
の授業の実践方法は，日本でも参考になるのではないかと思えた。
“EDF3217 - Digital technologies: Teaching, learning and the curriculum” という演習授業の担当者（2

人）にインタビューを行い，授業と演習の見学も行った。この授業は，教員養成課程（初等教育，
中等教育）の学部 3 年生の必修科目で，様々な教科（数学，科学，体育など）の学生が出席する
ものである。この授業を受ける学生は，1・2 年生の段階で，担当教科についての「分野」とし
ての知識がある程度あり，教授方法やカリキュラムについても既にある程度学んでいるという前
提である。この授業では，講義 1 コマ・演習 1 コマをセットで行い，それぞれテーマがある。例
えば，ある回は eBook について，ある回はプログラミングについて実践するなどである。そして，
講義ごと，演習ごとに小課題がでる。その課題では，例えば，eBook の回であれば，eBook を使
って生徒にどんなことをさせる授業をするのかということが問われる。今回，見学した回はバー
チャルリアリティがテーマであった（図 6）。

この授業での ICT を使った教育スキルのために，学生に教えることとして何が最も重要だと
思いますか？という質問に対する回答は次の 3 点でまとめられる。

まず，一番のキーワードは，exposure ということであった。つまり，ICT に関係して，いろん
な便利なツールやサービスがあることを体験させることが重要ということである。この授業では，
eBook，AR/VR/ 二次元コード，ウェブサイト，ブログ，プログラミング，ロボット，3D プリ
ンターを体験させていた。なぜ，いろんな体験をさせるかというと，まずは，ICT 活用の存在を
知らせることを重視しているということであった。そもそも，存在を知らなければ使うことを検
討しないからということであった。存在を知った上で，使うかどうかは別であると考えていると
のことであった。

次には，クリティカルシンキング（critical thinking）である。つまり，その ICT 活用は，使わ
ないより教育効果が本当に高くなるのか，コストに見合っているかを批判的に考える，ICT 活用

図 5			パン生地を入れる器にセンサを取りつけた状態
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を目的化しないということをこの授業で教えているとのことだった。
最後のキーワードは「先生は全部しらなくてもよい」ということであった。一般的な教科，例

えば，国語や算数については，「先生は生徒よりもよく知っていなければならない」と思うのは
当然ではあるが，少なくとも ICT 活用についてはどんどん新しいことが出てくるのだから，生
徒と一緒に学ぶのでよいのだという姿勢が大事であるということであった。つまり，生徒の前で
うまくいかないことがあったとしても，そういうものだと割り切ってできるようになる，そうい
う姿勢になるということが重要だということであった。

補足的な情報としては，教師になる人材は圧倒的に女性が多く，女性は ICT 関係に余り経験
がない傾向があるとのことだった。また，モナッシュ大学では，ICT 関係の授業はこの授業だけ
であり，この授業もはじまったばかりの試みである。もともと，教員養成で，もっと ICT 活用
ができるようになってほしいというニーズがあり，この授業をやることになった。また，学生の 
ICT 活用レベルはばらばらであり，50% くらいは不得意な学生がいる（PowerPoint を使ったこと
がないなど）。モナッシュ大学の他の教育系の授業で，ICT を活用しているかどうかは担当教員
に依存しているが，基本的には余り活用していないようであるとのことだった。

2.5	 メトロポリタンユニバーシティカレッジ
デンマークは，国策として，教育の ICT 化を進めており，全ての小学校の教室に電子黒板を

配備するなどとしている。2018 年 3 月にデンマークの 3 つのユニバーシティカレッジ（University 
College）を訪問し，インタビュー調査などを行った。ユニバーシティカレッジとは，ここ 4～5

年の間にできた新しい学校種である。ギムナジウム（高校相当）卒業後，4 年間の課程で，フォ
ルケスコーレ（小学・中学相当）の教員養成であり，専門職学士を授与する。

コペンハーゲンにあるメトロポリタンユニバーシティカレッジ（Metropolitan University 
College）では，Simon Skov Fougt 氏にインタビューを行った。彼は，この学校の教員であるが，
今は学生は教えておらず，研究のみを行っているとのことだった。フォルケスコーレ教員歴 12 
年，出版社で働いた経験もある。博士号取得後，現職に就き，専門は教員能力開発等である。
ICT を教育に取りいれるメリットとして，時間短縮やコスト減ではなく，大きく以下の 2 点を推
進することと考えているとのことであった。よりリアルにできるということと，より創作的にで

図 6　バーチャルリアリティを体験している様子
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きるということである。よりリアルにとは，例えば，リアルな新聞を作ってみることが ICT だ
とできるようになる。もちろん，模造紙等で新聞を作ることはできるが，ICT を使えば，本物の
ような見た目の新聞を作ることができるということである。よって，こういうリアルさは，自分
が暮らしているリアルな空間を，児童・生徒が自分事として考えられるような支援をするという
ことである。もう一つは，プロデュース（ものづくり，製作）が容易にできるということであっ
た。日本のような状況下（現職教員の多くが ICT 活用した授業を実施できていない状況，新任
教員も同様）で，授業で ICT 活用できる新任教員を大学の教員養成で輩出するために，何かア
ドバイスがあれば教えてほしいと聞いてみたら，授業研究との答えがあった。人がやっている授
業を自分の参考にするために見るのが一番適しているのではないかということであった。

彼が重要だと，繰り返し発言していたのは，“figure out” であった。問題やツールを見て，自
分で考えて，自分なりにやりなさい。自分自身を教えることができなければならない。つまり教
わるのではなく，自分自身で問題解決する，ということであった。また，彼が何度も強調してい
たのは，個別具体の ICT ツールの使い方を教えることは絶対にしない，時間の無駄である。ど
んどん新しいものが出てきて，陳腐化する。どうせ身につかない。大事なのは，自分で苦労して
できるようになることであるということであった。

自分で ICT の問題解決ができる学生（将来の先生）をどうやったら育てられるのか，そのコ
ツを教えてほしいとの質問については，授業をするときに，ICT で何か問題がおきたら，学生（生
徒，児童）と一緒に問題解決するようにする，学生をまきこむ。わざと問題を入れることもある。
困っている姿をみせる。ICT はときに問題がおきるものだ，原因もわからないかもしれないがそ
ういうものだという体験を常にしてもらうことが重要ということであった。これは，モナッシュ
大学におけるインタビューに出てきた「先生は全部知っていなくてよい」という点と似ている。
しかし，オーストラリアは ICT ツールを取り入れるかどうかを検討する，デンマークは使うこ
とが前提で，使うときに問題が起きた場合の話となっている点が印象的である。

2.6	 ユニバーシティカレッジアブサロン
ユニバーシティカレッジアブサロン（University College Absalon）は，2018 年 3 月に訪問した

の 3 つのデンマークのユニバーシティカレッジの一つである。ここで，教員養成を担当してい
る教員にインタビューを行った。ユニバーシティカレッジアブサロンは，地方の養成機関（コペ
ンハーゲンから電車で 20 分くらい離れている郊外にある）であり、コペンハーゲンとは異なる
地域にある（デンマークにある 5 つの地域の一つ）。コペンハーゲンを含む地域とは違って，こ
の地域では，広い地域を含んでいること，人口密度が低い地方であるということなどから，地方
支援の役割も担っている（地方は，教員のなり手が少ない，地方に戻ってきてほしいなどがある）。
教員養成だけでなく，例えば，保育士，学童保育士，看護師，理学療法士，ソーシャルワーカー，
レジャーマネージャ（ほかのキャンパスだと：エンジニア，臨床検査技師，作業療法士）などの
養成もしている。現職教員対象の教員研修機能も持っており，ホルベックというところに，教育
のステーションがある（現職教員に遠隔教育できる教室があるようだ）。ユニバーシティカレッジ
アブサロンには，4 つのサービスがある： Education Program，CFU（Center for Undervisningsmidler; 
Center For Educational Resources（英綴）），Further Education，Research Dept.。今回は，このうち
の一つの，CFU の話を主に聞いた。CFU は，教材センターであり，学生や現職教員が教材を借
りられ，使い方を支援するための職員もいる。また，他の組織から教材を借りてきて用意するこ
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ともある（図 7）。CFU はボーディンボーキャンパス（Campus Vordingborg）にも分室がある，
別のキャンパスには貸出し機能のみのステーションもある。CFU はロスキレキャンパス（Campus 
Roskilde）のものが一番大規模である。現在の初等中等教育では，IT の教科はなく，IT やメデ
ィアは，それぞれの教科にとりこまれている（ただ，どのくらい若しくはどのように IT やメデ
ィアを取り込むかは教師に依存する）。ただし，今後は新教科：テクノロジカルリテラシーがで
きる予定で，2017 年 8 月に政府から提案された話で，3 年以内に正式教科にするべく進行中で
あり，今は 13 の学校（初等中等段階）が試験的に実施している。この教科は，1 年生から最後
の学年までやる。デンマークの義務教育課程教員の 1/3 は正規のライセンスを持たないで教え
ているという事情があり，地方は，教員不足という問題もある。ただし，コペンハーゲンはそう
でもない。また，それとは別の問題として，教員資格のライセンス自体はもっているが，自身が
資格を持っている教科以外の教科を教えているという状況の教員が 11,000 人程度いると言われ
ている。このような状況の現職教員に，必要とされている教科で正規の資格を取るための対策に
ついては，MOOC でやっている。ただし，MOOC で完結するものではなく，小規模な非公開型
のオフラインコースも合わせて受講を必須としており，週に 1 回か週に 2 回の対面授業がある。
この対面授業の関係で有料としている。この費用については雇用側の学校が払う。また MOOC 
の教材はユニバーシティカレッジアブサロンの教員が作ったとの説明も受けた。

2.7	 ユニバーシティカレッジキャピタル
コペンハーゲンにあるユニバーシティカレッジキャピタル（University College Capital）は，

2018 年 3 月に訪問した 3 つのデンマークのユニバーシティカレッジの一つである。授業の見学
とその担当教員へのインタビューを行った。

ゲームリテラシーの授業を見学した。ゲームリテラシーの授業では，教育に「Play を取り入
れる」というテーマの授業であった（図 8）。授業はアクティブ・ラーニングで行っており，学
生がグループをつくってディスカッションしたり，ゲームをしてみたりなどをしており，教員は，
ファシリテイトするだけという授業であった。ゲームをどうやってデンマーク語（国語）の授業
に取り入れるかという授業で，1 回につき 5 時間連続で行う授業である。1 回目の授業でゲーム

（Minecraft）を行い，宿題として文献を読んで，ゲームとその文献から得た知識から考察を行う

図 7　教材センターの教材棚の様子
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エッセイの提出が課された。私たちが見学した授業は 2 回目で発表の日であった。最初に，教員
の方からゲームと教育関連の講義を行い，次に，学生と宿題のエッセイをみながら 10 分ほど議
論した。そのあと，グループにわかれてプレゼンテーションの準備をさせ，3 時間後に実際にプ
レゼンテーションをさせた。かなり完成度の高いプレゼンをするようにという指示があったよう
だ。最後に学生のエッセイを画面に表示させつつ，ゲームと教育関連の理論とを関連付けた議論
が 10 分ほどあった。

この授業は，フューチャークラスルームラボ（Future Classroom Lab）で行われていた。この
フューチャークラスルームラボのビジョンは「未来の教室」で，4 セメスター（2 年分）の教育
を行う。この教育プログラムは，選択した学生が受講するもので，1 年のときは，教育学とサブ
ジェクトを 2 つ（例：英語とデンマーク，数学と体育など）行う。2 年になったら，サブジェク
トを 1 つ追加する。このラボは 3 年前にできているが，キャンパスの建物は新しく，できてまだ
1 年である。授業を行うために，いろいろな教材，機材を取りそろえている。教材は，典型的な
ものよりは，新しい技術を紹介するようなものを導入している。中には，ロボティクスのように
企業から試験的に無償で機材が提供され，使い勝手などを企業に伝えるものもある（図 9）。

3　まとめ

大学の教員養成課程における ICT 活用指導力の育成のために，どのような授業を行えば良い
かというのは課題の一つであるが，モナッシュ大学（オーストラリア（ビクトリア州））におけ
る様々な ICT ツールを体験させていく授業方法や，ユニバーシティカレッジキャピタル（デン
マーク）におけるアクティブラーニングを用いた授業方法は，今後日本でも実践していく際に一
つの参考例となるのではないだろうか。ただし，どちらも，担当教員の準備のコストが大きなも
のとなることが想定されるため，この準備コストをどのように軽減するかは一つのキーとなる。
国立教育学院（シンガポール）では，ICT 技術の専門家やそれらをカリキュラムに取り入れるた
めの支援要員と教員がチームを組んで大学の授業を行うという方法を採っていた。このようなこ
とが実現できれば，教員の負担減につながる可能性が高い。

図 8　授業の様子
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本調査では，本プロジェクトが着目している教員養成という観点以外の点でも，教育現場での
ICT 活用の促進という意味で，幾つか参考になる事例が収集できた。その一つは，アメリカのニ
ューキャッスル中学・高等学校の事例である。校長が毎週授業を見学してまわり，良い事例を教
員に共有するという試みである。こちらは，大きなコストをかけなくても，できるところから 
ICT 活用のための行動を起こすことで実現できる方法である。

本調査を通して，どの養成校でも実践校でも，日々進化していく ICT に対してどのようにキ
ャッチアップし授業に取り入れていけるようにするかについて，困難であると感じており，どこ
も試行錯誤している様子がうかがえた。共通していえることは，個別具体のツールの使い方を教
えても，すぐに陳腐化してしまうため，教育に必要となるツールやサービスを，必要になったと
きに，教員自らがその都度学べるような方策，若しくはその支援環境を用意することが重要だと
いう点である。つまり，教員同士で教え合えるような環境を作る，オンライン研修を準備する，
技術支援員を配置するなどである。また，ICT 活用方法については，教員が児童・生徒とともに
一緒に学ぶという姿勢を持つことが重要だろう。こちらは，オーストラリアの事例が参考になる。

参照文献
江草由佳（2018）「第 5 章  海外における ICT 活用指導力の育成」『平成 28～29 年度プロジェクト研究調査研究報

告書：教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のための調査研究』国立教育政策研究所，135-156．

図 9　企業から試験的に提供された機材の棚
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Abstract
In order to acquire the knowledge and skills needed to solve problems and questions arising 

from the real world and in real life through the general studies classes, a programming mind needs 
to be fostered through explorative learning activities, which include information gathering, anal-
ysis and dissemination. However, in small schools in mountainous and remote areas, the relation-
ships tend to be fixed, and there are few opportunities enabling students to receive feedback on 
their opinions and thoughts, and moreover, there is an additional problem in that it is difficult to 
implement learning activities through the cooperation of experts and learning facilities outside of 
the school. In order to resolve this problem, distance education using a video conference system 
has attracted interest, but there are few opportunities for undergraduate teacher training students, 
who will be responsible for teaching in these remote areas in the future to undergo distance edu-
cation, and therefore, there is room for discussion on what kind of teaching skills for ICT use 
should be fostered, which contribute to distance education, through the use of on-the-job training.

Therefore, in this research, we attempted to shape the competence that contributes to the dis-
tance education of undergraduate teacher training students through remote support for program-
ming education in general studies classes that use ICT, targeting small schools in mountainous and 
remote areas. As a result of analyzing the opinions of students who provided distance support 
from the site of a university campus away from the small schools, it became clear that the under-
graduate students were able to experience for themselves that (1) children are able to work on the 
explorative learning activities required for the general studies classes by receiving remote support 
from experts who are far away using ICT such as a video conference system, and (2) it is possible 
to understand the characteristics of ICT and acquire knowledge and skills to realize distance ed-
ucation through effective use of ICT via the experience of teacher-assisted distance education 
using a video conference system and programming educational teaching materials. It therefore 
appears useful for undergraduate students, who will be responsible for teaching in remote areas in 
the future, to acquire practical teaching skills through such experiences while they are still stu-
dents, and it appears that on-the-job training is one effective means of improving their teaching 
skills.

総合的な学習の時間における
教師支援型遠隔教育を通じた ICT 活用に資する力量形成の試み

A Trial Practice for Fostering Teaching Skills for ICT Use 
through Distance Education on Supporting Teachers in General Studies Classes

森下 孟＊1，舟田 麻理奈＊2，谷塚 光典＊1，東原 義訓＊3

MORISHITA Takeshi, FUNADA Marina, YATSUKA Mitsunori, HIGASHIBARA Yoshinori

＊1 信州大学学術研究院教育学系准教授
＊2 信州大学教育学部学部生
＊3 信州大学学術研究院教育学系教授
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1．はじめに

（1）教員養成学部生の遠隔教育に資する実践的指導力の育成
「職場での学び」（OJT：On the Job Training）による教員の力量形成のあり方は研究課題のひと

つとされている。その観点のひとつに，「「反省的実践家」論に代表的な，省察を介して教員一人
ひとりに自己の指導力の向上をめざすことを期待する「自己学習」の観点」（臼井，2016）があげ
られる。例えば，清水ら（2010）は，教員の ICT（Information & Communication Technology）活
用指導力の向上を目指し，自己研修や校内研修などの場面で利用するためのビデオ・モジュール
や FAQ などを提供する研修システムを開発し，教育委員会から高い評価が得られたことを明ら
かにした。また，教員養成という観点では，ICT 支援員として子ども達の学習活動を支援したり

（森下，2015）教育実習で ICT 活用授業を必ず 1 回以上行うことによって，教員養成学部生の
ICT 活用指導力の向上に効果があることが明らかにされている（森下ら，2018）。したがって，
自己研修や校内研修，教育実習のような学校現場での実践経験は ICT 活用指導力の向上にも有
効であり，経験に基づく学びは教員の力量形成にとって重要な要素であるといえる。

ICT 活用指導という点では，その指導方法のひとつに「学校の壁を越えた学習」があり，イン
ターネットを用いて他校の子ども達と交流し多様なものの見方を身に付けたり，学校外の専門家
と交流して子ども達の学習内容への関心を高めたりすることが期待されている（文部科学省，
2014）。特に，遠隔教育の推進に向けたタスクフォース（2018）は，「小規模校等における教育活
動を充実させたり，外部人材の活用や幅広い科目の開設などにより学習活動の幅を広げたりする
ことなどにおいて，遠隔システムの活用は重要な意義を持つ」と指摘し，中山間・へき地小規模
校での遠隔教育の導入に期待をかけている。

個々の児童生徒にきめ細かい指導が行いやすいなどの利点を有する小規模校は，大人数を相手
に説明する機会が少なく，狭い人間関係のなかでしか伝わらない説明の仕方になってしまうこと
が多かったり，移動時間や費用の面で図書館や博物館などの学習施設と連係した学習活動が行い
にくかったりするなどの課題がある（文部科学省，2018a）。この課題を解決するため，長野県喬
木村の実践事例では，総合的な学習の時間において，適正規模校である第一小学校と小規模校で
ある第二小学校の両校が遠隔合同授業を通じてグループごとに村の魅力を発表し合う機会を設け，
数名の小規模学級でも多様な意見に触れ，考えを深める探究的な学習がなされている（文部科学
省，2018b）。このように，ビデオ会議システムを活用した遠隔教育を通じて，「相手校との発表
や話合いの中で，短い時間で簡潔に伝えようとするコミュニケーション力が培われた」「相手校の
児童生徒に自分の考えを説明することで，「どうやったら分かってもらえるか」という意識を持
って考えることができた」などの効果が明らかにされており（文部科学省，2018a），小規模校の
抱える課題を緩和・解消することが期待される。

しかし，教員養成学部生が，小規模校での遠隔教育を想定し，ビデオ会議システムを活用した
授業を体験・実践する機会はこれまであまり見られなかった。川前（2014）は，「へき地小規模
校が多い地域では，へき地教育実習を導入しながら，へき地の指導方法の技能を広げるとともに，
へき地地域とへき地教育の担い手として育成する教師教育の実践とその検証の研究が求められ
る」と指摘しており，若手教師がへき地小規模校に定着できるためにも，学生時代にへき地地域
およびへき地小規模校の特性の理解や，「へき地校訪問」「へき地校体験実習」などを通じた経験
を求めている（川前，2011）。ビデオ会議を用いた英語の遠隔授業実践が教育実習生の自信につ
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ながった先行事例（小林ら，2017）からも，これからのへき地教育を担う教員養成学部生らがビ
デオ会議システムなどの ICT を活用した遠隔教育を経験し，その実践的指導力を身に付けるこ
とは，小規模校における教育活動の充実化に寄与するものとなるだろう。

（2）児童生徒の総合的な学習の時間における論理的思考力の育成
平成 29 年 3 月に告示された小学校学習指導要領では，情報活用能力を「全ての学習の基盤と

なる資質・能力」と位置づけ，各教科等の特質に応じて，「児童がプログラミングを体験しながら，
コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活
動」を計画的に実施することを明記している（文部科学省，2017a）。これに関わって，同解説・
総合的な学習の時間編（文部科学省，2017b）では，「プログラミングを体験しながら論理的思考
力を身に付けるための学習活動を行う場合には，プログラミングを体験することが，探究的な学
習の過程に適切に位置付くようにすること」を求めている。

山本ら（2016）は，「総合的な学習の時間にプログラミング教育を取り扱うのが妥当」とした
うえで，その教育的意義や効果のひとつとして「新たなものを生み出したり，難しいものに挑戦
しようとする探究力が身につく」ことを示唆している。総合的な学習の時間の目標には，「探究
的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を形
成し，探究的な学習のよさを理解するようにする」「実社会や実生活の中から問いを見いだし，自
分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まとめ・表現することができるようにする」こ
とが据えられている（文部科学省，2017a）。また，「プログラミングを体験しながら論理的思考
力を身に付けるための学習活動を行う場合には，プログラミングを体験することだけにとどまら
ず，情報に関する課題について探究的に学習する過程において，自分たちの暮らしとプログラミ
ングとの関係を考え，プログラミングを体験しながらそのよさや課題に気付き，現在や将来の自
分の生活や生き方と繋げて考えることが必要」（文部科学省，2017b）としており，総合的な学習
の時間には，実社会や実生活から生ずる課題や問いを解決するために必要な知識・技能のひとつ
として，情報を収集・分析・発信する活動を通じたプログラミング的思考の醸成が求められる。

なお，「プログラミング的思考」とは，「自分が意図する一連の活動を実現するために，どのよ
うな動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせたら
いいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか，といっ
たことを論理的に考えていく力」（文部科学省，2016）である。

（3）研究目的
このように，総合的な学習の時間での実社会や実生活に基づく探究的な学習では，多様な考え

や意見に耳を傾けながら自分の考えの幅を広げ，そして自分たちでは思いつかなかった良い考え
や新たな取り組みなどを知ることを通じて，課題解決に必要な論理的思考力を養うことが求めら
れる。しかし，中山間・へき地小規模校では，異なった視点からの発想が生まれにくく，自分の
意見や考えが周りにどのように受けとめられるかを知る機会が少ないため，人間関係が固定化さ
れてしまい，集団のなかで委縮しがちになってしまうことが課題である。そこで，ビデオ会議シ
ステムなどの ICT を活用した遠隔教育が有用であると考えられるが，教員養成学部生の遠隔教
育に資する実践的指導力を身につけるためにどのような経験のあり方があるか，その可能性を探
るための実践事例をあまり見ることができなかった。
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本研究では，中山間・へき地小規模校を対象とし，ICT を活用した総合的な学習の時間でのプ
ログラミング教育の遠隔支援を通じて，教員養成学部生の遠隔教育に資する力量形成を試みるこ
とを目的とする。

2．研究方法

本研究では，教員養成学部生らが，中山間・へき地小規模校の児童らを対象とした総合的な学
習の時間でのプログラミングの学習活動にビデオ会議システムを活用して参画する。ビデオ会議
システムを活用した授業スタイルには，「合同授業型」「教師支援型」「教科・科目充実型」の 3 類
型があげられる（遠隔教育の推進に向けたタスクフォース，2018）。本研究では，教員養成段階
にあり自らが授業を主導することができない大学生であることを想定し，遠隔にある教育資源を
効果的に取り入れるスタイルの「教師支援型」遠隔教育を試みる。そして，これを経験した大学
生らの意見などから，教員養成学部生が教師支援型遠隔教育への参画を通じてどのようなことを
学んだり，考えたりするのかを分析・考察する。

具体的に，中山間小規模校には I 市立 K 小学校の全校児童 10 名を対象とする。ただし，うち
1 名は活動当日に欠席したために対象から除外し，3 名グループを 3 つ構成することとした。なお，
同校は低中高学年の 2 学年ごとに複式学級を形成し，I 市教育委員会から小規模特認校の指定を
受けた小学校である。

教員養成学部生には S 大学教育学部 2～4 年生の計 6 名を対象とする。K 小学校 1 グループご
とに S 大学遠隔支援者 1 名を付けるため，学生ら 6 名のうち 3 名が K 小学校から約 200km 離れ
た S 大学のキャンパスからビデオ会議システムを活用して遠隔支援を行う。残り 3 名は K 小学
校現地に赴き，ビデオ会議システムなどの不具合によって遠隔支援が困難となった場合などのテ
クニカルサポータを担う。

3．遠隔プログラミング教育の使用機器・教材

（1）ビデオ会議システム
ビデオ会議システムには，クラウド型システムの Zoom を利用した。Zoom は Windows や iOS，

Android などの幅広い OS（Operating System）に対応するとともに，HD（High Definition）画質
および H.323 の送受信，テレビ会議の録画が可能である。事前の個人 ID 情報の交換は不要であり，
URL または会議室番号を共有することで利用ができる。Skype のような P2P 方式ではなく，SSL

（Secure Sockets Layer）暗号化されているため，一定のセキュリティが確保できる。無償利用で
はグループミーティングの開催可能時間に 40 分という時間的制約が生ずるが，本研究では遠隔
支援者 1 名に対して児童 1 グループのビデオ会議を想定したため，グループミーティングの開催
可能時間の制約を受けないと判断し Zoom を採用した。

ビデオ会議システムには，教室全体を映すもの（遠隔講演）とグループ活動を支援するもの（遠
隔支援）の 2 種類を用意した（図 1）。遠隔講演用のビデオ会議システムは，S 大学の遠隔支援教
室と K 小学校のメイン教室を 1 対 1 で接続し，授業の進行や作品の発表など，全体で話を聞い
たり発表したりする場合に主に使用するものとした。遠隔支援用のビデオ会議システムは，S 大
学の学生 1 名と K 小学校の各グループを 1 対 1 で接続し，K 小学校児童の質問や作品づくりに
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関するアドバイスなど，個別での活用を想定した。カメラは HD 画質のビデオ会議用コンピュー
タ内蔵カメラを使用し，マイク・スピーカーは YAMAHA 社製 YVC-1000 を利用した。

K 小学校の各グループの机上にはタブレット端末（Windows）を 2 台ずつ用意した。1 台は遠
隔支援用のビデオ会議，もう 1 台はプログラミングづくりに必要となるプログラミング教育用教
材を操作するために配置した。各グループのビデオ会議のためのカメラおよびマイク・スピーカ
ーは，それぞれタブレット端末内蔵のものを利用し，機器間の接続や操作手順などが複雑になら
ないようにセッティングした。なお，グループ活動時には音声の聞き取りづらさを軽減するため，
K 小学校児童らはメイン教室：2 グループ，サブ教室：1 グループに分かれてそれぞれ活動を行
った。

（2）プログラミング教育用教材
プログラミング教育用教材は，micro:bitを利用した。micro:bitは，1980年代に英国放送協会（BBC：

British Broadcasting Corporation）が情報教育のために開発したシングルボードコンピュータであ
る。25 個の LED ライトや 2 個のボタン，光や温度，動きセンサー，Bluetooth などの無線通信機
能などが備わっている（図 2）。任意の Web ブラウザから Microsoft 社が提供する MakeCode エデ
ィタなどを使ってプログラムをすることができる（図 3）。タブレット端末上でプログラムされ

図 1　遠隔支援環境の概要
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たデータは，USB または Bluetooth を用いて micro:bit 本体に転送し，micro:bit 単体でプログラム
されたとおりに操作することができる。

また，児童らが micro:bit を用いた作品づくりを円滑に行うことができるようにするため，
MakeCode エディタ上でどのようなブロックを組み合わせると micro:bit がどのように動作するか
が直感的にわかるよう，簡便なイラスト教材（図 4）を作成し各グループに配布した。

図 2　micro:bit の機能（Micro:bit Educational Foundation, 2018）

図 3　Microsoft 社製 MakeCode エディタの起動画面
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4．遠隔プログラミング教育の実践

授業は 90 分間（45 分授業× 2 コマ）で行われた（表 1）。まず，K 小学校にいる講師が授業の
ねらいを説明した後，micro:bit を児童 1 名に 1 台ずつ配布した。児童らがグループごとに「micro:bit

でどのようなことができそうか」を発見・探究する時間を設け，その後クラス全体で発見した機
能を発表し合った（計 20 分）。

表 1　遠隔プログラミング教育の展開（概要）
学習活動（児童） 活動形態 支援内容（大学生） 時間（分）

1 身の回りにあるプログラムで動いて
いるものを想像する

全体 授業のねらいを共有する
micro:bit を 1 人 1 台ずつ配布する

20

2 micro:bit の機能を発見・探究する グループ 遠隔支援者がファシリテータとな
りグループの話し合いを進行し，
児童の発見・探究活動を支援する

3 発見した micro:bit の機能を発表する 全体 イラスト教材を配布し，micro:bit
の機能を整理する

4 テーマに基づき作品をつくる グループ 遠隔支援者が作品づくりに関わる
助言などを行い，現地のテクニカ
ルサポータが物理的に支援する

50

5 グループごとに作品を発表する 全体 端末や micro:bit を持ち上げたり，
スピーカが外れないよう支援する

20

6 校長，教頭からコメントをもらう 全体 授業を振り返って感想など述べる
合計　 90

図 4　micro:bit の機能などを説明するイラスト教材
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続いて，講師が「micro:bit を使って校長先生，教頭先生を喜ばせるものをつくろう」というテ
ーマを提示し，グループごとに作品づくりを行った（計 50 分）。最後の 20 分間は，児童らが，
各グループでつくった作品をクラス全体に対して順番に発表し，K 小学校校長，教頭，S 大学生
らからコメントをもらった。

グループ活動の際には，遠隔支援者 1 名と現地のテクニカルサポータ 1 名の計 2 名の S 大学生
を各グループに配置した。それぞれの役割については，遠隔支援者がグループ活動のファシリテ
ータ役を担い，K 小学校現地で物理的な操作などを要する場合には現地のテクニカルサポータが
児童らの支援を果たした。

（1）micro:bit の機能を発見・探究する学習活動
micro:bit の機能を発見・探究する学習活

動では，LED を光らせたり，スピーカー
を接続端子につないで音を鳴らしたりす
るなどの発見がみられた。その活動のなか
では，MakeCode エディタ上で作成したプ
ログラムを micro:bit 本体に転送する方法
などを遠隔支援者に尋ねる様子があった

（図 5）。発見した micro:bit の機能をクラス
全体に発表する場面では，遠隔支援者から
micro:bit 本体に転送する方法を聞いた当該
グループの児童が，他のグループの児童ら
にその方法を紹介し，他のグループの児童
らもすぐにその方法を試してプログラムを
転送することができるようになった。

別のグループでは，イラスト教材が配布された後に，無線通信機能に興味を持った児童がいた。
現地のテクニカルサポータの大学生が「（遠隔支援者の）先生に聞いてみたら？」と声を掛けた
ところ，児童は遠隔支援者に対して「無線って何ですか？」と質問した。その後は，児童が遠隔
支援者に対して主体的に質問を投げかけ，無線通信機能の使用方法について積極的に学ぼうとす
る様子が窺えた。

（2）テーマに基づいた作品づくりに取り組む活動
続いて，グループごとにテーマにそった作品づくりを開始した。ビデオ会議の向こう側にいる

遠隔支援者がファシリテータを務めながら，何をつくるかを児童たち同士で相談し進めていった。
プログラミングが始まると，児童らは「○○をするにはどうしたらいいですか？」など，ビデ

オ会議用のタブレット端末を手に持ち，遠隔支援者に MakeCode エディタ上のプログラムを見え
るようにしながら質問したり，助言を得たりしていた（図 6）。この際，口頭で伝えることが難
しい場面では，現地のテクニカルサポータが遠隔支援者の指示に従って，技術的な支援を行った。
ただし，予期しない問題が生じた場合を除き，原則としてテクニカルサポータが MakeCode エデ
ィタや micro:bit などを操作しないこととし，児童らが自ら操作するよう見守った。

テクニカルサポータの支援のあり方には，別の側面もみられた。あるテクニカルサポータの大

図５　遠隔支援者とやり取りをする様子
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学生は，遠隔支援者と関わりを持てずにい
た児童に対して，「いま，どんなことをして
いるのか（遠隔支援者の）先生に教えてあ
げて」と声を掛けた。すると，その児童は「い
ま，（LED の表示パターンのひとつである）
キリンを光らせています」と説明した。そ
の様子を見ていた別の児童は，「A ボタンを
押すと光るように設定しました」と遠隔支
援者に向かって自ら補足説明を行った。こ
の一連のやり取りを通じて，当該グループ
の児童らは遠隔支援者に主体的に質問した
り助言を得たりすることができるようにな
り，自分たちのアイデアを一気に具現化し
ていった。

発表の場面では，各グループが micro:bit を持って実演しながらどのようなプログラムを入力し
たのかを紹介し合った。児童らは発表グループの机のまわりに集まり，友達が作った作品の説明
に耳を傾けた。また，遠隔支援者らは，それぞれのグループにあるビデオ会議用タブレット端末
を通じて，それぞれのグループの発表を聞いた。あるグループでは，ボタンを押すと LED に校
長先生・教頭先生へのメッセージを表示し音楽を流したり，無線通信機能を使ってメッセージを
伝えたりするものがみられた。

5．教師支援型遠隔教育を経験した教育学部生の学び

遠隔プログラミング教育の授業終了後，遠隔支援者の 3 名を中心に，使用機器や教材，ビデオ
会議システムを活用した支援のあり方について，よかった点や改善を要すると感じた点などを自
由に回答してもらった。回答内容を分析した結果，以下のような発見や力量形成が大学生らにあ
ったものと考えられた。

（1）遠隔での教師支援による探究的な学習活動の可能性
ビデオ会議システムを活用し，遠方の児童らともコミュニケーションが図れることの良さを感

じた意見がみられた。ある大学生は，「離れた場所にいる学生と子どもが同じ端末を手元に置い
てプログラミングに向き合うことができるというこの遠隔はとても良いものだと思う。現場の教
師が不得意な案件を，離れたところから知識のある人間が教える，ということができる構図は今
後必要になってくると感じた」と述べており，本研究の授業実践を通じて教師支援型遠隔教育の
可能性を感じることができたといえる。

また，遠隔支援者の助言などを受けた児童らに「わからなくても自分たちでやってみよう，と
いう意識が強く，積極的に挑戦している姿」を見ることができた。別の大学生は，「私が「どう
すれば先生が喜んでくれるかな？」と問いかけると「笑顔」や「音楽」という言葉が浮かび，そ
れらをキーワードに作品作りに取り組んだ。…子どもたちはグループの仲間と話し合いながらブ
ロックを探したり組み合わせたりしていた。それぞれの頭の中にあるイメージを目に見える形に

図６　遠隔支援者にプログラムを見せる様子
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することは難しいと思うが，仲間と協力していたので良かった」と述べており，その場にいなく
とも，ビデオ会議を用いた遠隔支援を通じて，児童らが積極的に，探究的な学習活動に取り組む
ことができる可能性を感じることができたと考えられる。

（2）ICT の特性を理解し，ICT を有効活用した遠隔教育を実現するための知識や技能の獲得
一方，ビデオ会議システムでは，カメラを通じて見える範囲でしか状況を把握することができ

ない。児童らが自分の困っていることを正確に伝えようと一生懸命工夫しようとしても，特に低
学年の児童は語彙力が不十分であるために，物事を適切に伝えることは難しい。これは遠隔支援
者側にも同様のことがいえる。「子どもたちの手元がリアルタイムで見ることができなかったの
で，「いま，何をしていて何に困っているのか？」が言葉だけでは伝わりづらいところがあった」
という意見があり，児童らがつまずいている場面でも遠隔支援者自身が学校現場に物理的に存在
していないため，児童らに声を掛けてよいかどうか判断に迷ったり，実物を操作して例示したり
することができないことからの戸惑いや困難さがあることがわかった。

そこで，児童が発した言葉やカメラを通じて伝えられる身振り手振り，あるいは MakeCode エ
ディタ上の画面や micro:bit の様子などをもとに状況を判断し，児童らが何に困っているのかを推
測し，適切な助言や支援を与えられる必要がある。そのためには，ICT 機器の特性を理解したう
えで，それらを有効に活用し指導できる力量が求められる。例えば，音声や映像に係る観点では，

「映像や音声に乱れが生じたりラグが発生したりすることで，子どもたちの発言が聞きとれなく
なってしまうことがあったため，そこは難しい点だと感じた」「子どもたちが座っている位置（カ
メラから離れた所）からの声は聞き取ることができなかった。先生も子どもも，大きな声でゆっ
くりと話すことをいつも以上に意識する必要がある」といった意見があり，マイクの特性に留意
し，話す速度をゆっくりにしたり，マイクの指向性を調整したりなどの工夫が必要であることを
大学生らは学んでいた。また，児童の学習プロセスを把握するという観点では，「グループ活動
の際に画面共有の機能ではなく，画面をカメラに直接映すという方法で共有したので，やりづら
さがあった」「指示通りに動かず，自分たちで解決してみるよう促し，解決したのだが，どこが間
違っていたのかということを明らかにすることができなかった。どこをどのように改善したのか
ということを自覚することでよりよいプログラミング学習になると思った」といった意見があり，
カメラだけではなく画面上で操作を共有することができることの有用性や必要性を考えることが
できた。

遠隔教育では，実物に直接触れたり，操作したりすることができないため，教師の意図したと
おりに学習者が正しく理解し実行できるようにするため，教師側に説明を工夫する必要性が生ず
る。これは遠隔教育に限ったものではない。学習者がここまでの説明を理解することができたか
どうか，説明を受けて実際に実行することができたかどうかを丁寧にひとつずつ確認し，確実に
ステップを 1 つずつ進めていくことが，子ども達の学びを支えるための基礎的な指導力につなが
るものと考えられる。遠隔教育を通じて，そのような力量形成の必要性を体験・体感できたこと
は，教員養成学部生にとって，教育実習だけでは経験することができなかった学びであり，OJT

形式による成果のひとつであるといえるだろう。

60

p051_062.indd   60 2019/02/18   18:50:04



6．まとめ

本研究の目的は，中山間・へき地小規模校を対象とし，ICT を活用した総合的な学習の時間で
のプログラミング教育の遠隔支援を通じて，教員養成学部生の遠隔教育に資する力量形成を試み
ることであった。

小規模校から離れた大学キャンパスを拠点とし遠隔支援者として参画した教員養成学部生らは，
ビデオ会議システムとプログラミング教育用教材を活用した教師支援型遠隔教育の経験を通じて，

（1）児童らが，ビデオ会議システムなどの ICT を用いて遠方にいる専門家などの遠隔支援を受
けることで，総合的な学習の時間に求められる探究的な学習活動に取り組むことができることを
実感し，（2）ICT の特性を理解したうえで，ICT を有効活用した遠隔教育を実現するための知識
や技能を獲得できることを明らかにした。遠隔教育に関わる ICT 活用の知識や技能とは，文部
科学省（2007）が示す「教員の ICT 活用指導力の基準（チェックリスト）」と必ずしも一致する
ものではない。しかし，川前（2011，2014）が示唆したような，これからのへき地教育を担う学
生らが学生時代にこれらの指導を経験し実践的指導力を身に付けることは有用であり，臼井

（2016）が整理したとおり，「職場での学び」（OJT）がその指導力向上にとって有効手段のひとつ
であったと考えられる。そして，遠隔教育に資する ICT 活用指導力の育成・向上のための方略
については，さらなる実践・研究を積んでいく必要があるだろう。

今後の課題は，本研究のような OJT 形式での実践を通じた遠隔教育に資する ICT 活用指導力
をどのように教員養成課程のなかに位置づけていくかを検討することにある。本研究では，遠隔
支援者数を 3 名と限定したうえで，さらに不測の事態に対応するために現地のテクニカルサポー
タとして 3 名の大学生を配置した。しかし，このような実践ごとに多くの人員を確保したり，中
山間・へき地小規模校を訪ねたりすることは，学校側にとっても多大な負担を掛けることとなり，
恒常的に行うには現実的ではない。教育実習のように全員が必ず受講しなければならない仕組み
を構築することは，現段階では困難であろう。したがって， VR（仮想現実：Virtual Reality）な
どの先端技術を活用し，ICT 活用指導力の育成を含めた新たな教師教育，教員養成スタイルの可
能性（森下・谷塚，2018）についても期待を寄せていきたい。
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Abstract
This research is a secondary analysis using data from university survey and education center 

survey carried out in the research of this project. A report is given in this paper on the results 
revealed through a comparative analysis of the environment and contents of lectures and training  
courses to foster teaching skills for ICT use conducted at universities and education centers.

Looking at the situation of the installation of ICT equipment, the installation rate of interactive 
whiteboards was not significantly different at a rate of about 60% at both universities and educa-
tion centers. For all other equipment except for interactive whiteboards, the university had a sig-
nificantly higher installation rate. Regarding the number of units installed, there was no significant 
difference between the average of the two for laptop computers, tablets and digital textbooks for 
teachers, while the installation rate for other ICT devices was significantly higher at the universi-
ties. From the above, it is understood that the universities are ahead in terms of the situation of 
installation of ICT equipment. It was assumed that interactive whiteboards and/or large monitors, 
and laptop computers and/or tablets play complementary roles in both kinds of institutions. Yet 
from the results of the analysis it is clear that they do not play a complementary role at either the 
universities or education centers, and it also seems that there are many extreme cases where either 
both types of equipment have been installed or neither have. The connection environment of the 
Internet line exceeds the popularization level of public schools in both types of educational insti-
tution with ultra-high speed Internet installed, and with a network environment in place.

In terms of the items of teaching skills for ICT use taught in lectures and training courses, the 
implementation rate of the education centers was significantly higher for all items except the 
“collection of teaching materials and data”. In addition, looking at the correlation between the ICT 
equipment used in lectures and training courses, and course contents, the interactive whiteboards 
focused on the use of digital textbooks. Moreover, it seems that the education centers proactively 
use the installed ICT equipment more than the universities in the training. However, education 
centers rarely used BYOD (bring your own device) in the training.

大学調査と教育センター調査における ICT活用指導力を育成する
環境と講義・研修の比較

Comparative Study of the Environment and Lectures and Training Courses on Fostering 
“Teaching Skills for ICT Use” through University Survey and Education Center Survey

吉岡　亮衛＊

YOSHIOKA Ryoei

＊ 研究企画開発部教育研究情報推進室総括研究官
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2．研究の目的

我々は、プロジェクト研究の中で 2 つの大きな質問紙調査を行った。ひとつは大学等（大学、
短期大学、短期大学部を含む。以下大学と言う）の教職課程を対象とした調査（以下、大学調査
と言う）であり、もうひとつは全国の教育委員会・教育センター（以下、教育センターと言う）
を対象とした調査（以下、センター調査と言う）である。2 つの調査は本来個別の目的を持って
行われたものであるが、本研究は ICT 活用指導力の育成を目指す講義や研修について、教員養
成機関としての大学と教員研修機関としての教育センターの双方における講義・研修の内容及び
ICT 機器の整備状況に関する異同を比較検討することを目的とする。具体的には、大学調査とセ
ンター調査の 2 つの調査データを統合し新たなデータセットを作成し分析を行うことによりこれ
を明らかにする。

3．研究データ

大学調査は大学の教職課程委員会を対象に、ICT 機器の設置状況、ネットワーク環境、学内で
の研修等について問う「施設設備に関する調査」と、教職課程で実施される講義に関して ICT 活
用指導力の育成について問う「講義に関する調査」の 2 種類からなる。他方、センター調査は、
ICT 活用指導力の育成に関する研修について問う都道府県、政令指定都市、市区町村の 3 区分に
対する 3 種類の調査用紙からなる。それぞれの調査での設問の形式は異なるが、大学調査とセン
ター調査の中に共通する項目が幾つか存在する。そこで、分析のための前作業として、それぞれ
の調査で対応する項目を取り出し、新規テーブルを作成する。

表 1 は大学調査とセンター調査に共通する問いである。表には調査票原票の問いの番号を付し
原票を参照可能にしているが、ここでは便宜上新たに振り直した項目番号で述べることとする。
№ 1～8 は、ICT 機器の設置状況について機関における台数を問う問いである（指導者用デジタ
ル教科書を含む）。これらの回答については、大学と教育センターのミッションの違いや機関の
規模による違いに配慮して、台数の比較に加えて有無による二値比較も行う。№ 9,11 はインタ
ーネット、イントラネットの回線速度を Mbps で問う問いである。№ 10 は、接続形態をギャラ
ンティ型かベストエフォート型かをたずねる項目である。№ 12 は、大学に対しては無線 LAN の
使用できる講義室の割合を問い、一方教育センターに対しては有無をたずねた。それゆえ、ここ
では大学の調査の回答を有無にコード化する。№ 13～15 は、大学及び教育センターの教職員を
対象とした研修等の有無を問う設問である。以上は、大学調査の「施設設備に関する調査」に含
まれる項目についてである。

次に大学調査の「講義に関する調査」との項目対応を検討する。教育センターに対しては ICT

活用指導力の育成に関する研修についてたずねる一方、大学に対しては教職課程で実施される科
目の講義について、教職に関する科目のうち，① 「各教科の指導法」、② 「教育の方法及び技術（情
報機器及び教材の活用を含む。）」、教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目のうち，
③ 「情報機器の操作」の 3 つについて調査している。そこで大学調査は、全データの中から②に
該当する回答のみを使用することとした。

№ 16～22 は講義又は研修で使用される ICT 機器について問う設問である。大学調査では、選図 1　CiNii 中での「ICT 活用指導力」をキーワードとする論文の数

1．はじめに

プロジェクト研究「教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成のための調査研究」（以下、
プロジェクト研究と言う）では、教員養成課程等における ICT 活用指導力の育成についての調
査研究を行った。本研究のキーワードである「ICT 活用指導力」は、学校教育の情報化に関する
中心的な言葉であるが、比較的新しい言葉である。

事実、2018 年 12 月 21 日に CiNii1） で「ICT 活用指導力」をキーワードとして検索した結果、
157 件の論文がヒットした。見つかった論文の中で最も刊行年が古いものは、2004 年 9 月の平松

（2004）論文であり、このことは「ICT 活用指導力」という言葉が使われ始めたのはそれほど昔
の話ではないことの証左である。

政府統計のひとつ「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」は昭和 63 年度から調
査が始まった。ただし、e-stat で閲覧が可能な調査結果は、1999 年度（2000 年 3 月 1 日時点）の
データからである2）。しかしそこには、ICT という言葉すら見つからず、教員に関する調査の調
査項目には、「（1）教員の実態（コンピュータ活用等の実態）」とあり、コンピュータを操作でき
る教員とコンピュータで指導できる教員の割合が示されている。今日のように「教員の ICT 活
用指導力の状況」と表記されるようになったのは、平成 18 年度調査（平成 19 年 3 月 1 日時点）
以降である。これには平成 18 年度に文部科学省が公表した「教員の ICT 活用指導力の基準（チ
ェックリスト）」（文部科学省，2007）が関係する。

図 1 に示す出版年別の論文数を見ると 2007 年に件数が急増しており、上述のチェックリスト
の公表による社会的インパクトが如実に反映している。園屋（2007）を始め、ほとんどが教員の
ICT 活用指導力に関係する論文である。その後も一定数の論文が毎年産出されるが、2018 年に
再び急増する。この年の論文は久保他（2018）を始めとしてコアカリキュラムを見据えた教員養
成大学及び大学生を対象とした研究（梅田他，2018；栗山，2018）のほか、小柳（2018）など教
科の指導法に関する ICT 活用指導力の研究がみられる。以上 CiNii の文献上で見る限り、ICT 活
用指導力はホットでトレンディーなテーマであり、このテーマの研究は今後もしばらく続くと考
えられる。ちなみに Google で”ICT 活用指導力”を検索すると約 32,900 件ヒットした（2018 年
12 月 28 日時点）。
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の研修等について問う「施設設備に関する調査」と、教職課程で実施される講義に関して ICT 活
用指導力の育成について問う「講義に関する調査」の 2 種類からなる。他方、センター調査は、
ICT 活用指導力の育成に関する研修について問う都道府県、政令指定都市、市区町村の 3 区分に
対する 3 種類の調査用紙からなる。それぞれの調査での設問の形式は異なるが、大学調査とセン
ター調査の中に共通する項目が幾つか存在する。そこで、分析のための前作業として、それぞれ
の調査で対応する項目を取り出し、新規テーブルを作成する。

表 1 は大学調査とセンター調査に共通する問いである。表には調査票原票の問いの番号を付し
原票を参照可能にしているが、ここでは便宜上新たに振り直した項目番号で述べることとする。
№ 1～8 は、ICT 機器の設置状況について機関における台数を問う問いである（指導者用デジタ
ル教科書を含む）。これらの回答については、大学と教育センターのミッションの違いや機関の
規模による違いに配慮して、台数の比較に加えて有無による二値比較も行う。№ 9,11 はインタ
ーネット、イントラネットの回線速度を Mbps で問う問いである。№ 10 は、接続形態をギャラ
ンティ型かベストエフォート型かをたずねる項目である。№ 12 は、大学に対しては無線 LAN の
使用できる講義室の割合を問い、一方教育センターに対しては有無をたずねた。それゆえ、ここ
では大学の調査の回答を有無にコード化する。№ 13～15 は、大学及び教育センターの教職員を
対象とした研修等の有無を問う設問である。以上は、大学調査の「施設設備に関する調査」に含
まれる項目についてである。

次に大学調査の「講義に関する調査」との項目対応を検討する。教育センターに対しては ICT

活用指導力の育成に関する研修についてたずねる一方、大学に対しては教職課程で実施される科
目の講義について、教職に関する科目のうち，① 「各教科の指導法」、② 「教育の方法及び技術（情
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③ 「情報機器の操作」の 3 つについて調査している。そこで大学調査は、全データの中から②に
該当する回答のみを使用することとした。
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択肢として「学生一人一人に使用させている」「学生にグループワークとして使用させている」「教員
が学生の前で提示して使用している」「使用していない」の選択肢から選択する形式をとるが、ここ
では使用方法を問わずに使用していれば YES、使用していない場合には NO とした。他方、教育セ
ンターでは、研修の対象者（情報化推進担当者研修、管理職研修、初任者研修、年次研修、

表 1　大学調査とセンター調査の項目対応表

項
目
番
号

調査票の種類と設問項目番号
設問文

大学 教育センター

施
設
設
備

講
義

都
道
府
県

政
令
市

市
区
町
村

枝
番 大学調査 センター調査

1 B.1

Q2 Q2 Q3

ア 電子黒板（インタラクティブホワイトボード） 電子黒板（インタラクティブホワ
イトボード）

2 B.2 イ プロジェクタ プロジェクタ
3 B.3 ウ 大型モニタ（60 インチ以上） 大型モニタ（60 インチ以上）
4 B.4 エ 実物投影機（書画カメラ） 実物投影機（書画カメラ）
5 B.5 オ ノート型コンピュータ ノート型コンピュータ

6
B.6

カ タブレット型コンピュータ（キーボードあり） タブレット型コンピュータ（キー
ボードあり）

7 キ タブレット型コンピュータ（キーボードなし） タブレット型コンピュータ（キー
ボードなし）

8 B.7 ク 指導者用デジタル教科書 指導者用デジタル教科書
9

C.5 　
　
　
　

Q3 Q3 Q4

ア 学外への接続回線・速度 インターネット接続回線
10 イ 学外への接続回線・接続形態 接続形態
11 C.6 ウ 学内 LAN（有線）の回線速度 施設内 LAN（有線）の回線速度
12 C.7 エ 無線 LAN の使用できる講義室 施設内 LAN（無線）の有無

13 E.1

　
　
　

Q12 Q10 Q11

イ

大学教員を対象とした，アクティブ・ラーニングの視
点（深い学び，対話的な学び，主体的な学び）を踏ま
えた ICT 活用に関する研修を年に 1 回以上実施してい
る

ICT 活用に関する研修を年に 1 回
以上実施している

14 E.2 エ
大学教員を対象とした，情報セキュリティ，情報モラ
ル等に関する研修を年に 1 回以上実施している

情報セキュリティ，情報モラル等
に関する研修を年に 1 回以上実施
している

15 E.3 オ

大学教員を対象とした，ICT 機器（電子黒板，実物投
影機，タブレット型コンピュータ，指導者用デジタル
教科書等）の活用のサポート体制（支援員，情報部門
の随時対応や，研修の実施等）を整備している

ICT 機器の活用のサポート体制
（支援員，情報部門の随時対応や，
研修の実施等）を整備している

16

　
　
　
　
　
　
　

1.1

Q9 Q7 Q8

セ 電子黒板（インタラクティブホワイトボード） 電子黒板（インタラクティブホワ
イトボード）

17 1.2 ソ プロジェクタ プロジェクタ
18 1.3 タ 大型モニタ（60 インチ以上） 大型モニタ（60 インチ以上）
19 1.4 チ 実物投影機（書画カメラ） 実物投影機（書画カメラ）

20 1.5 ツ 大学が用意したタブレット型コンピュータ 貴機関が用意したタブレット型コ
ンピュータ

21 1.6 テ 指導者用デジタル教科書 指導者用デジタル教科書

22 1.7 ト 学生の私的デバイスを活用した講義を実施している 受講者の私的コンピュータ等を活
用
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23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3.4

Q6 Q5 Q6

ア

授業で使う教材や校務分掌業務に必要な資料などを集
めるために，インターネットなどの ICT 技術を活用す
ることができるよう指導する

教員が教材や必要な資料を集める
ために，インターネットなどの
ICT 技術を活用する

24 3.5 オ

保護者・地域との連携に必要な情報を発信したりする
ために，インターネットなどの ICT 技術を活用するこ
とができるよう指導する

教員が教員間、保護者・地域の連
携協力を密にするため、インター
ネットや校内ネットワークなどを
活用して、必要な情報の交換・共
有化を図る

25 3.6 イ

授業に必要なプリントや提示資料，学級経営や校務分
掌業務に必要な文書や資料などを，ワープロソフト，
表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどのソフ
トウェアを活用して作成することができるよう指導す
る

教員が教材などを，ワープロソフ
ト，表計算ソフトやプレゼンテー
ションソフトなどを活用して作成
する

26 3.7 ウ

児童生徒の学習状況を把握するために児童生徒の作品
・レポート・ワークシートなどを ICT 機器を活用して
記録・管理し，児童生への評価に活用することができ
るよう指導する

教員が児童生徒の学習成果を記録
するのに ICT 機器を活用する

27 4.2 キ

資料を提示するなどにより，児童生徒の興味・関心を
高めたり，課題を明確につかませたり，学習内容を的
確にまとめさせたりするために，ICT 機器を活用する
ことができるよう指導する

教員が資料を提示するために，
ICT 機器を活用する

28 4.3 ケ

児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させ
たり，比較検討させたりするなど，児童生徒の意見な
どを効果的に集約し，提示するために，ICT 機器を活
用することができるよう指導する

児童生徒が互いの意見・作品など
を共有したり，比較したりするた
めに，ICT 機器を活用する

29 4.4 コ

知識の定着や技能の習熟をねらいとして，繰り返し学
習させたり，児童生徒一人一人の理解や習熟の程度な
どに応じた学習をさせたりするために，学習用ソフト
やインターネットなど，ICT 機器を活用させることが
できるよう指導する

児童生徒が繰り返し学習や習熟の
程度などに応じた学習をするた
め，ICT 機器を活用する

30 4.5 サ

児童生徒の学びの深まりをねらいとして，グループで
考えをまとめさせたり，協働してレポート・資料・作
品などを制作させるために，ICT 機器を活用させるこ
とができるよう指導する

児童生徒がグループで考えをまと
めたり，協働してレポート・資料
・作品などを制作したりするため
に，ICT 機器を活用する

31 4.6 ク 指導者用デジタル教科書を効果的に活用した授業が実
施できるよう指導する

教員が指導者用デジタル教科書を
効果的に活用する

32 6.1 シ

情報を集めたり発信したりするために，自らの行動に
責任を持ち，相手のことを考え，自他の権利を尊重し
て，ルールやマナーを守って行動できるよう指導する

教員や児童生徒が ICT 機器を活用
して情報を集めたり発信したりす
るために、相手のことを考え，自
他の権利を尊重して，ルールやマ
ナーを守って行動できる

33 6.2 ス

著作権などの知的財産権や，人格権，肖像権などの個
人の権利について正しく理解し，尊重できるよう指導
する

教員や児童生徒が著作権などの知
的財産権や，人格権，肖像権など
の個人の権利について正しく理解
し，尊重できる

34 6.3 セ

反社会的な行為や違法な行為，ネット犯罪などの危険
を適切に回避したり，健康面に留意したりして，イン
ターネット（Web や SNS）などを適切に利用すること
ができるよう指導する

教員や児童生徒が反社会的な行為
や違法な行為，ネット犯罪などの
危険を適切に回避して，インター
ネットなどを適切に利用する

35 6.4 ソ

パスワードを適切に設定・管理したり，ウィルス対策
ソフトを適切に利用したりするなど，情報セキュリテ
ィに関する基本的な仕組みを理解し，コンピュータや
インターネットを安全に利用できるよう指導する

教員や児童生徒が情報セキュリテ
ィに関する基本的な仕組みを理解
し，コンピュータやインターネッ
トを安全に利用する
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希望者研修）ごとに使用する場合には○を付ける形式であったが、いずれかの対象者の研修で使
用していれば YES、どの研修でも使用していない場合に NO とした。

№ 23～35 は、ICT 活用指導力の育成の内容に関する問いである。大学調査の 23 問からなる 4 件
法で頻度をたずねる問いと、センター調査の「研修講座を策定する際に意図している教員や児童生
徒の姿として当てはまるもの」という問いの 15 の選択肢を比較参照し、13 項目について対応する
と判断した。また、大学調査の回答では、「行っている」「やや行っている」を YES、「あまり行っ
ていない」「ほとんど行っていない」を NO とすることでセンター調査の結果との比較を可能にした。

なお、本研究で使用した分析用のデータは、報告書作成時ファイルを基に欠損値の状況に照らし
て有効データを取捨選択した。そのため本研究で使用するデータ件数は、大学調査の「施設設備に
関する調査」の内の 578 件、「講義に関する調査」の内の 598 件とセンター調査の内の 246 件である。

4．分析結果

4．1	 ICT 機器の整備状況
表 2 は、大学及び教育センターでの ICT 機器の設置率である。電子黒板のみ有意な差無しに

どちらも約 60% の機関に設置されていた。プロジェクタ、大型モニタ、実物投影機、ノート型
コンピュータは大学の方が設置率が有意に高い。他方、タブレットはキーボードの有無に関わら
ず教育センターが有意に高く、また、指導用デジタル教科書も教育センターが有意に高い。表中
のタブレット ALL は、キーボードの有る無しに関わらずタブレットを有する機関の数値を示す。

表 2　ICT 機器の設置率
ICT 機器 大学 教育センター 有意確率
電子黒板 60.4% 61.7% 0.805

プロジェクタ 99.8% 92.9% 0.000

大型モニタ 51.7% 30.3% 0.000

実物投影機 95.3% 75.2% 0.000

ノート型コンピュータ 92.0% 87.0% 0.032

タブレット（キーボードあり） 19.4% 46.9% 0.000

タブレット（キーボードなし） 34.2% 53.0% 0.000

タブレット ALL 38.4% 67.0% 0.000

指導者用デジタル教科書 10.9% 26.9% 0.000

表 3 にそれぞれの機関における平均の設置台数を示す。電子黒板は大学の方が有意に多くの台
数を設置している。仮に教室に 1 台設置するのであれば、部屋数の多い大学がもっと多く保有し
ていると考えられるが必ずしもそうはなっていない。全国の公立小中高校普通教室への普及率が
26.8％（文部科学省 , 2018, p.6）であることから見ても、まだ普及途上ということであるのか、
それほど便利ではないために普及が進まないのか、その理由についてはここでは明らかではない。
ただし、教育センターが一定数保有しているのは、学校現場への普及を念頭にした研修に使用す
るためであろうと考えられる。
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表 3　ICT 機器の設置台数（平均）
ICT 機器 大学 教育センター 有意確率
電子黒板 5.6 3.7 0.029

プロジェクタ 42.4 6.1 0.000

大型モニタ 8.0 0.8 0.002

実物投影機 23.0 3.5 0.000

ノート型コンピュータ 42.9 26.1 0.069

タブレット（キーボードあり） 43.7 26.7 0.148

タブレット（キーボードなし） 54.2 28.1 0.085

タブレット ALL 67.7 41.8 0.090

指導者用デジタル教科書 11.2 17.6 0.092

電子黒板と大型モニタが拡大表示装置として互いに補完的な関係にあるかどうか、両者の設置
の有無についてクロス分析をした結果からは、両者の補完的な関係は大学も教育センターも 1%
水準の有意差をもって棄却された（表 4 参照）。

表 4　電子黒板と大型モニタのクロス集計（機関数）
　 大学 教育センター

大型モニタ
電子黒板 電子黒板

無 有 合計 無 有 合計
無 126 136 262 73 72 145

有 91 185 276 9 52 61

合計 217 321 538 82 124 206

プロジェクタ、大型モニタ、実物投影機については大学の平均値が有意に高い。これは教室の
数や人数規模の違いが影響していると考えられる。大規模教室では、前方にプロジェクタから投
影するスクリーンがあり、教室の中程に宙づりの大型モニタが設置されている場合もあり、必ず
しもスクリーンの替わりの大型モニタという訳ではないこともあり台数が多いのであろう。ノー
ト型コンピュータ及びタブレットについてはキーボード有りも無しも台数に有意な差は見られな
い。また、ノート型コンピュータとタブレットは補完的な関係にあるのではないかと考え、それ
ぞれの保有の有無についてクロス分析を行ったところ、大学では 5％水準で、教育センターでは
1％水準でどちらも有意な差をもって棄却された（表 5 参照）。実際には大学ではタブレットを保
有している機関のほとんどはノート型コンピュータも保有しており、教育センターでは 61% が
両方保有している。つまり、どちらか一方を保有するよりも両方を保有する傾向があると言える。
デジタル教科書については大学よりも教育センターの方が数値は大きいが有意な差はない。
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表 5　ノート型パソコンとタブレットのクロス集計（機関数）
　 大学 教育センター

タブレット
ノート型コンピュータ ノート型コンピュータ
無 有 合計 無 有 合計

無 35 269 304 18 49 67

有 10 180 190 12 123 135

合計 45 449 494 30 172 202

表 6 にネットワーク設備の状況を示す。学校へのインターネット回線は超高速インターネット
は 30Mbps 以上、参考で 100 Mbps 以上となっている（文部科学省 , 2018, p.5）。そこで回線速度を、
30Mbps 以下、30～100 Mbps、100 Mbps 以上について設置率を見たところ、ほぼすべての大学で
100 Mbps 以上、教育センターの 92% 以上が 30Mbps 以上となっており、公立学校の水準を超え
ている。

表 6　外部接続のインターネット回線速度
回線速度 大学 教育センター

100Mbps 以上 98.2% 84.3%
30～100Mbps 0.9% 8.1%
30Mbps 以下 0.9% 7.6%

インターネットへの接続形態は、大学と教育センターの間に有意な差はなく、どちらも 4 割が
ギャランティ型で 6 割がベストエフォート型3） である。無線 LAN の有無については、大学（84.3%）
の方が教育センター（63.1%）よりも設置率が有意に高い（P<1%）。

教育センターは教員のニーズに応えるために、学校現場に求められる ICT インフラの環境の
下で学校現場に則した実習を実施する必要があると考えられる。そのため必然的に ICT 機器と
インターネット環境を整備する必要があるが、分析の結果からはおおむね要求を満たす環境整備
が行われていると言えよう。他方大学は、教育だけではなく研究も行う必要上、教育センターよ
りも高速の回線が敷設されている。

4．2	 ICT 関連の内部研修及び支援体制
ICT 活用研修と情報モラル等に関する研修の両方とも、実施率は大学の方が有意に高い。ただ

しこれは実施しているかどうかの数字であって、受講者の数は不明であるため職員の研修履修率
までは明らかではない。一方 ICT 機器の活用をサポートする支援体制については両者に有意な
差は見られないものの数字の上では教育センターの方が上回っている。
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表 7　ICT 関連研修及び支援体制の充足率

研修及び支援体制 大学 教育セン
ター 合計 有意確率

ICT 活用 67.8% 59.8% 65.4% 0.032
情報モラル等 65.7% 53.3% 62.0% 0.001
ICT 機器サポート体制 44.6% 50.4% 46.4% 0.149

4．3	 ICT 活用指導力の育成を目指す講義と研修
大学の教職課程で実施される講義と教育センターで行われる研修は、受講者も異なるし、目的

も異なるが、ICT 活用指導力の育成という点においては受講者に身につけさせたい目標はほぼ同
じであると考えられる。教育センターの調査では、ICT 活用指導力の育成のために実施している
事業について聞いているが、大学の調査では教職課程で行われる講義の内で、①各教科の指導法、
②教育の方法及び技術、③情報機器の操作の 3 種類の講義での ICT 活用指導力の育成について
問うた。そのためここでは教育センターの調査と②教育の方法及び技術の回答とを比較する。

ここでは実施されている講義・研修の中で使用されている ICT 機器（表 1 の No.16～22）と、
目指す ICT 活用指導力について対応のつく項目（表 1 の No.23～35）について分析を行う。

講義・研修で使用される ICT 機器について、表 8 に示す。電子黒板、タブレット、デジタル
教科書については大学に比べて教育センターでの使用率が有意に高い。これは喫緊の教育課題で
ある教育の情報化を実現するための取り組みが意欲的に行われていることを裏付けている。プロ
ジェクタと実物投影機の使用率には有意差はみられない。これは講義・研修では日常的にこれら
の機器を使った資料や教材の提示等が行われていると解釈できよう。他方、大型モニタの使用は
大学において有意に高い。大学ではプロジェクタが 9 割以上で使用されており、プロジェクタの
代用として大型モニタが使用されるとは考え難い。恐らく大教室に設置された大型モニタの使用
であろうと思われる。BYOD4） 利用については、これも大学での使用割合が有意に高い。使用さ
れる機器がノート型パソコンであるのかタブレットあるいはスマートフォンであるのか、ディバ
イスの種類は不明であるが、最近の大学では入学時に指定のパソコンを購入させたり、貸与する
ケースが増加しているので、そういった事情を反映しているのであろうと考えられる。他方教育
センターでは、インターネットが行政のネットワークを通じて接続されているケースも多く、個
人のパソコン等をネットワークに接続させることを禁じているところもあると聞いている。教育
センターでの BYOD 利用率が低い原因はそこにあるのではないかと考えられる。
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表 8　講義・研修での ICT 機器の使用率
利用 ICT 機器 大学 教育センター 合計 有意確率
電子黒板 17.1% 44.7% 25.1% 0.000
プロジェクタ 90.3% 87.8% 89.6% 0.340
大型モニタ 39.3% 26.0% 35.4% 0.000
実物投影機 54.0% 56.5% 54.7% 0.559
タブレット 17.1% 56.5% 28.6% 0.000
デジタル教科書 11.5% 30.5% 17.1% 0.000
BYOD 41.2% 7.3% 31.1% 0.000

次に対応の付いた ICT 活用指導力の 13 項目について、講座・研修での実施率を表 9 に示す。
表から教材・資料の収集のためにインターネットなどの ICT 機器を使用することについてのみ
有意な差は見られなかったが、それ以外の 12 項目については、有意な差をもって教育センター
の方が大学よりも実施率が高かった。言い方を換えれば、教育センターの調査では ICT 活用指
導力の育成に関する研修についての回答を求める一方、大学の調査では教育の方法及び技術の授
業での指導の実態を問うことの調査の仕方の違いが現れたとも考えられる。

表 9　講義・研修の実施率
ICT 活用指導力 大学 教育センター 合計 有意確率
教材・資料収集 62.9% 66.3% 63.9% 0.399

情報の交換・共有化 29.1% 42.3% 33.0% 0.000

ソフト活用して教材作成 58.5% 71.5% 62.3% 0.001

学習記録 36.3% 51.6% 40.8% 0.000

資料提示 67.5% 93.9% 75.2% 0.000

互いの意見・作品などを共有・比較 45.2% 77.6% 54.7% 0.000

繰り返し学習や習熟度に応じた学習 37.8% 53.3% 42.3% 0.000

グループで考えをまとめたり，協働して制作 42.8% 68.7% 50.4% 0.000

指導者用デジタル教科書を活用 18.9% 48.8% 27.6% 0.000

権利を尊重，ルールやマナーを守って行動 67.8% 84.1% 72.6% 0.000

知的財産権や，個人の権利について正しく理解 65.6% 74.0% 68.1% 0.022

インターネットなどを適切に利用 57.2% 82.9% 64.7% 0.000

情報セキュリティ 38.4% 76.8% 49.6% 0.000

大学では、教材・資料収集、資料提示、権利の尊重、知的財産権について指導される割合が高く。
教育センターではソフト活用、意見や作品の共有・比較、インターネットの適切な利用、情報セキ
ュリティについての研修が重視されていることがわかる。大学と教育センターで違いが大きいのは、
情報セキュリティ、意見や作品の共有・比較、デジタル教科書の活用であり、教育センターではこ
れらを重要視していると考えられる。

次に大学と教育センターで講座・研修での ICT 機器の使われ方に違いがあるのかどうかを見

72

p063_076.indd   72 2019/03/19   14:55:49



表 10　ICT 活用指導力と ICT 機器の相関係数（大学）

ICT 活用指導力
ICT 機器

電子黒板 プロジェクタ 大型モニタ 実物投影機 タブレット デジタル
教科書

BYOD

教材・資料収集 .147** .140** .092* .201** .159** .153** .148**
情報の交換・共有化 .088* .118** 0.006 .123** .088* 0.072 .095*
ソフト活用して教材作成 .129** .185** .089* .170** .138** .099* .144**
学習記録 .104* .148** 0.076 .098* .133** .103* .176**
資料提示 .187** .207** 0.066 .190** .139** .159** .136**
互いの意見・作品などを
共有・比較 .152** .143** .085* .200** .170** .194** .154**

繰り返し学習や習熟度に
応じた学習 .146** .145** 0.078 .092* .220** .222** .195**

グループで考えをまとめ
たり，協働して制作 .148** .127** 0.055 .148** .157** .170** .175**

指導者用デジタル教科書
を活用 .335** 0.052 .105* .160** .243** .489** .144**

権利を尊重，ルールやマ
ナーを守って行動 0.075 0.077 0.076 .106** .142** .115** 0.060

知的財産権や，個人の権
利について正しく理解 .104* .108** .090* .097* .141** .107** 0.056

インターネットなどを適
切に利用 .105* .117** 0.077 .114** .177** .133** .089*

情報セキュリティ .126** .143** 0.078 .147** .154** 0.070 .109**

表 11　ICT 活用指導力と ICT 機器の相関係数（教育センター）

ICT 活用指導力
ICT 機器

電子黒板 プロジェクタ 大型モニタ 実物投影機 タブレット デジタル
教科書

BYOD

教材・資料収集 0.071 .181** .129* .241** 0.120 .174** 0.002

情報の交換・共有化 -0.041 .143* 0.036 .170** .186** 0.095 0.044

ソフト活用して教材作成 .132* .261** 0.086 .264** .246** 0.105 -0.100

学習記録 0.102 .136* .129* 0.102 .168** 0.076 -.134*
資料提示 .161* .372** .151* .290** .153* .132* 0.006
互いの意見・作品などを
共有・比較 .129* .277** 0.118 .257** .238** .165** -.224**

繰り返し学習や習熟度に
応じた学習 0.023 .199** 0.091 .213** .180** 0.125 -0.050

グループで考えをまとめ
たり，協働して制作 .149* .257** .160* .274** .345** .199** -0.080

指導者用デジタル教科書
を活用 .186** 0.090 0.107 .151* .134* .590** 0.007

権利を尊重，ルールやマ
ナーを守って行動 0.010 .416** 0.054 .203** 0.113 0.070 -0.006

知的財産権や，個人の権
利について正しく理解 0.105 .260** 0.098 .190** .153* 0.111 -0.082

インターネットなどを適
切に利用 0.082 .326** 0.023 .256** .147* 0.089 -0.038

情報セキュリティ .126* .355** 0.084 .198** .160* 0.071 -0.031
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てみる。表 10,11 は、ICT 活用指導力の内容と ICT 機器の使用の相関についてピアソンの相関係
数と有意確率を示す。表中 ** は 1% 水準で、* は 5% 水準で有意な相関であることを示す。さら
に相関の強さが一目で分かるように、相関係数が 0.3 以上、0.3～0.2、0.2～0.15、0.15 未満で塗り
分けをした。また、それぞれの ICT 機器を従属変数とし、表の 13 の ICT 活用指導力を独立変数
として回帰分析した結果から、ICT 機器と関係が強いと判断される ICT 活用指導力の枠線を太線
で示す。

結果から、電子黒板は大学も教育センターも「資料の提示」と「指導者用デジタル教科書を活
用」で用いられることが多いと言える。プロジェクタは大学では、「ソフトを活用して教材作成」
と「資料提示」で用いられることが多いのに対し、教育センターはほとんどすべての研修で用い
られ、情報モラル関係の研修でも重用されている。大型モニタは大学では強いて挙げれば「教材
・資料収集」と「指導者用デジタル教科書を活用」で用いられている。他方教育センターでは「グ
ループで考えをまとめたり，協働して制作」で用いられるのが特徴である。実物投影機は、大学
では「教材・資料収集」、「互いの意見・作品などを共有・比較」と「指導者用デジタル教科書を
活用」で特徴的に用いられるのに対し、教育センターでは、プロジェクタと同様にほとんどすべ
ての研修でよく用いられている。中でも「教材・資料収集」、「資料提示」と「グループで考えを
まとめたり，協働して制作」で用いられることが特徴である。タブレットは、大学では「繰り返
し学習や習熟度に応じた学習」と「指導者用デジタル教科書を活用」で特徴的に用いられ、教育
センターでは「ソフトを活用して教材作成」と「グループで考えをまとめたり，協働して制作」
でよく用いられる。デジタル教科書は、大学、教育センターとも「指導者用デジタル教科書を活
用」で用いられることは当然として、大学では「教材・資料収集」で特徴的に用いられている。
BYOD の活用は、大学では「学習記録」と「繰り返し学習や習熟度に応じた学習」で用いられる
のに対し、教育センターではマイナスの相関が多く用いられないことが特徴となっている。特に

「互いの意見・作品などを共有・比較」に特徴的である。

5．まとめと考察

本研究では、プロジェクト研究の中では行えなかった大学と教育センターの比較を試みた。そ
の結果から ICT 機器の整備状況については次のことが言える。

ICT 機器を設置している機関の割合では、電子黒板を除いて大学と教育センターでは有意な差
がある。プロジェクタ、大型モニタ、実物投影機、ノート型コンピュータは大学の方が設置率が
高く、タブレットと指導者用デジタル教科書は教育センターの方が高い。他方、平均台数では、
指導者用デジタル教科書以外は大学の方が多く、電子黒板、プロジェクタ、大型モニタ、実物投
影機については台数に有意差がある。大学と教育センターでは機能の違いがあり、また、概して
大学の方が施設の規模が大きいため台数に差が生じるのは当然のことと言える。ただし、指導者
用デジタル教科書の整備については、報告書（国立教育政策研究所 , 2018）でも指摘されている
通り改善の必要がある。他方、教育センターについて言えば、研修で使いたい ICT 機器が未整
備の機関が存在する（国立教育政策研究所 , 2018, p.117）。そのような機関では研修で操作を経験
させるためにも少なくとも 1 台の整備が必要である。

大型モニタと電子黒板、ノート型コンピュータとタブレットについて、片方がもう一方を代用
可能と考えればどちらかが整備されていればよいことになる。しかし分析の結果は補完的に整備
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されているとは言えず、大学も教育センターもどららも持てる機関は両方とも整備し、逆に両方
とも未整備の機関が結構な数存在する。

インターネット回線については、回線速度は接続形態がベストエフォート型が 6 割を占めるも
のの、大学も教育センターも学校への整備状況を上回る高速インターネットの接続率である。両
者とも講義や研修以外の研究や業務での実需があることを考えればこれは当然のことと言えよう。
無線 LAN の整備率に関してはどちらも普通教室への整備率（34.5%）（文部科学省 , 2018, p.5）を
上回る。したがって大学も教育センターもインターネット接続環境はおおむね問題はないと言え
よう。ただし、教育センターで BYOD 利用が進んでいないことから、一部の大学で実施されて
いるセキュリティ対策を講じた専用ネットワークを設ける等、構内ネットワークを二重化する（国
立教育政策研究所 , 2018, p.32）等の方策が必要と考えられる。

次に ICT 関連の研修については、ICT 活用と情報モラル等に関する研修は、大学では 6 割以上、
教育センターでは 5 割以上で実施されている。ただし、これらの研修の問題は人であって、未実
施機関を減らすとともに未受講の人を減らす努力が各機関に求められる。ICT のサポート体制は、
有意差はないものの教育センターの方が手厚い。しかしながら約半数の機関であり、ICT 機器の
進歩速度を考えると更に強化されることが望まれる。

講義・研修で培われる ICT 活用指導力については、調査問題の設計に依拠する要因の影響が
考えられるが、結果からは総じて教育センターの方が実施率は有意に高い。現職教員を対象とす
るか将来の教員を対象とするか、受講者のニーズに合致した講義・研修が行われるという意味で
は、教育センターの方が実施率が高いことは当然であると考えることもできる。講義・研修で使
用される ICT 機器に関しても、タブレットやデジタル教科書は学校現場では目前の課題である
ことを考えると教育センターの研修で多く用いられることは納得のいく結果である。

最後に講義・研修と ICT 機器の組合せについては、あるものを活用するという意識において
教育センターの方が大学よりも積極的であるように見える。プロジェクタや実物投影機がほとん
どの研修で利用されているほか、タブレットの利用シーンも多い。大学では児童生徒の利用を考
える場合に使用されるのに対し、教育センターではそれ以外にも教員自身の活用に関する研修に
おいても使用されている。他方、電子黒板についてはデジタル教科書との相関が高いが、逆に言
うとデジタル教科書の活用以外で利用されるシーンは少なく、費用対効果の検討が必要ではない
だろうか。

本研究は既存の研究で収集されたデータを二次利用した研究である。ICT 活用指導力の育成の
観点で大学と教育センターを比較することを試みたが、報告書に述べられているそれぞれの分析
結果とは異なる趣の分析報告ができたと考える。一方で、オリジナルの設問形式が異なるために
直接比較が行えず、分析のために工夫を凝らす必要があり、そのために断定的な結論が導き出せ
ないところもあった。個々の調査データの分析に留まらず、更に複数の調査データを組み合わせ
た分析が想定される場合には、設問文や設問形式を一般化、共通化しておくことが有効であると
考える。

注
1） 国立情報学研究所が提供する学術情報ナビゲータ

 https://ci.nii.ac.jp/
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2） 政府統計ポータルサイト e-Stat に掲載される「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」

 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400306&kikan=00400&tstat=000001045486&result_page=1

3） 通信サービスの契約形態を指す言葉で、ギャランティ型は、混雑時でも確保する最低限度の通信速度や、1

年間のうち障害や保守作業などのためにサービスを中断する時間の上限など、保証するサービス品質（QoS）

をあらかじめ利用者に提示し、これを遵守することを約束する契約形態を指し、ベストエフォート型は、こ

うした品質などの保証を行わず、名目値の達成や維持をあくまで努力義務に留める契約形態を指す。

4） Bring your own device の英文の頭文字の略語。日本語では、私的デバイスの活用。持ち込んだ個人の携帯用

情報端末を使用することを指す。
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【論　文】

Abstract
In response to the population decline, recent regional revitalization policies have mobilized 

various kinds of policy ideas from several domains of public policy. The framing that assumes 
some public facilities to be the core of the local community is one of those. Compared to elemen-
tary and junior-high schools which had traditionally been closely linked to their rural neighbor-
hoods, the relationship between high schools and their communities was weak. However, recently 
the role of the high school has been paid attention in rural revitalization policies. The policy 
planning processes, such as the Comprehensive Strategy for Revitalizing Towns, People, and 
Work, and a general outline on education show that coordination by the executive office of the 
municipalities covers the education policy domain. Using the concept of community or neighbor-
hood-based anchor institutions and interagency collaboration, this article provides a review of two 
recent cases related to the reorganization of public high schools in order to avoiding closures of 
the schools, such as in Okushiri Town, Hokkaido, and, Nakagawa Town, Fukuoka. Descriptive 
analysis elucidates what kinds of policy options local governments choose and how they made the 
decision to maintain the high schools under circumstances where rural revitalization was priori-
tized.

高校存続の政策選択
―地方創生下における公立高校の移管を中心に―

Policy Options to Maintain High Schools:  
Transferring Public High Schools under the Regional Revitalization Policy

小入羽　秀敬＊1・本多　正人＊2

KONYUBA Hideyuki and HONDA Masato

＊ 1帝京大学教育学部・講師
＊ 2国立教育政策研究所教育政策・評価研究部・総括研究官
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1　はじめに

近時の政策課題である地方創生（表 1，参照。）では，様々な政策領域（policy domain）に関わ
る機関が動員されるのみならず、学校が地域再生に果たす役割も注目されている。例えばまち・
ひと・しごと創生法に基づいて 2014 年 12 月 27 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」においては、「まちの創生」の政策パッケージに「公立小・中学校の適正規模化、小
規模校の活性化、休校した学校の再開支援」がうたわれた。いっぽう，高校や大学に関しては「し
ごとの創生」と「ひとの創生」の政策パッケージの中で「大学・高等専門学校・専修学校等にお
ける地域ニーズに対応した人材育成支援」「知の拠点としての地方大学強化プラン」「地元学生定着
促進プラン」「地域人材育成プラン」で言及されている 1。

これ以降、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は毎年 12 月に改訂版が閣議決定され、そこに
掲げられた基本目標の達成に向けて作成された政策パッケージ・個別施策についての今後の対応
の方向を取りまとめた「まち・ひと・しごと創生基本方針」が翌年の 6 月に閣議決定されるとい
うサイクルができている。上記の 2014 年版「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に対応した「ま
ち・ひと・しごと創生基本方針 2015」では、「全公立小・中学校区において、学校と地域が連携
・協働する体制を構築するために、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）や学校支援
地域本部等の取組を一層促進する」という構想になっている。ところで、この例にも表れている
ように、小・中学校と地域社会とのかかわり方に関する施策が具体的にイメージされやすいこと
とは対照的に、従来，高校と地域社会との連携についての社会的関心は比較的弱かったように思
われる。ところが、各地で公立高校の再編整備が検討されるようになってからは、地域社会の中
で高校が果たしていた役割にも関心が集まるようになってきた。例えば、2015 年の中央教育審
議会答申では、義務教育諸学校とは異なった高校の特性を踏まえて、コミュニティ・スクールな
どを活用しながら地域の課題解決・活性化に資することが期待されてもいる（中央教育審議会 , 
2015）。今後、地域社会での高校の存在意義が地方創生施策の中でも軽視できない観点になるも
のと思われるが、現時点ではようやく議論が始まった段階である（時事通信社 , 2017）。

この点に関し近年、既存の公立高校を別の設置者に移管した上で存続させる政策をめぐって、
当該高校の存在意義や地域の中で期待されている役割などが改めて問い直されている事例が注目
されてよいだろう。例えば高校の所在地市町村が小規模であるため当該高校に通う生徒・教職員
も市町村人口を支えている側面がある 2。ところで、公立高校の移管に焦点を当てた先行研究は
いまだ少なく、歴史的な分析の例はあるものの、いずれも町村から戦都道府県への移管を対象と
しており（大谷 , 2014; 濱沖 , 2017）、本稿と同様の関心に基づいたものとしては、北海道の町立
高校を分析の対象として地域社会の維持存続に公立高校が果たす役割を検討した文献がわずかに
見られるにすぎない（高嶋ほか , 2017）。本稿の関心は近年の地方創生政策の背景となった問題
から派生した高校存続スキームとしての移管にあり、このような視点からすれば、管見の限り、
該当する事例といえるのは本稿で取り上げる北海道の北海道奥尻高校（以下、奥尻高校。）と福

1 具体的には「大学・高等専門学校・専修学校・専門高校をはじめとする高等学校において、地元の地方公共団体や
企業等と連携した実践的プログラムの開発や教育体制の確立により、地域を担う人材育成を促進する」とある。

2 例えば、1983 年に村立に移管された北海道おといねっぷ美術工芸高校（当時、北海道音威子府高校）では入学者全
員に音威子府村への住民票の移動を義務づけており、それが村人口の 2 割を占める（季刊地域編集部 , 2015）。
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岡県那珂川町の福岡女子商業高校の事例である 3。以下ではこれらの事例によりながら、自治体
の地方創生政策が展開される中、高校存続のスキーム、高校と地域社会との連携といった今後の
政策研究上の課題となりうる論点について考察する。

表 1　地方創生関連の国の動き
年 / 月 / 日 事項

2014（H26）/5/8 日本創成会議・人口減少問題検討分科会『成長を続ける 21 世紀のために「スト
ップ少子化・地方元気戦略」』

2014（H26）/7/4 国土交通省『国土のグランドデザイン 2050』［小さな拠点，コンパクトシティ，高
次地方都市連合］

2014（H26）/9/3 第 2 次安倍改造内閣発足［地方創生担当相，まち・ひと・しごと創生本部，新設］

2014（H26）/11/28 まち・ひと・しごと創生法公布（平成 26 年法律第 136 号）

2014（H26）/12/27 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」，「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン－
国民の「認識の共有」と「未来への選択」を目指して－」平閣議決定

2015（H27）/6/30 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015 －ローカル・アベノミクスの実現に向け
て－」閣議決定

2015（H27）/12/21 中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携
・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」

2015（H27）/12/24 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」閣議決定

2016（H28）/6/2 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2016」閣議決定

2016（H28）/12/22 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改訂版）」閣議決定

2017（H29）/6/9 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」閣議決定

2　枠組み

2―1．多機関連携
コミュニティ開発に関する研究分野では、都市の荒廃したコミュニティを再生するに当たって

大学、病院、文化・スポーツ施設等のいわゆるアンカー施設（anchor institutions）の役割が再び
注目されるようになってきた（Birch, 2009）。特に大学及び研究機能を持つ病院は Eds & Meds と
いわれ近年注目されているアンカー施設だが、アンカー施設の確たる定義があるわけではない

（Harkavy, 2009）。一般的には、場所性に基盤を有する施設（place-based institution）で、当該地域
に相当規模の土地を有し、したがって移転が容易ではなく、その雇用や投資活動や住民への福利
厚生サービスなどの面で地域経済の発展に寄与している施設を指すことが多く、ほかにも、金融
機関やメディアなどの営利企業、公益事業会社、教会、軍事基地等も該当しうる（Netter Center 
for Community Partnerships, 2008）。これらと比して、公立学校は規模がやや小さい。また、米国
の例でいえば、公立学校を管理するのは教育委員会であり、州政府など、学校が当該近隣地域内

3 北海道の三笠高校も北海道立であったものが 2012 年から市町村立になっている例ではあるが、この場合は、生徒
募集を停止して道立高校をいったん閉校させたのちに調理科の市立高校として開校したもので、正確には移管のス
キームではないとされている。少し前になるが 2006 年に滋賀県守山市の市立守山女子高校が学校法人立命館に移
管されて立命館守山高校となった例がある。学校法人立命館と守山市とのまちづくり協定では、同法人の知的資源
を活用した取り組みや地域経済への貢献に向けた取り組みももりこまれた。しかし、移管協定調印時から既に、同
じ市内ではあるが平成女学院大学草津キャンパスの跡地への移転計画があり（読売新聞（大阪朝刊）, 2005）、2013
年 3 月には移転が完了した。
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で行う活動は上位レベルの行政組織の承認を必要とすることがありうるから特有な条件下にある
とはいえ、学校もアンカー施設と位置付ける都市再生論もある（Taylor, McGlynn, & Luter, 2014）。
すなわち、当該コミュニティの教育の質が地域経済にプラスの効果を持つことはいうまでもなく、
逆に児童生徒の生活の場が荒廃したままで学校教育の改善を試みても学力向上を達成することが
難しいことから、その相互依存関係に着目することができる。こうした議論は都市に限らず、へ
き地（rural area）のコミュニティ開発にも応用しうるが、共通するのは、学校を介して多様なサ
ービス機関の連携・協働が図られるという論理構造である（Lawson & van Veen, 2016）。

日本の場合も基本的に学校をアンカー施設ととらえることが可能であろう。公立小・中学校の
統廃合問題が地域的な合意を得にくいイシューであることはよく知られている（安田 , 2009）。
統廃合の決定及び教育財産の用途廃止の決定と、首長部局に引き継がれた旧校舎や跡地の利活用
とがそれぞれ異なる執行機関の管轄範囲として形式上分かれているため、統廃合の決定を教育的
な配慮に基づいて行い、廃校舎等の利活用は地域活性化策に位置づけるとする考え方も可能では
あるが、現実的にはそれほど単純ではない（嶋津 , 2016）。近年のような人口減少下においては
政策としての学校統廃合が農山村に大きな影響を与えうることがしばしば指摘される（小田切 , 
2014; 山下 , 2014）。ただし、公立小・中学校は通常その地域を包括する市町村が設置者であるから、
統廃合の判断を内在的な論理で決定できる。しかし高校の設置者は都道府県又は学校法人である
のが普通であって、所在地市町村からすれば外在的な要因が関与することになるし、地域経済に
及ぼす影響を及ぼすこともありうる。よって、高校の廃止・統合、あるいは移転の可能性を議論
すること自体に大きなコストがかかることが予想される。

一般に、地方自治体には、当該地域に資本なり施設なりを誘致するため、あるいはそもそも進
出させないための政策手法はあるが、既存の事業者や施設が当該地域から撤退していこうとする
のをとどめるための政策手法には乏しい。例えば、都市計画法や大規模小売店舗立地法や医療法
などの枠組みは政策環境としての人口増加を前提に作られてきた諸制度であって、そこでは開発
行為や新規出店を地方自治体が規制という手段によりコントロールできるのに対し、これらの事
業者の撤退（ショッピングセンターや病院の閉鎖等）をさせないための手段は用意されていない

（野田 , 2018）。この点、学校の場合、学校教育法第 4 条が公立又は私立の学校の設置廃止等に必
要な都道府県教育委員会又は都道府県知事の認可を規定するが、市町村立小・中学校の廃止は認
可ではなく届出ですむ。一方、高等学校の廃止は、市町村立高校の場合は都道府県教育委員会の、
私立の場合は知事の認可を要するが、その認可基準には在籍する生徒、教職員や財産の処置方法
と指導要録等の関係書類の引継方法であって、廃止に伴う近隣地域や将来的な関係者への影響が
考慮されるわけではない。まして、公立高等学校の大半は都道府県自身が設置者である。こうし
て、ある地域内の住民生活に深くかかわってきたサービスを提供する施設・機関の撤退に直面し
て当事者には前述のようなアンカー施設としての役割の再認識や、様々な部門・機関を動員した
当該施設やサービスの維持存続策を展開することになる。

ところで現在、日本の地方自治体首長部局ではまち・ひと・しごと創生法第 9 条及び第 10 条
により「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「市町村まち・ひと・しごと創生総合
戦略」（以下、単に「地方版総合戦略」）を策定している。近年の都道府県による高校再編整備の
動向の分析からは、小規模高校の存在する町村の地方版総合戦略と、数は多くないものの県レベ
ルでの地方版総合戦略で高校を核とした地域の活性化策について記載がある例が知られている

（屋敷 , 2017）。すなわち、小規模高校の立地市町村にとっての高校が、前述した地域に基盤を持
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つアンカー施設となりうることがわかる。こうして、地方創生施策と都道府県による高校の再編
整備とが同時に進められる状況に注目する際の視点として、教育機関を媒介にした多様なアクタ
ーの連携や協働を挙げることができる 4。多様な組織間の連携・協働による行政サービスの提供
への着眼は既に、いわゆるガバナンス論においてみられるところである。もっとも、一般的なガ
バナンス論は国レベルの統治機構を問題とするもので、国家と市民社会の関係について、公共部
門が国・社会の統治を行いうるとの伝統的な行政組織研究に対して、民間部門もまた政策を通じ
た統治過程に関与することを前提とした枠組みの総称であるが、地方レベルへの応用として，ロ
ーカル・ガバナンス問題は行政研究における研究系譜の一つを形成している（辻中 伊藤 , 2010）。
いうまでもなく日本の地方自治体は執行機関の多元主義をとっており、一つの自治体組織内それ
自体でも既に行政分野ごとの多様な執行機関や専門機関が存在している。そこで、伊藤（2015）
がいうように、ローカル・ガバナンス論を「多機関連携」（interagency collaboration）の系譜とし
て解釈可能であるとするならば、学校を核とした地域活性化の施策も、地方自治体の新たな教育
ガバナンスを規定することになった現行教育委員会制度 5 のもとで展開されるものであるから、
ここに多機関連携の視点を設定することの意義を強調してもよいだろう。

一般的には多機関連携は公的機関と非政府機関との協働を意味することが多いが、interagency 
collaboration にも多様なモデルがありうることが知られている。例えば、「公―公（又は政府間）
モデル」（public-public, or intergovernmental）、「公―私モデル」（public-private）、「公―非営利モデル」

（public-nonprofit） と い っ た 枠 組 み を 想 定 し う る（Eglene & Dawes, 2006; Prefontaine, Ricard, 
Sicotte, Turcotte, & Dawes, 2000）。本稿での課題は公立（都道府県立）高校の公的機関（自治体）
あるいは非営利機関（学校法人）への移管であるから、公―公モデルが公―非営利モデルに該当
しよう。
多機関連携といいうる要素としては、それぞれの主体（機関）間の連携が、慣行などではない
公式制度の下で行われ、自発的な参加を伴う点にある。また、協議・協約の内容が文書で取り交
わされていることも要素の一つとされる。いずれも高校をめぐる連携においてはこれらの要素が
散見される。

さて、教育行政と他の行政分野とにまたがる複数機関相互の連携はかねてその必要性が主張さ
れてきたものであり、それ自体は特に新しい動向でもない。例えば、1970 年代には既に教育行
政と社会福祉行政との交錯領域を「教育福祉問題」と呼ぶ例があったし（小川 , 永井 , 平原 , 
1972）、その後も教育と福祉の連携の重要性は強調されてきた（神田 , 岩橋 , 玉井 , 朝岡 , 1994）。
また、教育分野内部での多機関連携としては学社連携や学社融合の理念がよく知られている（本
家 , 1985; 生涯学習審議会 , 1996）。しかしこれまでの連携論は教育施設ユーザー側の視点や、教
育機関で認識されている課題に対してどのようなアプローチをとるのが効果的か、また連携を担

4 行政の連携・協働は公的部門と民間部門との連携・協働を指すことが多いが（稲生 , 2010）、公的な組織間での
協働も対象となりうる（小川 , 2017）。例えば米国連邦政府の行政改革のレビューにおいて政府内の複数の組織
で同種の行政サービスを行う重複性が政府の非効率をもたらしていることに関連して interagency coordination and 
collaboration や cross-agency collaboration を求める議論などがある (U. S. Government Accountability Office, 2012)。

5 例えば総合教育会議自体は執行機関ではなく執行機関同士の協議・調整の場であるが、総合教育会議の設置を規定
する地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 4 の趣旨は「地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思
疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目
的としている」と解されている（木田 , 2015, ページ : 97）。
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う専門的職員（教員，社会教育主事，社会福祉士，スクールソーシャルワーカー）に必要な心構
えとは何か、といった実践的な課題解決を優先する論理で構成され、反射的に縦割り行政の弊害
など行政組織の問題点の指摘へと至る論理構成が一般的であったように思われる。

本稿でいう高校を核とした多機関連携は、事例分析でも述べるように、公立高校とその一般的
な設置者たる都道府県 6、管理者としての都道府県教育委員会、高校の立地自治体としての市町
村とその教育行政機関としての教育委員会、さらには近隣の各小・中学校も包含した関係が前提
となる。そのため以下のような意味で新たな枠組みを設定する必要があるだろう。一つには地方
創生自体が、公共部門と民間部門との、あるいは行政組織内部の分野横断的な複数部署との多機
関連携を必要とする施策の一環となっていることである。もう一つには、教育固有の機関間の関
係である。すなわち、一自治体内で分立した執行機関である首長と教育委員会あるいは議事機関
たる議会による多機関連携にとどまらず、都道府県（知事又は教育委員会）と市長村（長又は教
育委員会）といった、別の法人格をもった自治体の機関をも巻き込む「他」機関連携と表記して
もよいほどに広がりが想定される概念になる。

2―2．　高校の魅力化と多機関連携
近年の高校再編整備政策においては、統廃合の検討対象となりそうな高校の維持存続をめぐる

政策選択の中で、高校の特色づくりを進めることが前提条件となっている場合がある（天笠 , 
2017）。いわゆる高校の魅力化は、それ自体でも確かに地域活性化の戦略であるには違いないが（樋
田 , 2017; 山内 , 岩本 , 田中 , 2015）、魅力化を進めるためにも地域の特色を生かす視点が求められ
ることから、高校の魅力化が地域活性化を推進する役割を担うようになるためにも学校や教育委
員会以外の多様な機関（組織）との連携は不可欠といえよう 7。この点、近年の公立高校再編・
統合のパターンを示す文献としては、例えば①単独で規模縮小し、課程・学科改編、募集停止に
よる閉校（休校・廃校）等の対応、② 2 校を 1 校に統合し、一方を分校化あるいは閉校（休校・
廃校）し、課程・学科改編を伴う等の対応、③ 3 校以上の複数校を 1 校に統合し、他方を分校化
あるいは閉校（休校・廃校）し，課程・学科改編を伴う等の対応、といった類型化を試みるもの
もあり（梶 , 2017, p.38），前述の特色づくりに関する論稿とあわせて、示唆的な論稿は少なくない。
しかし、こうした高校再編統合の外形的な類型や特色づくりそれ自体の価値に関心を寄せる立場
とは異なって、本稿は多機関連携の視点から、関連自治体による一種の政策選択として捉える立

6 なお、2001 年までは公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第 3 条により公立高校の
設置主体は都道府県及び政令で定める基準（人口がおおむね 10 万人以上であり、かつ、高校を設置するのに十分
な財政上の能力を有すること）に該当する市町村に限定する規定があったが、同年の改正で第 3 条の規定は削除され、
法令の名称も公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に改められた。

7 北海道における直近の例としては北海道立の夕張高校を、夕張市が支援する例を挙げることができる。「夕張市地
方人口ビジョン及び地方版総合戦略」においては、「課題から希望を創る高校魅力化プロジェクト」がそのアクシ
ョンプランに位置付けられた。KPI には夕張高校への入学者数を 40 人とする目標値が設定され、その財源はガバメ
ントクラウドファンディングの「ふるさとちょいす」が活用されている。

8 例えば長野県は県立の白馬高校に国際観光科を設置して生徒を全国募集し、白馬村と小谷村とが寮を整備すること
で長野県、長野県教育委員会、白馬村、小谷村との連携協定が結ばれているし（時事通信社 , 2015）、現在この白馬
高校の支援組織は白馬村と小谷村とで構成している「白馬山麓環境施設組合」（ごみ処理，し尿処理と白馬高校支援
事業を行う一部事務組合）が事務局になっている。ほかにも徳島県では県立那賀高校に森林クリエイト科を新設し
た上で那賀町立中学校 4 校と連携型中高一貫教育を行っている例などが知られている。高校再編の具体的な事例に
ついては天笠 (2017) が詳しい。

9 北海道の地域キャンパス校（北海道教育委員会 , 2016）などがよく知られている。
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場に立ち、各種アクターを介在させた高校存続をめぐる政策選択の側面に注目する。よって次の
ような高校存続のスキームが注目される。第 1 には県教育委員会が設置管理する県立高校のまま、
高校と県と立地自治体とが連携を模索するような場合 8 がある。第 2 には、同じく県立高校のま
ま単独校ではなく分校又はキャンパス校 9 として存続をはかる場合がある。第 3 には、設置者を
変更して存続する場合であり、これには立地自治体である市町村等が設置者となるケースと学校
法人が設置者となるケースがありうる。とりわけ従前からの設置者が変更になる、いわゆる移管
のスキームでは、県、立地自体、及び学校とその関係者の当該学校管理運営に係る根本的なイン
センティブ構造も変わることになる。

3　事例―北海道奥尻町と福岡県那珂川町―

3―1．奥尻町政と人口減少
本稿で取り上げる事例のうち、地方創生政策の中での位置づけがわかりやすい奥尻町の例につ

いて、町政や地方創生の課題等をあらかじめ概観しておく。
現在の奥尻町は 1 島 1 町の自治体であるが、明治期には奥尻島内に 4 つの村があった。北海道

特有の 1 級・2 級町村制により、1906 年に 4 村が合併して 2 級町村としての奥尻村となり、1947

年制定の地方自治法により普通地方公共団体としての奥尻村になり、1966 年 1 月 1 日から町制
に移行している。檜山振興局及び檜山教育局の管轄である。現町長の新村卓実（しんむらたかみ）
氏は元村議会議長で、2009 年 2 月の村長選挙で当選し、現在 3 期目（2017 年 2 月の選挙は無投
票当選）である。

島内の電力は北海道電力が設置し奥尻町が受託を受けて運営・保守を行っている 3 つの発電所
で賄われているが、2017 年には、再生可能エネルギーを利用するために、地元の越森⽯油電器
商会が町所有の井戸を使った地熱発電所を新たに建設した。発電だけにとどまらず地熱の利用に
より新たな産業の開発・育成をすることが奥尻町の『総合戦略』にも謳われており、慶應大学（シ
ステムデザインマネジメント研究科）と共同で地熱利用を地域創生につなげるための調査研究が
行われてきた。この慶應大学との共同研究の存在がその後、奥尻高校の魅力化にも貢献すること
になった。

大野（2005）は国立社会保障・人口問題研究所が 2003 年に公表した「日本の市区町村別将来
推計人口」をもとにして 65 歳以上の人口が自治体総人口の半数を超えることで、税収入の減少
と老人福祉・高齢者医療関連支出の増加など、財政維持が困難な状況になると予測される自治体
のことを「限界自治体」と名付けたが、奥尻町は全国の 144 の限界自治体の一つとされた（大野 , 
2005, p.17）。その後、日本創生会議は若年（20～39 歳）女性人口の減少率が推計で 5 割を超える
自治体を消滅可能性都市と表現し、とりわけ 2040 年の人口が推計で 1 万人未満の自治体を消滅
可能性が高い都市と呼んだ（増田 , 2014）。そこでは若年女性人口の 2010 年から 2040 年への変
化率が全自治体別に示されており、奥尻町はその減少率の大きさで北海道内 1 位、全国 4 位とな
っている 10。また、奥尻島は従来離島振興法に基づく離島振興対策実施地域に指定されてきたが、

10 増田 (2014) によれば、群馬県南牧村 -89.9%、奈良県川上村 -89.0%、青森県今別町 -88.2% に次いで奥尻町△
86.7% となっている。
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2016 年に成立した国境離島新法（有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地
域社会の維持に関する特別措置法）の有人国境離島に指定され、国境離島の人口減抑制、交流人
口の増加等を目指した地域社会維持施策等を講じるための補助金を受けている。

図 1 にはまち・ひと・しごと創生本部の RESAS から得られる奥尻町の総人口推計を示す。図
1 のパターン 1 がいわゆる社人研推計であるが、これによれば 2060 年の同町の総人口は 627 人
と予測されており、これに対して、同町では、2025 年以降の合計特殊出生率は 1.70 を維持し、
2020 年までに 2010 年の人口の 1.5% に当たる 48 人が定住し、純移動率を加味しない場合として
2060 年の総人口を 1,617 人と推計している（奥尻町 , 2016）。檜山管内の 7 町の中でも奥尻町の
合計特殊出生率は高い方ではあった。1998～2002 年は 1.77，（最低は江差町の 1.42），2003～2007

年は 1.54（最低は乙部町の 1.4），2008～2012 年は 1.58（最高は厚沢部町の 1.63，最低は江差町の
1.31）となっている。パターン 1 を基に、年齢で 0～14 歳、15～64 歳、65 歳以上の 3 区分別に
将来人口を見た場合、2020 年までは、65 歳以上人口が微増するが、その後はいずれの年齢区分
も減少していくため、2020 年には本格的に総人口の減少期に入ると予測されている（奥尻町 , 
2016）。

図 1　奥尻町の総人口推計

【注記】
パターン 1：全国の移動率が今後一定程度縮小すると仮定した推計（社人研推計準拠）
パターン 2：全国の総移動数が、平成 22 年から平成 27 年の推計値とおおむね同水準でそれ以降
も推移すると仮定した推計（日本創成会議推計準拠）
シミュレーション 1：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の 2.1）
まで上昇したとした場合のシミュレーション
シミュレーション 2：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の 2.1）
まで上昇し、かつ人口移動が均衡したとした（移動がゼロとなった）場合のシミュレーション。

【出典】まち・ひと・しごと創生本部の『地域経済分析システム（RESAS）』より作成

3―2．道立高校の町立移管
奥尻町に設置されている奥尻高校は 2016 年 4 月より北海道立から奥尻町立に移管された。北
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海道立高校の統廃合のガイドラインである公立高等学校配置計画に基づくと、「5 月 1 日現在の
第 1 学年の在籍者が指針に示した人数要件（10 人未満）であり、その後も生徒数の増加が見込
まれない場合」に再編整備の対象となる。奥尻高校は統廃合の対象ではなかったが、人口推移の
統計上将来的に統廃合対象となる可能性が非常に高まるため、早い段階で町立移管を模索したこ
ととなる。

町立移管の政策選択に際しては、北海道教育委員会が 2006 年 8 月に策定した「新たな高校教
育に関する指針」の影響も大きい。指針では、高校の再編整備の進め方について言及されている。
特に小規模校の取扱いについては再編が困難な地域の学校もあることから、統合に加えて、他の
高校への通学が困難な地域を抱え、かつ「地元からの進学率が高い第 1 学年 1 学級の高校」（北海
道教育委員会 , 2016）といった特定の条件を満たした場合、同一通学域内の学校から出張授業等
を行う地域キャンパス校などの再編スキームを提示している。しかし、離島についてはキャンパ
ス校の対象外であることから、奥尻高校が再編の俎上に乗った場合は檜山地区の高校との合併と
なる可能性が高い（奥尻町議会 , 2016）。一方で、指針は「道立高校の市町村への移管」という
節を設けており、「市町村立高校として設置の要望がある場合は、当該市町村と移管について協
議を進めます」と明記されている（北海道教育委員会 , 2006）。こうして、道立高校としての存
続ができない場合に市町村が設置者となることで、高校の存続を模索するスキームが用意され、
関係する各アクターがどのようなスキームを選択するかという問題が設定された。

高校再編計画の俎上に上がるよりも早い段階で奥尻町が町立移管を検討したことには奥尻島の
地理的条件が影響している。奥尻町には 1 校しか高校が設置されておらず、高校が統廃合の対象
となれば奥尻島から高校が消えることを意味する。過疎化、高齢化が問題となっている奥尻町に
とって高校生の世帯が島外に転出してしまうと、島外転出後に奥尻町に戻ってくる可能性は低い
ことから、人口減に拍車がかかる可能性があることを奥尻町は危惧していた 11。奥尻町から高校
がなくなることによる不利益の発生に対する懸念から、学校の存続を北海道ではなく奥尻町が主
導権を持ちたいという意図もあった（干場 , 2017）。

2013 年度の選挙で町長が二期目の選挙時の公約に掲げて当選したことで、町全体の施策とし
ての町立移管が進むこととなった。町の高校の存続に関わってくる問題であるため、議会におい
ても大きな反対意見はなく、奥尻町民の理解も得られやすかったという 12。

しかし、町立に移管することで高校の運営費は町が負担することとなり、移管前の試算では経
常的な経費と管理経費だけで年間約 2000 万円は町の負担が増えるとされていた。このような経
費負担がありつつも奥尻町が町立移管を決定づけた理由の一つとして、北海道教育委員会からの
支援を挙げることができる。北海道教育委員会による支援が実施された理由は、道が当面存続を
必要と判断している道立高校を市町村に移管したために「移管後も道立高校と同等の教育環境を
維持することは極めて重要」（中西 , 2016）と北海道が支援の必要性を認識していたためである。
奥尻町が受けている支援として、大きく 3 つに分けることができる。第 1 に人的支援である。奥

11 例えば、『奥尻町人口ビジョン』も、「若年層は、高校卒業後町外の大学等に進学し、その世代が U ターン就職する
ケースはまれであり、人口流出に拍車をかけている」と島外に出て行く人口の多さを懸念している［奥尻町 , 2016］。
大学進学後であれば世帯で転出しないことが期待できるが、高校進学時での島外進学であれば世帯での島外転出の
可能性が高まるとも考えられる。

12 奥尻町教育委員会及び奥尻町地域政策課に対して行った筆者らのインタビュー調査（2017 年 8 月 24 日）による。
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尻高校には北海道教育委員会より北海道単独加配として 3 名（教員 2 名、事務職員 1 名）の加配
教員が派遣される。2020 年までの 5 年計画で、最初の 3 年間は 3 名が派遣され、残りの 2 年間
は教員 1 名のみの派遣となる。2021 年以降はなくなる。第 2 に、土地、建物、物品等の無償譲
与である。北海道の所有物である奥尻高校に関連する土地や施設設備等を奥尻町に無償で譲与し
た。また、共済住宅は繰上償還後に譲与のための手続を行うこととしている。第 3 に施設等支援
である。移管に伴い実施する施設・設備改修、備品購入に際して、北海道が 2.1 億円を上限とし
て支援することとなっている。

このように、町立移管により人件費や施設管理費等の財政的負担の多くは奥尻町が担うことに
なるが、北海道としては道立高校としての設置条件を満たしている奥尻町の高校教育環境維持は
重要であると考えており、その費用の一部を北海道が積極的に支援している。

町立高校への移管後、教員は町の職員として配属される。基本的には道立高校のときに勤務し
ていた教員を割愛採用という形で、奥尻町で採用している。給与表や服務規程等は北海道の条例
と重複するように作成しており、北海道立高校勤務時との違いをなくすことで教職員に不利益が
発生しないような配慮をしている。また、割愛人事であるという性格上、現在奥尻高校で勤務し
ている教職員は人事異動で北海道内に戻ることとなる。

また、学校運営に関連する費用は町立となったことで地方交付税交付金として奥尻町に直接措
置されるようになる。高校には国庫補助金としての交付がないため、経常的な運営に関わる費用
は基本的に地方交付税を原資として支出しなくてはならない。

町立移管によって町と学校の関係変化が起こった。特に教職員の意識の変化が大きく、道立高
校の教職員から町立高校の教職員に身分が変更したことによって、町とのイベントの開催など奥
尻町に関わる機会が増えた。地域の行事等に教員が積極的に関与し、地域住民も学校に積極的に
関与するようになり、学校を含めた地域コミュニティが形成されているようになった 13。また、
道立高校時代と同様に普通科高校であるため、大学進学を考えた奥尻町の生徒が奥尻高校に進学
している。

3―3．那珂川町の人口減少
那珂川町は 1956（昭和 31）年に南畑村、岩戸村、安徳村の合併によりできた町で、その後は

平成の市町村合併期にも単独での市制施行を目指していたことから合併することなく推移してき
た。福岡市の都心に近いため町の人口は微増しており、2010（平成 22）年の国勢調査では人口 5

万人にわずかに足りなかったが、2015（平成 27）年 10 月の国勢調査確報値で 50,004 人となり、
2017（平成 29）年に念願の市への昇格が決まった 14。表 2 にみるとおり、2010（平成 22）年度
から 2015（平成 27）年度にかけては人口集中地区面積は増加しないまま人口集中地区人口がわ
ずかに増えていて、全人口に占めるその割合（DID 人口比）も大きい。

13 奥尻高校に対して行ったインタビュー調査（2017 年 8 月 24 日）による。
14 総務省「町を市とする処分に係る総務大臣の同意（福岡県那珂川町）」2017 年 11 月 2 日。告示は 2018 年 10 月 1 日の予定。
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表 2　那珂川町の町勢

【出典】那珂川町のウェブページより
http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/soshiki/4/jinko-tokeinakagawa.html

ところで、那珂川町の市制移行は既に決まっているとはいえ、将来的な人口動態ではここもま
た人口減少に向かうことが予測されている。2010（平成 22）年以降、自然増のペースが落ち、
逆に 2011（平成 23）年以降は転出者数が転入者数を上回る社会減の傾向も顕著になっている。
住民基本台帳ベースでの町の推計によれば、いわゆる「国シミュレーション 1」（前掲、図 1 の注記、
参照）のパターンを除けば、2035（平成 47）年から 2040（平成 52）年の間に減少期に入ること
が予測されている（那珂川町 , 2016）。

3―4．町立高校の学校法人移管
福岡県那珂川町の福岡女子商業高校は町立高校であった。町立の高校は全国的にも例が少なく、

北海道と那珂川町以外にはなかった。もともとは合併前の 3 村により構成された組合立の筑紫野
高校岩戸分校として 1950 年に開校し、合併に伴って那珂川町立の分校となり、1961 年には独立
して町立南福岡高校となり、1964 年に町立福岡女子商業高校に改称された（福岡女子商業高等
学校 , 1969）。

那珂川町において福岡女子商業高校の在り方について初めて検討されたのは 2005 年の「那珂
川町行政改革プラン 2005」の策定である。2000 年前後の景気低迷や三位一体改革による地方交
付税や国庫補助金の削減によって那珂川町の財政状況が悪化しており、町財政の健全化を目的と
した行政改革が求められていた。福岡商業女子高校は公立幼稚園・保育所等とともに行政改革の
俎上に乗っていた。同プランでは、特色有る教育プログラムの導入や町の財政負担の軽減が検討
課題としてあげられており、一定期間内にこれらの方針で見通しや成果が見られないと評価され
た場合は学校法人化への検討を行う旨が既に明記されていた（那珂川町 , 2005, p.10）。このプラ
ンを受けて那珂川町教育委員会は 2006 年 8 月に那珂川町立福岡女子高等学校運営審議会に対し
て「那珂川町立福岡女子商業高等学校の活性化について」の諮問が行われ、翌年の 3 月には特色
ある教育プログラムや財政負担軽減策などの活性化事業に関する答申が提出された。この答申を
受けて財政負担の軽減策として生徒の定員、教員の定員、授業料、入学金、入学施設費、教職員
の給料表等の見直しの検討等が行われた。財政的な理由により教職員に関しては 45 名のうち 15

名が常勤講師となっている（那珂川町町議会会議録平成 20 年第 1 回定例会、篠田直喜教育長の
発言より）。

答申に基づいた活性化事業の検証が行われたのは 2013 年 10 月であり、運営審議会によって実
施された。検証結果の答申では特色ある教育プログラムに対して評価されている一方で、施設の
老朽化対策等に対する検討が必要との指摘がなされている。検証結果を受けて、那珂川町教育委
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員会は福岡女子商業高校の管理運営を学校法人に移管することを決定した。移管決定の理由とし
て、町が商業科からニーズの高い普通科に転換した上で町立高校を維持するには年間約 1.8 億円、
老朽化した施設の改修に 16～25 億円が必要になるなど財政的な困難が挙げられている。その一
方で、那珂川町在住の生徒の割合が 25％という少なさが指摘されている（那珂川町教育委員会 , 
2014）。このように、町立高校として存続するためには財源問題への対策とともに町財政のスピ
ルオーバー効果についても考慮が必要な状態となっていた 15。

また、那珂川町の財政難への対応策として町の公務員の人数を減らしたい町の財政状況がある
一方で、当時から「市」への昇格を目指して都市型施設である高校を廃止することができないと
いう事情もあった 16。那珂川町の近隣町村が相次いで市に移行していったことで那珂川町も市に
移行しなくてはならないという機運が町議会の中でも高まっていった。市への移行が重要課題と
して挙げられていることは町立高校の廃止という選択肢ではなく、設置者を変更しての存続を図
るしかないことを意味し、町立から学校法人への設置者移管を目指すことになっている状況が読
み取れる。この前段階として、2009 年に那珂川町の公立保育所を民営化するなど、町の財政負
担を軽減するための対策が多く取られており，町行政のスリム化の一環であるともいえる。

町立高校の学校法人への移管は反対意見も多く出された。学校法人への移管を知らされていな
い状態で入学した生徒が在籍していることは生徒にとって不利益が生じる可能性があるとして、
当該生徒の代が卒業するまで学校法人化を 1 年間延期することとなった。同窓会組織である翠香
会が署名を集めたところ、3 万名以上の署名が集まった点、那珂川町議会でも共産党会派や社民
党系会派が学校法人化に対して反対意見を多く述べている（『那珂川町議会会議録』2014 年第 3

回定例会（9 月 25 日）より）。
2014 年 9 月 25 日の那珂川町議会定例会で学校法人への移管が承認され、移管先の学校法人の

選出に入った。町教育委員会からは、学校法人に対して現在の生徒や教職員の処遇について最大
限配慮すること、女子商業高校が従来行ってきた地域活動が継続可能となるように配慮すること
を要望している（那珂川町教育委員会 , 2014）。翌年には学校法人八洲学園が移管先として選定
され、2017 年 4 月より学校法人の経営による福岡女子商業高校が開校した。進学をより重視し
たコースの設置など学校法人としての改革は行われているが、基本的な学校の枠組みは町立高校
時と大きく変えていない。なお，町立高校時代から実施していた小・中学校への出前講座、パソ
コン講座、学習サポートや那珂川河川清掃活動等の地域貢献活動はまちづくり協定に基づき継続
することになっている（那珂川町教育委員会 , 2017）。

高校経営に関する財政措置の違いとしては、私立高校に移行したことで人件費や管理運営費等

15 例えば那珂川町は町立小・中学校全校で 2005 年度から町民聴講制度を実施しており、2008 年度からは高校でも受
入れを開始した。しかし、2010 年度以降の利用者は総数でも 1 桁台にとどまっており、2016 年度の高校での受入
数は 2 名となっていた（那珂川町教育委員会 , 2017）。

16 地方自治法第 8 条第 1 項では地方自治体が市になる要件として、人口 5 万以上を有すること（第 1 号）、当該普通
地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が、全戸数の六割以上であること（第 2 号）、商工
業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること（第 3 号）
のほか、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること（第 4 号）を充足し
ていなければならない。第 4 号にいう要件は各都道府県が条例で定めるものであるが、総務省の解釈では要件の一
つとして高等学校以上の学校、図書館、劇場等の文化施設の数及び規模を含めることが適当とされている。よって
福岡県の「地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例」でも

「公私立の学校 ( 学校教育法 ( 昭和二十二年法律第二十六号 ) に規定する小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)、
図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設相当数を有すること」が要件になっている。
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が町予算から支出しなくて良くなる点が挙げられる。また、学校に対する補助金の大半も私立高
校に移行したことで経常的な経費と管理経費に関係する補助金交付の主体が福岡県となり、那珂
川町としての支出は大きく抑えることができる。しかし、一方で国から財源措置される高校に関
する地方交付税の額が減少することとなる。2017 年度の地方交付税は約 2 億 8800 万円が減額さ
れている（『那珂川町議会会議録』2017 年第 1 回定例会（2 月 9 日）、小原総務部長の発言より）。

また、私立学校への移管に伴い、教員も大きな異動があった。町立高校では 25 名の教員が雇
用されていたが、そのうち 11 名は県立高校への特別採用試験への合格という形で異動し、町立
高校から学校法人に継続して雇用されているのは 4 名であった。私立高校の教員は前述の 4 名に
加えて、町立高校時に常勤講師として雇用されていた教員 19 名及び八洲学園の採用試験合格者
によって構成されており、その大半は学校法人が雇用している（『毎日新聞』2017 年 1 月 25 日）。
また、那珂川町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則を制定し、設置者変更後の
学校運営が円滑に行えるよう、福岡女子商業高校の業務に従事させる職員を派遣することができ
るようにしている（『那珂川町会議会議録』2016 年第 4 回定例会（12 月 1 日）、三浦宏志教育部
長の発言より）。

移管後の町側からの措置として、上述した職員の派遣に加えて、福岡女子商業高校用地を無償
で貸し付け、施設及び附属する備品等 17 を無償で譲渡することが議会で可決されている。家計へ
の補助としては、町立で入学した生徒に対して授業料負担が増額されないように町立高校時との
差額分を補填する福岡女子商業高校授業料補填給付費が町予算によって措置されている 18。

4　おわりに

本稿では高校維持存続の政策選択を検討するため、高校の立地自治体ではどのような組織・機
関がどのように関わり、またそれぞれの行動が地方創生政策によってどのように規定されている
かによって設置者たる地方自治体が置かれた状況の異なる 2 つの事例をとりあげた。

いずれのケースも当該高校の維持存続にとって厳しい政策環境のもとで当該自治体による積極
的な政策選択が行われていた。奥尻町は町の執行機関たる町長自らの決断で高校の設置者となる
ことを選択したし、那珂川町は念願の市制移行と行政改革の 2 つの目標を果たすには、高校の存
続を実現してくれる新たな設置管理者に委ねることを選択した。このとき、奥尻町の場合は、道
教育委員会という他機関との連携関係がカギを握っていたし、奥尻高校は町立移管によって町と
の関係性が近くなった。また高校の側では奥尻町との連携をより意識するようになり、教員の意
識変化が認められた。一方の那珂川町立高校の場合は、学校法人に移管した以上、それまでの町
教育委員会の所管から離れ、監督庁は県知事となるし、また町内に所在する民間の事業所として
は、町長部局の政策判断が直接的な影響力をもちうる。このように首長と教育委員会という 2 つ
の執行機関に加えて、当該自治体の議会、さらには都道府県の知事部局、教育委員会や学校法人

17 備品の例としては、CD ラジカセ等の教科指導用備品、プリンター等の進路指導用備品、トランペット等の部活用
備品など。これらは耐用年数が短く、資産価値が 250 万円程度であったために無償譲渡となった（『那珂川町議会
会議録』2014 年第 1 回定例会（2 月 29 日）より）。

18 学校法人移管後に授業料は増額されており、月額 2 万円、施設費が月額 1 万円となっている。
19 例えば、（大森 , 2017）など参照。
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など、多機関相互の連携の在り方が地方創生下の高校教育政策の選択においてどのような違いを
生み出すのかは今後更に検討を加えていく余地があるように思われる。

ここで取り上げた二つの事例の一方は人口減少に悩む自治体（奥尻町）であり、他方は新たに
市制に移行することが決まっていた自治体（那珂川町）であるが、地域づくり、地方創生が今後
の主要な政策課題であることには違いがない。この場合のカギとなる人的資源をしばしば「よそ
者、わか者、ばか者」（内閣府地方創生人材支援制度派遣者編集チーム , 2016）と表現することが
ある。このうち「よそ者」に注目する文献は少なくない 19。かつての道立高校を核とした地域づ
くりを進める奥尻町の場合、高校教職員の人事異動慣行からみて必然的にこうした要素を備える
ことにはなるであろうし、また一方の那珂川町においても、学校法人によって運営される高校が
まちづくり協定に基づいて地域貢献活動を担っていくことになる。地域再生を必要とする地域の
当事者にその主体的な判断と行動を促すような多機関による支援・援助の在り方（いわゆるキャ
パシティ・ビルディング）にはどのようなスタイルがありうるかについても、今後の検討課題と
いえる。

謝辞
本稿は平成 28-30 年度プロジェクト研究「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」の研

究成果の一部である。本稿を執筆するに当たっては、奥尻町立北海道奥尻高等学校、奥尻町教育
委員会、奥尻町地域政策課の関係各位にインタビューや資料提供等で御協力をいただいた。記し
て深く感謝申し上げます。

参照文献
天笠茂 （編） （2017） 『小・中・高等学校の再編整備と地域創生を視野に入れた教育施策』 平成 26 年度～平成 29

年度科学研究費補助金（基盤研究（B）26285173）研究成果報告書

伊藤正次（2015）「多機関連携としてのローカル・ガバナンス―就労支援行政における可能性―」宇野重規 , 五百

旗頭薫（編）『ローカルからの再出発―日本と福井のガバナンス』 （pp.81-101） 有斐閣

稲生信男（2010）『協働の行政学―公共領域の組織過程論― 』勁草書房

大谷奨 （2014） 『戦前北海道における中等教育制度整備政策の研究 : 北海道庁立学校と北海道会』 学文社

大野晃 （2005） 『山村環境社会学序説―現代山村の限界集落化と流域共同管理―』 農山漁村文化協会

大森彌 （2017） 「田園回帰の意味するもの―共生の思想と地域の自治」 大森彌 , 小田切徳美 , 藤山浩 『世界の田園

回帰』 （pp. 8-41） 農山漁村文化協会

小川利夫 , 永井憲一 , 平原春好 （編） （1972） 『教育と福祉の権利』 勁草書房

小川大和 （2017） 「アメリカにおける近年の協働ガバナンス研究の動向」 『季刊行政管理研究』（160）, 46-65.

奥尻町（2016）『奥尻町人口ビジョン』奥尻町

奥尻町議会（2016 年 2 月）『おくしり議会だより』（155）

小田切徳美 （2014） 『農山村は消滅しない』 岩波書店（岩波新書）

梶輝行（2017）「少子・人口減少をめぐる教育行政の転換と公立高校の未来像」 『月刊高校教育』, 50（12）, 36-39.

神田嘉延 , 岩橋法雄 , 玉井康之 , 朝岡幸彦 （1994） 『教育と福祉』 高文堂出版社

季刊地域編集部 （2015） 「町村長インタビュー：北海道音威子府村　『北海道で一番小さな村』の村立高校，地域

エネルギーの挑戦」. 『季刊地域』（20）, 110-113.

木田宏 （2015） 『逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律』 （第 4 次新訂 版） （教育行政研究会 , 編） 第

92

p079_094.indd   92 2019/03/15   13:29:29



一法規

時事通信社 （2015 年 6 月 19 日） 「観光科新設、生徒を全国募集＝県立⽩⾺高校で国内初―長野」 『時事通信社

iJAMP』

時事通信社 （2017 年 11 月 29 日） 「地方創生へ高校改⾰推進＝人口減⾒据え地域連携強化―文科省」 『時事通信社

iJAMP』

生涯学習審議会 （1996） 『地域における生涯学習機会の充実方策について（答申）』

嶋津隆文 （編） （2016） 『学校統廃合と廃校活用―地域活性化のノウハウ事例集―』 東京法令出版

高嶋真之 , 岩瀬優 , 大沼春子 , 木村裕 , 寺本一平 , 平子裕 , 森田未希 , 篠原岳司 （2017） 「離島地域における超小規

模高校の教育と地域おこし―羽幌町立北海道天売高等学校・天売島を事例に―」 『公教育システム研究』, 

119-156.

中央教育審議会 （2015 年 12 月 21 日） 『新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の

在り方と今後の推進方策について（答申）』

辻中豊 , 伊藤修一郎 （編） （2010） 『ローカル・ガバナンス』 木鐸社

内閣府地方創生人材支援制度派遣者編集チーム （編） （2016） 『未来につなげる地方創生―23 の小さな自治体の戦

略づくりから学ぶ―』 日経 BP 社

那珂川町 （2005） 『那珂川町行政改⾰プラン 2005　新たな行政経営体制の確立に向けて』 那珂川町

那珂川町 （2016） 『那珂川町　まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン・総合戦略』 那珂川町

那珂川町教育委員会 （2014） 『那珂川町立福岡女子商業高等学校の今後の運営のあり方に関する基本方針』 那珂

川町教育委員会

那珂川町教育委員会 （2017） 『平成 28 年度那珂川町教育委員会点検評価報告書』 那珂川町教育委員会

中西雄一 （2016） 「町立移管業務について」 第 35 回北海道公立学校事務長研究協議研究発表Ⅱ配付資料 , 参照日 : 

2017 年 3 月 11 日 , 参照先 : http://www.jimutyokai.hokkaido-c.ed.jp/zendoutaikai/35shiryou2.pdf

野田崇 （2018） 「人口減少時代の都市計画」 『自治研究』, 94（1）, 3-27.

林直樹 , 齋藤晋 （共同編集） （2010） 『撤退の農村計画―過疎地域からはじまる戦略的再編―』 学芸出版社

樋田大二郎 （2017） 「人口減少社会における地域活性化と高校教育」 『月刊高校教育』, 50（12）, 28-31.

福岡女子商業高等学校 （1969） 『創立二十周年誌』 福岡女子商業高等学校

干場洋介 （2017） 「町立化と離島留学で魅力的な高校に」 『しま』（248）, 78-81.

北海道教育委員会 （2006） 『新たな高校教育に関する指針』 北海道教育委員会

北海道教育委員会 （2016） 『地域キャンパス校の教育環境の充実に向けて』 北海道教育委員会

増田寛也 （編） （2014） 『地方消滅―東京一極集中が招く人口急減―』 中央公論新社（中公新書）

まち・ひと・しごと創生本部（2017 年 12 月 16 日）地域経済分析システム（RESAS） 参照先 : まち・ひと・し

ごと創生本部 : http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/

本家正文 （1985） 「学社連携の現代的意義」 『社会教育』, 40（7）, 5-10.

屋敷和佳（2017）「全国の公立高校再編整備の状況」 『月刊高校教育』, 50（12）, 32-35.

安田隆子（2009 年 4 月 7 日）「学校統廃合―公立小中学校に係る諸問題―」参照日 : 2010 年 2 月 25 日 , 参照先 : 

国立国会図書館『調査と情報』第 640 号 : http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0640.pdf

山内道雄 , 岩本悠 , 田中輝美 （2015） 『未来を変えた島の学校―隠岐島前発ふるさと再興への挑戦―』 岩波書店

山下祐介 （2014） 『地方消滅の罠―「増田レポート」と人口減少社会の正体―』 筑摩書房（ちくま新書）

読売新聞（大阪朝刊） （2005 年 5 月 18 日） 「守山女子高，立命館に移管 守山市が協定調印　PTA は撤回求め抗議」 

『読売新聞』（大阪）

93

高校存続の政策選択

p079_094.indd   93 2019/03/15   13:29:30



Eglene, O ., & Dawes, S. S.（2006）.Challenges and Strategies for Conducting International Public Manegement Research. Administration & 
Society, 38（5）, 596-622. doi:10.1177/0095399706291816

Birch, E. L. （2009）. Downtown in the “New American City”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 626（1）, 
134-153. doi:10.1177/0002716209344169

Harkavy, I., et al. （2009）. Chapter 8: Anchor Institutions as Partners in Building Successful Communities and Local Economies. In P. C. Brophy 
& R. D. Godsil （Eds.）, Retooling HUD for a Catalytic Federal Government: A Report to Secretary Shaun Donovan （pp. 147-168）: Penn 
Institute for Urban Research, University of Pennsylvania.

Lawson, H. A., & van Veen, D. （Eds.）. （2016）. Developing Community Schools, Community Learning Centers, Extended-service Schools and 
Multi-service Schools: International Exemplars for Practice, Policy and Research: Springer.

Netter Center for Community Partnerships. （2008）. Anchor Institutions Toolkit: A Guide for Neighborhood Revitalization. Philadelphia, PA: 
Netter Center for Community Partnerships at The University of Pennsylvania.

Préfontaine, L., Ricard, L., Sicotte, H., Turcotte, D., & Dawes, S. S.（2000）. New Models of Collaboration for Public Service Delivery: Worldwide 
Trends （ Centre Francophone d’ Informatisation des Organisations）.Retrieved from https: / / www.ctg.albany.edu/ media/ pubs/ pdfs/
newmodels/reference/new_models_wp.pdf

Taylor, H. L., McGlynn, L., & Luter, D. G. （2014）. Back to the future: Public schools as neighborhood anchor institutions: The Choice 
Neighborhood Initiative in Buffalo, New York. In K. L. Patterson & R. M. Silverman （Eds.）, Schools and urban revitalization: rethinking 
institutions and community development. New York: Routledge.

U. S. Government Accountability Office. （2012）. Managing for Results:  Key Considerations for Implementing Interagency Collaborative 
Mechanisms （GAO-12-1022）. Retrieved from 

 （受理日：平成 30年 3月 19日）

94

p079_094.indd   94 2019/03/06   14:12:30



【論　文】

Abstract
It is becoming evident from the TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) and PISA (Programme for International Student Assessment) results that academic achieve-
ment distribution in Japan, as viewed internationally, is relatively narrow. The distribution of 
science achievement was studied among the participating countries and regions in the IEA Second 
International Science Study (SISS), which preceded TIMSS and was conducted in 1983. Specifi-
cally, regarding the scores for science achievement, after calculating the variance in score distri-
bution for each country and region using individual students as a unit and the variance ratio 
(ROH: rate of homogeneity value) in average score distribution using schools (classes) as a unit, 
the ROH values for the fifth year of elementary school and the third year of junior high school in 
Japan were the narrowest by international standards, alongside Sweden and Finland (NIER, 1993).

Through an analysis of the TIMSS data, the transitions in the ROH values since the 1990s, 
namely, the degree of disparity between schools as compared to the 1980s, and whether or not the 
disparity was widening, were investigated. As a result, the ROH values for Japan (which ranks 
highly in achievement), along with Taiwan and Korea, were low, and minor disparities in their 
schools in compulsory education continued to prevail since the 1990s. On the other hand, there 
were great disparities in academic achievement between schools in Singapore and Hong Kong, 
which are Southeast Asian countries/regions ranking highly in performance. A detailed study 
needs to be conducted of the disparities among schools in Singapore, which have high ROH 
values, and schools in Japan, which have low ROH values. Consequently, a clear difference could 
be seen in score distribution between Japan and Singapore. In Singapore, clear disparities between 
schools are found at the primary school stage.

TIMSS調査からみた学力格差について

Academic Achievement Gap in Schools from the TIMSS Survey 

猿田　祐嗣＊

SARUTA Yuji

＊ 教育課程研究センター基礎研究部長
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はじめに

我が国は家庭の教育費負担が大きい一方，教育に対する公財政支出が国際比較で低い水準にある
ことが指摘された（文部科学白書 2009）。これに関して，子供の教育費の家計への負担割合が高く，
保護者の収入の多寡が子供の学力の高低に影響を与え，さらに教育に熱心な地域とそうでない地域
の学校間の学力格差につながると教育社会学者などの懸念を生んでいる（例えば刈谷 2008）。また，
学校（学級）内での子供たちの学力格差に焦点をあて，経年比較調査によって学校内の学力格差の
実態を把握し，学力格差の是正にどのような学校の教育活動が有効であるかを明らかにしようとし
ている教育学者の取り組みもみられる（志水・高田  2016）。

このように学校間あるいは学校内での学力格差に関する指摘がある一方で，TIMSS や PISA の調
査データから，国際的にみた我が国の学力分布は比較的小さいことが明らかになっている（国立教
育政策研究所 2016，2017）。また，TIMSS1999 の中学校のデータ解析から，いわゆる学業成績に
相当する学力（cognitive achievement）と学習内容への関心や学習意欲といった態度面での学力

（non-cognitive achievement）の差が大きいのが我が国の特徴であることが指摘されている（Knipprath 
2005）。

特に学力の学校間格差を詳しく調べる目的で，TIMSS に先立つ 1983 年に実施された IEA の第 2

回国際理科教育調査（SISS）において，各国の理科の学力分布がどうなっているかを調べている（国
立教育研究所 1993）。分析の結果，理科問題の得点について児童生徒個人を単位としたときの得点
分布における分散と学校（学級）を単位としたときの平均得点の分布における分散の比（ROH 値）
を参加国・地域ごとに算出したところ，我が国の小学校第 5 学年，中学校第 3 学年ともに ROH 値
が 0.04 と，スウェーデン（小 0.03，中 0.08）やフィンランド（小 0.07，中 0.05）と並んで国際的
にみて最も小さいことが明らかとなった（なお，アメリカは小 0.14，中 0.29，イングランドは小 0.17，
中 0.19）。ROH 値は「全分散に対する学校間分散の割合を示す指数」であり，ROH 値が 0.04 とい
うことは，理科得点の変動の 96％は学校内に起因するということであり，学校間の格差がほとん
どない，ということを示している（国立教育研究所　1993：21-22）。

TIMSS は 1995 年から 4 年おきに最新の 2015 年調査まで 6 回実施されている。しかしながら，
1983 年の SISS 以降，学校間格差を国際比較した分析結果は示されていない。そこで，TIMSS の
データを用いて二次分析することによって，1990 年代以降，ROH 値がどのような変遷をたどって
いるか，すなわち我が国の学校間格差は現在どのような状況にあるのか，格差は広がっているのか
どうか，を検証してみた。

1．目的

TIMSS の過去のデータを用いて，1980 年代に低かった我が国の小・中学校の学校間格差が 1990

年代以降，どのように変化したかを明らかにする。もって，理科教育を含め，我が国の教育が目指
す今後の学力の在り方を議論するための資料を提供することを目的とする。

2．方法

TIMSS において第 4 学年（我が国の小学校第 4 学年に相当）及び第 8 学年（同じく，中学校第
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2 学年に相当）の児童・生徒を対象とした理科問題の調査データを二次分析した。具体的には，米
国・ボストン大学にある TIMSS 国際研究センターのウェブサイトに公開されているデータベース
・サイトから，我が国を含めた成績上位国及び主要国・地域（日本，シンガポール，台湾，韓国，
香港，ロシア，フィンランド，アメリカ，ハンガリー，イングランド，ドイツ，オランダ，オース
トラリア，ニュージーランド）の第 4 学年児童及び第 8 学年生徒のデータセットをダウンロードし
た。さらに，同ホームページで提供されている専用分析ソフトウェア IDB Analyzer Ver.4.0.11 を用
いたデータの重み付け処理を経て，各国・地域の児童・生徒個人単位の理科問題の得点，及び学校

（学級）単位の理科問題の平均得点を算出した。そして，これらのデータセットを用いて，各国・
地域の児童・生徒個人単位及び学校（学級）単位での理科問題の得点分布に関する情報（平均値，
標準偏差（SD），最大値，最小値など）を IBM SPSS STATISTICS 23 によって求めた。

3．結果

分析対象とした 14 か国・地域において過去 6 回の TIMSS 調査のすべてに参加したのは，我が国
とシンガポール，香港，アメリカ，ハンガリー，イングランド，オーストラリアであり，その他の
国ではオランダが小学校の全調査に参加した一方で，中学校の 2007 年以降の調査に参加していな
いなど，参加状況は表 1 の通りである。

表 1　分析対象国・地域及び調査への参加状況
調査年

国・地域
1995 年 1999 年 2003 年 2007 年 2011 年 2015 年

小 中 小 中 小 中 小 中 小 中 小 中
オーストラリア ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
台湾 － － ● ● ● ● ● ● ● ● ●
イングランド ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
フィンランド － － ● － － － － ● ● ● －
ドイツ － － － － － ● － ● － ● －
香港 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ハンガリー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
日本 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
韓国 ● ● ● － ● － ● ● ● ● ●
ニュージーランド ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ●
オランダ ● ● ● ● ● ● － ● － ● －
ロシア － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
シンガポール ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
アメリカ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
　注）●：参加，－：不参加

集計した各国・地域の理科問題得点の統計値を文末の付表 1 及び付表 2 に示した。特に，表 2

に我が国のみの理科問題得点の統計値を掲載したが，我が国は小・中学校ともに児童・生徒単位
の得点の標準偏差が対象国・地域での小学校 60～100，中学校 70～100 と比べ比較的小さく，こ
の傾向は 1995 年以降，一貫して変化していない。
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表 2　TIMSS 理科問題得点の統計値の推移（日本のみ）

小学校 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

1995 年 4 10.4 4,306 553 (1.8) 73 142 553 (1.8) 494 611 21 0.08 30.3 9 31 40

2003 年 4 10.4 4,535 543 (1.5) 73 150 544 (1.5) 487 609 19 0.07 30.2 6 32 41

2007 年 4 10.5 4,487 548 (2.1) 70 189 549 (1.6) 419 601 22 0.10 23.7 4 25 31

2011 年 4 10.5 4,411 559 (1.9) 64 149 558 (1.5) 501 614 19 0.09 29.6 4 30 41

2015 年 4 10.5 4,383 569 (1.8) 65 148 568 (1.5) 514 625 19 0.08 29.6 4 31 41

中学校 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

1995 年 2 14.4 5,141 554 (1.8) 77 151 552 (2.1) 503 706 26 0.11 34.0 13 35 46

1999 年 2 14.4 4,745 550 (2.2) 76 140 549 (1.8) 504 635 21 0.08 33.9 15 34 46

2003 年 2 14.4 4,856 552 (1.7) 71 146 551 (2.1) 492 661 25 0.12 33.3 8 34 43

2007 年 2 14.5 4,312 554 (1.9) 77 169 554 (2.6) 448 679 33 0.19 25.5 3 26 36

2011 年 2 14.5 4,414 558 (2.2) 76 139 558 (2.2) 499 658 26 0.11 31.8 13 32 45

2015 年 2 14.5 4,745 571 (1.8) 75 147 570 (2.2) 500 667 26 0.13 32.3 8 33 45

注 1： ROH = （学級単位集計による標準偏差）2／ ( 児童・生徒単位集計による標準偏差 )2　= ( 学級単位集計による分散 ) ／ ( 児
童・生徒単位集計による分散 )

注 2：1999 年の小学校の調査は実施されていない。

また，学校（学級）単位による我が国の平均得点の標準偏差は対象国・地域での小学校 20～70，
中学校 20～90 と比べ非常に小さく，2015 年調査において小学校は児童単位集計での標準偏差が
65 点に対して学級単位集計では 19 点である（中学校は 75 点と 26 点）。なお，TIMSS では層化 2

段階抽出法により，全国の小・中学校から無作為に選んだ各 150 校から，更に無作為に 1 学級（習
熟度別学級編成をしている場合は複数学級）を選んで調査を実施している。

児童あるいは生徒単位集計による理科問題得点の標準偏差及び学級単位による理科問題平均得点
の標準偏差を用いて各調査における ROH 値を算出し，2015 年調査における ROH 値が高い順に国
・地域を並べたところ，表 3 のようになった。参考のために，1983 年の SISS のデータも掲げたが，
SISS の調査対象は小学校第 5 学年及び中学校第 3 学年（実施は 5 月）であり，TIMSS で対象とす
る学年（小学校第 4 学年及び中学校第 2 学年の 2～3 月実施）と 2～3 か月のずれがあるとともに，
SISS は全問題が選択肢形式での出題であったのに対して，TIMSS は選択肢形式と記述形式を組み
合わせて出題しており，出題方法が異なっているため，そのまま比較できないことは言うまでもな
い。

表 3　TIMSS 理科問題得点の ROH 値の推移

小学校 1983 年 1995 年 1999 年 2003 年 2007 年 2011 年 2015 年
シンガポール － 0.36 0.54 0.57 0.56 0.61
オーストラリア 0.15 0.24 0.26 0.39 0.55 0.55
フィンランド － － － － 0.31 0.43
ニュージーランド － 0.45 0.56 0.29 0.41 0.42
ハンガリー － 0.23 0.27 0.40 0.38 0.41
ロシア － － 0.45 0.44 0.36 0.39
アメリカ 0.14 0.52 0.38 0.41 0.37 0.38
イングランド 0.17 0.24 0.25 0.24 0.37 0.37
香港 0.27 0.28 0.28 0.31 0.31 0.33
ドイツ － － － 0.32 0.33 0.27
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オランダ － 0.25 0.18 0.25 0.24 0.24
韓国 0.16 0.12 － － 0.09 0.16
台湾 － － 0.12 0.12 0.13 0.14
日本 0.04 0.08 0.07 0.10 0.09 0.08
中学校 1983 年 1995 年 1999 年 2003 年 2007 年 2011 年 2015 年
シンガポール － 0.62 0.78 0.80 0.82 0.78 0.81
イングランド 0.19 0.32 0.39 0.70 0.74 0.74 0.70
ニュージーランド － 0.45 0.50 0.52 － 0.56 0.58
香港 0.29 0.50 0.43 0.48 0.59 0.60 0.57
アメリカ 0.29 0.57 0.62 0.58 0.63 0.55 0.56
オーストラリア 0.17 0.42 0.44 0.40 0.47 0.61 0.55
ハンガリー 0.26 0.27 0.27 0.30 0.32 0.35 0.44
ロシア － 0.39 0.42 0.37 0.42 0.39 0.40
台湾 － － 0.20 0.27 0.23 0.20 0.21
日本 0.04 0.11 0.08 0.12 0.19 0.11 0.13
韓国 0.15 0.14 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09
注： 1983 年（SISS）の ROH 値は参考。「－」は調査への不参加を示す。なお，1999 年の小学校の調査は

実施されていない。

また，図 1 に小学校，図 2 に中学校の ROH 値の推移をグラフ化して示した。成績上位に位置す
る我が国は台湾，韓国と同様，小・中学校ともに ROH 値が低い状況が今回の 2015 年調査におい
ても継続しており，学校間格差は小さいことが分かる。

図 1　ROH 値の推移（小学校）
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図２　ROH値の推移（中学校）

その一方で，アジアの中でも香港とシンガポールは ROH 値が高く，特にシンガポールは取り上
げた国・地域の中で小・中学校ともに最も高い値を示している。香港もシンガポールほどではない
が，比較的高い値を示し，調査を重ねるにつれて値が高くなる傾向もみられる。その他，欧米諸国
も比較的値が高く，多くの国で年々値が高くなる傾向がある。

分析対象国・地域の中で ROH 値が最も高いシンガポールと逆にほぼ最低の我が国の学校間格差
の状況を詳しく調べるため，各学級の理科問題の平均得点の分布をグラフ（箱ひげ図）に示したと
ころ，図 3（小学校）及び図 4（中学校）のようになり，我が国とシンガポールには得点分布に明
確な差が見られた。理科問題の平均得点が最大の学校（学級）と最小の学校（学級）の差は，我が
国では小学校で約 100 点，中学校で約 150 点であるのに対して，シンガポールでは小学校で約 300

点，中学校で約 400 点と，小・中学校とも，シンガポールの方が学校間の差が倍以上，大きいこと
が分かる。
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　図 3　学級単位による理科問題平均得点の分布（小学校）

 
　図 4　学級単位による理科問題平均得点の分布（中学校）
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4　考察

過去 6 回（小学校は 5 回）実施された TIMSS のデータを用い，理科問題の得点について児童生
徒を単位として集計したときの分散と学校（学級）を単位として集計したときの分散の比（ROH 値）
を，分析対象とした 14 か国・地域ごとに算出したところ，常に成績上位に位置する我が国は台湾，
韓国とともに ROH 値が低い状況が 1990 年代以降も続いており，義務教育段階における我が国の
理科の学力の学校間格差は一貫して非常に小さいことが明らかとなった。また，義務教育段階での
ROH 値は，どの国・地域においても第 4 学年よりも第 8 学年の方が高く，学校間格差は小学校よ
りも中学校で広がっていることも分かった。

さらに，ROH 値が高いシンガポールと逆に低い我が国の学校間格差を詳しく調べるため，学級
単位で集計した理科問題の平均得点を算出して分布を比較したところ，我が国とシンガポールには
得点分布に明確な差がみられ，我が国は小・中学校ともに学校間の平均得点のばらつきはシンガポ
ールに比べ，非常に小さいことが明らかとなった。

以下では，特にアジア諸国の中でも学校間格差が大きいシンガポールを取り上げ，逆に学校間格
差が小さい我が国と比較しながら考察を行う。その際，学校間格差に関わる両国の教育制度の違い
に焦点を当てることにした。

まず両国の概要について，我が国の人口はシンガポールの約 23 倍，面積はシンガポールの約
526 倍である。シンガポールは東京 23 区とほぼ同じ広さであり，人口密度は世界第 2 位の過密都
市である。シンガポールの人口構成は，約 4 分の 3 を占める中華系（華人）のほか，マレー系が
14％，インド系が 8％となっており，言語は四つの公用語（英語，マレー語，マンダリン（標準中
国語），タミル語）が使用されている（表 4 参照）。最新の PISA2015 では調査領域すべてにおいて
参加国・地域の中でトップの成績を挙げている（国立教育政策研究所 2016c）。

　表 4　国の概要

シンガポール 日本
人口 561 万人（2015 年） 1 億 2,686 万人（2016 年）
面積 719 km2 377,972 km2

民族
中華系　  74％ 日本人　98.5％
マレー系  14％ 朝鮮人　 0.4％
インド系　 8％ 中国人　 0.5％

言語
英語，マレー語，

日本語
マンダリン，タミル語

PISA2015 での順位
読解力 1 位 8 位（OECD：6 位）
数学的リテラシー 1 位 5 位（OECD：1 位）
科学的リテラシー 1 位 2 位（OECD：1 位）

シンガポールの義務教育は，2000 年の「義務教育法」（Compulsory Education Act）により，7 歳
からの初等教育 6 年間と定められているが，中等教育への進学者はほぼ 100％に達し，中退者も 1

％に満たない（Chee, et.al. 2016）。2003 年までは，初等学校の第 4 学年終了時に振り分け試験（英語，
民族語，算数，科学）が行われ，高学年は学力別に 3 つのクラスに分かれ，上級クラスと中級クラ
スは英語，算数，科学を同じ内容，上級クラスは民族語をレベルが高い内容で学ぶ一方で，下級ク
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ラスでは英語は同じ内容で，民族語，算数，科学は基礎レベルの内容を学んでいた。2004 年に教
育省は上級・中級クラスを統合し，2008 年に下級クラスを廃止するとともに，第 4 学年終了時の
振り分け試験も各学校で独自に問題を作成・実施してよいこととなり，高学年児童は通常クラスに
在籍したまま，教科ごとに標準コースや基礎コース（民族語には上級コースも用意）を選択・履修
している（国立教育政策研究所 2011：105-106）。

初等学校の第 6 学年終了時に全児童に対し，英語，民族語，算数，科学の 4 教科で「初等学校卒
業試験」（Primary School Leaving Examination: PSLE）が行われ，その結果は中等教育段階へ進学す
る際の学力面での資料となり，中等学校でのコース分け（4～6 年間の快速（Express）コース，4～
5 年間の普通（学術）（Normal (Academic)）コース，4 年間の普通（技術）(Normal (Technical)）
コースなど）の参考とされる（Chee, et.al. 2016）。さらに，中等教育段階の修了に当たっては，「普
通教育修了資格」（General Certificate of Education: GCE）の各レベル試験を受験し，進学先の要件
基準をパスしなければならない（国立教育政策研究所 2011：101）。

このように，シンガポールは制度上，初等教育段階及び中等教育段階のいずれにおいても学力別
クラスで科学を学習することから，学校というよりも学級の間で学力に大きな差が生じるのは当然
の結果であるといえよう。

図 5 及び図 6 に，TIMSS2015 における理科問題平均得点の上位 5 校及び下位 5 校の学級内の分
布を示した。箱の上底がその学級の最高点，下底が最低点，中央の横線が学級平均得点を表してい
る。

 

　図 5　学級平均得点の上位・下位 5 校の分布（小学校）

103

TIMSS 調査からみた学力格差について

p095_110.indd   103 2019/03/13   17:01:30



　図６　学級平均得点の上位・下位５校の分布（中学校） 

小学校と中学校で傾向に若干違いがあるが，我が国の小学校では上位校と下位校の学級内分布が
重なっている一方で，シンガポールの初等学校では学校（学級）間で分布に重なりがなく，平均得
点が上位校と下位校の間に大きな差がある。中学校になると，我が国でも上位行と下位校の分布に
重なりがみられなくなるが，シンガポールは更に差が大きくなる。また，学校（学級）内の分布に
目を向けてみると，我が国もシンガポールも分布の幅にそれほどの違いがない。特に，シンガポー
ルの中等学校では上位校（学級）においても下位校（学級）においても学級内での得点の差が小さ
い。これは学力別クラス編成を実施していることの証左であろう。

TIMSS においては教科指導の際にクラス別編成を行っている場合，無作為に抽出された学校か
ら 1 学級ではなく，複数学級を無作為で抽出することになっている。付表 2 で確認できるように，
2003 年の調査からシンガポールでは我が国の倍以上の学級を対象として中学校の調査を実施して
いることが分かる。シンガポールは学級間の差が大きくなるような制度をとり，学力別クラスで児
童生徒に合わせた内容で授業を行い，「能力志向」（ability-driven）型の教育理念に基づいた学校教育
を行っている（国立教育政策研究所 2016a，2016b）。

人口規模が 20 倍以上の大国である我が国と都市国家であるシンガポールでは，教育制度や教育
理念が異なるのは当然である。同じように TIMSS や PISA の成績が高い両国であるが，学力の学
校間格差に現れる違いは国を維持・発展させるための教育の考え方の違いを反映したものであり，
国レベルの教育制度の在り方を検討するためのデータとしてとらえるべきであると考えられる。
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附記
本研究は，平成 25～28 年度日本学術振興会科学研究費助成事業基盤研究 B「国際比較の観点か

らみた論理的思考力や科学的表現力に関する分析的研究」（研究代表者・猿田祐嗣，課題番号：
25282047）の助成を受けて行われた。
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付表 1　主要国・地域の理科問題得点の統計値（小学校）

TIMSS1995

国・地域 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

韓国 4 10.3 2,812 576 (2.1) 66 150 575 (1.8) 515 629 23 0.12 18.7 8 19 20

日本 4 10.4 4,306 553 (1.8) 73 142 553 (1.8) 494 611 21 0.08 30.3 9 31 40

アメリカ 4 10.2 7,296 542 (3.3) 94 352 519 (3.6) 242 682 68 0.52 20.7 3 21 34

オーストラリア 4 ,5 10.2 6,507 541 (3.6) 94 308 547 (2.6) 381 644 46 0.24 21.1 2 23 54

オランダ 4 10.3 2,524 530 (3.2) 63 150 531 (2.6) 410 610 31 0.25 16.8 3 17 38

イングランド 5 10.0 3,126 528 (3.1) 97 142 528 (4.0) 388 660 48 0.24 22.0 1 24 35

シンガポール 4 10.3 7,139 523 (4.8) 100 191 516 (4.3) 370 685 60 0.36 37.4 22 38 43

香港 4 10.1 4,411 508 (3.3) 78 124 507 (3.6) 389 584 40 0.27 35.6 8 37 44

ハンガリー 4 10.4 3,006 508 (3.4) 84 150 509 (3.3) 396 588 40 0.23 20.0 6 20 33

ニュージーランド 5 10.0 2,421 505 (5.3) 106 155 499 (5.7) 177 671 71 0.45 15.6 1 14 35

TIMSS2003

国・地域 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 4 10.3 6,668 565 (5.6) 87 182 560 (4.7) 370 710 64 0.54 36.6 12 38 43

台湾 4 10.2 4,661 551 (1.7) 69 150 551 (1.9) 467 603 24 0.12 31.1 7 32 45

日本 4 10.4 4,535 543 (1.5) 73 150 544 (1.5) 487 609 19 0.07 30.2 6 32 41

香港 4 10.2 4,608 542 (3.1) 60 145 543 (2.6) 386 623 32 0.28 31.8 4 32 42

イングランド 5 10.3 3,585 540 (3.6) 83 149 542 (3.4) 433 657 42 0.25 24.1 3 25 38

アメリカ 4 10.2 9,829 536 (2.5) 81 479 529 (2.3) 404 709 50 0.38 20.5 1 21 33

ハンガリー 4 10.5 3,319 530 (3.0) 79 158 526 (3.3) 341 620 41 0.27 21.0 6 21 32

ロシア 3 ,4 10.6 3,963 526 (5.2) 82 205 527 (3.9) 385 676 55 0.45 19.3 3 21 33

オランダ 4 10.2 2,937 525 (2.0) 53 141 527 (1.9) 456 577 23 0.18 20.8 4 21 34

オーストラリア 4 ,5 9.9 4,321 521 (4.2) 82 222 520 (2.8) 360 627 42 0.26 19.5 3 20 55

ニュージーランド 5 10.0 4,308 520 (2.5) 85 332 511 (3.7) 214 655 64 0.56 13.0 1 12 33

TIMSS2007

国・地域 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 4 10.4 5,041 587 (4.1) 93 354 581 (3.7) 325 723 70 0.57 14.2 10 14 17

台湾 4 10.2 4,131 557 (2.0) 77 174 558 (2.0) 486 625 26 0.12 23.7 6 25 41

香港 4 10.2 3,791 554 (3.5) 68 147 552 (3.1) 452 631 38 0.31 25.8 11 26 34

日本 4 10.5 4,487 548 (2.1) 70 189 549 (1.6) 419 601 22  0.10 23.7 4 25 31

ロシア 3 ,4 10.8 4,464 546 (4.8) 81 268 554 (3.3) 328 747 54 0.44 16.7 3 18 25

イングランド 5 10.2 4,316 542 (2.9) 80 233 539 (2.6) 415 657 40 0.24 18.5 4 20 48

アメリカ 4 10.3 7,896 539 (2.7) 84 515 537 (2.4) 361 759 54 0.41 15.3 1 16 26

ハンガリー 4 10.7 4,048 536 (3.3) 85 255 538 (3.4) 252 638 54 0.40 15.9 1 17 24

ドイツ 4 10.4 5,200 528 (2.4) 79 246 527 (2.9) 251 611 45 0.32 21.1 3 22 30

オーストラリア 4 ,5 9.9 4,108 527 (3.3) 80 316 519 (2.8) 318 658 50 0.39 13.0 1 12 25

オランダ 4 10.2 3,349 523 (2.6) 60 218 523 (2.0) 418 597 30 0.25 15.4 3 17 31

ニュージーランド 5 10.0 4,940 504 (2.6) 90 466 499 (2.6) 313 681 56 0.39 10.6 1 10 24
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TIMSS2011

国・地域 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

韓国 4 10.4 4,334 587 (2.0) 66 150 587 (1.6) 529 645 20 0.09 28.9 11 29 41

シンガポール 4 10.4 6,368 583 (3.4) 87 351 580 (3.5) 385 722 65 0.56 18.1 11 18 37

フィンランド 4 10.8 4,638 570 (2.6) 67 268 565 (2.3) 361 674 37 0.31 17.3 1 19 32

日本 4 10.5 4,411 559 (1.9) 64 149 558 (1.5) 501 614 19 0.09 29.6 4 30 41

ロシア 4 10.8 4,467 552 (3.5) 72 209 553 (3.0) 445 653 43 0.36 21.4 5 23 31

台湾 4 10.2 4,284 552 (2.2) 74 155 553 (2.1) 474 604 27 0.13 27.6 11 28 41

アメリカ 4 10.2 12,569 544 (2.1) 79 623 542 (1.9) 296 684 48 0.37 20.2 2 20 34

香港 4 10.1 3,957 535 (3.8) 74 137 533 (3.5) 323 614 41 0.31 28.9 15 30 40

ハンガリー 4 10.7 5,204 534 (3.7) 86 249 533 (3.4) 267 628 53 0.38 20.9 2 22 32

オランダ 4 10.2 3,229 531 (2.2) 53 179 529 (1.9) 438 587 26 0.24 18.0 4 18 35

イングランド 5 10.2 3,397 529 (2.9) 82 160 526 (3.9) 366 643 50 0.37 21.2 3 23 71

ドイツ 4 10.4 3,995 528 (2.9) 70 205 527 (2.8) 374 621 41 0.33 19.5 3 20 30

オーストラリア 4 10.0 6,146 516 (2.8) 81 440 501 (2.9) 247 662 60 0.55 13.0 1 12 25

ニュージーランド 5 9.9 5,572 497 (2.3) 86 419 493 (2.7) 284 653 55 0.41 13.3 1 12 30

TIMSS2015

国・地域 学年 平均
年齢

児童単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 4 10.4 6,517 590 (3.7) 85 358 585 (3.5) 385 730 66 0.61 18.2 12 18 19

韓国 4 10.5 4,669 589 (2.0) 62 188 590 (1.8) 442 664 25 0.16 24.8 1 25 37

日本 4 10.5 4,383 569 (1.8) 65 148 568 (1.5) 514 625 19 0.08 29.6 4 31 41

ロシア 4 10.8 4,921 567 (3.2) 69 217 565 (2.9) 370 667 43 0.39 22.7 2 24 35

香港 4 10.1 3,600 557 (2.9) 70 145 550 (3.4) 396 649 40 0.33 24.8 4 25 40

台湾 4 10.2 4,291 555 (1.8) 68 177 557 (1.9) 456 655 26 0.14 24.2 2 25 42

フィンランド 4 10.8 5,015 554 (2.3) 65 300 546 (2.4) 336 676 42 0.43 16.7 1 19 42

アメリカ 4 10.2 10,029 546 (2.2) 81 497 544 (2.2) 361 696 50 0.38 20.2 2 20 38

ハンガリー 4 10.7 5,036 542 (3.3) 83 241 543 (3.4) 329 654 53 0.41 20.9 4 22 34

イングランド 5 10.1 4,006 536 (2.4) 70 176 536 (3.2) 416 676 43 0.37 22.8 5 25 36

ドイツ 4 10.4 3,948 528 (2.4) 70 213 527 (2.5) 383 289 36 0.27 18.5 2 20 29

オーストラリア 4 10.0 6,057 524 (2.9) 76 498 507 (2.5) 278 676 56 0.55 12.2 1 10 50

オランダ 4 10.0 4,515 517 (2.7) 60 223 520 (2.0) 394 582 30 0.24 20.3 5 21 33

ニュージーランド 5 10.0 6,322 506 (2.7) 85 459 502 (2.6) 302 650 55 0.42 13.8 1 13 32

注 1： ROH = （学級単位集計による標準偏差）2／ ( 児童・生徒単位集計による標準偏差 )2　= ( 学級単位集計による分散 ) ／ ( 児
童・生徒単位集計による分散 )

注 2：1999 年の小学校の調査は実施されていない。 
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付表 2　主要国・地域の理科問題得点の統計値（中学校）

TIMSS1995

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 8 14.5 4,644 580 (5.5) 78 137 569 (5.2) 440 723 61 0.62 33.9 18 35 43

日本 8 14.4 5,141 554 (1.8) 77 151 552 (2.1) 503 706 26 0.11 34.0 13 35 46

韓国 8 14.2 2,920 546 (2.0) 83 150 545 (2.5) 446 617 30 0.14 19.5 13 20 20

オランダ 8 14.3 1,987 541 (6.0) 76 95 545 (5.7) 400 654 56 0.53 20.9 10 21 30

ハンガリー 8 14.3 2,912 537 (3.1) 79 150 537 (3.3) 362 638 41 0.27 19.4 4 19 31

イングランド 9 14.0 1,776 533 (3.6) 92 121 531 (4.7) 432 718 52 0.32 14.7 10 15 30

オーストラリア 8 ,9 14.2 7,253 527 (4.0) 94 314 527 (3.4) 332 676 61 0.42 23.1 5 24 34

ロシア 7 ,8 14.0 4,022 523 (4.5) 85 174 517 (4.0) 389 658 53 0.39 23.1 4 24 35

アメリカ 8 14.2 7,087 513 (5.6) 96 348 499 (3.9) 251 639 73 0.57 20.4 4 21 39

ニュージーランド 9 14.0 3,683 511 (4.9) 90 149 507 (4.9) 365 651 60 0.45 24.7 11 25 35

香港 8 14.2 3,339 510 (5.8) 84 85 511 (6.4) 349 616 59 0.50 39.3 30 40 45

TIMSS1999

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

台湾 8 14.2 5,772 569 (4.4) 89 150 568 (3.2) 476 699 39 0.20 38.5 22 38 59

シンガポール 8 14.5 4,966 568 (8.0) 97 145 557 (7.1) 349 756 86 0.78 34.2 11 36 44

ハンガリー 8 14.3 3,183 552 (3.7) 84 147 551 (3.6) 383 661 44 0.27 21.7 6 21 35

日本 8 14.4 4,745 550 (2.2) 76 140 549 (1.8) 504 635 21 0.08 33.9 15 34 46

韓国 8 14.2 6,114 549 (2.6) 85 150 549 (2.1) 477 614 26 0.09 40.8 24 40 54

オランダ 8 14.3 2,962 545 (6.9) 77 126 547 (4.8) 377 654 54 0.50 23.5 9 24 33

オーストラリア 8 ,9 14.2 4,032 540 (4.4) 87 170 539 (4.4) 347 692 58 0.44 23.7 7 24 33

イングランド 9 14.0 2,960 538 (4.8) 91 128 537 (5.0) 373 715 57 0.39 23.1 8 23 31

フィンランド 9 13.8 2,920 535 (3.5) 78 160 534 (2.4) 434 624 30 0.15 18.3 8 18 28

香港 8 14.2 5,179 530 (3.7) 70 137 529 (3.9) 334 609 46 0.43 37.8 19 39 45

ロシア 7 ,8 14.0 4,332 529 (6.4) 93 189 529 (4.4) 405 727 60 0.42 22.9 3 25 35

アメリカ 8 14.2 9,072 515 (4.6) 97 451 507 (3.6) 296 859 77 0.62 20.1 1 21 37

ニュージーランド 9 14.0 3,613 510 (4.9) 93 152 503 (5.3) 332 648 66 0.50 23.8 8 25 37

TIMSS2003

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 8 14.3 6,018 578 (4.3) 92 328 572 (4.5) 345 766 82 0.80 18.3 8 19 23

台湾 8 14.2 5,379 571 (3.5) 79 150 570 (3.4) 447 705 41 0.27 35.9 19 36 55

韓国 8 14.6 5,309 558 (1.6) 70 149 558 (1.8) 503 611 21 0.09 35.6 20 36 47

香港 8 14.4 4,972 556 (3.0) 66 131 555 (4.0) 351 634 45 0.48 38.0 23 39 45

日本 8 14.4 4,856 552 (1.7) 71 146 551 (2.1) 492 661 25 0.12 33.3 8 34 43

イングランド 9 14.3 2,830 544 (4.1) 77 130 543 (5.6) 418 704 64 0.70 21.8 6 22 33

ハンガリー 8 14.5 3,302 543 (2.8) 76 155 541 (3.3) 392 668 42 0.30 21.3 8 21 37

オランダ 8 14.3 3,065 536 (3.1) 61 130 535 (4.5) 337 636 51 0.70 23.6 9 24 32

アメリカ 8 14.2 8,912 527 (3.1) 81 457 523 (2.9) 355 686 62 0.58 19.5 1 20 36

オーストラリア 8 ,9 13.9 4,791 527 (3.8) 75 207 519 (3.3) 372 658 47 0.40 23.1 8 24 38

ニュージーランド 9 14.1 3,801 520 (5.0) 74 177 510 (4.0) 352 647 53 0.52 21.5 3 23 37

ロシア 7 ,8 14.2 4,667 514 (3.7) 75 214 514 (3.1) 393 727 46 0.37 21.8 5 23 34
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TIMSS2007

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 8 14.4 4,599 567 (4.4) 104 326 560 (5.2) 312 730 94 0.82 14.1 9 14 17

台湾 8 14.2 4,046 561 (3.7) 89 153 559 (3.6) 415 677 45 0.25 26.4 9 27 42

日本 8 14.5 4,312 554 (1.9) 77 169 554 (2.6) 448 679 33 0.19 25.5 3 26 36

韓国 8 14.3 4,240 553 (2.0) 76 150 553 (2.0) 440 614 24 0.10 28.3 14 29 41

イングランド 9 14.2 4,025 542 (4.5) 85 238 539 (4.8) 358 668 73 0.74 16.9 4 18 27

ハンガリー 8 14.6 4,111 539 (2.9) 77 246 538 (3.0) 363 657 47 0.38 16.7 4 17 30

香港 8 14.4 3,470 530 (4.9) 81 120 528 (5.7) 359 628 62 0.59 28.9 11 30 35

ロシア 7 ,8 14.6 4,472 530 (3.9) 78 271 533 (3.1) 397 652 50 0.42 16.5 4 18 24

アメリカ 8 14.3 7,377 520 (2.9) 82 510 517 (2.9) 280 673 65 0.63 14.5 1 15 30

オーストラリア 8 ,9 13.9 4,069 515 (3.6) 80 238 506 (3.8) 266 699 59 0.54 17.1 2 18 25

TIMSS2011

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 8 14.4 5,927 590 (4.3) 97 330 584 (4.7) 367 758 86 0.78 18.0 11 18 19

台湾 8 14.2 5,042 564 (2.3) 84 152 563 (3.0) 454 672 37 0.20 33.2 13 33 56

韓国 8 14.3 5,166 560 (2.0) 77 150 561 (1.8) 499 641 23 0.09 34.4 15 35 41

日本 8 14.5 4,414 558 (2.4) 76 139 558 (2.2) 499 658 26 0.11 31.8 13 32 45

フィンランド 8 14.8 4,266 552 (2.5) 65 258 541 (2.9) 372 629 46 0.50 16.5 1 18 28

ロシア 8 14.7 4,893 542 (3.3) 77 229 543 (3.2) 415 667 48 0.39 21.4 5 23 31

香港 8 14.2 4,015 535 (3.4) 75 121 529 (5.3) 304 630 58 0.60 33.2 7 36 45

イングランド 9 14.2 3,842 533 (4.9) 85 176 523 (5.5) 340 700 73 0.74 21.8 5 23 33

アメリカ 8 14.2 10,477 525 (2.6) 81 557 520 (2.6) 322 671 60 0.55 18.8 1 19 38

ハンガリー 8 14.7 5,178 522 (3.1) 83 251 523 (3.1) 292 624 49 0.35 20.6 1 21 36

オーストラリア 8 14.6 7,556 519 (4.8) 84 490 494 (3.0) 283 693 66 0.61 15.4 1 18 64

ニュージーランド 9 14.1 5,336 512 (5.0) 85 241 503 (4.0) 325 646 64 0.56 22.1 3 23 45

TIMSS2015

国・地域 学年 平均
年齢

生徒単位集計 学級単位集計
ROH

学級人数
人数 平均 (se) SD 学級数 平均 (se) 最小 最大 SD 平均 最小 中央値 最大

シンガポール 8 14.4 6,116 597 (3.2) 86 334 590 (4.2) 335 738 77 0.81 18.3 13 18 19

日本 8 14.5 4,745 571 (1.8) 75 147 570 (2.2) 500 667 26 0.13 32.3 8 33 45

台湾 8 14.3 5,711 569 (2.1) 83 191 566 (2.8) 451 671 38 0.21 29.9 15 29 55

韓国 8 14.4 5,309 556 (2.2) 78 170 553 (1.8) 487 619 23 0.09 31.2 6 32 40

香港 8 14.2 4,155 546 (3.9) 72 145 538 (4.7) 380 645 54 0.57 28.7 7 30 43

ロシア 8 14.7 4,780 544 (4.2) 77 221 544 (3.3) 421 707 49 0.40 21.4 5 23 31

イングランド 9 14.1 4,814 537 (3.8) 81 213 526 (4.7) 375 688 68 0.70 21.6 3 23 34

アメリカ 8 14.2 10,221 530 (2.8) 82 534 526 (2.6) 340 679 61 0.56 19.1 1 20 57

ハンガリー 8 14.7 4,893 527 (3.4) 85 241 529 (3.6) 311 669 57 0.44 20.3 4 20 36

ニュージーランド 9 14.1 8,142 513 (3.1) 90 377 511 (3.5) 312 648 69 0.58 21.6 1 22 33

オーストラリア 8 14.0 10,338 512 (2.7) 82 645 502 (2.5) 271 669 61 0.55 16.0 1 18 66

注： ROH = （学級単位集計による標準偏差）2／ ( 児童・生徒単位集計による標準偏差 )2 = ( 学級単位集計による分散 ) ／ ( 児童・
生徒単位集計による分散 )

 （受理日：平成 30年 3月 19日）
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【論　文】

Abstract
This paper clarifies how dropout predictive factors affected the students who dropped out in 

the first year, and what kind of “pull factor” there was for students who lead unstable school lives. 
Through this research, this paper aims to consider educational approaches to support them.

From the results of the analysis, the following three points were presented as points of consid-
eration. First, since the dropout predictive factors were becoming risk factors at the stage when 
their dropout was close by, it is important that there is greater understanding of the influence of 
dropout predictive factors on students, who lead unstable school lives, based on their individual-
ity. Especially in the period when the dropout predictive factors become high-risk, there is a need 
to understand their support needs and to seek flexible approaches for them.

Second, there is the possibility that the strong influence of dropout predictive factors in the first 
year will destabilize their school lives afterwards, and that the relationships and social resources 
which support students who have a high risk of dropout in the first year are relatively poor. 
Therefore, further investigation to reveal how they lead their school or social lives should be 
sought before expecting their school adaptation.

Third, it is confirmed that the significance of schools and teachers playing a role in supporting 
the students who dropped out in the first year or who lead unstable school lives will be particu-
larly great if the actual conditions concerning them are taken into consideration. In other words, 
the educational approaches of teachers who accept the students who are at some disadvantage will 
prevent them from dropping out of high school, and make their school lives better, and further-
more, support their transition to adulthood.

不安定な学校生活を送る生徒を支えるための教育的対応に関する考察

A Study on the Educational Approaches to Support the Students Who Lead Unstable 
School Lives

小山田　建太＊

OYAMADA Kenta

＊ 職：筑波大学大学院・大学院生
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１．問題の所在と研究の目的

　今日、多くの若者にとっての学校から社会への移行過程が複雑化・不安定化しており、これ
まで先進国に共通であった安定的な「成人期への移行」の型は，社会構造の転換に伴い流動化し
たと指摘されて久しい（宮本　2005）。またこのような現状のもとでは、既存の教育機関が子ど
も・若者の「成人期への移行」を支えていくことの重要性が高まっているといえ、なかでもその
進学率が 98.8％（文部科学省　2017）に上る高等学校等が、「大人へ移行するための土台づくり」
を担う「最後の拠点」となる可能性がある（小野　2016，pp.301-302）。ゆえに、彼らが「高校に
所属するというセーフティネット」（小野　2016，p.302）を強化する必要や、生徒の学校生活を
不安定化させる、ひいては中退を誘発させるリスク要因に対して適切な対応を模索していく必要
が考えられる。

またそのリスク要因については、高校生への追跡調査（パネル調査）による知見が非常に重要
な示唆を提供している。竹綱ほか（2004）によれば、中退者が 1 年時に学校への満足感と、学級
の凝集性認知を大きく低下させることから、これらがその中退予測要因として提示されている。
加えて古賀（2014，2015）は、都立高校中退者と進路未決定卒業者との「どんなことを経験でき
たから卒業できたか」の回答の比較から、学校や家庭の人間関係による援助の多寡がその中退／
非中退を分かつ要因となっていたことや、一方でその中退者には規則正しい生活ができることの
重要性が強く自覚されていたことを指摘する。そして彼らの中退要因について、「遅刻や欠席な
どが多く進級できそうになかった」などの回答からなる「生活リズム」因子がその他の項目全体

（プライベート因子・人間関係因子・問題行動因子・学校外誘因因子）に強い影響を与えていた
ことから、彼らの「中退の背景には、出席や成績状況を左右し学校の日常から生徒を遠ざける、
すなわち非学校化させる「生活リズム」の要因が大きくかかわっていた」（古賀　2017，p. 16）こ
とが推察されている。

上述のような知見を踏まえれば、不安定な学校生活を送る生徒が学校への帰属意識を示さなく
なる場合にも、そのような傾向が立ち現れることの背景として、彼らの「生活リズム」や、イン
フォーマルな人間関係の援助の多寡といった要因の影響をも想定しなければならないことが理解
できる。

加えて高校中退のリスクは、1 年時が最も高いことも一般に確認される。埼玉県教育委員会の
「第 4 回　高等学校中途退学追跡調査」の結果を見れば、調査対象者の 62.8％が 1 年時での中退
を経験しており、中退のタイミングは経年的に見ても早期化していることがうかがえる（埼玉県
教育委員会　2016，p. 43）。そして、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの「高
校生生活調査」によれば、中退者が 1 年時の 1 学期間に学校への肯定的な回答を示さなくなって
いたことから、「高校中退の防止について、高校 1 年生の 1 学期間での働きかけがポイントである」
ことが指摘されている（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター　2017，p. 42）。
これらの知見にも示されるように、多くの中退者が生み出される時期に着目することは、不安定
な学校生活を送る生徒の動向を仔細に捉えることのみならず、さらなる効果的な教育的対応を考
察する上でも大きな重要性をはらむものである。

しかしながらこれらの先行研究においても、不安定な学校生活を送る生徒へのより良い教育的
対応を精査するに当たって以下の課題が残されているといえる。第 1 に、中退者がその学校生活
のなかでこれらの中退予測要因の影響をどのように示していたのかについての経時的な検討がな
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されていない。竹綱ほか（2004）は中退者一般の傾向を提示しているため、中退リスクの高い時
期および生徒層に関する諸要因の影響の推移を詳細に確認できていない。また古賀（2014，2015，
2017）や埼玉県教育委員会（2016）による知見は、中退者の過去の学校生活に関する回答に基づ
くため、さらなる実証化を試みるには、彼らの在学時における回答に着目し、それらの中退予測
要因の影響の推移を把握していく必要があるだろう。

また第 2 に、中退リスクが高い生徒にとっての学校適応が促進される要因についても、より積
極的な実証が試みられる余地がある。すなわち、中退者を対象とする調査により学校からの「プ
ッシュ（疎外）要因」が示されるのみならず、中退者にも類似する不安定な学校生活を送る生徒
がどのような学校への「プル（包摂）要因」の影響を受けていたのかを明らかにすることが、不
安定な学校生活を送る生徒へのより良い教育的対応を考察することに特に重要な意義をもたらす
と考えられる。

以上のような先行研究の課題より本稿のねらいは大きく 2 つあり、第 1 に、特に中退リスクの
高い 1 年時に中退した生徒が、その学校生活のなかで中退予測要因の影響をどのように受けてい
たのかについて明らかにする。また第 2 に、そのような中退者にも類似する不安定な学校生活を
送っていた生徒が、3 年間の学校生活をどのように過ごし、またその卒業に至るまでにどのよう
な「プル要因」の影響を受けていたのかを明らかにする。そしてこれらの作業を通して、彼らの
学校生活を支えるための教育的対応を考察することを目的とする。

2．使用するデータ

上記の課題から本稿では、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの「高校生生
活調査」データを活用する。本データは、ある都道府県 1 県の平成 23 年度高校入学者全員を対
象に 11 回追跡調査を実施したパネルデータであり、中退者およびその中退時期も特定できるた
め、彼らが中退を目前とする時期でどのような学校生活を送っていたかを把握することも可能と
なっている。また以下の節では、各質問項目の「1．よくあてはまる」～「4．まったくあてはま
らない」や、「1．よく話す」～「4．まったく話さない」の得点を反転させた分析結果を提示する。
なおその他の質問項目や同調査の回収率等の詳細については、国立教育政策研究所生徒指導・進
路指導研究センター（2017）の同報告書を参照されたい。

加えて本稿では、先行研究が示す学校への満足感や「生活リズム」因子といった中退予測要因
を同データにおいて措定すべく、類似する質問項目から構成された「学校満足感」と「健康状態」
の尺度を用いることとする（表 1）。ここで「学校満足感」を構成する項目の α 係数は、全ての
wave において 0.87 以上となり、「健康状態」の α 係数は 0.88 以上となることから、確かな内的
整合性があると判断された。なおそれぞれ尺度得点は、尺度を構成する項目が 1 つでも無回答の
場合、欠損値として処置した。
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表 1　「学校満足感」と「健康状態」の構成

 

「学校満足感」

wave1問7およびwave2～11問4のア・イ・エ・オの合計得点。4～16点の値を示す。
「高校に行くのが楽しい」、「高校生活に大きな期待がある」、「今の高校に入学してよかった」、「充実し
た高校生活が送れそうだ」と感じる程度。
ゆえに得点が高いと、「学校満足感」が高いことを示す。

「健康状態」

wave1問7およびwave2～11問4のカ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・スの合計32得点。8～32点の値を示す。
「いらいらする」、「身体がだるい」、「１つのことに集中することができない」、「不安を感じる」、「気持ちが
むしゃくしゃする」、「泣きたい気分だ」、「体から力がわいてこない」、「頭が重い」と感じる程度。
ゆえに得点が高いと、「健康状態」が悪いことを示す。

3．1年時に中退した生徒の学校生活の探索

3－ 1．1年時の中退者の特定と分析の方針
本節では、特に中退リスクの高い 1 年時に中退した生徒が、その学校生活のなかで中退予測要

因の影響をどのように受けていたのかについて明らかにしていく。
また本節で参照するのは、1 年時のデータであり、1 年時での回答を最後に中退に至った生徒

（210 人）が、その他の非中退者（12535 人）と比較してどのような回答を示していたのかについ
て確認する。なお同データ上にて 1 年時の中退者（226人）は、3 年間の全中退者（437 人）の
うちの 51.7％を占めており、4 月（wave1）まで回答した中退者は 128 人、7 月（wave2）までの
中退者は 38 人、11 月（wave3）までの中退者は 21 人、そして 2 月（wave4）までの中退者は 23

人であった。1)

以下では、彼らが中退を目前とする時期にどのような回答を示していたのかを明らかにするた
め、最後の回答が確認された時期別に中退者のグループ化をおこない、各グループの推移を非中
退者の推移と比較させながら、確認していく。

3 － 2．中退時期別にみる、中退者の「学校満足感」と「健康状態」
始めに、「学校満足感」（および同尺度を構成する「高校に行くのが楽しい」、「高校生活に大き

な期待がある」、「今の高校に入学してよかった」、「充実した高校生活が送れそうだ」の各項目）は、
中退者／非中退者間で最もその差が明確に表れる観点となっており、4 月時点においても早期に
中退に至った生徒ほど「学校満足感」が低くなっている。また中退者の「学校満足感」の喪失は
時期の進行と明確に関連しており、非中退者に比較しても急速に失われていったことが見て取れ
る。そして彼らの「学校満足感」は、中退を目前とする段階で（例えば、7 月まで回答した中退
者は 7 月時点において）、最も低い水準となることも確認できる。
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図 1　1年時の中退者別の「学校満足感」の推移と、非中退者との差

重ねて、同様の傾向を「健康状態」（および同尺度を構成する「いらいらする」、「身体がだるい」、
「1 つのことに集中することができない」、「不安を感じる」、「気持ちがむしゃくしゃする」、「泣
きたい気分だ」、「体から力がわいてこない」の各項目）の推移にも見ることができる。すなわち
中退者の「健康状態」は、非中退者が 7 月以降一定の水準を保つことに反し、中退を目前とする
段階で最も悪化していたことが確認できる。

図 2　1年時の中退者別の「健康状態」の推移と、非中退者との差
 

表 2　「学校満足感」と「健康状態」についての各グループ間の差の検定（分散分析、t 検定）
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1年4月 1年7月 1年11月 1年2月

1年4月までの中退者 1年7月までの中退者 1年11月までの中退者 1年2月までの中退者 非中退者

1年4月（5群間） 1年7月（4群間） 1年11月（3群間） 1年2月（2群間）

F値 11.13*** 23.78*** 13.94* 6.01**
多重
比較

非中退者>1年4月までの中退者
非中退者>1年7月までの中退者、

1年2月までの中退者
非中退者>1年11月までの中退者 非中退者>1年2月までの中退者

F値 12.95*** 3.54† 3.44* 1.80
多重
比較

非中退者<1年4月までの中退者 なし 非中退者<1年11月までの中退者 なし

***:p  <.001, **:p  <.01, *:p  <.05, †:p  <.10
※「多重比較」欄では、5％水準以下の有意差が認められたグループ関係を主に参照している。

「学校満
足感」

「健康状
態」
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このような結果を踏まえれば、1 年時に中退した生徒が、非中退者と比較して「学校満足感」
を持たず、「健康状態」が悪かったことが指摘できるものの、これらは彼らの中退が目前となる
段階で明確にリスク要因化していたことが確認できる。なおこれらの傾向は、表 2 の統計的検定
の結果からも理解しうるものとなっている。

3 － 3．中退時期別にみる、中退者の話し相手
では 1 年時の中退者はその学校生活において、誰を話し相手としていたのだろうか。図 3～7

を概観すれば、多くの生徒たちが一般に「毎日の生活にとって楽しかったことやイヤだったでき
ごと」を話すのは第一に「友人」であり、次に「家族」、「先輩」、「担任の先生」、「担任以外の先
生」と続く。ただ一方で中退者には、「家族」が話し相手となりにくかったことが確認される。2)

併せて、彼らには「先輩」や「担任の先生」、「担任以外の先生」が相対的に話し相手となって
いたことや、彼らの中退が目前となる段階で「友人」が話し相手でなくなっていた傾向などが想
起されるものの、表 3 のような統計的検定の結果を踏まえれば、それらはあくまで「可能性」に
留まるものであり、これ以上の解釈を加えることは難しいと考えられる。

図 3　1 年時の中退者別の「話し相手（家族）」の推移と、非中退者との差
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図 4　1 年時の中退者別の「話し相手（友人）」の推移と、非中退者との差
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図 5　1 年時の中退者別の「話し相手（先輩）」の推移と、非中退者との差
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図 6　1 年時の中退者別の「話し相手（担任の先生）」の推移と、非中退者との差
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図 7　1 年時の中退者別の「話し相手（担任以外の先生）」の推移と、非中退者との差
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表 3　「話し相手」についての各グループ間の差の検定（分散分析、t 検定）

4．中退リスクが高かった生徒の 3年間の学校生活の探索

4－ 1．中退リスク群の特定と分析の方針
次に本節では、中退した生徒にも類似する不安定な学校生活を送りながらも卒業に至った生徒

が、その 3 年間の学校生活をどのように過ごしていたのかについて、また彼らの学校生活にはど
のような「プル要因」の影響があったのかについて、明らかにしていく。

また本節で参照するのは、1 年時において中退者と同程度、あるいは中退者以上に「学校満足感」
が低く、「健康状態」も悪かった生徒であり、具体的には、1 年時の 4 時点のうちで 1 度でも、「学
校満足感」が 8 点以下でありかつ「健康状態」が 22 点以上であった経験を持つ非中退者を、「中
退リスク群」（1822 人）として抽出した。

以下では、彼らの 3 年間の学校生活をその他の非中退者である「非リスク群」（10713 人）と比
較して分析していく。なお 1 年時に中退リスク群と同様の「学校満足感」と「健康状態」を示し
た生徒は、その他の生徒と比較して 1 年時の中退率が 1.38 倍高く、また 3 年間での中退率は 1.83

倍高くなっていた。

4 － 2．中退リスク群の生徒の「学校満足感」と「健康状態」の推移
始めに、中退リスク群の生徒の「学校満足感」や「健康状態」が、3 年間でどのような推移を

辿っていたのかについて確認する。図 8・9 を見ると、中退リスク群の「学校満足感」や「健康
状態」は 1 年時の 2 月（wave4）において最も危険な水準に達しながらも、2 年時の 4 月（wave5）
以降徐々に良好なものとなっていき、3 年時の 11 月（wave11）までに非リスク群の水準に近づ
いていったことが見て取れる。しかしながらその差は、3 年間を通して一定程度開いており、中
退リスク群の水準は 1 年時に中退した者の水準（図内の破線）とも同程度であったことが図から
はうかがえる。これらより、彼らが 1 年時に経験した学校生活の不安定さは、3 年間のうちに解
消されるには至らなかったことが推察できる。なお t 検定の結果より、図 8・9 の全ての時点に
おいて 0.1％水準の有意差が認められた。

1年4月（5群間） 1年7月（4群間） 1年11月（3群間） 1年2月（2群間）

F値 13.13*** 6.82*** 3.84* 3.20
多重
比較

非中退者>1年4月までの中退者
非中退者>1年7月までの中退者

非中退者>1年7月までの中退者 非中退者>1年11月までの中退者 なし

F値 1.25 2.89† 3.35 2.65

多重
比較

なし
1年7月までの中退者>1年11月まで

の中退者（※10％水準）

1年2月までの中退者、非中退者
>1年11月までの中退者（※10％水

準）
なし

F値 8.88*** 1.23 1.71 4.97

多重
比較

1年4月までの中退者、1年11月まで
の中退者>非中退者

1年4月までの中退者、1年11月まで
の中退者>1年7月までの中退者

なし なし なし

F値 3.74** 1.45 4.28 0.02
多重
比較

1年4月までの中退者>1年7月まで
の中退者、非中退者

なし なし なし

F値 4.73* 1.11 0.74 0.50
多重
比較

1年4月までの中退者>非中退者 なし なし なし

***:p  <.001, **:p  <.01, *:p  <.05, †:p  <.10
※「多重比較」欄では、5％水準以下の有意差が認められたグループ関係を主に参照している。

「担任以外
の先生」

「家族」

「友人」

「先輩」

「担任の先
生」
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図 8　中退リスク群と非リスク群の「学校満足感」の推移（3 年間）
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図 9　中退リスク群と非リスク群の「健康状態」の推移（3 年間）
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4 － 3．中退リスク群の生徒の話し相手の推移
次に、中退リスク群は 3 年間の学校生活において、誰を話し相手としていたのだろうか。図

10～14 よりその推移を見れば、多くの生徒たちにとって「友人」や「家族」が、「先輩」や「担
任の先生」、「担任以外の先生」と比較しても、特に重要な話し相手となっていたことが分かる。
しかしながら中退リスク群は、非リスク群と比較して「友人」や「家族」を話し相手とする頻度
が少なく、図 10・11 においても両群のポイント差が明確に表れている。なお t 検定の結果より、「先
輩」の推移（図 12）において 3 年 4・7 月の時点で 1％水準の有意差が、11 月時点で 5％水準の
有意差が認められ、その他の推移の全ての時点において 0.1％水準の有意差が認められた。3)
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図 10　「話し相手（家族）」 図 11 「話し相手（友人）」
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図 12　「話し相手（先輩）」 図 13 「話し相手（担任の先生）」
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図 14　「話し相手（担任以外の先生）」 

4 － 4．中退リスク群の生徒は学校生活をどのように振り返ったのか
それでは中退リスク群の生徒は、その 3 年間の学校生活をどのように振り返っていたのだろう

か。そこで図 21～25 より「この 1 年間を振り返った今の気持ち」の 3 年間の推移を見れば、中
退リスク群の生徒による回答は、一貫して非リスク群による肯定的な回答の水準を下回りつつも、
学年が上がるにしたがって、その肯定的な認識を非リスク群以上に高めていったことが確認でき
る。またここで特にその差が縮小する項目は、「充実した高校生活だった」、「期待以下の高校生
活だった」、「今の学校に入学してよかった」であり、非リスク群にも似た推移が示される項目は、

「自分の将来について具体的に考えるようになった」、「自分の夢の実現に向けて努力するように
なった」である。なお t 検定の結果より、図 15～19 の全ての時点において 0.1％水準の有意差が
認められた。
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図 15　「充実した高校生活だった」 図 16　「期待以下の高校生活だった」
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図 17　「今の学校に入学してよかった」 図18　「自分の将来について具体的に考えるようになった」
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図 19　「自分の夢の実現に向けて努力するようになった」

4 － 5．誰（何）が、中退リスク群の生徒の学校生活に影響を与えていたか
それでは中退リスク群の肯定的な回答は、どのような要因によって引き出されていたのだろう

か。以下の図 20 は、中退リスク群と非リスク群の「この 3 年間を振り返って、ここまでやって
これたのは、誰（何）のおかげ（支え）だったと思いますか」4) についての回答の差を示している。
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図 20 中退リスク群／非リスク群の、「この 3 年間を振り返って、ここまでやってこれたのは、
誰（何）のおかげ（支え）だったと思いますか」の差
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これより、多くの生徒たちの支えとなっていたのは第 1 に「友人関係」であり、次いで「家族」、
「将来の夢や目標」、「この高校の先生」、「学校行事」、「部活動」、「授業（学校の勉強）」、「その他」
と続くことが見て取れる。だが中退リスク群は非リスク群と比較して、3 年間の学校生活が「誰

（何）のおかげ（支え）だった」とは相対的に感じられていなかったことがうかがえる。
またこの結果に重ねて、彼らの学校生活を特に大きく左右させていたのは、誰（何）だったの

だろうか。そこで以下では上述の質問項目と、3 年時 11 月（wave11）での「学校満足感」や「健
康状態」との相関分析の結果を、中退リスク群と非リスク群のそれぞれについて確認する。

そして表 2・3 を見れば、3 年間の学校生活をやってこれたのは「誰か（何か）のおかげ」で
あると感じていた生徒ほど、3 年時 11 月での「学校満足感」が高く、「健康状態」が良好であっ
たことが確認でき、特に彼らの「学校満足感」には「この高校の先生」や「授業（学校の勉強）」、

「学校行事」などの相関が総じて強く表れている。しかしながら中退リスク群と非リスク群の反
応の傾向はそれぞれ特徴的であり、まず「学校満足感」について、非リスク群が「友人関係」（.427）
や「家族」（.350）などの相関をより強く示すのに対して、中退リスク群は「この高校の先生」（.511）
や「授業（学校の勉強）」（.486）、「学校行事」（.482）、「将来の夢や目標」（.400）などの相関をより
強く示している。次に「健康状態」について、非リスク群が「家族」（-.149）や「友人関係」（-.148）、

「授業（学校の勉強）」（-.129）、「学校行事」（-.110）などの相関をより強く示すのに対して、中退リ
スク群は「この高校の先生」（-.139）の相関をより強く示している。

122

p111_126.indd   122 2019/03/06   19:20:35



表 4　非リスク群の「学校満足感」「健康状態」と、「この 3年間を振り返って、ここまでやって
これたのは、誰（何）のおかげ（支え）だったと思いますか」との相関分析

相関係数 .266 *** .451 *** .455 *** .427 *** .490 *** .350 *** .369 *** .064 **

度数

相関係数 -.052 *** -.110 *** -.129 *** -.148 *** -.109 *** -.149 *** -.098 *** .144 ***

度数

***:p  <.001, **:p  <.01

将来の夢
や目標

その他

「学校満足感」
6718 6717 6706 6724 6699 6692 6688

部活動 学校行事
授業

（学校の
勉強）

友人関係
この高校の

先生
家族

1485

「健康状態」
6698 6697 6686 6705 6680 6673 6669 1479

表 5　中退リスク群の「学校満足感」「健康状態」と、「この 3年間を振り返って、ここまでやっ
てこれたのは、誰（何）のおかげ（支え）だったと思いますか」との相関分析

相関係数 .277 *** .482 *** .486 *** .391 *** .511 *** .291 *** .400 *** 0.04
度数

相関係数 -.082 ** -.082 ** -.081 ** -.099 *** -.139 *** -0.05 -.085 ** 0.08
度数

***:p  <.001, **:p  <.01

家族
将来の夢
や目標

その他

「健康状態」

「学校満足感」

1126 1128 1127

112811281126

部活動 学校行事
授業

（学校の
勉強）

友人関係
この高校の

先生

1125 2971129 1126 1126

2961126112711271130

5．まとめと考察

以上より、本稿の分析結果は以下の 5 点にまとめられる。第 1 に、中退予測要因となる「学校
満足感」や「健康状態」は、特に中退が目前となる段階で明確にリスク要因化していた（図 1・2）。

第 2 に、1 年時の中退者は「家族」を相対的に話し相手としていなかったことが確認されつつも、
他に彼らにどのような話し相手がいたのかについては、その中退時期との関連をも含め、さらな
る検討を加える余地が残された。（図 3～7）。

第 3 に、中退リスク群の生徒の「学校満足感」や「健康状態」は 2 年時の 4 月以降、非リスク
群の生徒の水準に近づいていたが、その差は 3 年間を通して一定程度開き続けていた。また中退
リスク群の生徒による「学校満足感」と「健康状態」の推移の水準は、1 年時の中退者の水準と
も同程度であった（図 8・9）。この結果は、彼らの学校生活を捉えるに当たり、1 年時の「満足感」
や「健康状態」には細心の注意を払う必要があることを追認させるものとなっている。

第 4 に、多くの生徒たちにとって「友人」や「家族」が特に重要な話し相手となっていたなか
で、中退リスク群の生徒は非リスク群の生徒と比較して、3 年間を通じて「友人」や「家族」が
話し相手とする頻度が一貫して低く（図 10～14）、またその 3 年間の学校生活が「誰（何）のお
かげ（支え）だった」とも相対的に感じられていなかった（図 20）。

第 5 に、しかしながら中退リスク群の生徒は非リスク群の生徒に比較して、低水準ながら 3 年
間の学校生活をより肯定的に振り返るようになっており（図 15～19）、彼らの「学校満足感」や「健
康状態」には「友人」や「家族」の相関が総じて弱く、一方で「この高校の先生」の相関が総じ
て強く表れていた。加えて、両群に比較的強い相関を見出せた「授業（学校の勉強）」や「学校
行事」、「将来の夢や目標」といった項目は、中退リスク群の生徒の「学校満足感」にはより強い
関連を示しつつも、「健康状態」にはより弱い関連を示していた（表 4・5）。
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そして以上の知見を踏まえ、本稿では大きく 3 点の考察を提示する。まず第 1 に、これまで先
行研究では生徒の学校への満足感（竹綱ほか　2004）や「生活リズム」、そして学校や家庭の人
間関係による援助の多寡（古賀　2014，2015，2017）が彼らの中退予測要因となることが指摘さ
れてきたが、本稿の知見よりこれらの中退予測要因は、彼らの中退が目前となる時期において特
にリスク要因化することが確認された。したがって中退予測要因が不安定な学校生活を送る生徒
に及ぼす影響については、より彼らの個別性にもとづく配慮が求められなければならず、特にそ
れらがリスク要因化する時期にこそ、彼らの支援ニーズを捉え、柔軟な対応を模索していく必要
がある。

また第 2 に、1 年時に中退した生徒と 1 年時に中退リスクが高かった生徒に関して、彼らの「学
校満足感」や「健康状態」がその他の生徒に比べて一貫して優れず、「友人」や「家族」といっ
た重要なインフォーマントも話し相手とする頻度が低く、また 3 年間の学校生活が「誰（何）の
おかげ（支え）だった」とも感じられない傾向にあったことから、1 年時での中退リスクがその
後の学校生活をも不安定化させる可能性や、彼らを支える人間関係および社会資源が相対的に乏
しい可能性を考えることができる。ゆえに彼らの学校適応を期待する場合には、まず何より彼ら
がどのような生活世界を過ごしているのかについて、さらなる把握を追究する余地が残されてい
るといえる。

そして第 3 に、先行研究の主な成果は中退予測要因の実証に大きく焦点づけられてきたため、
不安定な学校生活を送る生徒にとっての学校への「プル（包摂）要因」が直接的に実証されてこ
なかったが、中退リスクが高かった生徒にとって 3 年間の学校生活が、彼らの充実感や将来への
希望を育んでいたことが示された。加えて彼らの「学校満足感」や「健康状態」には、「この高
校の先生」の影響が強く表れることも確認された。なおこのような影響は、生徒群によって反応
に差が表れる「授業（学校の勉強）」や「学校行事」、「将来の夢や目標」による影響とも異なり、
かつ中退リスク群の生徒には比較的関連の弱い「友人関係」や「家族」による影響とも対照的で
ある。

以上の考察をまとめれば、不安定な学校生活を送る生徒を支えることに果たす学校および教師
の意義は特に大きいものとなることが理解できる。もちろん、中退リスクの高い生徒を排除しう
る学校の構造や、不安定な生徒の「学校満足感」および「健康状態」に教師が強い影響を与えう
る可能性については再度留意する必要があるが、同時に、彼らの学校生活を支えうる人間関係や
社会資源の実態を看過するべきではないだろう。すなわち、いくらかの不利を背負いながら不安
定な学校生活を送る生徒を教師が受容できることが、彼らの高校中退を防ぎ、その学校生活をよ
り良いものとするはずであり、そしてそのことを通じて、彼らが「大人へ移行するための土台づ
くり」が実現していくのではないだろうか。

なお最後に、本稿の課題や限界性として、分析対象とした生徒たちが持つ社会経済的状況との
関連を確認しきれていないことが挙げられる。すなわち上述の知見を踏まえれば、そもそもなぜ
一部の生徒の「学校満足感」や「健康状態」が低かったのかについて、あるいは、なぜそのよう
な生徒が重要なインフォーマントとなりうる「友人」や「家族」を頼らなかったのかについて、
その動的なプロセスを把握する課題が残されている。加えて、より具体化された教育的対応の在
り方に迫るには、学校種や生徒層などをより規定した議論も重要となるだろう。これらの研究の
蓄積が、今日の多様な高校生への教育的対応の意義と課題をより鮮明に映し出すものとなると考
えられる。
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注
1) なお同調査に 1 度も回答することなく中退した生徒 18 人はデータが確認できないため、分析から除外した。

重ねて、2～3 年時に中退した生徒（211 人）のうち、2 年時以降の回答が 1 度も確認できない生徒（103 人）

の割合は 48.8％となっており、学校に親和的でない生徒の学校生活を把握することの困難性が示唆される結

果となった。

2) 同項目では、図 3～7 で提示する話し相手に加えて、「ネット等で知り合った人」や「その他」についても尋

ねているが、本稿では生徒の学校生活の内実により焦点化するため、割愛する。

3) 図 10～14 に重ねて、両群の「好きな授業がある」や「授業がよくわかる」についての推移も確認すると、非

リスク群によって授業への肯定的な回答が見られ、中退リスク群の授業へのコミットメントが比較的低水準

であったことも推察される。

4) 同項目は、最後の調査時点となる 3 年時 11 月（wave11）にて用いられたものである。なおその単純集計は既

出の報告書（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター　2017）にて確認できない項目であった

ため、その単純集計表を以下のように提示する。
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表 6　「この 3年間を振り返って、ここまでやってこれたのは、誰（何）のおかげ（支え）だっ
たと思いますか」の単純集計（％）
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よく
あてはまる

まあ
あてはまる

あまり
あてはまらない

まったく
あてはまらない

部活動（N=7874） 31.9 25.4 14.8 28.0

学校行事（N=7876） 19.8 39.0 26.1 15.1
授業（学校の勉強）

（N=7864） 13.5 39.3 31.9 15.4

友人関係（N=7884） 53.5 37.3 6.3 3.0
この高校の先生
（N=7856） 19.3 39.5 27.3 13.9

家族（N=7849） 44.7 37.6 12.8 5.0
将来の夢や目標
（N=7844） 31.3 41.3 19.8 7.6

その他（N=1789） 9.2 11.0 12.0 67.8
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【論　文】

Abstract
Unwilling entrance has been a problem in lower level high schools, because of a situation 

where high schools are ranked by academic achievement. Most of the previous research on un-
willing entrance focused on high school dropouts, which revealed that unwilling entrance was a 
factor affecting high school dropout.

The aim of this paper is to reveal the actual conditions of unwilling entrance in the 2010s. 
Therefore, using the panel data of research which was collected 11 times over three years relating 
to 13,024 students who were admitted to a public high school in one prefecture in the year 2011, 
I analyzed the influence of unwilling entrance on dropout, attitude towards classes and satisfaction 
with high school life.

As a result, we obtained three pieces of useful information. First, at least 10 percent of students 
in every high school had entered the school unwillingly. On average, the rate of students entering 
unwillingly is 25 percent. Second, as a result of discussion about the pattern of unwilling entrants, 
the students, who were not happy when they passed the entrance examination for their high 
school, displayed a more serious risk of dropout and less motivation to learn than the students who 
entered the their first preference high school. Third, even if the students had entered the school 
unwillingly, over 90 percent of them graduated from high school and over 70 percent diligently 
attended the classes.

In conclusion, previous research that indicated most students who enter the school unwillingly 
are in lower level high schools and have an increased risk of dropout and low motivation to learn 
might label them as a stigma. Therefore this paper demonstrates that we should recognize the 
variety of unwilling entrants. In addition, it also indicates that the reasons why there is a variety 
of unwilling entrants is due to the possibility that high schools are ranked less by academic 
achievement than before and the number of factors when choosing a high school has increased.

ユニバーサル型高校教育における「不本意入学」の実態
―中退・授業態度・高校生活満足感に着目して―

Unwilling Entrance in Nonselective High School Education; Dropout, Attitude towards 
Classes and Satisfaction with High School Life 

津多　成輔＊

TSUDA Seisuke

＊ 兵庫教育大学・特命助教
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1．はじめに

1974 年に高校進学率が 90% を超えて，40 年以上が経過し，現在では，ほぼすべての人が高校
に進学している。このように高校教育がユニバーサル型である状態が長期的に続いた日本では，

「基本的にはみんなが高校に進学する」といった意識が定着しているといってよい。この意識が
定着した中では，高校への進学が半ば義務として生じるため，人々にとって高校浪人や高校中退
は学校に行かないことや低学歴に押し留まるというリスクとなる。

一方で，今日的な状況としては，学歴社会が機能していないと認識する者も一定数存在してい
る。「ISSP 国際比較調査（社会的不平等）」の結果によれば，日本は「学歴がものをいう社会だ」
と思う人の割合は 1999 年で 86%，2009 年で 75% となっており，徐々に学歴社会が機能してい
ないという認識を持つ者が増加している （1）（2）。

ほぼすべての人が高校に進学する中で，高校が中学校までの義務教育段階と大きく異なる点は，
入学試験による選抜が行われる点である。Rohlen（1983 ＝ 1988）が，1970 年代の高校の入学試
験（以下，高校入試）の特徴を，同年齢集団を 8～10 層にも及ぶ学校階層に選別すると表現して
いるように，そこには偏差値によって生徒を序列化する機能があったことは想像に難くない。こ
の状況を受けて，日本では 1990 年代に入って単位制高校や総合学科にみられるような新しいタ
イプの高校が設置されるなどの制度改革が進んだ。

この制度改革が輪切り選抜に及ぼした影響については，さまざまな議論がある。例えば，中澤
（2007）は，推薦入試には学力以外の個性を重視するという政策意図があったが，意図せざる結
果として，学力上位層の競争化がもたらされたとしている。また中西（2011）は，少子化にもか
かわらず上位校で定員が減少しなかったことによって，上位校に入学する生徒の学力ランクが多
様化しているとしている。ただ，中西がそもそも上位校，中位校，専門校という枠組み （3） を採
用して分析をおこなっていることからも明らかであるように，今日においても大枠で高校が偏差
値によって序列化され，高校入試が生徒を序列化している状況がなくなったとはいえない。 

高校入試についてもう少しみていくと，その受験倍率が特徴的である。本稿が対象とする公立
高校の入試において，その倍率は高い場合においても ２ 倍程度に収まるのが一般的である。こ
れは，多くの自治体において公立高校の入試が同一日程の単願であり，受験チャンスが限られる
ためである。つまり，生徒側は受験失敗のリスクを避けるために，偏差値によって序列化された
高校に対して，中学校在籍時の複数回の学力試験の結果に基づいて，合格可能な高校に出願する
のである （4）。

このように合格可能な高校への受験調整が行われることによって，高校浪人というリスクは回
避されるものの，その結果として希望する高校の入試を受験できない生徒が生じる。また，希望
する高校の入試を受験できたとしても，当然のことながら入学試験に合格できる者とできない者
が生じ，後者は希望する高校に入学できない状況が生じる。一般的に希望する高校とは別の高校
に入学することを「不本意入学」と称するが，本稿が焦点化するのはこの「不本意入学」した生
徒である。

高校における「不本意入学」が着目されるようになったのは，1980 年代のことである。当時
の新聞記事をみると，「高校中退 11 万人超す　58 年度　「輪切り」で不本意進学――高校」（『朝
日新聞』1985 年 4 月 3 日朝刊）という記事が象徴しているように，高校中退との関連で「不本
意入学」が着目されていることが分かる。菊池（1990）はこの状況を「千人規模の高校 100 校が
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毎年姿を消すという未曽有の事態を，教育関係者はきわめて深刻に受け止めている」と表現して
おり，当時の中退に関する問題関心の高さがみて取れる。この状況を受けて文部省が全国の中退
者に対する調査を行った結果が 1987 年に公表されたが，その中では，中退者の中に占める不本
意入学者の割合が 57% であることが提示され，「不本意入学」が中退の大きな要因であるという
見方が示されている。これを受けて，文部省（1993）は「中途退学問題への対応に当たっては不
本意入学等をできるだけ少なくするための生徒の特性等に十分配慮した進路決定や高等学校入学
後の学校不適応の兆候の把握及び対処などについて，家庭の理解と協力を得ることが重要である」
としていかに中退の要因となる「不本意入学」を減らすかという視点を提示している。近年の調
査においても，中退者に対する面接調査では，退学理由として，「生活習慣の乱れ（59％）」に次
いで，「学力に起因する不本意入学（37％）」が多くなっており（内閣府，2012），これをもとに「不
本意入学」を減らすことを前提とする議論（渡邉 2013）も未だにある。

ただ，中途退学に関わる要因は「不本意入学」だけではない。例えば，文部省（1992）は「高
等学校中途退学者進路状況等調査」（5） の結果より中退者のうち「原級留置」が原因となる割合
が 22.1% であることを提示している。原級留置の判定は単位の取得状況が関わるが，その単位の
取得に欠課時数が関わる学校がほとんどで，欠席傾向も中退の要因となりうることが考えられる
（6）。この他にも，文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の
諸課題に関する調査」では，高校中退 （7） の理由として「学業不振」，「学校生活・学業不適応」，「進
路変更」，「病気，けが，死亡」，「経済的理由」，「家庭の事情」，「問題行動等」，「その他の理由」
という 8 つのカテゴリで調査が実施されており，2016 年度の調査では，児童生徒が該当する理
由として挙げられた上位 3 項目は，「進路変更」（33.9%），「学校生活・学業不適応」（33.5%），「学
業不振」（8.2%）となっている。ただし，これらの上位 3 項目には「不本意入学」が関連すること
にも留意しておきたい。また，近年の研究動向（青砥 2009; 酒井 2015）としてはこれらの背景
に貧困があるとされ，貧困が経済的，文化的な要因を媒介し，上記の学校不適応に関わる中退の
要因となるとされている （8）。

このように，「不本意入学」は高校中退の一因として議論がなされてきたが，「不本意入学」が
問題化した当時の高校は，前述したように偏差値によって強く序列化されていたこともあって，

「不本意入学」は「底辺校」や「進路多様校」の問題とされてきた。第 2 節で詳しく述べるが，「底
辺校」や「進路多様校」という学業成績が芳しくない学校の問題であるとされてきたことと関わ
って，「不本意入学」と学習意欲が乏しいことが関連付けられて語られてきた面がある。一方で
冒頭に指摘したように学歴社会が機能していないという認識を持つ者も増加している。これを踏
まえれば，偏差値ランク以外の学校選択軸が生じている可能性があり，必ずしも「不本意入学」
が「底辺校」や「進路多様校」だけの問題とはいえず，「不本意入学」の内実が多様化している
可能性がある。

本稿は，これを踏まえてユニバーサル型高校教育における「不本意入学」の実態を明らかにす
ることを目的としている。そこでまず，第 2 節では先行研究のレビューを通してこれまでの「不
本意入学」に関連する研究を整理し課題を提示する。これを踏まえて，第 3 節では研究方法と分
析の観点を定める。第 4 節では，その分析結果から「不本意入学」の実態を検討する。最後に第
5 節では，本稿のまとめと今後の課題を提示する。

先取する形になるが，本稿で取り扱う調査では，平均すると 4 人に 1 人，どの学校においても
1 割以上の生徒が「不本意入学」に該当するという結果となった （9）。このように「不本意入学」
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は一定数存在し，誰にでも起こり得る可能性があることを踏まえると，その多様性についても検
討を要するといえる。言い換えれば，「不本意入学」を学習意欲の欠如や中退のリスクと関連さ
せてイメージを提示してきたことには限界があり，これらにはスティグマを孕む危険性がある。
この意味で「不本意入学」の実態を捉え，その現状を描くという本稿の課題は意義がある。

2．先行研究の観点の整理と課題の設定

本節では「不本意入学」に関連する先行研究を概観することによって，これまでの「不本意入
学」に関連する研究の観点を整理し，課題を設定する。

2.1．「不本意入学」の先行研究
前述したように「不本意入学」は高校中退の問題と関連付けられて着目されてきたため，高校

中退との関連で研究の蓄積がなされてきた。一方で中退以外の文脈での検討は少なく，非進学校
における不本意入学者の学習意欲について検討した門脇（1983）など数件があるのみである。
「不本意入学」と中退との関連が検討される場合においては，学業成績や意欲との関連が前提

とされることが多い。小林（1998）は，学業成績による高校選択といった進路指導によってなさ
れる生徒の進路選択は，生徒の主体的な選択ではないために，入学した高校が自分に合わないと
いう考えに傾きやすいと指摘している。こうした学業成績を用いた輪切り選抜を前提とした考察
では，「進路多様校」や「底辺校」と称されるような偏差値ランク下位に位置する学校に，「不本
意入学」する生徒が多いという考察が提示される。実際に「不本意入学」した生徒の学習意欲に
関する研究として前述の門脇（1983）があるが，この研究での調査対象校は偏差値ランク下位校
である。また，荒川（2001）も学業成績による選抜によって「できない」烙印を押された下位校
の生徒の過度なアスピレーションの冷却と，高校の学習に対する意欲の欠如が長らく問題視され
てきたとしている。他にも，伊藤（2009）が研究の前提として学校階層構造の下位部に位置づけ
られる学校は，学習意欲に乏しい不本意入学者を大量に抱え，授業の不成立，多数の中途退学な
どの問題が生じていることを挙げている。この他にも，中西・三川（1994）は中退者の半数が「不
本意入学」であると回答していること，大谷・清水（1989）は明確な目標を持たずに入学したこ
とが，中退に繋がることを報告している。片山（2008）はパネルデータを用いて分析した結果，「不
本意入学」と中退の関連は強くないとしているが，調査対象者が偏差値ランク下位に位置する学
校であることには留意したい （10）。

中退に至らずとも，学校に積極的な意味を見出せない「不本意通学」に焦点をあてた菊池（1990）
は，「不本意入学」は「不本意通学」と関連があるものの，自動的・不可避的に「不本意通学」
をもたらすものではないとしている。

2.2．本稿の課題の設定
「不本意入学」が学業成績や意欲との関連の中で問題化されてきた結果，学術研究の水準にお

いても「不本意入学」は「底辺校」，「進路多様校」と称されるような偏差値ランク下位に位置す
る学校の問題として検討がなされている。しかしながら，「不本意入学」の問題は特定の学校の
みに存在する現象であろうか。この点について，先行研究が中退との関連を前提とした上で，中
退が多い特定の学校に焦点化し「不本意入学」の像を提示してきたことには課題があると考えら
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れる。
そこで本稿では，第一に高校教育がユニバーサル型にある現在において，「不本意入学」の実

態像を，特定の学校に焦点化せず広く捉えることを課題としたい。またこれらを通して「不本意
入学」を取り巻く「学習に対する意欲の欠如」というイメージがスティグマであるかについて検
討する。

第二の課題は因果関係についての検討である。「不本意入学」に関する研究では，前述の文部
省の調査に象徴されるように，調査対象者を中退者に限定し分析を行い中退者の中に「不本意入
学」が多いことを提示することによって状況を記述している。この分析方法は結果から原因を推
定していることに限界があり，因果関係の検討には課題がある。つまり，「不本意入学」に占め
る中退者の割合が把握できていないため，「不本意入学」が中退に対してどの程度，要因として
機能するのかについては検討できていない （11）。この意味で，菊池（1990）が「不本意入学」と「不
本意通学」を切り分け，その関連性について検討している点は示唆的であるが，分析上の限界も
ある。それは調査が単発の調査で行われていることである。この場合，本意 / 不本意入学の判定
は回想法的に行われるが，この手法においては現状肯定的な回答がなされる可能性があることが
指摘できる。本稿における分析においては，「不本意入学」が学校生活や中退にもたらす影響に
ついて，これらの因果関係の検討には留意しながら議論を進めることを課題としたい。

3．研究方法と分析の観点

以上の問題意識より，本稿では特定の生徒に限らず実施したパネルデータを用いた分析を研究
方法として採用する。パネルデータを用いる理由としては，前述した回想法による限界がない点
や特定の個人内での変化を追うことができ，より正確に因果関係を検討できる点にある。

3.1．データの概要
そこで本稿では，国立教育政策研究所生徒指導・進路指導センターが実施した「高校生の学校

生活調査」のデータを分析対象とする。
この調査のデータを分析対象とする理由は，第一に A 県の公立高校に対して悉皆調査で実施

されている点である。このことは，従来のような一部の高校に焦点化した不本意入学者の姿を記
述するのではなく，「不本意入学」の全体像を記述することに繋がる。当然のことながら，偏差
値ランクも，最上位から最下位まで多様である （12）。具体的な調査対象者は 2011 年度に A 県の公
立高校 65 校に入学した 13024 名である。A 県の 2011 年度の公立高校の中途退学率は 1.5% であり，
同年度の全国平均値である 1.6% とも大きな差はなく，ケース・スタディとして採り上げる価値
が高い調査対象地であると考えられる。第二の理由としては，表 1 に示したように「高校生の学
校生活調査」が高校 3 年間を通して 11 回実施されたパネルデータである点である。このことは
前述したように因果関係の検討において重要な意味を持つ。

その他，「高校生の学校生活調査」の実施の手順としては，A 県の教育委員会の承認の後に，
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導センターから各学校に調査票を郵送し実施し，郵送にて
回収している。各回の有効回答率は 63～99% である （13）。また，各回の調査対象者の個人間のデ
ータの結合は，学校名，クラス，出席番号，性別，課程，学科，氏名のイニシャルを用いて照合
することによって行っている。また，中退者については各学校に問い合わせる形で中退時期を把
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握し，該当対象者のデータと照合している。

表 1　「高校生の学校生活調査」の実施時期・有効回答者数（N）・年度当初の在籍者数

4 月 7 月 11 月 2 月 年度当初の在籍者数
2011 年度 調査① 調査② 調査③ 調査④

13024
（1 年生） （N=12881） （N=9113） （N=11171） （N=11068）
2012 年度 調査⑤ 調査⑥ 調査⑦ 調査⑧

12723
（2 年生） （N=10328） （N=9312） （N=9064） （N=8017）
2013 年度 調査⑨ 調査⑩ 調査⑪

― 12462
（3 年生） （N=8462） （N=8062） （N=8576）

3.2．調査項目
「高校生の学校生活調査」は基本 35 項目に各回に応じた項目を 10 項目程度加える形で，4 件

法を用いて各回の調査項目を設定している。基本 35 項目は「今の気持ちについて」（9 項目），「先
生や友人について」（6 項目），「話し相手について」（7 項目），「最近の気持ちについて」（13 項目）
である。入学時の調査①での追加項目は「中学校時代について」（2 項目），「今の高校に合格した
時の気持ちについて」（3 項目）などであり，各年度の終わりの調査（調査④，調査⑧，調査⑪）
での追加項目は「1 年間を振り返った今の気持ちについて」（5 項目）である。最終回である調査
⑪では，さらに「3 年間を振り返った際の支え（おかげ）について」（8 項目）が追加されている。
なお，本稿で分析に用いる質問項目については以下の表 2 に示した。

表 2　本稿で分析に用いる質問項目

大項目 質問項目
「今の気持ちについて」 「まじめに授業を受けている」
「中学校時代について」 「これまでどれくらい学校を休んだことがありましたか」
「今の高校に合格した時の気持ちについて」 「うれしかった」，「本当に行きたい高校は他にあった」
「1年間を振り返った今の気持ちについて」「今の学校に入学してよかった」

3.3．分析の観点
本稿では「不本意入学」の実態を捉えるために，調査対象者を類型化し，類型間の比較を行う。

先行研究では，入学時の感情（「入学時にうれしかったかどうか」）（門脇　1983），志望度合い（「は
じめから現在の学校・学科を希望していましたか」）（菊池　1990）を用いて本意 / 不本意を分類
している。これらを参考に，前者の観点を好意的 / 非好意的（「（いまの高校に合格した時に）う
れしかった」），後者の観点を本意 / 不本意（「本当に行きたい高校は他にあった」）とし，調査対
象者を以下の図 1 のように 4 類型に分類した。次節では，この 4 類型を本意 / 不本意入学パター
ンとして，中退への影響や学校生活への満足感に及ぼす影響を検討する （14）。
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図１　合格した時の気持ちの４類型（本意 /不本意入学パターン）の分類

3.4．分析の限界
結果の提示に先立って，本稿の分析の限界を 2 点言及したい。1 点目は，前述したように「高

校生の学校生活調査」で設定されている質問項目は限られた項目で実施されているため，調査対
象者の属性変数について，把握できるものが性別や欠席傾向等に限られることである。言い換え
れば，「不本意入学」や中退と関わると予想される学業成績や，それに影響を及ぼすとされてき
た保護者の学歴，家庭の経済状況との関連については評価できない。2 点目は特定の都道府県の
公立高校を対象としている点で調査対象者の背景には一定のバイアスが内包されている点である。
これらの点については，知見を一般化する際に十分に留意することによって乗り越えたい。

4．結果と考察

4.1．「不本意入学」の実態
まずは，全体的な傾向を確認しておく。合格した時の気持ちについては，表 3 に示したように

「好意的本意」に該当する割合がもっとも多く 74.9% となっている。次いで，「好意的不本意」が
20.5%，「非好意的不本意」が 2.4%，「非好意的本意」が 2.2% となっている。約 75% の生徒が行
きたい高校でかつ入学時にうれしいと感じる一方で，ここで重要なのは，約 25% の生徒がなん
らかの「不本意」な気持ちを抱いているという点であろう。

次にこの「不本意」な気持ちを抱く生徒が特定の学校に偏って在籍しているのかを検討するた
めに，図 2（次頁）に各学校の中で本意 / 不本意入学パターンが占める割合を示した。

図 2 によれば，各学校における「好意的本意」の占める割合は 42.4～90.0% という結果になっ
ており，学校ごとに一定の差があることがわかる。ただ，裏を返せば，この結果はどの学校にお
いても 10% 以上は「好意的不本意」，「非好意的本意」，「非好意的不本意」に該当する生徒が在
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籍していることを示している。つまり，どの学校にも 1 割以上は合格時に「うれしくなかった」，「本
当に行きたい高校は他にあった」という「不本意」を感じた生徒が在籍するということである。

以上の結果は，「不本意入学」が 2010 年代の現在において偏差値最上位校を含めてすべての学
校にみられるものであるということを示している。この結果をもとにして考えれば，これまでの
先行研究のように不本意入学者の像を「底辺校」や「進路多様校」という特定の学校のみに着目
し提示することは，特定の学校以外の「不本意入学」の実態を見落とすことになりうるといえる。

表 3　本意 /不本意入学パターンの割合（N=12783）

4.2．不本意入学と中退
次に本意 / 不本意入学パターンと中退との関連を検討するために，表 4 には本意 / 不本意入学

パターン別の中退時期とその割合を示した。
表 4 をみると「好意的本意」の中退の割合の合計が 2.4% なのに対して，「好意的不本意」では

4.6%，「非好意的本意」では 9.0%，「非好意的不本意」では 7.2% となっており，なんらかの「不
本意」を抱える入学パターンでは，中退者の割合が相対的に高くなる傾向がみられた。特にその
傾向は，「非好意的」（合格時にうれしくなかった）場合において，約 3 倍程度，高い割合を示し
ている。一方で，非中退の割合にも着目すると「好意的本意」の割合が 97.6% なのに対して，「好
意的不本意」では 95.4%，「非好意的本意」では 91.0%，「非好意的不本意」では 92.8% となって
おり，「不本意入学」であっても 9 割以上の生徒が中退せずに 3 年間の高校生活を送っている現
状がある。

以上を踏まえると不本意入学者は中退のリスクがやや高い傾向があるものの，先行研究が指摘
してきたほど「不本意入学」が中退に直結するという結果はみられないといってよい。それでは
何が中退の要因となっているのだろうか。ここでは，調査対象者の限られた属性変数の中でも中
学校時代の欠席傾向が中退に及ぼす影響に着目し，「不本意入学」が中退に及ぼす影響との比較
を行う。そこで，「（今の高校に合格した時に）うれしかった」，「本当に行きたい高校は他にあっ
た」という項目と中学校時代の欠席傾向を独立変数とし，中退したかどうかを従属変数としてロ
ジスティック回帰分析を行った結果を表 5 に示した （15）。

表 5 のモデル 2 によれば「（今の高校に合格した時に）うれしかった」と「中学校時代の欠席
傾向」の B の値を比較するとその絶対値の大きさは 0.323 と 1.103 となっており，中学校の欠席
傾向が相対的に強く中退に影響を及ぼしていることが示唆される。また，モデル 1（独立変数が

「（今の高校に合格した時に）うれしかった」のみ）とモデル 2（独立変数が「（今の高校に合格
した時に）うれしかった」と「中学校時代の欠席傾向」）を比較すると，「（今の高校に合格した
時に）うれしかった」の B の値の絶対値が 0.528（モデル 1）から 0.323（モデル 2）に減少して
いることがわかる。つまり，「（今の高校に合格した時に）うれしかった」ことが中退に及ぼす影
響の一部は，「中学校時代の欠席傾向」という潜在変数の影響であったことが示された （16）（17）。

同様にモデル 3（独立変数が「本当に行きたい高校は他にあった」のみ）とモデル 4（独立変
数が「本当に行きたい高校は他にあった」と「中学校時代の欠席傾向」）を比較すると，そもそ
もの B の値が小さいが，「本当に行きたい高校は他にあった」の B の値の絶対値が，0.272（モデ

好意的本意 好意的不本意 非好意的本意 非好意的不本意
74.9% 20.5% 2.2% 2.4%
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図２　各学校の中で本意 /不本意入学パターンが占める割合
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ル 3）から 0.223（モデル 4）に減少している。
以上の結果を踏まえると，次の 3 点が指摘できる。1 点目は，中退に影響を及ぼす「不本意」

は「本当に行きたい高校は他にあった」よりも「（今の高校に合格した時に）うれしかった」か
どうかであること，2 点目は「不本意入学」が中退に及ぼす影響は小さく，むしろ中退の原因と
しては「中学校時代の欠席傾向」が大きな要因となること，3 点目は，「不本意入学」が中退に
及ぼす影響の一部は，「中学校時代の欠席傾向」という潜在要因の影響であったことである。特
に 3 点目は，これまで中退の大きな要因として「不本意入学」を捉えてきた先行研究に対して意
味がある。つまり，「不本意入学」が中退に及ぼす影響は他の潜在要因によって説明されうる可
能性が指摘でき，言い換えれば，これまでの研究では「不本意入学」と中退の関連を過大評価し
てきたといえる。

4.3．「不本意入学」と高校生活
前項では，「不本意入学」が中退に及ぼす影響が限定的であることが明らかとなった。それでは，

「不本意入学」は何に影響を及ぼすのか。本項では，「不本意入学」が学習態度と高校生活満足度
に及ぼす影響を検討する。そこでまず，図 3 には本意 / 不本意入学パターン別の「まじめに授業
を受けている」割合の推移を示した。

表４　本意 /不本意入学パターン別の中退時期とその割合

　 高 1 中退 高 2 中退 高 3 中退 非中退
好意的本意（N=9580） 1.1% 0.9% 0.4% 97.6%

好意的不本意（N=2619） 2.4% 1.7% 0.4% 95.4%
非好意的本意（N=277） 5.4% 2.9% 0.7% 91.0%

非好意的不本意（N=307） 3.6% 2.6% 1.0% 92.8%

表５　「不本意入学」と「中学校時代の欠席傾向」が中退に及ぼす影響（ロジスティック回帰分析）

モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4

B 標準
誤差

Exp
（B） B 標準

誤差
Exp
（B） B 標準

誤差
Exp
（B） B 標準

誤差
Exp
（B）

切片 -1.527*** 0.232 -2.823*** 0.266 -3.957*** 0.112 -4.433*** 0.122

「（今の高校に合格した
時に）うれしかった」 -0.528*** 0.065 0.590 -0.323*** 0.072 0.724

「本当に行きたい高校
は他にあった」  0.272*** 0.048 1.313  0.223*** 0.050 1.250

中学校時代の欠席傾向  1.103*** 0.047 3.012  1.118*** 0.046 3.059

基準カテゴリ 非中退
尤度比 χ2 値 55.416 504.879 29.948 492.243

モデルの有意確率 0.000 0.000 0.000 0.000

Cox & Snell の
疑似 R2 値 0.004 0.039 0.002 0.038

N 12864 12802 12788 12728

***:p <.01
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図 3 によると「非好意的本意」，「非好意的不本意」という「（今の高校に合格した時に）うれ
しかった」に該当しないパターンが「好意的本意」，「好意的不本意」という「（今の高校に合格
した時に）うれしかった」に該当するパターンと比較して，相対的に「まじめに授業を受けてい
る」に該当する割合が小さいことが分かる。一方でなんらかの「不本意」を抱える生徒であって
も入学直後の 4 月の段階では 8 割以上が「まじめに授業を受けている」と回答しており，加えて
どの群においても全体を通して常に約 7 割が「まじめに授業を受けている」と回答しているとい
う結果が示された （18）。これらの結果から，「不本意入学」だからといって学習態度が極端に悪い
とはいえず，「不本意入学」であっても多くの生徒がまじめに授業を受けている現状があること
が明らかとなった。

図 3　本意 /不本意入学パターン別の「まじめに授業を受けている」割合の推移

次に表 6 には，本意 / 不本意入学パターン別の「今の学校に入学して良かった」に該当する割
合を示した。

表 6　本意 /不本意入学パターン別の「今の学校に入学して良かった」に該当する割合

表 6 によれば，「今の学校に入学して良かった」に該当する割合はどの時期においても「好意
的本意」，「好意的不本意」，「非好意的本意」，「非好意的不本意」の順という結果となった。本意
/ 不本意入学パターン別の経年変化をみていくと，「好意的本意」において「今の学校に入学し
て良かった」に該当する割合が微増傾向であるのに対して，「好意的不本意」，「非好意的本意」，「非

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

4月 7月 11月 2月 4月 7月 11月 2月 4月 7月 11月

好意的本意

好意的不本意

非好意的本意

非好意的不本意

高 1 学年末 高 2 学年末 高 3 学年末
好意的本意 80.8% 81.0% 83.1%

好意的不本意 62.2% 65.1% 70.8%
非好意的本意 58.3% 56.8% 69.4%

非好意的不本意 37.0% 47.8% 57.5%
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好意的不本意」は相対的に大きな増加傾向がみられた。高 1 学年末から高 3 学年末にかけての増
加分の割合は，「非好意的不本意」（37.0% → 57.5%）で最も大きく，次いで「非好意的本意」

（58.3% → 69.4%），「好意的不本意」（62.2% → 70.8%）となった。
以上を踏まえると，本意入学においては入学当初から「今の学校に入学して良かった」と感じ

る割合が高いが，「不本意入学」であっても高校生活を通して「今の学校に入学して良かった」
と感じる割合が大きくなるといえる。

そこで，これらの変化が個人内でどのように推移するのかを検討するために，表 7 には本意 /
不本意入学パターン別の「今の学校に入学して良かった」に該当する割合の個人内変化を示した。
表 7 では，100 の位が高 1，10 の位が高 2，1 の位が高 3 の時の該当（=2）/ 非該当（=1）を示し
ている。例えば，「212」は「高 1・該当→高 2・非該当→高 3・該当」という推移を示している。

表 7　本意 /不本意入学パターン別の「今の学校に入学して良かった」に該当する割合（個人内変化）

表 7 によれば，どの本意 / 不本意入学パターンにおいても「222」，次いで「111」に該当する
割合が大きいという結果となった。次に着目したいのは「212」，「211」である。表 6 で確認した
ように高 1 の学年末で「今の学校に入学して良かった」に該当する割合が最も高い本意 / 不本意
入学パターンは「好意的本意」であったため，高 1 の学年末で「今の学校に入学して良かった」
に該当する「212」や「211」といった個人内変化は「好意的本意」で大きく該当しそうではある
が，実際は「212」に該当する割合が「非好意的本意」（12.6%），「好意的不本意」（6.1%），「非好意
的不本意」（5.4%），「好意的本意」（4.8%）という結果になった。このように何らかの「不本意」を
抱える入学パターンにおいては，「今の学校に入学して良かった」という気持ちが変化しやすい
ことが明らかになった。

この傾向は，本意 / 不本意入学パターン別に高 1 の学年末で「今の学校に入学して良かった」
に該当すると回答した生徒が「222」と答える割合にも表れており，表 6 と表 7 から算出すると「好
意 的 本 意 」（87.7%=70.9/80.8），「 好 意 的 不 本 意 」（79.3%=49.3/62.2），「 非 好 意 的 本 意 」

（72.9%=42.5/58.3），「非好意的不本意」（72.7% ＝ 26.9/37.0）となった。つまり何らかの「不本意」
を抱える場合，特に「非好意的」（合格時にうれしくなかった）場合において，「今の学校に入学
して良かった」という気持ちが本意入学よりも相対的に変化しやすくアンビバレントな状態にあ
るといえる。

5．まとめと今後の課題

本稿は，パネル調査のデータを用いて日本のユニバーサル型高校教育における「不本意入学」の
実態について提示した。これらの結果から大きく分けて次の 4 点の結果が得られた。1 点目は，「不

111 112 121 122 211 212 221 222

好意的本意 6.3% 3.7% 1.4% 5.8% 3.2% 4.8% 3.9% 70.9%
好意的不本意 14.2% 8.7% 2.3% 9.7% 5.1% 6.1% 4.6% 49.3%
非好意的本意 18.4% 9.2% 0.0% 10.3% 5.7% 12.6% 1.1% 42.5%

非好意的不本意 24.7% 15.1% 5.4% 15.1% 3.2% 5.4% 4.3% 26.9%
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本意入学」に該当する生徒は，平均して 4 人に 1 人，どの学校にも少なくとも 1 割は存在すること
である。2 点目は「不本意入学」の内実をみていくと「行きたい高校が他にあった」ことよりも「（今
の高校に合格した時に）うれしくなかった」ことの方が学習意欲や中退に影響を及ぼすことである。
ただし，「不本意入学」と中退の関連は，従来指摘されてきたものよりもかなり限定的であり，図
4 のように必ずしも「不本意入学」が中退の原因として機能しているとはいえないことも示唆され
た。3 点目は，実際に「不本意入学」であっても 9 割以上が高校を卒業し，7 割以上はまじめに授
業を受けており，「不本意入学」だからといって学習意欲が低いとはいえないことである。

図 4　「不本意入学」と中退の関係

以上の結果より，「「底辺校」，「進路多様校」といった学校に多く在籍する学習意欲が低く中退
のリスクを抱えた不本意入学者」という従来の見方は「スティグマ」を孕む可能性があるといえ
る。言い換えれば，我々は現代における「不本意入学」が多様であることを認識する必要がある。

さて，従来の「不本意入学」の見方が現在の高校教育現場における「不本意入学」に適合しな
くなった背景にはどのような変化があるのだろうか。その背景には，冒頭で指摘した学歴社会が
機能していないと捉える人々が一定数存在することが関連していると考えられる。本稿が冒頭で
指摘したように従来の「不本意入学」に対するイメージには，中退や学習に対する意欲の欠如と
いうイメージが伴っていたが，これらのイメージの根底には学業成績による入試制度があると考
えられる。そもそも高校教育がエリート・マス型であった時代には，学業成績による高校入試は
一部の優秀で学習意欲の高い者を選抜するものとして機能していたため，入学できなかった者や
中退に関してはその原因を個人の努力不足に帰結させることが可能であった。しかし，ユニバー
サル型への転換に伴い，これまで学業成績が芳しくなく高校に進学しなかった生徒が進学するよ
うになり，生徒の多様化が進み高校中退や「不本意入学」の問題が顕在化するようになった。こ
れを受けて 1990 年以降，高等学校の制度改革が進んだ結果，一部で特色ある高校入試がみられ
るようになったものの，ユニバーサル型になった現在でも学業成績による高校入試の大枠は維持
されている。この一連の流れから「不本意入学」や中退の問題は，かつて高校に就学しなかった，
つまり学業成績が芳しくない生徒の問題だと捉えられてきたが，本稿が描いた 2010 年代の「不
本意入学」はすべての学校に 1 割以上存在し，不本意入学者であっても 7 割以上がまじめに授業
を受けているというものであった。

これらから考えられるのは，偏差値上位校の方が「良い学校」であるという認識が，かつてほ
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ど強固ではなく，これに代わる選択軸が生じ，その比重が増している可能性である。言い換えれ
ば，学歴社会を念頭においた偏差値ランクによる高校選択以外にも高校選択軸が存在し，それぞ
れの軸において「不本意入学」が存在していることが考えられる。本稿が提示した，偏差値上位
校であっても「不本意入学」が存在するという事実は，逆説的にこの考察を支持するものでもあ
ろう。

いずれにせよ，高校教育がユニバーサル型の段階においては希望者全員入学という方法以外で
は，すべての人が希望する高校に入学できないために，構造的に「不本意入学」が生じる。この
ため高校教育現場においては不本意入学者に対応せざるを得ず，進学した高校に在籍することを
肯定的に捉えなおすキャリアカウンセリング等のサポートの充実が求められる。そのためにはま
ず，本稿が指摘してきたように「不本意入学」への認識の転換が迫られているといえる。

最後に本稿のインプリケーションを高める意味でも，以上の考察より生じる今後の課題を 2 点
指摘しておきたい。1 点目は，高校選択における選択軸の多様化の検討である。具体的には，中
学時代の地元の友達との友人関係を継続できるか，部活の充実度や制服のおしゃれ度などの高校
生活に関わる選択軸の存在が予想される。また，近年深刻さを増している貧困の問題を踏まえれ
ば，就学に関わる費用負担（高校が通学費のかからない家から近い地域にあるかなど）という選
択軸も考えられる。これらが，現在の高校生にとって学業成績による選択軸と比較してどの程度，
高校選択の際に重視される軸なのかについて検討が求められる。

2 点目は，高校選択軸の多様化に伴い，どのような不本意性が高校教育におけるリスクと関連
するのかということについて詳細な検討が求められる。具体的には，これまでの研究が偏差値下
位校における「不本意入学」の実態とリスクを提示してきたといえるが，選択軸の多様化が進ん
でいるとすれば，偏差値上位校における「不本意入学」の実態とリスクについても検討がなされ
る必要があるだろう。

〈付記〉
本稿は，国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターのプロジェクト研究『質問紙調

査結果に見る我が国児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究』高校生追跡調査分析チームにお
ける研究活動の一環として，特別にデータの貸与を受け，執筆されたものである。

〈注〉
（1） 原（2010）によれば，「ISSP 国際比較調査（社会的不平等）」の調査対象者は全国の 16 歳

以上の国民 1800 名である。ここでは，日本は「学歴がものをいう社会だ」に対して「そう
思う」，「どちらかといえば，そう思う」を合わせた割合を示している。

（2） 岡本・坂口（2015）によれば，「高校生のコミュニティとの関わり合いに関する調査」（調査
対象者：進学校に在籍する高校生 6 校 1633 名）では，現在の日本の社会について「学歴が
ものをいう社会だ」という問いに対して，「あまりそう思わない」，「そう思わない」を合わ
せると 13.0% という結果となっている。

（3） 中西（2011）は上位校，中位校，専門校のそれぞれで生徒の中 3 時の成績の自己評価の平
均値を提示しいるが，上位校が最も平均値が高く，次いで中位校，専門校となっている。

（4） 地方圏に位置する県においては，公立高校の最高志願倍率は 1 倍に近づく。例えば，和歌
山県の 2017 年度高校入試倍率は最高で 1.23 倍である。この背景には，地方圏においては
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併願先となる私立高校が少なく，受験失敗のリスクが大きくなるため，受験校の調整が強
く行われている状況があると推察される。

（5） 「高等学校中途退学者進路状況等調査」は，文部省が 1991 年に 1989 年度の公立高校の中途退
学者について抽出でアンケート調査（N=1860）と面接調査（N=156）を実施した調査である。

（6） 単位の取得に関わる欠課時数については各学校の定めるところとなっており，法的な基準は
ないが，一般的には授業時数の 3 分の 2 以上の出席を単位の取得の最低条件とする場合が多い。

（7） 保坂ほか（2016）は中退を，他の学校には行かずに働くなど学校から離れる場合のみとす
る「狭義の中退」と入学した学校から他の学校に転学する場合を含めた「広義の中退」に
分け，「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では「狭義の中
退」のみがカウントされていることを指摘している。

（8） これを検討する上で，アメリカの中等教育の構造変化について検討したトロウ（1980）に
ついては触れたい。トロウは，教育内部の発展に影響する諸力は，実は教育の外部にある
として，職業構造や進学需要の変化といった社会の動向がその構造変化の一要因となるこ
とを指摘している。この点は，前述の中澤の議論においても指摘されており，教育システ
ムに変化には，経済や政治といった教育「外」の社会システムは無視できないとされている。
本稿の議論にこれらに照らせば，学歴社会への意識の変化や貧困は，教育の外部の要因と
捉えることができる。

（9） ここでは合格した時の気持ちについて「本当に行きたい高校は他にあった」という設問に
対して「あてはまる」，「まああてはまる」または「うれしかった」という質問に対して「あ
てはまらない」，「あまりあてはまらない」と回答した者を「不本意入学」として扱っている。

（10） 片山（2008）は，フリーター容認意識が中退に及ぼす影響を検討することが主題であった
ため，「不本意入学」の変数への言及は多くない。また，この主題とかかわって，「進路多
様校」の生徒はフリーターを進路として想定しやすいことを挙げ，偏差値下位校に在籍す
る生徒を調査対象としている。

（11） 片山（2008）はパネルデータにより分析を行っている点で評価できるが，偏差値下位校に
在籍する生徒を調査対象者としている点で限界がある。

（12） A 県には 15 校の私立高校があるが，偏差値ランク最上位校は本調査対象に含まれる公立高
校である。

（13） 項目にもよるが中退者や欠席者，無回答者を除いたうえで，調査①～⑪のすべてに回答し
ている回答者の割合は全体の約 25% であった。

（14） 各類型の対象者数は「好意的本意（N=9580）」，「好意的不本意（N=2619）」，「非好意的本
意（N=277）」，「非好意的不本意（N=307）」であった。また，「（合格した時に）うれしか
った」と「本当に行きたい高校は他にあった」の相関係数は -0.302 （N=12783，p=.000）で
あった。

（15） 独立変数の「（今の高校に合格した時に）うれしかった」，「本当に行きたい高校は他にあっ
た」については「あてはまる：4 － 1：あてはまらない」，欠席傾向については中学校 3 年生
の時の欠席日数について「4 日未満：0，5～14 日：1，15～29 日：2，30 日以上：3」，従属
変数の中退については「中退：1，非中退：0」として分析を行った。

（16） 表 8 には，中学校時代の欠席傾向を層に本意 / 不本意入学パターンを行に，中退時期を列
に 3 重クロス集計の結果を示した。表 8 によれば，欠席傾向を統制すると本意 / 不本意入
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（16） 表 8 には，中学校時代の欠席傾向を層に本意 / 不本意入学パターンを行に，中退時期を列
に 3 重クロス集計の結果を示した。表 8 によれば，欠席傾向を統制すると本意 / 不本意入
学パターンの中退への影響が相対的に小さくなることが示された。具体的にそのリスク比
は欠席傾向を統制するとおよそ「好意的本意：その他不本意＝ 1：2」となっており，欠席
傾向を統制する前の「好意的本意：その他不本意＝ 1：3」より小さくなっている。同一の
本意 / 不本意入学パターン間における欠席傾向が中退に及ぼす影響を比較すると，およそ「4

日以下：5 日以上＝ 1：10」となっている。この結果より，本意 / 不本意入学パターンより
も欠席傾向の方が中退の要因となると考えられる。

表 8　欠席傾向×本意 /不本意入学パターン（入学時の気持ちの 4類型）×中退傾向

（17） 表 9 には中学校 3 年時の欠席傾向と本意 / 不本意入学パターンのクロス集計表を示した。
50 日以上を除いて欠席傾向があるほど不本意の割合が増えるといった傾向がみられた。

表 9　中 3時の欠席傾向×本意 /不本意入学パターン

好意的本意 好意的不本意 非好意的本意 非好意的不本意
0～4 日（N=10892） 76.4% 19.8% 1.7% 2.1%
5～14 日（N=1333） 68.8% 24.5% 3.4% 3.4%
15～29 日（N=220） 61.4% 26.8% 5.9% 5.9%
30～49 日（N=109） 57.8% 28.4% 8.3% 5.5%
50 日以上（N=169） 65.7% 17.8% 10.1% 6.5%

（18） 「非好意的本意」，「非好意的不本意」について高校 1 年の 2 月から高校 2 年の 4 月にかけて，
「まじめに授業を受けている」に該当する割合が大きくなっている。これについて，「好意
的本意」と比較して「非好意的本意」，「非好意的不本意」では中退者の割合が大きいため，
中退者が回答をやめたことによる影響が考えられる。これらの影響の度合いを検討するた
めに，仮に中退者が回答を続けた場合の割合を検討した。方法としては，インピュテーシ
ョン（回答しなかった者が回答する場合，最も回答する可能性のある回答を計算によって
代入する手法）を用いる。ここでは「まじめに授業を受けている」の項目について調査 N

高 1 中退 高 2 中退 高 3 中退 非中退

4 日以下

好意的本意（N=8318） 0.5% 0.5% 0.3% 98.7%
好意的不本意（N=2156） 1.2% 1.1% 0.3% 97.4%
非好意的本意（N=189） 1.1% 0.5% 1.1% 97.4%

非好意的不本意（N=229） 1.3% 1.7% 0.9% 96.1%

5 日以上

好意的本意（N=1226） 5.5% 3.3% 1.4% 89.8%
好意的不本意（N=446） 8.3% 4.7% 0.9% 86.1%
非好意的本意（N=84） 15.5% 7.1% 0.0% 77.4%

非好意的不本意（N=75） 10.7% 5.3% 1.3% 82.7%
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± 3% 程度に収まることが確認された。このため，中退者が回答をやめたことによる影響
を加味しても，本稿で提示した結果には大きな変化はないと考えられる。
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【研究ノート】

Abstract
Twenty-four countries and regions, mainly the OECD member countries, participated in the 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) in 2011. In addi-
tion, an additional survey (the second round) was conducted in nine countries that newly partici-
pated in 2014. Even with the additional results, proficiency in literacy and numeracy in Japan 
were the highest among the survey’s participating countries.

In Japan “Learning everywhere at every opportunity” is positioned as a philosophy of lifelong 
learning, while among the background questions of the PIAAC, “participation in adult education 
and training” and “use of skills at work and in everyday life” are stages corresponding to this. It 
appears that the findings obtained there are useful for studying lifelong learning in Japan. There-
fore, in this paper, we examined the situation of the participating countries for the proficiency 
level and the relationship between these two stages as indicated by the PIAAC data, and attempt-
ed to find the characteristics of Japan, among others.

As a result, a correlation was revealed between the degree of adult proficiency and participation 
in education or training and skill use, among countries with particularly high proficiency levels. 
However, from the viewpoint of the participating countries as a whole, the correlation was low 
this time as seen from an analysis using the PIAAC data.

In Japan, there is a high level of proficiency, but a low level in terms of the entire skill set. 
However, focusing on the breakdown, it is particularly evident that there is proactive reading of 
newspapers and letters in the use of reading skills, and writing of letters in the use of writing 
skills. This is considered to be one of the areas where research should be advanced in relation to 
the fact that the Japanese proficiency level is high as a whole. 

＊ 国立教育政策研究所　総括研究官

キー・スキルと生涯学習活動との関係
～ PIAACの調査結果をもとに

Relationship between Key Skills and Lifelong Learning Activities - Based on the PIAAC 
Survey Results

手塚　健郎＊

TEZUKA Takero
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OECD 加盟国を中心に 24 の国と地域が参加して 2011 年に実施された国際成人力調査 (PIAAC)
では、回答者に対して読解力などの習熟度についての直接テストを行うとともに、背景調査にお
いて回答者の基本属性、学歴、教育・訓練や就業状況、スキルの使用、社会的アウトカムなど幅
広い情報を収集して、結果が公表されている 1)。

この中で、日本の読解力、数的思考力の全年齢平均の習熟度は調査参加国中最も高い数値とな
り、2014 年に同内容と条件下のもと新たに参加した 9 か国において行われた追加調査（第 2 ラ
ウンド）の結果を加えても、日本の位置に変わりはなかった。

PIAAC の報告書「OECD 成人スキル白書」の中で、測定された個人の読解力などの習熟度は、
参加した教育の量と質及びその時期、職歴、定期的な読書や ICT の使用といったスキルの使用、
生物学的成熟と加齢による認知機能の発達と低下の効果など、様々な要因が積み重なって生じる
アウトカムである 2) としている。また同書ではこれまでの先行研究から、習熟度と年齢との間に
逆 U 字型の関連があり、その水準は 30 歳前後でピークに達した後に徐々に低下していくこと 3)、
この習熟度の差は、年齢に伴う認知機能の発達や低下を反映している可能性があるが 4)、教育・
訓練に参加することで向上し 5)、個人の態度と使用習慣によって生涯にわたって開発・維持され
ることもあれば、喪失することもあることが示唆されている 6) と記されている。

日本では「生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習する 7)」ことが生涯
学習の理念に位置づけられているが、PIAAC の背景質問のうち、「成人教育・訓練への参加」並
びに「仕事や日常生活でのスキルの使用」の領域はこれに相当するステージと想起される。そこ
で得られた知見は、日本の生涯学習の課題を研究していく上でも有用なものと考えた。そこで本
稿では、PIAAC のデータで示される、習熟度とこれら 2 つのステージの関係性について、参加
各国の状況を概観して考察するとともに、とりわけ日本の特徴を見いだす試みを行った。

なお本分析では、習熟度については「読解力」について主に取り上げ、PIAAC で調査したス
キルの中には「作業の裁量スキル」、「仕事を通じた学習スキル」など、仕事だけで活用する「汎
用的スキル」も含まれていることから、成人教育・訓練に参加した人の母数は「仕事に関連する
動機で参加した人」に限定して比較分析を行った。また、データは OECD 事務局が運営する
PIAAC のホームページで公開されている“International Data Explorer” (IDE)8) を用いたが、キプ
ロスとジャカルタ ( インドネシア ) に関するデータは公開されていないため、本稿でも両国を除
いた 31 か国 9) を母数とした。

1　読解力習熟度の分布

①　各国の全年齢平均及び若年・高齢層の得点分布
日本の読解力習熟度は全年齢層の平均では OECD 平均よりも 28.6 点高く、各年齢層でもおお

むね参加国中最も高い位置を維持している。この平均得点について 25-34 歳と 55 歳以上の年齢
層とで比較してみると、韓国やシンガポールのように若年層では日本に近い水準にありながら高
齢層では大きく下がっている国がある一方で、ロシアのように差がほとんどない国もある ( 表 1)。

このような参加国との比較を便宜的に行うため、本稿では表 1 に掲げられている調査参加国を
以下のとおりグルーピングし、以下の比較で適宜活用して分析を進めていくこととする。

・日本以外の全年齢層の平均得点が高い上位 6 か国（フィンランド、オランダ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア、スウェーデン、ノルウェー ）－「上位 6 か国」
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・平均得点の低かった 6 か国（チリ、トルコ、イタリア、スペイン、ギリシャ、イスラエル）
－「下位 6 か国」
・アングロサクソン諸国（オーストラリア、ニュージーランド ( 上位 6 か国と重複 )、アメリカ、

イギリス、カナダ、並びに本稿ではアイルランドを含む）
・旧東側諸国（ロシア、チェコ、スロバキア、エストニア、リトアニア、スロベニア、ポーラン

ド）

表 1　読解力習熟度の全年齢平均・得点幅、及び 25-34 歳と 55 以上の階層差

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上から全年齢平均の高い国の順
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②　若年層と高齢者層の得点分布の比較
習熟度の得点について全年齢や年齢層別の平均得点とは別に、回答者の上位 25％と 75％に位

置する得点の差（得点分布幅）をみると、上位 6 か国、下位 6 か国共に OECD 平均を上回って
いるのに対し、日本は全年齢平均では 51.4 点と OECD 平均より 10 点以上小さく、スロバキアに
次いで 2 番目に狭い範囲となっている。しかし、この得点幅を 25-34 歳と 55 歳以上の年齢層と
で比較してみると、その差は OECD 平均で 2.0、上位 6 か国、下位 6 か国もそれぞれ 2.3、3.5 と
いずれも OECD 平均に近い数値になっているのに対し、日本は 12.1 と、シンガポールの 25.2 に
次いで参加国中 2 番目に差が開いている国となっている。

この得点幅について 10 年齢層ごとに日本と OECD 平均とを比較すると、OECD 平均では
25-34 歳までについた差がその後ほとんど変化しないのに対し、日本は 55 歳以上で特に差が大き
くなる状況にあり、これが他国より大きな変動幅となって現れたと思われる。

表 2　各年齢層の上位 25％と 75％に位置する成人の得点差の推移

25-34 歳と 55 歳以上の年齢層について、それぞれの上位 25% と 75％の間の得点差を縦軸に、
それぞれの平均得点 ( 上位 50％に位置する得点 ) の差を横軸にとって、各国の位置関係を示す
散分図に表すと、両年齢層における平均得点の差が大きいほど、両年齢層の上位 25％と 75％の
得点幅の差も大きくなる傾向にあることが示されている。

全年齢平均の水準では各国のほぼトップに位置していた日本だが、この年齢層間の比較ではい
ずれも OECD 平均値を上回る差があり、変動幅が小さいアングロサクソンや旧東側諸国などが点
在する中心部から離れたところに、トルコ、韓国などとともに位置する構図となっている ( 図 1)。
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図 1　読解力習熟度 25-34 歳と 55 歳以上の平均得点の差と上位 25,75％の得点幅の差

2　成人教育・訓練への参加

PIAAC の背景調査では、過去 1 年間の学校教育や通信教育、OJT 研修やセミナー・ワークシ
ョップ等への参加の有無などの質問を行っている。これらの回答データから抽出された「過去
12 か月に成人向けの教育・訓練としての Formal/Non-formal 教育を受講した人」の導出変数を用
いて、各国別に教育・訓練に参加した人の割合を IDE から求めることができる。この中で更に「仕
事に関係した理由で参加した人」に限定 10) した日本はじめ各国の参加率を図 2 に示した 11)。

図 2　過去 12か月間に「仕事に関係した理由」で成人教育・訓練に参加した割合

各国のグループ別でみると、フィンランドなどの上位 6 か国の参加率の平均が 54％で最も高く、
次いで習熟度の水準が必ずしも高くないアメリカ、イギリスも含むアングロサクソン諸国が 50

％近くの参加率と、いずれも OECD 平均を大きく上回っている。これに対し、旧東側諸国や下
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位 6 か国は国によってばらつきがあるが、いずれも OECD 平均並みかそれ以下の水準にある。
日本は韓国とともに OECD 平均より低い水準にあるが、シンガポールは欧米並みの水準の参加
率となっている。

これとは別に、これらグループの年齢層別の推移を図 3 で示した。上位 6 か国やアングロサク
ソン諸国は全年齢層を通して OECD 平均を上回る数値で推移し、旧東側諸国や下位 6 か国はい
ずれの年齢層も OECD 平均を下回る水準にとどまっている。各国ともおおむね 25-34 歳をピーク
に年齢層が高くなるにつれ数値は低くなる傾向にあるが、日本は OECD 平均を上回る水準には
ないものの、45-54 歳までの低下の度合いは他国に比べ小さい。これに対して、シンガポールは
若年層で上位 6 か国以上の参加率となっているが、それ以降の年代での参加率の低下が著しく、
韓国も同じような推移となっている。

図 3　10 年齢層ごとの年代別参加率の推移

3　日常生活や仕事でのスキルの使用

PIAAC の背景調査で使用量を調べたスキルは大別して、職場や日常生活において使用する「情
報の処理・活用に関するスキル」(information-processing skills）と、職場で使用する「汎用的ス
キル」(generic skills）の 2 領域で、前者は「読解」、「筆記」など 5 種類、後者は「作業の裁量ス
キル」、「作業を通じた学習スキル」など 7 種類のスキルとなっている 12)。そして、その使用頻
度は、「まったくない」、「月に 1 回未満」、「月に 1 回以上、週に 1 回未満」、「少なくとも週に 1

回以上。ただし、毎日ではない。」、「毎日」の 5 段階の中から自己申告によって回答を得ている。
関係する設問項目のデータを集約し、PIAAC の IDE からは、項目反応理論を用いた推計と平

均値 2 標準偏差 1 の分布に従うよう変換した導出変数によって数値化された使用頻度の数値を得

日本

(%)
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ることができる。しかし、スキルの種類によっては欠損値で表示される国が少なくないことと、
各項目個別の分析を加えることができないことから、本稿では、スキルの使用を生涯学習の活動
として位置づけ、「まったくない」から「毎日」までの 5 段階ごとの回答者の割合に対し、それ
ぞれ 0、1、3、10、30 の係数 13) を乗じて合算した独自の数値を算出し、「その国において成人が
当該スキルを使用した量」（以下、「スキルの使用量」）と定義し、これに基づいて日本と各参加国
との比較を行った。

①　読解スキル、筆記スキルの使用量
情報の処理・活用に関するスキルのうち、読解力習熟度と関連の深い「読解」と「筆記」のス

キルについて、「仕事」と「日常生活」での使用量の合計を計上した 14)（図 4）。読解力習熟度の
水準が高い上位 6 か国はスキルの使用量も多いが、アングロサクソン諸国ではそれを上回る水準
となっている。一方、習熟度の水準の低い下位 6 か国では使用量も少なく、図中でのグルーピン
グでは最も小さい値となっている。また、旧東側諸国は中程度の習熟度水準にありながら、使用
量は下位 6 か国に近い量にとどまっている。最も高い習熟度の日本も、スキルの使用量では上位
6 か国より低く、OECD 平均並みとなっている。

②　汎用的スキルの使用量
汎用的スキルについては 7 種のスキルのうち、「器用さ」、「身体的スキル」を除く 5 種（「作業

の裁量スキル (Task direction)」、「仕事を通じた学習スキル (Learning at work)」、「影響を与える
スキル (Influencing skills)」、「協働スキル (Co-operative skills)」、「計画スキル (Organizing skills)」
のスキルについて、①と同様に使用量を独自に算出して合算し 15)、図に表した。（図 5）

図 4　読解・筆記スキルの使用量 図 5　汎用的スキルの使用量

汎用的スキルでも上位 6 か国、アングロサクソン諸国における使用量は多い。下位 6 か国、旧
東側諸国は少ないものの、読解・筆記スキルよりは OECD 平均との差は小さくなっている一方、
日本は OECD 平均だけでなく、これら後者の国々をも下回る水準になっている。また、シンガ
ポール、韓国も OECD 平均を下回り、韓国は参加国中、最も低い数値となっている。

また、汎用的スキルを構成する 5 種類のスキル別にみると、アングロサクソン諸国と上位 6 か

注）読解・筆記スキルと汎用的スキルの設問数や質問内容は異なるため、双方の数値は同等ではない。
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国との間には大きな差異はみられないが、日本はアングロサクソン諸国との比較で Task direction 
スキルだけは 142% の使用量があるが、他のスキルは Co-operative skills を除き、6 割から 7 割程
度の使用量にとどまっている。

③　年齢層別にみたスキル使用量
読解・筆記スキルの使用量を年齢層別に展開すると、おおむね全年齢平均と同様の順位が維持

され、読解力習熟度と同じように 25-34 歳をピークに年齢が上がるにつれて使用量が下がってい
く構図となっているが、シンガポールと韓国は他の国々の以上の下がり方となっており、これら
のパターンは、成人教育・訓練の年齢層別参加率（図 3）に類似している。この中にあって日本
は他の国々と異なり、45-54 の年齢層まで増加して、OECD 平均を上回る分布となっており、こ
れも成人教育・訓練の参加率と同じ構図になっている。（図 6）

また、汎用的スキルの活動量も読解・筆記スキルと同じような構成になっているが、シンガポ
ールと韓国の加齢に伴う低下はそれほど顕著ではない。また、ここでもの日本の活動量は同様に
44-54 歳にかけて増加する分布となっており、特に Task Direction の活動量の増加は顕著なものと
なっている。

図 6　年齢層別の読解・筆記スキルの使用量　

4　「習熟度」、「成人教育・訓練への参加」、「スキルの使用量」の関係

①　「成人教育・訓練への参加」と「スキル使用量の関係」
成人教育・訓練に参加したことで得られた学習成果を、仕事や日常生活でスキルを使用する形

で活用するスキームに基づき、成人教育・訓練を仕事の関係で参加した割合を説明変数に、本稿
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で用いてきた読解・筆記スキルの使用量を目的変数とする単回帰分析を加えたところ、両者の間
に高い相関 (r2 ＝ 0.76) が示された。

図 7 の散布図でも、教育・訓練の機会に参加した割合の高い国は、スキルの使用量も高い水準
に位置しているが、本稿でグルーピングした国々が、それぞれ一定領域内に分布していることも
示されている。中でも、北欧を中心とした習熟度の高い上位 6 か国より、スキルの使用量の多い
国々として、アングロサクソン諸国が分布している ( 図 7)。同様のことは汎用的スキルの使用
量との関係でもみられ、r2 ＝ 0.51 の相関性と分布域がやや緩やかになるが、それぞれのグループ
の分布域は同様な傾向となっている。

Peter A. Hall らは、就業者のスキルを「企業特殊的スキル」、「産業特殊的スキル」、「一般的ス
キル」の 3 つに分類した場合に、大陸系の国々では産業特殊的スキル、日本では企業特殊的スキ
ルが重視されているのに対し、アメリカなどアングロサクソン諸国は一般的スキルが支配的で、
失業保護・雇用保護が他の国々より低いとする分類を著している 16)。PIAAC で調査した読解・
筆記スキルを仕事や日常生活での一般的スキルと捉えると、この図の中でこれらの位置関係が整
合する。

図 7　仕事に関する動機で成人教育・訓練に参加した割合と読解・筆記スキルの使用量

②　「習熟度」と「成人教育・訓練への参加」、「スキルの使用量」との関係
これに対して、読解力習熟度の水準と成人教育・訓練への参加率との関係は r2 ＝ 0.23 にとど

まり、成人教育・訓練に参加したこととの相関性は、習熟度よりもスキルの使用の方が高い結果
となった。

ただし、この係数は日本とチリを除くと 0.41 まで値が上昇する。日本は習熟度が高いにもか

成人教育・訓練に参加した割合

155

キー・スキルと生涯学習活動との関係～ PIAAC の調査結果をもとに

p147_160.indd   155 2019/03/14   14:09:40



かわらず参加率が低く、逆にチリは低い一方で成人教育への参加が多く、近似曲線から離れたと
ころに孤立しているからである ( 図 8)。

このような前提があるものの、これら各局面間の全体的な関係を単回帰分析の数値により整理
すると、図 9 のとおりとなる。

成人の読解力習熟度と教育・訓練の参加や読解
・筆記スキルの使用量の関係性は、上位 6 か国と
下位 6 か国についてはこれまでのグラフから、冒
頭で引用した PIAAC の主張と整合していると思わ
れるが、参加国全体でみると、今回の PIAAC のデ
ータを使った分析では低い結果となった。

また、数的思考力習熟度とスキル使用や成人教
育・訓練との関係では、今回の PIAAC の調査では
いずれも r2 値が 0.2 より小さく、読解力習熟度と
のこれらの関係よりも更に相関性が低いものとなった。

図 9　成人教育・訓練への参加、スキルの使用量、読解力・数的思考力習熟度の関係

この中にあってアングロサクソン諸国は、習熟度はそれほど高くないが、高齢層での習熟度の
下がり方は他のグループほど大きくなく、そして、成人教育・訓練への参加や読解・筆記スキル
使用量は、高齢層にかけて上位 6 か国以上に高い水準を保っている特徴が見いだされた。

これと対照的なのがシンガポールと韓国で、高齢層にかけて習熟度は大きく逓減している。こ
の点については、戦後の急速な経済発達や教育の拡充が反映されたものとの指摘があるが 17)、参

日本
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図 8　成人教育・訓練の参加率と読解力習熟度
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加率やスキル使用量が高齢層にかけて他国以上に低下している様相は、アングロサクソン諸国と
の比較で注目に値する。

一方で旧東側諸国は、若年層から高齢層まで習熟度の水準に比して成人教育・訓練への参加率
やスキル使用量はおしなべて低い。両者の関係は、習熟度上位・下位の国々などとは異なる傾向
を示していた。

5　日本の特徴－「習熟度」と「読解・筆記スキル使用」の関係

読解力習熟度と読解・筆記スキルの使用量との関係は r2 ＝ 0.30 にとどまるが、同様に日本と
チリを除くとその値は 0.37 と僅かながら数値は上がる。ここでも両国は習熟度の高さと読解・
筆記スキルの活用水準の関係が他国の分布域から外れていることが伺える。

では、日本は調査したあらゆる場面でスキルの使用量が低いのだろうか。読解スキルについて
の項目は仕事・日常生活での使用場面によって合わせて 16 の項目があるが、各項目の全年齢平
均の使用量を OECD 平均値で整理すると、表 3-1、3-2 のように項目によって使用量に開きがあ
ることがわかる。

表 3-1　仕事での読解スキルの項目と全年齢平均の使用量（OECD平均）

手紙、メモ、電子メールを読む 16.6 
説明書を読む 11.8 
新聞、雑誌、ニュースレターの記事を読む 9.3 
請求書、銀行取引明細書、その他会計上の報告書などを読む 7.5 
グラフ、表、地図や図式を読む 6.6 
マニュアル、参考資料を読む 6.0 
専門誌の記事や学術出版物を読む 4.8 
本を読む 2.9 
平　　均 8.2 

表 3-2　日常生活での読解スキルの項目と全年齢平均の使用量（OECD平均）

新聞、雑誌、ニュースレターの記事を読む 17.5 
手紙、メモ、電子メールを読む 17.5 
小説やノンフィクションの本を読む 8.2 
請求書、銀行取引明細書、その他会計上の報告書などを読む 7.2 
説明書を読む 6.1 
専門誌の記事や学術出版物を読む 4.6 
マニュアルや参考資料を読む 3.3 
グラフ、表、地図や図式を読む 2.5 
平　　均 8.4 
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そこで、読解スキルのうち、それぞれ数値の大きい 3 つの項目について、日本と OECD 平均
との使用量の違いを年齢層別に分析してみた（図 10-1,2）。仕事・日常生活の両場面で、日本は「新
聞、雑誌、ニュースレターの記事を読む」（以下、「新聞等を読む」と表記）の割合は 25-34 歳以
降の年齢層で OECD 平均を上回り、更に数値を大きくしている。また、「手紙、メモ、電子メー
ルを読む」（以下、「手紙等を読む」と表記）も平均をやや上回る水準にあるが、こちらは各国と
同様に年齢とともに数値が小さくなっている。このように日本では若年層で「手紙等を読む」、
高齢層で「新聞等を読む」のスキル使用が高い状況がみとめられる。これに対して、仕事での「説
明書を読む」、日常生活での「小説やノンフィクションの本を読む」（以下、「小説等を読む」と表
記）の割合は、OECD 平均をも下回る水準にとどまり、年齢層による増減もほとんどない。

図 10-1　手紙等を読む、説明書を読む、新聞等を読む（仕事）　　　　　　　

図 10-2　新聞等を読む、手紙等を読む、小説等を読む（日常生活）

筆記スキルについては、仕事、日常生活での使用場面によって合わせて 8 の項目があるが、こ
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れらのうちの「手紙、メモ、電子メールを書く」（以下、「手紙等を書く」と表記）の使用量が大
きいことから 18)、筆記スキル全体の年齢別推移を図 11 に示した。仕事の場面での使用量は大きく、
日常生活では各国と同様年齢とともに下がっていく形状となっているものの、日本は仕事、日常
生活の両方で使用量が各年代を通して OECD 平均を上回る実績となっている。

図 11　筆記スキルの合計（仕事・日常生活）

このように、スキル全体の使用量では日本は数値が低いものの、各国を通じて使用量が他の項
目に比べて相対的に大きい「新聞等を読む」や、「手紙等を書く」に係るスキルの使用を日本は
活発に行ってきたことが示された。このことは、日本の習熟度が全体として高い水準であったこ
ととの関係で、研究を進める視点の一つと考える。

6　おわりに

読解・筆記スキルの使用量だけでなく、教育・訓練の参加率や汎用的能力の使用量も日本は習
熟度の割に低いことが示されている。これらについても同様な分析を加えて、日本の特徴を明ら
かにしていきたい。また、習熟度をめぐっては「IT を活用した問題計活能力」との関係や、読
解力などの得点分布幅、最終学歴の分布など背景質問で調査した他の様々な領域との関係にも焦
点を合わせ、知見を深めていくなど、多くの研究課題に取り組んでいく必要があると考える。

注）
1) http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepiaac/

2) OECD.2014.『国際成人スキル白書 第 1 回国際成人力調査(PIAAC)報告書』.明石書房.矢倉美登里ほか訳.p.488

3) OECD.2014.『国際成人スキル白書 第 1 回国際成人力調査(PIAAC)報告書』.明石書房.矢倉美登里ほか訳.p.492

4) 同上 P.194

5) 同上 P.492

6) 同上 P.501

7) 教育基本法第 3 条（生涯学習の理念）
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8)  1) に同じ

9) 「イングランド」及び「北アイルランド」は「イギリス」としてデータを取り扱った。

10) 当該変数は OECD が著している PIAAC データベースの導出変数に関するコードブックにおいて、

“FNFAET12JR” の 名 称 で 示 さ れ、“Participated in formal or non-formal AET for job-related in 12 months 

preceding survey”と定義されている。なお、AET については同書で“Adult education/training population - 

excludes youths 16-24 in initial cycle of studies” と 定 義 さ れ て い る。“CODEBOOK FOR DERIVED 

VARIABLES FOR PIAAC PBLIC DATABASE”. P .27 ,P .32 .  http ://www .oecd .org/skil ls/piaac/

publicdataandanalysis/

11)  FNFAET12 に参加した割合は OECD 平均 49％、日本 42％で、仕事に関係する理由で参加した人に限定する

とそれぞれ 41%、35% となっている。

12) “The Survey of Adult Skills　READER’S COMPANION,SECOND EDITION”. 2016.P.39

13) 情報の処理・活用に関するスキルの回答選択肢は、「まったくない」「月に 1 回未満」、「月に 1 回以上、週に

1 回未満」、「少なくとも週に 1 回以上。ただし、毎日ではない」、「毎日」となっており、1 月当たりの回数

として、それぞれ 0、1、3、10、30 の数値を係数化した。

14) 「読解力」スキルの指標の質問項目数は仕事、日常生活とも 8、「筆記力」スキルの指標は各 4 の計 24 である。

また、仕事、日常生活とも共通した質問項目を設定しているため、数値による両者の比較が可能となって

いる。なお、数値の最大は「読解力」、「筆記力」合わせて 720 である。

15) 汎用的スキルの回答選択肢は、「まったくできない」、「ほとんどできない」、「少しはできる」、「できる」、「か

なりできる」、あるいは「必要ない」、「1 か月未満」、「1-6 か月」、「7-11 か月」、「1-2 年」、「3 年以上」とな

っているが、これらに情報の処理・活用に関するスキルでの処理と同様に、それぞれ 0,1,3,10,30 の係数を乗

じて算出した。なお質問項目数は、作業の裁量スキルが 4、仕事を通じた学習スキルが 3、影響を与えるス

キルが 7、協働スキルが 1、自己計画スキル 3 で、これらを合わせた数値の最大は 540 である。

16) ピーター •A• ホールほか著 遠山弘徳ほか訳 『資本主義の多様性：比較優位の制度的基礎』 ナカニシヤ出

版 .2007. P.198-199。また、本田由紀は「教育と労働の関係をめぐる社会間の差異」において、この部分を

引用しつつ教育と労働の関係を論じている。『教育学研究』第 83 巻 第 2 号 .2016.P.143　　

17) OECD.“Skills Matter FUTHER RESULTS FROM THE SURVEY OF ADULT SKILLS”.2016.

P.23

18) 筆記スキルの項目と全年齢平均の使用量（OECD 平均）は以下のとおりである。

　

筆記スキルの項目 仕事 日常生活

手紙、メモ、電子メールを書く 14.6 12.2 

書類の記入を行う 9.9 1.9 

報告書を書く 6.3 1.2 

新聞、雑誌、ニュースレターの記事を書く 0.7 0.5 

平　　均 7.9 4.0 

 （受理日：平成 30 年 3 月 19 日）
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【研究ノート】

Abstract
In this paper, the authors discussed the features of an effective school division of duties (koumu 

bunsho), especially the function of career education. In reviewing previous studies on organiza-
tional theories in the field of education and medicine, the authors discussed the features of effec-
tive organization. In addition, by conducting a secondary analysis of data from the Comprehensive 
Survey on Career Education, Guidance and Counseling, the authors investigated the features of 
an effective system of career education in public middle schools in Japan.

A review of previous studies raised the following issues: (1) information-sharing, (2) a shared 
vision, and (3) coordinators who are able to systematically develop practices. Based on these 
points, the authors revealed through data analysis that schools with “a division to conduct in-
school research” and/or “a specialized division of career education” are likely to achieve out-
comes. This means that “a division to conduct in-school research” and/or “a specialized division 
of career education” may provide opportunities to facilitate and coordinate team-building in terms 
of conducting career education. The authors mentioned that difficulties in conducting career edu-
cation may occur in schools that do not have this “division to conduct in-school research” and/or 
“specialized division of career education”. The results the authors revealed implies the possibility 
that “a division to conduct in-school research” and/or “a specialized division of career education” 
would promote information-sharing and a shared vision.

Finally the authors then indicated the importance of focusing on the organization’s internal 
processes and also expressed the need to conduct research on how career education coordinators 
play their roles inside and outside of schools.

＊ 1 生徒指導・進路指導研究センター　主任研究官
＊ 2 高等教育研究部　研究員

校務分掌の組織論的検討
キャリア教育の分掌組織を例に

A New Perspective toward School Division of Duties from the Viewpoint of Organizational 
Theories: Lessons learnt from A Survey Data on Career Education Division

宮古　紀宏＊1・立石　慎治＊2

MIYAKO Norihiro and TATEISHI Shinji
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1．学校の組織論的検討の意義

本稿は，学校における機能的，あるいは，実効的と形容できる校務分掌体制の在り方の検討を，
キャリア教育の分掌体制を例に行うものである。本稿の構成は，まず，学校の分掌体制を検討す
るための理論的視座を得るために，学校及びその他の分野における組織論に関する先行研究をレ
ビューし，そこで得られた知見を踏まえて，機能的かつ実効的な組織がどのように把握されうる
のかについて論じる。そして，既存の質問紙調査である『キャリア教育・進路指導に関する総合
的実態調査』（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター , 2013．以下，『総合的実態
調査』）の二次分析を行い，キャリア教育を題材に，どのような分掌体制が一定の成果をもたら
しているのか，理論的検討から得られた知見と往還させつつ考察する。

学術研究としての組織論は，主に経営学においてその蓄積を見てきたが，その射程は営利を目
的とする企業に止まらず，今や行政組織や医療，福祉に関する組織，非営利組織にも波及してい
る。そのような現状において，とりわけ，学校の組織論に係る研究は，一層重要さを増している。
現在の学校は，学校と社会の有意味な接続を展開していくための「社会に開かれた教育課程」の
実現化・具体化や教員の業務の適正化といった「学校における働き方改革」の推進，社会の急激
な構造変化による児童生徒や家庭，地域の抱える問題の複雑・多様化への対応といった多様な文
脈において展開されている。すなわち，学校を基盤とした地域社会との連携・協働体制の整備・
構築が，「チームとしての学校」（以下，「チーム学校」）の名のもとに求められており，校種や地
域差による相違は予想されるものの，これからの学校は，一定程度，多職種協働の組織体制へと
再構成されることが予想される。

学校の組織体制については，校長や教頭に代表される管理職とその他の一般の教職員によるか
つての「鍋蓋型」の組織体制から，主幹教諭に代表されるミドルリーダーを管理職と教職員の間
に設けることで，より「ピラミッド型」の組織体制への移行が図られてきたことは周知の通りで
ある。今後は，さらに，「学校運営協議会」の設置による学校教育への地域の声のより積極的な
導入，教育相談体制の拡充のためのスクールカウンセラー（以下，「SC」）やスクールソーシャ
ルワーカー（以下，「SSW」）の一層の配置促進，部活動指導員による部活動指導の在り方の改善
等，地域や外部の専門職の学校教育への参画を制度的に担保し，学校を基盤とした多職種協働の
組織体制づくりが見込まれている。

このことにより，必然的に，単一の専門職としての教員が，おおむね学校の構成員であった従
来の学校経営に対して，SC や SSW，部活動指導員等を含みこんだ多職種協働の組織モデルやマ
ネジメントの在り方を検討せざるをえなくなる。SC や SSW は，平成 29 年 3 月 31 日に公布され
た「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」及び文部科学省初等中等教育局長通知「学校教
育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」により，「校長の指揮監督の下，専門性
を生かして職務を行うことになる」と明記されたが，従来のように専門職としての「外部性」を
保持したまま，学校の管理職や教員に対して，比較的，職務上の地位はフラットな関係で協働す
ることになるのか等，論ずべき課題が生じつつある。

しかし，「チーム学校」の組織モデルやマネジメントの在り方に関する議論は必ずしも十分に
なされているとはいえない。学校の指導体制は，校種による違いを始め，児童生徒数や学級数，
教職員数の違い，各都道府県，さらには各市町村の教育行政の在り方とも関わっており，一概に
論じることが難しい。そればかりでなく，外部の専門職をどれだけ学校教育に参画させることが
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できるかは，教育にかかる予算の規模や地域人材といった社会資源の豊かさにも依存しているた
め，学校を基盤とした多職種協働の組織論的研究は，今後，それぞれの地域の実情を踏まえつつ，
各論的に蓄積されていかざるをえない。だが，現在の学校を取り巻く児童生徒や教職員，地域の
実情に鑑みるに多職種協働型の学校教育の基盤整備を確実に実行していくことは時代的要請であ
ることは先に述べたとおりである。そして，「チーム学校」の政策的成否はチームマネジメント
を含む組織論研究の着実な積み重ねにあるといっても過言ではない。

さて，以上の問題認識を踏まえて，本節では，学校の組織論研究と，多職種協働の組織マネジ
メントに係る他分野の先行研究をレビューする。具体的には，学校の組織論研究としては，「効
果のある学校」（effective school）研究を，また，多職種協働の組織マネジメントについては，保
健・医療・福祉分野のチームモデル研究について取り扱う。1970 年代以降，主に米英を中心に
展開されている「効果のある学校」研究は，経済的格差等，厳しい状況の地域にある学校におい
ても児童生徒の学力格差を解消している学校があることに着目し，そのような学校の諸特徴を描
きだすことを試みたものである。本節において，この「効果のある学校」研究をレビューする意
義は，そこから得られた知見の多くが，学校の組織マネジメントの意義を強調するものであるか
らである。次に，保健・医療・福祉分野の多職種協働モデルを取り上げるが，既にこれらの分野
では，医療の高度化に伴い専門分化が進み，「チーム医療」の名の下で，多職種協働モデルの研
究の蓄積がある。先に述べたように，「チーム学校」の施策が今後推進され，適切かつ効果的な
協働モデルを学校組織論として考えていかざるをえないことに鑑みれば，フィールドは異なれど，
保健・医療・福祉分野の「多職種協働実践」（Interprofessional Working：IPW）の組織マネジメン
ト研究をレビューすることは，学校の組織論的検討を行う上で，一定の意義を有する。加えて，
学校の校務分掌体制，とりわけ，生徒指導やキャリア教育の分野における指導体制の研究もレビ
ューすることで，機能的かつ実効的な学校の組織体制，分掌体制の理論的視座を得たい。

（1）　「効果のある学校」研究にみる学校の組織的特徴
学校における代表的な組織論研究に「効果のある学校」研究がある．「効果のある学校」研究

とは，米国において，1960 年代に人種や民族，経済における様々な不平等を解消する策として
学校が無力であるとする研究が提起されたことに対し，1970 年代後半から 80 年代にかけて，そ
のアンチテーゼとして，格差解消に肯定的な成果を上げている学校の諸特徴を明らかにすること
を試みた一群の研究である。米国の「効果のある学校」研究としては，エドモンズ（Ronald 
Edmonds, 1986）の研究が代表的なもとして取り上げられることが多い。エドモンズによれば，
格差解消の成果を上げている学校の特徴について，「①とりわけ，教育の質に関わることへの校
長の強力なリーダーシップ」（strong leadership by the principal, especially regarding instructional 
quality），「②教育上の重点事項が教員集団に広く普及し理解されていること」（a pervasive and 
broadly understood instructional focus），「③教育や学習が適切に伝播する，規律のある安全な学校
の雰囲気」（an orderly, safe climate conducive to teaching and learning），「④すべての児童生徒が少
なくとも最低限の習熟について期待されていることを伝える教員の諸行為」（teacher behaviors that 
convey the expectation that all students are expected to obtain at least minimum mastery）及び「⑤教
育評価の基軸として児童生徒の学業成績の測定を活用すること」（the use of measures of pupil 
achievement as the basis for program evaluation）の5点が挙げられている．その後，サモンズら（Pamela 
Sammons et al., 1997）は，初等及び中等教育学校における「効果のある学校」研究の包括的な文
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献レビューから，「効果のある学校」の諸特徴について，以下の 11 の観点にまとめている（表 1）。

表 1　「効果のある学校」の 11の特徴

①専門家によるリーダーシップ（professional leadership）
②共有されたビジョンと目標（shared vision and goals）
③学習環境（a learning environment）
④教育と学習に関する専心（concentration on teaching and learning）
⑤目的をもった教育活動（purposeful teaching）
⑥児童生徒への高い期待（high expectations）
⑦望ましい行動への正の強化（positive reinforcement）
⑧学習の進捗のモニタリング（monitoring progress）
⑨児童生徒の権利と責任の尊重（pupil rights and responsibilities）
⑩家庭と学校のパートナーシップ（home-school partnership）
⑪学習する組織（a learning organization）

このような欧米の研究は，既に日本においても紹介されており，その方法論を援用して，経済
状況を含めた家庭の養育環境が厳しい世帯が多く居住する地域の学校の諸特徴に関する検証もな
されている。志水ら（2009, 2016）の研究は，日本における代表的な「効果のある学校」研究と
して位置付けられる。志水らは，大阪府を対象に類似の調査研究を実施し，「力のある学校」

（empowering school）との呼称を用いて，スクールバスに見立てて，その特徴を 8 つの点から描
き出している。重要な特徴として，スクールバスのエンジン部は，「気持ちのそろった教職員集
団（チーム力を引き出すリーダーシップ）」，ハンドル（アクセル）部については，「戦略的で柔
軟な学校運営（ビジョンと目標の共有）」と表現されている。

エドモンズやサモンズ，志水らの研究の知見に共通していることは，児童生徒の学力の達成や
保障において一定の成功を収めている「効果のある学校」では，教職員間の合意形成や目標の共
有（そして，それを可能にするための管理職のリーダーシップや学校経営）といった現象が認め
られていることである。このことは，教職員の多様な教育的営為が組織的なまとまりをもって統
制されているという管理的側面の指摘にとどまるものでなく，教職員集団の教育へのモチベーシ
ョンが高い水準で維持され，刷新的，発展的な学校経営サイクルが実現されていることを含意し
ている。

しかし，「効果のある学校」研究は，一定の成果を有している学校が表出している現象面の指
摘にとどまっているという指摘もある。佐古（2011）は，「効果のある学校」研究には幾つかの
重要な課題ないし限界があるとして，「効果のある学校」の要因として強調されている組織文化
的特徴が，どのような組織プロセスを経て形成されていくのかについて，必ずしも明らかにされ
ていないこと，また，列挙された要因と成果の因果関係が不明確であること等を指摘している。

このように，一定の限界を含んだ「効果のある学校」研究ではあるが，学校の組織体制が教育
活動の成否に重要な影響を与えうることは明らかである。とりわけ，教職員間の合意形成，目的
意識の共有，モチベーションの高い教職員集団をどのように組織することができるのかが，校務
分掌体制を検討する上での一つの有力な視座を提供するといえる。
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（2）　チームの類型に関する先行研究－保健・医療・福祉分野を例に－
先に述べた「効果のある学校」研究は，一定のアウトカムを達成した学校の特徴を描き出して

おり，結果として，そのような学校では教職員の合意に基づく教育活動が組織的，かつ，継続的
に展開されていることが見いだされた。しかしながら，そのような組織体制がどのようなプロセ
スにおいて達成されるのかは十分に明らかにされているとはいえない。今後，「チーム学校」の
もとに，多様な専門職集団で構成される学校が想定されるとなると，一層チームビルディングの
プロセスの理論化が肝要となろう。

そこで，次に，多職種協働のチームマネジメントの研究を積み重ねている保健・医療・福祉分
野に焦点を絞り，当該分野において機能的な組織体制がどのように考えられているのか概観した
い。保健・医療・福祉の分野では，1960 年代以降，医療の高度化による専門領域の細分化と専
門職の国家資格化が図られ，現在，規模の大きい総合病院では約 30 もの専門職が，連携，協働
しているといわれている。そのため，各専門職は，学術的背景のみならず，役割や権限の相違を
お互いに認識・尊重しつつ，患者・サービス利用者の最善の利益の達成という目的を共通のビジ
ョンに協働することが目指されている。「チーム医療」という用語は 1970 年代頃から既に看護師
を中心に用いられていたとされるが，平成 21 年 8 月に「チーム医療の推進に関する検討会」が
発足し，翌 22 年 3 月に報告書「チーム医療の推進について」が発表され，「チーム医療」は，「医
療に従事する多種多様な医療スタッフが，各々の高い専門性を前提に，目的と情報を共有し，業
務を分担しつつも互いに連携・補完し合い，患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」
と規定されている。

保険・医療・福祉分野のチームマネジメントの代表的な論点の一つは医師を頂点とした厳格な
ヒエラルキーによるマネジメントモデルの限界についてである。多様な専門職が生まれ，一人の
患者・サービス利用者に複数の専門職で関わることになるとき，多職種協働の場において，コン
フリクトの発生は必然であり，それをどのように建設的に解消し，チームとして合意に至るかは
極めて重要な営為となる。まずは，患者・サービス利用者の状況等，日常の多様な場面に応じて，
適切なチームマネジメントモデルがあることを示した菊地（1999）と篠田（2011）の研究を概観
したい。菊池は，「専門職間の協働・連携の程度」と「チーム内での役割解放の程度」の 2 軸に
より，チームを「マルチディシプリナリー・モデル」（multidisciplinary model），「インターディシ
プ リ ナ リ ー モ デ ル 」（interdisciplinary model） 及 び「 ト ラ ン ス デ ィ シ プ リ ナ リ ー モ デ ル 」

（transdisciplinary model）の 3 類型に分類して論じている。各専門職は自らの役割に限定され，専
門職間の連携・協働が少ない実践形態の在り方が「マルチディシプリナリー・モデル」であり，「イ
ンターディシプリナリーモデル」とは，チーム内の専門職としての役割は保持しつつ，連携・協
働の機会が多い形態を表している。連携・協働の機会が多く，各専門職の「役割解放」（role 
release）の程度も大きいチーム類型が「トランスディシプリナリーモデル」である。篠田は，上
述の菊池のチームモデルの 3 類型を踏まえて，「連絡モデル」，「連携・協働モデル」及び「ネッ
トワークモデル」の 3 つの類型を提示している。「連絡モデル」は，医師に情報と権限を集中さ
せたヒエラルキーに基づく主に緊急時等に取られる体制である。「連携・協働モデル」は，専門
職間で不十分な点を補い合う，相互干渉のあるモデルであり，「ネットワークモデル」は，専門
職同士がフラットで緩やかに結合している体制で，外部組織との垣根を超えた協働を含むもので
ある。菊池と篠田によるチームの類型論は，どの形態が望ましいかを評価するものではなく，現
場の状況に応じて適切に選択されることが望ましいものとして捉えられている。
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次に，鷹野（2008）は，医療・介護現場における「チームケア」を「形式的」か「機能的」か
の観点から論じている。鷹野のチーム類型の骨子は，組織の成員が情報を共有して，機能的に活
動ができる状況を維持・発展させることができているかが鍵となっている。「形式的チームケア」
では，専門職間の非干渉と連携不足により，組織内で情報が共有されない状況になりがちとなり，
専門職相互の認識不足やサービス利用者の不満，事故が誘発されやすい状態を引き起こすとされ
る。それに対し，情報の共有化のみならず，より良い支援を提供するというチームマインドをも
共有し，組織が実行的に活動している組織の在り方を「機能的チームケア」と表現している。

上述した先行研究では，多様な展開をみせる保健・医療・福祉分野において，実効的なチーム
モデルのスタイルを動的に描き出し，帰納的にモデル化を図っている。保健・医療・福祉分野の
チームマネジメントモデルは，病院内，あるいは，医療と福祉の連携等，様々なフィールドで研
究されているが，普遍的なモデルを考案して，現場に当てはめるものではない．つまり，普遍的
な多職種協働モデルがアプリオリに存在し，それを現場に当てはめることで，チームビルディン
グが自動的に機能するとは捉えられていない。むしろ，現場の緊急性や日常的な連続性のある実
務の中で，それぞれの現状に応じた組織体制が臨機応変に取られることが望ましいと考えられて
いる。

では，時々刻々と変化する多職種協働の現場において，その都度の適切なプロセスモデルを選
択し，チームビルディングを果たしていくには，どのような要因があると捉えられているのであ
ろうか。保健・医療・福祉分野のチームマネジメント論に共通する視点は，まずもって，組織，
あるいは，チームを実効的に機能させるには，情報共有の体制をどのように構築するか，また，
成員間で実践のビジョンを共有することである。そして，その具体として，多様な専門職が関わ
る場においては，必ずしも，大きな権限を有した特定の専門職によるトップダウン型のチームマ
ネジメントが，すべての場面において功を奏するわけではないということ，また，お互いの役割
と専門性，権限を尊重する姿勢がチーム全体で求められること，さらには，流動的なチーム形成
においては，必ずしも固定化される必要はないが，チームの形成途上にコンフリクトが発生する
ことは否めず，チームとして建設的な問題解決を促すことができる適切なコーディネーター（コ
ーディネーション機能を有する組織体等を含む）が必要とされることである。
「チーム学校」の施策が進められたとして，直ちに保健・医療・福祉の現場の多職種協働と近

似するわけではない。だが，これからの学校のチームビルディングやチームマネジメントといっ
た組織論を検討する上で，上記の視点は一定の手掛かりを提供するものと考えられよう。

（3）　生徒指導やキャリア教育に係る校務分掌の組織体制
学校の組織体制の実際，具体を検討していくことは，学校経営，引いては，学年団を含めた校

務分掌体制の在り方に目を向けることにほかならない。実際の校務分掌は，各学校で一定の共通
性はあるものの校種や規模，学校の歴史や伝統，地域性等により，形態に相違があり，多様であ
る。そのため，ある学校において実効的な校務分掌体制が，別の学校においても当てはまるとは
必ずしも言えない。この学校の多様性が，校務分掌の組織論的検討を行う上で，研究上の一定の
難しさをもたらしてきた。

しかし，先述の社会背景にも鑑みれば，学校の機能的な運営は不可避であり，そのためにも，
学校行政事務や教育行政事務にとどまらず，教育作用をも含みこんだ学校全体の校務が適切に分
掌される必要性がある。すなわち，校務分掌は，学校管理にかかる業務を遂行する組織的枠組み
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とするという限定的な解釈から脱して，生徒指導や学習指導といった児童生徒への教育活動を含
みこんだ機構として再検討していく必要がある。

この流れに沿うかのごとく，近年の幾つかの研究では，学校の生徒指導体制をはじめとした校
務分掌体制の成否が，児童生徒への教育活動を大きく左右することについて言及している。例え
ば，生徒指導分野では，個々の教員の力量以上に，学校内の全ての教職員が足並みを揃えた組織
的な指導体制を形成できるかが重要とされている。その原理原則については，2010 年 3 月に発
行された『生徒指導提要』において，「生徒指導の方針・基準の明確化・具体化」，「すべての教
職員による共通理解・共通実践」及び「実効性のある組織・運営の在り方」の 3 つの観点から述
べられている。第一の「生徒指導の方針・基準の明確化・具体化」と第二の「すべての教職員に
よる共通理解・共通実践」は，生徒指導部等の組織を中核として連続的に展開されるものであり，
組織としての合意形成とその明文化，さらには，合意された方針・基準を組織の成員全体で共有
し，体系的に実践を行うことが含意されている。そして，第三の「実効性のある組織・運営の在
り方」とは，第一と第二の原則を含みこんだ上で，PDCA サイクルを通して，指導体制を機能的，
実効的にしていくことが提起されているのである。

この『生徒指導提要』の言明は，先述の「効果のある学校」研究で得られた成果と軌を一にし
ている。国立教育政策研究所（2010, 2011a, 2011b）の調査研究では，効果的な生徒指導を推進し
ている学校へのフィールドワークから，それらの学校の特色として，生徒指導主事を中核に，「実
態把握（情報収集，情報集約）」，「方針の明確化（校長・教頭への報告，取組計画の策定）」及び

「取組（周知徹底，役割連携，点検・検証）」のサイクルを回して，合意形成が図られていること
を明らかにしている。

また，キャリア教育の文脈においても，藤田（2014）は，学校の組織マネジメントに PDCA

サイクルを取り入れていくことが，今後のキャリア教育を充実させる上で不可欠であると述べて
いる。キャリア教育の成果として，具体的な「アウトカム評価」を設定すること，そのために，
教職員のみならず，保護者や地域の声を取り入れること，また，学校の組織を生かした児童生徒
の現状把握等を挙げている。そして，キャリア教育の指導体制を構築していく上で，進路指導主
事に当たる教員が，「連絡・調整・指導・助言」により専念できる仕組みづくりが急務であると
している。

以上，今後の「チーム学校」の展望から学校の組織論的検討が求められるであろうことを背景
に，「効果的な学校」や保険・医療・福祉分野の多職種連携のチームマネジメント，生徒指導や
キャリア教育の校務分掌に関する研究等について本節では述べた。これらの先行研究において，
組織として教職員全体での迅速な情報共有の体制をどのように築くか，自らの組織の目標を合意
に基づき設定し，共通に認識した上で，組織的な実践をどのように展開していくかは，共通して
見いだされる事項である。さらには，多職種協働の場においては，専門性を異にする集団でチー
ムをビルドアップするため，お互いの専門性と役割を尊重する姿勢が前提として求められるとと
もに，チームビルディングのファシリテートが可能なコーディネーターやコーディネーション機
能を有する組織等が必要であることも見いだされた。以上の理論的視座を踏まえて，実態を眺め
てみたとき，キャリア教育の校務分掌体制からは何が見えてくるだろうか。
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2．分析の方法

既に述べたとおり，本節以下では『総合的実態調査』を用いて，キャリア教育の校務分掌体制
の実態を確認したい。『総合的実態調査』は，小学校，中学校，高等学校（いずれも公立）を対
象にした全国調査であり，各学校種で学校（管理職）調査，担任調査，児童生徒調査，保護者調
査，卒業者調査を平成 24 年 10 月から 11 月にかけて実施した 1)。本稿で扱うのは，学校（管理職）
調査のデータセットであり，学校全体での活動状況等の回答が含まれている．回収率等は表 2 の
とおり。

学校調査の設問を確認すると，次の 3 つが，キャリア教育の成果として解釈することができる。
具体的には「キャリア教育の実践によって，児童／生徒が将来や自らの生き方を考えるきっかけ
になり得ている」，「キャリア教育の実践によって，学習全般に対する児童／生徒の意欲が向上し
てきている」，「キャリア教育の実践によって，学校や地域の課題解決に向かっている」の 3 つで
ある。また，『総合的実態調査』には，「キャリア教育の企画や全体計画等の作成を主体となって
進める校務分掌組織上の構成について」尋ねている設問がある。その選択肢は表 3 のとおり．こ
れらの変数の組合せをクロス表分析によって独立性の検定を行った結果，統計的に有意な結果が
得られたものについてまとめたのが表 4 である。

表 2　学校調査の依頼数・回収数・回収率（学校種別）

表 3　校務分掌組織変数の選択肢

小学校 中学校 高等学校
特定の学年担当者による組織である ○ ○ ○
進路指導委員会等，進路指導にかかわる分掌組織と兼ねた組織（部・課
・係・委員会等）である

○ ○

生徒指導委員会等，生徒指導にかかわる分掌組織と兼ねた組織（部・課
・係・委員会等）である

○ ○ ○

研究推進委員会等，校内研究にかかわる分掌組織と兼ねた組織（部・課
・係・委員会等）である

○ ○ ○

上記以外の分掌組織と兼ねた組織（部・課・係・委員会等）である ○ ○ ○
キャリア教育を中心に行う専門組織（部・課・係・委員会等）である ○ ○ ○
キャリア教育にかかわる担当者が中心となって行っており，特に組織は
設けていない

○ ○ ○

＊　○は用いられている選択肢．小学校調査については，進路指導に関わる組織の選択肢なし．

小学校 中学校 高等学校

依頼数 1,000 500 1,000

回収数 995 500 993

回収率 99.5% 100% 99.3%
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表 4　成果 3変数と有意な関連が見られたキャリア教育分掌の形態（学校種別）

小学校 中学校 高等学校

キャリア教育の実践によって，児童／生徒が将来や
自らの生き方を考えるきっかけになり得ている

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

キャリア教育の実践によって，学習全般に対する児
童／生徒の意欲が向上してきている

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

キャリア教育の実践によって，学校や地域の課題解
決に向かっている

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

校内研究にかか
わる組織，キャ
リア教育を中心
に行う専門組織

＊残差分析で統計的に有意となった組合せを挙げている．有意水準はいずれも p < .05．

『総合的実態調査』は，キャリア教育にかかる計画を「研究推進委員会等，校内研究にかかわ
る分掌組織と兼ねた組織（部・課・係・委員会等）」（以下，「校内研究組織」）が行う場合，また，「キ
ャリア教育を中心に行う専門組織（部・課・係・委員会等）」（以下「キャリア教育専門組織」）が
行う場合に成果が得られやすいことを示している。小学校においては，キャリア教育にかかる計
画を「校内研究組織」，「キャリア教育専門組織」が行う場合，3 つの成果が得られやすい傾向に
ある。中学校においては，キャリア教育にかかる計画を「校内研究組織」，「キャリア教育専門組
織」が行う場合，「キャリア教育の実践によって，学習全般に対する生徒の意欲が向上してきて
いる」．高等学校においては，キャリア教育にかかる計画を「校内研究組織」，「キャリア教育専
門組織」が行う場合，「キャリア教育の実践によって，学習全般に対する生徒の意欲が向上して
きて」おり，「キャリア教育の実践によって，学校や地域の課題解決に向かっている」。特に，学
習全般に対する児童・生徒の意欲の向上については，すべての学校種において「校内研究組織」，「キ
ャリア教育専門組織」がキャリア教育にかかる計画を行っている場合に共通して得られている。

しかしながら，ここで忘れてはいけないのが，「校内研究組織」，若しくは，「キャリア教育専
門組織」があれば成果が得られやすい傾向にあるだけであって，必ず成果が得られるわけではな
いことである。また，そうした組織を置いていなかったとしても，成果を得ている学校もある，
ということである。組織の有り様が成果を上げることに決定論的に影響するわけではないこと，
そして，組織構造が成果を決める単一の要因ではありえないことにも鑑みるなら，組織構造に加
えて，当該組織構造における取組の実態，そして，その組合せこそに着目すべきであろう。

それらの組織を置いている学校において，どのような類いの取組が行われているか，言い換え
るなら，それらの組織を置いた学校において成果に結びつく取組の条件とは何か，それらの組織
を置いていない学校との異同は何か，ということを明らかにする必要がある。 

そこで，本稿で取り組む課題として，紙幅の関係から，すべての校種に関係する「キャリア教
育の実践によって，学習全般に対する児童／生徒の意欲が向上してきている」の設問と中学校に
焦点を絞り，そうした成果が得られやすい種類の学校―「校内研究組織」及び「キャリア教育専
門組織」を置く学校，以下，「成果を得やすい学校」―と「それ以外の学校」において，学習意
欲向上に関連する条件とは何かを探索的に検討する．具体的には，「成果を得やすい学校」か「そ
れ以外の学校」かを示す変数と，学校のキャリア教育の取組状況等を示す変数とのクロス表分析
を行う。 
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次の手順にのっとって分析を行った。まず，キャリア教育の計画に責任を負う組織にかかる変
数において，無回答等で値が欠損しているケースは削除した。また，目的変数である「キャリア
教育の実践によって，学習全般に対する生徒の意欲が向上してきている」の変数において値が欠
損しているケースも併せて削除した。計画を立てる組織に関して，「校内研究に関わる分掌組織
を置く学校」及び「キャリア教育を中心に行う組織を置く学校」を「成果を得やすい学校」（N=79）
として，それに当てはまらない学校を「それ以外の学校」（N=397）として再コード化した 2)。再
コード化して得られた学校種別に「キャリア教育の実践によって，学習全般に対する生徒の意欲
が向上してきている」を目的変数，キャリア教育の諸計画に関する変数群，及び，キャリア教育
への取組状況を示す変数群を説明変数とし，クロス集計及び独立性の検定を行った 3)。なお，上
述の「キャリア教育の実践によって，生徒が将来や自らの生き方を考えるきっかけになり得てい
る」と「キャリア教育の実践によって，学校や地域の課題解決に向かっている」の 2 変数は，調
査票上は取組状況を表す変数群に含まれるが，分析からは除いている。いずれも成果変数であり，
成果で成果を説明することを避けたためである。

なお，本稿の限界として，この学校（管理職）調査は意識調査であり，成果といっても直接評
価の指標を含んでいないことが挙げられる。すなわち，あくまでも管理職の目を通して認識され
た成果であるため，以下に示す分析結果も，異なるデータセット，異なる指標で検証されるべき
ことは論を俟たず，今後の分析が必要である。

3．分析の結果

紙幅の関係から，5％水準で検定した結果，統計的に有意であった組合せに絞って記載する。
キャリア教育の諸計画に関する変数群のうち，統計的に有意な組合せを図 1～9，キャリア教育
への取組状況を示す変数群のうち，統計的に有意な組合せを図 10～21 として示した。

キャリア教育の諸計画に関する変数群の分析結果を見て取ると，全体的な傾向として，「それ
以外の」学校，すなわち何か他の分掌組織と兼ねたケース，あるいは，担当者のみで組織がない
ケースでは，諸計画がない場合や当該計画にて何かが盛り込まれていない場合等に成果を得難い
という傾向が見て取れる（図 1～7）。

担当者の在任期間（図 1）について興味深いのは，「成果を得やすい学校」では，担当者の在
任期間の長さに関係なく，60％程度の学校が生徒の学習意欲向上を実感しているのに対して，「そ
れ以外の学校」では，在任期間 5 年以下と 6 年以上の間に開きが見えることである。組織として
全体計画・年間指導計画を立てられない場合，個人の経験と，恐らく経験に裏打ちされた力量が
成果を左右すると解釈することができよう。

キャリア教育の全体計画の中に，保護者や地域の実態・願いを含むか否か（図 2）や，教師の
願いを含むか否か（図 3）については，「それ以外の学校」において，含まれていない場合に成
果を得られない傾向にある。校内研究に取り組む組織，若しくはキャリア教育を専門に取り組む
組織である場合には違いが出ないが，そうではない，他の分掌と兼ねる場合等では，必ずしもキ
ャリア教育を主として取り組めるわけではないものと考えられる。そのようなケースでは，全体
計画の中に，キャリア教育を推進する上で重要なステークホルダーの願い，意識等を明確に盛り
込まねば，うまくいかないケースが出てくる，ということであろう。

キャリア教育の年間指導計画の有無（図 4），そして，年間指導計画内に学級活動におけるキ
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ャリア教育が盛り込まれているか（図 5）については，こちらも「それ以外の学校」において，
存在しない場合，計画に含まれていない場合に成果を得られない傾向にある。年間指導計画があ
る場合に成果が得られるのは合理的な展開だが，先述した全体計画内の記載の有無と併せて考え
れば，キャリア教育以外の分掌にも併せて取り組まなければいけない状況においては，計画類に
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よって取組内容が担保されないと，成果を得難いということかもしれない。また，キャリア教育
の年間指導計画の中に学級活動におけるキャリア教育が盛り込まれているか否かについて，学級
活動はその指導内容として「学業と進路」を含んでおり，キャリア教育においても重要な位置づ
けを占めている。これが年間指導計画の中に位置づけられていないと，成果が得られにくいこと

172

p161_176.indd   172 2019/03/20   14:15:25



はそこまで不合理な結果ではないように見受けられる。
全体計画・年間指導計画以外の計画類，具体的には，追指導（図 6）及び関係機関との連携（図

7）に関する結果を見ると，いずれも「それ以外の学校」においてそれらの計画がない場合に成
果を得難いという結果である。推測に留まるが，追指導や関係機関との連携ともに外部とのコミ
ュニケーションを必要とする取組であり，こうした外部とのコミュニケーションで得られた情報
等が， キャリア教育のみに取り組む分掌体制ではない場合，共有しにくく，実践に生かし難いと
いうことかもしれない。

他方で，「成果を得やすい学校」において統計的に有意な関係性を見いだせる変数もある。ひ
とつは全体計画がある場合（図 8）だが，この場合に成果を得られるのは合理的な結果で，論を
俟たないだろう。もうひとつは，キャリア教育の年間指導計画の中に道徳におけるキャリア教育
が盛り込まれているか否か（図 9）である。なぜこうした関係性が見いだせるかは今後の課題に
委ねたいが，道徳が，キャリア教育に同じく，学校の活動全体を通じて行われるものであるとい
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う，その性質が影響している可能性を指摘するに留めたい。
取組状況を示す諸変数で興味深いのは，「成果を得やすい学校」と「それ以外の学校」の双方

で有意な関係性が見られた組合せ（図 10～16）と，「それ以外の学校」のみで有意な関係性が見
られた組合せ（図 17～21）がある点である。

前者は「キャリア教育の計画の作成に当たっては，ガイダンスの機能の充実を図るよう努めて
いる」（図 10），「教員はキャリア教育に関して理解し，協力している」（図 11），「教員はキャリア
教育に関する情報を収集し，活用している」（図 12），「キャリア教育のための予算は確保されて
いる」（図 13），「保護者は学校のキャリア教育に関して理解し，協力している」（図 14），「キャリ
ア教育に当たって，社会人の参画・協力を得ている」（図 15），「キャリア教育の計画の実施につ
いて評価を行っている」（図 16）である。いずれの変数も，多様なステークホルダー（教員同士
や保護者，社会人等）とのかかわりや，そうしたかかわりに基づいて進めることが不可避の行為

（ガイダンス機能の充実，情報収集，予算，評価）である。校内研究を行う組織，若しくはキャ
リア教育を専門に行う組織体制が採られているほど，ステークホルダーもかかわりやすく，また，
ステークホルダーの協力を得て成果に結びつけやすいというのは，極めて合理的な結果だと考え
られる。

一方，後者は，「キャリア教育の諸計画は，計画通り実施されている」（図 17），「キャリア教育
に関する担当者を中心とする校務分掌組織が確立され，機能している」（図 18），「教員はキャリ
ア教育に関する研修などに積極的に参加し，指導力の向上に努めている」（図 19），「教員は指導
案の作成や教材の工夫に努めている」（図 20），「キャリア教育を実施するための時間は確保され
ている」（図 21）である。多分に推察を含むが，他の分掌と兼ねる場合，若しくは，担当者のみ
で組織がない場合を念頭において，これらの変数を解釈すると，多くは，キャリア教育に専念し
難い状況であるからこそ，計画どおりの実施や（他の分掌と兼ねていたとしても）担当者を中心
とした分掌組織が機能していなければ成果に結びつかないのではないだろうか．また，指導力の
向上や指導案・教材の作成，時間の確保といった個々の教員の実践の質が上がる取組の有無が成
果と結びつく構造になっているのだと推察される。

4. 結論

本稿の目的は，学校における機能的，あるいは，実効的と形容できる校務分掌体制の在り方の
検討を，キャリア教育の分掌体制を例にとって行うことであった。

今後，「チーム学校」の実現が求められることを背景に，その準備的作業としての学校の組織
論的検討を目指して，「効果的な学校」や保険・医療・福祉分野の多職種連携のチームマネジメ
ント，生徒指導やキャリア教育の校務分掌に関する研究等から，教職員全体のチームビルディン
グをはじめとした情報の共有体制，合意に基づく組織目標の設定とその共通認識，実践の組織的
展開を可能とするコーディネーション機能を有する組織体等の存在などが論点となることが見い
だされた。

こうした指摘を念頭に置きつつ，キャリア教育の企画に責任を負う分掌組織とキャリア教育の
「成果」の 2 点に着目して，「校内研究を行う組織」，「キャリア教育の専門組織」を置く学校が「成
果を得やすい学校」であることを明らかにした。また，そうした「成果を得やすい学校」と「そ
れ以外の学校」を比べてみると，「校内研究を行う組織」，「キャリア教育の専門組織」を置く「成
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果を得やすい学校」では，組織的にキャリア教育の取組を展開していると解釈可能な一連の変数
群において統計的に有意な関係が見いだされた。すなわち，学校全体でのキャリア教育に係る合
意形成とビジョンの共有に対して，「校内研究を行う組織」や「キャリア教育の専門組織」は，
キャリア教育における教職員のチームビルディングとコーディネーションを実施・展開する可能
性を多分に示しているといえる。と同時に，そうした組織を置かない場合は，計画類の作成や諸
計画における具体的事項の記載，計画の履行，担当者を中心とする分掌組織が機能していること，
個々の教員の資質向上などが影響している可能性を示した。

これらの結果を先行研究から導き出された論点，すなわち，組織としての合意形成とその明文
化，合意された方針・基準を組織の成員全体で共有し，体系的に実践を行うことが成果に関わる
という点に照らしつつ，敢えて解釈と推察を交えるなら，「校内研究組織」や「キャリア教育専
門組織」がない場合には計画類などにより目標や取組内容が可視化されなければ，情報の共有や
共通認識を醸成することが難しく，組織的に展開することが困難となり，個々の教員の指導力と
いった点が成否を分ける結果にならざるをえないのかもしれない。翻って，それはそれらの組織
が情報の共有や共通認識を醸成する機能を何かしらのかたちで“肩代わり”している可能性を示
唆していると見なしてもいいだろう。

であるならば，今後の課題としては，先行研究でも指摘されていたように内部プロセスに着目
する必要がある。「校内研究組織」や「キャリア教育専門組織」といった分掌組織を置いた際に，
情報共有や共通認識の醸成といった点で，各学校内で進行する事柄とそのメカニズムに迫る必要
があろう。また，「チーム学校」の到来を見越して整理した「チーム医療」にかかる先行研究に
基づけば，多職種協働の場においては，専門性を異にする集団でチームを作るため，お互いの専
門性と役割を尊重する姿勢とコーディネーターの存在が必要となることを考慮すると，こうした
内部プロセスと外部を結ぶキャリア教育コーディネーター等が果たす機能にも視点を広げていく
必要がある。本稿では，外部のステークホルダーとしての保護者，社会人の存在の影響を指摘す
るに留まったため，一定のコーディネート機能を保持した専門家としてのキャリア教育コーディ
ネーターが果たしうる役割については他日を期したい。

注
1)  実査の手順等，調査の方法については，国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター（2013）を

確認のこと。

2) 本稿で扱うアンケートデータは，分掌の設置状況は尋ねているものの，その中での業務の在り方等につい

ては尋ねていないため，個人がその分掌組織の中でどのように活動しているかまでは検討できないという

限界がある。ただし，「キャリア教育の企画や全体計画等の作成を中心となって進める担当者の方は、校務

分掌上、次のいずれに該当しますか」という変数に着目すると，「成果を得やすい学校」79 校のうちの 75

校（94.9%），「それ以外の学校」397 校のうちの 378 校（95.2%）が「他の担当と兼任している」と回答して

おり，今回得られた結果は，様々な分掌を掛け持つ状況にある教員によってキャリア教育が進められてい

る学校のものである。仮説の域を出ないけれども，限りある時間を様々な分掌に割かざるを得ないとき，

担当者には過度な負担がかかる恐れがあると考えられるが，こうしたときに計画類が整備されていること

や，同僚教員や保護者，社会人の協力を得られているかが分かれ目になることは，さほど不自然な結果で

はない。いずれにしても，今後の分析課題である。

3) 検討した変数は次のとおり．設問の番号は，『総合的実態調査』の学校調査票に基づく．問 2(3) ～ (7)，問
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3(1) ①，②，(2) ①，②，(3)，問 13。ただし，問 13 からは「キャリア教育の実践によって、生徒が自ら

の生き方を考えるきっかけになり得ている」，「キャリア教育の実践によって、学校や地域の課題解決に向

かっている」を除く。

参考文献
Edmonds,R.R. 1986, “Characteristics of Effective Schools”, in Neisser, U.(ed.), The School Achievement of Minority 

Children, Lawrence Eribaum Associates.

藤田晃之 , 2014,『キャリア教育基礎論－正しい理解と実践のために－』実業之日本社 .

菊池和則 , 1999,「多職種チームの 3 つのモデル－チーム研究のための基本概念整理」『社会福祉学』39(2).

国立教育政策研究所生徒指導研究センター , 2010,「生徒指導の役割連携の推進に向けて－生徒指導主事に求め

られる具体的な行動（中学校編）－」.

国立教育政策研究所生徒指導研究センター , 2011,「生徒指導の役割連携の推進に向けて－『生徒指導主担当者』

に求められる具体的な行動（小学校編）－」.

国立教育政策研究所生徒指導研究センター , 2011,「生徒指導の役割連携の推進に向けて－生徒指導主事に求め

られる具体的な行動（高等学校編）－」.

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター , 2013,『キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調

査第一次報告書』.

文部科学省 , 2010,『生徒指導提要』教育図書株式会社 .

佐古秀一 , 2011,「学力と学校組織－「効果のある学校」研究の検討をふまえた学校経営研究の課題－」『日本教

育経営学会紀要』53: 36-45.

Sammons,P., Hillman,J. & Mortimore,P. 1997, “Key Characteristics of Effective Schools”, in White,J. & Barber,M.(eds.), 

Perspectives on School Effectiveness and School Improvement, Institute of Education, University of London.

志水宏吉編 , 2009,『「力のある学校」の探求』大阪大学出版会 .

志水宏吉 , 2016,「経済・文化資本から社会関係資本へ－「力のある学校」の創造」小玉重夫編『岩波講座 教育 

変革への展望 6 学校のポリティクス』岩波書店 .

篠田道子 , 2011,『多職種連携を高めるチームマネジメントの知識とスキル』医学書院 .

鷹野和美 , 2008,『チームケア論－医療と福祉の統合サービスを目指して－』ぱる出版 .

 （受理日：平成 30 年 3 月 19 日）

176

p161_176.indd   176 2019/03/13   18:23:42



【研究ノート】

Abstract
In this paper, I examined teacher recruitment policies based on data obtained through the ‘Pro-

gramme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)’ relating to teachers’ 
adult skills by focusing on ‘teaching’ as a profession. Moreover, I also adopted Hanushek, Piopi-
unik & Wiederhold (2016) that compared the quadrat analysis of PIAAC at an international level 
as primary evidence. As a result, I elucidated the following.

1) Since the level of teachers’ adult skills comprises about the top one third of the entire do-
mestic participants, it is conceivable that the teacher recruitment policy unique to Japan produces 
a certain degree of effect.

2) While Japan does not employ all newly appointed teachers from the top one third of under-
graduates, the cognitive skills of Japanese teachers are at a considerably high level even by inter-
national standards. Japanese teachers acquired higher scores than those at graduate-level in 
Canada. Only Finnish teachers exceeded this score.

3) Securing teachers who have high adult skills enhances the quality of education if there is a 
strong correlation between the teachers’ scores and students’ scores of the PIAAC and those of 
PISA. This fact is supposed to impact not only the employment of teaching staff but also policies 
on teacher education. However, when 2) is considered, it is considered that other factors influence 
the teachers’ adult skills scores.

With the points above considered, I think that the sustainability of aspiring teachers’ perfor-
mances has its limits. Therefore, there is some possibility that aspiring teachers who have non-cog-
nitive (social and emotional) skills such as ‘the capacity to continue learning’ can be employed by 
not eliminating candidates based on such conditions in the recruitment test. Consequently, I con-
cluded that Japanese teachers’ adult skills are at a high level even by international standards.  

PIAAC二次分析に基づく日本の教員の成人力スキルの現状と
教員採用政策に関する考察

A Study on the Current Status of the Adult Skills of Japanese Teachers and Teacher Re-
cruitment Policies Based on a PIAAC Secondary Analysis

石島　照代＊

ISHIJIMA Teruyo

＊ 特別研修員
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はじめに

リテラシーや数的思考力など教科教育に代表されるような認知的スキルが高い教員が教育に与
える影響は大きいと考えられる一方で、常に認知的スキルが高い教員を採用できるとは限らない。
もちろん、教員が備えるべきスキルは認知的スキルのみではないが、教科教育に必要不可欠な高
い認知的スキルは教員の資質に欠かせない資質のひとつといえる。

そこで本稿では、職業コホートのひとつとしての「教員」に注目し、「国際成人力調査（以下
PIAAC）」の二次分析データに基づく日本の教員の認知的スキルの現状をふまえたうえで、教員
採用政策の考察を行う。

PIAAC 調査では、テスト形式による成人力スキル調査を行っている。この成人力スキルは「リ
テラシー（従来の意味での読み書き能力）、数的思考力、IT を使った課題解決能力」の 3 つで構
成されている。この 3 つは「知識、思考、経験を獲得する能力であり、獲得された知識に基づく
解釈や推論などが含まれる」（遠藤 , 2017）という認知的スキルの定義に合致していることから、
PIAAC 調査で調査している成人力スキルを認知的スキルと考えることは妥当である。したがっ
て、本稿では認知的スキルを PIAAC 調査で行っている成人力スキルとイコールとしてとらえて、
論を進める。

また、全調査参加者に対して性別や職業、年収を尋ねる背景質問（Background Questioners）調
査も行われている。そのため、成人力スキルの状況を職業コホート別に分析し検討することも可
能である。

本稿での検討に当たっては、2016 年 11 月 6 日～8 日、スペイン・マドリッドで開催された
OECD 主催の国際研究者会議「THIRD PIAAC INTERNATIONAL CONFERENCE」で、PIAAC の
二次分析研究として発表された、Hanushek, Piopiunik & Wiederhold (2016) “The Value of Smarter 
Teachers: International Evidence on Teacher Cognitive Skills and Student Performance” ( 以 下
Hanushek, etal(2016)) を主要なエビデンスとして論じる。

OECD (2007) は、OECD 各国における教育政策の策定がエビデンスに基づいた (Evidence-
Based) ものになっていないことを指摘しており、「エビデンス情報に照らした政策 (Evidence-
Based Policy Research) を促す研究活用」を提言している。エビデンス情報に照らした研究とは、
行動に当たっての情報（エビデンス）提供を目指すもので、必ずしも因果関係を構成する原因を
パラダイム的に提示するものではない。本稿はこの OECD (2007) の提言に従い「エビデンス情
報に照らした政策を促す研究活用」を目指すものとする。なお、本稿で Hanushek, etal(2016) を
用いるに当たっては、発表者であり、第三筆者である Dr. Wiederhold に筆者が直接連絡を取り使
用許諾を得た。

1. 問題と目的　教育政策は優秀な教員を採用することから始まる

教員採用は全体的な教育政策の成否に大きく影響する教員の認知的スキルを含む質に関わる重
要な教育施策であることから、国際的に常に議論が重ねられてきた (e.g. OECD, 2005; Schleicher, 
2011) 。それは、教員採用が教員の質に対する潜在的な刺激 (incentive) を結びつける重要な装
置である (OECD, 2005) ことに加えて、教員の質そのものが教育の質を大きく左右する非常に重
要な要素であることが明らかになってきたためである。そのため、時勢に左右されず優秀な教員
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を常に安定的に確保しうる教育政策の立案が求められている。
Hanushek, etal (2016) が問題にしている教員の「質」とは、PIAAC 調査が成人力スキルとして

調査している、教科教育を支える認知的スキルを指している。たとえば、Hanushek, etal (2016) 
が先行研究レビューで挙げている、Auguste, Kihn & Miller (2010) は、PISA の成績上位国である
シンガポール、フィンランド、韓国では、教員の質を確保するために卒業生コホートの上位 3 分
の 1 から新人教員の 100％を採用しているのに対して、アメリカの場合は上位 3 分の 1 を占める
割合は 23% であることを報告している。アメリカでは久しく教員の認知的スキルの低下が問題
になっており (Murnane et al. 1991；Corcoran, Evans & Schwab, 2004a; 2004b; Bacolod, 2007) 、教
員の質向上は喫緊の課題であるという Hanushek, etal (2016) の研究レビューも、教員の認知的ス
キルの状況を問題にしたものである。

このような、Hanushek, etal (2016) の問題意識は、広く共有されてきた。たとえば、Schleicher 
(2011) は、中国では農村部のために認知的スキルを中心とした質の高い教員を確保することが
近年重要な教育課題であったことを指摘している。

また我が国においても、2010 年以降から 10 年間の間に現職教員全体の 34％、20 万人弱の教
員が大量退職することが懸念されてきた ( 文部科学省 , 2010)。この大量退職によって懸念され
るのは、教員経験の浅い教員の増加と、教員採用時のスキルレベルの保持である。国際社会にお
いても、この問題は日本が抱える教員採用に関する政策課題として認識されている (Schleicher, 
2011) 。

したがって、日本が抱える教員採用に関する現状の課題は、大量退職問題も見据えた認知的ス
キルも含めた優秀な教員を多く採用するための政策立案およびその実行ということになる。ただ
し、本稿で問題とするのは、教員が持つべき資質の中の認知的スキルレベルに関してのみである。
しかし、この認知的スキルは授業を行う教員には必要不可欠なスキルの一つである。したがって、
この教員の認知的スキルに関して検討することは、現在の教員採用政策の是非をある程度検討す
ることにつながると考えられる。

2. 教員の質（成人力スキル）と学生成績との関連

以上のとおり、教員採用は教員の質およびその向上と密接に関係する重要な教育施策であるが、
Hanushek, etal (2016) は、教員採用時は教員志望者自身が持つ認知的スキルよりも、教授スキル
の方が国際的にも重視される傾向にあると指摘している。では、教員の認知的スキルは問題にな
らないのだろうか。たとえば、イギリスでは教員採用の際、PIAAC の 3 つの成人力調査に近い
構成である「数的思考力 (Numeracy)」や「識字・読解テスト (Literacy)」、「ICT」に関するスキ
ルテストを課しているし、アメリカでも「ICT」以外の 2 つのスキルテストが教員志望者に課さ
れている (OECD, 2005)。

そこで Hanushek, etal  (2016) では、PIAAC の成人力調査のうち、「数的思考力」と「読解力」
をイギリスのように認知的スキルテストと位置づけ、PIAAC 参加国 31 カ国で調査された教員の
数的思考力、読解力スコアと、PISA2012 の数学的リテラシー、読解力リテラシーのスコアの比
較を行っている。McKinsey & Company  (2007) や Auguste, Kihn & Miller (2010) の指摘通り、
教員の質（Hanushek, etal (2016) では、認知スキル）の違いは学生の大きな成績ギャップの重要
な決定要因であると国際的にも仮定されている。にもかかわらず、これまで教員の質を大きく決
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定づけるであろう、教員自身が持つスキルの程度と学生の業績の関連については検討されてこな
かった。そこで、Hanushek, etal (2016) では、教師の PIAAC スコアと生徒の PISA スコアの関連
を検討することで国際的な違いを説明しうるかを検討している。

2.1.　Hanushek, etal (2016) における、教員の定義
Hanushek, etal  (2016) における「教員」は、背景質問回答時に「小学校の教員」、「中等学校の

教員」または「他の教員」( 特殊教育教員や語学教員など ) と回答した者を比較対象の「教員」
とした。大学教授や職業学校の教員、幼稚園教諭は基本的には除外されている。この選定理由は、
教員自身が持つスキルの程度と学生の業績の関連を見ることが目的であるため、比較対象である
PISA 2012 に参加している児童・生徒を直接教えている可能性をできうるかぎり選別することに
よる。

OECD で公開されている PIAAC の International Public Use Data Files では、職業に関する情報
は一部の国（ドイツ、アイルランド、シンガポール、スウェーデン、アメリカ）では ISCO-08　（職
業国際標準分類）の 2 桁のコードでのみ利用可能であることから、このような分析は本来不可能
である。しかし、Hanushek, etal  (2016) では、OECD を通じてすべての国の ISCO-08 の 4 桁コー
ドに独自にアクセスし、教員の職業情報を再分類した。

ただし、フィンランドとオーストラリアに関しては、すべての教職が大学教授や職業学校の教
員、幼稚園教諭も含まれた ISCO-08 コード 23「教育専門家」として報告されているため、再分
類は行われていない。しかし、4 桁のコードを使用して教員が定義されている国を分析すると、
4 桁のコードに基づく教員の技能スキルは、2 桁のコードを使用して定義された教員の技能と変
化がなく、4 桁コードと 2 桁コードの数的思考力と読解力の相関は、それぞれ 0.95 と 0.97 と高
い関連を示した。したがって、分析からオーストラリアとフィンランドを除外しても、結果は質
的に変化しないことから、2 国を除外せずに分析が進められた。また、OECD 国際教員指導環境
調査 (TALIS) と異なり、教員の免許取得教科名は回答項目に含まれていない。

3. 教員のスコアの国内比較　教員としてのスコアの全体的な位置は上位 3 分の 1

Hanushek, etal  (2016) で比較に用いられたのは、教員の PIAAC スコアのうち、「数的思考力」
と「読解力」の 2 つの各国の中央値である。試算に当たっては、逆サンプリング法を用いて個々
に観測値の重み付けが行われている。よって、提示されているスコアは調整済みのスコアである。
比較対象国の PIAAC スコア（数的思考力、読解力）およびパーセンタイル、調査対象人数を表 
1 に示す。
「パーセンタイル」表記は、他の職業コホートとの関連を調べたものである。全体的には、数

的思考力が 68 パーセンタイル、読解力は 71 パーセンタイルとなっており、日本は数的思考力ス
コアが 70 パーセンタイル、読解力スコアが 68 パーセンタイルとなっている。日本は調査参加国
のなかでトップのフィンランドに継いでおり、国全体の成績が高い。その状況において、日本の
教員の成績はおおむね全体の 3 分の 1 程度の中に含まれている。日本は、シンガポール、フィン
ランド、韓国のように、新人教員の 100％を卒業生の上位 3 分の 1 から採用するという教員採用
施策を実施していない。それにも関わらず、教員の成人力スキルレベルが全体の 3 分の 1 程度の
位置を占めていることは、我が国の教員採用施策が高い成人力スキルを持った教員を採用するた
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めに一定程度の効果をあげていると見なす重要なエビデンスになり得ると考えられる。
さらに、卒業生の成績上位 3 分の 1 から 23% しか教員を採用できておらず、認知的スキルの

低下が長年懸念されていたアメリカの教員もまた、数的思考力および読解力スコアの両方が 70

パーセンタイル内に含まれている。これら日米両方の結果は本稿の目的である教員採用施策の検
討に重要な示唆を与えていると考えられるため、詳細を「5 議論」で後述する。

3.1.　教員のスコアの国際比較②　カナダの学歴別スコアとの比較
日本の教員のスコアはカナダの修士修了程度に相当
PIAAC 調査参加国のうち、カナダの全調査参加者数（サンプルサイズ）は、どの国よりも大

幅に多い（表 1 参照）。これはカナダが独自に成人力スキルの自国の状況を調査する目的でオー
バーサンプリングしたことによる。そこで、Hanushek, etal  (2016) では、このカナダのスコアを、
学歴別スコア ( 後期中等教育修了・4 大卒 (Bachelor) 修了・修士 (Master) 修了程度 ) の標準ス
コアに設定し、各国の教員のスコアとカナダの学歴スコアとの国際比較を行った ( 図 1) 。

表 1　各国別教員の「数的思考力」と「読解力」スコアおよびパーセンタイル
 (Hanushek, etal, 2016 を改変。全調査参加者数は OECD,2016b から筆者が付記した )

　 数的思考力 読解力 全調査
参加者数

対象
教員数

パーセンタイル

数的思考力 読解力

全体 292 295 216250 6402 68 71

日本 311 319 5278 147 70 67

フィンランド 317 322 5464 221 73 74

オーストラリア 300 312 7428 248 71 75

オーストリア 300 292 5130 188 69 70

ベルギー 308 303 5463 215 68 71

カナダ 292 307 27285 834 67 72

チリ 262 263 5307 106 81 79

チェコ共和国 305 300 6102 141 73 77

デンマーク 295 288 7328 413 56 60

エストニア 285 294 7632 188 60 69

フランス 302 296 6993 163 80 77

ドイツ 308 301 5465 127 72 74

ギリシャ 282 286 4925 150 74 75

アイルランド 295 300 5983 180 75 74

イスラエル 270 281 5538 250 57 62

イタリア 273 279 4621 124 67 73

韓国 287 296 6667 217 72 74

リトアニア 285 282 5093 133 66 64

オランダ 304 308 5170 197 63 67

ニュージーランド 297 310 6177 198 64 71
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その結果、日本の教員はカナダの修士修了程度もしくはそれ以上のスコアを獲得していること
が分かった。この結果を上回るのは、フィンランドの教員だけであり、先述したとおり日本の教
員のレベルは国際的に見てもかなり高いレベルにあると考えられる。しかも、フィンランドのデ
ータには 2.1 で説明したとおり大学教員も含んでいるが、日本の場合は「小学校の教員」、「中等
学校の教員」または「他の教員」( 特殊教育教員や語学教員など )　のみである。大学教員まで
含んだフィンランドの教員スコアが、Hanushek, etal  (2016) が目的としている、教師の PIAAC

スコアと生徒の PISA スコアの関連の分析に影響を及ぼさないとしても、大学教員を含んでいな
い日本の教員のスコアとの検討を行う際はこの点に留意する必要がある。

なお、フィンランド同様、卒業生の上位 3 分の 1 から全教員採用を行っているシンガポールと
韓国の全体的な国別スコアが中程度に留まっているのは、第二次世界大戦後の教育観の変化によ
り国民的な教育熱が高まった結果、全回答者が高スコア層と低スコア層の二層に分かれているた
めと報告されている（OECD, 2016a）。したがって、この 2 国を論じる際は、そのような社会歴
史的背景も加えて検討する必要がある。

ノルウェイ 302 304 5128 279 65 68

ポーランド 277 293 9366 199 64 73

ロシア 273 283 3892 137 53 54

シンガポール 303 300 5468 193 72 76

スロバキア 294 290 5723 133 66 60

スロベニア 293 288 5331 121 70 69

スペイン 283 290 6055 183 75 80

スウェーデン 306 307 4469 147 62 65

トルコ 264 261 5277 128 80 78

イギリス 289 299 3761 310 65 67

アメリカ 284 301 5010 132 70 71

注）表示は日本以外基本アルファベット順だが、Hanushek, etal  (2016) の論展開がフィンランドのスコ
アを標準にして進むため、便宜上フィンランドを日本の次に表記した。使用されているデータは、
PIAAC のローデータの採集および集計時状況に依存する。たとえば、ロシア連邦のデータは集計段階に
おいてモスクワ市のデータを含んでいないため、モスクワの教員のスキルスコアは不明である。PIAAC
のローデータの詳細は、OECD (2016a) を参照のこと。
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図 1　カナダの学歴別スキルスコアと各国の教員の認知的スキルスコアの比較
(Hanushek, etal, 2016 を改変 )

表 2　教師の PIAAC スコアと生徒の PISA スコアの関連（Hanushek, etal, 2016 を改変）

4. 教師の PIAAC スコアと生徒の PISA スコアの関連について

Hanushek, etal, (2016) では、OLS model を用いて国際教育生産関数を産出している。この数値
を使って、PIAAC スコアと生徒の PISA スコアの関連を示したものが表 2 である。結果は、すべ
ての項目で有意となり、教師の PIAAC スコアと生徒の PISA スコアの間には関連が示された。(1)

生徒の数学的リテラシースコア 生徒の読解リテラシースコア
（1） （2） （3） （4） （5） （6）

教師のスキルス
コア

0.209* 0.173* 0.145* 0.178* 0.102* 0.092*

(0.038) (0.031) (0.032) (0.020) (0.020) (0.022)
生徒の数 490818 490818 490818 490818 490818 490818

参加国 31 31 31 31 31 31

R2 0.04 0.29 0.29 0.03 0.30 0.30

注）学生のスコアは、各国内において個人レベルで標準化されている。生徒の数学的リテラシ
ースコアの独立変数は教師の PIAAC の認知的スキルである数的思考力のスコアであり、生徒
の読解リテラシースコアの独立変数は PIAAC の認知的スキルである教師の読解力スコアがそ
れぞれ対応している。(1)・(4) は無条件、(2)・(5) は個人、家族、学校、国レベルで大規模
な背景要因を追加した場合、(3)・(6) は親のスキルの影響 (3 は数的思考力、6 は読解力 ) を
追加した場合である。*p<.05
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～ (3) は教師の PIAAC 数的思考力スコアに対して生徒の PISA 数学的リテラシースコアが対応
しており、(4) ～ (6) は教師の PIAAC 読解力スコアに対して生徒の PISA 読解リテラシースコア
が対応している。(1)・(4) は無条件、(2)・(5) は個人、家族、学校、国レベルでの大規模な背
景要因を追加した場合、(3)・(6) は親のスキルの影響 (3 は数的思考力、6 は読解力 ) を追加し
て計算している。

ちなみに、親の PIAAC スコアの影響も生徒の PISA スコアに影響がないとは言えないが、そ
の影響は数学的リテラシースコアにおいて 10% 有意傾向程度、さらに読解リテラシーに関して
は有意ではなかった。したがって、親が与える影響は、教師が与える影響よりはるかに小さい結
果となっている。（Hanushek, etal, (2016) には親のスコアとの関連も掲載されているが、本稿の
目的から外れるため、詳細な結果は省略する）

この結果について、Hanushek, etal, (2016) は下記のように分析している。
　学生の業績への学生および家族の影響を考慮すると、教師のスキルの影響は、読解リテラ

シーが数学的リテラシーよりも大きく減少する。これは、両親が数学の成績よりも子供の
読書能力を向上させることが重要であると考えている可能性と、家庭内の書籍数（教育的、
社会的、経済的背景の代理変数）などの文化資本との関連が考えられる。

　教師の読解力スキルの影響が小さいことは、教師が生徒の数学的リテラシーのスコアより
も、読解リテラシーのスコアの方が改善しにくい、つまり影響を与えにくい可能性がある。
逆に数学的リテラシースコアの改善には、教師自身の数的思考力スキルの程度が影響する
可能性が高い。

このように、PIAAC と PISA の教員スコアと生徒のスコアに高い関連が見られるのであれば、
高い成人力スキルを保持する教員を確保することが、教育の質を高めることになる。このことは、
教員採用のみならず教員養成施策にまでも影響を及ぼすと考えられる。ただし、先述したとおり、
教員採用時の学業成績に対する過度な期待は難しく、教員の成人力スキルスコアに影響を与える
要因には、教員採用時の学業成績以外のものが存在すると考えられる。

5. 議論

本稿の目的は、PIAAC 調査で収集された教員の成人力スキルに関する国際比較データをもと
に、日本の教員採用政策上課題の検討を行うことである。本稿では、主要エビデンスとして、
PIAAC の二次分析を教員コホートによる国際比較で行った Hanushek, etal (2016) を採用し、日
本の教員の成人力スキルスコアの国内・国際比較（3）と、PIAAC と PISA の教員スコア（数的
思考力とリテラシー）と生徒のスコア（数学的リテラシー、読解リテラシー）の比較（4）を用
いた。これらの説明で用いたエビデンスを整理すると、以下の 3 点となる。

5-1）　教員の成人力スキルレベルが国内参加者全体の上位 3 分の 1 程度の位置を占めていること
は、我が国独自の教員採用施策が高い成人力スキルを持った教員を採用するために一定程度の効
果をあげていると考えられる。
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5-2）　PIAAC と PISA の教員スコアと生徒のスコアに高い関連が見られることから、高い成人力
スキルを保持する教員を確保することが、子ども（生徒）のリテラシーや数学的リテラシーを高
めることになる。

5-3）　教員志望者を成績上位 3 分の 1 で足切りする教員採用施策には限界があると考えられる。
日本は、教員志望者を成績上位 3 分の 1 で足切りしていない。しかし、日本は教員志望者を成績
上位 3 分の 1 で足切りしているシンガポール、韓国の教員の成人力スコアを上回っており、さら
にカナダの修士修了程度もしくはそれ以上のスコアを獲得している。このことは、「認知的スキ
ルの高い教員を可能な限り漏れなく採用していく」ということを教員採用政策として採用とする
場合、教員採用時点の学業成績をその足切り要件とすることは、手続きとして十分でない可能性
を示唆している。

以上のエビデンスを踏まえると、日本の教員採用施策は国際的に見ても高い成人力スキルを持
った教員を確保するためにある一定の効果があると言える。しかし、シンガポール、フィンラン
ド、韓国のように、教員志望者の成績を過度に重視していないにも関わらず、日本の教師はなぜ
成人力スキルが高いのだろうか。

この議論のポイントと考えられるのは、「教員志望者の成績の持続可能性」である。日本は教
員志望者の志望時点での成績に過度に期待しすぎないことで、他の能力、たとえば「学び続ける
能力」のような、非認知的（社会情緒的）スキルをも併せ持つ可能性がある教員志望者を採用で
きる可能性も考えられる。

非認知スキルとは、「『長期的目標の達成』、『他者との協働』、『感情を管理する能力』の 3 つの
側面に関する思考、感情、行動のパターンであり、学習を通じて発達し、個人の人生ひいては社
会経済にも影響を与えるもの」 ( 遠藤 , 2017) のことで、教員の成長に必要不可欠な「学び続け
る能力」は、非認知的スキルに含まれるといえるだろう。

もし、成績上位 3 分の 1 であることという条件が教員採用の絶対条件であるならば、非認知的
スキルが高いにもかかわらず、成績上位 3 分の 1 に少しだけ欠けるような志望者は採用できない。
たとえば、日本では、教員採用の二次試験（面接・論作文・実技）も課されているが、成績上位
3 分の 1 に少しだけ欠けるような志望者が二次試験で好成績を取る可能性は、試験の内容が異な
っている以上否定できない。また、この二次試験では受験者の非認知的スキルの有無を確認する
ことも、時間的限界はあるが可能である。

したがって、日本の教員採用は教員志望者に対する成績による足切りをおこなわず、非認知的
スキルの状況をうかがうことができる二次試験と組み合わせることで、結果的に弾力性のある教
員採用ができている可能性が高いと考えられる。ましてや、今後は非認知的スキルの研究の高ま
りとともに、教員志望者に対する非認知的スキルも認知的スキル同様求められることは十分に考
えられる。同時に、今後は非認知的スキルの状況をうかがうことができる二次試験のさらなる充
実が求められる。

ただし、日本の教員はカナダの修士修了程度もしくはそれ以上のスコアを獲得していることを
考えると、足切りはしていないにせよ、結果的に成績上位 3 分の 1（つまり、70 パーセンタイル
以上）に属する教員志望者が多い可能性は高いことは否めない。これは、認知的スキルが高い求
職者が、教職を働くに値する職、魅力のある職として選んでくれていることの証左にもなるだろ
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う。
これは、日本の教員採用試験においては教職教養をはじめとして一定程度ペーパーテストの比

重があるためで、したがって卒業時の成績ではなく、教員採用試験に対する受験勉強と教員採用
試験そのものによって、実質的に「教員志望者の卒業時の成績が成績上位 3 分の 1 内」というス
クリーニングが行われている可能性は十分に考えられる。このことは、ペーパーテストで測れる
スキルの比重が高いということをも示唆しているといえる。

さらに、「国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成 29 年 3 月卒業者の就職状況等に
ついて（資料 3）平成 29 年 3 月卒業者の大学別就職状況（教員養成課程）」( 文部科学省 , 2017) 
によれば、教員養成課程がある大学において正規教員採用者は当年度卒業生数の約半分～3 分の
1 を占めている。この「当年度卒業生数の約半分～3 分の 1」とは、先に述べた通り「成績上位 3

分の 1 に少しだけ欠けるような志望者」も採用されているエビデンスとなる。したがって、日本
の教員採用が成績上位 3 分の 1 以外からも行われていることを示唆しているといえる。

しかも、このデータは教員養成課程を擁する大学のものであり、どの志望者も程度の差こそあ
れ、教職に対する情熱と敬意を持ち合わせているであろう。教職採用時に成績上位 3 分の 1 内で
なかったとしても、その後も教職としての熱意をもって自らも学び続けることで、結果的に成人
力スキルとしての認知的スキルが向上しているのかもしれない。したがって、シンガポールや韓
国のように教員志望者の志望時点での成績にこだわるのではなく、志望時点での成績に過度に期
待しすぎない、非認知的スキルもある程度は鑑みることができる二次試験の成績も組み合わせた
弾力性のある教員採用施策が、かえって教員の認知的スキルとしての成人力スキルの向上に貢献
している可能性は十分考えられる。

結語

以上の議論を踏まえると、「認知的スキルの高い教員を可能な限り漏れなく採用していく」と
いうことを条件とする場合、教員採用時点の学業成績をその足切り要件とすることは、手続きと
して十分でない可能性を示唆していると思われる。そのため、シンガポールや韓国が実施する成
績上位 3 分の 1 以内を絶対条件による教員採用時の成績を過度に過信した教員採用施策を行うこ
とは、教員の成長を妨げる可能性があると考えられる。

たとえば、アメリカの採用教員が採用時成績上位 3 分の 1 を占める割合は 23% であるが、数
的思考力スコア（301 点）は、採用時成績上位 3 分の 1 が採用条件の韓国（296 点）よりも上回
っている（リテラシースコアは、アメリカが 284 点で韓国が 287 点）。このことと、今まで論じ
てきた日本の状況を併せて検討すると、教員志望者の成績の持続可能性と成績上位 3 分の 1 以内
の足切りには限界があると考えられる。フィンランドを同列に論じないのは、フィンランドの教
員養成課程が日本とは異なるためで、本論では比較検証はできない。

教職教養をはじめとして一定程度ペーパーテストの比重がある日本の教員採用試験においては、
ペーパーテストで測れるスキル以外のスキルを測定することは限界がある。しかし、仮にある教
員志望者の卒業時の成績が成績上位 3 分の 1 内になかったとしても、一次試験のペーパーテスト
で測れるスキル以外のスキル、たとえばそれが「学び続ける能力」のような非認知的スキルが、
二次試験である程度確認できていた場合、日常の教員生活を通じて学び続けていれば、教員の認
知的能力の個人差は縮小する可能性をも示唆していると考えられる。
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このような、学び続ける能力を持った教員志望者のニーズは今後さらに高まると考えられる。
なぜなら、社会の急激な変化、知識基盤社会、生涯学習社会の到来が「新たな学びの世界の創造」
として教師主導の学びから学習者中心の主体的・共同的な学びへの転換を求めており（中央教育
審議会 , 2014）、その結果、教員自身もまた、ひとりの学習者として「学び続ける者」であるこ
とが求められているためである。

そして、教員養成段階を含めた教職生活の全体を通じて「学び続ける教員」の資質・能力向上
を支援することそのものが、重要な教育政策課題 ( 国立教育政策研究所 , 2015) となっている。
であるならばなおさら、教員採用時には、教員志望者の卒業時の成績同様、学び続ける能力をも
問うことが必要になってくると考えられる。

学び続ける教員であろうとすることは、専門職として自らの成長に責任を持つ ( 勝野 , 2004) 
ということでもある。教員が学び続ける教員であることを求められるのは、まさに教職が専門職
であるからであり、それゆえに、教員は自らの職能成長にある程度は責任を持つことが求められ
る。日本の教員採用施策が、そのような自覚を教員志望者に求めることで、成人力スキルが高く、
かつ学び続ける能力を持った教員の採用につながっている可能性があるのだとすれば、その結果
として、子どもたちのよい学びへもつながっていくのではないだろうか。

日本の教員採用施策が生むその循環は、まさに McKinsey & Company (2007) の、”The quality 
of an educational system cannot exceed the quality of its teachers.”（教育システムの質は教員の質を
上回ることはできない）という指摘通りのものであり、認知的スキルだけでなく、非認知的スキ
ルも含めた教員の質が教育の質に大きく関与していることを裏付けるものである。

しかし、優秀な求職者が数ある職業の中から、いつまでも職業としての教職を選択してくれる
とは限らない。我が国の教員採用政策の成果を維持するためにも、優秀な求職者に職業としての
教職を選択してもらえるような採用政策以外の施策、たとえば労働環境の改善は必要になるだろ
う。今後は、福利厚生面などからも教員採用政策を支援できるような対策が望まれる。
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【研究ノート】

Abstract
This article is a study of education in the colonial dependencies, focusing on Japanese colonial 

education in Taiwan. The Japanese colonial authorities proclaimed that the assimilation of Tai-
wanese people and promotion of Japanese language was the main goal of Japanese educational 
policy. Although Japanese educational efforts faced difficult problems, the islanders gradually 
began to accept Japanese-style schooling. The Taiwan educational ordinance of 1919 established 
a single, coordinated education system. However, Taiwanese demand for advanced schooling be-
came increasingly difficult to resist. Despairing of limited opportunities in Taiwan, some rich 
families began sending their children to Japan. In 1922, a new education ordinance was promul-
gated, which declared an abolishment of the separatism and discriminatory treatment in education 
and established full equality of opportunities for both Taiwanese and Japanese nationals. It named 
the common school as an institution for non-Japanese-speaking children and the primary school 
for Japanese-speaking children regardless of race. In secondary and higher education, all schools 
were to be governed henceforth by the same educational orders which regulated their counterparts 
in Japan. Taihoku Imperial University and a preparatory higher school were also established. In 
secondary and higher education, Japanese students and Taiwanese students attended the same in-
stitutions of education. The enrollment ratio of the Taiwanese children became considerably high-
er. In the final stages of the colonial period, the colonial authority decided to enforce compulsory 
education in Taiwan. Japanese colonial education policy began to assume a unique feature that 
was different from that of Western powers. After the decolonization of Taiwan, the overall insti-
tutions of education were taken over by the Chinese government. In the final part, we review 
some comments by Taiwanese scholars on the Japanese colonial legacy in education. 

植民地経営と教育事業の展開――日本統治下の台湾の場合

Education in the Colonial Dependencies: The Japanese Experience Focusing on Taiwan 

斉藤　泰雄＊

SAITO Yasuo

＊ 名誉所員・フェロー
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はじめに

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの開発途上国の大部分は、かつて西欧列強諸国による植民
地支配を経験した。欧米列強は、その植民地経営の一環として現地住民を対象にさまざまな教育
事業を展開した。16 世紀のスペインのラテンアメリカ植民地を皮切りに、これらの地域の住民は、
宗主国が本国から持ち込んだ教育機関を通じてはじめて西欧流の教育と遭遇することとなった。
そしてその被植民地経験は、これらの地域の教育にさまざまな特色を刻み込み、植民遺制として
独立後も大きな影響をおよぼすことになる。海外植民地における教育経営の経験という点からみ
るなら、日本もけっして無縁ではない。欧米列強とくらべればかなり後発となるが、当時外地と
呼ばれた海外領土 ( 台湾、朝鮮半島 ) において教育事業を展開した経験をもったからである。本
論は、日本統治下の台湾に焦点をあてながら、植民地における教育経営とその遺制について考察
することを目的とする。まず欧米列強による植民地教育政策に関する先行研究を整理するととも
に、筆者が考える植民地教育の分析枠組みを提示する。つぎに 50 年間にわたって展開された日
本の植民地教育の軌跡をたどり、その教育経営の変遷と特色を分析する。最後に、日本統治下の
教育に関する最近の台湾側での言説・論評を分析紹介する。

Ⅰ．植民地教育研究の分析枠組み

ひとつの学術研究の領域としてみた場合、植民地教育研究はまだまだ未開発の段階にある。第
二次世界大戦前には、各国が実際に植民地経営を遂行するなか、現実的な必要にせまられて自国
および他の列強が展開する植民地教育政策を相互に比較分析しあうというような状況が見られた。
たとえば、米国コロンビア大学教育大学院の「国際研究所」が 1932 年に刊行した『植民地にお
ける教育』(Education in Colonial Dependencies) を特集する年報がある（Kandel，1932)。当時は、
欧米列強による植民地獲得競争、植民地経営はまさに現在進行形でピークをむかえており、世界
各地に広がる植民地においてさまざまな教育政策や実践が展開されていた。 その成功や失敗、
効果あるいは反作用などが議論されていた。当時、比較教育学研究の一大拠点ともいえるコロン
ビア大学の国際研究所の年報において本テーマが取りあげられたことは、植民地教育経営が列強
各国の現実的政策課題であるとともに、それが学術研究の対象となりはじめていたことを反映し
たものといえよう。本年報にも、英、仏、独、ベルギー、イタリアがアフリカ、中東、アジア各
地で展開する植民地教育の実例が報告されている。わが国においても、第二次世界大戦中に、『列
国の植民地教育政策』（ベッケル , 1943） といった著作が翻訳刊行されている。

しかしなから、第二次世界大戦以降、植民地があいついで独立を達成し、新生国家として誕生
すると、これらの国の指導者や国民の関心は、植民地時代の過去よりも、未来に向けて国家的教
育像を構想することに向けられていった。いっぽう、旧宗主国側にあっても、植民地主義批判の
国際的風潮のなかで、過去の植民地事業に関する研究や関心は封印されてゆく傾向があった。
1960 年代には、カラチ計画、 サンティアゴ計画など開発途上地域を対象とした教育開発計画がつ
ぎつぎと登場してくる。開発途上国の教育の未来が理想的、かつ楽天的に語られた時代であった。  

植民地教育論が再び登場してくるのは、教育計画論者たちが想定したものとは異なる開発途上
国の教育発展の現実の姿がしだいに明らかになってきた 1970 年代半ばころである。1976 年、ロ
ナルド・ドーアは、その著『学歴社会  新しい文明病』において開発途上国における教育発展の
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現実の様相を克明に分析して学術界に衝撃をあたえた（Dore，1976)。ドーアの分析は、植民地
時代にこれらの地域に持ち込まれ、社会に浸透した学校教育観、学校と社会との関係に関する心
理的・制度的遺制がいかに開発途上地域の教育発展に大きな影響を及ぼしているかを明示した。
このころから、植民地体制無き後における植民的関係や従属的状況の継続、すなわち、新植民地
主義が語られはじめることとなる。こうした状況をうけて、何人かの比較教育研究者は、あらた
めて植民地時代の教育政策に注目し、その特色を分析し、影響力持続のメカニズムを再検討する
ことを試みた (Kelly and Altbach, 1978 ; Watson, 1982)。

植民地教育に対するかれらの視線はきびしく、欧米列強の展開した教育を、「植民者側のニー
ズのための教育」、「土着文化から切り離すための教育」、「現地人の『メンタリティ』に適合させ
た教育」、「ヨーロッパもどきの教育」、「劣等感と過剰な文化的憧憬を生み出した教育」、「ひとり
よがりの文明化の使命意識」といった言説で批判するものであった ( 斉藤，2018, 44-45 頁 )。し
かしながら、筆者には、こうした告発論調の植民地教育論にもの足りなさを感じたことも事実で
ある。また、彼らの関心と情報源は、英国とフランス二国の経験にかたよりすぎているだけでな
く、全体として史実の裏づけが乏しいという印象は否めなかった。　

筆者なりに植民地教育を分析するための概念的枠組みと視点を提示するなら次のようになろう。
(1) 各国の植民地教育政策は、純粋に理念的に分類するなら、現地住民の学習能力そのものを否

定、あるいは、教育が住民の民族的覚醒をうながすことを恐れて愚民政策を採るという極端
な放任主義、その対極には、植民地住民にも本国と同一・同格の教育機会を提供するという
完全な平等化をめざす政策まで想定しうる。もちろん、こうした極端な事例は現実には存在
せず、各国の現実の植民地教育政策は、この両極の間にグラデーションをもって位置づけら
れる。

(2) 各国は、基本的には本国の教育制度をモデルにして教育の移植をはかるが、本国の教育のど
の部分を、どの程度まで植民地に持ちこむか、また持ちこまないかの判断は、各国の植民政
策の目的や現地状況によって異なり一様ではなかった。当時の交通通信事情などから、現地
植民地総督などの判断にゆだねられる部分も大きかったのではないかと推定される。

(3) 本国からの派遣者 ( 統治官僚、国策貿易会社員、宣教団体等 ) や自国からの移民子弟のため
にはできるかぎり本国なみの教育を提供することをめざすいっぽう、現地住民の子弟に対し
ては前者とは分離された形で、教育目的や修業年限において格差をもうけた教育を提供する
体制が一般的であったと想定される。

(4) 現地住民の教育に関しては、多かれ少なかれ次のような目的が掲げられた。すなわち、(a)
住民へのキリスト教布教、(b) 遅れた「原住民」の啓蒙という文明化的使命、(c) 本国の国
王に忠実な新しい臣民の育成、(d) 植民地政府の下級官僚や国策貿易会社の事務員・通訳な
ど統治補佐人材の育成、(e) 旧王族など現地支配層の文化的懐柔・取り込み。

(5) そうした目的に応じて、実際に教育に従事する人材も、聖職者・宣教関係者・本国からの派
遣教員・貿易商社社員・現地採用教員・駐在武官・警察官・市民ボランティアなど多様な供
給源から採用されたのではないかと想定される。教授言語も目的や現地事情によって本国の
言語、現地の支配的言語、部族語、あるいはバイリンガル方式と多様であったのではないか。

(6) 土着のさまざまな教育機関 ( イスラム系、仏教系、儒教系、民族系など）に対する植民政府
の態度や行動 ( 禁止・抑圧、黙認、功利的利用等 ) も時期や場所によって異なっていたであ
ろう。
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(7) いずれにせよ、植民地当局によって提供される教育は、伝統社会の教育習俗や制度とは大き
く異なるものであった。植民者が持ちこむ新しい教育に対する現地住民の態度や行動 ( 拒絶
・逃避、不本意服従、消極的受容、積極的要請等 ) も時期や場所によってけっして一様では
なかったのではないかと想定される。

いずれにせよ植民地教育政策のダイナミズムはステレオタイプ化された断罪的視点ではとらえ
難いのではないかというのが筆者の思いであった。

Ⅱ．台湾植民地教育論への関心

筆者が、わが国が台湾でおこなった植民地教育事業に関心をもつようになったのは次のような
経緯によるものであった。先に紹介した米国コロンビア大学教育大学院の「国際研究所」年報に
は、日本の事例も報告されていた。当時、東京帝国大学教授の教育学者の阿部重孝の執筆した 

“Education in Formosa and Korea”である。当時日本の統治下にあった台湾 (Formosa は当時ヨー
ロッパで使われていた台湾の別称 ) と朝鮮において日本が展開していた教育事業の方針や状況を
世界に向け発信しているという意味で、きわめて注目されるものである。これまで学界でもほと
んど論及されることのなかった文献資料である。

そこで阿部は、日本の植民地教育政策の特色を誇らしげに次のように述べている。「台湾と朝
鮮の教育システムは、通常の植民地的属領における教育とはやや異なるものである」、「それは本
国の教育システムの延長であり、日本本国と共通の理想を遂行することを期待されている」、「日
本帝国を構成するこの領土の教育が、なんらかの差別意識によって支配されていると想定されて
はならない。そこでの教育の究極目標は、新しく併合された人々を、社会的、経済的、政治的地
位において日本人のそれと同じ水準にまで引き上げるために育成することであり、“ギブ・アン
ド・テイク”の原則を実現することである」(Kandel，1932，p.681)。

戦後ながらく、日本の植民地教育といえば、「第一に、日本語教授の強制、第二に、日本の歴
史・文化・生活様式の注入で、つまり民族文化を抹殺し、日本臣民化という精神的奴隷を養成し
ながら、他方、第三に、近代的生産技術 ( 主に農業 ) の初歩を教えて植民地経営にこたえさせよ
うとする。・・・民族の経済的基盤の破壊だけでなく、民衆一般にまで及ぶ文化的・精神的な伝
統・生活・態度の破壊を企てて、いっそう始末に負えないものとなる」( 小沢，1962，336-337 頁 ) 
というような批判的言説がまかり通ってきた。多くの研究者は、植民地教育論に言及するのを封
印せざるをえないような雰囲気さえあったからである。阿部の所論は、これまでしばしば耳にし
てきた日本の植民地教育のイメージとは異なるものであった。

阿部のこの小論に導かれて、筆者は日本の植民地教育政策という未知の領域に足をふみ入れる
こととなった。対象は、日本が統治した最初の植民地である台湾に絞りこむことした。台湾植民
地教育関係の歴史的文献に関しては、国立教育政策研究所の阿部洋らにより政策文書の体系的な
収集、整理が続けられており、貴重なコレクションが整備されている。また、反日感情のきびし
い韓国とは対照的に、台湾においては、近年、日本統治時代の功罪、明暗についてかなり冷静、
客観的な分析を行う研究が出現しつつあることも理由のひとつとなった。台湾の歴史そのものに
無知であったこともあり、日本の統治とそこで 50 年にわたって展開された教育事業は、知れば
しるほどに驚きの連続であり、筆者のいだいてきた植民地教育のイメージを大きくゆり動かされ
るものとなった。
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日本の植民地教育に関しては、地政学的に見ても特異な点があることに気がついた。それは、
本国とその植民地と地理的近接性である。ヨーロッパとアフリカ・アジア植民地との地理的隔た
り、イベリア半島と中南米との乖離、米国とフィリピンとの距離感にくらべて、日本の植民地は
本国から近いところに位置するものであった。また、後発の日本は先行する欧米列強の植民地教
育政策の事例について研究・学習することが可能であった。とりわけ、台湾と欧米諸国のアジア
植民地との地理的接近は、列強の植民地教育の実態、成否を間近に観察する機会を提供するもの
であった。こうした条件は日本の植民地教育政策に影響をあたえたのではないかと考えられる。

Ⅲ．台湾植民地教育政策の諸相

五十年にわたる台湾植民地での教育政策と実践について小論で詳述することはむずかしい。こ
こでは、取り組みを大まかに時期区分し、それぞれの時期の特色と政策転換をもたらした背景・
要因を素描するにとどめざるをえない。時期区分は次のように設定できよう。(1) 植民地教育の
理念模索・試行錯誤期 (1895-1906 年 ) 、(2) 漸進的・抑制的教育整備期 (1907-1918 年 )、(3) 台
湾教育令期、民族隔離・差別待遇を原則とした台湾人のための教育体系の確立 (1919 年 -1921 年 )、
(4) 改正台湾教育令期、 内地延長主義による差別待遇解消と内台共学推進 (1922 年 -1935 年 )、(5) 
戦時教育体制期、「皇民化教育」の推進と量的拡張 (1936-1945 年 )。ちなみに、台湾での教育事
業は、当初から一貫して、本国の文部省によってではなく、現地の台湾総督府によって直接に所
管された。

(1)　植民地教育の理念模索・試行錯誤期 (1895-1906 年 )
台湾が日本の統治下に入るのは、近代日本がはじめて遂行した対外戦争である日清戦争 (1894-

95 年 ) の講和条約により、清国政府より台湾、遼東半島が日本に割譲された結果であった。地
政学的に重要であった遼東半島は、露・独・仏三国による強硬な干渉によって清国へ返還を余儀
なくされたが、台湾は日本の領有となった。欧米列強によるアジア植民地獲得競争の脅威のさな
かに開始された明治維新からわずかに 28 年後、日本はアジアで最初の、そして唯一の植民地領
有国となった。それは当時の日本にとって、かならずしも明確な方針をもって戦略的に獲得した
ものではなかった。日本割譲までの台湾は、島内では剽悍で戦闘的なマレー系先住民 ( 蕃人と呼
ばれた ) が山地に跋扈し、また、中国南部から合法・非合法に台湾に渡った華人の各集団が相互
に対立をくりかえし、またマラリア、コレラ、赤痢等熱帯性伝染病や風土病が蔓延する「化外の
地」とされ、清国さえ統治に手をやいた地域であった。さらに、島民の頭ごなしに日本に割譲さ
れるという事態にたいし、住民は武装蜂起 ( 土匪と呼ばれた ) し執拗に抵抗をつづけていた。台
湾植民地経営にあたった当事者の一人は、植民地獲得の初期の状況を次のように述懐している。

「台湾は実に日清戦役の獲物として卒然日本に割譲せられたりしなり。既に何等の予備手段
なく、かつ植民経営に就いては従来何等の経験なき日本が、一朝異人種統御の事に任ぜんと
欲す。清国が陰に冷笑して持て余すならんと期待して、列国が日本の植民地経営の能力を疑
たりしも又宣なりと謂うべし。土匪は全島に跋扈跳梁して尚未だ鎮定に至らざるなり。生蕃
の区処方策尚未だ定まらざるなり。財政の基礎尚未だ確立せずして年々母国より巨額の補充
金を仰ぎつつあり。交通尚未だ開けず。瘴癘 ( しょうれい ) 尚未だ除かずして、内地人は台
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湾を見て以て鬼界が島と思惟したり」( 持地，1912，35-36 頁 )。

植民地経営は手さぐりで開始された。困難な状況は山積していた。当時の日本人の多くは台湾
をお宝の山どころか「鬼界が島」とみなし、その開発は日本にとって大きな財政的負担となると
みなしていた。欧米列強は、後発国日本にはたして植民地を経営する能力があるか否かについて
高みの見物をきめこんでおり、日本は「ぶざまな植民地経営を行うことは許されない」という意
識にとらわれながら、いささか荷のおもい植民地経営にのり出さざるをえなかったのである。

植民地経営には教育事業もふくまれる。日本本土の教育制度の整備さえ未だに多くの課題をか
かえている段階であった。異民族を対象にした教育もはじめてのことであった。だが、この未知
の課題に敢然と取り組み、新領土台湾における教育事業の基本方針を確立するうえで大きな役割
をはたす一人の人物が出現した。 それは明治時代を代表する教育家として知られていた伊澤修
二であった。伊澤は、長野県出身の教育家であり、文部省出仕後、教員養成調査のため米国の師
範学校に留学した。東京師範学校校長、東京音楽学校長等を歴任し、初代文部大臣森有礼の下で
教科書編集局長をつとめる。森の受難の後、文部省をはなれ、1890 年「国家教育社」を組織し、
国家主義的な立場からの教育普及、義務教育への国庫補助拡大を求める運動を展開していた人物
であった。台湾領有の報に接すると伊澤は、自ら主催する国家教育社の雑誌において次のような
台湾教育論を公表した。

「新領土の秩序を維持するには、・・・威力をもって其の外形を征服すると同時に、別に其の
精神を征服し、旧国の夢を去て新国民の精神を発揮せざるべからず。即ち之を日本化せしめ
ざるべからず。彼等の思想界を改造して日本人の思想と同化せしめ全く同一の国民とならし
めざるべからず。而して此の如く彼等の精神を征服するは即ち普通教育の任務なり。而して
精神の征服は威力の征服に比すれば一層複雑なるを以て、其の施設の方案に至りて実には深
き思想を要せざるべからず」( 伊澤，1958，162 頁 )。

伊澤は、初代台湾総督樺山資紀大将に対して自らの台湾教育構想を提示した。新領土住民の「精
神の征服」＝同化 ( 日本化 ) の推進という伊澤の主張は樺山の賛同をえる。伊澤は、1895 年、
台湾総督府民政局学務部長に就任した。伊澤は、国語教育を植民地教育の根本方針とすることを
強く主張した。当時、わが国では、東京帝国大学文科大学の国語学者、上田萬年らが提唱する国
語論が注目を集めていた。「日本語は日本人の精神的血液なりともいひつべし、日本国体はこの
精神的血液にて主として維持せられ、日本の人種はこの最も強き最も永く保存せらるべき鎖の為
に散乱せざるなり」( 上田，1895，12 頁 ) という国家主義的色彩の濃い国語論である。伊澤の台
湾教育構想は、日本語＝日本人の精神的血液という上田らの国語論をいち早く取り入れて、新領
土住民の同化の観点から国語教育 ( 日本語を教授用語にして日本語の教育を行う ) を最優先すべ
きというものであった。また、伊澤によれば、台湾は同文・同種・同教 ( 漢字文化・東洋人種・
儒教文化圏 ) の地であり、漢字という利器の利用が可能であり、欧米諸国の植民地教育事業とは
おのずと異なると主張していた。

伊澤は、台北市郊外の芝山厳の地に学務部を設置し、その中に日本語教育のための学堂を開設
した。開設まもなく学堂は、土匪の襲撃をうけ日本人教師 6 人が惨殺されるという悲劇 ( 芝山厳
事件 ) にもみまわれる。こうした受難にひるむことなく、伊澤は教育事業推進に熱意をかたむけ、
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みずからの企画を、「国語伝習所」および「国語学校」の設立という形で実行に移していった。
国語伝習所は、「本島人ニ国語ヲ教授シテ其日常ノ生活ニ資シ且日本国的精神ヲ養成スルヲ以

テ本旨トス」( 台湾総督府直属国語伝習所規則 ) とするものであった。甲乙二科に分かれ、甲科は、
年齢 15 歳以上 30 歳以下で、普通の知識を備える者に促成的に国語を教え、修業年限は半年また
は 1 年。乙科は年齢 8 歳以上 15 歳以下の者に、国語・読書・作文・算術を授け修業年限を四カ
年とし、当初は 14 カ所に設けた。乙科は初等教育機関、甲科は成人教育であり、通訳、書記、
雇員など促成の目的を兼ねていた。高山地域には、分教場が設けられ先住民 ( 蕃人 ) への教育も
開始される。国語伝習所用の教科書『台湾適用国語読本初歩』も発行された。1898 年 7 月、台
湾公学校令が公布され、国語伝習所乙科は「公学校」と改称され、公学校が台湾人に対する初等
教育の機関とされた。
「国語学校」は、さまざまな機能を集約した総合的教育機関であり、初期の台湾教育において

中核的役割を果たした機関であった。師範部、語学部、事業部の三部から構成された。師範部は、
内地人 ( 日本人 ) 向けの甲科および台湾人向けの乙科の二科からなり、いずれも早急に必要とさ
れた小学校、国語伝習所 ( 公学校 ) 向けに日本語で教育を行う教員を養成することを目的とした。
語学部は、台湾人向けの国語学科と内地人向けの土語学科からなり、いずれも政府部門および民
間事業において必要とされる中堅的人材の育成をめざした。事業部は、職業技術教育部門であり、
初等教育を修了した台湾人に 1～2 年の促成の近代的職業技術教育を提供するものとされた。ま
た国語学校には、日本人子弟および台湾人子弟の教育のため各種の附属学校が設置されていた。

伊澤は、壮大な構想と熱意を抱いて教育事業に取り組むが、急速な教育拡張と教育費支出に難
色を示す総督府上司と対立し、二年余りで台湾を去ることとなる。しかしながら、伊澤の提示し
た、日本への同化を基調とする「同化主義教育政策」、それを具体化する「国語教育」最優先の
方針は、伊澤の離任後も、台湾での教育理念・政策の基調として長らく存続することとなる。

初期の混乱をへて、やがて第四代台湾総督児玉源太郎大将 ( 任期 1898 年～1906 年 ) とその民
政長官に抜擢された後藤新平の時代をむかえる。後藤は 8 年 7 ケ月にわたってその任にあり、台
湾統治の基礎を築きあげることになる。後藤は、台湾を統治するには、まずこの島の旧慣制度を
科学的に調査し、その民情に応ずるようにすることがだいじで、日本の制度を台湾に直輸入する
ことを回避する漸進主義を主張する。土地と人口の詳細な調査を行い、鉄道敷設、港湾整備、道
路改修、水利灌漑事業、郵便通信網整備等のインフラ整備、公衆衛生・伝染病予防事業に着手し、
台湾の産業発展の基盤を構築することをめざす。1899 年、台湾銀行を設立し貨幣の発券を行う
とともに、財政基盤の確立につとめる。農学者の新渡戸稲造を招聘し、製糖業の近代化を図り、
これを台湾最大の産業に発展させる基盤を形成した。いっぽう、治安・土匪対策のために警察制
度や保甲制度 ( 相互監視・連帯責任制の隣組制度 ) を強化した。台湾の悪習であった住民の阿片
吸引対策では、これを厳禁とせずに、阿片を当局の専売制として新規吸引者を減らす漸禁策を採
る。

児玉・後藤のコンビは、教育に対しては慎重な態度をとる。後藤は次のように述べた。「同化
といへば意義一定、範囲分明、方法不動の様に心得居る人もおるけれども、同化には色々の種類
がある」、「国語を習はしめても何程の時間に如何の程度まで変化せしむることを得るかと云うと
は未だ容易に解決せられざる問題であって、先ず二代や三代で変化して行くことは六ケしい ( マ
マ ) ことである」( 持地，1912，286 頁 )。伊澤の主張した同化主義的教育政策＝国語教育最優
先論を否定することはなかったが、その解釈はかなり弾力的であり、性急な教育政策の展開を抑
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止し、現実的・漸進的な教育政策をとるという立場であった。また蕃童公学校 ( 蕃童教育所 ) と
よばれる先住民子弟むけの教育機関もすこしずつ整備されていった。

(2)　漸進的・抑制的な教育整備期 (1907-1918 年 ) 
当初二十年間ほどは教育の普及は遅々たるものであった。もともと台湾での教育の発展は遅れ

ており、わずかな識字階層も書房・義学など旧来の教育機関に執着していた。ある記録は、初期
における日本の教育に抵抗する住民の姿を次のように記述する。「斯くて教育は、緒についたも
のの、実際に於いては其の相手たる人民は国語の必要も、教育の必要も感じないのである。ここ
に、本島教育の極めて困難なる所以があり、引き続いて財政独立の問題があり、十分教育に力を
注ぐことは出来なかった」( 佐藤，1943，66 頁 )。最初期には、就学奨励のために、国語伝習所
に通学する生徒に日当を支払うことまで行われた。女児の就学にたいする抵抗はとりわけ強いも
のがあった。

しかしながら、こうした状況のなかにあっても国語伝習所や国語学校に就学し、日本語を習得
した初期の卒業生の多くは、官庁・法院、郵便・電信局、警察、憲兵隊などの通訳、雇員として
総督府に雇用された。初期には国語伝習所 ( 公学校 ) の卒業程度でも、官庁や学校に就職が可能
であった。国語教育の受容と引きかえに台湾人に安定した雇用と社会的上昇の機会があたえられ
たのである。総督府の設立する国語教育機関は、立身出世、社会的地位を得るための近道として
意識されるようになっていった。初期の人材の確保が一段落し、また、公学校卒業生が増えてく
ると、その資格が就職や立身出世につながることは困難になってゆくが、ひとたび成功体験を目
にした台湾人たちは、植民地当局によって提供される教育をむしろ積極的に受容し、さらには、
より高度の教育をみずから要求する姿勢へと転じることとなってゆく。台湾人の間にもしだいに
教育熱が高まってくる。

こうした状況の変化に対して、総督府当局は、教育予算の限定もあり、公学校への入学勧誘は、
地主などの地方指導階層・旧知識人の子弟を優先して行なう。町村・集落による公学校設立申請
にも抑制的に対応するようになる。また、教育の普及が、現地住民の民族的覚醒や権利意識をう
ながすことをおそれて、住民が初等教育以上のより高度の教育を要求することに対しては警戒を
怠らなかった。専門教育機関としては、1899 年に台湾人向けに総督府医学校が設立されただけ
であった。

植民地当局の抑制的な教育政策に対して、しだいに住民は不満をつのらせ、明治期末頃には、
当局の予測をこえた次のよう事態が出現していた。

「近時に至りて時勢の進歩は土人の向学心の勃興となり、教育施設に対する要求が太甚熾な
るが如くなれども、土人教育に関しては当局者は常に細心の顧慮を払うが故に、今日に於け
る教育施設は此の土人の要求を満足せしむるに足らざるが如し。土人の向学心の勃興するに
至りたるは、漸次新教育の価値を認めたるにも由らん、又修学を以て立身階梯と思惟する土
人青年の野心の発生もあるべしと雖、此の思想発展の潮流は政治上の勢力を以てして克く抑
圧し得る所に非るべし。土人青年は台湾に於て其の志望を充たす能ざるよりして、相率いて
内地に来り、望む所の学校に入りて高等の教育を修め、若は厦門 ( アモイ ) 又は香港に走り
て英米人の設立せる学校に入学する者あり、将来青島 ( チンタオ、当時はドイツ租借地 ) に
走る者も亦輩出するに至らん、此趨勢は今後益々激甚を加ふるに至らんとす」( 持地，1912，
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303-304 頁 )。

台湾人が日本の提供する新しい教育の価値を認めるようになり、またそれが立身出世志向と結
びついて向学心勃興につながっていた。かれらの中には、台湾での教育機会の欠如に不満をいだ
き、内地 ( 日本 ) に教育機会をもとめ、また中国大陸の外国人居住地域への留学にはしる者が出
現していたのである。台湾の地理的位置はこれを可能にしていた。こうした留学が台湾人の権利
意識、民族感情を刺激することを植民地当局は懸念した。また、総督府が台湾人に高等普通教育
機関 ( 中学校）を提供しようとしない状況に反発し、1913 年、台湾中部の有力者たちはついに
独自に中学校創設運動を起こし、資金集めに奔走した。かれらはそれを私立学校として設立する
ことを望んだが、当局はそれを受け入れず、集めた資金と土地を総督府に寄付するというかたち
で、1915 年に総督府によって公立台中中学校が設立される。こうした進学要求の高まりや留学
志望者の増加に直面して、総督府内部と本国政府内の担当部局においては、それへの対処方針が
検討された。こうした流れを抑止することはもはや不可能であるという現地官吏の提言を受けて、
植民地台湾におけるに教育整備の検討が本格的に開始された。こうした議論は、台湾本島人向け
の教育システムを整備し、体系化することをめざす事業への取り組み＝「台湾教育令」の制定へ
とつながって行くことになる。

(3)　台湾教育令期、民族隔離・差別待遇を原則とした教育体系の確立 (1919 年 -1921 年 )
台湾教育令の制定にさきだち、その構想を検討した政府の内部文書には、制定の趣旨が次のよ

うに述べられていた。「制定の目的は、・・・教育施設に対し予め一定の範囲限定を設け、以て殆
ど底止する所なき土人向学心の向上を適宜抑制し、学校の系統及程度を簡約にして民度の実際に
適合せしめ、専ら実用に適する施設たらしむることを期し、従て抽象的知識の伝授は可成之を避
け、生産的技能の普及を以て教育手段の主眼と為さむとするに在り」、「高等普通教育は、或は高
等遊民を生じ且つ徒に土人の自覚心を高むるの虞れあるを以て、中学校の如き種類の学校を認め
ざること」、「公学校教育を卒へ上級の学校に進学せんことを希望する者は可成提撕指導して実業
に関する学校に入らしむること」( 拓殖局「台湾教育令案参考書」1918 年 6 月、阿部，1970，所
収 )。ここには、「教育施設の範囲程度をあらかじめ限定」、「土人の向学心の抑制」、「台湾人の
民度に応じた教育」、「高等遊民を生じさせかねない高等普通教育の抑止」、「実用的教育・実業教
育への誘導」という本国政府の本音と政策意図が端的に表明されていた。

1919( 大正 8) 年 1 月、台湾教育令が公布される。台湾の教育は、内地を模倣して、初等教育、
中等教育、専門教育、師範教育、実業教育の区分が明確にされ、相互の接続関係が定められるこ
とで一つの体系的な教育システムとして確立されることとなった。既存の公学校、公立台中中学
校、台湾総督附属学校は、それぞれ公学校、高等普通教育学校、専門学校となり、国語学校公学
校師範部乙科は、本令により師範学校となった。これにさきだち、国語学校に附属して設立され
ていた日本人子弟向けの教育コースは、小学校は 1898 年、中学校は 1907 年、高等女学校は
1910 年に、附属の地位を離れ独立し、総合的な教育機関としての国語学校は事実上解体される
こととなった。

台湾教育令制定を推進した第七代総督陸軍大将明石元二郎は、公学校以上の台湾人向け上級教
育機関を次々新設する。従来の総督府医学校を医学専門学校と改めたほか、台南に官立商業専門
学校、台北に官立農林専門学校が台湾人向けの専門教育機関として開設された。実業教育機関と

197

植民地経営と教育事業の展開――日本統治下の台湾の場合

p189_204_13-斉藤.indd   197 2019/03/13   18:32:06



公立台北工業学校にくわえて、1919 年 4 月に公立台中商業学校および公立嘉義農林学校が新設
される。

台湾教育令の制定により、台湾人向けの教育の整備が進み、その体系化もはかられことは事実
である。しかしながら、各段階の教育機関は、台湾に存在する日本人向けの機関とは異なる名称
で呼ばれた ( 小学校に対して公学校、中学校に対して男子高等普通教育学校、高等女学校に対し
て女子高等普通教育学校 ) だけでなく、その修業年限も日本人向けの教育機関とくらべて 1～2

年間短縮された程度の低いものであった。日本人向けの教育機関とはまったく連絡を欠いていた。
実業教育、専門教育レベルで同様であり、そこで取得される資格や免許の有効性は台湾内部にと
どまるものとみなされた。教育における民族別隔離方式と差別待遇の温存の原則は明らかであっ
た。

台湾教育令による台湾教育の整備拡充の意志が表明されたにもかかわらず、いやむしろ台湾人
の教育要求がかれらの望むものとは異なるかたちで制度化されようとすることに対して、台湾人
はむしろ不満をつのらせた。かれらはもはや民度に適合させた植民地バージョンの教育に満足で
きなかった。台湾教育令制定後も、裕福な台湾人家庭の内地留学志向は、中等教育段階から専門
教育・大学教育にいたるまで減少することなく続いていた ( 上沼，1978，142 頁 )。

 (4) 改正教育令期、内地延長主義による差別待遇解消と内台共学推進 (1922 年 -1935 年 )
1918 年、平民宰相による最初の政党内閣である原敬政権が誕生した。これにともない政府の

植民地統治体制にも変化が生じた。原は、かつて外務省次官当時、台湾領有直後に政府内に設置
された台湾事務局の委員として台湾統治政策に関与した経験があり、その時からの持論である「内
地延長主義」を植民地政策に採用することを宣言した。こうした植民地政策の転換の背景には、
第一次世界大戦後における世界的な民族自決主義思潮の高揚、朝鮮半島における三・一独立運動
の勃発 (1918 年 ) や台湾における民族運動の高まりなど思想的・政治的環境の変化もあった。原
は、朝鮮・台湾に行政・司法から教育に至るまで、原則的に本国と同一の制度を導入しようとし
た。さらに、武官 ( 大将・中将 ) に限定されていた総督任用資格を緩和して、文官の総督就任を
可能にするとともに、かつて台湾事務局で同じく委員をつとめた逓信省官僚の田健治郎を初代文
官台湾総督に任命した。

台湾総督職を引き受けるに際して、田は、原に自分の統治政策の重要な柱は、台湾人を本当の
日本人に教育することであると伝えていた。田の提示した七項目の台湾施政計画のなかには、「す
べての学校での日本人と台湾人との統合された教育の実施可能性の検討」、「医学・文学・農学部
を備えた大学の設立」の構想が含まれていた。前明石総督（1919 年 10 月健康を害して急死 ) の
残した台湾教育令であったが、田は、就任早々、教育における内地延長主義を実現することをめ
ざして、教育制度全体の見直しに着手した。田総督の就任から約二年半後の 1922 年 2 月、新し
い台湾教育令が公布され、台湾教育はその様相を一変させることとなる。 

制度改正の要点は次のようなものであった。旧令がもっぱら台湾人向けの教育を規定するもの
であったのにたいして、新令は、内地人および台湾人向けの教育を同一の教育令で規定した。初
等教育段階は、内地人・台湾人という民族別ではなく、「日本語を常用する者は小学校」、「日本
語を常用しない者は公学校」として日本語能力の程度に応じて進路を区分した。両民族間での相
互乗り入れも可能とされる。中等教育以上の教育に関しては、原則とした内地の教育法令、すな
わち「中学校令」、「高等女学校令」、「高等学校令」、「実業学校令」および「専門学校令」に準拠
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することとなった。これにより、旧令において両者の教育機関の間にみられた名称のちがい、入
学資格や修業年限における格差が解消される。具体的には台湾人向けの教育機関の水準を引き上
げることでそれが実現された。さらに中等教育以上の機関では、内地人と台湾生徒が同じ学校、
同じ教室で机を並べるという内台共学制まで導入されたのである。また旧令には、高等学校およ
び大学教育に関する条項は存在していなかったが、新令では、これらを台湾にも設置することを
想定した条項も設けられた。事実、1922 年に台北高等学校、そして 1928 年には、最高学府の台
北帝国大学 ( 文政学部および理農学部 ) が創設されている。これらの高等教育機関は台湾人子弟
にも門戸を開放するものであった。

新しい台湾教育令の布告に際して、その生みの親である田総督は、次のように誇らしげに宣言
した。「茲ニ教育令ヲ改正シ、内台人間ノ差別教育ヲ撤去シ、教育上全ク均等ナル地歩ニ達セシ
得タルハ、本総督ノヒトエニ欣快トスル所ナリ、若夫レ初等教育ニ於ケル、小・公学校ノ区別ノ
如キハ、本島民衆ノ大部カ国語ヲ常用セサルニ因ル一時ノ権宜ニシテ、文運ノ進歩教化ノ普及ニ
シテ、能ク其効果ヲ見ルニ至ラハ、当然渾一ニ帰スヘキモノナリト信ス 」(『明治以降教育制度
発達史』第 12 巻，334 頁）。この「内台人間の差別教育を撤去し、教育上全く均等なる地歩に達
せし得たる」という改正教育令による教育制度は、当時の欧米列強の植民地教育政策を見わたし
ても比類のない画期的なものであった。初等教育段階での統合も遠からず実現されるとの見通し
も表明されていた。

しかしながら、この教育上の差別待遇を撤廃し、統治者と被統治者の子弟に平等の教育機会を
提供するという画期的な試みは、改革を主導した当局者にも想定外の事態を生み出したことは留
意されねばならない。それは、台湾人子弟の進学機会の実質的な縮小という結果であった。旧制
度では、民族分離方式であり、教育内容や修業年限に差別的待遇がみられたものの、台湾人には
独自の教育機関が用意されていた。中等教育機関への進学競争は、内地人向け、台湾人向けいず
れの機関においても厳しいものであった。中等教育以上での共学化と格差解消は、両者の壁を取
りさったが、それは同時に、両者が同じ条件の中で進学機会を求めてオープンな競争を行うシス
テムになったこと意味した。台湾人が内地人専用であった教育機関に入学することが可能になる
と同時に、その逆も可能となったのである。厳しい入学試験体制の中で、内地人生徒と競争にさ
らされることとなった台湾人生徒は不利な状況に置かれることとなった。中学校の入学試験は、
主として小学校の教科書を中心としたものであり、公学校で学んだ本島人生徒にとっては、国語
・修身・歴史等の試験科目において競争上不利な立場に置かれたのである。当時、東京帝国大学
で「植民政策論」を講じていた矢内原忠雄は、「高等教育の植民者 ( 内地人 ) 独占」、「教育制度
の同化により事実上、本島人は高等専門教育を奪われたに類する」と述べその現実を批判してい
た ( 若林，2001，255 頁 )。

米国人研究者のツルミは、こうした状況の出現を次のように解説した。「世界中の植民者と同
じように、台湾の日本人在住者は、教育およびその他の分野において、台湾人を自分たちと同等
の者とみなす用意はできていなかった。おそらく田総督は台湾人にたいする実態としての差別に
ついて考えなかった、・・・彼とその部下は、アファーマティブ・アクションのような概念、あ
るいは、社会の中で不遇な集団が経験した差別に対する義務的な補償という概念が存在するずっ
と以前の時代に生きていたのである」(Tsurumi，1977，p.206)。形式的な平等化が、実質的な格
差を正当化するという事例であったといえよう。ツルミの指摘するように、今日なら、高等教育
機関の入学定員に特定集団向けの割当枠 ( クオータ制 ) を設けるなど積極的な格差是正策を採る
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ことも可能であろうが、もちろんこの時代にそうした補償的措置を植民地当局に期待することに
は無理があろう。

(5) 戦時教育体制期、「皇民化教育」の推進と量的拡張 (1936-1945 年 )  
1935( 昭和 10) 年、台湾統治 40 周年を迎え、「台湾施政四十周年博覧会」が台北市で開催された。

ここでは、近代的都市景観、鉄道・道路網整備、産業インフラ拡充、巨大水利・灌漑事業の竣工、
治安・衛生状況改善、観光資源開発、教育施設の拡充など台湾の安定と発展を誇示する各種イベ
ントが開催され、台湾全土のみならず、内地からも多数の訪問者を集めた。内台間の定期海運便
の拡大に加えて、1936 年には、福岡－台北間に定期航空便が就航していた。いっぽう、本国で
は 1930 年代にはいると軍国主義が台頭しはじめる。1931 年、満州事変により軍の侵攻がはじまる。
1937 年には蘆溝橋事件により日中戦争がはじまり、翌年、国家総動員法が制定される。こうし
た戦時体制化への動きは「内地延長主義」により否応なしに台湾統治体制にも影響を及ぼすこと
となる。

1936 年に武官総督が復活し、海軍大将小林躋造が総督に起用される。小林総督は、台湾人の「皇
民化」、台湾を東南アジア進出の基地とする「南進基地化」、さらに軍需関連産業の育成を目指す

「工業化」の台湾統治三原則を表明した。これまで日本は日本語教育を推進したものの、台湾人
の家庭生活、風俗習慣、宗教祭祀等に対しては比較的寛容な態度でのぞんでいた。しかし、皇民
化政策が宣言されるとともに、国語家庭化の推進 ( 国語常用運動）、日本名への改姓の許可、新
聞の漢文欄の廃止、神社参拝の強制、寺廟の廃止など直接住民の生活にまで介入する政策を打ち
出すことになる。1940 年には、皇民化運動を組織的に遂行するため、「皇民奉公会」が結成される。 

1931 年、総督府令により、各州に国語講習所が開設された。これは、一種の社会教育機関で
あり、初等教育をうけていない者、日本語を解しない者で年齢 12 歳以上の者を入所させ、年間
百日以上、二百時以上、修業年限 1～4 年として、国語を中心とし、他に簡易な作法、算術、唱歌、
遊戯、女子に裁縫を教える。台湾人で日本語を解する者の比率は、1932 年の 22.7％から、1936

年 32.5％、1940 年 51％と急速に増加した。統治末期の 1945 年には 75％をこえていた。同時に、
政府は、「国語常用家庭」の認定を始める。日本語常用の他に日本人家庭とほぼ同等の生活習慣
を実践する家を国語常用家庭と認定する。認定された家庭は、学校進学、官庁等への就職、各種
営業許可、内地視察派遣等で優遇された。公学校における漢文の授業は、統治初期には必須科目
として週五時間あったが、1922 年の改正教育令において必須科目から随意科目に変更され、時
間も週二時間に減少した。さらに、1937 年には漢文の授業は完全に廃止された。

内地では 1941 年 2 月、「国民学校令」が公布された。初等教育段階から国家主義的教育をいっ
そう強化し、皇国民の「錬成」を教育の至上目的とするものであった。国民学校令は、ただちに
台湾でも適用された。小学校と公学校の区別が廃止され、ともに国民学校と呼ばれることになる。
形式的には初等教育段階での分離教育も解消されることとなった。日本語能力の格差に由来する
教育方法上の問題に対しては、同じ国民学校でも児童の日本語能力に応じて種類の異なる教育課
程を適用するというかたちで解決がはかられた。

内地人子弟の就学率はかなり早期にほほ完全就学を実現していたのに対して、台湾教育令が制
定された 1919 年に台湾籍の学齢児童の就学率は 20％ほどにとどまっていた。とりわけ女子の就
学率は極めて低く 10％にもとどかなかった。しかし、1930 年代には就学率の伸びはいちじるし
くなり、1940 年には全体でほほ 60％に到達していた。こうした状況をふまえ、総督府はながら
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く見送られてきた台湾における初等教育義務化計画に着手し、ついに 1943 年度からの義務教育
の施行を決定した。植民地における義務教育制度の施行というこれも世界に先例のない政策が導
入されることになった。終戦時にいたるまで初等学校就学率はさらに伸び 90％にちかづいていた。

台湾の南進基地化、軍需産業を中心とした工業化の推進という政策の下で、中等教育、実業教
育、専門教育の分野でも量的拡張が進展をみせた。第二次世界大戦中の 1940 年から 1944 年の間
だけでも、台湾の在籍生徒数の数は、中学校で 11,180 人から 15,172 人に、さらに実業学校では 7,610

人から 14,626 人に、高等工業専門学校・経済専門学校等の専門教育レベルでも 1,096 人から 1,997

人へとほぼ倍増していた ( 台湾統治概要，1945) 。日本人生徒も増えてはいるが、台湾人生徒数
の増加率は前者のそれをうわまわっていた。台北帝国大学には、医学部と工学部が増設された。

Ⅳ．近年の台湾側での評価をめぐって

1945 年 8 月、敗戦の報が植民地台湾にも伝えられた。10 月、ポツダム宣言にのっとり中華民
国軍が台湾に上陸する。台湾行政長官公署が開設され、11 月国民党政府による台湾総督府の各
機関と日本人の資産接収が開始された。日本人 ( 約 48 万 8 千人）の引き揚げが開始される。満
州や朝鮮半島の場合とは異なり、この間、日本人に対する攻撃や略奪行為はほとんど見られなか
ったという。台湾総督府および地方政府の管理してきた教育機関もすべて中国側に引き渡された。

台湾人は中国復帰を「光復」として歓迎する。だが、まもなく、日本に代わって台湾の統治者
となった中華民国国民党政府の横暴、腐敗、無規律、強欲に幻滅する。1947 年 2 月 28 日には台
湾史上の惨劇である二・二八事件 ( 国民党政府の横暴、腐敗に対する台湾住民の暴動。住民への
無差別発砲、多数の台湾知識人の逮捕・殺戮 ) が発生する。1949 年 5 月、国民党政府は戒厳令
を布告し、住民の言論、出版、集会、結社の自由などを制限した。さらに 1949 年 12 月には、大
陸での国共内戦で毛沢東ひきいる共産軍に敗北した蒋介石の国民党政府そのものが約百万人の兵
士とともに台湾に流入し、台北市を臨時首都と定める。以後、1980 年代半ばまで大陸反攻を唱
える蒋介石、蒋経国親子二代の国民党総統による反共を旗印とした独裁的統治が続いた。台湾は
ふたたび「外来政権」の統治下におかれたのである。日本統治時代を懐旧、その功績に論及する
ことはタブーとされた。

国民党政府は、台湾人の政治的自由を抑圧するとともに、日本統治時代のインフラや制度的遺
産を基にして、経済開発に力を注いでいった。70 年代には台湾は新興工業経済地域の仲間入り
をする。しかしながら、1980 年代に入ると台湾でも民主化を求める運動が活発化する。1986 年
に初めて国民党以外の政党である民主進歩党が結成される。1987 年には、38 年間も施行されつ
づけてきた戒厳令が解除される。1988 年、台湾出身の李登輝が国民党総裁に就任し、政治の民
主化が加速される。学術・言論界にも自由化の波がおこる。ここではじめて、蒋介石親子の崇敬
・神格化の否定やタブーとされてきた日本統治時代の功罪への冷静な分析が可能となる環境が出
現してきた。

最近、台湾のある歴史学者は、日本の植民地統治全体の性格を次のように分析している。「植
民地支配にみられる経済的収奪の他に、日本は台湾を日本の植民地統治の『ショーウインドゥ』
に仕立て上げたのである。もし私たちが日本の明治維新と台湾領有後に施行された各種新制度を
くらべるならば、その非常に多くが重なっていることに気づくはずである。人民の政治的権利と
自治的議会組織 ( の抑止 ) 以外は、日本は台湾において『小型の明治維新』を遂行したと言うこ
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とができる。・・・日本の明治維新は、その大部分が西洋化運動であり、当時の日本人はこれを『文
明開化』と呼んだ。日本が台湾で推し進めた近代式の統治や建設などには、もとより日本文化の
特色を帯びてはいるものの、基本的には一種の二次的な『西洋化』であった ( 統治の最後の 8 年
間の『皇民化運動』はまた別の文脈の産物である )。台湾において近代化というのは、日本化で
はなく、『文明化』であった ( 周， 2013，126-127 頁 )。戦時体制下での皇民化運動の一時期をの
ぞけば、台湾の植民地統治は、日本民族・国体への同化というよりも、近代化 ( 文明化 ) を志向
した同化政策という性格が強いものであったという分析である。「小型の明治維新の遂行」とい
う表現にはおどろかされる。

ある台湾人若手研究者は、台湾側からみた戦後の国民党政権の教育政策を次のように批判的に
記述する。「台湾省行政長官公署は、台湾住民の祖国化、つまり、日本統治下の“民族への同化”
に対する「消毒」の作業を火急の課題とし、新聞・雑誌における日本語廃止令が出された。日本
語に代わって北京語 ( 標準中国語 ) が新しい国語として台湾全土に実施されて行く。日本語の急
進的な廃止は台湾知識人の反発を呼んだ。かつての統治者が去っても、国語すなわち日本語は台
湾人の活字メディア用語であり、近代文明を摂取する手段であり、エスニック集団間の共通語で
あり、しいていえば近代化生活を営む不可欠な道具でもあったからである。( 国民党 ) 陳儀政府は、
新しい国語・北京語の台湾人の能力不足やかつて『同化』教育を受けたことに『奴隷化』教育と
いう汚名を着せて、台湾人を権力の中枢から排除しようとさえした」( 陳，2001，306-307 頁 )。

直接的に日本の教育を体験した年輩者も口を開くようになる。「日本統治時代の輝かしい業績
でも、とりわけ私が評価したいのは『教育』である。李登輝総統も、日本統治時代に純粋な教育
を受けることができたと、日本教育を称賛しており、日本の教育が台湾の識字率を高めたばかり
か、今日の台湾発展の基礎を築いたことは衆目の一致するところである。戦前日本の教育水準は
非常に高く、また教師達が皆教育に情熱を燃やしていた上に、なによりも愛情をもって子ども達
に接していた。日本人教師と台湾人生徒の間には強い師弟関係があり、戦後も教え子達が日本の
恩師を訪ねたり、逆に日本から恩師がやってくれば教え子が台湾中から集まってきた。ところが、
戦後、大陸からやってきた中国人教師と台湾人の生徒にはそんな関係はない。それは、中国人教
師達が日本の教育とは似ても似つかぬ教育を行っていたからにほかならない」( 蔡，2015， 77- 
79 頁 )。

また、台湾にルーツを持つ研究者も教育遺産を次のように語る。「もとより日本の植民地支配
を肯定するものではないが、植民地下での近代化、わけても、教育の充実がなければ、1970 年
代以降の台湾経済の飛躍的な発展はなく、いま少し先のことになっていたと思われる。・・・日
本の台湾統治の最大の遺産は、インフラ整備におけるソフト面としての教育であり、これなくし
ては台湾人の近代的な市民としての目覚めは、大幅に遅れたであろう。また、日本人官吏や警察
官と比べて、概して教師は使命感が強く人格的にも優れ、敬愛と信頼を集めていた」( 伊藤，
1993，117 頁 )。

さらに、1990 年代に刊行された台湾の国民中学歴史教科書には、日本の植民地教育政策の柱
であった国語教育に関して次のような記述さえみられる。「日本植民統治の初めには、総督府は
日本語普及政策を確立し、学校教育のほか、社会教育の方式を利用し、日本語を推し進める運動
を展開した。1930 年代からは、日本語講習所を普く設立して、教育を受ける機会を逸していた
民衆に簡単な日本語を教育した。政府統計によれば、日本植民統治の末年に日本語を理解する人
口は 75％をこえている。しかしながら、日本語はとくに台湾人の生活言語を担ったわけではなく、
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台湾を『二言語併用』の社会にしたというだけにすぎない。台湾人は終始日本語を外国語と見做
していため、それの習得は同化を意味していない。日本語はかえって、台湾人が近代的知識を吸
収するための主要な道具となり、台湾社会の近代化を促進したのである」( 国立編訳館，2000，
87-89 頁 )。戦後ながらく異民族の言語・文化を剥奪・抹殺したという批判や自責の念にとらわ
れてきた日本にとっては、多少なりともなぐさめられる思いのする論述である。　

むすび

日本の植民地教育政策の特色を「皇民化教育」という用語でひとくくりにはできないという見
解は、戦前期にも存在していた。戦時体制下、皇民化教育が強く主張されていた 1943 年の時点
で教育学者の土屋忠雄は、台湾において長らくそれが実際には遂行されてこなかった理由を次の
ように述べていた。「台湾領有の目的は、極端ないいかたをすれば、その土地と生産物と労働力
を獲得することにあった。・・・宝島である実が上がりさえすれば、支配体制に影響がない限り、
台湾人は台湾人であってよいのであった。こうした目的は、住民のすべてを必ずしも『皇国臣民』
に化さなくても達しうるものであった・・・当初の国語政策ないしは国語教育を持って『皇民化』
政策とみることは当たらない。当初のそれは、台湾人が国語を使用すればよいのであって、国語
が使える台湾人であってよかったのである。日本人の物の見方、生活意識、生活様式の基本とし
ての国語の使用に習熟させるという意味を持っていなかった」( 土屋，1943，342 頁 )。

最初は住民の拒絶や無視という困難な状況で出発した教育事業は、しだいに台湾住民に受け入
れられるようになる。1919 年の台湾教育令によって整備された教育制度は、内地人 ( 日本人）
と本島人 ( 台湾人 ) の教育の分離、差別的待遇を温存するものであった。しかし、1922 年の新
教育令による制度改革は、内地延長主義の原則にしたがい、両者の教育上の差別待遇を解消し、
中等教育以上での内台共学まで実現するという同時代の欧米諸国の植民地教育政策では類例をみ
ない画期的なものとなった。最終的には、 植民地における義務教育の実施というこれも先例のな
い政策も導入されるにいたる。さきに提示した植民地教育政策の分析枠組みにしたがうなら、日
本が台湾で展開した政策は、その 50 年の歩みにおいて、本国と同格・同一の教育を植民地で提
供するという究極の理念型にかぎりなくちかづく様相を示していたとさえいえよう。 教員養成
の重視と女子教育の振興・普及という理念も日本の置きみやげのひとつといえるかもしれない。

  [ 参考・引用文献 ]
・阿部洋編 (1970)、『日本植民地教育政策史料集成（台湾篇）』第 95 巻  龍渓書房

・伊澤修二 (1958)、『伊澤修二選集』　信濃教育会

・伊藤潔 (1993) 、『台湾  四百年の歴史と展望』  中央公論社    

・上田萬年 (1895)、『国語のため』　冨山房

・小沢有作 (1962)、「日本植民地教育への視点」『日本近代教育史』 岩波書店　  336-337 頁 

・上沼八郎 (1978)、「日本統治下における台湾留学生」『国立教育研究所紀要』第 94 集 133-157 頁

・国立編訳館 (2000)、『台湾国民中学歴史教科書　台湾を知る』　雄山閣  

・蔡焜燦 (2015)、『台湾人と日本精神』　小学館　

・斉藤泰雄 (2018)、「植民地教育論研究ノート」『教育研究』( 国際基督教大学 )60 　43-51 頁

・酒井哲哉（1999）、「帝国日本の形成」『岩波講座世界歴史 23』 岩波書店  277-297 頁

203

植民地経営と教育事業の展開――日本統治下の台湾の場合

p189_204_13-斉藤.indd   203 2019/03/13   18:32:06



・佐藤源治 (1943)、『台湾教育の進展』 成文出版社

・司馬遼太郎 (2009)、『台湾紀行』　朝日文庫  

・周婉窈 (2013)、『図説  台湾の歴史』　平凡社　

・鍾清漢 (1993) 、『日本植民地下における台湾教育史』　多賀出版 

・台湾教育会編（1939）、『台湾教育沿革誌』　古亭書房

・陳培豊 (2001)、『「同化」の同床異夢　日本統治下台湾の国語教育史再考』　三元社

・土屋忠雄 (1943)、「台湾本島人の皇民化と義務教育の施行」

　　　　　　　　　教育思想研究会編『国民教育の動向』　目黒書店  166-186 頁

・乃南アサ (2016)、『台湾　統治五十年』　講談社　

・持地六三郎 (1912)、『台湾植民政策』　富山房　

・文部省 (1954)、『学制八十年史』

・若林正文編 (2001)、『矢内原忠雄 「帝国主義下の台湾」精読』  岩波書店

・ベッケル  鈴木・西原訳 (1943)、『列国の植民地教育政策』 第一出版協会　

・Dore R.P. (1976)、The Diploma Disease  G. Allen and Unwin ( ドーア、R.P. 松居弘道 ( 訳 )(1978)『学歴社会  

新しい文明病 』  岩波書店 )

・Kelly  G. P.  and  Altbach P. (ed. ) (1978)、 Education and Colonialism   Longman

・Watson  K．(1982）、“Colonialism and Educational Development”  

　　　　　　　　　　　in Watson  K. (ed.)  Education in the Third World   Croom Heim  pp.1-46

・Kandel I.L. (ed.) (1932)、 Education in Colonial Dependencies  International Institute of Teachers College，Columbia 

University

・E. Patricia Tsurumi（1977）、Japanese Colonial Education in Taiwan、1895-1945 

　　　　　　　　　　　　　 Harvard University Press

 （受理日：平成 30 年 3 月 19 日）

204

p189_204_13-斉藤.indd   204 2019/03/05   19:08:47



【研究ノート】

Abstract
The purpose of this paper is to explore how the prefectural boards of education and education 

centers create their “lesson standards” and text. 
The findings of this study were as follows. First, the prefectures that emphasize academic 

performance as an outcome of excellence tend to create lesson standards. Second, most of the 
lesson standards include check lists discriminating whether a teacher has met the standard or not. 
Therefore, lesson standards mostly have stronger guidelines than other guidance for designing a 
lesson. Third, from the written texts of each lesson standard, we can say that they include teaching 
methods: how to make students take notes, how to write on blackboards, how to ask students 
questions, and how to review the content that students have already learned. Moreover, the pre-
fectures that have created lesson standards expect students’ academic outcomes to improve with 
these teaching methods. Fourth, the above findings as often the case with lesson standards created 
after 2015 included check lists, and had been created by the prefectural boards of education 
rather than the education centers. Fifth, every lesson standard encouraged teachers to design a 
lesson based on each student. Hence, lesson standards were defined as norms providing the beliefs 
of educational practices and the procedures and methods of teaching for teachers in order to im-
prove the academic achievements of the students. 

From the above findings, this study suggested two things. First, a single standard could not 
automatically fix the way of teaching because teaching depends on each teaching context. Rather 
teachers might lose the opportunity to decide the best way of teaching if the standards dictate 
teachers’ instructional methods. Hence, the prefectures should loosely direct the way to teach for 
teachers unless they fail to practice in response to students’ conditions. Second, local education 
authorities should not only provide important information about education for teachers but also 
encourage them to design a lesson flexibly relying on each classroom context. Therefore, local 
education authorities should make some efforts to listen to the opinions of the teachers in every-
day teaching.

都道府県による授業スタンダードの作成状況とテキスト内容の検討

A Study of Lesson Standards and Content of Text Created by the Prefectural Boards of 
Education 

澤田　俊也＊

SAWADA Toshiya

＊ 研究企画開発部・研究補助者、東京大学大学院教育学研究科・博士課程
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1．課題の設定

本稿の目的は、都道府県の教育委員会や教育センターによる「授業スタンダード」の作成状況
と内容の特徴を明らかにすることである。

近年、授業における指導の方法や内容を解説した授業スタンダードが教育委員会や学校で作成
され、教育現場に拡大・浸透している。授業スタンダードを検討した先行研究に、勝野（2016）
や佐々木ほか（2016）、子安（2016）、福田（2017）がある。勝野は、授業スタンダードはこれま
で教育委員会で作成されてきた教育課程編成の基準などの手引きよりも強い規範性を有しており、
授業展開や板書の構造化、ノート指導といった学力向上に有効とされる授業・指導方法や、授業
における学習規律や家庭学習が内容に含まれていることを指摘している。佐々木ほかは、質問紙
調査の結果から、授業スタンダードには「実際の授業の展開ないし指導方法」や「学習規律の確
立」といった授業の方法や内容が記されているものの、「教育課程編成のための原則的方針」や「時
間割の弾力的な編成と運用方法の解説」といった学校の教育活動の裁量を確保する内容は記載さ
れていない傾向があることを指摘している。子安は、授業スタンダードは授業の画一化を迫るも
のであり、内容に授業展開や ICT 活用が含まれている場合が多いと述べる。福田は、授業スタ
ンダードを「学校生活を送るうえでの心構えや授業進行の『型』」（p.113）と定義する。これらの
研究を踏まえて、本稿では、授業スタンダードを「授業展開や指導方法、学習規律について定め
た規範」とひとまず定義する。

ただし、先に挙げた先行研究には、以下の課題が見られる。一つ目に、分析する際に参照した
事例数が不十分である。子安や福田は、それぞれ特定の都道府県で作成された授業スタンダード
を取り上げて傾向を論じているが、単一の事例で全体の傾向を論じることは難しい。勝野は、自
治体が作成した授業スタンダードを「横断的」に検討することで内容の「共通性」を見出してい
るが、全体の傾向を論じられるだけの事例を確保しているのか定かではない。この課題を乗り越
えるべく、佐々木ほかは質問紙を用いて事例数を増やして検討を試みているが、質問項目が「実
際の授業の展開ないし指導方法」など大枠を問うものにとどまっており、内容の詳細を知ること
はできない。

二つ目に、一つ目の課題と関わって、授業スタンダードの作成過程の特徴についての説明が不
十分である。例えば、都道府県では教育委員会と教育センターにおいて授業スタンダードが作成
されることがあるように見受けられるが、どちらの機関でより作成される傾向にあるのか、また
いつ頃作成されたのかは明らかではない。また、勝野は、授業スタンダードが規範性をもつ際の
特徴としてチェックリストの存在を指摘するが、どのくらいの割合でチェックリストが盛り込ま
れているのかは検討されていない。さらに、市区町村の教育振興基本計画に「学力の向上」の成
果指標として全国学力・学習状況調査や都道府県独自の学力調査の結果が定められている場合に、
市区町村が授業スタンダードを独自に作成（あるいは都道府県の作成した授業スタンダードを準
用）する傾向があることが指摘されているが（佐々木ほか 2016）、都道府県でも同様の傾向があ
るのかについては未検討である。

三つ目に、二つ目の課題と関わって、作成主体や作成時期、チェックリストの有無などによっ
て、授業スタンダードの内容に差異があるのか明らかでない。先行研究は、授業スタンダードを
ひとまとめにして内容を検討しているが、すべての授業スタンダードが同一の内容をもっている
のかは定かではないため、検討の余地がある。
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四つ目に、授業スタンダードは、自治体が規範とは位置づけてはいないが授業づくりについて
作成している指導文書 1）（以下、指導文書。また、授業スタンダードと指導文書の両方を指して「手
引き」とする。）とどのような違いがあるのか明らかではない。勝野は教育委員会がこれまで作
成してきた指導文書などとの比較検証の必要性を論じているが、これまでの研究ではこのような
分析を行ったものは見られない。

そこで本稿では、作成時期など授業スタンダードの作成過程についての特徴を明らかにした上
で、授業スタンダードと指導文書、あるいは授業スタンダード同士の違いに着目しながら、授業
スタンダードのもつ内容の傾向を検討する。また、本稿は、都道府県作成の授業スタンダードと
指導文書を分析の対象とする。都道府県を対象とする理由は、自治体規模が広域であり、かつ自
治体が持っているリソースが多いために授業づくりに関する手引きを作成しやすいと考えられる
こと、また市区町村に比べて自治体数が少数であるために全自治体を対象とすることが容易なた
めである。

2．調査の概要と研究の方法

（1）　調査の概要
先に説明した通り、本稿は都道府県の教育委員会あるいは教育センターが作成した授業スタン

ダードと指導文書を分析の対象とした。2017 年 9 月から 11 月にかけて、47 都道府県すべての教
育委員会と教育センター、合計 94 機関に電話調査を行った。電話調査では、授業づくりに関す
る手引きの担当者に対して、①「授業展開や指導方法、学習規律について定めた規範」、②「規
範としては位置づけていない授業づくりに関する指導文書」の作成状況を尋ね、すべての機関か
ら回答を得られた。そして、作成されている資料がウェブサイトに記載されているか否かを確認
し、ウェブサイト上にない場合には資料の郵送を依頼した。

また、手引きの作成主体やチェックリストの有無等は、手引きの記述や、教育委員会や教育セ
ンターが発信している文書から明らかにした。また、学力調査の結果に関する成果指標の有無に
ついては、教育振興基本計画等の文書を参照するとともに、電話調査の際に指標の有無を確認し
た。

（2）　研究の方法
本稿ではテキストマイニングを分析手法として用いるが、分析の前にデータクリーニングを行

うことが必要である。都道府県が作成する手引きのほとんどは PDF ファイルであったため、テ
キストデータに置き直した。また、明らかに誤字脱字と思われる部分がある場合は適宜修正し、

「①」やスペースなどの記号を削除した。複数の表現がある語については、例えば「子供」「子ども」
「児童」「生徒」「児童生徒」は「子供」、「教師」「先生」は「教師」、「思考」「考え」は「思考」とま
とめた。さらに、箇条書きで記されている箇所が多数見られたが、手引き全体の構成や文脈から
判断して、改行が意味のあるものになるように整理した。加えて、先行研究において、授業スタ
ンダードはあらゆる教科領域の指導にも適用できる汎用的な内容をもつものが想定されているた
め、本稿で収集した手引きのうち、特定の教科領域についての内容であったり事例を紹介したり
している部分、また「はじめに」や「発刊にあたって」など内容に直接関係しない部分は、今回
の分析データからは除いた。
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以上のデータクリーニングを経て、都道府県が作成した手引きのテキストデータをエクセルフ
ァイルに貼り付けた。また、手引きの作成主体やチェックリストの有無、学力調査の結果に関す
る成果指標の有無を外部変数として用いるため、これらも同一のエクセルシートに記入した。テ
キストマイニング分析では、手引きの内容分析に KH Coder（Version 3. Alpha.10）というテキス
トマイニングのフリーソフトを用いた 2）。なお、分析の前に複合語の検出を行い、検出されたも
のは適宜強制抽出した。分析結果の解釈にあたっては、KWIC コンコーダンスによって手引き内
の使用例を参照したり、コロケーション集計によって直前・直後の語を確認したりした。

3．授業スタンダードと授業づくりの指導文書の作成状況

（1）　作成している都道府県の割合
まず、それぞれの手引きがどのくらいの都道府県で作成されているかを確認する。授業スタン

ダードを作成している都道府県は 31 自治体（65.9％）であった。このうち、個別の教科領域に
ついてのもののみを授業スタンダードとして作成している自治体が 1 自治体存在するため、汎用
性のある内容をもつ授業スタンダードに限定すると、30 自治体（63.8%）であった。一方で、授
業スタンダード以外の授業づくりに関する指導文書を作成している都道府県は 30 自治体（63.8%）
であった。このうち、個別の教科領域についてのもののみを指導文書として作成している都道府
県が 4 自治体あるため、汎用性のある内容をもつ指導文書に限定すると、26 自治体（55.3%）で
あった。
　さらに、授業スタンダードを作成している都道府県と指導文書を作成している都道府県の関係
性を表 1 に整理する。このように見ると、授業スタンダードも指導文書も作成していない都道府

県は 3 自治体のみで、ほとんどの自治体
が授業づくりについての手引きを作成し
ていることがわかる。また、授業スタン
ダードと指導文書の両方の手引きを作成
している都道府県の数が最も多い。つま
り、多くの都道府県が、授業づくりにつ
いての手引きを手厚く作成することによ
って、教育現場における授業づくりに関
与しようとしていると言える。

（2）　作成の年度と主体
47 都道府県で作成されている手引きは合計 88 文書であり、内訳は授業スタンダードが 50 文

書（56.8％）、指導文書が 38 文書（43.2%）であった。すなわち、都道府県が作成する授業づく
りの手引きのうち過半数のものについて、都道府県は規範的なものであると認識している。

授業スタンダードと指導文書が作成された年度をそれぞれ確認すると、以下の図にまとめられ
る。

表 1　授業スタンダードと指導文書の作成
指導文書

合計
あり なし

授業スタンダード

あり
17 14 31

54.8% 45.2% 100.0%

なし
13 3 16

81.3% 18.7% 100.0%

合計
30 17 47

63.8% 36.2% 100.0%
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図 1　授業スタンダードの作成年度 図 2　指導文書の作成年度

まず、授業スタンダードの作成時期については、2006 年から 2010 年、2011 年から 2014 年、
2015 年から 2017 年の 3 つに分けられる。これらの作成時期の背景については、以下の理由から
説明できる。第一に、「継続的な検証改善サイクル」確立に向けた文部科学省の委託事業による
影響である。文部科学省は、2007 年度から 2010 年度まで、すべての都道府県・政令指定都市へ
の委託事業を通じて、全国学力・学習状況調査の結果に基づく教育実践の検証改善の実施を促し
た（表 2）3）。

表 2　「検証改善サイクル」確立に向けた文部科学省委託事業
年度（平成） 委託研究・事業名 主な内容

19 学力調査の結果に基づく検証改善サ
イクルの確立に向けた実践研究

都道府県、指定都市に検証改善委員会（大学等との連携）設置、
学校改善プラン作成

20 全国学力・学習状況調査等を活用し
た学校改善の推進に係る実践研究

学校改善支援プランに基づく学校や教育委員会による教育指導や
教育施策の改善に向けた取り組みの支援・成果普及、調査活用協
力校の指定

21 学力調査活用アクションプラン推進
事業

都道府県、指定都市に学力調査活用アクションプラン推進協議会
設置、アクションプラン作成

22 全国学力・学習状況調査の結果を活
用した調査研究

アクションプラン推進校の指定、アクションプランに基づく教育
委員会と学校等の連携による教育活動改善の全国普及

勝野（2016）pp.96-97 より引用。

この委託事業の 2 年目である 2008 年と、4 か年の事業が終了した 2010 年から数年たった 2012

年に、授業スタンダードが盛んに作成されている。このことから、委託事業の試みとして、また
委託事業の研究成果として、授業スタンダードが作成された可能性がある。

二つ目に、団塊世代の大量退職に伴う若手教員の増加である（勝野 2016）。文部科学省の実施
する「学校教員統計調査」4） によれば、ほとんどの学校段階において、30 歳未満の教員の割合が
増加している。また、小学校に目を向ければ、2013 年度の調査を境目に、50 歳以上の教員の割
合が増加から減少に転じている。若手教員の増加とベテラン教員の減少の傾向は、授業の「わざ」
をベテラン教員から若手教員へ緩やかに伝承することが難しくなることを意味している。こうし
た状況を受けて、都道府県は、ベテラン教員からの伝承によることなく授業スキルを若手教員に
習得させるために、授業スタンダードを作成していたことが考えられる。

三つ目に、改訂学習指導要領への対応である。従来の学習指導要領は「何を学ぶか」を中軸と
したものであった。その一方で、2016 年 12 月 21 日に中央教育審議会から示された答申では、「ど
のように学ぶか」が次期学習指導要領の枠組みの一つとして位置づけられるとともに、「主体的
・対話的で深い学び」の実現（「アクティブ・ラーニング」の視点）のために授業改善を活性化
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していくことが重要であると示され 5）、この趣旨に基づいて 2017 年 3 月に新しい学習指導要領
が公示された。もっとも、「改訂のポイント」では、「小・中学校においては、これまでと全く異
なる指導方法を導入しなければならないと浮足立つ必要はなく、これまでの教育実践の蓄積を若
手教員にもしっかり引き継ぎつつ、授業を工夫・改善する必要」があると注意喚起がなされてい
る 6）。ところが、都道府県の中には、国の施策に敏感に対応したために、授業スタンダードを作
成することで新学習指導要領の要求に応えようとしていると見受けられる自治体が複数確認され
た 7）。

指導文書の作成時期についても、授業スタンダードの作成背景と同様の状況を推測できる。指
導文書は 2016 年に盛んに作成されているが、授業スタンダードと同じく、若手教員の増加や新
学習指導要領への対応が背景としてあるように思われる。また、指導文書は毎年度作成されるも
のが多い。毎年度作成される指導文書は、全国学力・学習状況調査や県の学力調査の結果を受け
た検証改善のための資料、あるいは学校改善支援プランがほとんどである。そのため、先に述べ
た「継続的な検証改善サイクル」委託事業の影響によって、多くの指導文書が作成されているこ
とがわかる。

また、授業スタンダード（個別の教科領域対象のものを含む）については、教育委員会で作成
されているものが 39（78.0%）、教育センターで作成されているものが 11（22.0%）であった。指
導文書（個別の教科領域対象のものを含む）については、教育委員会で作成されているものが
32（84.2%）、教育センターで作成されているものが 6（15.8%）であった。授業スタンダードと
指導文書のいずれも、教育委員会が積極的に作成していることがわかる。

（3） 成果指標の有無による作成の傾向
ここでは、どのような都道府県が授業スタンダードを作成する傾向にあるのかを検討する。課

題の設定で触れたように、市区町村で学
力調査の結果に関わる成果指標が作成さ
れている場合、市区町村教育委員会は授
業スタンダードを作成する傾向があるこ
とがわかっている。ここでは、都道府県
においても同様の傾向があるのかについ
て検討する。

検討にあたって、学力調査の結果に関
わる成果指標の意味合いについて整理し
たい。志水と高田（2012）によれば、学
力調査が都道府県教育委員会の施策に与
え る 影 響 を 検 討 す る 上 で、「 卓 越 性

（excellence）」と「公正（equity）」の視点
をもつことが重要であるという。「卓越性」
は、「すべての子を伸ばす」という「水準
向上」の側面と、「トップ層を伸ばす」と
いう「エリート養成」の側面がある。一
方で、「公正」は、「教育機会をそろえる」

表 3　授業スタンダードと成果指標の有無
成果指標

合計
卓越性あり なし

授業スタンダード
あり

24 7 31

77.4% 22.6% 100.0%

なし
6 8 14

42.9% 57.1% 100.0%

合計
30 15 45

71.1% 28.9% 100.0%
p<.05

表 4　指導文書と成果指標の有無
成果指標

合計
卓越性あり なし

指導文書
あり

17 11 28

60.7% 39.3% 100.0%

なし
13 4 17

76.5% 23.5% 100.0%

合計
30 15 45

66.7% 33.3% 100.0%
p=.34
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という「入り口」の側面と、「教育達成を保障する」という「出口」の側面がある。志水と高田
の議論を踏まえると、一口に成果指標と言っても、それが「卓越性」と「公正」のどちらを求め
るものなのかによって意味合いが異なるように思われる。そこで、本稿では、都道府県の平均正
答率を全国平均以上にしたり、現状から何ポイント上げたりするというような成果指標について
は「卓越性」を求めるものとして、無回答率の向上や成績下位層の割合の改善というような成果
指標については「公正」を求めるものとして位置づける。

あらかじめ成果指標を設定している都道府県の割合を示すと、「卓越性」の成果指標を設定し
ている自治体は 32 件、「公正」の成果指標を設定している自治体は 2 件、成果指標を設定してい
ない自治体は 13 件であった。「卓越性」の成果指標を設定しているか成果指標を設定していない
かを横軸として、授業スタンダードの作成の有無を縦軸として、クロス検定を行った（表 3）8）。
なお、「公正」の成果指標を設定している 2 自治体は、いずれも授業スタンダードを作成してい
なかった。この検定結果は、学力調査の結果に関わる成果指標として「卓越性」を追求するもの
を設定している自治体では、授業スタンダードを作成する傾向にあることを示している。したが
って、学力調査において「卓越性」を追求する都道府県では授業スタンダードを作成することで
学校現場の授業づくりに関与する傾向にある一方で、「公正」を追求した成果指標を設定してい
る自治体や成果指標を設定していない自治体では授業スタンダードを作成しない傾向にあること
が明らかになった。

続いて、指導文書と成果指標の関係性を検討する。表 4 は、「卓越性」の成果指標を設定して
いるか成果指標そのものを設定していないかを横軸に、指導文書の作成の有無を縦軸にクロス検
定を行ったものである 9）。この検定結果から、「卓越性」を追求する成果指標の設定状況と指導
文書の作成状況の間に関連性は確認できない。すなわち、都道府県が学力調査の結果をどのよう
に捉えるかによる作成状況の差異は、本稿の分析からは授業スタンダードのみが確認された。

（4）　チェックリストの有無
本章の最後に、授業スタンダードと指導文書の間には、チェックリストの有無に差が見られる

のかを検討する。課題の設定で述べたように、手引きが規範性をもつかどうかの指標として、チ
ェックリストの有無は重要な点である。なぜならば、チェックリストがある場合には、教師はチ
ェックリストに沿った実践を行うことで、授業スタンダードに記されている価値や内容は自明の
こととされ、授業スタンダードに準拠した指導の定型化が促進されると考えられるためである。
表 5 は、授業スタンダードと指導文書のいずれの手引きかを縦軸として、チェックリストの有無
を横軸として、カイ 2 乗検定を行ったものである。検定の結果、授業スタンダードは他の指導文

書と比較して、チェックリストを含んでい
る傾向が確認された。このことは、他の指
導文書と比較して、チェックリストの確認
を通して授業スタンダードの価値を内面化
させる側面があるという点で、授業スタン
ダードは強い規範性を有しているというこ
とを示している。次章では、テキストマイ
ニングの手法を用いることで、授業スタン
ダードがどのような内容をもった規範とし

表 5　手引きとチェックリストの有無
チェックリスト

合計
あり なし

手引きの
種類

授業スタンダード 29
58.0%

21
42.0%

50
100.0%

指導文書 6
15.8%

32
84.2%

38
100.0%

合計 35
39.8%

53
60.2%

88
100.0%
p＜.001
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て位置づけられ、どのような授業スキルを教師に要求しているのかを明らかにする。

4．授業スタンダードのテキストマイニング分析

電話調査では 51 の授業スタンダードが作成されていることを確認したが、2 つは個別の教科
領域に関するもの、1 つは非公開の資料であったため、48 の授業スタンダードを分析対象とする。
授業スタンダードの分析データ全体の段落数は 1953 件、文数は 10390 件、単語の出現数は 5065

件であった。

（1）　授業スタンダードにおける頻出語と連関
授業スタンダード全体における上位頻出語は下記の通りである。

表 6　授業スタンダードにおける上位頻出語 10）

1．子供（3043） 6．評価（701） 11．時間（454） 16．内容（396） 21．方法（342）

2．授業（2058） 7．活動（551） 12．課題（429） 17．振り返る（395） 22．理解（341）

3．学習（1660） 8．教師（548） 13．工夫（412） 18．単元（370） 23．ノート（329）

4．思考（1522） 9．自分（512） 14．分かる（410） 19．目標（366） 24．板書（327）

5．指導（1282） 10．書く（457） 15．学ぶ（397） 20．計画（343） 25．明確（324）

この表からわかるように、授業スタンダードでは、「学習」や「思考」、「指導」や「方法」な
どといった「授業」における「教師」と「子供」のあり方についての語彙が目立つ。また、子供
については「書く」「振り返る」「ノート」、教師については「板書」という用語が頻出語として析
出されてことからもわかるように、授業スタンダードでは授業における具体的かつ「明確」な行
動についての用語が多用されている。さらに、子供が「分かる」ように授業を行うことが意識さ
れている。

次に、授業スタンダードにおいて多く用いられているこれらの用語が、いかなる関係性をもっ
ているのかについて、共起ネットワーク分析によって探索的に検討する。

 図 3　授業スタンダードテキストの共起ネットワーク 11）
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この図からは、大きく 4 つの特徴を見出すことができる。一つ目に、授業における教師の指導
や子供の学習についてのグループを確認できる（右上）。教師は指導内容や授業時間の使い方に
注意を払い、工夫した授業づくりを行うことで、子供が考えることを促すことが求められている
と推察される。二つ目に、授業づくりを行う上では、単元などの目標を達成することを目指して
指導計画を作成することが要求されている（中央）。三つ目に、授業を行うにあたって、子供一
人ひとりの実態を把握し、状況に応じて適切な指導を行うこととされている（中央下）。四つ目に、
教師や子供の具体的な行動が示されていることを確認できる（左上）。思考力を高めるために自
分の考えをノートに書くことや、教師の板書をノートに書き写すことができるように、子供を指
導することが教師に要求されている。授業スタンダード全体としては、これらの傾向があると見
られる。

（2）　特徴語
先の分析により、授業スタンダードが全体としてもつ傾向を把握することができたが、すべて

の授業スタンダードが一様なのではなく、一定程度の差異があることが考えられる。ここでは、
特徴語 12） に着目して、授業スタンダードの性格に差異が見られるのかを検討する。

①作成時期
3 章で明らかにしたように、授業スタンダードには 3 つの作成時期があった。ここでは、授業

スタンダードの作成時期を「2006～2010」「2011～2014」「2015～2017」に区分して 13）、それぞれの
時期における特徴語を検討した。2006 年から 2010 年までの特徴語からは、教師の役割について
の語彙が並んでいることがわかる。具体的には、「教師」がどのように、またいかなる「内容」
を「指導」するのか、どのように「学級」づくりを行うのか、「教材」研究をどのように行うの
かという点が解説されていると考えられる。

表 7　各作成時期における授業スタンダードの特徴語
2006～2010：320 段落 2011～2014：786 段落 2015～2017：828 段落

No 用語（Jaccard）14） 全体／共起 用語（Jaccard）15） 全体／共起 用語（Jaccard） 全体／共起

1 教　師（0.1426） 313／ 79 子　供（0.3207） 1125／464 思　考　（0.2263） 635／270

2 指　導（0.1418） 630／118 授　業（0.3177） 840／392 自　分　（0.1441） 331／146

3 理　解（0.1245） 267／ 65 学　習（0.2748） 745／330 工　夫　（0.1384） 274／134

4 学　級（0.1029） 141／ 43 思　考（0.2443） 635／279 分かる　（0.1384） 274／134

5 時　間（0.0986） 293／ 55 指　導（0.2399） 630／274 学　ぶ　（0.1310） 260／126

6 書　く（0.0977） 208／ 47 評　価（0.1524） 288／142 活　動　（0.1293） 290／128

7 具体的（0.0960） 205／ 46 自　分（0.1445） 331／141 振り返る（0.1137） 230／108

8 教　材（0.0953） 174／ 43 活　動（0.1435） 290／135 活　用　（0.1030） 221／ 98

9 内　容（0.0945） 282／ 52 時　間（0.1430） 293／135 設　定　（0.1005） 212／ 98

10 示　す（0.0835） 199／ 40 課　題（0.1295） 278／122 示　す　（0.0937） 199／ 88

その一方で、2011 年から 2014 年にかけて作成された授業スタンダードでは、教師の役割につ
いての特徴語がありながらも、子供の学習に関する特徴語が多い。「課題」解決などの「活動」
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を通して「子供」が自分の「思考」を見直すなど、主体が教師から子供へと移り変わっているよ
うに見受けられる。

これに対して、2015 年から 2017 年に作成された授業スタンダードは、依然として子供の活動
が着目されているものの、それまでの授業スタンダードとは異なる語彙が出現している。つまり、
授業によって子供が「分かる」ようになることを重視しており、そのために授業の最後に子供が
学習を「振り返る」場を「設定」するなど、授業の構造化を求めている。さらに、表 7 にはない
が、12 番目には「板書」（Jaccard 係数 0.0854）、15 番目には「ノート」（Jaccard 係数 0.0829）など
の特徴語が上位に挙げられている 16）。すなわち、従来は教師の「指導」や子供の「活動」とい
った抽象的な語彙が上位にあった一方で、2015 年以降の授業スタンダードは具体的な行為のあ
り方にまで踏み込んでいる点で特徴的であるといえる。

②チェックリストの有無
次に、授業スタンダードにチェックリストが含まれているか否かによる特徴語の違いを検討し

た。チェックリストが含まれていない授業スタンダードでは、「学校」の役割に焦点が当てられ
ていることが目立つ。また、「教科」も上位に挙げられていることから、各教科の内容や指導方法、
評価などの課題について、学校として共通理解を図りつつ取り組む重要性を説くものであると推
測できる。一方で、チェックリストが含まれている授業スタンダードでは、「授業」における「教
師」の役割や「子供」の「活動」に焦点化されている。「思考」など「子供」の活動を行うとい
った指導上の「工夫」と「明確」化が「教師」に求められている。こうした授業を行うことで、
授業の「時間」を通して子供が「分かる」と実感できるようになることが目指されている。

このように見ると、チェックリストがない授業スタンダードにおいては、各教科等に関する課
題などについて学校全体とし
ていかに取り組むかが記され
ている。その一方で、チェッ
クリストがある場合には、子
供が活動することや子供が分
かることを軸として、授業に
おける教師の役割が明確化さ
れているものと考えられる。
そして、こうした内容がチェ
ックリスト化されることで、
授業ごとにチェックリストを
満たしているかを振り返るこ
とが教師に求められているの
で ある。

③作成主体
また、作成主体によって、授業スタンダードの特徴語に差異があるのかについても確認した。

教育委員会が作成した授業スタンダードでは、「学校」「教師」「子供」といった語が上位に挙げら
れていないため、授業スタンダードが誰に向けて作成されたものなのかは明らかではない。その

表 8　チェックリストの有無ごとの授業スタンダードの特徴語
チェックリストなし：351 段落 チェックリストあり：1602 段落

No 用語（Jaccard） 全体／共起 用語（Jaccard）17） 全体／共起

1 指　導（0.1555） 630／132 子　供（0.5547） 1125／973

2 学　習（0.1549） 745／147 授　業（0.4116） 840／712

3 評　価（0.1290） 288／ 73 思　考（0.3151） 635／536

4 教　科（0.1258） 186／ 60 自　分（0.1758） 331／289

5 学　校（0.1042） 179／ 50 教　師（0.1705） 313／279

6 課　題（0.0977） 278／ 56 分かる（0.1552） 274／252

7 設　定（0.0975） 212／ 50 時　間（0.1485） 293／245

8 理　解（0.0938） 267／ 53 活　動（0.1481） 290／244

9 学　ぶ（0.0891） 260／ 50 工　夫（0.1404） 274／231

10 内　容（0.0876） 282／ 51 明　確（0.1258） 251／207
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一方で、「授業」の要点にあ
たる語が目立つ。例えば、
授業において ICT などを「活
用」したり子供が「活動」
する「時間」を設けたりす
るといった「工夫」をする
ことや、学級や子供一人ひ
とりの実態に「応じて」授
業をすることが促されてい
ると予想される。さらに、
これらのことが、1 単位「時
間」など一定の指導「時間」
を経ることによって、「分か

る」という学力定着に結びつけられているように思われる。これに対して、教育センターが作成
した授業スタンダードは、教育委員会が作成する授業スタンダードと比較して、やや抽象的な語
が並んでいるように見える。「教師」の「指導」「方法」や「内容」、「子供」の「理解」や「思考」
を促すこと、また「教師」個人あるいは「教師」間で共通「理解」を図ることなどが挙げられる。
すなわち、教育委員会が作成する授業スタンダードは授業のポイントを細部にわたって取り上げ
ている一方で、教育センターが作成する授業スタンダードは比較的緩やかな内容を含んでいると
考えられる。

5．指導文書のテキストマイニング分析

本章では、授業スタンダードと比較するために、指導文書のテキストマイニング分析を行う。
電話調査では 38 の指導文書が作成されているとの回答を得たが、4 つが個別の教科領域に焦点
化したもの、5 つが非公開資料などの事情で収集困難なものであったため、29 の指導文書を分析
対象とする。指導文書の分析データ全体の段落数は 608 件、文数は 2723 件、単語の出現数は
3184 件であった。

（1）　指導文書における頻出語と連関
指導文書全体における上位頻出語を表 10 に示した。この表から、指導文書では、授業スタン

ダードと同様に授業に関する語彙（「学習」「授業」「思考」「指導」「学ぶ」「振り返る」など）が並ん
でいるものの、授業スタンダードでは確認できなかった語も目立つ。例えば、「学校」が上位頻
出語に挙げられている。また、「教科」「改善」「取組」なども言葉も多用されている。

表 9　作成主体ごとの授業スタンダードの特徴語
教育委員会：1147 段落 教育センター：806 段落

No 用語（Jaccard）18） 全体／共起 用語（Jaccard）19） 全体／共起

1 学　習（0.3380） 745／478 子　供（0.3685） 1125／520

2 授　業（0.3380） 840／502 思　考（0.2585） 635／296

3 工　夫（0.1487） 274／184 指　導（0.2253） 630／264

4 活　動（0.1432） 290／180 教　師（0.2084） 313／193

5 時　間（0.1429） 293／180 自　分（0.1578） 331／155

6 学　ぶ（0.1402） 260／173 方　法（0.1326） 236／122

7 分かる（0.1395） 274／174 理　解（0.1307） 267／124

8 課　題（0.1328） 278／167 内　容（0.1263） 282／122

9 応じる（0.1261） 246／156 評　価（0.1221） 288／119

10 活　用（0.1176） 221／144 単　元（0.1145） 187／102

表 10　指導文書における上位頻出語 20）

1．子供（732） 6．課題（271） 11．評価（147） 16．教科（132） 21．解決（118）

2．学習（545） 7．学校（222） 12．工夫（138） 17．目標（132） 22．学び（118）

3．授業（402） 8．学ぶ（191） 13．考える（138） 18．教師（127） 23．活動（117）

4．思考（383） 9．活用（167） 14．取組（136） 19．自分（124） 24．時間（115）

5．指導（360） 10．教育（160） 15．改善（132） 20．振り返る（121） 25．学習内容（101）
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次に、指導文書において多く使用されている語の関係性について、共起ネットワーク分析を行
う。

図 4 指導文書テキストの共起ネットワーク 21）

ここでは、5 つの特徴を指摘する。一つ目は、子供の思考力を促したり学習課題に取り組ませ
たりするといった各教科の授業における指導である（中央下）。二つ目に、知識・技能や思考力
・判断力を育てるために、探究学習や主体的・対話的で深い学び、問題解決的な学びをしたり、
こうした学びを振り返ったりすることである（右上）。三つ目に、全国学力・学習状況調査の結
果を踏まえ、取り組みの一層の充実をねらっていることである（左上）。四つ目に、小学校と中
学校の両方における学力調査の結果が、全国平均に対してどのように位置づいているのかを意識
していることである（中央左）。五つ目に、家庭学習の習慣づけを図るために、家庭との連携を
図ろうとしている点である（左下）。つまり、指導文書全体としては、知識・技能や思考力・表
現力を身につけさせるための探究学習や主体的・対話的で深い学び、問題解決的な学びといった
教育活動や学校における教育課程編成の解説、および全国学力・学習状況調査の結果改善につい
て記されている傾向がある。

（2）　特徴語

①作成時期
3 章では、指導文書が 2015 年から 2017 年にかけて作成されるものと、毎年作成されているも

のが多いことを明らかにした。ここでは「2015～2017」「毎年」に区分して、それぞれの指導文書
における特徴語を析出した 22）。2015 年から 2017 年にかけて作成された指導文書では、子供の学
習についての語彙が並んでいることが目立つ。「子供」が問題「解決」したり、「自分」で考えた
りする「学習」を通して、「思考」力を高めることが図られているように見受けられる。これに
対して、毎年作成されている指導文書では、「学力」「調査」の「結果」から確認された「課題」
によって、「学校」や「指導」の「改善」を図ろうとしていると考えられる。子供の学びや全国
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学力・学習状況調査の結果
改善という特徴が共起ネッ
トワーク分析で確認された
が、作成時期によって指導
文書の内容が異なることが
明らかになった。

　 ②チェックリストの有無と
作成主体

分析の結果を先取りすれ
ば、チェックリストの有無
と作成主体の違いにおいて
も、作成時期とほとんど同
様の内容の差異が確認され
た。分析の結果を表 12 と表
13 に示す。チェックリスト
の有無については、リスト
が含まれていない場合は授
業の指導方法や子供の学習
についての特徴語が多い。
リストが含まれている場合
でも「課題」「解決」や「学び」
など授業のあり方を想起さ
せる語彙が見られるが、「学
校」「改善」や子供の「生活」
習慣の定着などといった全
国学力・学習状況調査を想
起させる語彙も見られる。

また、作成主体ごとの特
徴語については、教育委員
会で作成されたものは「学
校」「改善」「結果」などの語
が並んでいることから、全
国学力・学習状況調査を意
識して作成されたものであ
ると推察される。これに対
して、教育センターで作成
されたものの場合、「子供」

「学習」「思考」「解決」などの
語が並んでいることから、

表 11　時期区分ごとの指導文書の特徴語
2015 年～2017 年：305 段落 毎年：263 段落

No 用語（Jaccard） 全体／共起 用語（Jaccard） 全体／共起

1 子　供（0.3562） 289／156 学　校（0.2695） 128／83

2 学　習（0.3285） 245／136 改　善（0.2535）  93／72

3 思　考（0.2500） 150／ 91 指　導（0.2493） 178／88

4 学　ぶ（0.1913） 106／ 66 取　組（0.2270）  83／64

5 自　分（0.1687） 83／56 課　題（0.2219） 150／75

6 解　決（0.1656） 75／54 結　果（0.1886）  71／53

7 学　び（0.1584） 68／51 調　査（0.1661）  53／45

8 教　科（0.1354） 89／47 活　用（0.1543） 111／50

9 教　師（0.1313） 57／42 学　力（0.1522）  70／44

10 考える（0.1191） 52／38 教　育（0.1515）  79／45

表 12　チェックリストの有無ごとの指導文書の特徴語
チェックリストなし：467 段落 チェックリストあり：141 段落

No 用語（Jaccard） 全体／共起 用語（Jaccard） 全体／共起

1 子　供（0.4766） 289／244 学　校（0.1496） 128／35

2 学　習（0.3933） 245／201 学　ぶ（0.1435） 106／31

3 指　導（0.2798） 178／141 課　題（0.1412） 150／36

4 授　業（0.2683） 157／132 教　育（0.1224） 79／24

5 思　考（0.2414） 150／120 改　善（0.1196） 93／25

6 活　用（0.1869） 111／ 91 学　び（0.1176） 68／22

7 工　夫（0.1828） 96／87 生　活（0.1166） 41／19

8 自　分（0.1458） 83／70 力　（0.1006） 56／18

9 教　科（0.1440） 89／70 解　決（0.0909） 75／18

10 取　組（0.1387） 83／67 応じる（0.0874） 58／16

表 13　作成主体ごとの指導文書の特徴語
教育委員会：392 段落 教育センター：216 段落

No 用語（Jaccard） 全体／共起 用語（Jaccard） 全体／共起

1 指　導（0.2780） 178／124 子　供（0.2562） 289／103

2 授　業（0.2592） 157／113 学　習（0.2493） 245／ 92

3 課　題（0.2488） 150／108 思　考（0.2159） 150／ 65

4 学　校（0.2470） 128／103 教　師（0.1423） 57／34

5 改　善（0.2125） 93／85 学　ぶ（0.1418） 106／40

6 取　組（0.2087） 83／82 自　分（0.1369） 83／36

7 活　用（0.1835） 111／ 78 考える（0.1356） 52／32

8 教　科（0.1590） 89／66 解　決（0.1323） 75／34

9 授業改善（0.1521） 70／61 学　び（0.1315） 68／33

10 結　果（0.1517） 71／61 評　価（0.1245） 64／31
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思考力などを育むために問題解決・課題解決的な授業のあり方を解説したものであると考えられ
る。

6．総合考察と今後の課題

（1）　総合考察
本稿の分析で得られた授業スタンダードについての知見は、以下のように整理できる。一つ目

に、国の教育政策や若手教員の増加に対応すべく、多くの都道府県において授業スタンダードが
作成されているが、特に学力調査の結果について卓越性を追求しようとする自治体において授業
スタンダードを作成する傾向が見られた。二つ目に、指導文書と比較して、授業スタンダードは
チェックリストを含んでいる傾向があるため、より強い規範性を有すると言える。三つ目に、テ
キストの内容に着目すると、授業スタンダードは、ノート指導や板書、発問の方法、振り返り活
動の取り入れ、子供一人ひとりの実態に応じた授業づくりなどといった授業の展開や具体的な方
法、指導観を含み、かつこうした指導方法は「分かる」という子供の学力定着と結びつけられて
いることが確認された。四つ目に、こうした授業スタンダードの特徴は、2015 年以降に作成さ
れたものやチェックリストを含むもの、教育センターではなく教育委員会で作成されたもので顕
著に確認された 23）。

本稿では、先行研究の整理から、授業スタンダードを「授業展開や指導方法、学習規律につい
て定めた規範」とひとまず定義した。本稿の分析からは規範性の弱い授業スタンダードの存在も
明らかにされたが、授業スタンダード全体としては、「学力の定着や向上を目的とし、授業の展
開や具体的な指導方法、子供の実態に応じた指導観などを内容とする規範」と、より詳細に定義
可能であろう。

本稿は、指導文書との比較から授業スタンダードの内容的な特徴を検討したため、指導文書の
特徴もまた明らかにされた。規範性をもたないと認識されている指導文書は、教育活動や教育課
程編成の解説、学力調査結果の改善を内容としている。教育活動の解説を含む点では授業スタン
ダードと類似の特徴をもっているが、具体的な指導方法やチェックリストを含まない傾向がある
ため、より緩やかな性格であることがわかる。そして、授業スタンダードは全体として教師に向
けた手引きであるのに対して、教育課程編成の解説や学力調査結果の改善は主に学校に向けたも
のであるため、指導文書は授業のあり方を規定するというよりも、学校教育活動全体の改善を目
指すものであった。

また、多くの先行研究が指摘する指導展開や指導方法に加えて、授業スタンダードは子供一人
ひとりの実態に応じた指導観を内容に含むことが実証的に明らかになった。ただし、子供一人ひ
とりの実態に即した授業づくりを授業スタンダードのテキスト上で促したからといって、学校現
場における実際の授業づくりがそのようなものとなるとは限らない。子供一人ひとりの実態に応
じた指導観そのものは否定されるものではないかもしれないが、その言葉自体が表現するように、
多分に文脈に依存するものである。そして、文脈依存的な指導観やそれに基づく教育実践につい
ての知識・技術は、まさに文脈と対話する教育実践の中で培われていくものであるとするならば、
文脈依存的な指導観や知識・技術を授業スタンダードで一律に教師に伝えることは困難が伴うだ
ろう。子供一人ひとりの実態に応じた指導という言葉が一人歩きすれば、単に個別学習やペア学
習、グループ学習を取り入れておけばよいといった事態になりかねない。
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ろう。子供一人ひとりの実態に応じた指導という言葉が一人歩きすれば、単に個別学習やペア学
習、グループ学習を取り入れておけばよいといった事態になりかねない。

さらに、多くの先行研究が指摘するように、授業スタンダードがもつ具体的な指導方法やチェ
ックリストの存在、過度な学力向上・学力定着の志向性が、子供のニーズの多様性への配慮を損
なう危険がある。授業スタンダードのもつ理念や価値、指導方法が自明のものとされることで、
教師はチェックリストを用いつつ授業スタンダードが掲げる授業方法を達成することを目指し、
教育実践のもつ複雑性や不確実性から解放されると信じるだろう。しかしながら、授業スタンダ
ードにおいて、子供一人ひとりの実態に応じた教育活動を目指すことと、教育理念や価値、指導
方法をあらかじめ規定することは共存可能であるか、再考する必要がある。実際の授業スタンダ
ードを見ると、チェックリストの内容は一つの例であると注意書きがなされていることが多いが、
指導方法をチェックリスト化すること自体が授業の画一化を招く可能性がある。授業スタンダー
ドに記されている子供一人ひとりの実態に応じた教育実践を目指すのであれば、あらかじめ指導
方法を規定しようとすることに慎重になる必要があるのではないだろうか。

このことは、地方教育行政が、教育方法についての情報を学校現場へ向けて発信したり、授業
のあり方についての指導助言を教師に行ったりする必要が全くないということを意味しない。
日々の教育実践に追われる教師が教育の情報を得る上で、地方教育行政による指導や助言は重要
な役割を果たす。本稿の分析から、一部の授業スタンダードはそれほど強い規範性をもっていな
いこと、また指導文書は全体として規範性を抑えつつ授業のあり方を緩やかに解説する特徴が確
認されたが、こうした手引きを作成することも一つの手立てであろう。ただし、地方教育行政が
規範性を抑えた手引きを作成したとしても、教員が自発的に規範性をもつものと捉えて活用する
可能性がある。そのため、地方教育行政は、手引きの作成に満足することなく、学校訪問などを
通じて、あくまで手引きは参考として活用されるものであることを周知することが必要であろう。
すなわち、教育に関する情報を教師に発信しつつも、教育実践における複雑性や不確実性、そう
した状況において日々教育実践を行う教師の困難や葛藤を深く理解し、教師が子供たちの実態に
応じた教育実践を行うことができるように教師を勇気づけ、教師に寄り添う指導や助言をしてい
くことが求められる。

（2）　今後の課題
今後の課題として、以下の 3 点が挙げられる。第一に、本稿の分析から「卓越性」に関わる成

果指標を都道府県が作成している場合に授業スタンダードを作成する傾向にあることが確認され
たが、他にも授業スタンダードの作成に影響を与える要因があり得る。例えば、授業スタンダー
ドは若手教員の増加や学力定着・向上を背景として作成されていると思われることから、都道府
県ごとの若手教員の割合や学力調査の結果が要因として考えられる。また、若手教員の割合が高
い自治体ではより効率的に教員の授業力を向上させることを目指そうとするために、あるいは学
力調査の結果が中間層よりも低い、あるいは高い自治体では学力の定着や向上に有効だと思われ
る方法を教師に伝えようとするために、こうした自治体の授業スタンダードの内容には、より具
体的な授業展開や指導方法が含まれることが予測される。そのため、こうした要因によって授業
スタンダードのテキスト傾向に差が見られるかどうかも検討する必要がある。

第二に、市区町村や学校といった都道府県以外の事例についても検討を進めることである。そ
れぞれの機関における授業スタンダード施策を検討することで、より包括的に授業のスタンダー
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ド化の動向を明らかにすることが求められる。
第三に、授業スタンダードの活用実態や教師へ与える影響を質的に検討することである。本稿

では、教育委員会による指導助言と学校現場における活用のあり方が重要であると指摘した。授
業スタンダードが学校現場においていかに活用されているか、また教員の資質能力の向上や教員
間の協働にいかなる影響をもたらすのかについて質的に検討することは、今後の検討課題とした
い。
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【脚注】

1） 本稿では、どのような手引きが規範性をもつもの、あるいはもたないものとして、都道府県に認識されて

いるかを検討するため、ここではどのようなものが指導文書にあたるかを明示しない。結論を先取りして

説明するならば、都道府県は、様々な教育活動や学校における教育課程編成の概説、あるいは学力調査結

果の改善についてのものを、規範性をもたない指導文書として認識していた。

2） KH Coder による分析手法は、樋口（2014）を参照した。

3） http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota/1344289.htm（2017 年 12 月 1 日閲覧）。

4） 「学校教員統計調査−平成 28 年度（中間報告）結果の概要」− http://www.mext.go.jp/component/b_menu/

other/__icsFiles/afieldfile/2017/09/14/1395303_3.pdf（2017 年 12 月 1 日閲覧）。

5） 中央教育審議会「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（答申）【概要】」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.

htm（2017 年 12 月 1 日閲覧）。

6） 「幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1384662_2.pdf（2017 年 12 月 1 日閲覧）。

7） 授業スタンダードの中の「はじめに」などで、次期学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」

の実現のために自治体内のすべての教員の授業力向上を図るという内容が記されている事例が複数あった。

8） 4 セルのうち 1 セルの期待度数が 5 未満であったため、Fisher の正確確率検定を用いた。

9） これも 4 セルのうち 1 セルの期待度数が 5 未満であったため、Fisher の正確確率検定を用いた。

10） 「大切」（482）や「行う」（455）、「必要」（396）は一般語として除外した。

11） 「大切」「行う」「必要」を除外して分析。

12） 特徴語の指標として、Jaccard 係数を使用した。Jaccard 係数とは、各時期区分に当てはまる段落と抽出語彙

を含んでいる段落について、両方に当てはまる段落数をどちらか一方に当てはまる段落数で除した値であ
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る。値が高いほど類似性が高いことを意味する。

13） 「毎年」作成されている授業スタンダードは 1 つのみであったため、この分析に含めなかった。

14） 「大切」（0.1421）を除外。

15） 「必要」（0.1802）、「行う」（0.1542）、「大切」（0.1490）を除外。

16） 2010 年度までは「板書」と「ノート」はいずれも上位 75 位に入っておらず、2011 年度から 2014 年度では「板

書」が 44 位（0.0796）、「ノート」が 46 位（0.0795）である。

17） 「大切」（0.1883）、「行う」（0.1662）、「必要」（0.1568）を除外。

18） 「行う」（0.1522）を除外。

19） 「大切」（0.1941）、「必要」（0.1483）を除外。

20） 「必要」（137）や「大切」（128）、「行う」（125）は除外した。

21） 「必要」「大切」「行う」を除外して分析。

22） 2009、2013、2014 年に一つずつ指導文書が作成されているが、サンプル数が少ないため除いた。

23） 本稿は、都道府県が作成する授業スタンダードと指導文書の全体像の把握と比較検討を試みた。チェック

リストがそれ以外の部分と比べて特に具体的な授業の展開や方法、指導観といった内容を含む傾向がある

のかについては改めて分析が必要である。
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【解　説】

Abstract
The Japanese Government has been promoting the reform of various systems for persons with 

disabilities since before the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabil-
ities, which took place in January 2014. Reform included the development of domestic legislation, 
which had the effect of improving accessibility to participation in lifelong learning. However, the 
amount of information provided on reasonable accommodation for lifelong learning was less than 
that for school education: the Basic Program, established in 2013 after the revision of the Basic 
Act for Persons with Disabilities (August 2011) did not include a description that focused on 
lifelong learning.

On December 14, 2016, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
declared a policy to promote general measures for persons with disabilities in order to encourage 
lifelong learning, cultural activities and sports, and thereby assist persons with disabilities to 
pursue self-actualization.

Based on the policy, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (here-
after “MEXT”) created a new section named “The Office for Promoting Lifelong Learning of 
Persons with Disabilities”, and called upon local governments to strengthen their work in this 
field. MEXT carried out the following measures: promotion of sports activities; efforts to improve 
a seamless support system from infancy to adulthood; creation of a center to support handicapped 
students who play an active part in society; support of cultural and artistic activities; review of the 
budgeted measures for FY2017 from the viewpoint of consistency with the policy; the creation of 
an award; and promotion of public awareness campaigns.

The budgeted measures for FY 2018 include the expansion of support for special needs educa-
tion, university education, and the cultural and sports activities of graduates; and MEXT plans to 
conduct empirical research on learning after graduation, towards further promotion of lifelong 
learning by persons with disabilities.

＊ 生涯学習政策研究部・総括研究官

障害者の生涯学習に関わる施策の動向
─障害者権利条約以降の動きと文部科学省による「特別支援教育の生涯学習化」─

Development of the Government Policy on Lifelong Learning for Persons with Disabilities 
in Japan

小松　幸恵＊

KOMATSU Sachie
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はじめに

文部科学省は、平成 28（2016）年 12 月 14 日に『障害者支援の総合的な推進に関する大臣講話』
及び同日付の『文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充～学校
教育政策から「生涯学習」政策へ～』を公表し、従来の学校教育政策を中心とする障害者政策か
ら一歩進めて、生涯学習（教育、文化、スポーツ）を通じた生きがいづくり、地域とのつながり
づくりを推進し、「障害者の自己実現を目指す生涯学習政策」を総合的に展開していくとの方針
を明らかにした。以降、文部科学省は「特別支援教育の生涯学習化」の理念の下、体制整備や事
業の推進及び総点検、積極的な機運醸成等、障害者の生涯学習に関する取組を強めており、平成
29（2017）年 9 月 19 日に中央教育審議会教育振興基本計画部会で公表された第 3 期教育振興基
本計画の案（審議経過）においても、障害者の生涯学習について項目を設け、さらなる推進を重
点施策として位置づけている。

障害者の生涯学習に関しては、2006 年の国連総会において採択された国連・障害者の権利に
関する条約（以下、「障害者権利条約」）においても、その権利保障が求められている。我が国に
おいても、2014 年に実現したその批准に向けて、合理的配慮の提供等、障害者が生涯学習を行
おうとする際の障壁の除去を推進する法令整備が行われていたところである。

本稿は、障害者権利条約以降の政府の動向や、条約締結に向けて整備された国内法令について、
生涯学習分野に関連するポイントに着目しながら整理し、「特別支援教育の生涯学習化」を打ち
出した文部科学省の施策展開について概観するとともに、こうした動きを踏まえ、今後求められ
ると考えられる障害者の生涯学習に関する研究について考察することを目的とする。

なお、障害者の生涯学習についても、平成 2（1990）年の生涯学習審議会答申『生涯学習の基
盤整備について』において、生涯学習を推進するに当たり特に留意する必要がある点として挙げ
られた、「①生涯学習は、生活の向上、職業上の能力の向上や、自己の充実を目指し、各人が自
発的意思に基づいて行うことを基本とするものであること。②生涯学習は、必要に応じ、可能な
かぎり自己に適した手段及び方法を自ら選びながら生涯を通じて行うものであること。③生涯学
習は、学校や社会の中で意図的、組織的な学習活動として行われるだけでなく、人々のスポーツ
活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動などの中でも行われるもので
あること。」があてはまる。

障害のある子供たちに対する学校教育においては、自立活動等を通じて、障害による学習上又
は生活上の困難を主体的に改善・克服しようとする取組を促す教育が行われている。学校段階で
身についた力の維持や、それを実生活での実践につなげることも、障害者の学校卒業後の学習が
果たす重要な役割である。こうした学習は、福祉、労働、医療の場面でも行われ得るものである
が、前述の留意点にある自発性や、自己に適した手段・方法を自ら選んで行えることが、生涯学
習の機会としては必要であると考えられる。

1．障害者権利条約、関連する国内法令と障害者の生涯学習

(1)　障害者権利条約における権利保障と国内法令の整備
2006 年 12 月に国連総会で採択され、2008 年 5 月に発効した障害者権利条約は、第 24 条第 1
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項において「締約国は、教育についての障害者の権利を認める。この権利を差別なしに、かつ、
機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習
を確保する」、同条第 5 項において「締約国は，障害者が差別無しに，かつ，他の者との平等を
基礎として，一般的な高等教育，職業訓練，成人教育，及び生涯学習を享受することができるこ
とを確保する」と明記するとともに、第 30 条において文化的な生活、レクリエーション、余暇
及びスポーツの参加のための具体的措置を規定し、障害者の生涯学習の権利を保障している

日本政府は条約締結に向け、必要な国内法令の整備等を進め、この条約は、平成 25（2013）
年 12 月 4 日に国会で承認、平成 26 年（2014）年 1 月 20 日に批准され、同年 2 月 19 日に我が国
について発効した。

(2)　障害者基本法と生涯学習
障害者基本法は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念、国・

地方公共団体等の責務、施策の基本となる事項を定め、施策の総合的かつ計画的な推進と、それ
をもつて障害者の福祉を促進することを目的とする。障害者の自立及び社会参加のために重要な
役割を果たす生涯学習についても、この法の枠組みの中で、施策の推進が図られている。

①平成 23（2011）年の障害者基本法改正
障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環である平成 23（2011）年の障害者基本法の

改正においては、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は，社会の在り方との関係
によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者の概念（第 2 条）や、障害者権利条約
第 2 条で「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使
することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とさ
れるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている「合理
的配慮」の概念（第 4 条第 2 項）が盛り込まれるとともに、国内において障害者基本計画の実施
状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置された（第 32 条～第 36 条）。

この障害者基本法に基づき、国は、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者
基本計画を策定しなければならないと定められている（第 11 条第 1 項）。

②障害者基本計画における生涯学習
障害者権利条約以前に定められた『障害者基本計画（第 2 次）』（対象期間：平成 15（2003）年

度から 24（2012）年度）の「教育・育成」においては、教育と療育に関してまとめて記載され、
生涯学習については「地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関
係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。」との定めがあるのみであった。

障害者基本法改正後初の障害者基本計画となる『障害者基本計画（第 3 次）』（対象期間：平成
25（2013）年度から 29（2017）年度）の「教育、文化芸術活動・スポーツ等」においては、障
害者権利条約に権利保障の定めのあるインクルーシブ教育システム、高等教育、文化芸術活動，
スポーツ等に関する記載が、第 2 次計画よりも具体的になされている。「生涯学習」の用語は、
医師・歯科医師のリハビリテーションに関する教育に関して用いられているのみで、障害者自身
の学習については用いられていない。
『障害者基本計画（第 4 次）』に関しては、障害者政策委員会として計画に盛り込むべきと考え
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る内容を整理し、障害者基本法第 11 条第 4 項の規定に基づいて取りまとめる『障害者基本計画 ( 第
4 次 ) の策定に向けた障害者政策委員会意見』が、平成 29（2017）年から検討されている。

その案文の「教育の振興」では、第 3 次計画でも対応する項目が記載されていた「インクルー
シブ教育システムの推進」「教育環境の整備」「高等教育における障害学生支援の推進」と並んで、

「生涯を通じた多様な学習活動の充実」の項が新たに設けられている。そこには、①効果的な学
習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等による各ライフステージにおける学びの支援とそ
れらを通じた障害者の地域や社会への参加促進、②地域学校協働活動の推進、障害のある子供た
ちの企業等の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実、外部人材の活用、③放送大学に
おける学習支援の充実、④読書環境整備の促進、⑤多様な学習機会の提供・充実、といった内容
が盛り込まれている。また、文化・スポーツに関しては「文化芸術活動・スポーツ等の振興」が

「教育の振興」と並ぶ独立した項目として設けられ、第 3 次計画より具体的な施策の方向性が記
載されている。

第 3 次計画と第 4 次計画の間には、「はじめに」で述べた文部科学省による障害者の生涯学習
関連政策の総合的な展開の方針表明とそれに基づく施策の実施が位置している。「教育の振興」
の「生涯を通じた多様な学習活動の充実」及び「文化芸術活動・スポーツ等の振興」に盛り込ま
れた内容を見ると、そうした展開が、計画における生涯学習関連の記載の大幅な充実につながる
大きな要因であると考えられる。この点については、次章「2．文部科学省における障害者支援
の総合的な推進『学校教育政策から「生涯学習」政策へ』」で詳述する。

(3)　障害者差別解消法と生涯学習
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差

別解消法」）においては、主に、生涯学習機会へのアクセスの向上に資する内容が定められている。

①障害者差別解消法の概要
障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣旨を取り込む形で「差別の禁止」を規定する障害

者基本法第 4 条を具体化するものが、平成 25（2013）年 6 月に成立し、平成 28（2016）年 4 月
から施行された障害者差別解消法である。

この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与
するよう努めなければならないと定める（第 4 条）とともに、国及び地方公共団体の責務として、
障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施すること（第 3 条）、政
府は、差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること（第
6 条）を定めている。

障害を理由とする差別に関しては、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の
二つに分けて整理し、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをするこ
とにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定める（第 7 条第 1 項、第 8 条第 1 項）とと
もに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を
行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めている（第 7 条第 2 項、
第 8 条第 2 項）。

さらに、国及び地方公共団体などの行政機関等（独立行政法人も含む）においては、自らの職
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員が適切に対応できるようにするための「対応要領」をそれぞれ自ら定め、それに基づく取組を
行うこととしている（第 8 条、第 9 条）。対応要領は、国の行政機関においては作成が法的義務
とされ、地方公共団体においては、地方分権の趣旨から、その作成は努力義務とされている。

また、事業者において、障害を理由とする差別を解消するための取組が適切に行われるよう、
各事業分野を所管する大臣（以下「主務大臣」）が「対応指針」を作成し、事業者の自主的な取
組を促す仕組みを定めている（第 11 条）。

②国公立の生涯学習関連施設等に係る「対応要領」
生涯学習関連施設等においても、国公立の施設については「対応要領」、私立施設や民間事業

者については「対応指針」により、差別を解消するための適切な対応が求められる。
国立の例を挙げると、平成 28（2016）年の 3 月から 8 月にかけて、国立女性教育会館につい

ては独立行政法人国立女性教育会館が（3 月 9 日）、国立科学博物館については独立行政法人国
立科学博物館が（3 月 15 日　館長裁定）、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋
美術館、国立国際美術館、国立新美術館については独立行政法人国立美術館が（3 月 22 日　理
事長裁定）、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館については独
立行政法人国立文化財機構が（4 月 1 日　理事長決裁）、国立青少年教育施設については独立行
政法人国立青少年教育振興機構が（8 月 10 日　理事長裁定）、それぞれ『（独立行政法人名）に
おける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領』を制定している。また、国立国会
図書館については『国立国会図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要
領』（平成 28 年 4 月 1 日　国図総 1603292 号）が策定されている。

生涯学習機会の提供主体でもある国立大学に関しては、各国立大学法人が対応要領を策定して
いるが、それに先立ち、一般社団法人国立大学協会が、障害者差別解消法の実施に関するワーキ
ング・グループにおいて『教職員対応要領（雛形）』を作成し、その対象者は大学における教育
・研究・その他活動全般において、そこに参加する者すべてとなること等の留意事項を記載した
送付文書とともに、各国立大学長あてに送付している（平成 27（2015）年 10 月 30 日）。

公立施設に関しては、それぞれの設置者である地方公共団体が対応要領を策定する。この対応
要領に関し、文部科学省は平成 27 年 11 月 26 日に、民間事業者を対象とする対応指針を策定し
た際の生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知『文部科学省所管事業分野における障害を理由
とする差別の解消の推進に関する対応指針について』（27 文科初第 1058 号）において、都道府県
教育委員会が対応要領を策定する際には、文部科学省が後に策定する対応要領（平成 27 年 12 月
25 日　文部科学省訓令第 31 号）も参照するとともに、域内の市町村教育委員会が対応要領を策
定する際には、必要な指導、助言又は援助を行うことを求めている。

東京都の例をみると、対応要領は、「東京都職員服務規程」、「東京都における障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する要綱」及び「東京都障害者差別解消法ハンドブック」の 3 つにより
構成されている。「東京都職員服務規程」（訓令）において、障害を理由とする差別の禁止について、
職員が遵守すべき服務規律として明確に位置づけ、「東京都における障害を理由とする差別の解
消の推進に関する要綱」では「東京都職員服務規程」に定める義務を具体化するものとして、職
員の責務や相談体制、研修等の実施体制の枠組みについて規定、「東京都障害者差別解消法ハン
ドブック」において、職員等の適切な対応に資するため、障害者差別解消法の趣旨や内容、日々
の活動の中で配慮すべき事項等を分かりやすくまとめている。
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内閣府によると、平成 29（2017）年 4 月 1 日時点において対応要領を策定済みの地方公共団
体は、都道府県：45（95.7％）、政令指定都市：20（100.0％）、中核市・東京特別区・県庁所在地（政
令指定都市を除く）：76（92.7％）、その他市町村：1009（61.6％）であり、全体として 1150（64.3
％）の自治体が策定済みとなっている。

各対応要領は共通して、目的、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、監督者の責務、
懲戒処分等、相談体制の整備、研修・啓発、対応要領に係る留意事項（不当な差別的取扱いの基
本的な考え方、正当な理由の判断の視点、不当な差別的取扱いの具体例、合理的配慮の基本的な
考え方 、過重な負担の基本的な考え方、合理的配慮の具体例）について記載している。国立の
生涯学習関連施設の対応要領に記載された合理的配慮の具体例の内容は、視覚障害者への支援や
施設独自のルールの例外等について具体的な記述を加えている国立国会図書館以外はほぼ共通で
あり、施設の目的や事業内容による大きな差異は見られない。

③私立の生涯学習関連施設・民間事業者に係る「対応指針」
私立の生涯学習関連施設や、民間の生涯学習関連事業者に関しては、事業分野を所管する大臣

が「対応指針」を定め、適切な対応を促すこととなっている。
文部科学省は、学識経験者、障害当事者・支援団体、都道府県・市町村、公・私立学校、文化

・スポーツの各分野の関係者 21 名（ほかオブザーバー1 名：国立特別支援教育総合研究所）で
構成された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の実施に関する調査研究協力者会
議」において、平成 27（2015）年 6 月 17 日から 7 月 21 日にかけて 4 回の会議を行った後、同
年 7 月 31 日の内閣府における障害当事者・支援団体の各省合同ヒアリング、8 月 19 日～2 月 17

日のパブリックコメントを経て、『文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解
消の推進に関する対応指針』（平成 27 年文部科学省告示第 180 号）を策定し、生涯学習政策局長
・初等中等教育局長の連名通知『文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消
の推進に関する対応指針について（通知）』（平成 27 年 11 月 26 日付 27 文科初第 1058 号）を発出
して、地方公共団体等に対し、対象となる施設や団体等に対する周知や指導・助言を依頼してい
る。生涯学習関連では、6 月 30 日に行われた第 2 回会議において、日本図書館協会のヒアリン
グが行われている。

各省庁作成の「対応指針」は、厚生労働省（福祉・医療関係・衛生・社会保険労務士業務の各
事業者向けの「ガイドライン」として、関連法令や各障害の特性などの説明も加え、より詳細な
啓発資料の形式で作成）のものを除き、各府省庁ほぼ共通の文面に、それぞれの省庁が若干の加
除修正や、所管事業の内容を踏まえた具体例の記載、分野別の留意点の追記等を行ったものとな
っている。

厚生労働省以外では、不動産業・設計等業・一般乗合自動車運送業・一般常用旅客自動車運送
業・対外旅客定期航路事業・国内旅客船業・航空運送業・航空旅客ターミナル施設事業・旅行業
のそれぞれについて、別紙で差別的取扱いや合理的配慮の提供の詳細な具体例を付した国土交通
省の対応指針と、別紙 1「不当な差別的取り扱い、合理的配慮配慮等の具体例」を設け、特に学
校教育の場面の詳細な具体例を記載するとともに、別紙 2「分野別の留意点」として、合理的配慮、
相談体制の整備、研修・啓発、情報公開などについて詳述した文部科学省の対応指針が、特に所
管する事業の内容を踏まえての具体性を有する内容となっている。

文部科学省の対応指針の中では、別紙 1「不当な差別的取り扱い、合理的配慮配慮等の具体例」

230

p225_244_15-小松.indd   230 2019/03/05   18:49:29



においても、別紙 2「分野別の留意点」においても、学校教育に関する記載が主となっている。
生涯学習に関しては、別紙 1 において「学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等」とま
とめての記述となっており、また、別紙 2 で取り上げられている分野も「学校教育分野」と「ス
ポーツ・文化芸術分野」の 2 つである等、生涯学習分野ならではの事例や留意事項は記載されて
いない。「スポーツ・文化芸術分野」に関しても、「学校教育分野」は初等中等教育段階・高等教
育段階の別に、合理的配慮、相談体制の整備、研修・啓発、情報公開などについての記載がなさ
れているのに対し、スポーツ基本法と文化芸術振興基本法の定めを記し、留意点として合理的配
慮を提供する際の可能な限りの合意形成、障害者が使用する用具に対しての柔軟な対応を挙げる
にとどまっている。

④設置者の別によらない独自のガイドライン作成の動き
このように、生涯学習関連施設は、その設置者により異なる「対応要領」「対応指針」により規

定されるところとなるが、公益社団法人日本図書館協会が作成した『図書館における障害を理由
とする差別の解消の推進に関するガイドライン』（2016 年 3 月）のように、図書館法でいう公立
図書館・私立図書館の他、図書館同種の施設等、市民が利用するあらゆる図書館、さらには学校
図書館や大学図書館、その他の学校にある図書館・室等も対象として、障害者差別解消法の「不
当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の意味を施設に即して明らかにするとともに、
その具体例を示そうとする動きもみられる。

⑤合理的配慮に関する情報提供と生涯学習
具体的に、どのようなことが「不当な差別的取扱い」に当たり、どのようなことが「合理的配

慮」として求められるのかについては、個々の場面の状況ごとに判断されるものであり、あらか
じめ法律で列挙することは困難である。このため、前述の対応要領や対応指針に加え、政府は合
理的配慮等について、様々な情報提供を行っている。

内閣府はそのウェブサイトの中で、合理的配慮等の具体例を紹介するのデータ集として、『合
理的配慮サーチ』を公開している。ここでは合理的配慮提供・支援・配慮の事例集や、ガイドブ
ック・ハンドブック・マニュアル、地方自治体の条例・指針、差別に関するアンケート結果・意
見集約などが紹介されており、「障害の種別」「生活の場面」の 2 種類の分類方法から参照するこ
とができる。

この分類カテゴリ全てにわたっているのが、内閣府が平成 29 年 4 月に公開した『障害者差別
解消法 ～合理的配慮の提供等事例集～』である。この中の「生活場面例：教育」に掲載されて
いるものは、学校教育の場面を想定した事例であるが、生涯学習の場面でもそれに準じた対応を
することが求められていると考えられるものも多い。さらに、生涯学習関連施設や検定試験、研
修や講義での事例等、生涯学習の場面に深く関わる事例も「生活場面例：行政」や「生活場面例：
サービス ( 買物・飲食店など )」に多数掲載されている。
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表 1　「障害者差別解消法 ～合理的配慮の提供等事例集～」に掲載された生涯学習関連事例

障害種 生　活
場　面

上段 : 障害者が困っていることや合理的配慮の提供の申出など
下段 : どのように合理的配慮を提供したのか

視　覚
障　害

行　政 図書館を利用するときに、蔵書の検索機を操作できず、書架のレイアウトも分からない。
要望に沿って職員が検索機を操作したり、本を代わりに取ってくるなどの配慮を行った。

行　政 図書館で借りた本を点字化して読みたいので、作業のために貸出期間を延長してほしい。
その本の貸出頻度を考慮しつつ、通常よりも延長した期間の貸出しを行った。

行　政 博物館施設の見学イベントがあるので参加したい。直接触れることのできる展示物があるとありがたい。
展示物に触れることは禁止されているが、差し支えないと思われるものについては触れてもよいこととした。

雇　用
・

就　業

研修を受ける場合に、通常の内容では受講が難しいことがある。例えば、パソコンスキルであれば、画面の読
み上げソフトの使用を前提にしていない研修を受けても理解が困難。
視覚障害者向けの研修を受けられるよう配慮した。また、必要に応じて公共職業訓練 ( 在職者訓練など ) を活
用することとした。

聴覚・
言　語
障　害

行　政
大きな会場で開催されるフォーラムでは、手話通訳者がいても見えにくい場合がある。
会場全体から手話通訳者の手話が見えやすいように、高さ 60cm ほどの台を用意し、手話通訳者を見やすい前
の席を希望者向けに確保した。また、拡大スクリーンも設置し、後の席からも見やすいようにした。

行　政 左耳のほうが聞き取りやすいので、参加予定の講習会では、講師に向かって右側の位置に配席してもらいたい。
希望に沿う位置に配席した。

サービス 検定試験の開始前に監督者から注意事項が述べられるそうだが、口頭だと内容が分からない。
注意事項を文章にしたものを配付した。

盲ろう

行　政
聴覚障害者向けのイベントに参加したところ手話通訳者が配置されていたが、弱視でもあるので手話が読み取
りづらい。
手話通訳者の直近の位置に配席した。

行　政
聴覚障害者向けのイベントに参加したところ舞台上のスクリーンに要約筆記が表示されていたが、弱視でもあ
るのでスクリーン上の文字を読み取りづらい。
本人が所持していたパソコンと要約筆記者のパソコンをつなぎ、手元のモニターにも要約筆記が表示されるよ
うにした。

その他 障害者スポーツ大会に参加するのだが、弱視難聴の盲ろう者なので、スタート合図が分かりにくい。
スタート合図者の一番近くのレーンに配置し、スタート合図はピストル音と光の両方を使って行った。

肢　体
不自由 行　政 歴史的建造物の見学イベントに参加したいが段差が多い。車イスで移動可能な範囲だけでも見学させてほしい。

当日のスタッフの一部を案内役へ変更し、車イスでも移動可能な順路で別途案内した。

知　的
障　害 行　政

役所が公表した調査報告書を読みたいのだが、平仮名しか読むことができないので、振り仮名を付けてほしい。
ページ数の多い調査報告書であり、全ての文章に振り仮名を付すことは作業量が膨大となるので、要点を抜粋
した概要ペーパーを作成して振り仮名を付すこととした。

発　達
障　害

サービス 資格取得のための講義において、座学での読み書きや筆記テストに難がある。
タブレットの使用許可など、学校で行われることが想定される合理的配慮に準じた対応を行った。

サービス
プール施設でスイムキャップ着用が義務づけられているが、帽子類の着用を嫌がってしまい、スイムキャップ
もすぐに外してしまう。
衛生面や循環装置への影響を考えてスイムキャップ着用としているが、配慮すべき理由がある場合には、非着
用でも利用を認めることとした。

※社会教育・文化・スポーツ施設や文化・スポーツイベントに関する事項、座学の学習活動の場面に関わる事項のうち、「生活場面：　　
教育」以外のカテゴリに掲載のものを抜粋

　『障害者差別解消法 ～合理的配慮の提供等事例集～』より著者作成

合理的配慮サーチには、官公庁や当事者等団体等が実施したアンケート調査等の結果も掲載さ
れている。その一つ、西東京市『障害者基本計画策定のための調査報告書』（平成 25（2013）年 8

月）では、障害者本人、又は本人の立場に立った家族、施設や病院職員等から、ボランティア活
動、講座や講演会などの項目について、活動状況と活動意向、余暇活動をするために必要とする
環境・条件についての回答を得て障害種別にまとめており、生涯学習への意向と実際の活動状況
のギャップや、求められる支援を明らかにしている。
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表 2　西東京市における障害者の「講座や講演会などへの参加」活動状況と活動意向
　 活動状況（％） 活動意向（％） 　 【参考】平成 13 年度の活動状況（％）

身体障害 11.0 14.6 n=1256 7.9

知的障害 3.7 6.1 n=214 1.1

精神障害 12.1 12.6 n=207 - 

難病 12.7 21.4 n=308 - 

高次脳機能障害 12.5 12.5 n=8 - 

発達障害 6.7 20.0 n=15 - 

西東京市『障害者基本計画策定のための調査報告書』（平成 25（2013）年）より著者作成

⑥障害者差別解消法に係る裁判例と生涯学習
障害者差別解消法には、「法施行後の障害者差別に関する具体的な（中略）裁判例の集積等を

踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図るこ
と」、「附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な（中略）
裁判例の集積等を図ること」及び「本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な（中略）
裁判例の集積等を踏まえ「不当な、差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討する
こと」等を求める衆議院・参議院内閣委員会の附帯決議が付されている。

内閣府は、当該附帯決議を踏まえ、今後の法附則第七条に規定する検討等に資することを目的
として、平成 28（2016）年度に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に係る裁判
例に関する調査」を実施し、その結果を判例集として整理して公表している。

この判例集においても、「保育・教育」に分類された教育の事例はいずれも学校教育に関する
ものである一方で、「商品・サービス」分類の中に、生涯学習・スポーツに関連する「事業者に
よるうつ病患者の音楽教室受講拒否が不法行為とならないとされた事例（東京地判平成 24（2012）
年 1 月 16 日）」（事業者によるサービスの利用拒否が障害者と事業者とのトラブルを経緯として生
じており、サービス拒否が障害を理由としたものであると認められなかったケース）、「事業者に
よる性同一性障害者のゴルフクラブ入会拒否が不法行為を構成するとされた事例（東京高判平成
27（2015）年 7 月 1 日）」の裁判例が掲載されている。

2．文部科学省における障害者支援の総合的な推進「特別支援教育の生涯学習化」

(1)　障害者支援の総合的な推進に関する大臣講話
平成 28（2016）年 12 月 14 日、文部科学大臣は文部科学省幹部級職員に向けて講話を行い、

これに先立って立ち上げていた 2 つのタスクフォースにおける検討内容と、今後の文部科学省に
おける障害者支援の総合的な推進に関する方針について示した。
「特別支援総合プロジェクトタスクフォース」においては、障害者が学校を卒業した後の生涯

を通しての総合的な支援について検討し、その結論は「文部科学省が所管する分野における障害
者施策の意識改革と抜本的な拡充」であり、文部科学省が所掌する生涯学習、文化、スポーツと
いった、人間が幸福で豊かな生活を追求していくために不可欠な行政分野において、障害者も含
め、すべての人々が、あらゆるライフステージで、夢や希望を持って生きていけるよう、厚生労
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働省とも連携しながら、施策を進めていくことが重要であるとした。
「障害者スポーツ推進タスクフォース」においては、障害者の社会参加、生きがいづくりの観

点から、特にスポーツ活動に着目し、民間企業を含めた社会全体の力で推進していくための方策
を検討して中間報告をまとめたところであり、そのポイントは、「パラリンピックだけでなく、「障
害者スポーツ全体」への支援が必要であること」、「行政だけでなく、民間企業を含めた「社会全
体による支援」が重要であること」であるとした。

さらに、既に具体的な施策が動き始めているスポーツ分野のみならず、生涯学習や文化などの
分野も含め、文部科学省全体で障害者の活動を支援する施策を積極的に展開していくため、翌年
1 月から生涯学習政策局に「特別支援総合プロジェクト特命チーム」を置き、学校卒業後の生涯
学習・文化・スポーツに係る障害者のニーズを十分に捉えながら、平成 30（2018）年度概算要
求や制度改正も視野に、全省横断的な障害者施策の企画立案を進めること、このチームはいずれ

「課」や「室」として恒常的な組織とし、文部科学省が障害のある方々を、すべてのライフステ
ージでサポートする仕組みづくりを、省全体で総合的に検討できる組織としたいことを示した。

(2) 　特別支援総合プロジェクトタスクフォース「文部科学省が所管する分野における障害者施
策の意識改革と抜本的な拡充」

大臣講話で述べられた「特別支援総合プロジェクトタスクフォース」は、文部科学副大臣を主
査、大臣官房総務課長及び特別支援教育課長を主査代理、文部科学省・スポーツ庁・文化庁関係
課の企画官・室長、課長補佐・専門官をメンバーとし、オブザーバーに厚生労働省の障害者福祉
及び障害者雇用担当課の課長補佐・専門官、特別支援学校長会会長を迎え、平成 28（2016）年
11 月 9 日から同年 12 月 12 日の間に 5 回の会合を重ね、大臣講話が行われた 12 月 14 日に検討
結果を公表した。

会合においては、特別支援学校長会、厚生労働省、「障がいのある学生の修学支援に関する検
討会」座長、日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、障碍者芸術推進研究機構，東京学芸
大学教育実践研究支援センター、町田市教育委員会生涯学習センター、東京都立あきる野学園あ
きるのクラブからのヒアリングを行い、障害のある子供たちの進路、障害者のスポーツ、文化、
生涯学習、社会との連携について取組状況や課題について聴取している。

その検討結果『文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充　～
学校教育政策から「生涯学習」政策へ～』は冒頭で、文部科学省が、従来の学校教育政策を中心
とする障害者政策から一歩進めて、生涯学習（教育、文化、スポーツ）を通じた生きがいづくり、
地域との繋（つな）がりづくりを推進し、「障害者の自己実現を目指す生涯学習政策」を総合的
に展開していかなければならない、と、文部科学省における障害者政策の新たな進展について宣
言している。

文部科学省が取り組むべき課題についても、体制面、生涯学習・文化・スポーツ分野、学校教
育分野のそれぞれについて、以下のように具体的に挙げている。

234

p225_244_15-小松.indd   234 2019/03/14   10:33:53



表 3　文部科学省において取り組むべき課題（特別支援総合プロジェクトタスクフォース）
(1) 障害者の学びを総合的に支援するための企画立　

案部門の創設
・生涯学習政策局に「特別支援総合プロジェクト特命チーム」を設置
・速やかに「障害者学習企画室」（仮称）を置く

(2) 生涯を通じた学
び、 文 化・ ス ポ
ーツ等において
取り組むべき課
題

① 生涯を通じた学び ・特別支援学校も含めた「地域学校協働活動」の推進
・ 国立青少年教育施設における障害のある青少年を対象にしたプログラム

の実施
・放送大学の充実・整備
・ 「障害者青年学級」や「オープンカレッジ」など様々な主体により実践さ

れてきた、障害者による生涯学習を支援するモデルの普及

② 文化活動 ・障害者の芸術の鑑賞機会の充実等
・ 特別支援学校への芸術家を派遣する事業等により障害者が芸術活動に取

り組む裾野を拡大
・障害者の芸術の公演や展覧会等の発表の機会の充実

③ スポーツ活動 ・ 2020 年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を
開催する「Special プロジェクト 2020」に向けた取組を加速

・ 取組を一過性のものとして終わらせることなく発展させるため「障害者
スポーツ・文化週間」（仮称）等としてプロモート

(3) 教育分野におい
て取り組むべき
課題

① 特別支援学校等の学習内容
の充実や関係機関の連携

・障害のある子供たちのキャリア教育の充実や生涯にわたる学習の奨励
・学校と卒業後の進路や活動の場との連携の促進

② 大学等における支援体制の
充実

・   特別支援学校との接続の推進、支援の中核的拠点を整備する等による、
障 害のある学生の支援体制の充実

・各大学の障害のある学生の支援情報の積極的な情報提供の促進
・障害のある学生への支援を補助する学生の組織化・養成の促進

『文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充』より著者作成

(3)　平成 29（2017）年度事業等における取組
平成 29（2017）年度に入ると、文部科学省は、以下のような取組を推進していく。

①「障害者学習支援推進室」の新設
文部科学省は平成 29（2017）年度から、生涯学習政策局生涯学習推進課に「障害者学習支援

推進室」を新設した。平成 29 年 4 月 1 日の時点では、室長と係長が専任、室長補佐は生涯学習
推進課課長補佐と特別支援教育課専門官が、係員は生涯学習推進課係員が兼任という体制で発足
している。

前述の大臣講話で平成 29 年 1 月に置くと言及されていた「特別支援総合プロジェクト特命チ
ーム」は、生涯学習局からこの生涯学習支援推進室の室長、生涯学習推進課の課長・課長補佐、
社会教育官、初等中等教育局の特別支援教育課の課長・企画官・専門官、高等教育局、スポーツ
庁、文化庁の室長、課長補佐・室長補佐をメンバーとし、厚生労働省の障害福祉課・障害者雇用
対策課をオブザーバーとして設置された。この「特別支援総合プロジェクト特命チーム」と、障
害者学習支援推進室とが推進体制となり、教育、スポーツ、文化の施策全体にわたり、障害者の
生涯を通じた多様な学習活動を支援するため、学校卒業後における学びの支援、福祉・保健・医
療・労働等の関係部局と連携した進学・就職を含む切れ目ない支援体制の整備、障害者スポーツ
や障害者の文化芸術活動の振興等に関する取組を横断的かつ総合的に推進していくこととされて
いる。

②大臣メッセージ：「特別支援教育の生涯学習化」
平成 29（2017）年 4 月 7 日、文部科学大臣は、以下の 3 点をポイントとする『特別支援教育

の生涯学習化に向けての松野文部科学大臣メッセージ』を発信した。
○ 障害のある方々が、夢や希望を持って活躍できるような社会を目指していくことが必要であ

るが、その中でも、保護者の方々は、特別支援学校卒業後の学びや交流の場がなくなること
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に大きな不安を持っていること。
○ 今後は、障害のある方々が生涯を通じて教育、文化、スポーツなどの様々な機会に親しむこ

とができるよう、教育施策とスポーツ施策、福祉施策と労働施策等を連動させながら支援し
ていくことが重要であり、これを「特別支援教育の生涯学習化」と表現すること。

○ 各地方公共団体においても、関係部局の連携の下、国と共に取り組んでいただきたいこと。

③地方公共団体等への協力依頼（通知）
大臣メッセージと同日付で、地方公共団体等への通知『障害者の生涯を通じた多様な学習活動

の充実について（依頼）』（平成 29 年 4 月 7 日付 29 文科生第 13 号）が、生涯学習政策局長、初等
中等教育局長、高等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長の連名にて発出されている。

そのポイントは以下のようなものである。

表 4　地方公共団体等への依頼事項
課題カテゴリ 通知の依頼事項のポイント

障害者の学びを総合的
に支援するための体制
の整備・充実

第 1　障害者の多様な学習活動を総合的に支援する取組・体制の充実について
○「障害者学習支援推進室」の設置
○ 都道府県・市町村においても、広く生涯学習，学校教育，社会教育，スポーツ，文化，

福祉，保健，医療，労働等の各分野の関係機関が連携し、障害者の生涯を通じた多様
な学習活動の支援の取組の充実を図るとともに、取組の推進等を行う部署の明確化な
ど、体制の整備・充実を図ること

生涯を
通じた
学び、
文化・
スポーツ等

① 生涯を
　通じた
　学び

第 2　障害者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰のための推薦について
○ スポーツ活動や文化活動を含む障害者の生涯学習を支える活動を行う団体等を表彰す

るにあたり、適切な候補の推薦

②スポーツ 第 3　障害者スポーツ振興を総合的に推進するための体制整備について
○ 障害者スポーツを含めたスポーツの事務の一元化を含め、障害者スポーツの振興を総

合的に推進するための体制の整備

第 4　「Special プロジェクト　2020」について
○ 全国の特別支援学校においてスポーツ、文化、教育の全国的な祭典を開催するための
「Special　プロジェクト　2020」の一環として、モデル事業を実施。都道府県の関係部
署・団体等が連携した体制の構築、積極的なモデル事業の受託

③文化活動 第 5　障害者による文化芸術活動の充実について
○ 障害者の優れた文化芸術活動を広く一般に普及するための取組の調査研究や，成果発

表の公演，展覧会の開催、特別支援学校の子供たちに対する文化芸術の鑑賞・体験機
会の提供、小中学校等の子供たちへの障害のある優れた芸術家等による文化芸術の鑑
賞・体験機会の提供など，障害者の文化芸術活動の充実に向けた支援の実施

○ 障害者の個性と能力の発揮、社会参加の促進、あらゆる人々の相互理解へとつながる
文化芸術活動の充実に努めること

教育分野 ① 初等中等
教育

第 6　特別支援教育におけるスポーツ・文化芸術活動等の取組の充実
○ 近日中に告示予定（※同年 4 月 28 日付で告示）の特別支援学校小学部・中学部学習指

導要領において、障害のある児童生徒の生涯学習への意欲を高めるとともに、様々な
学習機会に関する情報の提供に努めること、地域のスポーツ団体，文化芸術団体及び
障害者福祉団体等と連携し、多様なスポーツや文化芸術活動を体験することができる
よう配慮することについて位置づける予定。この趣旨を踏まえ，小・中学校等も含め、
障害のある児童生徒のスポーツ・文化芸術活動等の充実に努めること

○ 多くの特別支援学校で行われている卒業生のフォローアップ等について、障害のある
子供たちが円滑に次のステージに進めるようにする取組

第 7　小学校等における障害者に対する理解の推進
○ 告示した幼稚園・小学校・中学校の学習指導要領等においても、障害者に対する理解

に関する内容を充実させている趣旨を踏まえ、学校教育における取組の充実に努める
こと

②高等教育 第 8　高等教育における障害のある学生支援に関する検討
○ 大学等における障害のある学生の修学支援の在り方について 3 月に取りまとめた検討

結果「第二次まとめ」を広く周知し，関係者間の共通理解と連携を深め，大学等にお
けるこれらの取組の充実に努めること

『障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（依頼）』（29 文科生第 13 号）より著者作成
　※「課題カテゴリ」は、著者による分類
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④平成 29（2017）年度予算事業の推進
特別支援総合プロジェクトタスクフォースでの検討は平成 29 年度予算の概算要求後に行われ

たが、平成 29 年度においても、障害者の多様な学習活動の充実に資する以下のような予算事業
があり、文部科学省は、これらの事業の推進を通して、障害者の多様な学習活動の充実を図って
いる。

表 5　障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実に関する主な平成 29 年度予算事業
共生社会の実現・障害者支援に特化したもの 障害者関連の取組にも活用できるもの

○ Special プロジェクト 2020 （新規）
2020 年東京大会のレガシーとして共生社会を実現するため、
2020 年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的
な祭典を開催するためのモデル事業や、特別支援学校等を活用
した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業等を実施

○特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参
加までの切れ目のない支援体制整備（新規）

特別な支援を必要とする子供について、就学前から卒業後にわ
たる切れ目ない支援体制の整備を促すため、教育部局と福祉・
保健・医療・労働等の部局が連携し一貫した支援体制を構築す
る地域を支援

○社会で活躍する障害学生支援センター形成事業（新規）
大学等や福祉・労働行政機関、企業等が協力し、障害のある学
生の修学・就職支援を連携して進める「社会で活躍する障害学
生支援センター」を形成

○地域学校協働活動推進事業
地域全体で子供達の成長を支え地域を創成する「地域学校協働
活動」を、特別支援学校を含め推進

○戦略的芸術文化創造推進事業
芸術文化の振興に必要な芸術活動や障害者の優れた芸術活動の
調査研究、国内外での成果発表のための公演・展覧会の開催等
を実施

○文化芸術による子供の育成事業
特別支援学校の子供たちに文化芸術の鑑賞・体験機会を提供
小中学校等の子供たちに障害のある芸術家等による文化芸術の
鑑賞・体験機会を提供

○文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業
地域の文化芸術資源（現代アート・メディア芸術・工芸・障害
者芸術など）を活用した、地域経済の活性化や共生社会の実現
につながる先進的な取組等を支援

文部科学省『障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（平成 29 年 11 月）』等より著者作成

⑤平成 29（2017）年度事業の障害者支援の観点からの総点検
平成 29 年 3 月の第 193 国会における文部科学大臣の所信に「障害のある方の生涯を通じた学

びを支援する観点から、文部科学省の実施する様々な施策を改めて見直す」とあることを受け、
文部科学省は平成 29 年度事業について、障害者支援の観点から対応がなされているか点検する
とともに、新たな観点で取り組むことがないか総点検を行い、とりまとめた結果を同年 6 月 20

日に公表した。
これによると平成 29 年度の全 426 事業中、何らかの積極的な障害者支援等の取組を実施して

いるもの、又は実施予定のものは、281 事業（約 7 割）であった。
この結果をもとに文部科学省は、その全事業について、主な取組の例も参考にしつつ、平成

30 年度に向けた見直しを検討するとした。

⑥障害者の生涯学習支援に係る文部科学大臣表彰の創設
文部科学省では障害者の生涯学習支援活動を行う個人・団体への表彰制度を創設し、各都道府

県等からの推薦・審査を踏まえ、平成 29（2017）年 10 月 17 日に対象者を決定、12 月 7 日に表
彰式を実施した。

被表彰対象者 61 件（個人 14 件、団体 47 件）のうち、学習関係が 29 件、スポーツ関係が 21 件、
文化関係が 11 件となっており、学習関係では、点訳や音訳、手話通訳や要約筆記等の情報保障（視
覚障害・聴覚障害）、青年学級やオープンカレッジ等の学習機会の提供（知的障害）などが取り
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上げられている。

⑦普及・啓発、機運醸成等
公益社団法人日本青年会議所との連携（4 月 29 日：チャリティーラン、7 月 7 日：タイアップ

宣言調印等）、著名な障害者や支援者から広報への協力を得る「スペシャルサポート大使」の任
命（8 月 29 日：任命式）等、広報啓発や機運醸成に関する取組も行われている。

(3)　平成 30（2018）年度予算案
平成 30 年度概算要求では、生涯学習、教育、スポーツ、文化の施策全体にわたり、障害者の

生涯を通じた多様な学習活動を支援する事業を「特別支援教育の生涯学習化推進プラン」として
まとめ、特別支援教育や大学教育の取組、学校卒業後のスポーツ・文化に関する取組を拡充する
とともに、学校卒業後の学びに関する実証的な研究開発を新規要求している。

この「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」は、以下の 3 つの取組
で構成されている。
①障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究

学校卒業後の障害者について、（ア）学校から社会への移行期、（イ）生涯の各ライフステージ、
それぞれにおける効果的な学習に係る具体的な学習プログラムや実施体制、地域の生涯学習、教
育、スポーツ、文化、福祉、労働等の関係機関・団体等との連携の在り方に関する研究を実施（14

箇所）。
②生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査研究

企業、NPO 法人等が実施主体となり、障害者が生涯学習活動に参加する際の阻害要因や促進
要因を把握・分析。
③人材育成のための研修会・フォーラムの開催

実践研究に係る支援者向け研修会や障害者参加型フォーラム等を国が実施し、①や②で得られ
た成果や課題を共有。

3．総括

障害者の生涯学習推進に関する平成 28（2016）年末からの文部科学省の動きは、以下の点から、
注目すべき重要なものであるといえる。

ひとつは、『文部科学省が所管する分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充』の中
で文部科学省自身も「従来の学校教育政策を中心とする障害者政策」と表現していたように、こ
れまで目立った施策が行われてこなかった障害者の生涯学習に関する大きな展開があったという、
内容面の重要性である。平成 2（1990）年の生涯学習振興法制定から 26 年、障害者権利条約の
批准に向け、政府全体で大きな法改正を含めたのさまざまな動きがあった中でも変わらなかった
分野における進展は、画期的なものと評価できるであろう。

もうひとつは、学校現場の視察を契機とした大臣のイニシアチブによるこうした大きな進展を、
短期間で組織変更も含めた実現にこぎつけた行政組織の動きの面である。これを可能にした手法
である企画官・課長補佐級中心の省内横断的なタスクフォースや、関係課との併任も用いてライ
ンを作り上げた新設の障害者学習支援推進室につき、構成員のランクや併任状況も資料に掲載し、
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対外的に説明を尽くしている点も、注目に値する。
このように、障害者の生涯学習の推進に関して、我が国の教育行政は大きな一歩を踏み出した

といえるが、本格的な施策展開はこれからである。学校教育に関しては、障害者権利条約の批准
に至るまでに、平成 20（2008）年 8 月から平成 22（2010）年 2 月まで文部科学省に設置された「特
別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」における検討や、それを基礎とした、中央教育
審議会初等中等教育分科会に設置された「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」における
平成 22（2010）年 7 月から平成 24（2012）年 6 月までの審議を通じ、当事者・保護者、各方面
の関係者、有識者による議論が行われた上で、現状に至っている。また、平成 29 年 11 月に障害
者学習支援推進室が公表した説明資料『障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について』
においては、学校卒業後における障害者の学びに関するデータとして、小林（2007）の障害者を
主たる対象とした生涯学習事業を実施している自治体数等を挙げている。この時点ではまだ全国
的な状況の把握がなく、まずは施策立案のための基礎的データの収集が必要だったことが窺（う
かが）われる。

平成 30（2018）年 3 月 20 日、「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」
の第 1 回が開催された。同会議では、国立特別支援教育総合研究所による「障害者の生涯学習活
動に関する実態調査」の結果概要が公表され、障害者の生涯学習の推進は、新たな段階のスター
トを迎えている。

4．今後求められる研究に関する考察

文部科学省の取組等により、障害者の学習機会が量的に拡大していく流れの中で、今後、以下
のような研究の必要性がますます高まると考えられる。

(1)　合理的配慮に関する研究
障害者差別解消法に基づく「対応指針」で詳細な記載がなされているほか、国立特別支援教育

総合研究所による「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」（内閣府の「合理的配慮
等具体例データ集」でも紹介）など、様々な事例提供がなされている学校教育に対し、生涯学習
の場面や生涯学習関連施設における合理的配慮については情報が少ない。学習機会の多様性や施
設の目的・機能に即した合理的配慮や、合理的配慮の基礎となる環境整備（基礎的環境整備）に
関する研究が求められると考えられる。その際、より学習効果を高める支援の開発・普及ととも
に、それらの支援に要するコストが小さいほど、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」
として、より多くのケースにおいて提供が実現しやすくなるという観点も重要である。

(2)　障害特性に応じた学習方法、ニーズに即した学習内容に関する研究
障害特性に応じた学習支援の方法については、学校教育に関して多くの研究の蓄積があるが、

それらの成果を生涯学習の場面で活用するための手法や、成人の学習に固有な特徴等、学習機会
の質を高めるための研究の必要性が、学習機会の量的拡大により高まると考えられる。また、就
労やキャリアアップ、地域コミュニティへの参加に有益なスキルを高める学習機会の提供等、学
校卒業後の学習ニーズに即した学習内容の追究も、社会参加機会の拡大により生じる新たな課題
の把握とともに、生涯学習研究に期待されると考えられる。
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(3)　学習者と学習機会のマッチングに関する研究
障害者の生涯学習機会に関しては、提供可能な合理的配慮や多様な学習ニーズ等、考慮を要す

る条件が多くなる。このため、障害者が求める学習に参加することを可能とする学習情報の提供
方法や、広域的な学習機会の提供の仕組み等に関する研究が必要となる。

(4)　ハード面も含めた生涯学習関連施設の在り方に関する研究
国立教育政策研究所（2016）は、障害のある児童生徒等の障害種に応じた学校施設の「合理的

配慮」等の手法についてのアンケート調査や事例分析に基づき、学校施設・設備の合理的配慮の
提供に係る留意点を取りまとめている。生涯学習関連施設についても、施設の複合化・多機能化
も視野に入れつつ、共生社会構築のための拠点となる施設の在り方に関する研究が望まれる。

おわりに

「特別支援教育の生涯学習化」により、文部科学省では教育・スポーツ・文化の施策全体にわ
たって横断的な検討に基づく施策の推進が行われ、地方公共団体等に対しても、様々な行政部門
が連携しての障害者の生涯学習機会の充実が求められている。このように、分野横断的な取組が
推進されていく流れの中、これまで参加の機会が少なかった多様な学習者が生涯学習の場に参加
していくことは、障害者の学習権の保障や共生社会の実現に資するのみならず、我が国社会にと
って、これまでにない創造的な学習環境が創出される大きなチャンスであるといえよう。多様な
分野・主体による研究・実践の展開に期待したい。
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国立教育政策研究所紀要編集要項

平 成 1 8 年 1 1 月 2 2 日
国立教育政策研究所長決定

（総則）
第１条　国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）は、国立教育政策研究所（以下、

「研究所」という。）における研究の成果を公表することにより、我が国の教育研究の発展
に寄与することを目的とする。

第２条　紀要の刊行は、毎年度１回を原則とする。

（原稿の種類及び内容）
第３条　原稿の種類及び内容は次のとおりとし、（６）を除きいずれも未発表であることを原則と

する。
　（１）論文：オリジナルな研究成果をまとめたもの。
　（２）研究ノート：研究方法、教材開発、教育実践などをまとめたもの。
　（３）資料：調査結果や研究報告を資料としてまとめたもの。
　（４）研究展望：教育研究分野の成果をまとめ、研究を展望したもの。
　（５）解説：教育研究分野の動向を解説したもの。
　（６）プロジェクト研究報告概要：終了したプロジェクト研究について、報告の概要を比較的短

くまとめたもの。
第４条　特集テーマによる紀要を刊行できるものとする。ただし、特集テーマ原稿の種類は前条の

分類によらない場合も可とする。

（原稿の投稿資格等）
第５条　紀要に原稿を投稿できる者は、下記のとおりとする。
　（１）研究所の所員
　（２）研究所の評議員、名誉所員、旧所員
　（３）客員研究員、フェロー、特別研修員、研究補助者
　（４）研究所の共同研究における研究分担者
　（５）国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）から原稿執筆依頼を受けた

者
　（６）その他会議が適当と認めた者
第６条　投稿する原稿は、各号につき一人一点を原則とし、その内容は一つの原稿ごとに完結され

たものとし、連載は認めない。

（原稿の審査及び掲載等）
第７条　審査は、紀要の原稿のすべてを対象とする。ただし、第３条の分類によらない原稿はこの

限りではない。
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第８条　原稿の審査は会議が担当し、個々の原稿について、原則としてそれぞれ２名以上の審査者
が行う。

　（１）審査する者は、会議の議を経て座長が委嘱する。
　（２）会議は必要に応じ、審査する者に研究所外の研究者を含めることができる。
第９条  原稿の紀要への掲載、その他については、会議の議を経て座長が決定する。
第10条　掲載が決定された原稿について、内容の一部を修正することが望ましいと会議が判断した

場合には、座長がその旨を執筆者に要請する。

（その他）
第11条 　研究所内外の研究者等の利用に供するため、紀要に掲載された論文等を研究所のホーム

ページに掲載する。
第12条 　提出された原稿は、原則として返却しない。
第13条 　原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。
第14条 　その他必要な事項は、会議が定める。

附則　　
　　本要項は、平成１８年１１月２２日から適用する。

附則　　
　　本要項は、平成１９年１１月６日から適用する。

附則　　
　　本要項は、平成２１年１０月１５日から適用する。

附則
　　本要項は、平成２２年１１月２９日から適用する。

附則
　　本要項は、平成２５年９月３０日から適用する。

附則
　　本要項は、平成２６年１０月２０日から適用する。
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平成２９年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項

平 成 3 0 年 1 月 1 6 日
国立教育政策研究所長決定

１　趣旨
　　平成２９年度国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）の編集を行うため、研究企画
開発部に平成２９年度国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）を設置する。

２　所掌事務
　　会議は、紀要の原稿の審査及び評価を行う。

３　会議の構成
（１） 会議は、次の者をもって構成する。
　　　　　井上　示恩　　研究企画開発部長
　　　　　猿田　祐嗣　　教育課程研究センター基礎研究部長・初等中等教育研究部長
本多　正人　　教育政策・評価研究部総括研究官
福本　　徹　　生涯学習政策研究部総括研究官
朴澤　泰男　　高等教育研究部総括研究官
　　　　　沼野　太郎　　国際研究・協力部総括研究官
　　　　　西野真由美　　教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

（２） 会議の座長は、研究企画開発部長とする。
（３） 会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる。

４　紀要の構成
（１）紀要は、特集、自由投稿により構成する。
（２）特集は、「教員養成課程等におけるＩＣＴ活用指導力」に関するテーマとする。

５　庶　務
　会議の庶務は、研究企画開発部において行う。

６　その他
　原稿執筆要領は、会議が別に定める。
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