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は　し　が　き

　本研究所は、教育に関する我が国唯一の政策研究所として、初等中等教育、高等教育、生涯学習・

社会教育、文教施設の各分野にわたり、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施策の検証を行い、教育政策に寄与することを使命としている。

　グローバル化や科学技術の進展、人口減少社会の到来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、不断に教育改革を実行

していくことが重要になっている。

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

成 30 年 6 月には第 3 期教育振興基本計画が閣議決定されている。また、教育再生実行会議では、

AI の急速な進化など技術革新がめざましく進展・普及し、Society5.0 という新時代が到来しつつ

ある中、このような技術革新に応じた教育の革新や新時代に対応した高等学校教育改革について第

十一次提言中間報告（平成 31 年 1 月）がとりまとめられた。文部科学省においても、「高等教育・

研究改革イニシアティブ（柴山イニシアティブ）」の決定（平成 31 年 2 月）などが行われている。

　このような政策立案や審議検討を実効あるものとして適切に進めていくため、関連する調査研究

の充実を図り、質の高い研究成果を世に出していくことが不可欠である。本紀要が、我が国の教育

研究の発展と教育改革の推進にいささかでも寄与することを願っている。関係各位の忌たんのない

御批評を賜りたい。

平成 31 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立教育政策研究所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常　盤　　　豊
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【論　文】

Abstract
This paper intends to analyze the development of so-called children’s administration from the 

perspective of interagency collaboration. 
Administrative organization, based on the “principle of shared management”, is divided into 

smaller sections, such as departments and/or divisions, and their respective affairs under the juris-
diction are allocated. They expect the shared management to clarify who is responsible for their 
respective offices, to enhance the expertise and skill of the staff to improve efficiency, and to 
reduce the conflicts of inter-organization. On the other hand, shared management in a silos struc-
ture can cause “sectionalism” as functional impairments. 

Interagency collaboration, while accepting the shared management of administrative organiza-
tion, attracts attention as a method to link the relevant government agencies so as to improve the 
quality of public services. In this discussion on interagency collaboration, “organizational integra-
tion” is understood to be one of the measures to realize multi-institutional collaboration. 

Many municipalities have reduced their administrative resources such as human resources and 
financial resources because of a population decline and aging community. It has become common 
for municipalities to integrate the childcare division and early childhood education division espe-
cially after the introduction of the “Comprehensive Support System for Children and Childrear-
ing”.

This paper clarifies the aspects of figures and features for the development of children’s admin-
istration by analyzing two leading municipal cases from the perspective of interagency collabora-
tion. The analysis has raised some suggestions to promote interagency collaboration in 
administration.

自治体における子ども行政の展開　－多機関連携の視点から－

The Development of the Comprehensive Children’s Affairs Department in the Local 
Governments 

- From the Perspective of Interagency Collaboration - 

渡辺恵子＊

WATANABE Keiko

＊ 教育政策・評価研究部　部長
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1　課題設定

現在，基礎自治体においていわゆる「子ども行政」が広がりを見せている。「子ども行政」とは，
一般的に，子どもと子どもを持つ家庭を対象とした教育や福祉に関する様々なサービスの提供を
一つの部局が行うことにより，これまで別々に行われていた教育や福祉サービスの間の連携を良
くし，子どもを持つ家庭にとってのいわゆるワンストップ・サービスを実現するものと見られて
いる。

この子ども行政については，これまで，その量的な拡大を裏付ける調査が実施されたり，単一
あるいは少数の自治体の事例を基にその導入の背景や現状，成果などが分析されてきたが，それ
らの広がりを行政組織研究としてどのように位置づけることができるのかや，NPM やガバナン
ス論のように行政サービスを提供する組織の在り方の変化の一つとして捉えてその特徴を分析す
るといった理論的な研究は不十分な状況である。

そこで，本稿は，子ども行政の中でも，就学前教育である幼稚園，保育所，認定こども園を所
掌する組織の一元化に着目し，行政組織内部の連携に関する議論の枠組みとして注目が高まって
いる多機関連携の枠組みを用いて分析し，子ども行政の今後の展開に示唆を得ることとしたい。

以下，2 節でまず多機関連携などの先行研究を踏まえて本稿の分析枠組みを提示し，3 節では
分析の対象とする子ども行政の広がりと，先行研究を確認する。4 節で分析枠組みに従って 2 つ
の事例を分析し，5 節でその結果から得られた含意について考察する。

2．行政機関の多元的編制と多機関連携　

現代国家の行政活動は多岐にわたっており，多様な行政活動を国や自治体が分担して行ってい
る。日本では行政領域ごとに分担する在り方が縦割り行政とも呼ばれる。それは，一般に，ある
行政組織がその担当する職務を横の連絡を取らずに縦の（上下の）関係を中心に運営・執行する
ことを指す。このような運営・執行は，内閣制の 3 原則の一つである，「分担管理の原則」に由
来する。分担管理の原則とは，各省の所掌事務はその主任の大臣が分担管理し，各省大臣がその
分担管理する所掌事務に関する意思決定の責任者である，というものである 1。

分担管理は，日本の行政組織のみで行われているわけではなく，世界のあらゆる官僚制に共通
してみられる（森田 2007:pp101-102）。その機能としては，それぞれの事務の責任者が明確にな
るということだけでなく，所掌事務が分業されることで職員の専門性・熟練性を高めて職務の能
率を向上させる，組織間の共管競合事務を減らし調整の負担を軽減する（西尾 2001:p235），国の
行政の巨大な統治権力を分担させることで一種の権力分立になる，各省がそれぞれの利益を代弁
して議論を戦わせることは政策決定の質を高める，各省が効果的な政策立案を競争することは社
会のニーズへの応答性を高める（金井 2018:p190）ことなどが挙げられる。

一方で，分担管理の機能障害現象は，「セクショナリズム」として批判される。セクショナリ
ズムは，割拠主義（伊藤・出雲・手塚 2016:p88）や分立割拠性とも呼ばれ，各組織がその所掌事

1 他の 2 つの原則は，「合議制の原則」「首相指導の原則」であり，この 2 つが内閣の統合のために機能する（西尾 
2001:pp103-104，金井 2018:pp187-196）。
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務を中心にものごとを考え他部門との調整・協調に努めようとしない，面倒で厄介な面白みのな
い業務はできるだけ自分のところの所掌事務ではないと解して責任を回避しようとする態度を生
む，などと批判される（西尾 2001:p235）。さらに，各省の権限が自己目的化し，意思決定も専門
性に基づく客観的基準というよりは各省の先例などに左右されがちになり，職員にも内輪の意識
が強く働き（伊藤・出雲・手塚 2016:p136），「省あって国なし」「省益優先」という状況が生み出
されているとも指摘される（金井 2018:p187）。

このような縦割り行政の機能と機能障害については，国の行政で指摘されることが多い（今村 
2006）が，地方自治体の仕事の多くが国の法律に基づいていることなどにより，自治体行政にも
一定程度当てはまる（塩入 2016）2。

縦割り行政には機能と機能障害が共に見られることから，機能を発揮させるとともに機能障害
を最小化することが，行政活動が効率的かつ有効に行われるために必要なことと言えよう。

この観点から注目が高まっているのが多機関連携である。多機関連携は，行政機関の分担管理
を前提としつつ，関連する行政機関を結び付け，現場で提供される公共サービスの質を高めるた
めの手法又は概念と捉えることができる。

Bardach（1998）は，多元的な行政組織編制を前提とし，行政活動の中でも執行（実施）に着
目して公共サービスの質を高めるための多機関連携（interagency collaboration）を提唱した。こ
の Bardach の提唱した多機関連携を，Peters（2005 : p66）は行政機関における「調整」のポジテ
ィブ面に着目したものであると指摘する 3。行政機関の間の「調整」は，行政の全体としての総
合性を維持するための重要な手法（塩野 2012）であり，行政学においても重要な研究課題とさ
れてきた（西尾 1990 : pp.86-94，牧原 2009）。ただし，荻原（2008）が，組織間の調整の必要に
伴い生じる論争によって政策（立案）の質が向上することを期待するように，「調整」は行政活
動の実施の場面だけでなく，政策立案の場面においても求められるものである。連携に関する古
典的な研究でも，新たな複合的な社会問題の解決策を見つけ出すための連携の必要性が主張され，
政策決定の文脈での連携の在り方が分析されている（Gray 1989）。

このような議論を踏まえて，改めて多機関連携の特徴を整理すると，行政活動の立案段階より
も実施段階に着目していること，行政機関間における調整の中でも，公共サービスの質を高める
という目的を持つもの，と捉えることができよう 4。

こうした多機関連携は，実務としては日本でも様々な領域で進んでおり，それらの分野を対象
として多機関連携の現状を把握し，その特徴や成果，課題などを探究する研究も少なくない。本
稿の関心から子どもに関する行政領域に限定しても，少年非行対策（宮古 2010，宮古・帖佐 
2012，石川 2013，手塚 2019），児童虐待防止（高岡 2013，鈴木 2019），児童発達支援（是枝・
角藤・杉田・鈴木 2018，野澤・大内・戸田・山本・神谷・中村・望月 2016，関 2019）の各領域

2 自治体では政治家である首長が独任制の執行機関として教育行政以外の行政の責任を負うため，その意味では国の
ような分担管理の原則は採られていない（金井 2018:p188）。しかしながら，集権融合的な地方制度が採られており，
地方分権改革の際に各省が抵抗したこと（西尾 2007）や，地方自治体の組織編制が各省の所掌事務に対応している
場合が多いことなどからも，「縦割り行政」自体は存在すると考えられる。

3 調整のネガティブ面について Peters（2005 : p66）は「組織が単にお互いの事業の間の紛争を避ける」と説明する。
4 本稿の主題に直接に関わらないことと紙幅の関係から詳しくは触れられないが，イギリスやニュージーランドを中

心に，NPM 改革で断片化された行政組織の再統合の進展とともに，行政組織間の連携の必要性から多機関連携が
提唱されており，多機関連携はガバナンス論と同じく，組織間競争を重視する NPM に対する代替物としての意味
を持つとの指摘もある（伊藤 2014，2015）。
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に関する研究を挙げることができる。
一方，日本の行政組織研究において，多機関連携を対象に理論的かつ総合的にアプローチした

研究は，管見の限り，伊藤編（2019）が初めてのものである。伊藤編（2019）も，行政における
連携を，行政学が行政機関間の適切な「分業」の在り方とともに重要な研究課題としてきた，行
政機関間で行われる「調整」の一形態であると位置づける。そのうえで，多機関連携は日本の行
政の在り方を展望する上で重要なものであるとの認識を示し，それが注目を集めている理由とし
て，人口減少・超高齢化が進行し，人材や財源といった行政資源の利用可能性が縮小する中で，
既存の行政機関が手持ちの資源を最大限活用し，眼前のリスクに着実に対応するための実践的な
手法であることを挙げる。　

伊藤編（2019）が行政における多機関連携を分析する視点として用いるのは，「場」「人」「制度」
である。「場」については，多機関連携の当事者が参加する場が，どのように設定・運用され，
当事者が目標や規範を共有する上でどのような機能を果たしているのかを分析する。「人」につ
いては，専門性を持つ組織や職員をつなぎ，場の招集・運用などを行う行政職員の役割やその能
力・技術に焦点を当てる。「制度」については，法制度や協定などの公式のものであるか関係者
間で共有されている規範のような非公式なものであるかを問わず，連携を枠付けるものとされる。
また，この「制度」には組織編制も含まれるとされ，「組織的距離の近接化」を図る組織再編を，
多機関連携の実現方策の一つとして理解すべきとする 5。

本稿では，この伊藤編（2019）において示された視点を用いて子ども行政に取り組む自治体の
事例を分析し，今後の子ども行政の展開に示唆を得ることを目的とする。

3．自治体における「子ども行政」の広がり　

本節では，「子ども行政」に関する全国的な状況と先行研究の整理を行う。それを通じて，多
機関連携の枠組みで「子ども行政」を分析する適否を確認しておきたい。

本稿では，後述する先行研究を踏まえ，従来教育委員会が所管してきた家庭教育や学校教育，
青少年育成などの領域と，首長部局が所管してきた母子保健や児童福祉，子育て支援などの領域
について，その全部又は一部を，教育委員会又は首長部局のどちらかに一元化している状態を「子
ども行政」と捉える。

この子ども行政は，主に市町村段階で全国的に広がっている。東京大学大学院教育学研究科附
属発達保育実践政策学センター（2017）では，都道府県と市区町村を対象とした調査で，乳幼児
期の保育・教育に関する政策の担当部局を一元化している自治体が 36％にのぼっていることを
明らかにした。また，同調査では一元化の時期も尋ねており，平成 10（1998）年までには 7 自
治体が一元化したにすぎなかったのが，平成 11（1999）年から 15（2003）年の間に 17 自治体が，
16（2004）年から 20（2008）年の間に 63 自治体が，21（2009）年から 25（2013）年の間に 94

自治体が，26（2014）年以降に 132 自治体が一元化していることを示しており，特に平成 16（2004）
年以降に広がりを見せていることが分かる。

5 この点については，組織再編と連携を対比させ，組織再編は一般的に時間やエネルギーなどの点で大変高いコスト
がかかる一方で，公共サービスの質をほとんど高めないと断じる Bardach（1998 : pp.15-17）とは異なる立場を取っ
ていると思われる。
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もともと，子ども行政は，自治体の自主的な取組として始まった。
長野県駒ケ根市は，教育長の発案により，平成 16（2004）年 3 月に「子ども行政の一元化特区」

の認定を受け，教育委員会に母子保健，児童福祉（就学前），学校教育（義務教育段階）を所管
する子ども課を設置した。これは，「乳幼児期から青少年期まで一貫した視点で施策を展開し，
幼保小中の連携で子どもの成長を支援したい」との主旨から行われ，実際に，児童福祉関係者と
学校管理職や教員との間の情報共有が強化されたり，子どもに関する行政の窓口一元化により市
民の不満が解消されたりした（青木・島田 2010，望月ほか 2017）。

佐賀県佐賀市は，幼稚園と保育所の窓口が異なり，それらの物理的な距離も 1km 離れていた
ことから，平成 15（2003）年に市長の意向で，市民サービスの向上のための市役所全体の機構
改革の一環として，教育委員会にこども課が設置された。こども課は，駒ケ根市と異なり，母子
保健や義務教育段階の学校教育は所管せず，子育て支援（病後児保育事業や放課後児童健全育成
事業など），保育所，幼稚園，ファミリーサポート事業，母子福祉（児童扶養手当など）を所管
する。これにより，窓口の一元化だけでなく，保幼小の連携・接続が図られた（青木・島田 
2010，島田 2009）。

さらに，北海道稚内市が平成 14（2002）年に市民の利便性を向上させる総合窓口の設置，0 歳
から 18 歳までトータルに子育てを支援していく体制作り，家庭教育の充実を目指して教育委員
会にこども課を設置したことなどを明らかにした安宅（2015）は，「少子高齢化を伴う人口減少
社会の中で，基礎自治体における教育経営を持続的に展開していくためには，これまで自治体内
で個々に展開されてきた学校教育，児童福祉，子育て支援，母子保健などの子どもに関連した支
援のシステムやサービスの在り方を見直し，子どものライフサイクルの発達・成長にあわせた支
援のパッケージ化を図ることが，より重要性を増してくる」と論じ，「子ども支援のパッケージ化」
が人口増加・維持，あるいは人口減少のペースを緩やかにすることに一定程度寄与することを示
している。「子育てしやすい街」を掲げて子育て世代に転入・定着を促す自治体にとって，子ど
も行政は一つのアピールポイントになる可能性があるとの指摘であろう。これは，自治体が，「手
持ちの資源を最大限活用し，眼前のリスクに着実に対応する」（伊藤編 2019 : p5）ために，自主的
な判断として子ども行政に取り組んできたことを示唆するものと言える。

このように，自治体の自主的な判断で取り組まれてきた子ども行政であるが，国による「子ど
も・子育て支援新制度」の導入（平成 24（2012）年に関連法が成立，平成 27（2015）年度から
開始）が，その広がりに拍車をかけた。
「子ども・子育て支援新制度」は多岐にわたる内容を含むので，ここでは子ども行政の広がり

に関係する内容にのみ触れたい。質の高い幼児教育の総合的な提供を目指す同制度の導入に当た
って内閣府が示した資料では，同制度の開始までに幼稚園・保育所・認定こども園の担当部署の
一元化を促すような内容が示された（島田 2014）。また，同制度により自治体に作成が義務付け
られた「子ども・子育て支援事業計画」においては，ニーズ調査を実施して保育を含む子育てサ
ービスの需要見込みを把握した上で，それを満たす供給見込みを計画し，ニーズを満たすだけの
供給が提供できない場合には，不足分を補うための実施時期を明記しなければならないとされた。
この「ニーズ調査」においては，幼稚園へ子どもを通わせたい家庭のニーズも把握の対象となっ
ており，自治体の担当者に，幼稚園・保育所・認定こども園という施設の違いを超え，就学前教
育を一体として捉えることを促したと考えられる。
「子ども・子育て支援新制度」の導入が子ども行政の広がりに拍車をかけたことは，先に引用
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した東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター（2017）の調査結果において，
平成 26（2014）年以降に一元化した自治体が 21（2009）年から 25（2013）年の間に一元化した
自治体の 1.4 倍と急増していることにも示されている。

なお，現行の行政組織に関する法令の下での一元化は，教育委員会の職務（事務）を首長部局
で行う場合は職務権限の特例（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 24 条の 2），事務委
任又は補助執行（地方自治法第 180 条の 7）の形で行い，首長部局の職務（事務）を教育委員会
で行う場合は事務委任又は補助執行（地方自治法第 180 条の 2）の形で行うことになる。これら
のほか，教育委員会の職と首長部局の職を一人の職員が併任することによって両方の職を担うこ
とも可能である。

以上，見てきたように，子ども行政はそれまで教育委員会と首長部局に分かれていた，子ども
に関連する行政内の組織を結び付け，提供される公共サービスの質を高めるための手法である点
で，多機関連携の一類型と位置付けることができる。また，行政資源の利用可能性が縮小する中
で，手持ちの資源を最大限活用し，眼の前の課題に対応するための実践的な手法であるとの伊藤
編（2019）の指摘にも符合するものと言える。

4.「子ども行政」に見られる多機関連携の諸相　～2 つの市の事例から～

（1）　「子ども行政」における「場」「人」「制度」
前節までの検討を踏まえ，本節では，子ども行政の具体的な事例を基に，行政における多機関

連携を分析する視点である「場」「人」「制度」の視点から分析することとしたい。
改めて伊藤編（2019）における「場」「人」「制度」の説明を確認する。
　「場」・・・ 多機関連携の当事者が参加する場が，どのように設定・運用され，当事者が目標

や規範を共有する上でどのような機能を果たしているか。
　「人」・・・ 専門性を持つ組織や職員をつなぎ，場の招集・運用などを行う行政職員の役割や

その能力・技術。
　「制度」・・ 法制度や協定などの公式のものであるか関係者間で共有されている規範のような

非公式なものであるかを問わず，連携を枠付けるもの。
子ども行政の分野で，この 3 つの視点のいずれにも関係してくるものとして，要保護児童対策

地域協議会，地方版子ども・子育て会議，総合教育会議の 3 つの制度化された会議体が挙げられ
るため，それぞれの会議の概要をここで説明しておきたい。

①要保護児童対策地域協議会（要対協）
平成 16（2004）年の児童福祉法の改正により，地方自治体に，要保護児童 6 の適切な保護を図

るため，関係機関等により構成され，要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容
の協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができる，とされた 7。平成 29（2017）年 4

6 児童福祉法に規定する要保護児童のことで，法令上は「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当で
あると認められる児童」であり，虐待を受けた児童に限らず問題行動を伴う児童なども含まれるとされている。 

7 厚生労働省が策定している「要保護児童対策地域協議会設置・運営方針」を参照。
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月 1 日時点で，99.7％の市区町村（1,741 のうち，1,735）に設置されている 8。
構成メンバーになっている関係機関等は，福祉，保健，医療，教育，警察，法務，NPO 等多

様であるが，多数を占めるのは以下の機関等であり，民間団体を含む関係機関等には法律上の守
秘義務が課せられている。

行政機関： 教育委員会，警察署，児童相談所，保健所，児童福祉主管課，母子保健主管課，児
童福祉・母子保健統合主管課

関係機関：小学校，中学校，保育所，幼稚園，病院・診療所
関係団体：民生児童委員協議会，医師会，人権擁護委員，社会福祉協議会
代表者会議（首長，各機関の長，市町村の部課長等が参加），実務者会議（各機関や市町村の

実務担当者等が参加），個別ケース検討会議（ケースの支援に直接かかわっている機関の担当者
が参加）の 3 層，あるいはそれぞれの機能を併せ持った 1～2 層の会議で運営されている。

②地方版子ども・子育て会議
平成 25（2013）年 4 月に施行された子ども・子育て支援法第 77 条で，地方自治体は「審議会

その他の合議制の機関」を置くように努めるものとする，とされ，この合議制の機関が「地方版
子ども・子育て会議」と呼ばれる 9。

地方版子ども・子育て会議を設置した場合，地方自治体が教育・保育施設（認定こども園，幼
稚園，保育所）や，地域型保育事業（小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育）
の利用定員を定める際や，子ども・子育て支援事業計画を策定・変更する際は，この会議の意見
を聴かなければならない。子ども・子育て支援事業計画の対象には，放課後児童クラブ事業ほか，
乳児家庭全戸訪問事業，子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業，地域子育て支援拠点事業，
延長保育事業，一時預かり事業，病児保育事業，ファミリー・サポートセンター事業，妊婦健診
などが含まれている。

メンバーについては，少なくとも幼児教育，保育，子育て支援の 3 本柱を中心とするバランス
に配慮し，かつ，子育て当事者の参画に配慮した構成とすることが示されている。

平成 26（2014）年 2 月 28 日時点で，都道府県と市町村併せた 1,789 団体のうち，1,481 団体（82.8
％）が設置措置済み，275 団体（15.4％）が今後対応予定，19 団体（1.1％）が会議体を置かない，
14 団体（0.8％）が方針未定，となっている 10。

③総合教育会議
総合教育会議は，平成 26（2014）年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によ

り地方自治体に必置とされた。会議における協議・調整事項は，①教育，学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の大綱の策定，②教育の条件整備など教育，学術及び文化の振興を図るため
に重点的に講ずべき施策，③児童・生徒等の生命又は身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置，

8 ここでの記述は，厚生労働省のウェブサイトに示された「要保護児童対策地域協議会の設置運営状況調査結果の概
要」（https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000349526.pdf：最終アクセス日 2019 年 3 月 27 日）に基づく。

9 内閣府が地方自治体向けに作成した資料「地方版子ども・子育て会議について（追補版）　平成 25 年 4 月」を参照
（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/chihou_s1.pdf　：最終アクセス日 2019 年 3 月 27 日）

10 内閣府ウェブサイト（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/b_19/pdf/s4-1.pdf：最終ア
クセス日 2019 年 3 月 27 日）より。
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とされている。
構成員は首長と教育委員会であり，必要に応じて関係者や学識経験者から意見聴取ができる。
平成 30（2018）年 9 月 1 日時点で，既に開催した地方自治体が都道府県・指定都市で 67（100

％），市区町村で 1,717（99.9％）11 である。既に開催した自治体のうち，重点的に講ずべき施策
として首長部局が所管する施策との連携を要する施策 12 を議題とした自治体数とその割合 13 を
表に示した。

表　総合教育会議において連携を要する施策を議題とした自治体数
議題の内容 都道府県・指定都市 市区町村

幼児教育・保育の在り方やその連携 17（25.4％） 493（28.7％）
青少年健全育成と生徒指導の連携 11（16.4％） 343（20.0％）
居所不明の児童生徒への対応 　0（0％） 15（0.9％）
福祉部局と連携した総合的な放課後対策 　11（16.4％） 268（15.6％）
子育て支援   11（16.4％） 526（30.6％）

以上の 3 つの会議体を比較してみると，教育の振興等に関する総合的な大綱の策定を主たる役
割としつつ，教育の振興等を図るために重点的に講ずべき施策を対象とする総合教育会議，就学
前の子供の教育・保育の量的充実を主たる課題としつつ，母子保健や乳幼児期を中心とした子育
て支援事業を事業レベルで対象とする地方版子ども・子育て会議，個別の要保護児童等のケース
を対象とする要対協，とそれぞれの役割と機能を整理することができる。

要対協の主要な構成員として教育委員会や小・中学校が位置付けられていることや，子育て支
援，就学前教育，放課後対策については地方版子ども・子育て会議と総合教育会議の双方が議論
の対象としていることも分かる。

（2）　掛川市と佐世保市における「場」「人」「制度」
3 つの会議の存在を念頭に置きながら，具体的な事例として掛川市と佐世保市を検討すること

にしたい。
これらの市は，いずれも首長部局に子ども行政担当部局を設け，就学前教育である幼稚園，保

育所，認定こども園を一元的に所掌している。また，人口規模は比較的大きく，それに対応して
市役所の規模も大きいため，基本的な組織編制は，総務，財務，企画，商工，都市整備，市民生活，
保健福祉，環境，教育委員会事務局のように，中央府省の所掌事務におおむね対応している 14。

11 文部科学省が実施した調査「新教育委員会制度への移行に関する調査（平成 30 年 9 月 1 日現在）」（http://www.mext.
go.jp/a_menu/chihou/__icsFiles/afieldfile/2018/12/18/1411792_01.pdf ：最終アクセス日 2019 年 3 月 27 日）に基づく。

12 平成 26 年 7 月 17 日付文部科学省初等中等教育局長通知「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
する法律について」において，重点的に講ずべき施策として想定されるものとして，「幼稚園・保育所・認定こど
も園を通じた幼児教育・保育の在り方やその連携，青少年健全育成と生徒指導の連携，居所不明児童生徒への対応，
福祉部局と連携した総合的な放課後対策，子育て支援のように，地方公共団体の長と教育委員会の事務との連携が
必要な事項」が示されている。

13 既に総合教育会議を開催した地方自治体を母数とした。
14 実際には，人口規模 12 万人弱の掛川市は商工と環境を一緒にした環境経済部を設置していたり，人口規模 25 万人

強で中核市の佐世保市は，都市整備に関して都市整備部，土木部，港湾部の 3 部を擁していたりする。

14



掛川市は，かなり早い時期に就学前教育を教育委員会に一元化し，併せて特区の認定を受けて
幼保園という形で幼保一元化を国に先駆けて実施した先進的な自治体として知られる。佐世保市
も比較的早い時期に子ども行政に取り組み始め，内閣府の委託調査の成果である一般財団法人日
本開発構想研究所（2015）でグッドプラクティスの一つとして取り上げられるなど，その取組が
注目を集めている。

1）掛川市 15 

①市の概要
掛川市は静岡県の西部と中部の接する位置にあり，面積 265.69㎞，人口 117,685 人の市である

16。北は南アルプス最南端の峰から南は遠州灘まで，雄大な自然が広がるとともに，東海道新幹
線の駅でもある JR 掛川駅がある市の中心部には掛川城址があり，東海道の宿場町としても栄え
た歴史を持つ。地場産業としては，お茶やいちご，バラなどの栽培が盛んである 17。平成 17（2005）
年に旧掛川市，大東町，大須賀町の 1 市 2 町が合併して，現在の掛川市となっている。

②一元化の概要
掛川市では，平成 26（2014）年度に首長部局にこども希望部を設置し，現在はその下に，こ

ども政策課とこども希望課を置いている。こども政策課は総合的な施策の企画及び調整に関する
こと，子ども・子育て会議及び支援事業計画に関すること，幼保再編計画に関することなどを担
当する。こども希望課は，児童福祉，母子福祉，学童保育，児童虐待，幼稚園，保育園，認可外
保育施設，子育て支援センター，乳幼児の特別支援教育などを担当する。このうち，幼稚園に関
する業務と特別支援教育に関する一部業務については，教育委員会の所管する業務の補助執行と
して行っている。

掛川市では，平成 25（2013）年までは，教育委員会事務局に置かれた幼児教育課で幼稚園と
保育所を担当していた。旧掛川市では，特区認定を得て，平成 15（2003）年から幼稚園と保育
所を一体化した幼保園という独自の取組を行い，教育委員会がその担当となっていた。幼保園の
取組は，①少子化に伴う幼稚園の小規模園化，②施設の老朽化と耐震化の未実施，③保育ニーズ
の高まり，④幼稚園における 3 歳児保育の未実施という 4 つの課題を解消するため，平成 6（1994）
年から検討を続け，平成 12（2000）年にその当時旧市内に 26 園あった公私立幼稚園・保育所の
うち 21 園について 6 つの幼保園と 2 つの幼稚園に再編する構想をまとめ，平成 15（2003）年か
らスタートしたものである。旧掛川市は，幼保園の設置により，一体的な施設とその共用化，保
育内容の整合性を目指すだけでなく，就学前の幼児に，幼保の別なく同一場所で同一内容の保育
を行うことにより，質の高い幼児教育を保障することを目指しており 18，国に先駆けた取組であ

15 本項の内容は，掛川市の公式ウェブサイトの内容と，平成 30（2018）年 3 月 19 日に実施した掛川市への聞き取り
調査に基づいている。

16 掛川市統計書（平成 29 年度版）に基づく。
17 掛川市ウェブサイト「掛川市の概要」

（http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/profile/kakegawasinogaiyo.html：最終アクセス日 2019 年 3 月 25 日）に基づく。
18『掛川市　子ども・子育て支援事業計画』平成 27 年 3 月を参照。
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ると言えよう。前述の東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター（2017）の
調査結果と照らしても，かなり早い時期に担当部局を一元化した自治体と言える。

国における子ども・子育て支援新制度の関連法が成立した後，首長部局の健康福祉部福祉課の
児童福祉係が子ども・子育て会議の担当となったことなどを契機に，平成 26（2014）年にこど
も希望部を首長部局に設置し，子ども・子育て支援新制度関係の業務を担うとともに，幼保に関
する業務が教育委員会からこども希望部に移管された。

現在，母子保健は健康福祉部健康づくり課が担当しているが，教育委員会社会教育課所管の家
庭教育に関わる事業もこども希望課が執行委任を受けて担当している。

こども希望部が教育委員会の仕事を補助執行しており，教育委員会事務局との連携が必要にな
ってくるため，こども希望部長は月 1 回開催の定例教育委員会に出席し，その前に開催する庁内
の事務局会議にはこども希望課長が出席している。また，年 5 回ある市立幼稚園長会には，こど
も希望部の職員だけでなく，教育長と教育委員会事務局の各課長も出席している。

要対協，子ども・子育て会議，総合教育会議については，正規の構成員でない場合も含めると，
こども希望部，教育委員会事務局（主に学校教育課），健康福祉部（主に健康づくり課）の職員が，
3 つの会議すべてに出席することになっている。

③取組の特徴
このような子ども行政の推進により可能となった取組として，幼稚園と保育所の再編整備，か

けがわ乳幼児教育未来学会の活動と総合的な放課後対策の推進が挙げられる。
旧掛川市では早くから進められていた幼稚園と保育所の再編整備が，現在，旧大東市及び旧大

須賀町の地域において進められている。これも，幼稚園の小規模化，保育所の定員不足，施設の
老朽化などの課題を解消するため，平成 30（2018）年度に 13 園あった幼稚園（公立 8 園）と保
育所（私立 5 園）を，平成 31（2019）年度から順次 5 園の認定こども園に再編しようとするも
のである。旧掛川市における幼保園への再編整備の際にも，公立幼稚園と私立保育園の統合によ
り私立幼保園とした経緯から考えれば，この 5 園の認定こども園も私立になることが想定される
19。公立の施設を私立に統合し，自治体の直営でなくなることは，財政面で自治体の負担を軽く
することになろう。

そのような再編整備を行う以上，就学前の子供たちがどのような施設に通おうとも，質の高い
幼児教育を受けられることが重要になる。そのため，掛川市では，乳幼児保育・教育の質の向上
を図る実践研究の推進，乳幼児保育・教育に従事する者の研修などを事業内容とする「かけがわ
乳幼児教育未来学会」を市のサポートにより平成 28（2016）年度に立ち上げている。市内の施
設の運営者や職員等を会員とし，5 つの研究部（園経営研究部，教育研究推進部，遊び研究部，
健康安全研究部，特別支援教育研究部 20）を設けて実践研究，研修の推進を図る。

また，児童の放課後対策については，学童保育のニーズという観点から地方版子ども・子育て

19 平成 31 年度市長施政方針で，この認定こども園化に言及したすぐ後に，「引き続き，公立幼稚園と私立保育園職員
の人事交流を行ってまいります。」と述べており，現在公立幼稚園教員として勤務している者が，私立認定こども
園の職員となることも想定される。

20 筆者が聞き取り調査を行った時点の研究部の名称をここでは列記したが，平成 31（2019）年 4 月現在，教育研究推
進部は教育研究部に，特別支援教育研究部は発達支援研究部に，それぞれ名称を変更している。
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会議で，放課後の子供の居場所や学校施設利用という観点から総合教育会議で，双方においてそ
れぞれの観点で議論を進め，放課後子ども教室機能と放課後児童クラブ（学童保育所）機能を兼
ね備え，児童の安心・安全な居場所の確保と様々な体験を地域組織が主体となって企画運営する
放課後支援のシステムである「はぐくらぶ」の取組を平成 28（2016）年から始めている。

④「場」「人」「制度」
以上のような掛川市の子ども行政の取組を，「場」「人」「制度」の視点から整理してみたい。

「場」としては，公式の会議体が活用されている。要対協，子ども・子育て会議，総合教育会
議の 3 つの会議だけでなく，教育委員会の定例会とその準備のための事務局会議の場にこども希
望部の職員が出席することによって，子どもに関わる行政を担当する当事者が，情報や課題を共
有することができている。
「人」としては，前述のように，3 つの会議においてこども希望部，教育委員会事務局，健康

福祉部の職員が同席しており，そこで同席する職員同士がそれぞれに専門性を持つ組織をつなぐ
存在として機能していることがうかがわれた。具体的には，各部局の職員がお互いに顔の見える
存在となっており，個別の相談が支障なく行われているとのことであった。
「制度」としては，就学前の幼児教育や児童福祉など，子ども・子育てに関する業務を首長部

局であるこども希望課へ一元化していることが挙げられる。幼稚園行政と保育園行政だけでなく，
未就学児に関わる行政の組織的距離を近接化させている。あわせて，こども希望部の執務室は市
役所本庁舎の西館に集約されており，物理的距離も近接している 21。要対協，子ども・子育て会議，
総合教育会議の 3 つの制度化された会議体にこども希望部，教育委員会事務局，健康福祉部の職
員が出席しており，これらの会議体も子どもに関わる行政の連携を枠づけていると言える。

また，掛川市では，幼保の担当部局を一元化することで幼保の認定こども園化による再編が進
み，公立幼稚園と私立保育所の統合による行政資源の効率的な利用も進められている。伊藤編

（2019）が多機関連携の役割の一つと指摘する，行政資源（人材や財源）の利用可能性が縮小す
る中で行政機関が手持ちの資源を最大限活用して眼前のリスクに対応している一つの例と言うこ
とができよう。

2）佐世保市 22 

①市の概要
佐世保市は長崎県の北部に位置し，面積 426.06㎞，人口 253,418 人の中核市である 23。西海国

立公園「九十九島」に代表される，豊かな自然に恵まれた街であるとともに，かつて旧海軍の軍
港として栄えた歴史をもち，現在は米海軍基地を有する，国際色豊かな港街でもある。また日本
最大級のテーマパーク「ハウステンボス」を擁する観光都市としても知られている 24。

21 教育委員会事務局は，本庁舎とは同じ敷地内の別の建物（南館）に配置されている。
22 本項の内容は，佐世保市の公式ウェブサイトの内容と，平成 30（2018）年 3 月 15 日に実施した佐世保市への聞き

取り調査に基づいている。
23 佐世保市統計書（平成 28 年度版）に基づく。
24 長崎県佐世保市　空き家バンク・移住定住情報サイト「させぼ暮らし」（https://sasebo-kurashi.jp/about/）に基づく。
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②一元化の概要
佐世保市では，平成 20（2008）年度に首長部局に子ども未来部を設置し，現在はその下に，

子ども政策課，子ども支援課，子ども育成課，子ども保健課の 4 課を置いている。子ども政策課
は総合的な施策の企画及び調整，予算のとりまとめ，子ども・子育て会議及び支援事業計画に関
することなどを担当する。子ども支援課は一時預かり事業，障がい児保育事業，延長保育サービ
ス事業，私立保育所・幼稚園運営事業，乳幼児福祉医療助成などの福祉医療支給事業，児童手当
支給事業などを担当する。子ども育成課は，公立保育所と公立幼稚園の（管理）運営事業，幼児
教育センター管理運営事業，児童センター（児童館）運営事業，児童クラブ事業，ファミリーサ
ポートセンター事業，地域型保育事業，児童発達支援センター運営事業などを担当する。子ども
保健課は，子どもの健診事業，育児相談指導事業，母子保健医療サービス事業，子ども発達セン
ター事業，子ども子育て応援センター事業などを担当する。このうち，教育委員会における幼児
教育に係る業務（幼児教育センター及び市立幼稚園に関する業務）については，補助執行として
行っている。

佐世保市における子ども未来部の設置は，現市長が平成 19（2007）年 2 月に着任した直後に，
目玉施策の一つとされた組織改革の第一弾として，子ども施策の一元化による総合的な推進を掲
げて行われた。具体的には，従前保健福祉部子育て家庭課で行われていた業務に教育委員会の所
管する幼児教育に関する業務を加え，子ども未来部が設置された。この背景には，全国的なトレ
ンドとして少しずつ幼保一元化が進み行政の統合を行うところが増えていたこと，私立幼稚園へ
の市の関わりが不確実だったこと，政策を実施するためには施策と組織を一致させた方が良いと
いう行政内部からの声の高まりがあったことなどが挙げられるが，組織改革が実現したのは市長
のリーダーシップによるところが大きかった。前述の東京大学大学院教育学研究科附属発達保育
実践政策学センター（2017）の調査結果と照らすと，比較的早い時期に担当部局を一元化した自
治体と言える。

子ども未来部と教育委員会事務局の連携を図るために，子ども未来部が設置された平成 20

（2008）年度以降，教育長，子ども未来部長，その他関係職員が出席する「教育委員会・子ども
未来部連絡会議」を年 1～6 回の頻度で開催し，連携を要する業務に関する協議や情報・意見交
換を行っている。庁内の会議なので設置要項等はないが，子ども未来部の子ども政策課と教育委
員会総務課が会議の庶務を担当する。アドホックな開催としているが，関係する予算の確認のた
めに最低年 1 回は開催している。発達に心配のある就学前の幼児の教育相談や通級指導を行う「幼
児まどか教室」の設置，公立幼稚園における預かり保育事業の実施，公立幼稚園の閉園など，新
たな企画や課題があるときには，頻繁に開催される。

要対協（佐世保市子ども安心ネットワーク協議会），子ども・子育て会議，総合教育会議につ
いては，子ども未来部の職員は要対協と子ども・子育て会議に，教育委員会事務局の職員は要対
協と総合教育会議に出席している。

③取組の特徴
このような子ども行政の推進により可能となった取組として，幼児教育センターによる幼稚園，

保育所，認定こども園を対象とした研修の一体的実施，保幼小連携の推進，幼児まどか教室の開
設が挙げられる。

幼児教育センターでは，幼児教育研修会（基礎・中堅），特別支援教育講座，保幼小連携講座，
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実技研修会，食育研修会などを，公私を問わず，幼稚園，保育所，認定こども園全ての職員（教
諭・保育士を含む）の参加を得て実施している 25。幼児教育センターは，佐世保市の保育所，幼
稚園，認定こども園等の園名，住所，電話番号，受入れ年齢，開所時間，利用定員，預かり保育
料金の有無，通園バスの有無，障害児保育の有無などを記載した「乳幼児施設ガイド」も発行し
ており，就学前の乳幼児教育施設や職員同士をつないだり，それらを保護者とつなぐ機能を果た
している。

幼児教育センターは保幼小連携の核としての役割も果たしている。子ども未来部が設置された
翌年の平成 21（2009）年度に保幼小連携についてのアンケート調査を実施した後，その翌年に
小学校校長会代表，保育会代表，私立幼稚園会代表，公立保育所・幼稚園代表からなる保幼小連
携推進会議を設け，同会議を年 2 回開催するとともに，保幼小連携施設長会・講演会の開催（年
1 回），保幼小連携担当者会（年 2 回）を開催している。さらに，平成 24（2012）年度には接続
カリキュラムを発行するとともに，平成 27（2015）年度には保育所，認定こども園，幼稚園の
要録様式の統一化を図り，小学校との情報共有をよりスムーズにした。

佐世保市では，従前から，発達に心配のある児童生徒の教育相談や通級指導を行う「まどか教
室」が 3 つの小学校に置かれていたものの，幼児は教育相談のみの対応だったため，平成 29（2017）
年度に新たに，幼児を対象とした「幼児まどか教室」を開設した。この幼児まどか教室は，幼児
教育センターと同じ敷地にある小学校の建物の一角を利用しており，必要に応じて在籍園と連携
を取りながら，週 1 回，90 分のクラスに通い，小グループ指導や個別指導を受けられる。

④「場」「人」「制度」
以上のような佐世保市の子ども行政の取組を「場」「人」「制度」の視点から整理してみたい。

「場」としては，子ども未来部と教育委員会事務局の連携のためだけに設けられた庁内の「教
育委員会・子ども未来部連絡会議」の果たす役割が大きく，子どもに関わる行政を担当する当事
者が，情報や課題を共有するだけでなく，新しい企画のために，お互いの専門や立場の違いを考
慮しつつも，率直な意見交換を行うことを可能としている。また，同連絡会議による連携の基盤
があるため，喫緊の課題となっている児童の放課後対策についても，教育委員会と子ども未来部
との庁内連絡体制を別途設け，総合教育会議への提案などを速やかに行うことが可能となった。
「人」としては，掛川市と同様に，場である「教育委員会・子ども未来部連絡会議」に同席す

ることにより，顔の見える存在となっている職員同士が，それぞれに専門性を持つ組織をつなぐ
存在として機能していることがうかがわれた。加えて，幼稚園教諭として長い勤務経験を持ち，
幼児教育センターが教育委員会のみの所管だった時期も経験しているセンター長が，培った人脈
や専門性を基に，就学前教育の研修の一体化や保幼小連携，幼児まどか教室の開設にも尽力して
おり，各組織や職員をつなぐ役割を果たしている。
「制度」としては，就学前の幼児教育や児童福祉，母子保健など，子ども・子育てに関する業

務を首長部局である子ども未来部に一元化していることが挙げられる。掛川市の取組に加えて，
母子保健も含めた未就学児に関わる行政の組織的距離を近接化させている。子ども未来部の執務
室は市役所本庁舎と連絡通路でつながった中央保健福祉センターのワンフロアに集約されており，

25 保幼小連携講座は小学校教員の参加も得ている。
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物理的距離が近接していることも掛川市と同様である 26。

5．考察

以上，子ども行政を多機関連携の枠組みで検討してきた。要対協，地方版子ども・子育て会議，
総合教育会議の 3 つの会議体が制度化されており，そのことが多機関連携の促進要因になってい
ることが，子ども行政の特徴と言えるだろう。子ども担当部局を設けても，子どもや子どもを持
つ家庭を対象とした全てのサービスを一元化することは難しく，特に，首長部局に子ども担当部
局がある場合，小学校以上の学校教育との連携を枠付けるのは主にこれらの会議体になる。その
意味で，「場」としてはもちろん「制度」としても機能していると言える。また，これらの会議
体で顔を合わせる異なる専門性を持つ関係部局の職員が，お互いにそれぞれの組織をつなげる役
割を果たすという意味では「人」の面でもこれらの会議体が機能していると言えよう。

3 つの会議体以外の多機関連携の促進要因を「場」「人」「制度」の視点から整理しておこう。第
1 に，「場」としては，佐世保市の庁内の会議「教育委員会・子ども未来部連絡会議」のような
当事者の率直な意見交換の場に注目したい。このような場を設けることは，当事者のコミュニケ
ーションを促進し，お互いの専門や立場の違いを考慮しつつも，子どもの十全な成長・発達を保
障するという目標や規範を共有して施策を進めることに貢献することになろう。第 2 に，「人」
も重要である。3 つの会議体に加え，公式・非公式を問わず様々な会議で異なる部局の当事者が
顔を合わせ，新たな企画の立案や課題への対応を行うことにより，それらの職員がそれぞれに専
門性を持つ組織や職員をつなぐ存在になることに加え，佐世保市の幼児教育センター長のように，
自ら積極的に動いて各部局の了解を取り付けていくようなコーディネート力のある職員の存在が
多機関連携を一層促進する。第 3 に，「制度」で言えば，掛川市・佐世保市ともに，「子ども」を
標榜する部局を設け，これまで別々だった組織を一元化し，組織的距離と物理的距離の近接化を
図っており，子ども行政推進の旗印としての役割とともに，要の役割を担っている。

4 節で見たように，要対協，地方版子ども・子育て会議，総合教育会議の 3 つの会議体は，ほ
ぼ全ての基礎自治体に設置されているため，今後の子ども行政の進展の成否は，各基礎自治体が
前述のような 3 つの会議体以外の多機関連携の促進要因をどう取り入れるかにかかっていると言
えよう。
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【論　文】

Abstract
In this study, I conducted a critical examination of the usual thinking of crisis management 

which is to focus on “crisis management of school” based on the theme of “What the school can 
do to adapt to and manage various crises and changes”. Then I presented “organizational resil-
ience” as an alternative concept. 

First, I examined “Safety-Ⅰ/ Safety-Ⅱ” in the form of the ideas of safety that Hollnagel (2014, 
2015) advocated as an approach to give an indication of the style of crisis management in schools 
where the members claim crises and prevent or manage them passively. Then I showed that in 
schools which have a high level of uncertainty, it is very difficult for members to operate envis-
aging all kinds of incidents but it is vital for them to adapt flexibly towards crises and changes. 
Moreover, I showed that in reality it is important to focus on maintaining peace and not simply 
pay attention to crises and to regard peacetime as “lots of matters going smoothly”. And I present-
ed the concept of “organizational resilience”.

Organizational resilience requires a mechanism that allows various forms of uselessness unlike 
“efficient organizational management” which school management has been needing in recent 
years. In addition to this, because the thinking of crisis management is that reducing loss is the 
most important issue, we tend to judge the value of something rigidly following a precedent. On 
the other hand, since the primary purpose of organizational resilience is for an organization to 
acquire the ability to accommodate in order to grow after crises or changes, it tends to develop 
flexibility and multiple measures during the process.       

Finally, I examined several studies of analytical frameworks of organizational resilience and 
demonstrated a school organizational resilience model that captures organizational resilience as 
“cognitive/behavioural/contextual” based on a mutual relationship among the “organiza-
tion-team-individual”.

学校安全におけるレジリエンス概念の意義 
－“危機管理”の捉え方の差異に焦点を当てて－

The Significance of the Concept of Resilience in School Safety 
- Focusing on Differences in Comprehending ‘Crisis Management’ - 

福畠真治＊

FUKUHATA Shinji

＊ 研究企画開発部・事務補佐員
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1　はじめに

本研究は、「種々の危機・変化に柔軟に適応
・対応できる学校組織とはどういうものか」
という大きな課題意識の下、特に「学校の危
機管理」に焦点を当てながら、従来の「危機
管理観」を批判的に考察した上で、その代替
概念として「組織レジリエンス」を提示する
ものとなっている。

1995 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災を
重要な契機として、学校においても「危機管理」という用語が広く知られるようになり、2001

年 6 月の大阪教育大学附属池田小学校における児童連続殺傷事件において、その重要性が更に認
識される結果となった（岡田 2014, p.23）。また、2011 年 3 月の東日本大震災の一連の被災事故
等を経て、学校現場において「危機管理・安全教育」は、ただの標語からより実践的な意味合い
を強く帯びるものへと大きく変化していくこととなった。

それに伴い、国・地方自治体において多くの「学校の危機管理マニュアル」や「学校防災マニ
ュアル」が作成されることになり、学校現場での徹底やその改善の議論も多くなされている状況
となっている。ここでは、その現状の一つの共通概念として、渡邉（2013）の議論を取り上げる。

渡邉（2013）において学校安全の目的とは、「幼児、児童及び生徒（以下、児童生徒等）が、
自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、ほかの人や社会の安全に貢献するための態度
や能力を育成するとともに、児童生徒等、教職員及び学校の施設・設備等の安全が確保できる環
境づくりを推進する（p.11）」ことであり、その実現のために、「子どもたちの安全能力の育成等
を目指す安全教育と、主として安全な環境づくりを目指す安全管理の二つの活動に分けられる。
また両者の活動を推進するための組織活動が加わって、学校安全は構成される（p.11）」となる（図
1）。

このように学校現場における「安全」とは、教育的側面と管理的側面の 2 つを大きな柱とし、
そうした活動の核であり支援要因でもあるのが組織活動であると捉えることができる。本研究で
は、この構図の背景にある「危機」概念を批判的に考察しながら、それを改善していく一つの概
念として「組織レジリエンス」を提示することを目的とする。

2　従来の危機管理・学校安全の考え方

2-1　リスクマネジメントと危機管理
一般的に「危機管理」は、その危機の発生の前後で「リスク・マネジメント」と「クライシス

・マネジメント」に区別して理解されることが多い。前者は、危機の発生予防に主眼を置き、後
者は、事後対処に主眼を置く。こうした考え方は、文部科学省においても採用されており、学校
の危機管理を「事前の危機管理（リスク・マネジメント）」と「事後の危機管理（クライシス・
マネジメント）」の 2 つの側面から捉えている（小桝 2013, pp.21-22）。また、『学校の危機管理マ
ニュアル作成の手引』においては、危機を中心に「事前―発生時―事後」に区分し、それぞれに
おいて事前の危機管理は「予防する」、危機発生時点での危機管理では「命を守る」、そして、事

図 1　学校安全の構造（渡邉 2013, p.11 より）

24



後の危機管理は「復旧・復興」
のコンセプトに基づき、そ
れぞれの行動指針・対策を
示 し て い る（ 福 本 2018, 
p.102）。

しかしながら、危機管理
を事前と事後に区分して固
定的に考えてしまうと、危機発生後の振り返りによる学習改善を次の予防段階に適切に生かすこ
とが困難になってしまうこともあれば、事前の対策が不十分で危機自体をより大きなものにして
しまう危険性も出てきてしまう。前田（2009）は、このような考え方は、「経営学におけるマネ
ジメントサイクルの理論と矛盾する（p.50）」ものであり、「リスクとクライシスを分けることな
く一体的に捉え直す、経営学における「リスクマネジメント」概念（同）」が必要であると説明
する。

この経営学における危機管理モデルを、井上（2015）は表 1 のように整理している。左端の
Fink（1986, pp. 20-28）の 4 段階モデルでは、危機を病気の症状になぞらえて、①前兆段階（Prodromal 
crisis stage）、②急性段階（Acute crisis stage）、③慢性段階（Chronic crisis stage）、④解決段階（Crisis 
resolution stage）、の 4 つに分けた上で、①が危機の警告段階、②が危機への対応段階、③危機か
らの回復段階、④が危機の収束段階と位置づけられている（井上 2015, p.105）。これは、危機の
発生から解決までが一直線であり、その危機から学習・改善につながるルートは想定されておら
ず、学校現場における「危機管理を事前と事後に分断する」発想と近似している。それに対して、
中央の Mitroff（1988）の 5 段階モデルでは、Fink のモデルを発展させて、①前兆の発見（Signal 
detection）、②準備／防止（Preparation/prevention）、③封じ込め／被害抑制（Containment/damage 
limitation）、④回復（Recovery）、⑤学習（Learning）、の 5 段階に分けている（同）。Fink のモデ
ルとの違いは、④と⑤の事後段階で危機からの回復を図り、教訓を得た上で再び①に戻ることが
できるというもので、循環的なプロセスとなっていることである（同）。そして、右端の Coombs

（2012, pp. 6-29）ではこれら 2 つのモデルが、①危機前（Pre-crisis）、②危機対応（Crisis response）、
③危機後（Post-crisis）、の 3 段階にまとめられている。これは、『学校の危機管理マニュアル作成
の手引』における危機管理プロセス観と同じであるが、事後から事前への循環サイクルが想定さ
れている点で、その前提が異なると言える。

また、学校特有の文化・環境がその危機管理手法に影響を与えているという研究も存在する。
福本（2018）は、学校は様々なアクターや技術が複合的に絡み合ったシステム体であり、そこか
ら生まれる危機事象はその対応策も複雑にならざるを得ないことが推測されるにもかかわらず、
簡素なルールを適応するだけの事例対処型危機管理手法が用いられていると指摘する（p.97）。
また、『学校の危機管理マニュアル作成の手引』のように、危機を基点とした組織の作動に重点
をおいた組織構造（リーダーシップ，役割分担，責任体制）を前提とすることで、学校組織の日
常との関連性・連動性は重視されていないように見受けられるとも述べられている（p.102）。

2-2　Safety- Ⅰと Safety- Ⅱ
このように、危機のみを前提とし、その予防・対処も比較的受動的になってしまっている、学

校における危機管理スタイルに対して、一つの示唆を与えうる考え方が、Hollnagel が提唱する

表 1　危機管理モデルの比較（井上 2015, p.106 の図を一部修正）
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「 S a f e t y - Ⅰ ・
Safety- Ⅱ」の安全
観である（表 2）。

まず、これまで
の危機管理におけ
る安全観を Safety- 
Ⅰとし、それはア
クシデントやイン
シデントの数がで
きるだけ少ない状
態になるという意
味の安全、つまり、
問題の数をカウン
トし、アクシデン
トの数を減らすこ
とによって、安全
性が向上すると信
じるものであると
する（Hollnagel 2014,  
p.12）。しかしながら、実際に問題が起きること自体頻繁なことではないことに加え、問題の発
生メカニズムも特に学校のような場面では複雑でその対処や説明も相当に難しいものであるため、
こうした問題だけにフォーカスすることは、組織を安定した状態に保つことにおいてはあまり得
策ではない。そうではなく、「安全というのはただ単にアクシデントがない以上のことである。
物事をうまくできる能力があるという定義（中略）、つまり、何か問題が起きた場合だけを見る
のではなく、うまくいった場合についても見るということ（同 , p.13）」、これが Safety- Ⅱの安全
観であるとされる。また、Safety- Ⅱでは、「安全活動、安全管理、安全分析の目的は、アクシデ
ントやインシデントの数を減らすということではなく、成功するパフォーマンスをどのようにし
て増やしていくかということ（同 , p.24）」であり、日々起きている事象に焦点化し、その部分の
改善を目指すことによって安全性の向上へと至る、という考え方（同 , p.27）が採用される。た
だし、Safety- Ⅰと Safety- Ⅱはトレード・オフの関係ではなく、相互補完的に活用することが重
要であるとも説かれている。

これを学校組織の特性に照らして考えると、学校は「不確定性の高い組織であるがゆえに、す
べての不測事態を Safety-I だけに依拠して管理することは不可能である。それを包括する「安全
はうまくいくことを確実にすることによって達成される」視点としての Safety-II は学校の危機管
理のみならず学校経営自体を構想する上で重要な安全観である。というのは、様々な事象が想定
可能であることを前提とするのではなく、想定外の事態あるいは不測の事態に典型的に見られる
不確実性のマネジメントを前提にするからである（福本 2018, p.108）」と考えることができる。

このように、不確実性の高い組織である学校現場において、ほとんどのことを想定しながら運
営していくことは非常に困難であり、危機・変化に対して柔軟に適応していくことも肝要となっ
てくる。また、危機だけに着目するのではなく、平時こそが「うまくいっている状態」であると

表 2　Safety-I と Safety-II の比較（福本 2018, p.104 より）
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捉え直し、その状態がなぜ成立しているのかに着目しながら、この状態を維持することに注力し
ていくという姿勢も現実的には必要となってくることが理解できる。

3　一般的なレジリエンス概念

3-1　レジリエンスの意義
そこで本稿では、上記のような課題に対応する説明概念として「レジリエンス」を取り上げる。

「レジリエンス」は「様々な困難から立ち直る力」という定義が一般的であり、「様々な変化に対
応できるような多様性」、「変化に迅速かつ効率良く対応できるネットワーク・関係性」、「多少の
変容でシステム・組織全体に深刻なダメージを受けない程度の冗長性」の 3 点が中心概念（福畠 
2016）である。それぞれの特性に関しては後に改めて説明するため詳細は避けるが、先の安全に
関する議論に引きつけて述べるのであれば、レジリエンス概念の一番の特徴は、「滅多に起こる
ことのない“危機・大きな変化”に焦点化するのではなく、日常の活動をより円滑に維持してい
くためにどれだけの準備ができるか」という考え方を有していることであり、「一見無駄とも思
えるようなリソースを、平時にどれだけ準備することができるのか」という「冗長性」がその最
たる現れであると言える。

また、ありふれた繰り返しから成り立つ「日常」が非日常となった瞬間に、その状態に適応し
ながら、また「日常」へと戻っていく力学自体のことをレジリエンスと指すこともある。ただし、
この「日常」は常に変化し続けている状況において全く前と同じものではなく、新たな「日常」
として創出される必要があり、その点においてレジリエンスはただの原状回復を目指すものでは
なく、そうした危機・変化を契機として更に発展していく可能性を有した概念と考えることもで
きる（和泉 2015, pp.15-16）。つまり、レジリエンス概念は単なる現状復帰を志向するものではなく、

“危機・大きな変化”の後に組織が変化すること、より積極的に言えば、成長することも包含し
た動的概念であるということができる。

続いて、危機に対してのレジリエンスの考え方として、藤井ら（2013）は＜アンテ・フェスト
ゥム＞（祭りの前）と＜ポスト・フェストゥム＞（祭りの後）という 2 つの対照的な未来感覚を
参考にして考察をしている。まず、＜アンテ・フェストゥム＞であるが、これはいわゆる「世直
し」志向（つまり、危機を契機としてあらゆる変革を行おうとする姿勢）のベースとなるもので
あり、そこにおいて未来は、「圧倒的に未知なるもの」として存在する。これは、未来が持つ不
確実性に焦点化したものと言える（藤井ら 2013,　p.154）。したがって、この未来感覚に従えば、
災害や危機を契機とした「世直し」志向は、「「たしかにこのたびの災害はひどい出来事だった。
しかし、それを人生の転機、あるいは、人間や社会のありようを根本的に改変するための契機と
しなくて何とする」という態度（同）」、言いかえれば、「災害や危機の発生を、過去から現在へ
と至るスムーズな社会の移行を断絶させたものととらえ、抜本的な「新規まき直し」へと邁進す
るという反応のベースとなる（同）」と捉えることができる。

これに対して、「立て直し」志向（つまり、危機をできるだけ避け、起きた場合も以前の状態
に戻すことを第一とする姿勢）のベースとなる＜ポスト・フェストゥム＞的な時間感覚における
未来は、「予定済の将来」、言いかえれば、現在までの「つつがない延長」という形をとろうとす
る（藤井ら 2013, p.155）。この未来感覚は、不確実性を極端に避け、事前に予測・計画すること
を通してその減少を図り、想定外を極力抑え込むことを重視する（同）。つまり、危機によって
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これまで続いてきたものが「断絶」してしまうこと、それ自体を「避けるべき」危機と捉えるこ
とが＜ポスト・フェストゥム＞の特徴である（同）。だからこそ、＜ポスト・フェストゥム＞的
な意識では、「何かが起こってしまってからそれを悔やんでも「あとのまつり」だと考え、事前
準備に執着する。よって、日本社会における防災活動や復旧・復興活動の中核、例えば、防災計
画の立案、訓練の実施、計画に基づいた着実な原状復旧－こういった社会活動はすべて、＜ポス
ト・フェストゥム＞的な未来感覚の発露である。なぜなら、それは、未来を真正の未知としてで
はなく予定済の将来という形で確保しようとする働きだからである（同）」という行動の表れに
つながることになる。

これまでの議論で言えば、学校安全に関わる政策場面において、こうした考え方の短所が表れ
やすかったと捉えることができる。つまり、「世直し」志向で言えば、教育というそれ自体否定
することが非常に困難であるが故に、それに資するあらゆる手段が現実から遊離して提案されや
すい領域において、学校安全も半ば夢想的な事業構想がそれまでの経緯や現状を度外視した手段
として、大きな危機をきっかけに浮上するという形で現れたり、逆に、「立て直し」志向の短所
として、危機・変化後の社会変化に柔軟に適応することなくこれまでの対策・プランの遂行に拘
泥するといった形での現出といった状況が思い浮かぶ。

しかしながら、こうした双方の志向性それぞれが欠点しか持ち合わせていないというわけでは
なく、実際には、個人も社会も、この 2 つの傾向性を多かれ少なかれ併存させており、その両者
の間のバランスであり舵取りを適切に行う能力こそがレジリエンスであると表現できる（同 , 
p.156）。つまり、完全なる不確実性の削除という極端な向き合い方ではなく、これまでの事例や
予測を基にできるだけ不確実性を低減させながら、危機・変化に対する適応性・耐性をつけるこ
とを行い、実際に危機・変化が起きた後は、それへの適応過程の中で組織をより成長させる形で
舵取りを行っていくというバランス感覚を適切に有した組織体を、レジリエンスの高い組織体と
捉えるのであり、このような考え方がより現実妥当性の高いものであると思われる。

3-2　レジリエンスの代表的な構成要素
ここでは、組織も含むマクロな意味での「システム」におけるレジリエンスの構成要因につい

ての研究を取り上げる（表 3）。中でも、稲垣（2015）は多くの分野におけるレジリエントなシ
ステムの特徴を 7 つに網羅的にまとめており、理解がしやすい（ pp.221-222）。まず 1 つ目が、「多
様性の確保と複雑さの維持」である。あるシステムにおいて多様性が確保されていない場合、危
機が発生した際に画一的な対応しか取ることができず、生き残る可能性が低下してしまう。逆に
多様性が担保されていれば、危機後の回復場面においてもあらゆる対策がとられやすくなり、単
なる回復以上の成長につながる可能性も増えると考えられる。2 つ目が「中程度攪乱の寛容性と
耐性の強化」であるが、攪乱の規模が大規模に過ぎると、系そのものを消失させる恐れがあるが、
それ以下の場合は、そうした場面に対応しようとあらゆる適応反応が起こりやすくなり、むしろ
生態系を複雑にし、その耐性を強めることにつながる。3 つ目が「並行分散型ネットワークの確保」
であるが、危機によって一部のネットワークに障害が発生することによってシステム全体が崩壊
に至ることがないよう、複合分散型のネットワークを用意しておくことが重要であるということ
である。続いて 4 つ目が「代替ネットワークの確保」であり、3 つ目の分散型ネットワークは平
時も作動しているものであるが、こちらは危機の際の担保として用意されているものであり、こ
ちらもシステム全体へのダメージを防ぐための仕組みである。5 つ目が「中枢制御系の不在」で
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あり、「JR や私鉄、
都バスといった各
社が競合しながら
交通網をネットワ
ーク化するように、
神経系でも膨大な
サブユニットの集
合体が間接的に連
動しているだけで
あり、そこには中
枢と呼ぶべきもの
が な い（p.221-
222）」と稲垣が述
べるように、シス
テムに唯一の中枢
的機能が存在して
しまうと、危機の際にそこの機能が停止することによって全体が崩壊してしまう可能性が高まっ
てしまう。続いて 6 つ目の「単離可能性の吟味」であるが、レジリエントなシステムにおいては、
危機・変化によってネットワークに障害が起きた場合、他の機能ネットワークにどのような影響
が出るのか、若しくは単離可能な局所ネットワークにすぎないのかをシミュレートするという、
システム全体への致命傷を避ける機能が組み込まれている。最後に 7 つ目の「冗長性の活用」と
は、平時において冗長で無駄なものを維持するには、それなりのコストがかかるが、それを見込
んでもなおレジリエントなシステムを形成することを、自然は戦略として選択してきている、と
稲垣は言う。これは、危機・変化が起きた際にシステムへのダメージを吸収するためのバッファ
として重要なものであり、システムがレジリエントであるかどうかは、平時にこの冗長性をどこ
まで許容できるかにかかっていると言える。このことを稲垣は「こうした視点は、職場で何もし
ていない人に温かいまなざしを向けるための寛容の精神とは異なる水準で、健全なシステムを把
握するための実践的指標にもなる（p.222）」と評している。表 3 の他の研究においても、おおむ
ね同様の要素が示されている。

このように、レジリエンスの構成要素を検討していくことで、レジリエントな組織が重要視し
てきたこと、つまり、系全体が致命傷を負わないために、平時の段階でどれだけ多様性・分散化
・冗長性の確保がなされているか、を理解することができた。このことは、近年学校組織運営に
おいて求められている「効率的な組織運営」とは異なり、あらゆる種類の「ムダ」を許容する仕
組みであることを示しているが、特に学校安全のような「不確実性と不可分な危機」というもの
を考えたときには、このような姿勢で構えることが組織全体の安全を担保することになるという
ことも言えるのではないか。

表 3 　代表的なレジリエンスの構成要素（福畠 2016 を参考に筆者作成）

29

学校安全におけるレジリエンス概念の意義



4　組織レジリエンス概念

4-1　組織レジリエンスの定義と構成要素

ここまで、危機・大きな変化に対しての捉え方として「レジリエンス」概念について検討して
きた。ここでは、レジリエンス概念の中でも特に学校安全を考察する際に重要となる「組織レジ
リエンス」に関する諸研究を検討する。組織レジリエンス概念に関する研究は、レジリエンス研
究の中でも最近になって少しずつ進展してきたものであり、研究の数は相対的に少ない状況にあ
る。その中でも、代表的な研究において提示されている組織レジリエンスの定義と構成要因に共
通しているものをまとめたものが表 4 である。諸研究の定義において共通しているのが、「危機
的な状況に直面しても、組織の基本的な性質を損なわないように組織が対応することができる能
力（福畠 2018, p.101）」という特性である。ただし、ここで能力とあるのは固定的なものではなく、
そうした劇的な変化から立ち戻る・それ以上に成長する組織過程自体も包含したダイナミックな
概念であることが、組織レジリエンス概念の大きな特徴である（同）。

より具体的に言えば、表 4 の左側にあるように、組織レジリエンスには「能力」と「過程」と
いう 2 つの観点から定義づけすることが可能である。まず能力の視点で言えば、「組織が極度の
状況変化に直面したとき、そうした変化に適応し、基本的な目的と健全性を維持する」ことがで
きるかどうかが、その組織のレジリエンスを捉える一つの指標となる。そしてこの能力には、「（1）
障害・妨害を吸収・緩和し、核となる機能を維持する組織の能力、（2）自己形成に関する組織の
能力、（3）変化の文脈において、学習・適応する能力（Ruiting・Wenwen 2012, p.56）」という中
心的な特徴が存在する。次に過程の視点で言えば、組織レジリエンスは、「重大な逆境の文脈に
おいて積極的な適応を包含するダイナミックな過程」というように、現在進行形の発展そのもの
と捉えることもできる。そしてその過程の中で醸成される社会関係資本・資源が更にその組織の
成長に影響していくという、相互作用的な関係性をも含みこんでいる。最後に、組織レジリエン
スを「安全」の側から捉えた定義として、「日々の業務における「変動」に人がうまく対応して
安全を保つこと」というものがある。これは先に述べた Safety- Ⅱの安全観に通じるものであり、
平常時こそ危機への対処が一番うまくいっている状態であると考え、その条件を明確にしていく
ことで組織が強くなっていくその過程が組織レジリエンスである。　

表 4 組織レジリエンスの代表的な定義と構成要素（福畠 2018 を参考に筆者作成）
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次に組織レジリエンスの構成要素に関してであるが、これも大きく「組織構造」に関する要素
と「組織の姿勢・機能」に関する要素の 2 つに区分することができる。まず「組織構造」に関す
る要素であるが、まず「「多様性」の適度な温度帯の確立はレジリエンスの向上に大きな役割を
果たし、結果を左右するもっとも重要な因子の一つである（Zolli・Healy 2013, p.21）」とあるよ
うに、組織の中において適切な多様性を実現することは、危機・変化への迅速な対応能力を高め
る有効な手段であり、あらゆる適応を同時並行的に実現する可能性も高めうるものであると考え
られる。そうした組織の中にあって、危機的な状況が発生した場合に、組織が不用意な混乱に陥
ることなく適切な行動に移ることを可能にするためには、メンバーがその組織の文化的なアイデ
ンティティを共有している必要がある。そしてそうした文化が不必要な抵抗を生むことなく組織
に浸透していくためには、組織をできるだけフラットな階層にし、環境の変化に迅速に反応がで
きるようにしておくことが必要であり、そこではボトムアップの調整を中心とした深い信頼に根
ざしたインフォーマルなネットワークが構築されていなければならない。

しかしながら、多様性の高い組織において同じアイデンティティを共有し、一定程度行動を同
じくすることは非常に困難である。そこで中心的な役割を担うのが、「通訳型リーダー」と「訓
練された energizer（メンバー間の良好な関係性の促進者）」である。「通訳型リーダー」は、「多
くの場合は舞台裏で支持者を結びつけ、様々なネットワークや視点、知識体系、課題を一体的な
全体像にまとめ上げる重要な役割を果たしている。その過程で、これらのリーダーは適応能力、
すなわち様々な公的機関と非公式なネットワークが危機的状況において協調する能力を引き上げ
ている」（Zolli・Healy 2013, p.22）と説明される。つまり、組織の中のそれぞれのアクターの文脈
を理解しながら、共通に理解できる形でそれを言語化し、橋渡し的に共有をしていくことがリー
ダーに求められているのである。もちろんこうした行動はリーダー一人で完結できるものではな
いため、そうした動機付け的な行動をより下位レベルのチーム等で行っていくのが「訓練された
energizer（メンバー間の良好な関係性の促進者）」であると言える。

最後に、実際に危機が起きた際にそれが波及し組織全体に影響を与えることがないようにする
ために、できるだけ組織内のネットワークは多様かつ疎結合であることが求められる（連続した
失敗からシステムを守るための疎結合のサブシステム）。これは、学校組織においてよく言及さ
れるルース・カップリング的な仕組みに近似していると言える。

次に、レジリエントな組織が有している姿勢・機能に関してだが、まず組織全体の捉え方とし
て Zolli・Healy が挙げるのが「全体論（ホーリズム）（Zolli・Healy 2013, pp.23-24）」である。たと
え組織の一部だけレジリエンスが強化しされたとしても、その複雑なネットワークゆえに別の部
分で起きた脆弱性の影響を受けてしまうことになりかねない。逆に、組織全体を一つのシステム
として統合されたものと意識することで、組織全体のレジリエンスを高めるような行動が起こし
やすくなるということである。そうして組織が全体観を構築することができるようになると、メ
ンバー間で課題意識の共有が進みやすくなり、組織が一体として問題解決志向へとシフトするこ
とになる。

その上で組織には、不確実性が高い世界の中で多くの変化に直面するという文脈において、学
習・適応する能力が求められるが、先述の通り不確実性の高い世界においてその全てを予測して
対策を練っておくということは現実的ではない。したがって、あらゆる場面において即興的に対
応することが求められる（即興性）。そして、その即興に対しての反応をすぐに検知し、続く行
為を迅速に選択・決定していくという流れが重要となってくる（ワイク・サトクリフ 2017, 
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pp.115）。
また、先の Safety- Ⅱを提示したレジリエンス工学の考え方である、「人間をシステムの安全性

を脅かす要素と考えず、本質的に危険なシステムをなんとかやりくりしながら安全に運転してい
る存在と捉えること（小松原 2014, p.45）」というスタンスを基盤に置き、日常の業務に注目する
ことが、組織レジリエンスを現実的に高めていく一つの方途であると考えられる。こうした視点
の中には、「組織は完璧なものではなく、必然的に失敗するものである」という組織観がある。
これを所与のものと受け止めた上で、「致命的なダメージを負わない形で適度な失敗を繰り返し
ながら学習・成長していく」ことを目指すのが組織レジリエンスの考え方である。また一定の頻
度での適度な失敗は、より積極的な効果を組織にもたらしうる。例えば、失敗することによって
組織において不完全な部分を認識し、部分的な被害を分離・最小化した上で、資源の供給を多様
化するなど組織を再構築する契機にもなる（Zolli・Healy, pp.19-20）。加えて、「レジリエントな
集団は、人々を失敗から守るのではなく、失敗しないことから守るのである（Miguel et al. 2013, 
pp.12-13）」と述べられているように、失敗を受け入れることによってそこから学習する機会を獲
得し、組織のメンバーが協調行動を行いやすくなる土壌を生み出すことにもつながる。

次に、そうした組織行動にメンバーが積極的にチャレンジできるようにするためには、たとえ
何が向かってきても、その組織が適合できるような機会を増加させる多様な資源やスキルと、そ
の積極性に対する組織的な支援が必要であることは言うまでもない。その点に関して重要な要素
として、「冗長性」がある。ここでの冗長性とは、部分的なシステムの破壊という危機的な状況
下でさえも、組織の中心となる機能が維持されることを確保するために、どれだけリソースに余
裕があるかということを意味している。この冗長性が高い組織ほど、いざという時の対処やバッ
クアップが充実しており、危機からの回復が行いやすい。これは、あらゆる危機・変化に適応す
ると言うことには冗長性がキーになってくることを意味する。しかしながら、「効率的な経営」
が求められている文脈においては、「適応は、現有リソースを高い費用対効果で利用することで
構成されるので、今は役に立たないように見えるけれども文脈が変わると価値のあるリソースを
排除してしまう（ワイク・サトクリフ 2017, pp.112-113）」ことにつながってしまいやすい。その
中で「非効率性を奨励し、それを生み出す人を保護し、この非効率性をレジリエンスへの投資と
して組み込むこと（同）」をどれだけ実行できるかどうかが、組織レジリエンスを高めること、
今回の議論で言えば、学校安全をより確かなものにすることにつながるのである。

ここまで説明してきたようなレジリエントな組織を、Zolli・Healy は「レジリエンスは、次の
ような要素がちょうどよく整った場所に育つ－接続しているが結びつきは強すぎず、多様である
が拡散しすぎず、それが有益であるかぎり他のシステムと連動するが、むしろ有害と見れば自ら
を切り離す。その姿は、戦略的な分散性、（戦略、構造、行動における）計算された流動性、（価
値観や目的における）不変性によって特徴づけられる（Zolli・Healy, pp.347-348）」と表現した上で、
留意すべき点を 1 つ提示している。それは、これまで挙げたような組織レジリエンスの構成要素
・促進要因は、すべての組織において妥当するものではなく、その組織が置かれている文脈に大
きく依存しているということである。そのため、ある組織で有効であった組織レジリエンスの要
素が、別の組織の文脈においては効果がそれほど感じられない、場合によっては逆効果となりう
ることもあるということに、自覚的である必要がある。したがって、実践場面において組織レジ
リエンスを高めていくためには、組織が置かれている文脈に注意を払うことが大前提であり、そ
れは組織を研究する側においても同様である。このことは、「文脈化された結びつき（contextualized 
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engagement）（ワイク・サトクリフ 2017, pp.127）」と言う表現によって説明がなされている。これは、
組織行為というものは状況に左右されるものであるが故に、組織の中で専門家がその役割を有効
に全うするためには、その組織の文脈に細心の注意を払う必要があるということを示している。

4-2　組織レジリエンスと危機管理概念との違い
先に、一般的な危機管理における考

え 方 を 批 判 的 に 検 討 し た 上 で、
Safety- Ⅱのような別角度からの捉え方
を見てきた。ここでは、それらの知見
とレジリエンス概念の要素を前提に、
危機管理の枠組みと組織レジリエンス
の違いについて検討を加えていく。両
者の差異は、「組織が逆境に対処する
点」においてより表面化する（図 2）。

ここで組織レジリエンスの観点では、
不確実性や変化を排除していこうとす
るのではなく、それらを受け入れるた
めの学習とイノベーションを志向す
ることになる。そのためには、「あら
ゆる失敗から学んでいくためには、固定的な観念からは常に距離を置き、どのような場面でも柔
軟に対応するための適応能力を獲得することが、組織の発展につながる」という姿勢を有するこ
とが不可欠である。

一方、危機管理においては、鍵となる属性は、組織のルーティン・固定的な価値・記憶のよう
な、より安定的なものを重要視し、組織の決定的な関心は、安定的な領域の維持に関するものに
集中しているものとされる（Ruiting・Wenwen 2012, p.57）。つまり、ここにおいて変化は「不確
実性を高め、危機の可能性を上げる」ものとして忌避され、できるだけそうならないよう、組織
を静的なものとして捉える、またそう維持していくことが理想であるとされている。だからこそ、
これまで組織が得てきた記憶やルーティンを軸に組織を管理しようというスタンスが生まれるこ
とになる。

このことは、両者が根本的な目的としているもの、つまり、危機管理においては「損失の低減」、
組織レジリエンスにおいては「適応能力の獲得・醸成」という違いにおいてより一層明確なもの
となる。この価値基盤の違いは、当然のことながら組織対応過程においてもその差異をはっきり
とさせることになる。つまり、危機管理過程において組織は、その安定性の喪失を低減すること
にはなるであろうが、それにもかかわらず、不確実性と危機を通じた学習・実践における失敗か
らの学習・学習と受容を支えるための異なる知識体系の紐付け、といった活動は、緊密なフィー
ドバックループを前提とした協働と権限の共有に依存しがちになってしまう。他方、組織レジリ
エンスの観点では、組織は危機・変化を敢えて受容することによって、環境の不確実性と複雑性
を衰えさせるのではなく、むしろ促進させることになる。このことによって、組織レジリエンス
が更に高められ、危機後の成長の可能性も高まっていくと考えられる（Ruiting・Wenwen 2012, p.58）。

このように、危機管理的な思考では、損失を低減することが最重要課題であると設定されるた

　図 2　組織レジリエンスと危機管理の比較
　（Ruiting and Wenwen 2012, p.57 を参考に筆者作成）
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め、前例踏襲的で柔軟性に一定欠けるような価値判断がなされやすくなってしまう。その点組織
レジリエンスの捉え方では、組織が致命傷を負わないという意味において決定的な損失を回避す
るという指向性があることはその通りなのであるが、根本的な目的はそこにあるのではなく、組
織が危機・変化を経てより成長するための適応能力を獲得することにあるため、必然そこに至る
過程においてもより柔軟で多様な対応が取りやすい価値を優先する傾向にあることが理解できる。

4-3　組織レジリエンスの分析枠組み 
ここまで危機・大きな変化に組織が適応してくための概念として組織レジリエンスが存在し、

危機管理概念との差異を示しながらその特質
を述べてきた。そこで次に、そうした組織レ
ジリエンスを実際の実践場面において観察・
分析していく際の、分析枠組みに関する諸研
究に検討を加えていく。

まず菊地（2013）において、組織レジリエ
ンスを包括的に理解するための助けとして、
チームレベルのレジリエンス（1）という考
え方が提示されている。これは、組織構成員
が実践場面において何か行動をする際に、そ
の都度組織全体の状態に意識を向けることは稀であり、より身近な所属であるチームのスタンス
や特性に影響を受けやすいということから導出されている（菊地 2013, p.138）。そこから菊地は、

「組織・チーム・個人」という三層における個別のレジリエンスの相互作用によって組織レジリ
エンスを理解する必要があることを説いている（同）。その上で、組織全体におけるレジリエン
スを把握するための分析モデルとして図 3 を提示している。これは、先に示された「組織・チー
ム・個人」それぞれのレジリエンスから生まれる相互作用を、危機・変化が起きる前・起きてい
る最中・その後という時間区分において捉えるためのモデルとなっている。先述の通り、組織レ
ジリエンスは、危機・変化のときだけに有効な概念ではなく、平時やその後の回復・成長過程ま
でも含めた動的な概念であること、しかしながら、その時々において組織の選択する行動には違
いがあることを踏まえると、非常に理解しやすいものとなっている。

続いて、図 3 のモデルを企業組織という実践場面で捉え直したものが表 5 である。一見すると
9 つの場面がそれぞれ独立しているように思われるが、あくまでも中心的な役割を果たす対象に
振り分けているものであって、こうした事項が適切に進んでいくためには、やはり組織・チーム
・個人の相互作用が不可欠となってくることは留意すべきである。その上で、アクターごとに見
ていくと、組織レベルは主にメンバー全体の協調行動の全体となる理念浸透と対外周知が平時の
活動にあり、危機発生からは復旧作業の中で体外からリソースを獲得したり、外への貢献を行っ
ていくことで、より組織の結束を強めていくものと考えられている。続くチームレベルでは、目
標や価値観の共有を平時の業務活動の中で行いながら、危機発生から復旧活動の中でそれまで蓄
積してきた関係資本を円滑に発揮させ、将来に向けての学習につなげていくものと考えられる。
最後に個人レベルにおいては、組織・チームレベルで共有してきた価値観・目標を軸に通常の業
務活動を遂行していくことで、自身の組織におけるアイデンティティや自尊心を確立・向上させ
ていく中で、危機発生事態ではそれまでに構築してきたネットワークや信頼をベースに協調行動

図 3　 時系列と対象レベルの２次元マトリックス
の枠組み

　　（菊地 2013, p.29 より）
　　※図中の矢印は影響過程を表す。 
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に注力し、復旧段階に入る中でその成
功体験によってより組織へのアタッ
チメントを高め、組織のレジリエンス
に対する理解が深まっていくものと
捉えることができる。

次に、そうした組織・チーム・個人
間の相互作用によって作動する組織
行動を質的に把握するための枠組み
と し て、Lengnick-Hall・Beck（2005）
がある。彼らは、組織レジリエンスの
中心的な要素として、レジリエンス力

（resilience capacity）を提示する。それ
は、3 つの組織的特性（認知的レジリエンス・行動的レジリエンス・文脈的レジリエンス）（2）
から成っており、それらは「ある組織がそのレジリエンス力を開発する際に、不確実な状況をよ
り創造的に解釈し（認知的レジリエンス）、それゆえに、組織がこれまで行うことに慣れてきた
行動と、そうした枠組みから外れた自由な行動の双方について、より深く考えることができるよ
うになること（行動的レジリエンス）、そしてその行動は関係性と資源を利用するものであるこ
と（文脈的レジリエンス）」（p.750）という一連の組織動態として表現される（福畠 2018, p.102）。
この枠組みを用いることにより、危機や大きな変化に対しての組織的行動の背景に、組織全体と
してどのような意識・目的観の共有があったのか、またどのような環境要因が影響しているのか、
という文脈的要因を組み込んで組織動態を捉えやすくなっている。

そして最後に、先の 2 つの分析枠組みを、組織レジリエンスを把握するためのモデルとして展
開させたのが、福畠（2018）による組織レジリエンスモデルである（図 4）。これは、組織レジ
リエンスを捉えるために、「組織・チーム・個人」それぞれのレジリエンスを考慮しながら、そ
の相互関係を捉えていくという菊地（2013）の枠組みに立脚した上で、その相互作用の各場面に
おいて重要な要素をより詳細に捉えていくために、その組織動態を Lengnick-Hall・Beck（2005）
の「認知・行動・文脈レジリエンス」の軸を用いるものとなっている。更にそれに付加する形で、

表 5　 職場におけるレジリエンスの統合的理解のための
枠組み（菊地 2013, p.228 より）

図 4  組織レジリエンスモデル（福畠 2018, p.102 より）
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「認知・行動・文脈レジリエンス」のそれぞれの場面において、組織・チーム・個人がどのよう
な相互作用を発生させているのかという、組織動態をより質的に捉えるために、関係性ごとの影
響過程も念頭に置くものとして展開がなされている。

しかしながら、この図 4 のモデルにおいては、組織・チーム・個人が認知的・行動的・文脈的
レジリエンスのそれぞれの場面においてどういった要素が重要かは明示されていない。そこで、
図 4 における「組織・チーム・個人」×「認知・行動・文脈レジリエンス」の枠組みのそれぞれ
に、特に学校組織において重要と考えられる要素を加えたものが表 6 である。ここで、組織レベ
ルにおける要因は Lengnick-Hall・Beck（2005）、またチームレベル・個人レベルにおける要因は、
基本的に菊地（2013）が提示したものを採用しているが、教員個人の認知レベルにおける要素と
しては、紺野・丹藤（2006）において教師特有の個人レジリエンス要因として提示されていたた
め、そちらを採用した。

各アクターについてそれぞれ見ていくと、まず組織レベルにおいては、「組織の選択を支える
価値が強固であり、現
状を積極的に認知して
いる状態に加えて、安
定的な人的・組織的相
互関係が成立しており、
有形・無形双方の資源
へのネットワーク密度
が高い組織には、広範
で代替可能な選択のレ
パートリーが豊富に存
在し、不確実性の高い
状況に対してより適切
な対応を取ることを可能とする強いレジリエンス力が備わっている（福畠・備瀬 2018, p.7）」と
表現することができる。次にチームレベルであるが、基本的な構造は組織レベルのものと大きな
違いはないが、特に学校のようにチーム（学年・教科・分掌集団）で行動することが比較的多い
組織においては、ここでの要素がどれほど明確であるかということが、学校組織レジリエンスに
とって非常に重要であると考えられる。表 6 においては、チームのアイデンティティと役割が適
切に共有され、頻繁なコミュニケーションやチーム学習を通じて信頼関係とそれを基盤にした支
援・協力体制を構築することによって、危機や変化の際にも円滑な情報共有・チーム行動をする
ことができる、というイメージを提示することが可能である。最後に個人レベルであるが、紺野
・丹藤（2006）によれば、教員個人が組織のメンバーとして様々な困難に挑戦していくための要
因として、認知面では「お手本となるモデル教師の存在」・「あらゆる困難に対しての楽観性」が
重要であり、それを支える文脈的要素として、「支援的同僚の存在」・「様々なチャレンジができ
るように、十分な自律性が確保されていること」が必要であると説明されている。そこに組織レ
ジリエンス研究が挙げたその他の要因（「目標共有」・「役割認識」・「実際の取り組みを支える資
源の存在」）が加わることで、組織全体としての行動により円滑につながっていくと考えること
ができる。

認知的レジリエンス 行動的レジリエンス 文脈的レジリエンス

組織
・建設的な意思決定過程
・強いイデオロギーの同一性

・複雑で多様な行動リスト
・機能的な習慣

・深い社会関係資本
・広範な資源のネットワーク

チーム
・チーム目標の明確化と共有
・頻繁なコミュニケーション
・フィードバック

・職務の分析と明確化
・チーム学習
・知識・情報の共有
・職務遂行上の指示

・心理的安心感の構築
・信頼関係の構築
・支援・協力体制
・ムードメイカーの存在

個人

・モデルとなる教師の存在
・目標、方針の理解と認識
・役割認識
・楽観性

・振り返り、学習
・情報提供、収集
・役割行動

・自分を支持する人の存在
・ 教育実践に活用可能な資源の

存在
・十分な自律性の確保

表 6　学校組織レジリエンスの分析枠組
　　　 （Lengnick-Hall・Beck 2005, 紺野・丹藤 2006, 菊地 2013 を参

考に筆者作成）
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5　まとめ

ここまで、学校安全に関する施策等の背景にある「危機管理観」が、実際の危機対応の場面に
おいてその効果を十分に発揮することができない可能性があること、つまり、危機のみを前提と
し、その予防・対処も比較的受動的になってしまっているスタイルを指摘し、それに対して一つ
の示唆を与えうる考え方として、発生確率の低い危機よりも既に成功している日々の行動に焦点
化するという、「Safety- Ⅱ」の安全観を紹介し、その方が実践での運用が容易であることを述べた。
続いて、そのような安全観の転換を図った上で、種々の危機・変化に対して組織が柔軟に適応・
対処していくための具体的な要素を検討するための視座として、「レジリエンス」概念を取り上
げた。中でも、組織レジリエンスに関する諸研究を考察することによって、学校組織が実践場面
においてより円滑に適応・対処できるようにするための諸要素と、そうした組織動態を分析する
ための枠組みを仮説的に提示した。特に、これまでの危機管理概念と組織レジリエンス概念の違
いとして、危機管理的な思考では、損失を低減することが最重要課題であると設定されるため、
前例踏襲的で柔軟性に一定欠けるような価値判断がなされやすくなってしまうが、その点組織レ
ジリエンスの捉え方では、組織が致命傷を負わないという意味において決定的な損失を回避する
という指向性があることはその通りなのであるが、根本的な目的はそこにあるのではなく、組織
が危機・変化を経てより成長するための適応能力を獲得することにあるため、必然そこに至る過
程においてもより柔軟で多様な対応が取りやすい価値を優先する傾向にある、という点を明確に
した。

次に、本研究で得られた知見・視点は、以下の 3 点である。
①これまでの学校の危機管理の捉え方としては、「あらゆる危機を想定して、その対処法をで

きるだけ列挙し尽くす」ことに重点が置かれていた。しかしながら、不確実性の高い組織である
学校現場において、ほとんどのことを想定しながら運営していくことは非常に困難であり、危機
・変化に対して柔軟に適応していくことも肝要となってくる。また、危機だけに着目するのでは
なく、平時こそが「うまくいっている状態」であると捉え直し、その状態がなぜ成立しているの
かに着目しながら、この状態を維持することに注力していくという姿勢も現実的には必要となっ
てくる。

②危機管理概念は、当然のことながら「危機」のみに焦点を当てるものであるが、実際の学校
現場において危機管理概念が想定するような大きな危機はそれほど頻繁に起こることはなく、そ
こから組織学習や組織の発展につながるようなポジティブなループが描きにくい。それよりも、

「安全は、日々うまくいっていることを確実にすることによって達成される」と考える Safety-II
のスタンスの方が、学校の日常的な取り組みに還元しやすく、その射程も危機のその一点だけで
なく、組織の発展という未来にまで広げることが可能となる。

③レジリエントな組織が重要視してきた「平時の段階でどれだけ多様性・分散化・冗長性の確
保がなされているか」という視点は、近年学校組織運営において求められている「効率的な組織
運営」とは異なり、あらゆる種類の「ムダ」を許容する仕組みであることを示している。特に、
学校安全のような「不確実性と不可分な危機」というものを考えたときには、このような姿勢で
構えることが組織全体の安全を担保することになると考えられる。また、本稿の範囲外ではある
が、平時において一定以上のリソースを財政政策などによって担保することが、危機の回避・軽
減だけでなく組織の発展にもつながるという認識が広く共有されることによって、学校組織が抱
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える様々な困難（教員の多忙化や ICT を用いた学習の展開など）に対しての財政支援がしやす
くなるとも考えられる。

ただし、組織レジリエンスの構成要素・促進要因は、すべての組織において妥当するものでは
なく、その組織が置かれている文脈に大きく依存している、という点に留意すべきである。つま
り、ある組織で有効であった組織レジリエンスの要素が、別の組織の文脈においては効果がそれ
ほど感じられない、場合によっては逆効果となりうることもあるということに、自覚的であるこ
とが、その学校における組織レジリエンスを正確に把握するためには重要である。このことは、
学校安全において共通のマニュアルを作成しそれを実施することだけでは、その目的である学校
安全ですら達成しえないということを示唆している。

最後に、本研究の課題であるが、ここではあくまでも諸研究を基に一つのモデルを提示するに
とどまっており、実際の学校現場での態様からの実証まではできていない。今後は、このモデル
がどこまで実践場面において妥当的であるかを、実証的な調査を通して分析・解釈していくこと
が必要である。

【注】
（1） 「チームレベルのレジリエンスとは、個人のレジリエンスの概念を集団レベルに引き上げて、

チームに備わる回復力を捉えようとする概念である。（中略）チームに所属するメンバーの
職務レジリエンスの単なる総和ではなく、個人レベルには還元できない、チーム全体に備
わるものとしてのチームレジリエンスである」（菊地 2013, p.138）、「「チーム全体が困難な状
況に直面し、一時的に全体的に落ち込んだムードに陥ったり、士気が下がったり、緊張状
態になったりした際にも、再び元の状態に戻ることができるチームの力に対するメンバー
の信念」を指す」（菊地 2013, p.152）という形で説明されている。

（2） 認知的レジリエンスは、組織が今おかれている状況を解釈・分析し、その状況から回復・
成長するための実践を具体的に導出するために必要なものである。そして認知的レジリエ
ンスは、その下位要素に、「建設的なセンスメーキング（constructive sensemaking）」と「強
い思想的アイデンティティ（a strong ideological identity）」の 2 つを包含している（福畠 
2018, p.102）。

 次に行動的レジリエンスは、その下位要素に、「複雑で多様な行動リスト（a complex and 
varied action inventory）」と「機能的な習慣（functional habits）」の 2 つを包含している。

 最後に文脈的レジリエンスは、認知的レジリエンスと行動的レジリエンスを統合し、それ
らを適切に使用するための環境を提供するものであり、その下位要素として、「深い社会関
係資本（deep social capital）」と「広範な資源のネットワーク（broad resource networks）」の
2 つから構成されている（福畠 2018, p.97）。
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【研究ノート】

Abstract
The focus of this study is on the image of Student guidance and Counseling provided by 

teaching staff at support schools.
A survey was conducted on images of Student guidance and Counseling provided by teaching 

staff at special support schools.
The following tendencies were seen from the survey results.
* The tendency for there to be a negative image of Student guidance and Counseling compared 

with teaching staff at elementary, junior high and senior high schools aside from support schools 
especially towards the teaching staff at special support schools.

* The tendency for female teaching staff at support schools to have a negative image of Student 
guidance and Counseling compared with female teaching staff at elementary, junior high and se-
nior high schools aside from support schools was especially thought to be influenced by gender.

* The tendency of a negative image was seen but years of experience tended to create a positive 
image towards Student guidance and Counseling that the years of experience were long for teach-
ing staff members at support schools especially when the image was seen according to the years 
of experience, and were short for the opposite image.

Based on the survey results, the following two points were raised.
* A plan in which the perspective of guidance is incorporated into training for “ Student guid-

ance and Counseling “ for the teaching staff especially at support schools .
* Syllabus planning in which the perspective of guidance is incorporated at the stage of the 

teacher education courses of universities. 

特別支援学校の教職員の生徒指導に対する色彩イメージ

Color Image of the Teaching Staff of Special Support Schools Held towards 
“Student Guidance and Counseling” 

藤平　敦＊

FUJIHIRA Atsushi

＊ 日本大学文理学部・教授（前国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター・総括研究官）
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Ⅰ .　問題の所在

平成 29 年 3 月に告示された「小（中）学校学習指導要領」の第 1 章総則 第 4 の 11（「児童（生
徒）の発達を支える指導の充実」）には、「主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンス」
と「一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により、児童（生
徒）の発達を支援すること。」と明記されている。この場合のガイダンスとは、初歩的な説明を
するオリエンテーションの意味ではなく、「セルフガイダンス」の略語で、学校での生活面や学
習面等において、一人一人の児童生徒が、自ら課題解決できるように、（教職員が）導くという
意味である。

一方、この場合のカウンセリングとは、必ずしも、別室で教職員と児童生徒が 1 対 1 で行うの
みではなく、集団の場面においても、個別に支援をすることも含まれている。

このことは、平成 29 年 4 月に告示された「特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習
指導要領」（以下、「特別支援学校指導要領」とする。）第 1 章総則 第 5 節の 1 の（1）にも明記さ
れている。

ところで、教育基本法等の改正を踏まえて、約 30 年ぶりに、生徒指導の指針を示した『生徒
指導提要』（文部科学省 平成 22 年 3 月）では、「生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊
重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動
のことです。すなわち、生徒指導は、全ての児童生徒のそれぞれの人格のよりよい発達を目指す
とともに、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを
目指しています。」と生徒指導の意義を述べている。この内容は、どちらかというと、前述した「学
習指導要領」の総則で明記されたガイダンスに当てはまる。

また、改定された学習指導要領（小・中・高・特別支援学校）の総則には、「学習指導要領と
関連付けながら、生徒指導の充実を図ること」と明記されている（表 1~4 参照 / 下線部は筆者
による / 以下同様）。

表 1　小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）　　　

第 1 章 総則
第 4 児童の発達の支援
1 児童の発達を支える指導の充実
(2) 児童が , 自己の存在感を実感しながら , よりよい人間関係を形成し , 有意義で充実した学
校生活を送る中で , 現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう , 児童理解
を深め , 学習指導と関連付けながら , 生徒指導の充実を図ること。

表 2　中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）　　　

第 1 章 総則
第 4 生徒の発達の支援

1 平成 30 年 3 月に告示された「高等学校学習指導要領」では、第 1 章総則第 5 款の 1 の (1) に明記されている。
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1 生徒の発達を支える指導の充実
(2) 生徒が , 自己の存在感を実感しながら , よりよい人間関係を形成し , 有意義で充実した学
校生活を送る中で , 現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう , 生徒理解
を深め , 学習指導と関連付けながら , 生徒指導の充実を図ること。

表 3　高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）　　　

第 1 章 総則
第 5 款 生徒の発達の支援
1 生徒の発達を支える指導の充実
(2) 生徒が , 自己の存在感を実感しながら , よりよい人間関係を形成し , 有意義で充実した学
校生活を送る中で , 現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう , 生徒理解
を深め , 学習指導と関連付けながら , 生徒指導の充実を図ること。

表 4　特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領（平成 29 年 4 月告示）　　　

第 1 章 総則
第 5 節 児童又は生徒の調和的な発達の支援
1 児童又は生徒の調和的な発達を支える指導の充実
(2) 児童又は生徒が , 自己の存在感を実感しながら , よりよい人間関係を形成し , 有意義で充
実した学校生活を送る中で , 現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう ,
児童理解又は生徒理解を深め , 学習指導と関連付けながら , 生徒指導の充実を図ること。

さらに、中央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」（平成
27 年 12 月）では、チームとしての学校が求められる背景として、「社会や経済の変化は , 子供や
家庭 , 地域社会にも影響を与えている」として、「生徒指導や特別支援教育等を充実していく」
ことの必要性を明記している。また、「重要なことは , 生徒指導上の課題や特別支援教育の充実
等の課題は , 限られた子供たちだけの問題ではないということである。」とも明記している。

これらのことからも、「生徒指導は特別支援学校も含めて、全ての児童生徒を対象にして、教
職員全員で行うものである」ことを、教職員は改めて意識すべきであると考える。

しかしながら、生徒指導の意義を頭では理解をしていたとしても、実際の児童生徒への指導・
支援については、「生徒指導は、問題対応や課題を抱える児童生徒への支援をすること」である
と無意識的に考えて行動をしている教職員が少なくないと思われる。このことについては、各都
道府県等教育センターが実施した生徒指導に関する研修において、数多く開設された講座の中で、
内容についての上位項目は、対応に関する内容であることからも推測できる 2（表 5）。

2 参考 藤平敦「生徒指導に対する教職員の色イメージ - 教職員 ( 小・中・高 ) への質問紙調査を踏まえて -」教育実
践学会『教育実践学研究 第 21 号』 p.2 平成 30 年 4 月
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表 5  平成 25 年度 都道府県等教育センター等における「生徒指導」研修の講座内容の上位項目
講座内容の上位項目

① 　不登校問題に対する対応　 　  20.9%  
② 　児童生徒の問題行動対応     　11.2%  
③ 　発達障害に関わる問題        　9.2%       

出典 : 独立行政法人教員研修センター（現独立行政法人 教職員支援機構教員研修センター）の資料 を基に筆者が作成
* 独立行政法人教員研修センター（現独立行政法人 教職員支援機構教員研修センター）では、平成 26 年度以降は、各都道府県教育
センター等の研修状況については集約をしていない。

特別支援教育については、平成 19 年 4 月 1 日に「学校教育法の一部を改正する法律」が施行
され、小学校、中学校等においても特別支援教育を推進するための規定が位置づけられ、支援の
必要な児童生徒への教育の一層の充実が図られることになった。また、平成 20 年度に改訂され
た学習指導要領では、支援の必要な児童生徒に対して、幼稚園及び小学校、中学校等において、
必要に応じて「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成することが求められている。

このことから、「特別支援学校指導要領」では、「主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガ
イダンス」の必要性が明記されているものの、特別支援学校の教職員は、どちらかというと、個
別支援を主とした教育活動を行っていると推測できる。

潜在的に、教職員は生徒指導について、どのような印象を持たれているのかを確認するために、
筆者は小・中・高・特別支援学校の教職員計 6,584 人に、生徒指導（というネーミング）に対す
る印象について、色に置き換えて尋ねる質問紙調査 ( 平成 27 年 4 月~平成 28 年 3 月 ) を行った
3。色に置き換えて尋ねた理由については次のことからである。

近年、国や各自治体が行う教職員向けの生徒指導研修の内容は「早期対応」から「未然防止」
を重視する傾向が見られる。つまり、いじめの問題に置き換えて言うならば、たとえ、早期に（小
さな段階で）いじめを発見したとしても、その時点では、既に嫌な思いをしている子供がいるた
め、その前段階である未然防止を重視することで、いじめが起こりにくい環境を作り出すことが
大切であるという考え方である。一般的に未然防止は全ての子供を対象にするのに対して、早期
対応はいじめの問題に直接関わっている子供を対象にするものである。研修を受けた教職員は頭
では全員を対象にした未然防止の大切さを理解していたとしても、指導の過程において「無意識
的にいじめの問題に関わりそうな子供のみに意識が向いてしまったために、いじめが起こりにく
い環境をつくれなかったことが反省点である」といった（協議会等での）学校関係者の声（課題）
が少なくない。このことから、「生徒指導」という語に対するイメージを言葉で尋ねると、頭で
理解している未然防止的なイメージから来る回答が少なくないと予想できるが、（協議会等から
聞こえてくる学校関係者が指摘する課題から）実際の指導では未然防止が浸透しているとは考え
にくい。そこで、教職員の生徒指導に対する潜在的な印象を少しでも把握するために、色のイメ
ージで尋ねることにした。このことにより、少しでも理論と実践の乖離が小さくなることに結び
つけることを視野に入れているのである。

さて、本稿では、この調査における、特別支援学校の教職員（計 676 人）分のデータを抽出し、
実際の児童生徒への生徒指導において、特別支援学校の教職員はどのようなイメージを抱いてい

3 前掲書 2　pp.15-26
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るのかの確認を試みた。そして、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員が抱く生徒指
導のイメージと比較をすることで、今後の特別支援学校における生徒指導の在り方を考える基礎
資料とすることを目的とした。

なお、発達障害児を対象に実施した抽象的色嗜好及び色のイメージ実験をした論文には、「発
達障害児の色イメージに関する研究」（田中直人、岩田三千子、彦坂渉） 4 があるが、特別支援学
校に勤務されている教職員を対象にした、生徒指導に対する直観的なイメージを尋ねた調査は、
管見の限り見当たらないため、本調査は意義深いものと考える。

Ⅱ .　特別支援学校の教職員に対する質問紙調査の概要

筆者は平成 27 年 4 月~平成 28 年 3 月までの 1 年間に、全国の様々な地域で実施した生徒指導
に関する教職員研修会（小・中・高・特別支援学校の教職員対象）に講師として参加した際に、
講義の冒頭で、参加者に「生徒指導のイメージ色」について尋ねる質問紙調査を無記名で行った。
調査の概要は以下のとおりである。

1　実施期間　平成 27 年 4 月~平成 28 年 3 月

2　対象とした研修会数　46 回

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
3 回 4 回 7 回 3 回 10 回 2 回 4 回 4 回 4 回 2 回 2 回 1 回

3　対象となる総教職員数　*（　　　）は、そのうちの特別支援学校の教職員数
  6,584（676）人

なお、今回対象にした研修会は、全教職員を対象にした悉皆研修も含まれているため、調査対
象となる教職員は、必ずしも各学校の指導的な立場にある教職員のみではない。
 
4　対象とした研修会の地域

北海道地方、東北地方、関東地方、北陸地方、東海地方、関西地方、中国地方、九州地方
今回の調査では、四国地方の教職員の声を集めることはできなかった。しかし、ほぼ、全国の

教職員の声を集めることができたと考えられるため、一定の傾向を示すことができると考えられ
る。なお、特別支援学校の教職員の声も、四国地方を除いた全ての地区から集めることができて
いる。

5　対象とする研修会の分野
「生徒指導」、「教育相談」

4 田中直人、岩田 三千子、彦坂 渉 「発達障害児の色イメージに関する研究」『福祉のまちづくり研究第 17 号』2015 年
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6　調査項目
質問紙での主な項目は次のとおりである。なお、調査は無記名で行った。
　①フェイスシート・・・ 所属（記述式）、職名（記述式）、性別（選択式回答）、経験年数（記

述式回答）
　②「生徒指導を色に例えると何色ですか ?（1 色のみで回答をお願いします。）」
　③「②で回答した色を選んだ理由を簡潔に記述してください。」

7　その他
本稿では、特別支援学校に勤務をされている教職員（676 人）の回答結果のみとし、教育委員

会事務局及び教育センター等に勤務をされている特別支援教育担当指導主事の回答は対象外とし
た。

Ⅲ .　質問紙調査の集約結果

本稿では、特別支援学校に勤務をされている教職員計 676 人の回答結果を、1 全体、2 性別、
3 経験年数別　の 3 段階に分けて集約するとともに、前述したように、質問紙調査で得られた、
特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員計 5,847 人の回答結果との比較も試みた。

集約においては、質問紙に回答された色を、色の三属性を踏まえて、赤、黄、緑、青、紫、の
ように色味のある有彩色と、白、黒、グレーのように色味のない無彩色の 2 種類に分類した。さ
らに、有彩色を暖色（赤、だいだい、黄などのように暖かそうな色）、寒色（青緑、青、青紫な
どの冷たさを感じさせる色）、中性色（どちらにも属さない黄緑、紫などの色）に分類した。

ところで、山下（2008）は、人間の感情自体が色彩とどのように連関しているのかといったこ
とを体系的にする実験調査を試みている。その結果、色彩感情「喜楽・怒・哀・寛」が、個々の
人々の個別の感情の体験に関わらず、ある共通した傾向を抱くことが見られた。その傾向は「喜
楽・寛 = 暖色」であり、「怒・哀 = 無彩色」ということであった 5。 

この知見を踏まえて、本稿では、特別支援学校の教職員が選んだ色が、有彩色（暖色）の場合
には「肯定的回答」、無彩色の場合には「否定的な回答」と分類して整理をすることを試みた。

なお、回答では、有彩色（暖色）と無彩色と明確に判断できる回答のみを対象とし、複数回答
等の無効回答（7）は除外した。

また、教育委員会事務局及び教育センター等に勤務をされている特別支援教育担当指導主事の
回答も対象外とした。

1　全体での集約結果
　初めに、「生徒指導のイメージ色」の分類の集約結果を見てみることにする（表 6）。

5 山下真知子「感情からイメージされる色彩について─高齢者の回復期ケアを目的とした施設空間の色彩設計に関す
る研究─」『大手前大学論集 9』 pp.289-316.2008 年
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表 6　「生徒指導のイメージ色」の分類における回答実数と割合（全体）

色の分類等 特別支援学校の
教職員の回答実数と割合

特別支援学校を除いた
小・中・高等学校の教職員の回答実数と割合

有彩色（暖色） 178(26.33%) 1,926(32.93%)
有彩色（寒色） 131(19.37%) 1,037(17.73)
有彩色（中性色） 47(6.95%) 411(7.03)

無彩色 320(47.34%) 2,473(42.30)
有効回答実数 676(100.00%) 5,847(100.00%)

表 6 の「生徒指導のイメージ色」の分類における回答実数と割合からは、有彩色（暖色）と回
答した特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員の割合が 32.93% であるのに対して、特
別支援学校の教職員の割合は 26.33% と 6.60 ポイント低かった。

反対に、無彩色と回答した特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員の割合が 42.30%
であるのに対して、特別支援学校の教職員の割合は 47.34% と 5.04 ポイント高かった。

これらのことから、特別支援学校の教職員の方が、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の
教職員に比べて、生徒指導に対して否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

また、図 1 から、特別支援学校の教職員の約半数が、否定的なイメージを抱いていると言える。

2　性別での分析結果
次に、「生徒指導のイメージ色」の分類を性別に分けて見てみることにする（表 7）。

図 1 　特別支援学校と特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員の「生徒指導のイメージ色」
の分類比（全体）（%） 
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表 7  「生徒指導のイメージ色」の分類と回答実数と割合（性別）

色の分類等 特別支援学校の教職員の
回答実数と割合

特別支援学校を除いた小・中・高等
学校の教職員の回答実数と割合

男 女 男 女
有彩色（暖色） 76(22.22%) 107(32.04%) 831(20.83%) 1,121(60.33%)
有彩色（寒色） 74(21.64%) 66(19.76%) 706(17.70%) 309(16.63%)

有彩色（中性色） 14(4.09%) 29(8.68%) 369(9.25%) 46(2.48%)
無彩色 178(52.05%) 132(39.52%) 2,083(52.21%) 382(20.56%)

有効回答実数 342(100.00%) 334(100.00%) 3,989(100.00%) 1,858(100.00%)

表 7 からは、有彩色（暖色）と回答した特別支援学校の女性の教職員の割合が 32.04% である
のに対して、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の女性の教職員の割合は 60.33% と約 2 倍
であった。

反対に、無彩色と回答した特別支援学校を除いた小・中・高等学校の女性の教職員の割合が
20.56% であるのに対して、特別支援学校の女性の教職員の割合は 39.52% と約 2 倍であった。

これらのことから、特別支援学校の女性の教職員の方が、特別支援学校を除いた小・中・高等
学校の女性の教職員に比べて、生徒指導に対して否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

なお、男性の教職員については、特別支援学校の教職員も、特別支援学校を除いた小・中・高
等学校の教職員も、生徒指導に対するイメージは同じように否定的であると言える。

また、図 2 からは、特別支援学校の男性の約半数の教職員が、生徒指導に対して否定的なイメ
ージを抱いており、図 3 からは、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の女性の約 6 割の教職
員が生徒指導に対して肯定的なイメージを抱いていると言える。

図 2　特別支援学校の教職員の「生徒指導のイメージ色」の分類比（性別）（%）  
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4　経験年数別での集約結果

次に、「生徒指導のイメージ色」の分類を経験年数別に分けて見てみることにする（表 8）。

なお、本稿では便宜上、経験年数 10 年未満を「若手教職員」、11 年~20 年を「中堅教職員」、
21 年以上を「ベテラン教職員」とした。
  

特別支援学校の教職員における経験年数別での集約結果は表 8 と図 4 のとおりである。

表 8  特別支援学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の分類と回答実数と割合
　　（経験年数別）

「若手教職員」
（10 年未満）

「中堅教職員」
（11 年~20 年）

「ベテラン教職員」
（21 年以上） 計

有彩色（暖色） 49(23.33%) 68(25.09%) 61(30.65%) 178(26.33%)
有彩色（寒色） 40(19.05%) 61(22.85%) 30(15.59%) 131(19.37%)

有彩色（中性色） 15(7.14%) 12(4.49%) 20(10.05%) 47(6.95%)
無彩色 109(51.91%) 127(47.57%) 84(42.21%) 320(47.34%)

有効回答実数 213(100.00%) 268(100.00%) 195(100.00%) 676(100.00%)

図 3　特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員の「生徒指導のイメージ色」の分類比
　　　（性別）（%）
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表 8 と図 4 からは、特別支援学校の教職員は、経験年数が長いほど、有彩色（暖色）と回答し

た割合が高く、反対に、経験年数が短いほど、無彩色と回答した割合が高いことが見て取れる。
これらのことから、特別支援学校の教職員は、経験年数が長いほど、生徒指導に対して肯定的

なイメージを抱く傾向があり、反対に、経験年数が短いほど、否定的なイメージを抱く傾向があ
ると言える。

特に、特別支援学校の「若手教職員」の約半数が、生徒指導に対して否定的なイメージを抱い
ていることが見て取れる。

比較の観点から、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員における経験年数別での集
約結果は表 9 と図 5 のとおりである。

表 9 　特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の
分類と回答実数と割合（経験年数別）

「若手教職員」
（10 年未満）

「中堅教職員」
（11 年~20 年）

「ベテラン教職員」
（21 年以上） 計

有彩色（暖色） 1,105(63.7%) 611(22.47%) 210(15.08%) 1,926(32.93%)
有彩色（寒色） 230(13.26%) 567(20.85%) 240(17.23%) 1,037(17.73%)

有彩色（中性色） 131(7.55%) 105(3.86%) 175(12.56%) 411(7.03%)
無彩色 269(15.50%) 1,436(52.81%) 768(55.13%) 2,473(42.30%)

有効回答実数 1,735(100.00%) 2,719(100.00%) 1,393(100.00%) 5,847(100.00%)

図 4  特別支援学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の分類と回答実数と割合
　　　（経験年数別）（%）
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表 9 と図 5 からは、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の「若手教職員」の約 6 割が有彩
色（暖色）と回答した割合が高く、「中堅教職員」と「ベテラン教職員」の半数以上が無彩色と
回答した割合が高いことが見て取れる。

これらのことから、特別支援学校を除いた小・中・高等学校では、「若手教職員」の約 6 割が
生徒指導に対して肯定的なイメージを抱いており、「中堅教職員」と「ベテラン教職員」の約半
数が、否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

5　選んだ色の理由に対する集計結果
最後に、各自が選んだ「生徒指導のイメージ色」の理由については、自由記述であるため、3

つの有彩色と無彩色を、性別、経験年数別にそれぞれ分類して整理をすると、かなりの散らばり
が見られたため、ここでは、全体のみで、有彩色（暖色）と無彩色を、それぞれ肯定的回答と否
定的回答であると判断できたもののみを記述することにした。具体的な回答例としては、「生徒
指導は子供の輝きを伸ばすイメージであることから、青」などは肯定的であると判断した。一方、

「生徒指導は子供の心の中にある善悪の二面性に関わらなくてはならないので、グレー」などは、
否定的であると判断した。

なお、特別支援学校の教職員の回答では、肯定・否定の班別不能（44）と理由について無回答
及び無効回答（29）を除外した。

特別支援学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の肯定、否定別理由での集約結果は
表 10 のとおりである。

図 5  特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員の「生徒指導のイメージ色」の分類比
　　（経験年数別）（%）
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 表 10 　特別支援学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の肯定、否定別理由と回答
実数（全体）

肯定的回答理由 否定的回答理由 計
有彩色（暖色） 141(100.00%) 8(2.82%) 149(35.06%)

無彩色  0(0.00%) 276(97.18%) 276(64.94%)
有効回答実数 141(100.00%) 284(100.00%) 425(100.00%)

表 10 からは、有彩色（暖色）では、肯定的理由が 10 割を占め、無彩色では、否定的理由が、
ほぼ 10 割を占めていることが確認できる。

参考までに、少数ではあるが、有彩色（暖色）での否定的な回答理由には、「赤 = 危ない」、「赤
= 危険信号」、「青 = 暴走」というものが見られた。

比較の観点から、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員における「生徒指導のイメ
ージ色」の肯定、否定別理由集約結果は表 11 のとおりである。

なお、表 10 と同様に、肯定・否定の班別不能（1,582）と理由について無回答及び無効回答（638）
を、それぞれ除外した。

表 11 からは、有彩色（暖色）では、肯定的理由が 10 割を占め、無彩色では、否定的理由が約
9 割を占めていることが確認できる。

参考までに、無彩色での肯定的な回答理由には、「黒 = 意思が強い」、「グレー = 落ちついた感
じがある」というものが見られた。

Ⅳ .　まとめと問題提起

1　まとめ
本稿では、筆者が平成 27 年 4 月~平成 28 年 3 月までの 1 年間に実施した「生徒指導のイメー

ジ色」について尋ねる質問紙調査の中から、特別支援学校の教職員、計 676 人分のデータを抽出
し、実際の児童生徒への生徒指導に対してどのようなイメージを持たれているのかの確認を試み
た。

データについては、1 全体、2 性別、3 経験年数別　の 3 段階に分けて、有彩色（暖色、寒色、
中間色）と無彩色の 2 種類に分類して集約を試みた。また、特別支援学校を除いた小・中・高等
学校の教職員の持つ生徒指導のイメージと比較をすることも試みた。

その結果、以下のことが見られた。

表 11 　特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員における「生徒指導のイメージ色」の
肯定、否定別理由と回答実数（全体）

肯定的回答理由 否定的回答理由 計
有彩色（暖色） 1,613(100.00%) 151(6.89%) 1,764(46.36%)

無彩色  0(0.00%) 2,041(93.11%) 2,041(53.64%)
有効回答実数 1,613(100.00%) 2,192(100.00%) 3,805(100.00%)
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（1）全体で見ると、「生徒指導のイメージ色」の分類において、有彩色（暖色）と回答した教
職員の割合は、特別支援学校の教職員よりも、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の教職員
の方が高かった。

反対に、無彩色と回答した教職員の割合は、特別支援学校の教職員の方が、特別支援学校を除
いた小・中・高等学校の教職員よりも高かった。

これらのことから、特別支援学校の教職員の方が、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の
教職員に比べて、生徒指導に対して否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

（2）性別で見ると、「生徒指導のイメージ色」の分類において、有彩色（暖色）と特別支援学
校を除いた小・中・高等学校の女性の教職員の割合は、特別支援学校の女性の教職員の割合の約
2 倍であった。

反対に、無彩色と回答した特別支援学校の女性の教職員の割合は、特別支援学校を除いた小・
中・高等学校の女性の教職員の割合の約 2 倍であった。

これらのことから、特別支援学校の女性の教職員の方が、特別支援学校を除いた小・中・高等
学校の女性の教職員に比べて、生徒指導に対して否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

また、特別支援学校の男性の約半数の教職員が、生徒指導に対して否定的なイメージを抱いて
おり、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の女性の約 6 割の教職員が生徒指導に対して肯定
的なイメージを抱いていると言える。

（3）経験年数別で見ると、「生徒指導のイメージ色」の分類において、特別支援学校の教職員は、
経験年数が長いほど、有彩色（暖色）と回答した割合が高く、反対に、経験年数が短いほど、無
彩色と回答した割合が高いことが見られ、特に、特別支援学校の「若手教職員」の約半数が、生
徒指導に対して否定的なイメージを抱いていることが見られた。

これらのことから、特別支援学校の教職員は、経験年数が長いほど、生徒指導に対して肯定的
なイメージを抱く傾向があり、反対に、経験年数が短いほど、否定的なイメージを抱く傾向があ
ると言える。

また、特別支援学校を除いた小・中・高等学校の「若手教職員」の約 6 割が有彩色（暖色）と
回答した割合が高く、「中堅教職員」と「ベテラン教職員」の半数以上が無彩色と回答した割合
が高いことが見られた。

これらのことから、特別支援学校を除いた小・中・高等学校では、「若手教職員」の約 6 割が
生徒指導に対して肯定的なイメージを抱いており、「中堅教職員」と「ベテラン教職員」の約半
数が、否定的なイメージを抱く傾向があると言える。

2　問題提起
前述したように（表 1~4）、改定された小・中・高・特別支援学校の「学習指導要領」の総則

には、「生徒 6 が , 自己の存在感を実感しながら , よりよい人間関係を形成し , 有意義で充実した
学校生活を送る中で , 現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう , 生徒理解
を深め , 学習指導と関連付けながら 7, 生徒指導の充実を図ること。」と明記されている。生徒指
導は学力検査などのように、決して数値で計れるものではないが、学習意欲や他者との協調性な
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ど、学習指導を支える役割がある。したがって、生徒指導は学習指導の場で育まれるものである
と言える。そうであるならば、課題を抱える児童生徒のみを対象にした対応型の生徒指導ではな
く、全ての児童生徒を対象にしたガイダンスをより重視すべきであろう。もちろん、一人一人が
抱える課題に個別に対応する生徒指導も必要である。しかし、どちらかというと、各自治体の生
徒指導施策等では、個別対応型の生徒指導に軸足が置かれていることは否めないことである。

特に、今回の「生徒指導の色イメージ」の調査からもわかるように、特別支援学校の教職員は、
特別支援学校を除いた教職員に比べて、生徒指導に対して否定的なイメージを抱いていることが
見られた。特に、10 年未満の「若手教職員」には、その傾向が顕著に見られていた。

そこで、以下の 2 つのことを問題提起したい。

（1） 特別支援学校の教職員を対象にした研修において、「生徒指導」という冠が付いた研修以外
にも、ガイダンスの視点を組み入れた計画を立てる

　　 　教職に着いた後の、特別支援学校の教職員を対象にした、各地域における行政主体の教職
員研修においては、「生徒指導」という冠が付いた研修のみならず、「管理職研修」や「年次
研修」、また、「教務主任研修」等で、授業を含めたあらゆる教育活動にガイダンスの視点を
組み入れた研修計画が、これまで以上に必要であると考える。

（2）大学の教員養成課程の段階において、ガイダンスの視点を組み入れた授業計画を立てる

　　 既に、日々、児童生徒を対象に教育活動を行っている特別支援学校の教職員に対して、教職
員研修の中で「生徒指導は問題対応のみではない・・・」などと、生徒指導の意義を伝える
こと自体、働きかけが遅いと言わざるを得ないと考える。そこで、大学の教員養成課程の段
階で、それも、「生徒指導」に関わる講座のみならず、全ての教職課程の講義の中でガイダ
ンスの視点を入れた講義計画（シラバス）を立てることが不可欠であると考える。特に、各
学科で取得できる教科の「○○科教育法」の講義においても、ガイダンスの視点を組み入れ
た講義計画が大切であると考える。例えば、「○○科教育法」の 15 回の講義のうち 1 回を、
必ずしも生徒指導の専門家ではない担当者が、講義を行うことはとても意義深いことである
と言える。なぜならば、そのこと自体が、改定された「学習指導要領」に明記されている「学
習指導と関連付けながら , 生徒指導の充実を図る」ことであるのではないだろうか。

6 小学校の学習指導要領では、児童である。
7 下線部は筆者による
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【研究ノート】

Abstract
From the results of previous research, it is known that Japanese students have been able to 

make high achievements in science internationally, but at the same time it has been pointed out 
that their motivation and interest in scientific learning is low (Ogura, 2008). Therefore, in this 
paper, the author focused on motivation in the scientific learning of Japanese students and clari-
fied its features.

In analyzing the motivation and interest of 15-year-old Japanese students regarding scientific 
literacy, the author used data from the student questionnaire of PISA 2015 and PISA 2006 pub-
lished on the OECD website. In this paper, among the PISA 2015 student questionnaire items, the 
following three indicators were taken as indicators related to motivation: “enjoyment of science”, 
“self-efficacy in science”, and “instrumental motivation for learning science”. Furthermore, the 
author analyzed the secular change in the tendency of responses in each index over time, and the 
relationship between the responses and the score of scientific literacy.

As a result of the analysis, where Japanese students’ positive responses to “enjoyment of sci-
ence” had been considered to be lower in the past (National Institute for Educational Policy Re-
search, 2007, 2016), it became clear that in terms of “enjoyment of science” there was a larger 
numerical difference between the average score of positive respondents and negative respondents 
of scientific literacy than in the case of “instrumental motivation for learning science”. Next, the 
difference in scores between positive and negative respondents was smaller from 2006 to 2015 
with both “enjoyment of science” and “instrumental motivation for learning science”. However, 
it was found that the average score difference between positive and negative respondents was still 
larger in “enjoyment of science” than in “instrumental motivation for learning science”. Further-
more, it became clear that the Japanese students’ positive response rate towards “self-efficacy in 
science” was very low in both 2006 and 2015, and it can be explained as a modest response 
tendency (Yamada, 2019).

PISA2015から見る日本の 15歳生徒の理科学習における動機付け

Motivation in the Learning Sciences among 15-Year-Old Japanese Students from PISA 2015 

猿田かほる＊

SARUTA Kahoru 

＊ 国際共同研究室・国際調査専門職
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1　はじめに

2016 年 12 月 21 日に中央教育審議会から出された答申では，「（前略）我が国が，科学技術・
学術研究の先進国として，将来にわたり存在感を発揮するとともに成果を広く共有していくため
には，子供たちが，卓越した研究や技術革新，技術経営などの新たな価値の創造を担うキャリア
に関心を持つことができるよう，理数科目等に関する学習への関心を高め，裾野を広げていくこ
とも重要である。（後略）」（中央教育審議会，2016: 39）とされている。このように，理数科目等
の学習への関心を高めることが重要だと述べられており，科学技術のイノベーションに何らかの
形で関わることへの関心や態度の涵養をはかることが求められていると言えよう。

OECD が実施する国際的な学習到達度に関する調査「生徒の学習到達度調査」（Programme for 
International Student Assessment，以下 PISA）では，キー・コンピテンシーという概念のもとで科
学的リテラシー，数学的リテラシー，読解力の各 3 分野のキー・コンピテンシーが測られている。
PISA2015 年調査において科学的リテラシーは，「思慮深い市民として，科学的な考えを持ち，科
学に関連する諸問題に関与する能力」（国立教育政策研究所，2016: 70）と定義づけられている。

日本の生徒の科学的リテラシーは，これまでの調査結果から国際的に高いレベルにあるという
ことが分かっているが，その一方で，科学的リテラシーに関する意欲・関心は低いということが
多く指摘されている（例えば小倉，2008）。PISA2015 の生徒質問調査においても，生徒の科学に
対する態度が国際的に見て低いレベルにあることが分かっている。具体的には，生徒の科学に対
する態度に関する指標の中で，「科学の楽しさ」，「理科学習に対する道具的な動機付け」，「理科
学習者としての自己効力感」，「科学に関連する活動」について日本の生徒を OECD 平均と比較
すると，各指標に対する肯定的な回答の割合が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）。そこで本稿では，科学的リテラシーに関する意欲・関心の中でも，日本の生徒
の理科学習における動機付けに着目し，その特性を明らかにする。

2. 目的

本稿は，PISA2015 年調査及び PISA2006 年調査の生徒質問調査のデータを用いて日本の生徒の
理科学習における動機付けを分析し，その特徴を考察することを目的とする。

3. 方法

日本の 15 歳生徒の科学的リテラシーに関する意欲・関心を分析するにあたって，OECD のウ
ェブサイト上で公開されている PISA2015 及び PISA2006 の生徒質問調査のデータを使用した。
PISA2015 報告書（国立教育政策研究所，2016）では，無回答及びその他を除いた有効回答のみ
で 100% となるように処理した回答率を用いているが，本稿ではデータの明確性を確保するため
に，OECD ウェブサイト上で公開されている Compendia に記載されている無回答及びその他も含
めて 100％となる数値を回答率としてそのまま使用している。

本稿では PISA2015 年調査における生徒質問調査の調査項目のうち，動機付けに関する指標と
して「科学の楽しさ」指標，「理科学習者としての自己効力感」指標，「理科学習に対する道具的
な動機付け」指標の 3 つを取り上げた。そして，各指標における回答傾向の経年比較，及び回答
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と科学的リテラシーの得点との関係を分析した。
上記 3 つの指標を構成する各質問項目に対して行った統計的な検討として具体的には，まず各

指標を構成する質問項目における肯定回答率の 2006 年から 2015 年にかけての経年変化について，
正規分布を用いて比率の差を検定した（検定 1）。また，選択肢別の科学的リテラシーの平均得
点の経年変化について，正規分布を用いて平均値の差の検定を行った（検定 2）。そして，選択
肢 1 と選択肢 4 の科学的リテラシーの平均得点の差の経年変化についても，正規分布を用いて平
均値の差の検定を行った（検定 3）。さらに，肯定回答者（選択肢 1 ＋選択肢 2）及び，否定回答
者（選択肢 3 ＋選択肢 4）の科学的リテラシーの平均得点については，各選択肢に対する回答率
を重みとして処理を行った加重平均得点を算出した上で，2006 年から 2015 年にかけての加重平
均得点の差を正規分布を用いて検定した（検定 4，検定 5）。さらに 3 つの指標における検定 1～
5 までの結果を受けて，2015 年の「科学の楽しさ」指標と「理科学習に対する道具的な動機付け」
における肯定回答者と否定回答者の加重平均得点の差について，正規分布を用いて検定し（検定
6），2006 年から 2015 年にかけての各指標の肯定回答者と否定回答者の加重平均得点差について
も，正規分布を用いて検定を行った（検定 7）。

PISA 調査では，サンプルから取得したデータの単なる集計ではなく，母集団を的確に反映し
た推定値を得るために，サンプルに適当な重みを与えて集計し，さらには重みを変えて複数回繰
り返すことによって母数とその標準誤差を算出している（国立教育政策研究所，2016）。このよ
うな手順で算出された値は、基本的にサンプル数との関わりはなく、そのため、検定でも通常の
サンプル数に基づく方法とは異なった手順が用いられる。有効回答数は 2015 年は 6647、2006 年
は 5952 である。OECD のウェブサイトには生徒質問調査の選択肢別の回答率，選択肢別の科学
リテラシーの平均得点と標準誤差が与えられており，本研究の解析は全てこれらの数値を用いて
いる。なお，科学的リテラシー平均得点の年度間比較を行う場合には，年度間の得点調整に伴う
誤差を考慮する必要があり，ここでは「リンクエラー」として推定された値を用いている。

3.1．「科学の楽しさ」指標
「科学の楽しさ」指標は「生徒が科学に関して何かをしたり学んだりすることを楽しみながら

行っているかを測定する。学習に対する動機付けは，関心と楽しみに基づき，生徒の取組，学習
活動，成績，進路選択に影響を与える。科学の楽しさは，内発的動機付けと考えることができる」

（国立教育政策研究所 2016: 127）。
2015 年調査の生徒質問調査の問 42（ST094）では，「科学の楽しさ」指標に関する 5 つの項目

について「あなたは，次のことについてどの程度そうだとおもいますか。」と尋ねている。この
指標は，2006 年調査の生徒質問調査の問 12（ST16）と対応しており，指標を構成する 5 つの項
目全てにおいて経年比較可能である。用いられている選択肢は，選択肢 1：「まったくそうだと
思う」，選択肢 2：「そうだと思う」，選択肢 3：「そうは思わない」，選択肢 4：「まったくそうは
思わない」の 4 つである。選択肢のうち，選択肢 1，2 は肯定回答，選択肢 3，4 は否定回答であ
る。肯定的な回答では，選択肢 1 は強い肯定，選択肢 2 は控えめな肯定であり，否定的な回答で
は選択肢 4 は強い否定，選択肢 3 は控えめな否定である。また，「（3）科学についての問題を解
いている時は楽しい」について，2006 年と 2015 年の日本語表記は同じであるが，2006 年と
2015 年の英語表記 には変更があったため，厳密な意味では経年比較はできない（国立教育政策
研究所 , 2016: 130 表 2.6.2. 脚注参照）。
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（1）科学の話題について学んでいる時は，たいてい楽しい
 （2015：ST094Q01NA，2006：ST16Q01）

（2）科学についての本を読むのが好きだ  （2015：ST094Q02NA，2006：ST16Q02）
（3）科学についての問題を解いている時は楽しい （2015：ST094Q03NA，2006：ST16Q03）
（4）科学についての知識を得ることは楽しい     （2015：ST094Q04NA，2006：ST16Q04）
（5）科学についてを学ぶことに興味がある       （2015：ST094Q05NA，2006：ST16Q05）

3.2．「理科学習者としての自己効力感」指標
「理科学習者としての自己効力感」指標は「生徒が現実世界の中で科学の知識を使う状況にお

いて自身の能力をどの程度信頼しているかを測定する。理科学習者としての自己効力感は，生徒
の動機付け，学習行動，将来に対する全般的な期待と生徒の成績と関係がある」（国立教育政策研
究所 2016: 127）。

2015 年調査の生徒質問調査の問 45（ST129）では，「理科学習者としての自己効力感」指標に
関する 8 つの項目について「あなたは，次の課題を自分自身でするとしたら，どの程度できると
思いますか。」と尋ねている。この指標は，2006 年調査の生徒質問調査の問 13（ST17）と対応
しており，指標を構成する 8 つの項目全てにおいて経年比較可能である。用いられている選択肢
は，選択肢 1：「簡単にできる」，選択肢 2：「少し努力すればできる」，選択肢 3：「とても大変で
ある」，選択肢 4：「できない」の 4 つである。選択肢のうち，選択肢 1，2 は肯定回答，選択肢 3，
4 は否定回答である。肯定的な回答では，選択肢 1 は強い肯定，選択肢 2 は控えめな肯定であり，
否定的な回答では選択肢 4 は強い否定，選択肢 3 は控えめな否定である。

（1）健康問題を扱った新聞記事を読んで，何が科学的に問題なのかを読み取ること
     （2015：ST129Q01TA，2006：ST17Q01）

（2）地震がひんぱんに発生する地域とそうでない地域があるのはなぜかについて説明すること    
 （2015：ST129Q02TA，2006：ST17Q02）

（3）病気の治療で使う抗生物質にはどのような働きがあるかを説明すること
     （2015：ST129Q03TA，2006：ST17Q03）

（4）ゴミ捨てについて，何が科学的な問題なのかがわかること
     （2015：ST129Q04TA，2006：ST17Q04）

（5）環境の変化が，そこに住む特定の生物の生存にどのように影響するかを予測すること
     （2015：ST129Q05TA，2006：ST17Q05）

（6）食品ラベルに表示されている科学的な説明を理解すること
     （2015：ST129Q06TA，2006：ST17Q06）

（7） 火星に生命体が存在するかについて，これまで自分で考えていたことが，新発見により　
どう変わってきたかを議論すること      （2015：ST129Q07TA，2006：ST17Q07）

（8）酸性雨の発生の仕方に関して二つの説があった時に，そのどちらが正しいか見極めること
 （2015：ST129Q08TA，2006：ST17Q08）
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3.3．「理科学習に対する道具的な動機付け」指標 
「理科学習に対する道具的な動機付け」指標は「学習に対する動機付けのうち，生徒の外発的

動機付けと考えることができる。生徒が理科の学習を自分の将来にとって重要だと考えているか
を測定する。道具的動機付けは，生徒の課程選択，進路選択，成績の重要な予測因子である」（国
立教育政策研究所 2016: 127）。

2015 年調査の生徒質問調査の問 44（ST113）では，「理科学習に対する道具的な動機付け」指
標に関する 4 つの項目について尋ねている。この指標は，2006 年調査の生徒質問調査の問 31

（ST35）と対応しており，指標を構成する 4 つの項目のうち 2 つの項目で経年比較可能であるため，
本稿では比較可能な以下の 2 つの質問項目のみを選定した。そのため，「理科学習に対する道具
的な動機付け」指標は 2 項目から構成されており内容的には限定的であるということに留意され
たい。また，分析，考察にあたってはその点を考慮した。

用いられている選択肢は，選択肢 1：「まったくそうだと思う」，選択肢 2：「そうだと思う」，
選択肢 3：「そうは思わない」，選択肢 4：「まったくそうは思わない」の 4 つである。選択肢のう
ち，選択肢 1，2 は肯定回答，選択肢 3，4 は否定回答である。肯定的な回答では，選択肢 1 は強
い肯定，選択肢 2 は控えめな肯定であり，否定的な回答では選択肢 4 は強い否定，選択肢 3 は控
えめな否定である。

（1）将来自分の就きたい仕事で役に立つから，努力して理科の科目を勉強することは大切だ
 （2015：ST113Q01TA，2006：ST35Q01）

（3） 理科の科目を勉強することは，将来の仕事の可能性を広げてくれるので，私にとってや
りがいがある  （2015：ST113Q03TA，2006：ST35Q04）

4. 分析結果

4.1 「科学の楽しさ」指標の分析結果
（1）回答率の経年変化：やや減少傾向にある

2015 年調査と 2006 年調査の回答率を経年比較した結果をグラフで示した（図表 2 参照）。
2015 年と 2006 年の日本の肯定回答率 を比較すると，(1)，(5) では有意水準 5% で，(4) では有
意水準 1％で，2006 年から 2015 年にかけて肯定回答率が減少している（(1)：p>0.042，(4)：
p>0.042，）(5)：p>0.042）。一方，(3) については 1％有意水準で肯定回答率が増加している（図
表 1 検定 1 参照）。したがって，全体としては「科学の楽しさ」指標における肯定回答率はやや
減少している傾向があると言えよう。

（2）科学的リテラシー平均得点の経年変化：科学が楽しいと回答した方が得点が高い
2006 年よりも 2015 年の方が「科学の楽しさ」指標に関する質問項目に対する各選択肢におい

て平均得点が高く，また，「科学の楽しさ」に対する回答が肯定的なほど得点が高い傾向がある（図
表 1 検定 2，図表 3 参照）。選択肢 1 と選択肢 4 の間の平均得点の差は 2006 年から 2015 年にか
けて，5 つの質問項目全てにおいて縮小している（図表 1 検定 3 参照）。その中でも特に，(1) は
選択肢 1 と選択肢 4 の間の平均得点の差が 2006 年の 113 点から 2015 年の 86 点へと 27 点縮小し
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ている（5% 有意，p>0.017）。上述のことは，2015 年の「科学の楽しさ」指標と科学的リテラシ
ーの平均得点との関連が 2006 年よりも弱まっていることを示す。

さらに，選択肢 4「まったくそうは思わない」と回答した生徒の平均得点の 2006 年から 2015

年にかけての増加が，他の選択肢と比べて大きい（図表 3 参照）。このことには，選択肢 4 と回
答した生徒の割合が 5 つの質問項目全てにおいて有意に増加したことが関連していると思われる

（図表 1 検定 2 参照）。さらに，検定 4 及び検定 5 の結果から，肯定回答者の加重平均得点よりも
否定回答者の加重平均得点の方が 2006 年から 2015 年にかけて増加していることが明らかとなっ
た（図表 1 検定 4，5 参照）。つまり，下位層の一部に偏っていた選択肢 4 の回答者が得点の高い
層に広がってきたのではないかと思われる。

図表 1　検定結果「科学の楽しさ」
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図表 2　「科学の楽しさ」の回答率の経年変化（日本）

出典：PISA2015 Database Compendia より作成
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4.2. 「理科学習者としての自己効力感」指標の分析結果
（1）回答率の経年変化：半分以上の項目において肯定回答率が増加

2015 年調査と 2006 年調査の回答率を経年比較した結果をグラフで示した（図表 5 参照）。8 つ
の質問項目のうち，「（2）地震がひんぱんに発生する地域とそうでない地域があるのはなぜかに
ついて説明すること」，「（3）病気の治療で使う抗生物質にはどのような働きがあるかを説明する
こと」，「（5）環境の変化が，そこに住む特定の生物の存在にどのように影響するかを予測するこ
と」，「（6）食品ラベルに表示されている科学的な説明を理解すること」，「（7）火星に生命体が存
在するかについて，これまで考えていたことが，新発見によりどう変わってきたかを議論するこ
と」の 5 つの質問項目において，2006 年から 2015 年にかけて肯定回答率が増加しており，その
うち（5）を除いた他の 4 つの項目における肯定回答率の年度間の差が有意に増加している。一方，

図表 3　「科学の楽しさ」に対する科学的リテラシーの選択肢別平均得点（日本）

出典：PISA2015 Database Compendia より作成
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「（1）健康問題を扱った新聞記事を読んで，何が科学的に問題なのかを読み取ること」，「（4）ゴ
ミ捨てについて，何が科学的な問題なのかがわかること」，「（8）酸性雨の発生の仕方に関して二
つの説があった時に，そのどちらが正しいか見極めること」の 3 つの質問項目では，肯定回答率
が有意に増加しており，質問項目によって増加したもの，減少したもの様々で，一貫した傾向は
見られない（図表 4 検定 1 参照）。

（2）科学的リテラシー平均得点の経年変化：自己効力感は得点にあまり影響なし
図表 5 は「理科学習者としての自己効力感」指標の選択肢別の各分野の平均得点の 2006 年と

2015 年の経年変化について示している。全体的にみると，2006 年よりも 2015 年の方が 8 つの選
択肢全てにおいて，日本の生徒の平均得点は増加傾向にある。中でも特に，選択肢 3 及び選択肢
4 の平均得点の増加傾向が強い（図表 4 検定 2 参照）。また，「科学の楽しさ」と同様に ,8 つの質
問項目全てにおいて，選択肢 1 と選択肢 4 の間の平均得点の差が 2006 年から 2015 年にかけて縮
小しており，（1），（2），（8）は 1% 有意水準で平均得点の差が縮小している（図表 4 検定 3 参照）。
さらに，検定 4 及び検定 5 の結果によると，肯定回答者の加重平均得点よりも否定回答者の加重
平均得点の方が 2006 年から 2015 年にかけて有意に増加している（図表 4 検定 4，5 参照）。これ
らのことは，2015 年の「理科学習者としての自己効力感」指標と科学的リテラシーの平均得点
との関連が 2006 年よりも弱まっていることを示す。
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図表 4　検定結果「理科学習者としての自己効力感」
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図表 5　「理科学習者としての自己効力感」の回答率の経年変化（日本）

出典：PISA2015 Database Compendia より作成
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図表 6　「理科学習者としての自己効力感」に対する科学的リテラシーの選択肢別平均得点（日本）

出典：PISA2015 Database Compendia より作成
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4.3. 「理科学習に対する道具的な動機付け」指標の分析結果
（1）回答率の経年変化：理科学習が将来に役立つと思う生徒が増加

「理科学習に対する道具的な動機付け」指標を構成する 2 項目の両方において，2006 年から
2015 年にかけて肯定回答率が増加している（図表 6 参照）。図表 7 検定 1 の結果によると，「（1）
将来自分の就きたい仕事で役に立つから，努力して理科の科目を勉強することは大切だ」では肯
定的な回答が 2006 年の 46.2％（選択肢 1：15.0％，選択肢 2：31.3％）から 2015 年の 60.0％（選
択肢 1：23.0％，選択肢 2：37.0％）へ 13.7 ポイント増加（p<0.000）し，「（3）理科の科目を勉強
することは，将来の自分の仕事の可能性を広げてくれるので，私にとってはやりがいがある」で
は 2006 年の 40.5％（選択肢 1：10.7％，選択肢 2：29.8％）から 2015 年の 55.2％（選択肢 1：
18.1％，選択肢 2：37.1％）へ 14.6 ポイント増加した（p<0.000）。そしてこれにより，日本の位
置は，2006 年の下位 5 カ国から上方に移動している。

（2）科学的リテラシー平均得点の経年変化：選択肢間の平均得点の差が縮小
「理科学習に対する道具的な動機付け」指標の選択肢別の各分野の平均得点の 2006 年と 2015

年の経年変化について，図表 7 で図表化して示した。検定 4 及び検定 5 の結果によると，両項目
において肯定回答者の加重平均得点が2006年から2015年にかけて有意に減少している一方（（1）：
p<0.332，（3）：p<0.100），否定回答者の加重平均得点は 2006 年から 2015 年にかけて両項目とも
有意に増加している（（1）：p<0.003，（3）：p<0.040）。その結果，選択肢間の平均得点の差は縮
小している。すなわち，回答率と平均得点の関連が，2006 年から 2015 年にかけて弱まる傾向が
若干見られると言えよう。

図表 7　検定結果「理科学習に対する道具的な動機付け」
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5. 考察

理科学習における動機付けに関連する指標として，「科学の楽しさ」指標，「理科学習者として
の自己効力感」指標，「理科学習に対する道具的な動機付け」指標の 3 つを分析した結果，これ
まで「科学の楽しさ」への肯定感が低いとみなされてきた（国立教育政策研究所 , 2007; 国立教
育政策研究所 , 2016）日本の生徒たちであるが，「理科学習に対する道具的な動機付け」指標に
おいてよりも「科学の楽しさ」指標における肯定的回答者の科学的リテラシーの平均得点が否定
的回答者の平均得点よりも大きく上回っているということが明らかとなった。図表 10 検定 6 に
よると，2015 年の「理科学習に対する道具的な動機付け」指標の 2 質問項目を平均すると，肯
定回答者の科学的リテラシーの加重平均得点が 550 点に対して，否定回答者は 528 点であり，そ
の差は 23 点であった。一方，2015 年の「科学の楽しさ」指標の 5 質問項目を平均した肯定回答
者の科学的リテラシーの加重平均得点は 569 点に対して，否定回答者は 518 点であり，その差の
51 点は「理科学習に対する道具的な動機付け」よりも 28 点上回った（1％有意，p<0.000）。

また図表 10 検定 7 によれば，「理科学習に対する道具的な動機付け」指標における科学的リテ
ラシーの肯定回答者と否定回答者の加重平均得点の差は 2015 年の 23 点に対して 2006 年は 46 点
で，2006 年から 2015 年にかけて 23 点下回った。一方，「科学の楽しさ」指標における肯定回答
者と否定回答者の加重平均得点の差については 2015 年の 51 点に対して 2006 年は 54 点で，2006

図表 8　 「理科学習に対する道具的な動機付け」
の回答率の経年変化（日本）

図表 9　 「理科学習に対する道具的な動機付け」
に対する科学的リテラシーの選択肢別
平均得点（日本）

出典：PISA2015 Database Compendia より作成 出典：PISA2015 Database Compendia より作成
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年から 2015 年にかけての得点差はわずか 3 点であり，ほとんど変化していない。2006 年から
2015 年にかけて，「科学の楽しさ」指標における肯定回答者と否定回答者の科学的リテラシーの
平均得点差が「道具的な動機付け」よりも高く（2006 年 5% 有意，2015 年 1% 有意），このことは，
外発的動機付けよりも内発的動機付けの方が日本の生徒の得点の経年変化と関連があることを示
唆していると言えよう。ここで注意しておきたいのは，これによって単に外発的動機付けと内発
的動機付けを全くの二分法的に分類し，無関連のものであるように扱うことを目的としているわ
けではない，ということである。自己決定理論を説明するミニ理論の有機的統合理論（Deci & 
Ryan, 1985 など）によると，「理科学習に対する道具的な動機付け」のような外発的動機付けでも，
生徒の自己決定性の程度によっては内発的動機付けに近い様相を呈する 。また，ミニ理論の認
知的評価理論によると外発的動機付けに対する認知的評価，すなわち受け止め方次第で，内発的
動機付けは促進又は抑制されるものである（Deci & Ryan, 1985 など）。したがって，生徒の理科
学習に対する内発的動機付けと外発的動機付けは相互作用しており，どちらか一方を促進するの
ではなく，双方向からの効果的な促進を高めることが依然として重要であると考えられるだろう。

そして，本論考の結果から日本の生徒の「理科学習者としての自己効力感」指標の肯定回答率
は 2006 年，2015 年共に非常に低いということが明らかとなった。この肯定回答率の低さは控え
め回答傾向として説明できうる（山田 , 2019）。すなわち，日本の生徒たちの「理科学習者とし
ての自己効力感」の低さは，その控えめ回答傾向により，生徒たちの実際の自己効力感よりも控
えめな値であるということが言えよう。その一方で，長崎（2016）が指摘しているように，「理
科学習者としての自己効力感」の低さから，日本の生徒たちは科学の問題を机上で解くことはで
きる一方で，実生活と結びついた科学的な問題については自信を持てていないという解釈を与え
ることもできよう。

科学における好成績は，教師，仲間，両親から寄せられた好意的なフィードバックと，それに
関連した好意的な感情を通して，より高いレベルの自己効力感につながるが，それと同時に，自
己効力感が低い学生は，能力があるにもかかわらず，科学の成績が低くなるリスクが高いことが
指摘されている（Bandura, 1997）が，日本の場合は科学的リテラシーの得点との関連は弱いこと
が確認されている（OECD, 2016: 140）。

図表 10　検定結果「科学の楽しさ」と「理科学習に対する道具的な動機付け」

73

PISA2015 から見る日本の 15 歳生徒の理科学習における動機付け



しかし，一方で生徒の自己効力感は彼らのキャリア志向や職業選択といった外発的動機付けに
も関連しており（Nugent ほか , 2015），生徒たちの動機づけに影響を与えうるため，内発的動機
付け，外発的動機付けとともに相互作用的に促進する方策の検討が期待される。

注記

2006 年本調査　ST016Q3 (C)I am happy doing ＜ broad science ＞ problem.
2015 年本調査　ST094      I am happy working ＜ broad science ＞ topics.
選択肢 1 と選択肢 2 の回答率を足したものを肯定回答率としている（以下，同様）。
あくまで，自己決定性の観点から近しい様相をする動機付けだと見なすこともできるというこ

とであり，理論的には内発的動機付けとは別種の動機付けであるということに注意されたい。
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【研究ノート】

Abstract
The purpose of this paper is to clarify the expected functions and limits of the Kyouin Ikusei 

Shihyo (KIS), through describing the embodiments of career stages in the KIS and comparing the 
number of career stages with those in the teacher training plan.

In this paper, first, we describe the number of stages in the KIS. The most frequent value is 
three stages and the next is four. In early 2017, many appointing authorities preferred five stages 
or four stages, and  some of them even preferred six stages or more. As the discussions progressed, 
it became clear that the stages had been integrated. It is thought that there was the influence of 
MEXT or NITS, cross referencing between the appointing authorities, and time restrictions, as 
background factors.

Second, in the perspective of (A) personnel policy, the career stage is divided by experience or 
job level. Forty-three appointing authorities use the years of experience to divide career stages. 
With regard to these 43 appointing authorities, the length of the career stage tends to be longer in 
the later stages than in the early stages. With regard to another 20 appointing authorities, they do 
not specify the years of experience and instead use external variables (e.g. job level, allocation of 
duties, roles). This tendency is similar to the trends in the career stages shown in teacher training 
plans.

Third, in a few cases, the appointing authorities intended to have teachers view their career 
stages as dependent on their roles in school rather than as indicators of their own development. 
This way of thinking matches the professional characteristics of the teaching profession.  

教員育成指標にみるキャリアステージ区分の態様に関する研究

A Study of the Embodiment of Career Stages in the Kyouin Ikusei Shihyo 
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1　研究の目的と背景

小論の目的は，都道府県及び政令市教育委員会（以下，任命権者）が策定した「公立の小学校
等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標」（以下，教員育成指標）を参照し，各任命権
者が設定した教員のキャリアステージ区分の実態の記述及び従来の教員研修計画からの変化を明
らかにすることを通じて，教員育成指標が果たしうる機能とその限界について検討することであ
る。

2017 年 4 月施行の教育公務員特例法（教特法）に基づき，各任命権者には教員育成指標とそ
れに基づく研修計画の策定が義務付けられた（第 22 条の 3，第 22 条の 4）。法令・通知等 1 から
描出される理念型の教員育成指標は，教員キャリアの多様性を前提としつつ，教員キャリアにお
いて身につけるべき資質・能力を明確化することで，全教員のキャリアに応じた基礎的資質・能
力の確保（標準化）と，各教員の多様な資質・能力の伸長（卓越化）2 とを図るものである。また，
その際には「教員の職責，経験及び適性」に対応した指標とすることが義務付けられている（第
22 条の 3）。

併せて国が策定した「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定
に関する指針」（以下，指針）では，教員育成指標に盛り込むべき要素として①学校種及び教員の
職種，②職責，経験及び適性に応じた成長段階（以下，キャリアステージ），③資質能力の内容（7

項目）が明示されている。
以上に鑑みると，教員育成指標とは任命権者が②と③を組み合わせながら，教員の標準化と卓

越化を図るための指標とみることができる 3。標準化と卓越化という異なるベクトルを内包する
こととなる要因には，教員がしばしばアンビバレントな存在として観念されることが挙げられよ
う 4。一つは「不適格教員」や「指導力不足教員」言説に代表される教育現場からの退出を求め
られる教員像である。もう一つは省察的実践家として自身の資質・能力の向上を追究する教育専
門職像である。前者は最低限の資質能力の確保という文脈で標準化が要請される主体であり，後
者は卓越化の主体となる 5。任命権者による教員政策はこのアンビバレントな教員への評価を念
頭に置きつつ，質保証と質向上を同時に目指さなければならない 6。

1 参照した資料は以下の3点である。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」
（2015 年 12 月 21 日），文部科学省所長中等教育局通知「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行について」
（28 文科初第 1803 号，2017 年 3 月 31 日），「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策
定に関する指針」（文部科学省告示第五十五号，2017 年 3 月 31 日）。

2 子安（2017）は，教育委員会による教員スタンダード策定に関する政策動向を整理する中で，資質能力や職能期待
を指標化することの問題点の一つとして教員の熟達化モデルの単線化を指摘する。小論は，立法時の議論を参照し
ており，少なくとも法令及び指針から読み取れる教員像は単線的な熟達化モデルではなく，教員個々の資質・能力
の向上を企図していると考える。

3 卓越化の実態については，教員育成指標のキャリアステージ区分だけでなく具体的な項目や人材育成方針等との関
連で検討すべきものであることは論を俟たないところであるが，ここでは理念としての教員育成指標が単なる標準
化のみを目指すものではなく，多様性を前提としながら各教員がそれぞれの資質能力を多様に深化・発展させるこ
とが想定されていることを念頭に，卓越化が想定されていると考える。

4 たとえば，教育再生会議第一次報告は，「教員の質の向上」を目的として「頑張っている教員」への支援と「不適格教員」
の排除を提言している。「不適格教員」の排除は「教員養成・採用・研修・評価・分限の一体的改革」に位置づけ
られている。

5 浜田（2017）は，教員に対する標準化が求められる背景に教員の大量退職と新規採用増加による教員年齢の若年化
があり，人材育成の計画的推進が焦眉の課題となることを指摘している。

6 山崎（2009）はこれに類する状況を捉えて職能成長の明確化とゆらぎの問題を指摘している。
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併せて教員労働市場における採用候補者の多様化もまた，教員育成指標策定にあたり考慮すべ
き重要な課題となる。教員育成指標にキャリアステージを明示するためには，入職時点の標準的
な教員像（＝基準点）を示すことが必要であろう。ところが，新規学卒者や講師経験者等が混在
する教員労働市場において「新規採用者」＝新規学卒者という構図はもはや成り立っていない。「平
成 28 年度学校教員統計調査」では，教員採用の全体に占める新規学卒者の割合は 5 割弱となっ
ており，3 割強が「臨時的任用及び非常勤講師」である。教員養成そのものは開放制の下で高等
教育機関が大半を担っているものの，入職時点での新規採用者の属性は多様であることから，「初
任期」をどう定義し，どう区分するかが問われるのである 7。

このようにアンビバレントかつ入職時点における属性が多様な「教員」という主体に対して，
任命権者は教員育成指標を通じてどのように教員を標準化し，卓越化することができるのだろう
か。

川上（2018）は，「現代日本の公教育に於いて教職員の質に政策的な関与を図る」手段として，「『育
成の論理』に基づく異動や昇進の運用，評価制度の運用と人材育成や雇用管理システムへの連動，
さらには評価制度と連動した報酬制度の運用」（44 頁）を挙げている。しかしながら，教員育成
指標というツールは教員研修計画との関連付けが明示されているものの（教特法第 22 条の 4），
教員評価への使用は認められておらず（衆・参院文科委員会附帯決議），評価規準としての機能
は有さない。したがって，この制約の中で任命権者が教員育成指標を活用しうる方策は，（A）「育
成の論理」に基づく労務管理，あるいは（B）研修を通じた人材育成の文脈に限られることとな
ろう（以下，それぞれ【A 人事政策】及び【B 研修】と表記）8。

2．先行研究と課題設定

では，【A 人事政策】及び【B 研修】において教員育成指標は教員の資質・能力の向上とどの
ように関連しうるのだろうか。

まず，【A 人事政策】に関わって佐藤・伊藤ら（1991）に見られる教員の人事異動と職能成長
に関する調査結果が示唆に富む。佐藤・伊藤らは，教員の資質・能力が人事異動と教職経験の影
響を受けることを指摘している。ここでは教員の職能成長について，「経験年数にも関係してい
ると思われるが，異動時の教員の年代があがるにつれて，教室内の教育活動に直接かかわる分野
から，学年や学校全体にかかわる経営・研修推進の分野へ，さらに教職員の人間関係や学校と地
域との関係の調整の分野に推移する」（152 頁）と認知されていることが指摘される。これは教員
の職責にはキャリアステージに応じた役割があり，そこで求められる能力が明確に異なることを
意味している 9。

7 教特法施行令では，各教員のキャリアを考慮して初任者研修の免除をすることができるが（第 3 条第 1 項第 2 号），
そもそも「臨時的に任用された者」は研修の対象から除くことができる（第 3 条第 1 項第 1 号）ため，初任者研修
を受けない教員は恒常的に一定数生じることとなる。

8 養成段階に対しては採用基準を明示することにより一定の強制力を発揮することが可能である。しかしながら，教
員候補者市場が自都道府県内に限定されていないため，教員養成カリキュラムに対しての影響力は限定的である。
したがって，教員育成指標を通じて任命権者が統制可能なのは採用時の選考と採用後の研修ということになる。

9 川上・妹尾（2011）は，質問紙調査から人事異動の経験が教員の能力形成に直接的な影響を与えることを指摘して
いる。特に勤務校数の増加が能力向上の自己評価に正の相関を有すること，キャリア中期においては広域異動（教
育事務所を跨いだ異動やへき地校への異動）が大きな意味を持つことが示されており，教員は異動を通じてキャリ
アを積み重ねることを通じて能力が向上していくという職能成長観を有していることがわかる。
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川上（2013）によれば教員の人事異動には任命権者の強いイニシアチブが働いており，【A 人
事政策】のデザインが，教員育成指標に描かれる教員のキャリアステージを規定する要因として
機能しうることが示唆される。したがって，任命権者が【A 人事政策】を重視する場合，教員育
成指標は人事政策に親和性のあるキャリアステージを設定することが予想される。

任命権者による教員の資質・能力向上に対しての主体的・直接的な関与が【B 研修】である。
特に行政研修がこれに当たる。「教師の成長」概念を検討した安藤（2000）の分析からは，「教師
の成長」をめぐる諸研究の帰結として，教員の職能成長のモデル化が促進されたことと，そのモ
デルが教育行政における養成・採用・研修を通じた成長観の形成に寄与してきたことを指摘され
る。

特に 80 年代に進められた教員の職能成長研究は，教育行政によって教員の資質能力の向上に
関与しうる領域を検討してきた。その結果として，教員に必要となる知識や技能的側面に焦点化
して，キャリアステージとステージごとに期待される知識・技能を積み上げていく形での職能成
長モデルの基本形が構築された。この枠組みはその後の行政による研修の体系化，養成・採用・
研修の一体的な把握に寄与したとされており（以上，安藤 2000），指針に描かれた教員育成指標
の在り方もまた，キャリアステージと職能期待の積み上げを通じた職能成長モデルを措定し，そ
こに教員研修計画を一体化させるという戦略を採っている 10。

したがって，任命権者は従来から研修体系の構築にキャリアステージ（教職経験）を念頭に置
いており，【B 研修】が重視される場合は既存の研修計画の枠組みと親和性の高い（あるいはそ
れを基盤とする）キャリアステージが選択されることになる。

このように任命権者がキャリアステージをどう区分するのかという点は，【A 人事政策】と【B

研修】を通じた教員の職能成長と深く関連するものである。こうした理解に基づけば，キャリア
ステージ区分の態様を分析し，従来の研修計画上の区分と比較しその変化を明らかにした上で，
教員育成指標が果たしうる機能とその限界を検討することができるだろう。

ただし，【A 人事政策】と【B 研修】とは分析の視点としては有効であると考えられるが，こ
うした区分は基本となるアイディアであって，実際の指標を策定する際に厳密に使い分けられて
いるとは考えづらい。現実には【A 人事政策】と【B 研修】両方を加味したキャリアステージ区
分になると考える方が自然であろう。

この点，教職員支援機構（2018）では，キャリアステージ区分の設定方法 11 について調査を行
っているが（n=67，複数回答可），この予想を裏付けるように「既存研修体系に対応」（42 自治体）
を筆頭に「経験年数を用いて」（39 自治体），「研修内容想定」（22 自治体），「職層に対応」（14 自治体）
となっている 12。この結果は，前述の通り教員育成指標のキャリアステージ区分が少なくとも【A

人事政策】教員の経験年数に応じた職能成長を想定した区分 13 や職層や校内での役割に対応した

10 中央教育審議会において示された教員育成指標の例示においても，縦軸と横軸の組み合わせによる職能成長モデル
が示されている。

11 キャリアステージ区分については，文科省の調査や教職員支援機構の調査でデータが収集されているもののそれを
用いた包括的な分析がなされているわけではなく，任命権者がこれまでどのように教員のキャリアステージを描い
てきたのかという点を取り上げた研究は見当たらない。

12「成長段階を示せるように」（37 自治体）という回答も多く，（A），（B）に共通のもの。
13 職層は経験年数と関連が強く，実際の指標においても東京都と三重県，川崎市が年数と職層を明示している。一方

で佐賀県はキャリアステージを 4 区分設定し，対応したキャリアパス（職・立場）と関連づけている。「職」は職
層であり「立場」は相対的な教員キャリアを反映している（若手－中堅－ベテラン－スーパーティーチャー等）。
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区分，【B 研修】研修体系に依拠した行政的観点からの区分に分類・分析可能であることを示唆
している。なお，教職員支援機構（2018）では個票データが明らかではないため，対応した分析
を行うことはできない。

キャリアステージ区分の設定方法の曖昧さ問題という限界をふまえつつも，小論でははじめに
教員育成指標のキャリアステージがどのように区分されているのかを検討する。具体的には 47

都道府県＋ 20 政令市が策定・公表している教員育成指標及び教員研修計画を参照し，教員のキ
ャリアステージの区分方法の観点から教員育成指標に見るキャリアステージ区分の態様を明らか
にしたい（【A 人事政策】の観点）。次いで，旧教員研修計画におけるキャリアステージ区分と教
員育成指標のキャリアステージ区分の比較を通じて，この間の変化を明らかにする（【B 研修】
の観点）。

分析に当たっては，各都道府県・政令市が公開している教員育成指標及び教員研修計画のうち，
2018 年 10 月 31 日までに確定版として公開されているもの 14 を WEB 上で収集した。結果として，
67 自治体中，2 自治体（広島県・福岡県）を除いた 65 自治体，64 ケース 15 のデータを収集した
16。

3．キャリアステージ区分数

まず教員育成指標におけるキャリアステージの区分数について検討する。【A 人事政策】と【B

研修】それぞれの観点からどの程度に分類しうるだろうか。
第一に【A 人事政策】に関して 2005 年の中央教育審議会義務教育特別部会第 35 回・36 回合

同会議配付資料に参照すると，人事異動方針に明記された異動対象となる同一校勤務年数は 3～
10 年程度となっており，6 年以上を積極的な異動対象とするところが多い。このルールに基づけ
ば，大学卒業後（23 歳）から定年退職（60 歳）を迎えるまでに経験できる学校数は，4 校～13

校程度となる（6 年とすれば 7 校）。職層で考えると学校教育法上の教員の職層は教諭，指導教諭，
主幹教諭であるから 3 区分が基本となり，各任命権者が定める職層が追加される（例えば東京都
の場合はこれらに主任教諭 17 が加わる）。

第二に【B 研修】を念頭に置けば，旧教特法の法定研修 2 回（初任者研修及び 10 年経験者研修）
に加えて，各研修権者が実施する教職経験者研修がある。この教職経験者研修を通じて 4 回程度

（2 年目，3 年目，6 年目，13～21 年目）の独自研修が行われているケースが多い（教職経験者研
修実施状況調査（平成 28 年度）調査結果）。研修の観点では，少なくとも 2～6 区分程度に分け
ることが可能であろう。

では，実際に策定された教員育成指標ではどの程度に区分されたのだろうか。図表 1 はキャリ

14 教職員支援機構の調査に対して 2019 年度中に教員育成指標を見直す予定があると回答している自治体が複数ある
点に鑑みて，データは 2018 年度のものであることが明らかなものを使用している。

15 千葉県と千葉市は共同で作成した共通の指標を使用している。以下の分析ではケース数の単位を「自治体」として
記載している。

16 分析に先立って，教職員支援機構が収集した教員育成指標及び研修計画のデータ提供を受けたが，①データ収集に
関するプロトコルが不明であること，②暫定版，あるいは最終版でないと思われるものが含まれていたことに鑑み
て，小論の分析には使用していない。

17 東京都立学校の管理運営に関する規則第 10 条の 3
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アステージの区分数別自治体数を検討段階（17 年）と指標公表時（18 年）とで比較したもので
ある（n=64）。区分数からは養成段階，採用時及び管理職に相当するステージは除外している。

教職員支援機構（2017）によれば，検討段階（基準日：2017 年 7 月 31 日）では 3～8 区分ま
でとバラつきがあり，5 区分が最も多く（25 自治体），次いで 4 区分（18 自治体），6 区分（7 自
治体）となっている。これに対して公表された教員育成指標に示されたキャリアステージ数は 3

～5 区分で分布している。3 区分（30 自治体）と 4 区分（29 自治体）がそれぞれ全体の半数弱を
占め，5 区分（5 自治体）を採用した自治体は全体の 1 割弱である。検討が進むにつれ，キャリ
アステージが整理統合されていったことがうかがえる。

また，多くの自治体で 3～4 区分を採用していることから，教員の職能成長には 2～3 回程度の
節目となる区分基準があるということが各任命権者の合意点であったと推察できる。

 
4．経験年数及び職層の観点からの分析　－観点【A 人事政策】

（1）経験年数を明示する自治体
では，各区分の内訳はどのようになっているのか。指標を概観すると，経験年数を明示するも

のとそうでないものとに分けることができる。経験年数を明示するものでは，教員としてのキャ
リア全体を経験年数から一元的に捉える方法と教員から管理職への分岐を内包する方法とが見ら
れた。

経験年数や年齢を明示した区分方法を採用した指標は 43 自治体が該当した。このうち，12 自
治体は，「概ね〇〇年程度」や「△△代半ば」といった表現を用いて，各区分の境界に幅を持た
せている 18。分岐を内包した方法は 4 自治体（秋田県，福島県，東京都，相模原市）であり 19，
年数を部分的に明示するが最終ステージに相当する部分に関しては明示しておらず，ベテラン教
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検討段階（17年）計56自治体 公表時（18年）計64自治体

図表 1　教員育成指標にみるキャリアステージ区分の数

（出典：教員育成指標・研修計画・教職員支援機構 2017 から筆者作成）

18 以下の分析においては，経験年数や年齢について「前半」や「半ばまで」と表記されている場合は「4 まで」と扱い，「後
半」や「半ばから」を「5 から」として計算している。例外的に岡山県の「40 代初頭」については，前半と同意と
して処理した。次のステージが「40 代後半～」となっているためである。

19 福島県と相模原市はステージ V に管理職を充てているが，ここでは管理職のステージは区分数に含めていないため，
4 区分制としている。東京都は職階とステージと経験年数を併記しており，職階で見れば教諭－主任教諭－指導教
諭－主幹教諭の 4 区分であり，ステージでは基礎形成期（1～3 年目）と伸長期（4 年目～）が教諭相当，充実期（9
年目～）が主任教諭相当，指導教諭・主幹教諭（11 年目～）に相当するステージは設定されていない。
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員と並列に管理職を含めたキャリアステージに区分されている 20。相模原市は指標に「非常勤講
師」と「代替常勤教諭」を含めている唯一の事例である（ただし，入職前段階であるため以下の
分析には含めていない）。また，東京都と三重県は経験年数と併記する形で職層を明示している
点が特徴的である。

キャリアステージの年数を図表 2 に整理した。全体を概観するとステージ I が最も短いのは高
知県・沖縄県（いずれも 5 区分）の 1 年であり，最も長いのは静岡県（3 区分）の 10 年である。
区分数別に見ると 3 区分では 3 年が最短（11 自治体）で 10 年（静岡県）が最長，4 区分では最
短が 3 年（5 自治体）で，7 年（岡山県）が最長である。5 区分の 4 自治体は最短が 1 年（高知県，
沖縄県），最長が 5 年（岩手県，熊本県）となっており二分されている。

一方で最後のステージは他のステージに比して長くなるという特徴がみられ，そのスパンも
13 年～32 年と多様である。43 自治体の中で最終ステージが他のステージよりも短く区分されて
いるのは名古屋市（13 年）と山梨県（16 年 21）の 2 自治体であり，41 自治体は長い最終ステー
ジという構成になっている。最終ステージは広島市が 32 年，富山県が 29 年，島根県，堺市（28

年）と 3 区分制を採用した自治体で長くなる傾向にある。図表 3 に示した平均年数でみると 3 区
分では 22.7 年，4 区分では 18.4 年となっているおり，3 区分制，4 区分制ともに前半の方が細か
く区分されていることがわかる。

経験年数を明示した中で異動校数との関連を明記しているのは，川崎市のみである。川崎市で
はステージ I を「主に，採用 1 校目終了時までに教員」，ステージ II を「主に，2 校目異動から
20 年経験程度の教員」として定義している。ただし，ステージ II 及びステージ III においては人
事異動との関連は明記されておらず，人事異動を単一の基準としたステージ区分がなされている
わけではない。

経験年数による区分をみると，教員育成指標がキャリア序盤を短く刻み，職能成長を方向付け
ようとする一方で，後半を長期に設定していることが明らかとなった。このことは，教員育成指
標ではキャリア序盤に教員にとって必要となる資質・能力を段階的に獲得させ最低限の質を確保
すること（標準化）と，キャリア後半で教員それぞれが個別に資質・能力を深化・発展させるこ
と（卓越化）とが企図されていると見ることができよう 22。

しかしこうした設計は，ベテラン教員の卓越化に向けたキャリアステージを任命権者が描けて
いない可能性を示唆するものでもある。一方で，卓越化という事象は個別化・差別化することが
前提となっており，指標に一元的に提示すること自体がなじまないという任命権者の意思表示と
解することもできる。いずれの解釈が成り立つとしても，キャリア後半から終盤にかけての職能
成長が教員個人の自助努力に左右される点が課題となる 23。

20 徳島県は「第 2 ステージ」を 2 分割しており，4 区分とカウント，福岡市は「基礎期」を 2 分割しており 5 区分に
カウントした。鳥取県はステージとして 3 区分であるが，「第 3 ステージ」を前期と後期に分けているため 4 区分
とした。

21 ただし，山梨県はステージ II を 40 代半ばとしており厳密な値ではない。
22 教員キャリアの序盤を手厚くサポートするとしても，入職時点の多様性を考慮することは困難である。
23 ベテラン教員の卓越化方策の一つとして，教職大学院（あるいは大学院修士課程）への派遣研修が考えられるが，「大

学院等派遣研修実施状況（平成 27 年度）調査結果」によれば， 67 自治体のうち派遣研修を実施しているのは 47 県，
18 政令市の計 65 自治体である。派遣者数は 1,032 名（大学院，大学専攻科，大学への派遣，小・中・高・特別支
援学校・中等教育学校の合計で管理職及び教員の値）であり，教員全体（学校基本調査の教員数（2015 年）の値に
基づく）の 0.1％である。これに対して教職大学院への入学者（同じく 2015 年）は 390 名である（2018 年度は 669 人）
となっている。
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　図表 2　各キャリアステージの年数
　 I II III IV V 備考

高知県 1 3 5 11 18
沖縄県 1 3.5 5.5 7 21 「〇年目前後」のような表記で区分
広島市 3 3 32 - - 指標と研修計画で区分が異なる
東京都 3 5 2 分岐 職層を併記し，分岐後は職層に対応，管理職に派生
神戸市 3 5 8 22 -
秋田県 3 7 分岐 ステージ IV でベテランと管理職に分岐
岡山市 3 7 5 23 -
山形県 3 7 10 18 -

和歌山県 3 7 10 18 -
堺市 3 7 28 - -

浜松市 3 9 10 18 - ステージ II と III の境は重複している
滋賀県 3 12 23 - -
川崎市 3 17 18 - - ステージ I は「採用 1 校目」とあり，ここでは 3 年とした
福島県 5 5 分岐 ステージ IV でベテランと管理職に分岐
鳥取県 5 5 5 23 -
岩手県 5 5 5 10 13
熊本県 5 5 6 9 13
栃木県 5 5 9 19 -
三重県 5 5 10 18 -
宮崎県 5 5 10 18 -
宮城県 5 5 10 18 -

鹿児島県 5 5 10 18 -
長野県 5 5 11 19 -

名古屋市 5 5 15 13 -
島根県 5 5 28 - -
富山県 5 5 29 - - 各ステージの境は重複している
長崎県 5 6 5 22 -
茨城県 5 6 12 15 -
新潟県 5 7 26 - -
新潟市 5 8 25 - -

相模原市 5 9 分岐 ステージ I の前に非常勤講師等を設定
京都市 5 9 24
青森県 5 10 23 - - 各ステージの境は重複している

さいたま市 5 10 23 - -
仙台市 5 10 23 - -
兵庫県 5 15 18 - -

神奈川県 5 16 19 - - 各ステージの境は重複している
山梨県 5 17 16 - - ステージ II の終わりは「40 代半ば」
京都府 6 9 9 14 -
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図表 3　区分数・ステージ別の平均経験年数

（2）経験年数を明示していない自治体
次に経験年数を明示しなかった 20 自治体を区分ごとに一覧したものが図表 4 である。3 区分

が 11 自治体，4 区分が 8 自治体，5 区分が 1 自治体である。
経験年数を明示しない指標は，職層や校内での役割（学年主任等）に関連付けるもの（千葉県

・千葉市，佐賀県），研修に関連付けるもの（例えば北海道），初任者からベテラン教員への成長
段階を教員個人に判断させているものとなっている 24。北海道では「広域分散型で小規模校の多
い北海道においては，教員一人一人に求められる役割が，学校の規模や職員の年齢構成等によっ
て大きく異なり，年齢や経験年数だけで一律に設定することは難しい」（北海道教育委員会 2017　
6 頁）として，年数を明示しなかったことと，それぞれのキャリアステージが研修に関連付いて
いることが示されている（研修については後述）。

ここでは異動校数との関連を明示している自治体は見られず，教員のキャリアステージを職層
や校務分掌といった外形的に把握可能なもので，教員個人に内面化させようとする傾向が見られ
る（相対的なキャリアステージ区分）。常に他者との関わりが必要となる教員に求められる能力は，
同僚の存在に依るところが大きいという実態を反映しようとするものであろう 25。

　

　 I II III IV V 備考
熊本市 6 9 23 - -
香川県 6 14 18 - -
岡山県 7 5 10 16 - 年齢による区分（例：「20 代」）
愛媛県 9 10 19 - -
静岡県 10 13 16 - - ステージ I は 10 年程度，ステージ II は 40 代半ばまで

自治体数 ステージ I ステージ II ステージ III ステージ IV ステージ V
全体 40 4.6 7.7 15.0 16.6 16.3

3 区分 19 5.2 10.4 22.7 - -
4 区分 17 4.6 5.9 9.4 18.4 -

24 キャリアステージとして明記していないが指標本文の中で分掌主任
25 この点は，実際にどのように資質能力が定義されているかと併せて検討すべき課題である。小論では仮説的に述べ

るにとどめ，別稿を期したい。

※地方自治体を第 1 ステージの年数の短い順に並べてある
※※ステージの名称はローマ数字で統一している

（出典：教員育成指標と 2018 年度教員研修計画から筆者作成）

※ 5 区分は，事例が少なく算術平均が各ステージの代表値とならないため割愛
（出典：教員育成指標と 2018 年度教員研修計画から筆者作成）
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図表 4　役割型の区分に属する自治体一覧

このような指標の構成は，人事異動や校務分掌によって，学校内における職責・職能期待が変
化する教員職務の在り方に適合的である。これは教員の職能成長を直線的かつ個人に閉ざされた
ものではなく，学校や職責，職務内容等の環境変化によって相対的に変化していくものと捉えて
おり「熟達化のモデルの単線化」（子安 2017：44 頁）の問題を乗り越えようとするものと考えら
れる。

5．研修体系の観点からの分析　－観点【B 研修】

教職員支援機構（2018）では，キャリアステージ区分を「既存研修体系に対応」させたという
回答が最も多かった。そこで研修と教員育成指標のキャリアステージ区分との関連から検討を行
う。

周知の通り改正前の教特法では初任者研修と 10 年経験者研修を法定研修として義務づけてい
た（旧法第 23 条及び第 24 条）。これらの法定研修に加えて，教職経験年数に応じた自治体ごと
の教職経験者研修が実施されている 26。

文科省の教職経験者研修実施状況調査（最新は 2016 年度）では，自治体の研修計画を収集・
公表している。そこで，同調査における都道府県及び政令市の研修計画を参照し，そこにおける
キャリアステージ区分を整理したものが図表 5 である（n=55）27。

図表 5　 2016 年度教員研修計画におけるキャリアステージ区分

3 区分 北海道，群馬県，千葉県・千葉市，福井県，愛知県，山口県，徳島県，横浜市，北九
州市，札幌市，静岡市

4 区分 埼玉県，石川県，岐阜県，大阪府，佐賀県，大分県，大阪市，奈良県
5 区分 福岡市

区分数 自治体数 概要
2 区分 2 自治体 初任者や若手教員のための研修プログラムを提示するもの

3 区分 14 自治体
15 年～20 年頃までを 2 区分し，15 年目以降をキャリアの最終ステージ
としている。早いものでは 11 年目が最終ステージである

4 区分 18 自治体
法定研修（10 年）と独自研修（5 年，15 年，20 年）をメルクマールとし
て区分する自治体が多い。若手育成に特化し 10 年経験者研修までを 3 区
分する自治体も見られる

5 区分 9 自治体
大別して 3 つのタイプがあり，いずれもキャリア全体をカバーしている。
①研修と更新講習とを組み合わせた区分，②研修によるおよそ 5 年刻み
の区分，③経験年数（年齢）による区分がある

26 1987 年教育職員養成審議会答申「教員の資質能力の向上方策等について」（教養審答申）において，教員の経験年数
を指標とした教員研修の体系的な整備を求めて以降，その体系化と見直しが進められてきた。加藤（2011）によれ
ば若手教員（2～3 年目）の育成とベテラン教員（20 年目以降）の研修の実施状況は，不十分な状況にあったという。

27 一部の自治体は，教特法改正後となる 2017 年度研修計画を提出している。

（出典：教員育成指標と 2018 年度教員研修計画から筆者作成）
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研修計画のキャリアステージ区分は 2 区分～6 区分まであり，4 区分（18 自治体），3 区分（14

自治体）の順に多く，区分を明示していない自治体が 11 自治体ほどある。一般教員向け研修体
系の傾向として，若手向けの枠組みが多く，キャリア中盤以降になるほど区分をしない。また，
一部の自治体では 10 年経験者研修までのキャリアステージを示すのみであってそれ以降につい
ては明示していない。研修計画におけるキャリアステージ区分は研修や更新講習，経験年数との
関連で教員のキャリアステージを説明している。

では，旧来の研修計画と教員育成指標のキャリアステージ区分にはどのような差異が見られる
であろうか。教職員支援機構（2018）によれば，教員育成指標の策定に伴って研修計画に変更を
加えた自治体が 58 自治体（86.6％）あり，旧来の研修体系からの変更が予想される。教員研修
計画と教員育成指標とにおけるキャリアステージ区分数の変動を図表 6 に整理した（n=44）。集
計にあたり「区分なし」の 11 自治体は除外している。

区分数が減少した自治体は 15 自治体，増加した自治体は 7 自治体，増減なしが 22 自治体であ
ることがわかる。教員育成指標策定に当たって，半数の自治体がキャリアステージ区分を変更せ
ず，3 割強の自治体がキャリアステージ区分を統合し減少させている。区分数の減少がどのよう
な意味を有するかは，自治体それぞれの文脈によって異なるが，区分数の減少は教員のキャリア
ステージをより大枠で捉えようとするものと理解できる。教員育成指標が研修計画と関連しなが
らも，細分化するのではなく教員としてのキャリア全体を包括的に捉えようとしていることが示
唆される。同時に，教員のキャリアステージは 3 区分ないし 4 区分へと収斂したことが指摘でき
よう。

図表 6　旧研修計画からの区分別増減数の分布

このような結果が生じた要因として第一に上位政府の影響，第二に自治体間の相互参照，第三
に時間的制約を指摘しておきたい 28。文科省は「教育公務員特例法等の一部を改正する法律に関
する説明会」において配付した Q&A の中で「現状において，指標や計画のフォーマットや例な

区分数 自治体数 概要

6 区分 1 自治体 キャリアの前半は研修による区分，後半は異なる基準で区分されており
キャリア全体をカバーしている

なし 11 自治体 研修体系の解説でありキャリアステージを明示していない

増減
▲ 3 ▲ 2 ▲ 1 0 +1 +2 総計

旧
研
修
計
画
の
区
分
数

2 区分 1 1 2
3 区分 10 4 14
4 区分 7 10 1 18
5 区分 4 3 2 9
6 区分 1 1
総計 1 4 10 22 6 1 44
割合 2.3% 9.1% 22.7% 50.0% 13.6% 2.3% 100%

（出典：平成 28 年度教職経験者研修実施状況調査より筆者作成）

（出典：平成 28 年度教職経験者研修実施状況調査及び教員育成指標から筆者作成）
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どを示すことは考えていない」と明記している。教職員支援機構も教員育成協議会の設置や教員
育成指標の策定に当たって，推奨モデル等は提示していない。教職員支援機構が教員育成指標の
策定等に関わって行ってきたのは「相談」と「調査」である。「相談」に関して，教職員支援機
構が文科省の方針に反して具体的なモデルを提示することはなく，自治体に対する影響は限定的
である 29。

一方で「調査」は影響力を持ちえたと考えられる。「教員育成指標の策定等に関するアンケート」
は，2017 年度中に教員育成指標の策定と並行して 4 回に亘り検討状況等に関する調査結果を公
表してきた（2017 年 5 月，7 月，11 月，2018 年 3 月）。結果は個別自治体のデータを提示するも
のではないが，各自治体は全国的な傾向としてキャリアステージの区分数が減少していく様を共
有できたのである。

二点目については，教職員支援機構（2018）の「指標策定に当たって参考にした資料について」
から看取することができる。そこでは 52 自治体が「他自治体の指標や資料等」を参照したと回
答しており，教員育成指標の策定に当たって自治体間の相互参照があったことが示されている。

三点目は，教特法改正から教員育成指標公表までの時間的制約が，自治体による独自性の発揮
を阻害した可能性である。およそ 1 年という期間での指標策定に困難が伴うことは容易に想像で
きる。そこで包括的な教員育成指標を作り，細部は変更に際して協議会による協議を要さない研
修計画（教特法第 22 条の 3 第 2 項及び第 22 条の 4 第 3 項）に盛り込もうという戦略が合理的な
選択肢となったと考えられる。

6．まとめと考察　

以上，教員育成指標についてキャリアステージ区分の態様を【A 人事政策】及び【B 研修】の
2 つの観点から検討してきたが明らかになった点を大きく 3 点指摘しておきたい。

第一に，教員育成指標は既存の研修体系を念頭に置きながらも，全体として教員のキャリアス
テージを整理統合する方向で策定されたことである。特に 3～4 区分に収斂していく傾向が強く，
この背景には上位政府の影響，自治体間の相互参照，そして育成指標策定に至る時間的制約が想
起される。各任命権者によって策定が義務付けられた教員育成指標であったが，少なくとも教員
のキャリアステージ区分に関して多様な実態があるとは言えない状況にある。多様性を制約した
要因としては，上位政府の影響，自治体間の相互参照，そして時間的制約があったと考えられる。

第二に，キャリアステージ区分数が整理統合されたが，キャリアの前半を細かく区分し，キャ
リア後期の区分が長期化するという傾向は踏襲されたことである。初任から中堅に至る間の教員
の資質能力は比較的指標化しやすく，また明確な目的を持って成長を促すことが可能ということ
を示唆している。この点はキャリア形成のスタート期に，しっかりとした方向付けを行おうとい
う任命権者の意思が表れているとも推察できる（教員育成指標による標準化）。一方で，ベテラ

28 教員育成協議会には大学関係者が多く参画していることから，キャリアステージの変化に学術研究成果が活用され
た可能性がある。しかし，教職員支援機構（2018）では，「学術的知見を参考」にした自治体はわずかに 4 自治体
であった。

29 教職員支援機構としては自治体からの照会に際して具体的に方向性を示すことや，提案を含む回答は行っていない
という（2018 年 9 月 27 日教職員支援機構への電話インタビュー回答）。
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ン教員に対しては OJT 等を通じた自発的な職能成長を期待しているように見えるが，教員のキ
ャリアはある一定の時期を過ぎると指標化可能なステップを設けづらい状況にあるともいえる。
職層による区分がこうした点への対応として有効な手段と考えられるが，全体としては少数事例
に留まっている。

第三に，大半の事例ではキャリアステージを個人の職能成長段階を示すものとして提示してい
るが，一部の自治体ではその教員が置かれた環境に応じた相対的指標として捉えていたことであ
る。こうした指標は教員の人事異動や校務分掌といった労働環境と適合的な仕組みである。

上記をふまえつつ，教員育成指標が果たしうる機能とその限界について冒頭に示した政策的な
要請と併せながら考察を行いたい。

第一に，教員育成指標は教員研修と結合することで，キャリアステージごとの標準化を可能に
する仕組みである。初任者を例に取れば，任命権者は評価による統制を用いずとも，キャリア初
期に方向付けを行い，その後の職能成長に一定の指向性を与えることができる。すなわち任命権
者が求める標準的教員を安定的に供給するために有効に機能しうるものである。その際，3～5

程度のステージを定めることで，ステージごとの標準が示され，ステージごとに標準化させるこ
とも可能である。どのような標準化を行うのかという点についての具体的な検討は，指標に示さ
れた具体的な資質能力に関する項目や人材育成方針と合わせた分析が必要となろう。

第二に，最終ステージにおける卓越化という点で教員育成指標には限界がある。卓越化を図る
際には一元的な目標を設定することは困難である。小論の分析で示されたキャリア後半が長期化
する傾向について，任命権者が卓越化という点からの教員像を提示できていないのか，あるいは
それが適切でないと判断したのかという点を今後の事例研究を通じて明らかにする必要がある。

この点に関して，冒頭による川上（2018）の整理を振り返れば，卓越化という命題に対する政
策的アプローチは，労務管理や評価，報酬制度に任されたと考えることもできよう。そうである
としても，教員育成指標が教員キャリア全体を見通そうとするものであり，それと異なる基準を
通じた職能成長を図ることはダブルスタンダードに陥るものとも言える。それは養成・採用・研
修の一体的改革を謳った今次の教特法改正の趣旨ともかい離するものであろう。

第三に，教員育成指標はキャリアステージを明示し，資質能力の積み上げ型職能成長モデルを
採用しているため，入職時の多様性を反映することが困難である。一部自治体では入職時点の多
様性を考慮し，各人が相当するキャリアステージを判断することを求めているが，入職時点での
政策的な方向付けを問わず，教員個人の判断と自助努力により職能成長を図るという方策は，標
準化とは異なるベクトルを生み出しかねない。

最後に小論の課題に言及して結びとしたい。小論は教員育成指標のうちキャリアステージ区分
のみを扱った。言うまでもなく，教員育成指標の機能や意義を十全に検討するためには，その内
容に踏み込んだ分析が必要であろう。特に，教員育成指標がどのように標準化や卓越化を実効的
なものとしうるのかは，人材育成方針，研修計画と教員育成指標の分析に加えて，各任命権者に
よる策定過程に対する検討も必要となる。これらの点に関しては別稿を期したい。
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【研究展望】

Abstract
This paper analyzes the progress in proactive, interactive and deep learning in primary schools 

and junior high schools judging from the results of a questionnaire concerning the lifestyle habits 
and learning environment for school children in the National Academic Achievement Assessment. 
Interactive learning is being proactively considered, including its purpose and the aim where 
children can deepen and broaden their own thoughts since the current Courses of Study includes 
enhancement of verbal activities as one of the important matters. Concerning proactive learning, 
opportunities for activities to express one’s own thoughts are increasing, but the purpose and aim 
of proactive learning for children to work on learning independently, to look back on the learning 
activities by themselves, and to give meaning such as through devising texts and sentences and 
assembling of stories so that another person understands the thoughts is not necessarily being 
realized. In terms of deep learning, the purpose and aim “to find a problem, and to think about a 
solution” is not necessarily being realized, and improvements in teaching need to be pushed for-
ward along the lines of the purpose and aim of deep learning.

全国学力・学習状況調査の調査結果
　－「主体的・対話的で深い学び」の視点から－

The Progress in Proactive, Interactive and Deep Learning Judging from the Results of the 
National Academic Achievement Assessment 

髙口　努＊

TAKAGUCHI Tsutomu

＊  国立教育政策研究所・次長
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1　はじめに

平成 29 年 3 月 31 日に幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指導要領、平成 30 年 3 月 31 日
には高等学校学習指導要領の告示が公示された。新学習指導要領においては、各教科等の指導に
当たって、育成すべき資質・能力の 3 つの柱が偏りなく実現されるよう、単元や題材など内容や
時間のまとまりを見通しながら、児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」（注）の実現に向けた
授業改善を行うこと、とされた。

全国学力・学習状況調査においては、これまでに授業改善に向けた取組及びそれと学力との相
関を見るための児童生徒及び学校に対する質問紙調査を行ってきた。これらの質問紙調査項目は、
いわゆるアクティブ・ラーニングの推進を検討項目として学習指導要領の検討を中央教育審議会
に諮問（平成 26 年 11 月 26 日）した以降のみならず、それ以前から現行学習指導要領における
重要事項である言語活動の充実等に関連した内容も質問紙調査項目に入れられて調査されてきて
いる。

そこで、これまで実施されてきた全国学力・学習状況調査における児童生徒質問紙調査項目で
「主体的・対話的で深い学び」の実現に関わるものと考えられる内容への回答の経年変化に着目し、
調査結果からみて「主体的・対話的で深い学び」がどの程度小・中学校において推進されている
かを分析することとしたい。

今回このような経年変化を分析する目的は、毎年出されている全国学力・学習状況調査質問紙
調査報告書において、各質問紙調査項目の調査結果の前年度の数値との比較は行っているが、複
数年度での増減の傾向の分析が十分になされていないため、約 10 年の調査データを活用して少
し長い目で見た「主体的・対話的で深い学び」の推進状況を把握することである。

2　分析に使用した児童生徒質問紙調査項目

全国学力・学習状況調査は、教科国語及び算数・数学に関して、小学校第 6 学年、中学校第 3

学年の児童生徒を対象として、平成 23 年度を除き毎年度実施されている。平成 19 年度から 21

年度まで、及び 25 年度以降は悉皆調査として実施され、22 年度及び 24 年度は無作為抽出調査
として実施された。教科理科については、平成 24 年度から 3 年に 1 度の頻度で 27 年度、30 年
度に実施されている。

今回の分析において使用した児童生徒質問紙調査項目は以下のとおりである（カッコ書きは質
問紙調査項目として実施された調査年度）。なお、調査項目①から⑨の順序は、平成 29 年度調査
における児童生徒質問紙調査の順序、平成 30 年度調査での新規質問紙調査項目、教科理科にか
かる質問紙調査項目となっている。

文部科学省及び国立教育政策研究所から出されている全国学力・学習状況調査質問紙調査報告
書においては、児童生徒質問紙調査において今回分析に使用した質問紙調査項目以外にも、「主
体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に関する取組状況に関する質問紙調査項目が存
在するが、今回の分析においては、あくまでも「授業」における児童生徒の取組状況を把握・分
析するため、その趣旨に合った質問紙調査項目に絞って分析を行った。また、教科理科に関する
質問紙調査の分析においてこれまで必ずしも「主体的・対話的で深い学び」の文脈で分析されて
いないと見受けられることから、本分析においては教科理科に関する質問紙調査項目についても
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分析の項目に含めることとした。
なお、「主体的・対話的で深い学び」はあくまでも授業改善の視点であり、厳密に「主体的な

学び」、「対話的な学び」、「深い学び」に本来分けられるものではないが、本分析においては、そ
れぞれの視点に主として関連すると考えられる質問紙調査項目を取り上げた。

今回の分析に際しては、各児童生徒質問紙調査項目に対して「そう思う」及び「どちらかとい
えばそう思う」と児童生徒が肯定的に回答した割合に着目して、その合計した値を比較すること
により分析を行った。

調査項目① :5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、先生から示される課題や、学級
やグループの中で、自分たちで立てた課題に対して、自ら考え、自分から進んで取り組んでいた
と思いますか（28 年度、29 年度）

調査項目② :5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、自分の考えを発表する機会が与
えられていたと思いますか（20 年度~29 年度）

調査項目③ :5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級の友達と〔生徒〕の間で話
し合う活動をよく行っていたと思いますか（21 年度~29 年度）

調査項目④ :5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級やグループの中で自分たち
で課題を立てて , その解決に向けて情報を集め , 話し合いながら整理して , 発表するなどの学習活
動に取り組んでいたと思いますか（27 年度、28 年度、29 年度）

調査項目⑤ : 学級の友達と〔生徒〕の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広
げたりすることができていると思いますか（26 年度~30 年度）

調査項目⑥ :5 年生まで [1,2 年生のとき ] に受けた授業では、自分の考えを発表する機会では、
自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していたと思いま
すか（28 年度、29 年度）

調査項目⑦ :5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から進んで取り組んでいたと思いますか（30 年度）

調査項目⑧ : 理科の授業で、自分の考え〔や考察〕をまわりの人に説明したり発表したりして
いますか（24 年度、27 年度、30 年度）

調査項目⑨ : 理科の授業で、観察や実験の結果から、どのようなことが分かったのか考えてい
ますか（小学校調査 :24 年度、27 年度、30 年度）

理科の授業で、観察や実験の結果をもとに考察していますか（中学校調査 :24 年度、27 年度、
30 年度）

3　調査項目①～⑨に対する回答の状況及び経年変化について

（1）調査項目①について
調査項目①「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、先生から示される課題や、学

級やグループの中で、自分たちで立てた課題に対して、自ら考え、自分から進んで取り組んでい
たと思いますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答した児童生
徒の割合は、小学校調査においては、平成 28 年度及び平成 29 年度ともには 77.8% となっている

（図 1）。中学校調査においては、平成 28 年度が 73.8%、平成 29 年度には 74.8%（プラス 1.0 ポイ
ント）となっている。
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（2）調査項目②について
調査項目②「5 年生まで [1,2 年生のとき ] に受けた授業では、自分の考えを発表する機会が与

えられていたと思いますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答
した児童生徒の割合は、小学校調査において平成 20 年度が 79.7% であったのに対して、平成 29

年度には 84.8% まで増加（プラス 5.1 ポイント）している（図 2）。中学校調査においても、平成
20 年度が 74.3% であったのに対して、平成 29 年度には 84.3% と大きく増加（プラス 10.0 ポイン
ト）している。

 
（3）調査項目③について

調査項目③「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級の友達との間で話し合う
活動をよく行っていたと思いますか」の質問に対して、小学校調査において、「そう思う、どち

そう思う 
そう思わない 

どちらかといえば，そう思う 
その他 

どちらかといえば，そう思わない 
無回答 

【図 1】調査項目①に対する回答状況
出典 : 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）

【図 2】調査項目②に対する回答状況
出典 : 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）
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らかといえばそう思う」と回答した児童の割合は、平成 21 年度が 75.6% であったのに対して、
平成 29 年度には 84.5% まで 8.9 ポイント増加している（図 3）。

　中学校調査においては、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答した生徒の割合は、
平成 21 年度が 52.4% と約半数であったのに対して、平成 29 年度には 81.6%（プラス 29.2 ポイン
ト）と大きく増加し 8 割を超えるとともに、小学校と同程度まで増加し、8 年間で劇的な変化を
示している。

（4）調査項目④について
調査項目④「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級やグループの中で自分た

ちで課題を立てて , その解決に向けて情報を集め , 話し合いながら整理して , 発表するなどの学習
活動に取り組んでいたと思いますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」
と回答した児童生徒の割合は、小学校調査においては、平成 27 年度が 74.2% で、平成 29 年度は
75.2% と全体の約 4 分の 3 であり、増加の幅はわずか 1.0 ポイントである（図 4）。中学校調査に
おいても、平成 27 年度が 65.5%、平成 29 年度には 71.2% と約 7 割であり、増加の幅も 5.7 ポイ
ントと小学校よりは大きいもののあまり大きく変化していない。

【図 3】調査項目③に対する回答状況
出典 : 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）

【図 4】調査項目④に対する回答状況
出典 : 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）
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（5）調査項目⑤について
調査項目⑤「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業で、自分の考えを発表する機会では、

自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していたと思いま
すか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答した児童生徒の割合は、
小学校調査においては平成 28 年度が 64.2%、平成 29 年度には 65.0%、中学校調査においては平
成 28 年度が 57.7%、平成 29 年度には 57.0% と経年での変化がほとんどなく、小学校では 3 分の
2 弱の児童、中学校では 6 割弱の生徒しか授業において自分の考えを発表する機会で自分の考え
がうまく伝わるよう工夫して発表する活動ができていたと認識していない（図 5）。

（6）調査項目⑥について
調査項目⑥は直接授業における取組に対する質問ではないが、「主体的・対話的で深い学び」

に関連する質問として、「学級の友達と〔生徒〕の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深
めたり、広げたりすることができていると思いますか」が質問項目として取り上げられている。
この質問に対しては、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答した児童生徒の割合は、
小学校調査において平成 26 年度が 65.9% であったのに対して、平成 29 年度は 68.3%（プラス 2.4
ポイント）とほとんど変化していないが、平成 30 年度においては 77.7% と 1 年間で急激に増加（プ
ラス 9.4 ポイント）している。中学校調査においても同様に、平成 26 年度が 61.9% であったの
に対して、平成 29 年度は 64.8%（プラス 2.9 ポイント）とあまり変化していないが、平成 30 年
度においては 76.4% と小学校と同じく 1 年間で急激に増加（プラス 11.6 ポイント）している（図
6）。
 

【図 5】調査項目⑤に対する回答状況
出典 : 平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）
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（7）調査項目⑦について
　調査項目⑦「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、課題の解決に向けて、自分

で考え、自分から進んで取り組んでいたと思いますか」の質問に対して、「そう思う、どちらか
といえばそう思う」と回答した児童生徒の割合は、小学校調査においては 76.8%、中学校調査に
おいては 73.9% と、両学校種ともに全体の約 4 分の 3 であり、調査項目④の「5 年生まで〔1,2
年生のとき〕に受けた授業では、学級やグループの中で自分たちで課題を立てて , その解決に向
けて情報を集め , 話し合いながら整理して , 発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思いま
すか」の質問に対する平成 29 年度における回答の割合と比較すると、中学校調査では若干高く
なっているものの、ほとんど同様となっている（図 7）。

（8）調査項目⑧について
調査項目⑧教科理科に関して、「理科の授業で、自分の考え〔や考察〕をまわりの人に説明し

たり発表したりしていますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回
答した児童生徒の割合は、小学校調査においては平成 24 年度では 46.8%、平成 30 年度では増加

【図 6】調査項目⑥に対する回答状況
出典 : 平成 30 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）

【図 7】調査項目⑦に対する回答状況
出典 : 平成 30 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）
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傾向にあるが 54.6%（プラス 7.8 ポイント）、中学校調査においても平成 24 年度では 27.0%、平
成 30 年度ではやはり増加傾向にはあるが 41.3%（プラス 14.3 ポイント）にとどまっている（図 8）。

（9）調査項目⑨について
調査項目⑨教科理科に関して、小学校調査において、「理科の授業で、観察や実験の結果から、

どのようなことが分かったのか考えていますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえ
ばそう思う」と回答した児童の割合は、平成 24 年度から平成 30 年度にかけて 77.2% から 81.9%（プ
ラス 4.7 ポイント）と増加している（図 9）。

一方、中学校調査においては、同趣旨の「理科の授業で、観察や実験の結果をもとに考察して
いますか」（図 9）の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」と回答した生徒の
割合は、平成 24 年度は 56.7% であったのが、平成 27 年度は 67.3%、平成 30 年度は 72.3%（平成
24 年度からプラス 15.6 ポイント）と、小学校における推進のレベルまでには達していないもの
の 6 年間で大幅に増加している。

 

【図 8】調査項目⑥に対する回答状況
出典 : 平成 30 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）

【図 9】調査項目⑨に対する回答状況
出典 : 平成 30 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立

教育政策研究所）
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5　調査結果から見た考察

まず 1 点目として、今回取り上げた児童生徒質問紙調査のうち、経年での比較が可能な、
調査項目②「5 年生まで [1,2 年生のとき ] に受けた授業では、自分の考えを発表する機会が与

えられていたと思いますか」、
調査項目③「5 年生までに受けた授業では、学級の友達との間で話し合う活動をよく行ってい

たと思いますか」
調査項目④「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級やグループの中で自分た

ちで課題を立てて , その解決に向けて情報を集め , 話し合いながら整理して , 発表するなどの学習
活動に取り組んでいたと思いますか」

調査項目⑥「学級の友達と〔生徒〕の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広
げたりすることができていると思いますか」、

調査項目⑧「理科の授業で、自分の考え〔や考察〕をまわりの人に説明したり発表したりして
いますか」、

調査項目⑨「理科の授業で、観察や実験の結果から、どのようなことが分かったのか考えてい
ますか」、「理科の授業で、観察や実験の結果をもとに考察していますか」、

の調査結果から見ると、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答（以下「肯定的な
回答」という。）をした児童生徒の割合が増加しており、小中学校における「主体的・対話的で
深い学び」の推進はおおむね着実に進んできていると考えられる。

特に、「5 年生までに受けた授業では、学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたと
思いますか」（調査項目③）の質問に対して、中学校調査において、「1,2 年生のときに受けた授業
では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか」の質問に対して、肯定的な回答
をした生徒の割合は、平成 21 年度が 52.4% と約半数程度であったのに対して、平成 29 年度には
81.6%（プラス 29.2 ポイント）と小学校と同程度まで増加し、中学校の授業における「生徒の間
で話し合う活動」が 8 年間で劇的なまでに推進が進んできていることがわかる。これは、現行の
学習指導要領においても「言語活動」が柱の 1 つとして位置付けられていることに起因するもの
と推測される。

2 点目に、「対話的な学び」のねらいとされている「自分の考えを深めたり、広げたりするこ
とができる」という視点については、調査項目⑥の結果から特に平成 29 年度から平成 30 年度に
かけて進展が見られ、その実現が着実に推進されてきている。これについては、ちょうど小・中
学校の新学習指導要領の告示が平成 29 年度末に公示され、「主体的・対話的で深い学び」の視点
やねらいが周知されてきており、学校現場にその本来の趣旨が浸透しつつあることが示されてい
るのではないかと推測される。

3 点目に、「主体的・対話的で深い学び」のベースとなる「授業で自分の考えを発表する機会
が与えられていた」か否かという視点に関しては、調査項目②の質問に対して肯定的な回答をし
た児童生徒は、小学校調査及び中学校調査の双方において、平成 29 年度には約 85% となっており、

「授業において自己の考えを発表すること」は小・中学校の現場において急激に進んできている
ことが示されている。

一方、「5 年生まで [1,2 年生のとき ] に受けた授業では、自分の考えを発表する機会では、自分
の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していたと思いますか」
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（質問項目⑤）の質問に対しては、小学校では 3 分の 2 弱の児童、中学校では 6 割弱の生徒しか
肯定的な回答をしておらず、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、
資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表する活動ができていたと認識していないことが示さ
れている。

これらの調査結果を総合すると、「自分の考えを発表する」という活動自体の機会は増えてい
るものの、「自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫」するなどの「見
通しを持って粘り強く取り組み、学習活動を自ら振り返り意味付けたりする」という「主体的な
学び」のねらいや視点が必ずしも実現できているものではないことが示されているのではないか
と考えられる。

4 点目に、「深い学び」に関連すると考えられる「問題を見いだして解決策を考える」という
視点から、「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級やグループの中で自分たちで
課題を立てて , その解決に向けて情報を集め , 話し合いながら整理して , 発表するなどの学習活動
に取り組んでいたと思いますか」（調査項目④）及び「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授
業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から進んで取り組んでいたと思いますか」（調査
項目⑦）のいずれの質問項目に対する肯定的な回答をした児童生徒の割合が、小中学校ともに約
4 分の 3 程度であり、「問題を見いだして解決策を考えたりする」などの「深い学び」のねらい
や視点が必ずしも十分に実現できていないことが示されているのではないかと考えられる。

5 点目に、教科理科の調査項目において、「理科の授業で、自分の考え〔や考察〕をまわりの
人に説明したり発表したりしていますか」（調査項目⑧）の質問に対して、肯定的な回答をした児
童生徒の割合は、小学校調査においては平成 30 年度で 54.6%、中学校調査においても同年度で
41.3% と低い割合になっている。このことから、全般的には取組が進んできていると考えられる

「自分の考えを発表する」活動が、教科理科においては必ずしも十分に確保されているわけでは
ない、又は、児童生徒が積極的に説明若しくは発表ができているわけではないことが示されてい
る。一方、「理科の授業で、観察や実験の結果から、どのようなことが分かったのか考えていま
すか」という小学校調査（調査項目⑨）の質問に対して、肯定的な回答をした児童の割合は、
81.9% であり、中学校調査における同趣旨の「理科の授業で、観察や実験の結果をもとに考察し
ていますか」の質問（調査項目⑨）に対して、肯定的な回答をした生徒の割合は、平成 30 年度
は 72.3% であったが、平成 24 年度からプラス 15.6 ポイントと大幅に増加しており、「各教科等
の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、
情報を精査して考えを形成したり」する「深い学び」の視点に結びつくような授業における取組
が進んでいることがうかがえる。

6　まとめと今後の課題

以上、非常に粗い分析になるが、あえて本分析結果を総括すると、「対話的な学び」に関しては、
その趣旨やねらいを含めてかなりの割合で学校現場における推進が進んできているが、「主体的
な学び」及び「深い学び」に関しては、まだ推進の途上であることが推測され、より一層のその
ねらいや視点に沿った授業改善が進められることが求められる。

また、本分析においては十分に行わなかったが、全国における地域的な推進状況を見ると、例
えば、「5 年生まで〔1,2 年生のとき〕に受けた授業では、学級の友達と〔生徒〕の間で話し合う
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活動をよく行っていたと思いますか」の質問に対して、「そう思う、どちらかといえばそう思う」
と回答した児童生徒の割合は、平成 29 年度調査では、

・小学校調査　A 県市 93.2%　B 県市 78.9%　差 14.3 ポイント
・中学校調査　A 県市 94.3%　B 県市 63.1%　差 31.2 ポイント
と、かなりの差が見られ、全国的には推進が進んでいると考えられる「対話的な学び」に関し

ても、地域間での推進状況に大きな差があることが推測され、この点は大きな課題と考えられる。
以上、「主体的・対話的で深い学び」の視点から全国学力・学習状況調査の調査結果を分析した。

大変部分的かつ一面的であり、非常に粗い分析内容であることをお許し願いたい。現在、文部科
学省を含め政府全体で EBPM（Evidence-based Policymaking: 証拠に基づく政策立案）の推進が求
められていることなどを踏まえて、既存の調査データを活用して、新学習指導要領の一つの柱で
ある「主体的・対話的で深い学び」の小・中学校現場における推進状況の分析を試みた、という
のが今回の分析の趣旨である。

今回の分析において、「主体的・対話的で深い学び」の実現が新学習指導要領の全面実施の前
に全国的に着実に進んできていることが伺えられ、全面実施後において、全国くまなく実現され
ることが大きく期待できる。全国学力・学習状況調査の調査結果については、とかく各教科の平
均正答率にのみ目が行きがちであるが、質問紙調査の調査結果においても大変興味深い結果が出
ており、本分析を参考にしていただき、各教育委員会及び学校現場において、調査結果をより有
効に活用していただく一助となることを強く期待したい。

（注）平成 28 年 12 月 21 日中央教育審議会「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）」において、「主体的な学び」に
ついて、「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通
しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」こと、「対話的な学び」
については、「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考える
こと等を通じ、自己の考えを広げ深める」こと、「深い学び」については、「習得・活用・探究と
いう学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互
に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策
を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう」ことがその視点・ねらいとされて
いる。

【参考文献】
平成 29 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 29 年 8 月 文部科学省 国立教育政策研究所）

平成 30 年度全国学力・学習状況調査 質問紙調査報告書（平成 30 年 7 月 文部科学省 国立教育政策研究所）

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）

（平成 28 年 12 月 21 日 中央教育審議会）

（受理日 : 平成 31 年 3 月 20 日）
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【研究展望】

Abstract
This study discusses articles and papers in journals related to the involvement of social educa-

tional facilities in Japan in the lifelong learning of persons with disabilities.
Using “Cinii Articles”, a database search was conducted by combining the keyword “disabili-

ty” and words indicating the type of social educational facility such as “Citizens’ Public Hall”, 
“Library”, “Museum”, “Art Museum” and “Center for Children and Youths”.

As a result, articles on libraries (N=471) included various topics such as ideal services for 
disabilities, the results of nationwide research, laws and rights (e.g. reasonable accommodation, 
limitations on copyright), library materials accessible to persons with disabilities, disabled library 
staff, history of services for disabilities and overseas information.

 Articles on museums (N=83) and art museums (N=51) also included those on the results of 
nationwide research, reasonable accommodation and overseas information. A feature of the results 
on museums and art museums was that they contained many articles on cooperation with schools. 
The results on art museums included articles on the art of handicapped persons.

The majority of articles on citizens’ public halls (N=11) were those on adult classes for youth 
with intellectual disabilities. The search results did not include articles on reasonable accommo-
dation to improve accessibility to general learning opportunities.

All of the articles on centers for children and youths (N=5) were those on national facilities; 
all of them were released before 2012 prior to the enactment of the Act for Eliminating Discrim-
ination against Persons with Disabilities, which took place in 2015.

No articles on women’s education centers were found.

障害者の生涯学習と社会教育施設に関する文献研究

A Literature Review on Lifelong Learning of Persons with Disabilities and Social Educa-
tional Facilities 

小松幸恵＊

KOMATSU Sachie

＊ 生涯学習政策研究部・総括研究官
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1　背景と目的

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、我が国でも 2014 年 2 月
19 日に国内で発効している国連・障害者の権利に関する条約において、その権利保障が求めら
れている。この条約の批准に向け、国内法整備の一環として制定された「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（以下、障害者差別解消法）」が 2015 年に制定され、同法の 2016 年
4 月の施行により、社会教育施設を含む国公立の行政機関等には合理的配慮提供の義務が、私立
施設等の事業者には努力義務が課されている。

文部科学省は、2016 年 12 月 14 日に「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）を通じた生き甲斐
づくり、地域との繋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、障害者の生涯学習に関する取組
を強めており、2018 年度からの「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」
においては、18 の実践研究事業を展開している。

このように、障害者の生涯学習の支援となるべき法整備や国の施策については、ここ数年で大
きな展開がみられたが、障害者の生涯学習の充実は、障害者が利用可能な学習機会が豊富に提供
されなければ実現しない。そうした学習機会の提供主体として、全国の社会教育施設は、大きな
役割を果たすことが期待される。前述の文部科学省の実践研究事業においても、実践研究に公民
館や生涯学習センターが関与している事業や、その成果の公民館や生涯学習センター等への普及
を目指すとしている事業が採択されている。

このような状況を背景に、本稿では、社会教育施設の種類名で検索できる障害者の社会教育施
設の利用や運営参画等に関する研究や専門誌掲載の記事の状況を概観し、主要な文献の調査を通
して、障害者の生涯学習と社会教育施設の関わりに関する過去の研究成果、社会教育施設のこれ
までの取組に関する発信の現状を明らかにし、今後、障害者の生涯学習の振興のために、関連分
野の研究や、社会教育施設関係者・関連施策推進者の発信に望まれる方向性を考察することを目
的とする。

障害者の生涯学習や社会教育施設の動きに関しては、その全てが研究論文や専門誌記事に表れ
るわけではないが、それらの出現数や内容は、社会教育施設が障害者の生涯学習にどの程度貢献
しているかの現状を探る一つの手掛かりになると考えられる。また、専門誌等における障害者の
生涯学習に関する記事の掲載は、施設の設置者や指定管理者、管理受託の指定を受けようとする
事業者等に影響を与え、今後の学習の振興につながり得る要素である。このため、本稿では、論
文検索データベースを用いた検索による調査を行うこととした。

2　方法

論文検索データベース「CiNii」を使用し、検索期間は指定せず、検索ワードとして「障害」を、
複合検索ワードとして「社会教育施設」「公民館」「図書館」「博物館」「美術館」「青少年教育施設」「少
年自然の家（「青少年自然の家」の検索結果を自動的に含む）」「青年の家」「青少年交流の家」「児童
文化センター」「野外教育施設」「女性教育施設」「婦人教育施設」「生涯学習センター」を設定して「論
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文検索」を行った。
検索結果のうち、検索語の社会教育施設での障害者の利用や運営への参画に関わる内容を含ま

ないものを除外、全く同一の記事（同じ雑誌の同じ号、同じページ）が複数の検索結果として表
示されているもの（雑誌タイトルが和文と英文、特集内の記事等）については、1 記事 1 件とな
るように整理した。

分析対象とする記事は、教育委員会主管の狭義の社会教育施設に関するものに限らないことと
したが、学校図書館及び大学図書館、大学の生涯学習センターに関する内容が主のものは除外し
た。

検索は、2018 年 11 月に一度行って分析を開始、最終的には 2019 年 1 月 31 日に行った検索の
結果を対象とした。

3　結果

前述の検索で、検索ワード「障害」と組み合わせて検索を行った結果は、以下の通りであった。

表　　「障害」を検索ワード、社会教育施設の 複合検索ワード 該当件数
　　種類名を複合検索ワードとして検索して得られた 社会教育施設 0
　　障害者の該当施設利用等に関連する記事の件数 　　公民館 11

　　図書館 471
※ 1　4 件のうち、3 件が「少年自然の家」、 　　博物館 83
　　　1 件が「青少年自然の家」に関する記事。 　　　　美術館 51

　　青少年教育施設 0
※ 2　女性教育施設の名称の多様性を考慮して 　　　　少年自然の家　※ 1 4
　　　「女性教育」「婦人教育」「女性センター」 　　　　青少年交流の家 1
　　　「婦人センター」「女性会館」「婦人会館」 　　　　青年の家 0
　　　「女性の家」「婦人の家」「男女共同参画」 　　　　児童文化センター 0
　　　「男女平等」を複合検索ワードとしての 　　　　野外教育施設 0
　　　検索も行ったが、障害者の女性教育施設の 　　女性教育施設　　　※ 2 0
　　　利用に関する記事は出現しなかった。 　　　　婦人教育施設 0

　　生涯学習センター 1

以下、施設の種類ごとに文献レビューを行う。

（1）公民館
複合検索ワード「公民館」の検索結果には、『月刊公民館』に掲載の文部科学省による施策説

明「障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について」（文部科学省 , 2017）が含まれている。
知的障害者を対象とした障害者青年学級・青年教室に関する記事が 6 件と多く、最も古い梅木

（1979）の後、1990 年代後半から数年おきに 3 件、2018 年に 2 件出現している。最も古い梅木（1979）
は、開級 3 年目の京都府亀岡市中央公民館の障害者青年学級につき、養護学校設置運動に取り組
み達成した保護者団体の要求に応えたという開設の経緯、青年たちの状況を踏まえ、仲間づくり
を目標にスタートしたこと等を紹介している。小川（1997）は、障害のあるなしにかかわらず同

105

障害者の生涯学習と社会教育施設に関する文献研究



年代の青年が交流する場が必要との考えのもと、1987 年に始めた「若者交流会」を経て東京都
東大和市が 1992 年に開設した、音楽を活動の柱とする「障害者青年教室~青年ビートクラブ」
を紹介している。最新の石田（2018）は、2016 年度に事業開始 40 周年を迎えた東京都国分寺市
の公民館の主催事業「くぬぎ教室」について、近隣中学校の心身障害学級「卒業生の会」の活動
と知的障害児保護者団体からの要望を受けて開始した経緯、参加者の増加や年齢層の広がりに応
じての新教室の開設や卒業制度の導入等の歴史、活動内容、参加者が自主的に学ぶ活動中心のス
テップアップ講座、青年教室へのスタッフ補助も行う卒業生の自主グループ、運営スタッフ獲得
のための努力等について紹介している。同事業については 2005 年度に 2 館目の開設が行われた
際にも菊池ら（2008）で紹介されており、地域市民の意見要望を運営に反映するための諮問機関
である公民館運営審議会による検討過程、スタッフ面の課題などが明らかにされている。島本

（2018）は、障害者を含む青年たちが運営する「喫茶わいがや」を併設する東京都国立市公民館
の「しょうがいしゃ青年教室」における「『支えている』と『支えられている』の両立や反転」、
ひきこもりや不登校の経験、発達障害や精神疾患のある若者など、多様な若者の参加がみられる
近年の傾向等について紹介している。また、永澤（2003）は障害者青年学級の成立過程と地域で
の役割を、時代を追って東京都墨田区、東京都町田市、東京都国立市の事例とともに紹介し、学
級の広がりと公民館の役割、今後の課題について考察している。

障害のある職員の立場から、障害者の学習機会を含めた公民館事業の運営への参画について記
した記事もみられた。前述の小川（1997）の著者は、小川（2012）において、肢体不自由の障害
のある公民館職員として青年事業等各種の公民館事業に携わった経験を紹介し、その中で、「青
年ビートクラブ」にも触れ、さらに、障害者自身が生活課題を主体的に学ぶ場の保障という観点
をもって 1998 年から始めた講座「バリアフリーなまちづくり」も紹介している。

その他、遊休公民館利用の就労の場としてのカフェ（河原 , 2013）、福祉施設との連携（加藤 , 
2002）、簡易に作成できるインターネットラジオ放送運用の利点（西本他 , 2001）に関する記事
がみられた。

（2）図書館
複合検索ワード「図書館」の検索結果につき、その特徴を表すテーマごとにまとめて概観する。

ア . 障害者サービスの在り方
「図書館」の特色として、図書館における障害者サービスの在り方についての議論に関する記

事が多数存在し、特集も多数組まれていることがある。当初は市民の図書館運動、住民運動の 1

トピックという扱いであったが（視覚障害者読書権保障協議会 , 1972 等）、『図書館雑誌』の特集
「ハンディキャップをもつ人々のための図書館奉仕」（篠崎 , 1974 ; 赤木 , 1974）登場以降、ほぼ毎
年「障害者と図書館」をテーマにした特集が出現するようになった。

以下、サービスの在り方全般関連の記事につき、「図書館」の特色を示すカテゴリごとにみて
いく。
（ア）研究団体の全国大会・研究大会等における議論

図書館関係者の研究団体による全国大会や研究大会等における議論の報告記事が多数みられる
のも「図書館」の特徴である。日本図書館研究会による全国図書館大会（「障害」との複合検索
結果：21 件―1976 年から）、同研究大会（23 件、うち学校図書館関係 1 件、大学図書館関係 1
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件―1976 年から）、日本図書館研究会と上海市図書館学会との国際交流協定に基づく国際図書館
学セミナー（4 件―2005 年から）、図書館問題研究会による全国大会（12 件―1996 年から）、同
研究大会（1 件―2017 年）、情報メディア学会によるシンポジウム（1 件―2016 年）、西日本図書
館学会によるシンポジウム「身障者に対する読書サービスについて」（5 件―1975 年）がみられた。
（イ）全国的規模の実態調査

障害者サービスの状況について、古くから全国的規模の調査に関する記事がみられる。
①文部科学省による調査（社会教育調査等）

文部科学省（2018）は、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成 24 年 12 月 19 日文部
科学省告示第 172 号）に明記されている障害者サービスの現状として、障害者関係設備（スロー
プ、障害者用トイレ、障害者用駐車場）の保有状況、障害者関係資料（大活字本、点字図書等、
録音図書）の保有状況（以上、平成 27 年度社会教育調査より）、障害者等利用者向け取組事例（大
分県国東市図書館の高齢者・障害者向け本の宅配サービス : 文部科学省『図書館実践事例集』（2016）
に掲載の事例）を紹介している。
②障害者差別解消法施行後の公共図書館における障害者サービスの現状と課題

岡田ら（2017）は、2016 年に実施された全国の公共図書館 545 館（都道府県立図書館 55 館、
政令指定都市図書館 20 館、各都道府県からランダム抽出した市区町村立図書館の中央館 470 館：
有効回答数 480 館）を対象とした郵送アンケート調査と、先進的な取り組みを行う 8 館を対象と
したヒアリング調査により、障害者差別解消法施行後の現状と課題を明らかにした。

アンケート調査によると、95.2% の図書館が何らかの障害者サービスを行っていた。施設・設
備に関しては、ほぼ全ての図書館で何らかの整備を行っており、身障者トイレの設置割合が一番
高く、次に車椅子、障害者用駐車場と続いた。読書補助具に関しては、拡大鏡・拡大読書機等の
視覚障害者や高齢者向けの機器がいずれも 60% を超える整備状況であり、アクセシブルな資料
の所蔵状況も、拡大文字資料や点字資料といった視覚障害者や高齢者向けの資料の所蔵が 80%
を超えていた。対面朗読室の設置は 41.9%、対面朗読サービスの実施は 31.5% であった。障害者
サービスに関する広報を行っている館は 42%、障害者サービスに関する研修を行っている館は
29.2% であった。

ヒアリング調査では、8 館全てで障害者差別解消法施行に備えた研修を行っていること、予算
は減少している館が多いこと、アクセシブルな資料の製作に力を入れている館が多いこと等が明
らかにされている。
③知的障害者を対象とした公共図書館の利用実態とニーズ調査

藤沢・野口（2017）は、2016 年 9 月~11 月に全国手をつなぐ育成会連合会の協力を得て、当
事者本人ないしは家族・支援者が本人に聞き取って回答を記入するかたちで実施された質問紙調
査により、全国の知的障害者の公共図書館の利用状況やニーズを明らかにした（有効回答数 604

件）。
調査によると、公共図書館の利用経験がある回答者は 71% で、利用目的は資料の閲覧（関連

計 57%）・貸出し（28%）が、困ったことは、配架や展示方法のわかりにくさ（25%）、資料につ
いて困ったこと（関連計 49%）が、図書館への要求は、わかりやすい資料へのニーズ（関連計
29%）、人的支援（関連計 31%）が上位を占めている。利用経験がない理由は、本や雑誌に興味
がない、一人で行けない、家から遠い、図書館を知らない等が上位を占めている。
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④国立国会図書館「公共図書館における障害者サービスに関する調査研究」
国立国会図書館が 2010 年度に実施した「公共図書館における障害者サービスに関する調査研

究」に関しては、2012 年に『図書館雑誌』において 6 回にわたる連載記事の中で紹介されている。
同研究の全国の公共図書館を対象とした質問紙調査（回答数：2,272 館）により、障害者サー

ビスの実施率（66.7%）、対面朗読や郵送・宅配サービスの実施状況、相互貸借館数、障害者向け
資料製作館数、所蔵館数等が（返田 , 2012）、先進的な 9 館へのヒアリング調査により、聴覚障
害者へのサービスや知的障害者・精神障害者への配慮に取り組む館の存在、視覚障害者・肢体不
自由者への対応にとどまり、今後知的障害者等への対応も望まれる設備の課題、担当部署と職員、
ボランティア、予算、他館との連携・協力の状況等が（野口 , 2012）明らかにされている。

なお、国立国会図書館では 2017 年度にも同様の調査を実施し、2018 年 8 月に報告書を公表し
ているが（国立国会図書館 , 2018）、それに関する記事は今回の検索結果には現れなかった。
⑤日本図書館協会（JLA）『日本の図書館』

JLA 図書館調査事業委員会（2009）、同（2007）では、日本図書館協会が毎年発行している『日
本の図書館　統計と名簿』の 2008 年版、2006 年版から、障害者サービスに関する実績のデータを、
自治体の種別（市・町村については人口規模別）に紹介している。掲載項目は、障害者サービス
実施館数、担当職員数、対面朗読実施館数、総対面朗読時間数、資料の製作をしている館数、全
製作資料数、宅配サービス回数、郵送サービス回数、その他のサービス（自由記述）となってい
る。
⑥図書館問題研究会の調査

図書館雑誌編集委員会（1975）は、1974 年夏に図書館問題研究会が大会討議資料の一つとし
て行った調査として、「身体障害者・老人・病院・施設等へどんなサービスをしているか」とい
う質問への回答をまとめたものを紹介している。全国の都道府県立図書館を主に、図書館問題研
究会支部を通じて把握した市区立の公共図書館も含めた状況が、「視覚障害者サービスの現状」、

「車椅子利用者のためには」、「病人・老人サービス」（身体障害者への施設一括貸出し、郵送貸出
し等の情報を含む）、と分類して掲載されている。
（ウ）障害者サービスのあるべき姿・図書館の役割論

障害者サービスの現状と課題から、今後のあるべき姿を論じた記事が多数みられることも「図
書館」の特色である。その中から、特定の障害種に限定しない最近のものをレビューする。

前田（2017）は、障害者サービスに関して 1976 年から 2010 年までに実施された実態調査の結
果の変遷を示し、公共図書館が抱える基本的な課題として、①障害者サービスが人権保障である
との認識不足、②障害者や障害者サービスに関する基本的知識・技術の不足、③財源や人員の不
足、現行サービスの柔軟性のなさを挙げ、障害者差別解消法を生かした障害者サービス実現のた
めには、①障害者の特性・現状の知識、②図書館環境の現状の把握と整備、③運営ソフト・ノウ
ハウの見直しと障害の種別・程度による格差解消、障害当事者の企画・運営への積極的な参画等
が必要と論じている。

久野（2017）は、図書館の建築物としてのバリアフリー、ユニバーサルデザイン概念の導入に
つき、近隣図書館の建築関係法令の適用状況と実際の配慮状況を調査、地域福祉の展開において
図書館が果たすべき役割を、施設面、法令面、サービス面から検討する必要があるとする。

小林（2014）は、図書館の障害者サービスの理論モデルとして「メディア変換モデル」を提唱
し、「社会における情報のバリアフリー装置」という図書館の機能の重要性を論じている。
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（エ）障害者サービスの普及過程
サービス普及に関連する記事として、日本図書館協会障害者サービス委員会の組織や活動を説

明した田中（1993）と新山（2017）がある。田中（1993）は、1978 年に設置された同委員会の
活動として、調査の実施、ILFA 世界大会への代表派遣、著作権法の見直し作業、全国図書館大
会での実践紹介や新しい機器展示、障害者サービス紹介ビデオの製作等をあげ、障害者サービス
に関するスタンダードな概説書がまだないことを課題とする。新山（2017）は、関東・関西の小
委員会、多彩なメンバー構成、視覚障害や聴覚障害のある図書館員の委員がいて利用者の立場か
らも発言できる、という組織の特色を述べた後、具体的な活動として、法律や制度上の課題への
対応（「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する
機会を促進するためのマラケシュ条約（以下、マラケシュ条約）」への対応、障害者差別解消法
に対応した「図書館利用における障害者差別の解消に関する宣言」公表、「図書館における障害
を理由とする差別解消に関するガイドライン」「JLA 障害者差別解消法ガイドラインを活用した図
書館サービスのチェックリスト」作成等）、障害者サービス担当職員養成講座、著作権委員会な
ど他の委員会との連携、論文の発表・書籍の出版、全国図書館大会分科会の企画運営を挙げてい
る。

障害者サービスの普及促進要因を分析、県内の図書館、特に県立図書館がサービスを採用し、
情報を共有する場を提供することで、そこからサービスの情報を得、また規範化が進み、サービ
ス普及が進むというメカニズムを明らかにした松本（2008）、障害者サービス等の公立図書館に
おける事業形成過程を聞き取り調査と文献調査を通じて分析した松本（2009）、障害者サービス
等公立図書館における事業の同型化の要因を分析した松本（2010）のような研究も見られた。

他には、NPO 法人大活字文化普及協会内に 2010 年に発足した「読書権保障協議会」の活動を
紹介した田中（2012）、障害者サービスの PR についての小坂（2013）などがみられた。

イ . 権利・法制度
権利や法制度に関する記事が多いことも、「図書館」の特色である。

（ア）障害者差別解消法関連
「障害者差別解消法　図書館」の検索結果は 33 件（うち大学図書館関係 9、学校図書館関係 3）

であり、他施設関連のキーワードで同様の検索をして得られた結果は「博物館」の 1 件のみであ
ったことと比べても、図書館関係者の同法に関する関心の高さが際立っていることが伺える。

障害者差別解消法に関し、図書館における顕著な特色は、同法に基づき国公立施設が定める「対
応要領」、私立施設に向けて所管大臣が定める「対応指針」とは別に、公益社団法人日本図書館
協会が「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）
を定め、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、その具体例を示していることである。佐藤（2016）は、日本
図書館協会が 2015 年 12 月に発表した「図書館利用における障害者差別解消に関する宣言」の全
文を掲載するとともに、ガイドラインの一部を引用しながらその概要を説明している。

障害者差別解消法に定めのある合理的配慮や、施設設備のバリアフリー等の基礎的環境整備に
関する記事も多く、「障害 図書館 合理的配慮」検索で得られる最新の記事は、ニーズ調査をも
とに知的障害者が必要とする合理的配慮の検討を行っている藤澤（2016）であった。
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（イ）学習権・読書権関連
障害者サービスを「学習権」「読書権」の保障ととらえる記事の存在も、「図書館」の特徴である。
最も古い汲田（1976）は、1970 年代には養護学校の義務制等を背景に、障害者が図書館を利

用する必要性が、教育を受ける権利、学習する権利、労働する権利、政治的な参加の権利との関
連で高まったと述べ、まだ顕在化していない肢体不自由者、聴覚障害者のニーズ等について論じ
る。

近藤（2013）は、1960~1970 年代に起こった公共図書館における視覚障害者サービスに関す
る動きをまとめ、読書権という考え方を創造した視覚障害者読書権保障協議会の設立に関わった
人物への聞き取り調査と文献調査を組み合わせ、読書権という言葉の創造と定着の過程を明らか
にしている。
（ウ）著作権法関連

法制度の中でも、著作権は図書館にとって特に重要な問題で、Cinii で「障害 図書館 著作権」
のキーワードで論文検索を行うと、60 件もの検索結果が得られる（うち、大学図書館関係 5 件、
学校図書館関係 3 件）。最も古い記事である視覚障害者読書権保障協議会（1975）は、図書館の
録音サービスに対し日本文芸著作権保護同盟から著作権侵害との指摘がなされたことを契機とし
て視覚障害者読書権保護協議会が行った日本文芸著作権保護同盟や文化庁著作権課とのやりとり、
衆議院文教委員会著作権法審査小委員会の参考人としての作家の発言等を記録している。

視覚障害者等への情報保障と著作権法に係る経緯は、野村（2016）、南（2014）等がまとめて
いる。

視覚障害者等への情報保障のための権利制限規定は、1971 年の現行著作権法の制定時に、点
字図書の製作、点字図書館等による視覚障害者への貸出し用の録音図書の製作の 2 点に関し、初
めて設けられた。2000 年の法改正で点字データの作成やインターネット配信、2003 年の改正で
拡大教科書の作成、2006 年の改正で点字図書館等に限定されるものの録音データの視覚障害者
等へのインターネット配信、2008 年の改正で検定教科書について代替物の録音やマルチメディ
ア DAISY・テキスト DAISY による作成が許容されるようになった。しかし依然として、教科書
以外についてはディスレクシア（読字障害）など視覚障害以外の文字認識に支障がある人々や、
公共図書館での録音図書の製作等が対象外であったため、さらなる改正が求められていた。2009

年の著作権法改正により、行為主体の対象が公共図書館、大学図書館、国立国会図書館、学校図
書館にまで、適用対象者が読字障害者、発達障害者等にまで、適用行為が拡大した適用対象者が
利用するために必要な複製やインターネット送信にまで拡大する一方、適用対象著作物について
は、視覚著作物に限定され、同じ方式で製作されたものが市販されている場合は対象外となり、
範囲が縮小した。野村（2016）はマラケシュ条約をめぐる国内外の動向、障害者団体からの著作
権法改正への要望にも触れている。

南（2017）、南（2015）では前述の経緯に加え、拡大表示器による表示、対面朗読、点字の利用、
点字以外の形式への置き換えや利用など個々のサービスに関して、著作権の中の具体的な権利と
の対応や、著作権法の条文の適用関係等につき解説を加えている。

ウ . 所蔵資料関連
図書館サービスの根幹である所蔵資料に焦点を当てた記事も多数みられ、障害者サービスの進

展に対応して新たな形態の資料が登場し、配慮の対象となる障害種が広がっていく様子がみてと
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れる。
（ア）録音図書

録音図書に関しては、伊藤（1976）の第 17 回日本図書館研究会研究大会における、学術文献
録音サービスについてのシンポジウム報告が最も古い検索結果であり、国立国会図書館学術文献
録音事務局（1976）は、1975 年に開始した録音サービスにつき、当時の現状と問題点を明らか
にしている。

録音資料は、オープンリールテープの録音図書から始まり、カセットテープ時代をはさみ（坂
本・岡田 , 2010）、デジタル録音へと移行する。村上・上田（1999）は MPEG 規格等の音声技術
を解説、インターネット時代に向け、さらなるデータ圧縮技術や、著作権保護のため利用者を限
定する仕組みが必要になるであろうと述べている。

録音図書のための国際標準規格として開発が進められてきた DAISY（Digital Audio-based 
Information System）は、1998 年に最初の DAISY2.0 仕様が公開され（河村 , 2011）、日本でも点
字図書館を中心として急速に普及し（村上・上田 , 2000）、2001 年 11 月より、音声以外の画像や
文字などの様々なデータも扱うことから名称が Digital Accessible Information System（アクセシブ
ルなデジタル情報システム）に変更され、点字図書館等で一斉に DAISY 作製方法がバージョン
アップし、電子録音図書から電子マルチメディアへの転換が行われた（村上・落合 , 2004）。
（イ）電子テキスト

村上ら（1998）、村上（1999）は、視覚障害者を対象とした電子図書館に関し、墨字電子データ、
点字電子データ、録音電子データを活用した視覚障害者の新たな読書方法の検討や、外字・ユー
ザインタフェイス・著作権といった課題、筑波技術短期大学視覚部におけるテキストデータ配信
等を行う実験的な電子図書館構築について紹介している。

マルチメディア DAISY の登場以降、検索結果に表れる記事もマルチメディア DAISY に関す
るものが主となっていくが、天野（2015）はテキスト DAISY の比較的製作が容易で迅速な提供
が可能であるという最大の利点を生かした日本点字図書館による基礎研究、実証実験「アクセシ
ブルな電子書籍製作実験プロジェクト」を紹介、ロービジョン等の利活用も可能とするテキスト
DAISY 図書は、同館の今後のサービスの柱のひとつになり得るメディアであると述べている。
「アクセシブルな電子書籍」に関しては、野口（2018）が紹介する松原［編著］（2017）等で、

市場流通する電子書籍のタイトルが増加する一方で音声読み上げなどのアクセシビリティ機能が
使える電子書籍が限られている現状が指摘されている。植村（2014）は、障害者差別解消法の枠
組みを用いて、視覚障害者にアクセシブルな電子書籍サービスの実現のために望ましい電子書籍
の形式や、発生する負担の分担について考察している。
（ウ）マルチメディアDAISY

当初はデジタル録音図書の国際標準規格として、視覚障害者団体が中心となって開発を推進し
た DAISY であったが（河村 , 1997）、マルチメディア DAISY の時代になると、ディスレクシア（読
み書き障害）等、発達障害との関連での記事が多くなっていった（山内 , 2004　等）。
（エ）点訳本

日本点字図書館ほか、点字図書の所蔵、貸出し、点訳を行う専門図書館が全国に存在している
が、中山（2007）は、点字は盲ろう者にとって唯一の情報入手手段であることにも触れ、公共図
書館における点訳サービスを広げる必要性について論じている。点訳サービスに役立つ情報とし
て、英語点字表記解説書（長岡ら , 2009）、図形点訳ソフト（辰巳ら , 2010）に関する記事がみら
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れた。
（オ）LLブック

知的障害や自閉症のある人にもわかりやすい「LL ブック」については、刊行と普及のための
研究会の発足を報じた藤澤（藤澤 , 2007）が手がけた書籍『LL ブックを届ける やさしく読める
本を知的障害・自閉症のある読者へ』（藤澤和子・服部敦司編著 , 読書工房 , 2009）の紹介記事が
3 件みられた後、当事者への調査を行って知的障害者の読書支援のために求められる本について
明らかにした藤澤（2018）がみられた。また、山田（2018）が紹介する書籍『障害のある人たち
に向けた LL マンガへの招待 : はたして「マンガはわかりやすい」のか』（吉村和真・藤澤和子・
都留泰作編著 , 樹村房 , 2018）では、LL マンガの必要性を論じ、ガイドライン試案の模索等を行
っている。
（カ）てんやく絵本・布の絵本・さわる絵本

市販の絵本に文章の点訳や絵を解説する点字を透明なシートで貼り付けた、子育て中の視覚障
害者の利用が多い「てんやく絵本」（岩田 , 2015）、主として視覚障害のない子供で、既製の絵本
をそのまま利用するのが困難な子供が使えるよう工夫された「布の絵本」（早瀬 , 1987）、前二者
とは異なるもので、視覚障害者がさわって絵がわかるよう工夫してあり、文章が点字と墨字で読
めるようになっている「さわる絵本」（小西 , 2001）に関する記事がみられた。

エ . 障害のある図書館職員
障害者が図書館で働く意義やそのための環境整備、障害のある職員の紹介や手記等、障害のあ

る職員に関する記事が 26 件みられた。斉藤（2018）や大塚（2015）で紹介されている「公共図
書館で働く視覚障害職員の会（通称「なごや会」）」は、障害者サービスの概要や歴史を解説する
書籍『見えない・見えにくい人も「読める」図書館』や『本のアクセシビリティを考える―著作
権・出版権・読書権の調和をめざして』の発行等も行っている（藤田 , 2010 ; しばざき , 2006）。

前述の 26 件の他、視覚障害のある日本図書館研究会委員による障害者サービスに関する座談
会（立花他 , 2014）、日本図書館協会障害者サービス委員会の障害のある委員が当事者の意見を
代弁する存在として貴重であるとした新山（2017）、自らが聴覚障害のある図書館員であること
を記載して公共図書館の障害者サービスの現状全般を解説した松延（2015）のような記事もみら
れた。

オ . 障害者サービスの歴史
図書館の障害者サービスに関する、明治期以降の歴史についての記事もみられた。
野口（2005）は、1880（明治 13）年のキリスト教宣教医ヘンリー・フォールズによる「盲人

用図書室」の開設、1909（明治 42）年の『図書館雑誌』によるフランスの盲人図書館紹介、
1916（大正 5）年の東京市本郷図書館における点字図書室の設置、1906（明治 39）年の山県五十
雄による点字図書館の必要性論から好元督や桑田鶴吉の論文における盲人図書館設立の希望や構
想への流れ、大正後期から昭和にかけての公共図書館における点字文庫の広がり、1934 年の東
京盲学校図書館の建設と同図書館を日本の中央盲人図書館にしようという中央盲人福祉協会によ
る運動、聴覚障害者の読書に関する理論等、戦前期日本における障害者サービスの展開を明らか
にしている。金（2006）は、明治期の山県の主張、大正期の公共図書館の点字文庫設置、視覚障
害者・岩橋武夫による 1935 年の日本ライトハウス設立と翌年 4 月の点字図書館の開館、視覚障
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害者・本間一夫による 1940 年の日本盲人図書館（後の日本点字図書館）開設、1960 年代におけ
る S・L（Student Library）等による運動と 1970 年の都立日比谷図書館における視覚障害者サー
ビス開始、国立国会図書館への要求と同館による 1975 年の学術文献録音サービス開始等の歴史
を、利用者である視覚障害者のニーズという視点から見直し、読書権運動の要因について考察し
ている。田中（2017）は、日本点字図書館の発展過程を軸に、点字図書の製作、音声図書、郵便
料金の無料化、デジタル化、マラケシュ条約と障害者差別解消法等について述べた。近藤（2013）
は、1960 年代後半の運動から 1978 年の日本図書館協会での障害者サービス委員会の設置に至る
までの動きをまとめるとともに、視覚障害者読書権保障協議会の設立に関わった人物に、当時の
状況に関する聞き取り調査を実施している。小林（2012）は、1970-90 年代を中心に①読書権、
②アウトリーチ、③図書館の自由をひろげる、④図書館の側の障害、⑤図書館利用に障害のある
人々、のキーフレーズと、⑥障害者サービスの「障害」とは、に着目した理論の発展を概観して
いる。大久保（2018）は、1970 年以降の、都立図書館が開始した障害者サービスを他の公共図
書館に広げる動き、そうした動きへの点字図書館の反応と同館のサービスや技術面における変革
等、現在のサービスが構築された経緯を明らかにしている。

カ . 海外の情報
海外情報は後述の「博物館」でもみられたが、「図書館」の特色は、国際図書館連盟（IFLA）

の動向に関する記事が 1987 年以来 10 件登場していること（野村 , 2015 等）、DAISY や EPUB 等
の技術開発関係の動きの紹介がみられること（河村 , 2015 等）、先進事例のみならず、開発途上
国の図書館事情に関する記事もみられたこと（日本貿易機構アジア経済研究所 [ 編 ], 2015 等）
などである。

キ . 障害種の広がり
知的障害者向け事業の紹介が中心であった「公民館」に対し、「図書館」に関しては、視覚障

害（視覚障害者読書権保障協議会 , 1972b 等）、肢体不自由（篠崎 , 1974 ; 赤木 , 1974 等）、聴覚
障害（古谷 , 1979 等）、発達障害（河原 , 1999 等）、知的障害（山内 , 2000 等）と、多様な障害
種への対応に関する記事がみられた（例示は、検索で得られた最も古い記事）。

ク . その他
その他、特定の図書館や地域の取り組み、講座・イベント等の事例、職員の資質と研修、ボラ

ンティア、ICT 支援・情報システム・ウェブサイト、他機関との連携等、他の施設種の検索結果
でみられた内容は、ほぼ全て「図書館」の結果でもみられた。

（3）博物館・美術館
複合検索ワード「博物館」及び博物館の一形態である「美術館」の検索結果は、図書館に次い

で多かった。以下、「博物館」「美術館」の特徴を示す内容のまとまりごとに、文献レビューを行う。

ア . 学校教育との連携
複合検索ワード「博物館」「美術館」の検索結果の大きな特徴は、学校教育との連携に関する記

事の多さである。筑波大学附属視覚特別支援学校 視覚障害教育ブックレット編集委員会による
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雑誌『視覚障害教育ブックレット』が博物館との連携に関する記事を 2010 年以降 20 件（うち美
術館 4 件、そのうち博物館・美術館両方の内容を含む記事 1 件）掲載、特定の単元での連携例（荒
舘 ,2015）、特別支援学校との長期的な連携（末長ら , 2017）、海外における視覚障害児童の在籍
する通常学校と美術館との連携事例（半田 , 2016）等、博学連携の実践に役立つ事例等の紹介が
なされている。

他にも、鳥取県立博物館による視覚特別支援学校と連携しタッチング可能な自然史資料を活用
した授業（田中 , 2013）、国立科学博物館による、聴覚障害者の学習を支援するコンテンツの開
発を、学校訪問やユーザーテストなど、ろう学校の協力を得て行った事例（江草・岩崎ら , 2018 
; 江草・楠ら , 2015）、 長崎県美術館における県立盲学校の実践（濱垣 , 2008）がみられた。

イ . 全国規模の調査
「博物館」においても全国規模の調査に関する記事がみられた。
江草・保科ら（2014）は、2014 年~2015 年に全国の科学系博物館に対して展示上の配慮に関

する質問紙調査を行い（有効回答数 173 件）、視覚障害者に対する配慮に関しては、特にしてい
ない館が最も多く（43%）、触って理解できるコンテンツ（40%）、音声等で理解できるコンテン
ツ（29%）、十分な明るさで展示（20%）という結果を、聴覚障害者に対する配慮に関しては、特
にしていない（56%）、十分な音量での展示（21%）、映像コンテンツの音に字幕・手話（10%）、
音の出る展示を文字・手話映像で説明（10%）という結果を得、多くの科学系博物館の展示物に
おいて配慮が十分でなく、特に聴覚障害者への配慮が遅れているとした。

江草・保科ら（2015）は、江草・保科ら（2014）で未分析であった「学習活動」「鑑賞支援」「教
材」「個人用展示解説機器」について分析を行い、全ての科学系博物館において何らかの配慮がさ
れているが、多様かつ十分な設備・サービスとはいいたがく、改善の余地があるとした。

その他全国規模の調査に関しては、村上（1998）、奥野（1998）がみられた。

ウ . 障害種の広がり
視覚障害（香川 , 1981 等）、肢体不自由（身体障害）（山内ら , 1993 等）、発達障害（駒見 , 1995 

等）、聴覚障害（村上 , 1998 等）、知的障害（熊谷 , 2015）、「美術館」では視覚障害（長尾 , 2005 等）、
知的障害（吉川 , 2005 等）、聴覚障害（菅野ら , 2017）関連の記事がみられた（例示は、検索で
得られた最も古い記事）。

エ . 障害者差別解消法と合理的配慮
障害者差別解消法の概要や合理的配慮等について解説し、今後の科学系博物館における合理的

配慮の在り方について論じた河野（2016）、施設のバリアフリーを行っている館は 54.6%、職員
研修を行っていない館が 85.3% 等の法施行前の博物館の状況を明らかにした菊池ら（2016）、国
内外の特色ある取組を行う 3 館を紹介した菊池ら（2015）がみられた。

オ . 海外事例
海外事例の紹介においても、学校教育との連携に関する記事がみられること（川上ら , 2002 ; 

半田 , 2016）が「博物館」「美術館」の特徴である。
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カ . 障害者が制作した作品の展示、表現支援（美術館）
「美術館」特有のトピックとして、障害者自身が作品を制作し、その展示等を通じて美術館と

関わることに関連する記事が 18 件みられた。単独の作家の作品を展示する美術館として「風の
丘 大野勝彦美術館」（岩尾 , 2017）、「金澤翔子美術館」（金澤 , 2012）が、社会福祉法人が開いた常
設の美術館として「るんびにい美術館」（甲斐 , 2011 等）、「はじまりの美術館」（岡部 , 2014 等）、「ボ
ーダレス・アートミュージアム NO-MA」（木元 , 2016）が、NO-MA による展覧会のスタッフがア
ートディレクターを務める社会福祉法人と地域商店街が協働した取組として、商店街をまるごと
展示空間とするイベント「中野アール・ブリュット」（東京都・社会福祉法人愛成会 , 2014 等）等
が紹介されている他、金沢 21 世紀美術館で行われた、3D プロッターを用いて視覚障害者の造形
表現を支援する実践の紹介（出原 , 2006）などもみられた。

キ . その他
その他、特定の館や講座・イベント等の事例紹介、建物等施設のバリアフリー、運営組織、ウ

ェブサイト等に関する記事がみられた。

（4）青少年教育施設
少年自然の家（青少年自然の家）に関しては、国立曽爾青少年自然の家が主催する、発達障害

のある子供たちを対象とするソーシャルスキル・トレーニングを取り入れた自然体験・宿泊体験
事業「そにっとキャンプ」の紹介（榊原 , 2007）、2005 年 7 月に国立那須甲子少年自然の家で実
施された筑波大学附属盲学校高等部夏季学校での「森をみる」活動の実践例（鳥山 , 2006）、
2003 年に国立日高少年自然の家が主催した障害がある子供と障害がない子供との野外体験活動
を通じた交流事業「わくわくキャンプインひだか」の報告（喜田 , 2004）、少年自然の家におけ
る障害のある子供たちへの支援の紹介（島﨑 , 2004）がみられた。島﨑（2004）は、2002 年度に
は盲・聾・養護学校 113 校、のべ 6,708 人の児童・生徒が全国に 14 設置されている国立少年自
然の家を利用しており、その他、障害のある子供たちのグループ・サークルが週末や長期休業期
間に利用していることや、2003 年度に各国立少年自然の家が実施する障害のある子供たちやそ
の家族などを対象とした 9 事業の概要等を紹介している。

青年の家（青少年交流の家）に関しては、2010 年度に国立阿蘇青少年交流の家で行われた、
特別支援学級及び学校の児童・生徒を対象に、自然体験や社会体験、交流体験を通して社会性を
育んでいくことを趣旨とした「阿蘇わくわく自然体験塾」についての、学生ボランティア、引率
教員、保護者の 3 つの位相からの分析（石山ら , 2011）がみられた。

紹介された事例等はすべて、国立青少年教育施設に関するものであった。

（5）女性教育施設
個別の女性教育施設の名称は多様であり、個々の施設での取組に関する記事は「女性教育施設」

という検索ワードでは捕捉できない可能性が高い。このため、国立女性教育会館が提供する「女
性関連施設データベース」（http://winet.nwec.jp/sisetu/）を参考に、「女性教育」「婦人教育」「女性セ
ンター」「婦人センター」「女性会館」「婦人会館」「女性の家」「婦人の家」「男女共同参画」「男女平等」
を複合検索ワードとしての検索も行ったが、障害者の女性教育施設の利用に関する記事を含む検
索結果は得られなかった。
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（6）生涯学習センター
檀浦ら（2000）が、茨城県南生涯学習センターにおいて開催された生涯学習センターフェステ

ィバル（主催 : 茨城県教育委員会、当時の同施設の指定管理者であった茨城県教育財団）で発表
の一つとして行われた、障害に関する理解啓発講座を紹介している。一般向け講座であるが、プ
ログラムのひとつに、依頼を受けて参加した視覚障害者 1 名を中心とした座談会があったため、
障害者の参画のある学習活動の紹介として分析の対象たる検索結果に加えた。

4　考察

社会教育施設の中でも、施設の種類により大きな記事数や内容の違いがみられた。以下、施設
の種類ごとに、障害者の社会教育施設利用に関連する研究や情報発信の現状と課題、障害者の生
涯学習の振興のために関連研究や、社会教育施設関係者・関連施策推進者の発信に望まれる方向
性について考察する。

図書館の記事が多い理由は、明治期以来の障害者サービスの歴史、「読書権」等の人権意識に
も支えられた、障害のある図書館員も含めた障害者側からのニーズの表出、障害者の読書の権利
保障を推進する国際的な動き等を背景に、数次にわたる著作権法改正などの制度改正、所蔵資料
への情報アクセスにかかる技術革新等、障害者へのサービス提供のために図書館関係者で共有す
べき新しいトピックが次々に登場し、それらについて議論する場も多数設けられてきたことにあ
ると考えられる。今後も、マラケシュ条約、著作権法改正、読書バリアフリー法をめぐる議論、
これまで対応が手薄だった障害種へのサービスに関する研究や実践事例等、多くの論文や記事が
発表され続けることが望まれる。

博物館については、学校教育と博物館との連携（博学連携）について、特に科学・理数教育と
の関連において、中央教育審議会答申（中央教育審議会 , 1996 ; 同 , 2003 ; 同 , 2008）等でくり返
し明記され、学校教育の側からのニーズの高まりもみてとれることが、図書館に次ぐ記事件数の
多さにつながっていると考えられる。今後は、アクティブ・ラーニング等の学校教育における新
たなニーズに応えて障害種ごとに効果的な教育プログラムの開発・普及が行われるとともに、そ
の成果を成人障害者の生涯学習の充実に生かした事例が発信されること、知的障害者等、これま
であまり配慮がされてこなかった障害種への配慮に関する研究とその成果普及等が望まれる。

公民館については、現状においては、知的障害者向けの青年学級に記事が偏っている傾向があ
る。一般向けの講座への参加の際の合理的配慮の工夫例など、その他の学習機会や他障害種への
配慮に関する研究や、先進的な取組を行う施設からの発信、障害者の生涯学習支援を推進する行
政による好事例紹介等が、多様なニーズに対応しつつ、数多く蓄積されることが望ましく、それ
は生涯学習センターについても同様である。また、文部科学省で進行中の実践研究事業の成果に
ついては、それが公民館や生涯学習センター等への普及を目指したものであることを明示して、
関係者の目に触れる雑誌等への、できる限り数多い掲載を目指すべきである。

青少年教育施設については、国立施設の取り組みの公立施設等への波及の様子がみてとれない
こと、最新記事が障害者差別解消法制定前の 2011 年であり、様々な障害種に対応した新しいプ
ログラム等、その後の研究の進展が、青少年教育施設をキーワードとした検索で見いだせないこ
とに課題が見える。博物館のように学校とのつながりが強い施設であることを生かした、学校教
育と連携してのプログラム開発と学校教育関係の専門誌も活用した成果普及や、障害者が体験す
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る機会が少ない野外活動等における合理的配慮に関する研究、海外の先進的な事例紹介、公立施
設等の取組の紹介など、青少年教育施設における障害者の活動の可能性に関する知見を更新し、
優れた取り組みを、青少年育成に関わる幅広い関係者に伝える研究や普及記事が望まれる。

女性教育施設については、女性障害者の抱える複合的な生きにくさの問題への取り組みや、社
会参加等に関して平等が十分に実現されていなかった人々へのエンパワーメントを行ってきた実
績とノウハウを生かした障害者の生涯学習の推進、共生社会の実現へと向かう学びへの貢献を行
い、その成果を幅広い媒体を通じて発信することが望まれる。
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【資　料】

Abstract
The purpose of this report is to summarize the process of updating the database of information 

on articles published by the educational research institute and education center, one of the Educa-
tion Research Information Databases of the National Institute for Educational Policy Research, 
from its construction to the present, and to show how to make effective use of the database by 
analyzing the information accumulated over 35 years using a bibliometric method. The formal 
name of this database is “Educational studies and researches conducted in education centers” and 
the abbreviation is “CENTER”.

According to an analysis of the information provided, the number of educational institutes and 
centers around the country providing information and the amount of information provided by 
them have seen a decreasing tendency, whereas prefectures with greater populations tended to 
provide more, but it was also found that there were prefectures that worked harder than their 
population would suggest.

An analysis of keywords in the titles shows that there have been changing trends in research 
themes over the past 35 years, and that the revision of the Courses of Study has had an influence 
on research. In addition, changes in research topics suggest that the role of the educational center 
has shifted from research to training.

教育研究所・教育センター刊行論文情報データベースのあらまし
－ 1982年度から 2016年度までに蓄積されたデータの分析を通して－

Outline of the Database of Information on Articles Published by the Educational Research 
Institute and Education Center: Through Analysis of Data Accumulated from Fiscal 1982 to 

Fiscal 2016 

吉岡亮衛＊

YOSHIOKA Ryoei

＊ 教育研究情報推進室・総括研究官
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1　問題の所在

国立教育政策研究所（以下、当研究所と言う）では、教育研究情報データベースを構築し教育
関係者をはじめ広く一般の利用に供している。そこに蓄えられた情報のひとつに「全国の教育研
究所・教育センター刊行論文情報データベース」（以下、本データベースと言う）がある 1）。本報
はこれまでに蓄積されたデータの分析を通して本データベースの有用性を紹介するものである。

当研究所は、その前身である国立教育研究所の時代に、教育情報データベースの提供サービス
を行う目的で組織とシステムの整備を実施し、1986 年 10 月に「国立教育研究所教育情報システム」
を構築して当研究所が作成する各種データベースのオンライン利用等を行うことを可能とした
( 国立教育研究所 , 1999)。本データベースはこれら当研究所が作成するデータベースの一つであ
る。また、本データベースは、全国教育研究所連盟 ( 全教連 ) と共同して、全教連加盟機関以外
の機関を含めた全国約 600 の教育研究所・教育センター（以下、教育センターと言う）から、毎
年、その年度内に刊行した研究論文についての情報を収集し、データベースを更新してきた ( 村
瀬・他 ,1986)2）。データベース中に収録されているデータは、1982 年度に遡ることができる ( 全
国教育研究所連盟・国立教育研究所 , 1983)。情報収集の方法及びデータベース提供の方法は、
時代に合わせて幾度か変更してきた。大きな転換点は 2 つあった。ひとつは情報収集上の便宜の
ためであり、もう一つは利用者に対する便を考慮したものである。情報収集上の便宜は、教育セ
ンターにおける情報化の進展と情報リテラシーの向上に呼応したものである。従来は調査用紙を
配布し論文等の情報の記入を依頼する形で情報収集を行っていたが、コンピュータ上で入力する
フォームを配布し、入力されたデータファイルのみを電子メールに添付して送る形を併用するこ
ととした。各機関で対応可能な調査法を採用することで、データ作成の時間と労力を軽減し回収
率の向上を目指した。もう片方は情報化のさらなる進展によるデータベース管理システム
(DBMS) の変更である。それまでの DBMS は富士通製の汎用コンピュータ上で稼働していた
FAIRS-I であり、コマンド形式の検索システムを有していた。それゆえ検索のためにはキーワー
ド情報を登録する必要があった。汎用コンピュータシステムからサーバータイプのコンピュータ
システムへとの更新に伴い、DBMS もアクセラテクノロジ社の BizSearch に変更された。それに
伴い新システムでは、テキストデータからキーワードを自動抽出してインデックスファイルを生
成し、n-gram 検索が可能なシステムとなった ( 吉岡 , 2007)。その結果、標題その他のテキスト
項目から検索に必要な情報が生成可能となり、情報収集時には研究論文等の一次情報のみを収集
し、標題・著者名・掲載誌名・情報提供機関名等の書誌情報は研究所で採取することとした。こ
れにより情報収集方法自体は大幅に簡略化された。

以上のような経緯を経て 35 年間以上にわたり情報が蓄積されてきた本データベースを用いた
研究は、初期の頃の主題分析研究 ( 村瀬・他 , 1983; 齋藤・他 , 1984; 齋藤・他 , 1986) とキーワー
ドについての研究 ( 村瀬・他 , 1984; 村瀬・他 , 1987; 吉岡・他 , 1988 ) などの試験的な研究の他
には、吉岡 (2001) によるデータベースから一部の情報を取り出した計量文献学的研究があるの
みで、データベースの中身が概観できるような研究や報告はいまだない状況にある。

2　目的

これまで本データベースのデータについての分析研究は、上述のデータベースの構築を開始し
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た当時の研究だけであり、その後もデータベースの情報全体を概観する研究は現れていない。そ
こで本報では、本データベース中に蓄積されている 1982 年度から 2016 年度までのすべてのデー
タについて分析し、そこから得られる知見をまとめることとする。

3　方法

データベース中のすべてのレコードについて、データベース項目のうちの標題、年度、機関番
号情報を取り出し分析データとする。本データベースの収録件数は 57,057 件 3）であるが、その
内の 2017 年度の 7 件と提供機関が国立教育政策研究所である 827 件を除いた 56,223 件について
分析した結果を報告する。

標題の分析はキーワードを抽出し、抽出されたキーワードを基に分析を行う。キーワードの抽
出には KH Corder( 樋口 , 2017) を用いた。KH Corder は茶筌の形態素解析を使用しているため、
抽出されるキーワードは茶筌により切り出された語の基本形ということになる。そのため今回の
分析では、複合名詞などの複合語については考慮していない。

4　分析結果

4.1　収録件数の経年変化
図 1 に年度ごとの収録件数を示す。1982 年から 2016 年までの 35 年間の年平均収録件数は、1,630

件である。2004 年の 2,626 件が最多であり、2016 年の 1,143 件が最少となっている。回帰分析の
結果は、

y = 1842.879 – 11.827 x となり、有意確率 P = 0.007, 寄与率 R2 = 0.201, 残差の標準偏差  = 
245.5
であった。このことから収録件数については若干の減少傾向が見られるが、回帰によって説明で
きる割合は大きくないことが分かる。
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4.2　データ提供機関・提供件数
1982 年度から 2016 年度までの間に過去に一度でもデータ提供を受けた機関の数は、606 機関

であった。これらの機関は市町村合併による消滅や統廃合の結果、現在は存在しない機関も多く
ある。名称の変更についてはその都度対応しているが、統廃合によるデータの名寄せは行ってい
ないため個々の機関の歴史については不明である。また、データ提供機関は公立の教育センター
のみではなく、組合立、私立の研究所やセンターも含んでいる。そのような 606 機関の所在地に
よる都道府県別機関数は、北海道が 55 機関で最も多く、東京都 (52)、群馬県 (39)、埼玉県 (34)、
山形県・千葉県 (29) と続き、福井県と鳥取県はそれぞれ県立の 1 機関のみであった。

図 2 は、データ提供機関数の推移である。1982 年当初より全国の約 600 機関にデータ提供を
依頼していたが、実際にデータ提供のあった機関は全教連加盟機関を中心とした一部の機関であ
り、中には提供すべき情報がないと回答する機関もあった。かつては全国の地方自治体では規模
の大小を問わず教育研究所を設置する傾向にあったが、平成の大合併により地方自治体の数自体
が大きく減少した。その影響はデータ提供機関数の減少に如実に現れている考えられる。2005

年頃を境として提供機関数が一段下がっているのはこの影響であろうと思われる。ただし、継続
的にデータ提供のある機関は都道府県立や政令都市立などの比較的人口規模の大きい自治体であ
り平成の大合併にも残った機関が多いため、データ件数は一定の数を維持する結果となっている。
回帰分析の結果は、

y = 295.245 – 5.426 x となり、有意確率 P = 0.000, 寄与率 R2 = 0.795, 残差の標準偏差  = 
28.624

であった。回答機関数は、全期間を通じて明らかに減少傾向にあると言える。

 
図 3 に都道府県別のデータ件数を示す。色の濃度の薄い方から濃い方に、順に 500 件未満、

500~999 件、1,000~1,999 件、2,000~2,999 件、3,000 件以上の 5 階調で示す。最も件数の多いの
は東京都 (5,525) で、神奈川県 (3,897)、群馬県 (3,147)、大阪府 (2,474)、福岡県 (2,409) と続き
最少は鳥取県 (88) であった。東京都が最も多いのは私立の教育研究所も含めて規模の大きい教
育センターの数が多いことが要因としてあげられる。また、人口の割合に比べて、東北地方と四
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国地方のデータ件数の健闘が目を引く。
個別の機関については、最もデータ提供件数の多い機関は群馬県総合教育センターの 1,473 件

で、以下愛媛県総合教育センター (1,423)、一般財団法人教育調査研究所 (1,336)、神奈川県立総
合教育センター (1,151)、沖縄県立総合教育センター (1,099)、奈良県立教育研究所 (1,081) の順で、
これら 6 機関からは千件以上の情報提供があった。また、1982 年から 2016 年までの 35 年間に
毎年情報提供があった機関は、群馬県総合教育センター , 伊勢崎市教育研究所 , 富山県総合教育
センター , 福井県教育研究所 , 静岡県総合教育センター , 香川県教育センター , 愛媛県総合教育セ
ンター , 鹿児島県総合教育センターの 8 機関である。一方で提供年数が 9 年以下の機関が約半数
を占める。図 4 に提供年数ごとの機関数を示す。
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図３ 都道府県別のデータ提供件数 
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図３ 都道府県別のデータ提供件数 

 
図４ データ提供年数別機関数 
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4.3　キーワード分析 : 頻度上位語
標題から切り出したキーワードについて、出現頻度の高いキーワード 100 語を表 1 に示す。こ

こで取り上げたキーワードの品詞は、KH Corder の品詞体系中の名詞、サ変名詞、形容動詞、固
有名詞、ナイ形容、副詞可能、動詞、名詞 C に分類された語であり、これらの品詞以外の語は
分析から除外した。最も頻度が高かった語は「指導」で、56,223 件の全標題の実に 3 分の 1 以上
で使用されていることになる。データベースに集録された論文等の著者は、教育センターの指導
主事又はそこで研修をしている教員が中心であるため、彼・彼女らの興味関心が「指導」にある
ということが言えよう。上位語の中にある、「育てる」「高める」「生かす」「学ぶ」「目指す」「豊か」「考
える」「生きる」「取り入れる」「取り組む」などの動詞や形容動詞は、まさに学習指導要領の中に出
てくる語である。100 位までに登場した教科を表すキーワードは、「社会 (24)」「情報 (28)」「生活
(29)」「理科 (31)」「国語 (56)」「算数 (57)」「英語 (65)」「道徳 (71)」「数学 (72)」「家庭 (94)」4）のみ
であった。このうち情報、生活、家庭のほとんどは教科とは異なる文脈で使用されており一般的
な意味で用いられていることが分かった。ランキング外の教科名は、「音楽 (115)」「技術 (118)」「家
庭科 (135)」「体育 (137)」「歴史 (193)」「保健 (215)」「化学 (241)」「生物 (269)」「美術 (287)」「物理
(344)」「地理 (376)」「地学 (458)」「公民 (503)」が頻度 100 以上であった。総じて高校の教科の順
位は下位に位置する。ちなみに「図画工作」は 204 回出現していることが分かったが、分析上「図
画」と「工作」の 2 語にカウントされるため今回は考慮外となった。

順位 キーワード 頻度 順位 キーワード 頻度 順位 キーワード 頻度 順位 キーワード 頻度
1 指導 19059 26 評価 2927 51 問題 1661 76 言語 1334
2 学習 14919 27 表現 2860 52 総合 1660 77 実験 1325
3 研究 14679 28 情報 2757 53 主体 1625 78 連携 1306
4 教育 13026 29 生活 2742 54 理解 1617 79 時間 1275
5 活動 8027 30 中学校 2683 55 環境 1611 80 事例 1270
6 活用 6846 31 理科 2530 56 国語 1610 81 体験 1252
7 授業 6635 32 生かす 2507 57 算数 1607 82 関係 1247
8 学校 6533 33 学ぶ 2317 58 登校 1584 83 方法 1224
9 工夫 5939 34 地域 2234 59 効果 1543 84 基本 1178

10 生徒 5610 35 中心 2115 60 考える 1527 85 思考 1164
11 育成 4775 36 目指す 2113 61 研修 1525 86 特別 1148
12 児童 4773 37 あり方 2082 62 自己 1522 87 自分 1128
13 実践 4753 38 意欲 2080 63 コンピュータ 1501 88 向上 1116
14 教材 4711 39 相談 2050 64 充実 1481 88 創造 1116
15 在り方 4337 40 能力 2000 65 英語 1479 90 育む 1109
16 育てる 4288 41 作成 1990 66 図る 1476 91 経営 1094
17 子ども 4283 42 学力 1897 67 自ら 1469 92 取り入れる 1070
18 調査 4225 43 基礎 1863 68 生きる 1463 93 教師 1065
19 高める 3335 44 課題 1842 69 資料 1450 94 家庭 1037
20 小学校 3280 45 改善 1820 70 高等 1435 95 報告 1032
21 力 3174 46 利用 1803 71 道徳 1428 96 分析 1019
22 支援 3133 47 豊か 1797 72 数学 1415 97 取り組む 1018
23 開発 3086 48 心 1741 73 障害 1404 98 展開 1008
24 社会 2966 49 意識 1686 74 学年 1400 99 解決 970
25 学級 2942 50 考察 1683 75 実態 1335 100 人間 967

表 1　頻度上位 100 語
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次に頻度上位語の経年変化を見てみる。そのために次の手順で前処理を行った。まず KH 
Corder の機能を用いて、最小文書数を 100 として語の取捨選択を行い 5）、抽出語×文脈ベクトル
の表 6）を出力した。次にそれぞれの抽出語について年度ごとに集計し、抽出語×年度の頻度表 7）

を作成した。更に個々の数値を当該年度のデータ件数で除して年度間の比較が可能にした上で 8）、
上位 10 語の経年変化を図 5 に示す。

図からいくつかのことが読み取れる。ひとつはどのキーワードも常に一定した寄与を示すもの
はなく、すべて年ごとに変動しているということである。つまり、論文等のテーマには流行り廃
りがあるということである。例えば、「指導」については平均すると 3 分の 1 程度の標題に登場
するが、1980 年代には 4 割を超えていたことが分かる。「授業」や「活用」のように全体的に右
肩上がりの傾向を示すものがある一方、「研究」のように右肩下がりの傾向を示すキーワードが
ある。もう一つ特徴的なことは、1992 年、2002 年、2011 年の学習指導要領の改訂の時期に強く
変化を示すキーワードがある。2002 年の「学習」や 2011 年の「活動」は典型的である。

4.4　キーワード分析 : 年度間の関係
次に付与されたキーワードの頻度に基づいて年度間の関係を分析した。4.3 で作成したマトリ

クスデータに対し SPSS により多次元尺度法とクラスター分析を行った。多次元尺度法の結果に
クラスター分析の結果を重ねたものを図 6 に示す。

図から、古い年度ほど右に位置し、左に行くにしたがって新しい年度になることから、第 1 次
元の方向は時間の経過に対応していると考えられる。垂直軸に沿って見てみると古い年度から
2001 年までは上の方向に移動し、その後は再び下降している。ちょうど世紀の変わり目頃に変
曲点が現れている背景について考えると、ひとつは学習指導要領の改訂の影響が思い当たる。赤
の小さなクラスターを見ると、右側の大きなクラスターは、1989 年と 1990 年の間で分かれ、左
側のクラスターも 2002 年と 2003 年間及び 2008 年と 2009 年の間で分割されているが、これも学
習指導要領の改訂時期に符合する。以上のことから教育センターの論文等のテーマは、ひとつに
は学習指導要領に大きな影響を受けていることが考えられる。
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4.5　キーワード分析 : 傾向の転換要因
そこで平成 10 年改訂の学習指導要領のキーワードについて頻度の推移を見てみる。残念なが

ら「ゆとり」は抽出された 571 語のキーワード中には含まれなかった 9）が、『総合的な学習の時間』、
『生きる力』、『豊かな心』の語句に含まれる 6 語についての推移を図 7 に示す 10）。そこからは学
習指導要領の改訂時期にこれらの語の使用頻度が明らかに上がっていることが読み取れる。「総
合」と「時間」は同じような変化を示しているため分かりやすい。一方、「生きる力」については、

「生きる」は確かに頻度が増えているが、「力」は「何々する力」という形で用いられることも多
く、突出したピークは形成していないのはそのためであると考える。「豊か」と「心」は全期間
を通して「豊かな心」とひとつの言葉で用いられる傾向にあり、この時期には他の時期よりも少
し頻度が高くなっている。

ここでは試みに学習指導要領のキーワードについて推移の様子を見てみたが、更に多くの語に
ついて分析を進めることにより、4.4 で明らかとなった年度間の関係の縦軸の成分を特定できる
のではないかと考える。
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4.6　キーワード分析 : 時間軸を構成する語
4.4 の横軸は、時間による変化を表すものと考えられる。そこで、図 6 の最右の 1982-1989 年

度と最左の 2009-2016 年度の 2 つのクラスターに着目し、それぞれの語について 2 つの期間の寄
与度の平均値の差を求め、正の値が大きい語と負の値が大きい語について 10 語ずつ取り出し、
それぞれの変化の様子を図 8 と 9 に示す。グラフ化に当たっては、図 7 と同様に数値を規格化し
ている。終端の平均値の差で判断したため、途中に最高点や最低点をもつ語も含まれるが、おお
むね右肩上がりまたは右肩下がりであると言えよう。

図 8 に示された語については、どちらかといえば教員に向けられたポジティブな語が大部分で
ある。「目指す」「高める」といった動詞や「工夫」「育成」「支援」のサ変動詞は、教員の指導のあ
り方をテーマする傾向が一貫して高まってきたと考えることができるかもしれない。図 9 に示さ
れた語について見ると、「研究」「調査」「資料」「考察」などの研究を匂わせる言葉が減少する傾向
あると言えるのかもしれない。以上のことから、教育センターの役割が研究機能から研修機能へ
と軸足が移りつつあることを反映したテーマの変化が生じているのではないかと考える。
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図８ 右肩上がりのキーワード 
 

 
図９ 右肩下がりのキーワード 
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図 8　右肩上がりのキーワード
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4.7　キーワード分析 :ICT 関連のキーワード
最後に ICT 関連のキーワードについて、経年変化を見てみる。図 10 に示す通り、1980 年代後

半からコンピュータ教育が話題となり、パソコン、コンピュータ、ソフトウェア言った語が多く
見られる。その後 1990 年代半ばのインターネットの普及に合わせて、1995 年にインターネット
が登場し、ネットワークとともにブームが作られた。またこの頃パソコンという語が一気に減少
したことが見て取れる。コミュニケーションはそれまでは対面的なコミュニケーション能力のみ
を指す言葉であったがこの頃より情報コミュニケーションの文脈で用いられることが加わり頻度
も増えてより重要なキーワードとなってきた。

5.　まとめと考察

本報は、本データベースのプレゼンスを高めることを意図して企画し、文献データベースが一
次情報を検索するツールとしてだけではなく、研究の動向や実態の分析を可能にする源データと
しての重要性についてアピールすることを目指した。本データベースの情報の分析を通して明ら
かにできたことについて、以下にまとめる。

・ 当研究所が収集した全国の教育センターが産み出す研究論文等の数は、年平均 1,630 件であ
り、回帰分析の結果からはわずかに減少傾向が見られる。（ここでは未収集の研究論文等に
ついては考慮していない。）

・ データ提供機関数は、平成の市町村合併の影響もあり明らかな減少傾向を示す。また、年ご
とのデータ収録件数と提供機関数の間には 1% 水準で有意な正の相関 (0.636) が見られた。

・ データ提供機関の入れ替わりが多くあり、データ提供年数が 9 年以下の機関が約半数を占め
る一方、都道府県立を中心とする機関からは継続的にデータが提供されている。全国的なデ
ータ発生地域を見ると、人口の多い都道府県からのデータ提供件数が多いが、人口に比べて
データ提供件数の多い県が存在する。

・ 標題から切り出したキーワードの分析からは、指導という語が最も多く使われていた。また、
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４．７ キーワード分析：ICT関連のキーワード 
最後に ICT関連のキーワードについて、経年変化を見てみる。図10に示す通り、1980年代後半からコンピ
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いての知見を得ることが可能であることが示された。 

・年度毎のキーワードベクトルに対する多次元尺度法による結果からは、時間の他にもう一つ別の因子の存
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図 10　 ICT 関連のキーワード
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小学校と中学校の教科名は比較的上位にランキングされていた。
・35 年間にわたる時間経過の中で、年ごとのキーワードの寄与度には変動が見られ、キーワ

ードの動向についての知見を得ることが可能であることが示された。
・ 年度ごとのキーワードベクトルに対する多次元尺度法による結果からは、時間の他にもう一

つ別の因子の存在が示唆された。他方クラスター分析の結果からは学習指導要領の改訂が年
度のまとまりを構成することが分かった。両方の結果を合わせるともう一つの因子には学習
指導要領の改訂が何らかの影響を与えているのではないかと思われる。

・平成 10 年の改訂時のキーワードは改訂の頃に最も増加しており経年変化をよく示した。
・ 35 年間で最も変化の多かったキーワードの盛衰からは、この間における教育センターの役

割の変化、つまり、研究機関から研修機関へと移ってきたことを暗示する研究論文等のテー
マの変化が見られた。

・最後の ICT 関連用語の動向分析からは、時代を反映した傾向を明確に示すことができた。
以上のまとめから、本報では、本データベースを計量的分析の源情報をとして使用することの

有効性を示せたと考える。今回、キーワードについては茶筌の形態素解析の結果をそのまま使用
している。もしも何かテーマを持って分析を行う場合には、そのテーマに関係のある複合語や、
例えば「生きる力」のような句をキーワードとして拾い上げるべきであると考える。また、長期
に渡る分析では語の流行り廃りがあるため、語をカテゴリーにまとめて分析することが有効な場
合がある。その場合には、テキストマイニング・ツールを利用してキーワードをカテゴリー化す
ることも有効な手段となるであろう。

これまで、全国の教育センターが産み出す研究論文等の情報を網羅的に収集し、蓄積してきた
データベースは本データベースが唯一無二である。そのため本報がきっかけとなり、本データベ
ースが多くの研究で利用されることを期待したい。

注
1)　データベースは次の URL から検索可能である。
　　https://www.nier.go.jp/database/
2)　 データ収集は平成 19 年度までは毎年行ったが、平成 20 年 1 月に庁舎を移転し作業スペー

スと調査費の確保の関係からは不定期にデータ収集調査を行うこととなり、その後は、平
成 22, 24, 27, 29 年度に前年度までの情報をまとめて収集しデータベースを更新している。

3)　2019 年 3 月 31 日現在。
4)　括弧内は頻度順位を表す。
5)　標題ひとつを 1 文書として、100 文書以上に登場する 571 語をのみを抽出した。
6)　抽出語を列方向、標題を縦方向に配置した 56,223 行× 571 列の 01 行列。
7)　571 行× 35 列の頻度表。
8)　セルの頻度を年の件数で割ることで、各語のその年度への寄与度が得られる。
9)　全件中での登場回数は 32 回であった。

10)　 キーワード間の比較を可能にするために、各抽出語の寄与度の合計でセルの値を割ること
で、すべての語について全体を 1 に規格化した。
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【資　料】

Abstract
The purpose of this paper is to explore the characteristics of effective achievement improve-

ment policies in the local boards of education and the leadership of superintendents. We used data 
from the “National Assessment of Academic Ability” (implemented in FY2013 and 2017) to select 
the survey targets that implement effective achievement improvement policies and conducted an 
interview survey of 14 superintendents. This interview survey was conducted with a focus on the 
characteristics of academic achievement improvement policies, the leadership of the superinten-
dents, and conditions to provide leadership and professional development for superintendents. The 
data obtained in this survey was analyzed focusing on experience of teaching and the tenure of 
the superintendents. 

The findings of this study were as follows.
Firstly, based on an analysis of the “National Assessment of Academic Ability”, effective 

achievement improvement policies were intended to raise awareness of the need for reform of the 
principal and teachers, and to position each principal and teacher as a person involved in improv-
ing academic ability through uniform efforts at school or at the local government level. Moreover, 
the importance of improvement of the students’ self-affirmation and student guidance was empha-
sized as well as improvement in the teaching skills of the teachers.

Secondly, the qualitative differences in the leadership behavior exhibited by the superintendents 
were identified according to their work experience before taking up the post of superintendent and 
the length of tenure. In this paper, we focused on the new category of superintendents from the 
private sector.

Thirdly, visits of the schools by the superintendents was mentioned as one of the leadership 
actions that contribute to improving the motivation of the teachers. In addition to this, boosting 
morale of the teachers and stopping them from quitting through visits to the schools was depicted 
as the leadership behavior of the superintendent. 

Fourthly, we illustrated the influence of the size of the local government on measures to im-
prove academic ability and the leadership of the superintendents.

基礎自治体における効果的な学力向上施策の特徴と教育長のリー
ダーシップ

A Study of the Characteristics of Effective Achievement Improvement Policies in Local 
Governments and Leadership of the Superintendents 

本山敬祐＊

MOTOYAMA Keisuke

＊ 東北女子大学・講師
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1　はじめに

本稿は平成 29・30 年度プロジェクト研究「次世代の学校における教員等の養成・研修，マネ
ジメント機能強化に関する総合的研究（研究代表者：猿田祐嗣（初等中等教育研究部長）の一部
として，マネジメント機能強化に関する研究班：質的調査班）」が実施した教育長に対するイン
タビュー調査の分析結果をまとめたものである。とりわけ本稿では「全国学力・学習状況調査」
の経年変化から改善傾向を示す自治体の教育長を対象としたインタビュー調査をもとに，学力向
上に成果を上げている教育長に共通する行動特性や資質・能力（リーダーシップ・コンピテンシ
ー）及び教育長がリーダーシップを発揮できる条件を析出し，教育長を対象とした研修の充実を
図るための基礎資料の提示を目的とする。なお，本研究プロジェクトの全体像及び研究成果につ
いては，国立教育政策研究所（2019）を参照されたい。

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について（答申）」（平成 25（2013）年 12

月 13 日）において，教育長には「強い使命感を持ち常に自己研鑽（けんさん）に励む人材が求
められ，『学び続ける教育長』の育成を担保するため，国，都道府県，大学等が主体となって，
現職の教育長の研修を積極的に実施することが必要である」と記された。また，貧困問題や児童
虐待等の教育分野に限らない諸課題への対応が求められるため，教育長には「教育の専門的知識
だけではなく，福祉，雇用，産業，環境等様々な分野に関する知識の習得」も求められている。
さらに，平成 27（2015）年 4 月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い教育
委員長と教育長が一体化し教育長が従来よりも大きな職責を果たすことが期待されており，教育
長には不断の職能開発を通じて既に顕在化している多様な課題への対応にとどまらず，変革期を
生きる子供たちに必要とされる資質・能力を育成する次世代の学校教育の推進が求められている。

これらの政策的な背景に関して，子供の学力向上に影響を与える学校の特徴及び教育委員会に
よる効果的な学力向上施策，そして教育長のリーダーシップに関する主な先行研究を概観する。

平成 25（2013）年に実施された「全国学力・学習状況調査」では，児童生徒を対象とする調
査に加え保護者を対象とする調査が実施された。同調査のデータを実証的に分析した国立大学法
人お茶の水女子大学（2014）の分析枠組みにおいて，児童生徒の学力は主に教員による指導，児
童生徒本人の生活習慣，家庭や地域の環境，教育委員会による取組から導かれる複合的な要因の
産物と位置付けられている。また，同調査では保護者や地域の「社会経済的背景」から推定され
る成績を上回る学校を「高い成果を上げている学校」と位置付け，「高い成果を上げている学校」

（小学校 4 校，中学校 3 校）及び各校を設置する教育委員会への訪問調査が行われた。国立大学
法人お茶の水女子大学（2014）による「高い成果を上げている学校」には，家庭学習の指導をは
じめ，管理職のリーダーシップと同僚性の構築，実践的な教員研修の重視，小中連携教育の推進
や異学年交流の重視，言語に関する授業規律や学習規律の徹底，都道府県，市レベルの学力・学
習調査の積極的な活用，基礎・基本の定着の重視と少人数指導・少人数学級が共通するとされる。　
また，これらの要素を備える学校に対する教育委員会による支援施策として，市費による加配や
市独自の学力調査の実施，学校裁量の予算措置，学校からの要望に応じた指導主事訪問等につい
て言及されている。平成 29（2017）年度に実施された「学力・学習状況調査」における保護者
に対する調査を分析した国立大学法人お茶の水女子大学（2018）においてもこれらの点が改めて
支持されており，児童生徒の学力向上には管理職のリーダーシップといった各学校で達成しうる
要因に加え，各学校では実現しえない教育委員会による学力向上施策の理解が欠かせない。
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学力向上施策について市町村教育委員会を対象とした全国規模の質問紙調査を行った河野
（2017）によれば，学力向上施策のうち実施率の高い施策として「小中連携の強化」（84.8%），「学
力調査の分析と検証に基づく授業改善」（81.9%），「生徒指導の充実」（71.1%）等があげられている。
これらの施策は，上述の国立大学法人お茶の水女子大学（2014）で示された「高い成果を上げて
いる学校」を支える教育委員会の取組の特徴と一致する。また，河野（2017）は自治体の人口規
模と学力向上施策数及び児童の学力が正の相関関係があると指摘し，人口規模の小さい自治体の
教育長は教職員同士の関係の希薄化や子供の学力格差を認識しているとも述べている。

全国規模の調査に対して，千々布（2017）は「全国学力・学習状況調査」で上位に位置し続け
ている秋田県と福井県を主な事例として，両県における学力向上施策の特徴を検討している。両
県に共通する特徴として，学校間格差の小ささ，校長のリーダーシップ，教職員の授業研究への
高い意識，若手教員を育てる教員集団のコミュニティの存在，教育委員会による学校経営に関す
る指導の徹底が注目されている。とりわけ教育委員会による指導について，秋田県では学習状況
調査や学校活性化アンケートの実施，教育長の学校訪問，人事異動の刷新，少人数教育とふるさ
と教育が今日の秋田県に影響する施策として述べられている。また，福井県教育委員会がスクー
ルプランで数値目標を示しているのは学校へ通うのが楽しいと感じる児童の割合や地域活動に参
加する児童の割合であることに注目し，「最終的に学力を上げたいと思っているが，その前にや
るべきことがあり，学校経営や授業研究でめざすのはそれらの改善なのである」（千々布 2017：
208）と考察されている。教育委員会による学力向上施策に加え，学力向上を支える条件への配慮，
さらに教育長による学校訪問や人事異動の刷新といった教育長の行動要因が注目されている。

教育長の行動特性が校長及び学校組織に与える影響について，露口（2001）によれば，教育長
は校長のリーダーシップ行動に対して大きな影響をもつことを示す一方で，教育長のリーダーシ
ップのうち「学校側に対して，頻繁に指示・命令を出す」，「学校側の提出文書に対して，頻繁に
注文をつける」といった学校に対する「過干渉」によって，学校組織の同僚性文化や自律性文化
が損なわれると指摘する。奥山ほか（2018）は鹿児島県内のある自治体の小・中学校の管理職を
対象とした質問紙調査の記述をもとに教育長のリーダーシップを描出し，管理職に対する教育長
のリーダーシップとして講話におけるビジョンの提示や管理職としての姿勢の伝達が重視されて
いることを示した。また，河野（2017）は市町村教育委員長に対する質問紙調査をもとに教育長
のリーダーシップを検討し，教育長のリーダーシップについて「教育」（「学校・校長への専門的
指導助言」），「管理」（「事務局職員への配慮」・「事務局職員等の人材育成」），「政治」（「地域住民へ
の対応」・「首長（部局）・議会への対応」）という 3 類型を提示し，これらを束ねるものとして「ビ
ジョンの設定」（「教育ビジョンの明確化と現実化」）を位置付けている。また，河野（2017）は教
育長の出身職業によるリーダーシップ行動の差異にも注目し，教職出身者は行政職出身の教育長
と比較して学校や校長への専門的指導助言や教育ビジョンの共有化に積極的であるのに対して，
事務局職員への配慮や首長（部局）・議会への対応については消極的であると指摘する。

このように学力向上に関する教育員会による施策や教育長のリーダーシップについては，管理
職や教育委員長といった様々なまなざしを通して追究され，教育長のリーダーシップが直接的，
間接的に作用していると考えられる。ところが，教育長が自らのリーダーシップやリーダーシッ
プが発揮できる条件をいかに認識しているのか，そして，教育長にはどのような職能開発の機会
が存在するのかを明らかにした研究は十分に蓄積されていない。そこで本稿は「全国学力・学習
状況調査」の 2 点間比較をもとに学力向上に成果を上げている自治体を抽出し，かかる自治体の
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学力向上施策の特徴を踏まえ，教育長の証言を検討する。

2　データと方法

本稿では調査対象者の選定にあたり，「全国学力・学習状況調査」（平成 25 年度と平成 29 年度）
の 2 回の結果を用いて，この間にスコアの上昇傾向がみられた市町村群（上昇幅が大きかった上
位 4 分の 1）の中から，地域的バランスを考慮し，教育長経験年数がおおむね 3 年以上の教育長
16 名を抽出した。16 名の教育長全員に調査依頼を行ったところ，14 名の教育長からインタビュ
ーの同意を得た。質的調査班の委員が訪問自治体を訪問し，「学力向上施策の概要」，「教育長の
リーダーシップ」，「リーダーシップを発揮するうえで役に立った研修や経験」を柱とした半構造
化インタビューを行った。調査期間は平成 30（2018）年 1 月から 3 月である。なお，一部の自
治体では教育長に加え学校教育課長や指導主事が同席し，インタビューの協力を得た。

本調査の傾向を把握するために，「平成 27 年度教育行政調査」の結果を参照しながら協力を得
た自治体及び教育長の特徴を説明する。はじめに，類型別教育委員会数は表 1 のとおりである。

表 1　類型別教育委員会数

（出典：筆者作成）

本調査の対象となった自治体の半数が町であり，全国的な構成比を 10 ポイント上回った。本
調査では村が対象とならなかったものの，市及び町を中心とし特別区を含んでいるという点で全
国的な構成比とおおむね一致する。

人口規模別の教育委員会数は表 2 のとおりである。
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表 2　人口規模別市町村教育委員会数

（出典：筆者作成）

本調査の対象は 1.5 万人から 3 万人の区分が最多の 42.9% となった。また，各学校段階におい
て複数の学校が設置されている自治体を対象としたことから，全体の約 23% を占める 8 千人未
満の自治体が含まれなかった可能性がある。

教育長の在任期間については調査対象選定時（平成 29（2017）年 12 月時点）において各教育
長の在任が何年目かという基準で情報収集をした結果，「2 年以上 4 年未満」（29％），「4 年以上 6

年未満」（21%），「6 年以上 8 年未満」（29%），「8 年以上」（21％）であるとなった。なお，教育長
によるリーダーシップが子供の学力向上に与えた影響を明らかにするという本調査の目的から，
在任期間がおおむね 3 年以上の教育長を調査対象としている。

調査協力が得られた 14 名の教育長の平均在任期間は 5.7 年目である。教職経験の有無に注目
すると，教職経験がある教育長の平均在任年数は 6.6 年目であり，教職経験が無い教育長の平均
在任年数は 4.6 年目であった。

また，本調査への協力が得られた教育長のうち，教職経験を有するのは 8 名（57.1%）である。「平
成 27 年度教育行政調査」における市町村教育委員会の教育長のうち教職経験を有するのが
70.4% であることに鑑みれば，本調査の特徴として非教員経験者の教育長の割合が高いと言える。

本調査では 14 名の教育長に対するインタビュー調査から得られたデータを質的データ分析ソ
フト（CAQDAS；computer assisted/aided qualitative data analysis software）の一つである NVivo11 
pro を用いて分析した。樋口麻里は NVivo の特徴について「量的データとの関連づけや自動コー
ドにも使用することで，ミックスド・メソッド・アプローチやテキストデータの計量的な分析な
ど，より多様な方法への対応が目指されていた」（樋口 2017：207）と指摘する。本調査では
NVivo を活用することで，在任期間や教職経験の有無といった教育長の属性に関わるデータと教
育長の発言に対するコーディングの対応関係が分析可能となる。

インタビュー記録のコーディング手続として，本調査では上述の先行研究をもとに学力向上に
有効とされる施策や教育長によるリーダーシップに関するキーワードをノード 1) として設定し
た。また，先行研究に基づく演繹的なコーディングと並行して各教育長が強調する要素や複数の
教育長による発言において重視されている要素についてもノードを設定し，データと概念を往還
した分析を行った。ただし，ノードはあくまで分析者が設定するものであることから，可能な限
り恣意性を排し分析の妥当性を高めるために，研究班の委員による吟味を経て設定している。な
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お，本稿におけるインタビュー記録の掲載については，各教育長から事前に承諾を得ている。

3　結果

本節ではインタビュー調査における三つの柱に準じて学力向上施策の概要，教育長のリーダー
シップ，リーダーシップを培う上で役に立った経験や研修機会について分析結果を検討する。

（1）学力向上施策の概要
自治体における学力向上施策に関して，コーディング範囲に含まれる語の共通性によって導出

されるクラスター分析の結果を図 1 に示す。

（出典：筆者作成）
図 1　学力向上施策に関するノードのまとまり

図 1 には二つのクラスターに大別できる。「読書」，「家庭・地域との連携」，「社会教育」，「自
己肯定感」，「学習習慣・生活習慣の確立」，「低学力層へのケア」から構成されるクラスターは，
子供の学力向上に関する学校外の教育資源や学校外の要因に起因する課題のケアに関する項目が
並ぶ。子供自身が選択できない要因によって学校では授業が分からず思うような成果が出せない
でいる場合，子供の自己肯定感の低さを克服すること自体が学力向上施策として位置付けられて
いる。この場合は家庭や地域，社会教育施設との連携が重視されていると推察される。

次に，「大学」から「授業改善」までで構成されるクラスターは，主に学校内での教員の指導
力向上に関する項目が並ぶ。授業改善には様々なアプローチが採用されているが，その具体例と
してスタンダードの策定が特筆される。授業づくりに関するスタンダードのみならず，就学前か
ら中学校卒業時までの子供の成長を支えていくという生徒指導に関するスタンダードを策定する
自治体も存在した。上述の低学力層へのケアが家庭や社会教育との連携によって行われるのと同
様に，生徒指導は学校内において授業が円滑に行われる条件を整えるものであると考えられる。

授業改善は主に「意識改革」と「専門的な学習コミュニティ」の形成によって行われる。意識

市区町村予算人材による加配 

市区町村での学力調査の実施 

学力調査の分析

県との関わり
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学校間の連携 
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改革の対象は日々授業を行う教員だけでなく校長も含まれる。授業改善に向けた意欲を喚起する
方策として，各学校の教員から構成される学力向上推進チームの設置や，各学校に学力調査の分
析や学力向上計画の提出を求める自治体が存在した。ただし，スタンダードの活用とは対局的に，
個々の学校が抱える課題の解決策の立案については学校現場に裁量が与えられている。また，「専
門的な学習コミュニティ」の形成に向けた教育委員会の工夫として，当番制ではなく毎回自治体
内の各学校から発表者を募る授業研究会の開催があげられる。さらに，市区町村予算による学校
司書，事務支援員，特別支援教育員等の加配が行われている自治体も存在する。

これらの施策を導入する根拠として「全国学力・学習状況調査」の分析や県あるいは市区町村
独自の学力調査が実施されている。一部の自治体では，大学との連携による学力調査の分析や新
規事業の企画立案から評価が行われている。本調査の対象となった自治体のなかには特定の大学
と密に連携をとっているところがあれば，区域内に大学が存在しないところも存在する。ただし、
後者については近隣に大学が存在しないことを逆手にとり，複数の大学と積極的に連携していた。

つづいて，教育長の教職経験の有無に着目した学力向上施策に関する発言の傾向を図 2 に示す。
 

（出典：筆者作成）
図 2　教職経験の有無に着目した学力向上施策に関するノードの件数

教職経験者と非教職経験者では協力者数が異なることから，総じて教職経験者による発言件数
が多く出やすいことに留意した上で，図 2 の特徴として次の 3 点が指摘できる。

第一に，教職経験の有無にかかわらず「家庭・地域との連携」，「意識改革」，「学校間の連携」
に関する発言がほかの項目と比較して多く確認できる。また，件数こそ多くはないものの，「読書」，

「大学」，「市区町村予算による加配」についても同程度の件数が確認できる。
第二に，教職経験のある教育長は「学習習慣・生活習慣の確立」，「県との関わり」，「市区町村

での学力調査の実施」，「専門的な学習コミュニティ」，「学校間の連携」，「生徒指導」，「スタンダ
ード」，「授業改善」により関心が向けられていると推察される。これらは教職経験者が教育長へ
の就任を求められる要因にもなっている。

　
教育長として赴任した際に，初めに町長さんから「生徒指導にしても，ある学校は荒れていて，あ
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る学校は落ち着いているようなことのないようにしていただきたい。」というようなお話をいただき

ました。そのためには小中連携してみんなで取り組んだ方が早いと考えました。また，学力向上の基

盤として，授業の約束 ( 学習規律 )，家庭学習，テレビやゲーム，携帯・スマホ等の通信機器の使用

時間等について統一したきまりをつくる必要があると考えました。特に，私たちも分析して分かった

のですが，家庭学習時間が全国平均より少ない要因がスマホ等の通信機器の使用時間にあるのではな

いかということです。要するに，スマホ等の使用時間が 1 日 2 時間を境にして学力に大きな影響があ

るとかですね。（教員経験あり：5 年目）。

教育長就任当時は，小学校のほうが，高いとは言えませんがまあまあのレベルであったところ，中

学校はやや低かった。それはなぜかというと，私が教育長に就任する前は，やはり中学校の学校生活

というか，私が現場にいたときはそうだったのですが，校内暴力とかがある中で，正常な授業ができ

ていなかったということも実感していました。先生方も学力向上よりも前にやらなければならないこ

とがたくさんあるのではないかと考えていました（教職経験あり：13 年目）。

一方で教職経験者ではない教育長は，教職経験のある教育長と比較して「家庭・地域との連携」，
「社会教育」，「意識改革」に関する発言がより多く観察された。

第 3 に，非教職経験者の教育長からのみ「自己肯定感」に関する発言が観察された。学力調査
の分析を契機として，学力向上施策の重点を自己肯定感の向上とした次の発言が象徴的である。

国が実施されている全国学力学習状況調査を丁寧に分析しました。その結果，低学力層の子供（D 層）

が大変多いという課題がわかりました。また，家庭での学習時間が少ないということと，自己肯定感

が低いというような課題もわかりました。それを受けて，これまでは教科別の指定，特に国語，算数，

英語という形で小学校一つずつ指定をしてその波及効果で学力を上げようと思っていましたが，子供

たちの自己肯定感を上げることを目指しました。つまり，第一に，学力を支えるものを高めていこう

ということです（教職経験なし：6 年目）。

図 3 は在任期間と教育長による発言の対応関係を示したものである。

（出典：筆者作成）
図 3　在任期間別の学力向上施策に関するノードの件数
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図 3 は 14 名の教育長を在任期間に応じて分類し各ノードとの対応関係を示したため，全般的
に観察された件数は小さく，一部の項目について発言が観察されなかった項目も存在する。これ
らの前提を踏まえ，図 3 に関して次の 2 点が指摘できる。

第一に，在任期間が長い教育長ほど発言の件数が多くなる傾向にあると考えられる項目として，
「市区町村予算による加配」，「学校間の連携」，「生徒指導」があげられる。「市区町村予算による
加配」は図 2 において教職経験の有無によらず同程度の発言が観察された項目である。したがっ
て，本調査の結果の限りでいえば在任期間の長さが自治体の独自予算による加配に影響している
と考えられる。「学校間の連携」及び「生徒指導」に関しては，教職経験のある教育長の平均在
任年数と非教職経験者の教育長の平均在任年数の差が反映されている可能性がある。

第二に，「専門的な学習コミュニティ」や「意識改革」のように，在任期間が長くなるにつれ
て発言件数が減少傾向にある項目や，在任期間が短い教育長に発言が集中している項目が観察さ
れる。二つの項目は図 1 におけるクラスター分析の結果においても距離が近く，教職員の意識改
革を促進する手段として学力調査の分析や授業改善に向けた「専門的な学習コミュニティ」の形
成が行われていると推察される。また，次の証言からは，「意識改革」の中には教育長による学
校訪問といった他のリーダーシップ行動や学校現場の重視といった教育長の姿勢がうかがわれる。

学力向上というのは，全国学力・学習状況調査が始まって以降，県教委のほうも一丁目一番地とい

うような形で推進をしてきてると思うんです。ただ，私自身が思うのは，これやりますよ，あれやり

ますよ，こうしましょうって言うのはたやすいんですけど，現場でやっている教員にとったらそれは

本当にうれしいことなのか，やる気になるのか。子供の実態というのは現場の教員が一番よく知って

いるんですよね。で，いろんな家庭から通ってきている。その子供たちと毎日関わってる教員がやる

気を起こさすためには，ある面でそれぞれの学校の実態を基にして任さないと成果は上がらないと思

うんです。ですから，原則はやっぱり現場第一で，現場の先生がやる気が出る，そのための言葉かけ

だとか，年に 2 回学校訪問もさせていただくんですが，そのときもいかに先生方が「よし，やろう」

という気持ちになってもらえるかという視点で話はさせていただいてます（教職経験なし：3 年目）。

これまで検討してきたように，学力向上に成果を上げている自治体では，「全国学力・学習状
況調査」の結果の分析を契機とした教職員の意識改革及び指導力向上のための諸施策に加え，生
徒指導の充実による授業が成立するための条件整備や児童生徒の学ぶ意欲の土台となる自己肯定
感の向上といった「学力を支えるもの」への働きかけ等の多面的な取組が行われている。教員の
指導力向上に関しては自治体で足並みを揃えた取組を進めるために，各種「スタンダード」の策
定や活用とともに，毎回全校の教員が発表する授業研究会の開催が具体的に示された。さらに，
各学校で具体的な課題を分析し改善策を検討する「専門的な学習コミュニティ」を形成すること
で，各学校の裁量や教職員の主体性に基づく学校改善が目指されている。

また，上述の教育長による証言からは，学校訪問を通じた教職員の意欲喚起が意図的に行われ
ている様子がうかがえる。学力向上に向けた取組の過程をより詳細に記述するためには，教育長
個人のリーダーシップに関する記述が欠かせない。そこで，次項では学力向上に向けて教育長が
発揮しているリーダーシップについて，具体的な教育長の行動とその要因としての資質・能力及
び教育長がリーダーシップを発揮できた条件について検討する。
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（2）教育長のリーダーシップ行動
教育長のリーダーシップ行動に関するノードに対するクラスター分析の結果が図 4 である。

（出典：筆者作成）
図 4　教育長のリーダーシップ行動に関するノードのまとまり

図 4 に示された教育長のリーダーシップ行動には，河野（2017）が提示する市町村教育長のリ
ーダーシップ行動の類型に概ね対応している。本調査では「ビジョンの提示」は「権限移譲・現
場重視」及び「信頼」との関連が読み取れる。また，本調査における「学校訪問」は河野（2017）
における「学校・校長への専門的助言指導」と対応する。千々布（2017）が秋田県を事例に言及
しているように，教育長による学校訪問は教育委員会の「本気度」を示す機能が指摘されている
リーダーシップ行動であるとされる。なお，本調査では教育長による学校訪問は「ほめる・動機
づけ」との関連の強さが示された。また，「ほめる・動機づけ」は「コミュニケーション」や教
育委員会事務局組織の人事や校長，教員を含む「人事・組織開発」とも関連している。教育委員
会事務局の指導主事による以下の証言からは，頻繁に学校現場に足を運び訪問先で教職員を直接
的・間接的にほめる教育長というのが本調査から得られる教育長像の一つとして描出される。

教育長さんとお話しされたらわかるんですが，教育長さんはもう現場に足を運ばれる。もう忙しい，

お忙しい中にも，いろんな場面，場面捉えて実際に学校に行かれて現場を見て，そして現場の先生と

話したり子供たちと話したり，そういうことをもう教育長さんが率先してやっているので，やっぱり

そういうところが大事なのかなと。机上のことだけじゃなくて，やっぱり実際に目で見てみて。

やはり普段から人の，本当にちょっとしたところでもあるんですけれども，とにかく褒めてくださ

るというのは私も常に感じているところです。人間やっぱり褒められれば悪い気はしないですし，褒

められることによってさらに頑張ろうとか，もっと自分を高めていこうとかいう気持ちになると思い

ます。私もそうですし，他の先生方，校長先生でも一般の先生方でもそのとおりだと思います。

他方，「トップダウン」から「定量化」については教育長による政策形成能力に関する項目と
位置付けられる。「定量化」との関連の強さから，「新規事業の企画立案」の根拠には客観的なエ
ビデンスが活用されている様子がうかがえる。「トップダウン」及び「ボトムアップ」はリーダ
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ーシップを発揮する様式を示す概念として設定したもので，状況に応じてその必要性を認める発
言はあるものの，総じてトップダウンを肯定的に捉える発言は確認されなかった。

図 5 は，教職経験の有無によるリーダーシップ行動に関する発言の傾向を示したものである。

（出典：筆者作成）
図 5　教職経験の有無に注目したリーダーシップ行動に関するノードの件数

ノードの件数の単純比較における留意点は図 2 と同様である。図 5 より，教職経験の有無を問
わず教育長が最も重視しているのが「コミュニケーション」であった。「コミュニケーション」
に次いで発言が多く観察されたのが「人事・組織開発」，「権限移譲」，「ビジョンの提示」である。

「人事・組織開発」に関しては教育長がリーダーシップを発揮できた条件として教育委員会事務
局に腹心となる職員を確保するというのに加え，自らのビジョンを共有できる校長や教職員を配
置するために，異動に際して教職員全員と面談を行う教育長も存在した。

教職経験の有無による発言傾向の差異に注目すると，教職経験がある教育長は非教職経験者の
教育長と比較して教育理念に関わる「ビジョンの提示」，教職員に対するエンパワメントを含む「ほ
める・動機づけ」，「首長（部局）・議会への対応」に関する発言が多く観察された。河野（2017）
との比較には慎重にならなければならないが，非教職経験者と比較して教職経験者である教育長
が「ビジョンの提示」に積極的であることが本稿からも確認された。

他方，非教職経験者の教育長からは，「権限移譲・現場重視」，「信頼」，「コミュニケーション」，
「条件整備」に関する発言がより多く観察された。「信頼」については首長からの信頼と得て裁量
が与えられていると認識する教育長や，コミュニケーションによって信頼を築く重要性を述べる
教育長も存在した。同じ「信頼」についても教育委員会事務局における人事や人材育成の観点か
ら，積極的にチャレンジできる職員を配置する教育長も存在した。

人材配置についてはチャレンジする人，何事に対しても変革してくれるような人を重視しています。

チャレンジするタイプの人を信頼して仕事を任せることが大事だと思っています（教職経験無し：6

年目）。

また，非教職経験者のうち民間企業で社長を務めた経歴がある教育長は，教育長の権限につい
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て次のように指摘する。

お金も人事権も，何も無いわけです。お金は町長市長，知事。それと人事権は県の教育長。僕らは

何もできない。そんなシステムでは効率が悪い。今のシステムを権限移譲の視点から見直す必要があ

ると思う（教職経験なし：8 年目）。

つづいて，教育長の在任期間とリーダーシップ行動に関する発言の対応関係を図 6 に示す。

（出典：筆者作成）
図 6　在任期間に着目したリーダーシップ行動に関するノードの件数

図 6 より，「コミュニケーション」に関しては在任期間を問わず重視されていることが推察さ
れる。在任期間に応じてある程度の傾向が観察できる項目として次の 2 点が指摘できる。

第一に，在任期間が長くなるにつれて発言数が減傾向にあるのが「ビジョンの提示」，「条件整
備」である。在任期間の長期化に伴い既に教育長のビジョンが教育委員会事務局や学校に浸透し
ていることから，発言として現れにくくなった可能性がある。「条件整備」についても同様に教
育長の就任当初から取り組まれることから，在任期間に応じて発言が減少傾向にあると考えられ
る。

第二に，在任期間が長くなるにつれて発言件数が増加傾向にある項目として「人事・組織開発」
があげられる。自身のビジョンを理解し活躍が期待できる人材配置を行い組織的なパフォーマン
スを高めるためには，教育長には一定の在任期間が求められるものと推察される。また，一貫し
た増加傾向とはいえないものの，「権限移譲・現場重視」，「学校訪問」，「新規事業の企画立案」，「定
量化」は，いずれも在任期間が「2 年目以上 4 年目未満」のグループと比較して「8 年目以上」
のグループが多く発言していると読み取れる。ただし，これらの項目は教職経験の有無が反映さ
れている可能性が否定できない。

（3）リーダーシップ行動を支える遠因としての自治体の規模
本調査では教育長のリーダーシップ行動を支える要因の一つとして，8 名の教育長から自治体

の規模に関する言及が確認された。次の証言のように具体的な施策として位置付けられていない
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としても，独自の教育活動や研修を可能とする要因として自治体の規模が認識されている。

学力に向けて実施している施策で，町の規模，これは学校数や物理的距離を生かした取り組みとし

て事業名があるわけではないのですが，学校，つまり，教職員と教育委員会職員との距離の近さとか

緊密性というのが，私たちの特色であると思います。ごく近い範囲に六つの学校があります。教育委

員会からも学校が近いですから，すぐに集まりやすい，すぐに行ける。それから，六つの学校で 200

名程度の職員ですから，一斉に集まることができる。そういうメリットを生かして緊密性を保ってい

ます。全職員が参加できる全体の研修会というのが，今年で 3 回あります。代表に来てもらって，あ

るいは，校長先生に趣旨を伝えて学校で伝えてもらうという間接的な指示や意図の伝え方ではなくて，

一堂に会して直接に語る，指示をするということが可能です（教職経験あり：2 年目）。

これは教育長になってから毎年していることですが，5 月の連休後には，全ての小中学校，公立幼

稚園へ授業参観と，管理職から今年度の教育計画等を全て聞いて回るということをしています。また，

夏休みには再び全ての小中学校，公立幼稚園の先生方と懇談との懇談の機会を持っています。この懇

談会の一番の狙いは情報収集です。やっぱり授業を見て，本当にこの先生が一人一人の子供にちゃん

と目配りを利かせているのだろうかとか，あるいは，このクラスはその先生 1 人の力では大変ではな

いかと。それを見て，次の人事異動とか，あるいは加配なり，そういうことについても考えていかな

ければいけないということも含めてです。ただし，今の授業の学校訪問も懇談もそうですが，私は今

のこのぐらいの規模・数が限界かなと。これ以上大きく，多くなると，とてもそんな細かいことはし

ていられないという思いです（教職経験あり：13 年目）。

河野（2017）では自治体規模を表す指標として人口規模が用いられているが，自治体合併や学
校統廃合が進むなか，規模に関して人口規模に限定されない教育長の意思決定や行動に影響を与
える要因の探索が求められる。学校訪問や自治体単位の足並みをそろえた授業改善や全教職員を
対象とした研修を行う教育長が自治体の規模についていかに認識しているかを例示する。

トータルで見たら，学力向上に向けてこういうことをしたんですが，何といっても 26 年，ここです，

起点は。12 月 6 日だったかな，以前の県教育長を囲む会があったんですが，12 月 6 日に現県教育長

が話をしてくれて，その後，町の全教員が集まって忘年会をしました。どうもこれが出発点になった

ような気がします。ここから物事が進むようになったというようなことであります。（中略：筆者）

教員ですか。非常勤とかを入れると結構いるよね，200 人。ここらには必ず全教員が出てきますから

ね（教職経験あり：8 年目）。

校長先生方が小中合わせて 8 人です。それで，毎月，校長会をしております。来週やるのかな。非

常に一枚岩なんですよ。チームとしてどの学校も取り組んでいかなければならないと。例えば学力向

上で具体的にこうしましょうとかいうことを。それはもう教育長として，お願いじゃなくてこうしま

しょうということをね。もちろん意見交換しますよ，やる段階ではね。だからそういう面で校長会へ

提案をする。それで，校長会で一枚岩となってこれはもう一緒にやりましょうと。例えば合同授業な

んていうのは，理解ないとできませんからね。町全体としての取り組みですから（教職経験あり：7

年目）。
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一連の証言より，教育長が自治体の規模として認識している指標として学校数及び学校数に伴
う校長数，教員数に加え，教育委員会事務局と学校の距離があげられる。一部の教育長は自治体
の規模が小さいことから研修等で全教職員に直接メッセージを発信できるのを利点として認識し
ている。また，学校数が限られているために町全体で一斉に小中連携が導入され，教職員の意識
や授業改善に向け足並みのそろった取組が学力向上につながっているとも述べられている。

さらに，次の証言は自治体の規模に応じたリーダーシップ行動の差異について示唆に富む。

言わなきゃならないときにちゃんと言えるというような，それは楽じゃないんだよね。嫌な思いし

ながらも言うわけだ，言わなきゃなんないから。そういうのを考えると，大きいところと小さいとこ

ろっていうのは違ってくるんじゃないかなと思いますけどね。フォローもできるもんね，小さいほう

は。でっかいところへ行ったって，多分，目も届かないし，直接何かできるということも難しいよね，

やっぱり（教職経験あり：5 年目）。

　
事務局職員への指導と配慮について言及する教育長のなかには，指導後にフォローできる範囲

が自治体の規模として認識されている。

（4）リーダーシップ行動に関連する資質・能力及びリーダーシップが発揮できる条件
本項では教育長のリーダーシップ行動とそれを支える資質・能力及び条件に注目して教育長の

証言を検討する。本調査では資質・能力に関するノードとして「覚悟・責任感」，「交渉力」，「発
信力」，「判断力」，「行動力・積極性」，「人間関係・調整力」を設定した。また，リーダーシップ
が発揮できる条件として「腹心となる職員」及び「都道府県からの支援」を設定した。これらの
ノードとリーダーシップ行動に関するノードをクロス集計した結果を基に，教育長のリーダーシ
ップ行動を支える資質・能力および条件を検討する。なお，「ビジョンの提示」はあらゆるリー
ダーシップ行動や資質・能力と関連していたことから，以下では「コミュニケーション」，「人事
・組織開発」，「権限移譲」に注目する。
①　コミュニケーション

コミュニケーションと関連のある資質・能力及び条件は，「腹心となる職員」の存在と「発信力」，
「交渉力」である。「腹心となる職員」の存在は，リーダーシップ行動のうち「ビジョンの提示」，「権
限移譲・現場重視」，「信頼」，「人事・組織開発」にも関連し，最も多くのリーダーシップ行動を
支える要素として位置付けられる。そのため，コミュニケーションを通じて良き理解者を得るこ
とで，教育長は初めてリーダーシップが発揮できるようになることが推察される。民間企業での
勤務歴がある教育長による次の証言では，企業で身に付けた経験や視点をもとにコミュニケーシ
ョンを通じたネットワークの構築が重視されている。

賛成してくれる人は大体 3％から 10％の間。絶対反対するのが 1 割いるわけですよ。中間は日和見

主義なんです。だから，自分の思いに共鳴してもらえる人をどれだけ増やすかですよ。それにはコミ

ュニケーションしかないんです。しかも僕は教員出身じゃないから，バックグラウンドが何もないわ

けですよ。（それでも：注筆者）僕に同調してくれる先生が，校長先生の中にも何人かいたんです。

それは正しいと。県教委とも同じです。キーパーソンとは意思を通じておかないと，人間性でコミュ
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ニケーションしておかないと。企業も一緒ですよ（教職経験なし：8 年目）。

コミュニケーションは教育委員会事務局内部に理解者を得るだけでなく，新規事業の実施や人
事を行う上で不可欠な前提となっている。

新しい事業を始めていくとかいうのは予算伴いますからね。当然，町長さんとも話をしていかなけ

ればならないし，そういう面での発想と，それを具現化する手段，それと予算的な措置。そういう面

では，まさにこれが教育長のリーダーシップかなと思いますね（教職経験あり：7 年目）。

このように，予算獲得に向けた首長（部局）とのコミュニケーションこそが教育長のリーダー
シップの一つとして重視されている。

②　人事・組織開発
人事に関わるリーダーシップ行動に関しては，教育長が一定の理念にもとづき管理職だけでな

く教員の人事に影響力を行使している。また，図 6 で示された通り人事に関する教育長のリーダ
ーシップは在任期間に応じて発揮しやすくなるという推論に対する傍証が得られた。

私も最初のあたりは遠慮しとったけども，やっぱり町の教育を理解していただいて，子供たちの学

びにつながっていかにゃいけませんからね。やっぱりそういう先生に来てもらわないといけない。

管理職だけじゃなくて一般の教員もね。何でこんなことをしないといけないのかという，そういう先

生方に来ていただいたんではお互いに不幸ですから（教職経験なし：7 年目）。

町を良くするために，校長，教頭をできるだけ県教育委員会を経験した人を優先したというところ

はありますね（教職経験あり：8 年目）。

③　権限移譲・現場主義
権限移譲に関する項目として「信頼」，「積極性・行動力」があげられる。さらに，権限移譲や

現場を重視する教育長には，権限を委譲し現場に裁量を与えたことで何らかの問題が生じたとし
ても許容できるだけのある種の「器の大きさ」が求められる。

私が校長 13 年，教育長 8 年やらせてもらって信念が三つあるんですが，一つは，やはりやりたい

だけやってもらうと。法に準じてやりたいだけやってごらんと。そして，二番目は，前例が無いから

やってごらんと。前例が無いからやるなじゃない。前例が無いからやれと。そして三つ目が信じて託

すと。ある程度までポテンシャルを上げていったらあなたに任すけれどもというようなことじゃない

かなと思っています（教職経験あり：8 年目）。

失敗したら戻ればいいやぐらいの，言葉をよく言うとおおらかさというか，ポジティブシンキング

を持つということがやっぱり教育長としては大事だし，それと同時に，私は突っ走るタイプではある

んですが，やっぱりみんなで相談し合いながら，協働しながら，託すべきものは完全に託して後は責

任をとるという，いわゆる協働して解決していくという，そこのバランス，突っ走る部分と託す部分
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というものをしっかり示すことが，自分のこれからの教育長としてのあり方じゃないかな（教職経験

なし：3 年目）。

学校現場に権限移譲し教育委員会事務局内で職員に裁量を認める教育長は，前例踏襲主義では
なく職員に挑戦を促す積極性を兼ね備えている。また，教育長自らが権限移譲や条件整備によっ
て校長や教職員が自ら考え行動できるような環境づくりに貢献するという点で，権限移譲に積極
的に取り組む教育長はサーバント・リーダーシップ型のリーダーとして位置付けられる。

（5）　リーダーシップ・コンピテンシーの形成に資する教育長の職務経験と職能開発の機会

これまで検討してきた教育長のリーダーシップ行動及びそれらに関連する資質・能力が形成さ
れたプロセスに加え，教育長就任後の研修機会に関する証言について検討する。いずれの教育長
も総じてこれまでの職務経験を通じて学んだことが教育長としてのリーダーシップにつながって
いると認識している。それぞれの経験を通じて培った資質・能力や視点に加えて就任後の研修を
通じて更なる資質向上が求められるなか，教育長を対象とした研修については評価が分かれた。
本調査では教育長就任以前の職務経験として，教職，教育行政，一般行政，民間企業に分類し，
それぞれの経験が教育長としてのいかなる資質・能力の形成につながったのかを検討する。

①　教職経験
教職経験がある教育長の場合，教育長就任までに指導主事や学校管理職を経験する。その中で

もとりわけ教職経験が教育長としての姿勢に影響を与えたとする発言を例示する。

私が教育長になってからいろんなことを進めていく，施策を展開する中の一番元になっているのは，

やっぱり支援学校に勤務をさしていただいて，その障害のある子供たちと関わったり。私は，実は 4

年間お世話になった中で，3 年間ぐらいは高等部へおりまして，要するに高等部で頑張ってる子供た

ちの進路担当をしまして，いろんな事業所を駆け回ったりとか，企業の方々の学校に対する思いを聞

きながら，その障害のある子供たちの進路先か，それを確保していくというか。そういうところをや

っぱりやる中で，今でもはっきり覚えてるけど，ある会社の人事担当の方なんかは，それはもう積極

的にうちは雇用させてもらいますよというふうな前向きな意見をもらったり，それから上手に体よく

断られたりとかあるんだけど，一つはやっぱり支援学校での子供たちとかかわる中でのというのは，

大きな意味があると思いますね。（中略：筆者）。それが学力向上でいうと，やっぱり学力の低位にい

る子供。（中略：筆者）やっぱり我々教育者が低位にいる子供たちをしっかり見て，そこへしっかり

力を付けてやらなければいけない。それを学校現場にお願いしないといけないし，教育委員会でどう

いう条件整備すればいいかと（教職経験あり：7 年目）。

小・中学校における生徒指導体制の一体化を実現した教育長は，小学校及び中学校それぞれで
校長を経験したことが生徒指導の一体化を図る必要性を実感する要因となったと認識している。

県内で評価されているとするならば，私は本音のところを言えばこの小中学校で生徒指導を一本化

したことです。どういうことかというと，中学校 3 年生の卒業のイメージを持って逆算して小学校 1
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年から積み上げていくという発想を。これ，小学校出身の教員，校長は非常に持ちにくいんです。私は，

小学校の校長を経験させてもらったがゆえに，絶対これをやるべきだと思って必死にやりました。（教

職経験あり：8 年目）。

②　教育行政職
教育行政職としての経験は人事等の執務上の知識・技能が身につくだけでなく，指導主事とし

て対外的な人とのつながりを通じて学んできたとが言及されている。教育行政職には市区町村教
育委員会に加え，都道府県教育委員会及び教育事務所における業務を通じて人事に携わった経験
が有益であったとの発言が確認された。

人材育成とか，対人間関係能力やネットワーク等は，教育行政で培われたと思います。指導行政と

して義務教育課に行かしていただいたかと思えば，今度は教職員課で人事を担当する等，県教委で定

年まで勤めました。（教職経験あり：5 年目）。

指導主事やって良かったというのは，もうあっちこっち行ってましたもんね。いろいろ行っている

うちに，いろんな人と会いましたよね。高校の校長先生とも会ったりした。文科省の人ともつながり

ができたりするじゃないですか。大学の先生とも。だから，そこから得られたものというのは，市内

にいて指導主事やっているときには得られないものをいっぱい得られますよね（教職経験あり：5 年目）。

③　一般行政職
一般行政職出身の教育長からは，自治大学校における研修が有益であったと述べられている。

私は自治大学校で 3 か月研修に行っています。学校の先生方も研修がありますけど，何人かの行政

マンも自治大学校で研修を受ける機会があります。そこでは法律の本質は何なのか。例えば，いろい

ろな法律がありますが，なぜこんな規制をするような法律をつくったのかということを考える機会が

あったことが良かったと思っています。それと，政策立案研究というのがありましたが，これが役に

立ちました。教育長となって，今子供たちは何を望んでいるのか，保護者は何を望んでいるのか，そ

のようなことを考えることに結びついていると思います。今までこうしているからこのままでいいん

だということなしに，発想の転換が必要だということを，先生方にうまく伝えられている部分もある

のではないかと思っています（教職経験なし：6 年目）。

自治大学校における研修を通じて法律の本質的な理解力，政策立案の際に当事者のニーズに関
心をもつ視点，そして柔軟な発想が得られたと認識されている 2)。職場を離れた長期の研修は，
これまでの職務経験を通じて獲得した知識や視点を相対化・概念化し，プロフェッショナルから
マネジャーへの移行を促す研修として示唆に富む。

④　民間企業
民間企業出身の教育長が勤務経験を通じて身に付けてきた資質・能力として，対人スキルとも

いえる他者に対する姿勢や職種に関連したスキルが認識されている。
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役場職員らしからぬ職員という認識に立ち，周囲の人を大切に大事に思うことで人様から信頼され，

いろんな知恵を授かることがありますので，命ある限り人様から施しを受けるのではなく，人様に夢

と希望を与え続ける自分でありたいと自分に言い聞かせ，日々努力・精進していきたい（教職経験な

し：5 年目）。

一方，民間企業の管理者養成システムを知る教育長は，教育行政組織における課題を次のよう
に指摘する。

ゼネラル・エレクトリックという会社は 45 才で社長なんです。その為に 30 歳ぐらいから徹底的に

鍛えて，エリートコースを進む。その中から社長候補が絞られていくわけですよ。そういうシステム

が教育にはないわけです。だから，端的に言うとスペシャリストとマネジャーと分けていない。そこ

が最大の問題。要するに現場のスペシャリストがマネジャーになる。トレーニングしていないから即

なれるわけがないですよね。それがこのシステムの欠点だと思います（教職経験なし：8 年目）。

民間企業における早期からの選抜とそれに伴う研修機会と比較して，学校教育の専門家である
教職員が十分な研修機会が保障されないまま学校管理職や教育長という教育行政組織の経営者に
なる現状が課題として認識されている。

⑤　教育長を対象とする研修
教育長就任後に参加が可能な主な研修として，独立行政法人教職員支援機構（旧教員研修セン

ター）主催による「教育長等教育行政幹部職員セミナー」（以下，中央研修とする。）がある。また，
兵庫教育大学は分権改革が進む地方教育行政において重責を担う教育長のマネジメント・リーダ
ーシップを支援することを目的として各地で教育長対象の「教育行政トップセミナー」（以下，兵
教大セミナーとする。）を開催している。

教育長を対象としたこれらの研修の前提は，悉皆ではなく教育長の申込によるものである。そ
のため，中央研修か兵教大セミナーかを問わず，率先垂範を心掛け何らかの研修に自主的に参加
し積極的に学びに向かう姿勢を示すこと自体がリーダーシップ行動の一つとして考えられている。

これまで概観してきたとおり，就任までに多様な職務経験や研修経験を有する教育長が同一の
研修に参加するため，研修から得られる学びや研修に対する評価は必ずしも一様ではない。本調
査の限られたデータではあるものの，教育長が参加した研修に対する評価の分かれ目の一つは知
識伝達型かワークショップ型かという研修形態の違いにあり，知識伝達型ではなくワークショッ
プ型の研修に対する評価が高い。中央研修と兵教大セミナーの両方に参加した教育長は，研修を
通じた学びについて具体的に次のように述べている。

他の県の取り組みの状況なんかを聞いて，そんなことやってるのかということはデータとしていた

だいたり聞けたりしましたし，分科会やればこちらも発言をするから，自分のためにもなってますよ

ね。自分でしゃべったものは自分でも吸収できるから。資料を持って行ったりするし，こちらのほう

は勉強になったかな。もう一つのほうは聞く一方だったのね。しゃべると知り合いになるよね。じっ

としてたら知り合いになんないけど，極力しゃべるようにしてるから。

他の自治体の情報も刺激にはなりますね。ただ，そういうやりとりをするということから，何とな
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くほっとしたり，ああ，こんなこともやってんだなと，同じようなことやってんだなとかというので

良いよね。ここにいるだけじゃ，わかんないですもん。安心感があるかな。安心感があれば，いろん

なこと考えられるもんね。うちもこんなことをできそうだなと（教職経験あり：5 年目）。

ワークショップ型の研修の場合，情報交換を通じて他の自治体における取組を知ることができ
るのみならず，教育長同士の情報交換を通じて得られる「安心感」が更なる企画立案へとつなが
っていると述べられている。積極的なコミュニケーションを通じて人脈が広がるだけでなく，イ
ンプットとアウトプットの両立が教育長にとって有意義な学びにつながっていると推察される。

4　おわりに

本稿は学力向上に成果を上げている自治体の教育長の証言をもとに，学力向上施策の特徴を記
述し，学力向上施策をけん引する教育長のリーダーシップについて教職経験の有無や在任期間と
の関連を分析し，リーダーシップ行動と関連する資質・能力の析出を試みた。また，教育長就任
までの職務経験を通じて，培われた資質・能力に加え，教育長の職能開発の機会について検討し
た。本稿で得られた主な知見を以下の 4 点に整理する。

第一に，児童生徒の学力向上に関して成果を上げている自治体における学力向上施策は，「学
力・学習状況調査」の分析を踏まえて校長や教員の意識改革を促し，学校あるいは自治体単位で
足並みをそろえた取組を通じて校長および教員一人ひとりを学力向上の当事者として位置付けよ
うとするものであった。また，教員の指導力向上と並んで，児童生徒の自己肯定感の向上や生徒
指導の充実といった「学力を支えるもの」への働きかけが重視されていた点が強調される。

第二に，就任前の職務経験や在任期間に応じて，教育長が発揮しているリーダーシップ行動に
質的差異が確認された。本調査の結果は教育長の職歴やキャリアを通じて身に付けてきた資質・
能力に応じた研修の必要性を指摘する基礎的な資料となりうる。さらに，教育長の前職について
従来は教員出身者と行政出身者に分けられてきたが，本稿では民間企業出身者という新たなカテ
ゴリーに注目し，民間企業出身者の教育長のリーダーシップ行動や民間企業出身者の教育長が認
識する教育行政組織の課題を提示した。

第三に，教育長による学校訪問が教職員のモチベーションの維持向上に資するリーダーシップ
行動の一つとして言及されていた。これは千々布（2017）で示された学力向上に取り組む自治体
や実際に成果を上げている自治体の分析結果と軌を一にする。これに加えて本稿では，学校訪問
を通じて教職員を褒めることが教育長のリーダーシップ行動として描出された。教育長による「過
干渉」は学校現場にとってネガティブな影響を及ぼすとされているが，リーダーシップ行動のあ
り方次第では教育長が学校現場にポジティブな影響を与える可能性が示唆される。

第四に，自治体の規模が学力向上施策や教育長のリーダーシップに与える影響について教育長
の証言を例示した。必ずしも教育委員会の学力向上施策として明示されているとは限らないもの
の，自治体の規模は教職員が一斉に集う研修や教育長による学校訪問の可否を左右する要因とな
っていた。本調査では学校数，教員数，教育委員会と学校の距離，教育員会事務局職員数につい
ての言及が確認された。教育長によるリーダーシップ行動の特性や教育委員会による学力向上施
策を説明する教育行政の規模については，引き続き検討の余地があると考えられる。

本研究は，平成 29・30 年度プロジェクト研究「次世代の学校における教員等の養成・研修，
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マネジメント機能強化に関する総合的研究」における量的調査における質問紙作成に資すること
を一つの目的として実施したものである。量的調査では，教育長のリーダーシップが学校の雰囲
気や教職員の教育実践を介して，間接的に影響を及ぼしていることを検証できたことを付記して
おく。詳細は，国立教育政策研究所（2019）を参照されたい。

最後となるが，本研究に御協力いただいた皆様に感謝申し上げる。

注
1)ノードとは「テーマ，トピック，そのほかの概念を表すコーディングの入れ物」を指す。人

物等を表し属性値との紐づけが可能なケースノードと概念等を表すテーマノードに大別され
る。

2)同自治体の指導主事も自治大学校での研修を受けていた。自治大学校における研修について
は教育長と同様に，法律の目的を本質的なことから考える機会を得たことや政策立案研究が
有益だったと述べられている。また，全国から集まる研修生と 3 か月生活をともにする中で
の情報交換や人間関係も，政策立案のアイデアが得られたという点で有益であったと言及さ
れている。
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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 　紀要は、研究所内外の研究者等の利用に供するため、大学やその他の教育関係機関等に

配布するとともに、研究所のホームページに掲載する。
　　２　投稿者は、前項に係る研究所の利用について、許諾するものとする。
第11条 　提出された原稿は、原則として返却しない。
第12条 　原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。
第13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。

附則
　　本要項は、平成３１年２月４日から適用する。
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平成３０年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項

平 成 3 1 年 2 月 1 日
国立教育政策研究所長決定

１　趣旨
平成３０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３０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
　　　　　加藤かおり　　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
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（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
　紀要は、自由投稿により構成する。

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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