
「教員のコンピテンシー」概念導入の必要性

～教員のスタンダード研究の課題

付録 :【翻訳資料】オランダの教員のコンピテンシーリスト

1.問題意識

専門職としての教員は, どのような資質を身に

つけていればよいのだろうか ?筆者はかつて, 日

本の教員養成 とOISE(オ ンタリオ教育研究所 )

の教員養成及び トロント大学大学院のソーシヤル

ヮーカー養成との比較を行い,専門職養成として

の教員養成にはコンピテンシーリス トの開発や ,

理論 と実践 の統合 が必要 であ る と指摘 した

(2000)。 また,他の専門職の力量形成においても

コンピテンシー概念の導入が必要であることを指

摘 しつつ (武 田2004他 ),実際に子育て支援者の

コンピテンシーリス トの作成を行って (峰村他

2∞5, 汐見他2tX16他 ),そ れを用いた現場スタッ

フの研修にあたってきた。その上で2006-2008年

度にはオランダの教員のコンピテンシー研究を調

査し,複数のリス トを入手して,その一部を翻訳

した (未公刊 )。

それらの経緯の中で, 日本において, コンピテ

ンシーという概念そのものが誤解 して受け止めら

れている場合が少なくないこと,つ まり「能力」

と同じ言葉であると考えられた り (翻訳 された

り),従来の「評価」と同じように使うものであ

ると考えられたりすることに気がついた。コンピ

テンシー概念は従来の日本の能力評価の考え方と

は大きく異なる概念であるため, 日本では,一時

期流行した企業においてすら十分に活用されてき

たとは言えないのが現状で,世界に広がる有用な

概念が活用されていないのは誠に残念なことであ

る。

そこで本稿では,教員のスタンダー ド研究の盛

んな今,なぜ加えてコンピテンシー研究が必要で

あるのか説明し, さらに参考資料としてオランダ

の教員のコンピテンシーリス トを紹介すること

で,現行のスタンダー ド研究の課題を明確化 した

い。

武 田 信 子

2.コ ンピテンシー研究の動向

専門職には,その業務を十分に遂行するために

必要なコンピテンシーがあると言われている (マ

クレランド1973)。 コンピテンシーとは「ある職

務又は状況に対し,基準に照らして効果的あるい

は卓越した業績を生む原因として関わつている個

人の根源的特性」と定義される (ス ペンサー

2001)が,一方で,専門職の養成に採用される場

合は,それに加えて知識や技能を含める場合があ

る。本稿では,高山 (2008)に倣って「知識や技

術を含めた仕事上の役割や機能をうまくこなすた

めに必要な行動として安定して発揮される能力」

とする。

では,対人支援職である教員に必要なコンピテ

ンシーはどのようなものだろうか ?

マクレランド (1973)は,旧来の学問的適性テ

ストや知識内容テスト, さらに学校の成績や資格

証明書では「職務上での業績や人生における成功

は予測しえない」ことを多数の研究結果から明ら

かにした。実際,現在の教員養成制度において大

学の成績や教員免許の所持から教員の業績を予測

できるものではないし,教員採用試験の結果がよ

い教員になれるという保証には必ずしもなってい

ない。

そこで,マ クレランドはこの課題に対して,

①すでに職務で成功を収めている人たちとそうで

ない人たちとの比較を行う ②将来の業績の予測

指数は,組織化されていない状況でその個人が自

発的に考える行動,あ るいは過去の組織化されて

いない状況でその個人が実際に示した行動である

と考え,それを見つけだす行動結果面接を①の人

たちに実施する,と いう対応方法を考えた。そし

て,実際に面接を行ってその内容の比較分析をし

「学力とは一切かかわりのないスキルの数々が,

卓越した外務情報職員 (注 :こ のときの研究対象)

の思考や行動の中に頻繁に示されている」という

ことを発見した。たとえば,他の人の感性にうま
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く自分を合わせていくことができる, というよう

なスキルである。こののちコンピテンシー研究は

世界各国に広がり, 日本においても企業の職員養

成で取り入れられ,一部はゴールドマンのEQ(感

情指数)と して知られるようになりOECDのキー・

コンピテンシー研究 (1999-2002)|こ つながって

いく。

また現在, 日本では,医学教育はもちろん,社
会福祉士養成,看護学教育,保育者養成等におい

ても, コンピテンシーが学会レベルのテーマとし

て取り上げられるようになっているが,教員養成

については, ごくわずかの研究しかない。中教審

で一度, コンピテンシーベースの教員養成の必要

性が話題となったが,実践にはつながらなかった。

3.教員のスタンダード研究とコンピテンシー

代わりに, 日本の教員養成においては,教員の

スタンダード研究が盛んに行われている。しかし,

北海道教育大学の「自己成長力を高めるチェック

リストの開発」のように,学校現場や保護者から

の意見を加えてリストを作成した例はあるが,横

浜スタンダー ドを始めとする各種スタンダー ド

が,残念ながら項目作成にコンピテンシー抽出の

手法を導入していない。また,教員のモデル・コ

ア・カリキュラムが参考にした日本の医学教育に

おけるモデル・コア・カリキュラムはコンピテン

シー研究とともに策定された (2002)のだが,教
大協のモデル・コア・カリキュラム研究などにお

いて,コ ンピテンシーの考え方は導入されてきて

いない。

先に述べたように,マ クレランドは,従来のタ

スク分析から始まるスキル測定テス トの開発は

「高度なレベルの職務における業績を予測する点

では極めて不適切であることが実証された」 (ス

ペンサー,2001)と いう。とすれば教員のスタン

ダードに用いられている項目もまた,教員の力量

形成に用いることが妥当であるかどうか,改めて

検討が必要であるということになるのではない

か。

というのも, これまでの教師の専門性や質の研

究は,ほ とんどの場合,研究者である大学教員が

現職教員と協同して,項 目を自分たちで検討して

作成するか,教職課程教員や現職教員,教育委員

会,生徒などにアンケー ト調査を行って項目を作

成し,その妥当性を現場に問う, という旧来の心

理学研究の形で行われてきた。これらの研究方法

では,研究者たちの頭の中に入っている内容の範

囲でしか項目が抽出されず,それらの内容が真に

有能な教員に必要な項目であるかどうかのチェッ

クはなされない。また,作成側の現職教員や大学

教員が必要な項目を抽出する力を持っている, と

いう前提は全 く疑われておらず,それらのチェッ

クもなされていない。ところが,従来の教育に課

題があると認識されているからこそ,現在,教員

の質が問われている。この方法では,従来の教育

を超えることはできない。

つまり,こ こまでの教員の質保証の議論は「お

そらくこうであれば, よい教員が育つのではない

か」という仮定によってなされてきたものであり,

そこに具体的なコンピテンシー研究のような根拠

が不足していると考えられるのである。

一方,教職課程履修生徒に示される教員として

望ましいあり方のモデルは, まず,平成 9年の教

養審第一次答申において示された「養成段階で修

得すべき最小限必要な資質能力」つまり「教職課

程の個々の科日の履修により修得した専門的な知

識・技能を基に,教員としての使命感や責任感,

教育的愛情等を持って,学級や教科を担任しつつ
,

教科指導,生徒指導等の職務を著しい支障が生じ

ることなく実践できる資質能力」とされている。

が,個々の科目で実際に何を教えるかについては,

大学教員の自主性に任されていて,それらが教員

の資質向上に役立つかどうかという内容の検証は

されていないし,例 えば「教育的愛情」が具体的

にどういう行動を意味するかについての正解は提

示されていない。これは,横浜スタンダード (平

成18年度)や中教審答申の「今後の教員養成 。免

許制度の在 り方について (中 間報告)」 で示され

た教員として求められる4つの事項 (使命感や責

任感,教育的愛情等に関する事項 社会性や対人

関係能力に関する事項 幼児児童生徒理解に関す

る事項 教科等の指導力に関する事項)について

も同様である。

現場においては,使命感。責任感・教育的愛情,
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あるいは「教師としての良識」(横浜スタンダード)

といった抽象的な文言が実際の行動としてどのよ

うなものであるか示されなければ, これらの「評

価基準」は評価する者によって変動してしまう。

教養審答申にも「科目の履修により習得した専門

的な知識 。技能を基に」とあるように,実際のと

ころ大学教育 (科 目)の範囲内で「使命感 。責任

感 。教育的愛情」等を図ることは困難である。

2002年度からの導入が決定している『教職実践演

習』においては4事項の習得が確認される必要が

あるとされるが,現場ではそれをどう確認するの

かについてとまどいの声が出ている (関私教協 ,

2C108)。

もし,学校教員として望ましいあり方の基準が

明確に示されたならば,教員志望の生徒は, 自分

のその時点での力量を振 り返 り,適性を考えたり,

新しい日標を立てて学習していったりすることが

できるだろう。しかし一方でその基準自体の抽出

のあり方に問題があるとしたらどうだろう?ま

た,基準が,人 を型にはめたり,萎縮させたり,

評価を意識した対策を導くものであったとしたら

どうだろう?型破 りな存在や大器晩成型の逸材,

先進的な人材は早々に外されることになる。

そういう意味では,ス タンダードがコンピテン

シー概念に基づくものであれば『教育実践演習』

の導入は意義あるものになる可能性を持っている

し,も しそうでなく,従来の教員養成の観点から,

教員養成に狭い枠をはめるものにするとしたら,

効果は望めないばかりか,逆効果をも生みかねな

いのである。また,評価できない人格的側面を評

価することを求められた結果,大学教員がさじを

投げるということもないとはいえない。

せっかく各種のスタンダー ドモデルが工夫さ

れ,その導入が図られようとしている今,それら

の知見を生かすために,早急にコンピテンシー概

念が教員養成に導入され, コンピテンシーに基づ

くスタンダードカミ作成されるべきであると考えら

れる。 (本学教授 )
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[資料]オ ランダの中等教育及び職業教育を担う教員に要請されるコンピテンシー (訳 )

httpノ /www.bekwaamheidsdossier.n1/cms/bllagen/SBLcompetencettand_v.pdf

(職業教育に関する項目の一部は略 )

【資料解説】

ここに掲載するリス トは,ユ ニセフのイノ

チェンティ研究所の調査 (2007)において「先

進国で一番幸せと実感している子どもの多い

国」また「幸福度総合ランキング 1位」という

結果を得,OECDのPISA学力調査 (2006)で

も高い成績を収めているオランダ (科学的リテ

ラシー日本 6位 , オランダ9位,読解と数学の

リテラシーはオランダが日本より上位)のSBL

(教員資質協議会)が,2000年から2005年 にか

けて作成した全国共通の教員のコンピテンシー

リストである。

オランダの教育は,学校教育体制の相違やオ

ルタナティブ教育の拡がり (永田,2005, リヒ

テルズ2004)な ど日本の教育とは異なる点を多

く持つが,不登校や学級崩壊など教育に大きな

問題を抱えている日本の教育との対比の中で一

つの代替モデルとなりうると考え,こ の資料を

翻訳した。

オランダでは,「教育の自由」が保障されて

お り,教員たちが自分たちの教育を作 り上げて

いく自由度が日本に比べてはるかに高い。その

ような中であえて全国統一のものとして作成さ

れたコンピテンシーリストは,作成の経過にお

いて, さまざまな形で多くの教員や一般市民の

参画を得ている。

なお, このリストはそのまま各学校で用いる

ものではなく, 自分たちの学校及び学校群に適

切な形に改変して使うための大筋を示すもので

ある。各学校がそれぞれ独自性を持つオランダ

では,一つの基準ですべてに通用するものはで

きないからである。それらの資料もまた別の機

会に紹介する予定である。

(参考文献)

永田佳之「オルタナティブ教育」新評論,2005

リヒテルズ直子「オラングの教育」平凡社,2004

1.対人関係のコンピテンシー

中等教育 。職業教育を担当する教員は,学級に楽し

く生き生きとした学びの風土を生み出さなくてはなら

ない。それは教員の責任であり,その責任を果たすた

めに教員には対人関係のコンピテンシーが必要である。

対人関係のコンピテンシーを持つ教員はよいリー

ダーシップを示すことが出来る。友好的な,ま た協力

的な雰囲気を作 り,開かれたコミュニケーションを促

し,達成する。教員は,生徒たちが自律的であるよう

に励まし,対人関係において,指導と相談。主導と追従・

対決と和解・是正策と刺激のちょうどよいバランスを

見つけようと努める。

必要なコンピテンシー

教員は, 自分の行動やその行動の生徒への影響を認

識している。

教員は,知識と技術を十分に使いこなし,生徒と共

にまたは生徒同士で協力的な活動を進めていけるよう

に学級を運営し,コ ミュニケーシヨンを促す。

* この条件を満たすために教員は次のことをする必

要がある。

。生徒 とふれ合い

クスさせる。

ョンを求め,リ ラッ

生徒自身が学習のプロセスで活動できる枠組みを提

示し,支援する。

生徒と共にまたは生徒間で協働できるような雰囲気

をつくりだす。

* この条件を満たすために教員は次のことが充分で

きなければならない。

生徒たちの社会環境や就労実習におけるマナーや

ルール, コミュニケーションのプロセスについて十

分な情報を得ていること。

コミュニケーシヨンの理論や集団力学,異文化間コ

ミュニケーションについて,実用的なレベルで熟知

していること。これらの視点から,特に自分自身の

行動 と生徒たちにさせる行動に関してその意味する

ところを知っていること。

ヽ
ヽ
ヽコ
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対人関係のコンピテンシーの指標の例

。自分の学級で起きているできごとに気づいている。

生徒の話に耳を傾け,対応する。望ましくない行動

については声をかけ,期待される行動をするよう働

きかける。生徒をあるがままに受け入れ,教員を尊

重し,お互いを尊重しあうよう求める。

・学級の雰囲気について生徒に共同責任を持たせ,生

徒がイニシアチプを持つことを高く評価する。

・生徒と協働し,ま た生徒が協働するよう働きかける。

生徒の質問をいつも受け入れ,生徒の話に理解を示

し,心に留め置く。

・生徒たちがよく協力し合っていることを高く評価し,

互いに思いやっているか確認する。

・言葉の使い方,マナーやコミュニケーションの仕し

て,生徒たち自身の社会環境のルールをよく考える。

・コミュニケーシヨンパターンや異文化集団の相互関

係について述べ,説明することができる。必要であ

ればその改善策を知っている。

・異文化のグループや一人ひとりの生徒とのふれあい

方を説明,理由を話すことができる。その際,理論

的方法論的にどう考えたか語ることができる。

2 教育者としてのコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は,生徒たちが

将来の夢や可能性がよく見えている自立した責任ある

人間になるよう支援しなければならない。それは教員

の責任であり,その責任を果たすために,教員には教

育者としてのコンピテンシーが必要である。

教育者としてのコンピテンシーを持つ教員は,確か

な (safe)学 びと学習環境の基礎の上に,生徒が選択

をせまられたとき支えとなるような構造を提供し,生

徒のさらなる個人的成長を促す。そのような教員は生

徒が確実に,

・所属感を持ち,受け入れられ,価値を認められてい

ると感じる

。お互いに尊重しあい,責任を持ち合う

。イニシアチプを取り,自律的に学ぶことができる

。自らの適性や将来の夢を見出し,そ れに基づいて,

さらなる学問や仕事の選択ができる

ようにする。

必要なコンピテンシー

十分な教育学の知識や技術を持ち,生徒が自律的で

責任の持てる人間に成長できるように確かな学習環境

を創 り出す。

学級に対 しても生徒個人に対 しても確かな学習環境

を実現する。それはすべて専門的かつ体系的な方法で

行われる。

* この条件を満たすために教員は次のような行動を

とる必要がある。

・学級の社会的な雰囲気 と,生徒一人ひとりのよいあ

りかたと, 自立と責任を身につけてい くプロセスに

ついての青写真を作成する。

・これらについての観察に基づ き,教員は,安全で調

和のとれた生活 と学びの風土に生徒を導き,同時に

生徒の社会 ―情緒的,道徳的発達を促 して, 自立し

た責任ある人間に導 くために,計画し,方策を立てる。

・その計画や方策を実行する。

。その計画や方策を評価 し,必要であれば,学級全体

や一人ひとりの生徒にそれを合わせる。

・生徒の社会―情緒的,道徳的成長における問題や障

害に焦点をあて,必要であれば,同僚と共に,その

問題に対応する計画や方策に取 り組む。

* この条件を満たすために教員は次のような知識を

持たねばならない。

。生徒の社会環境,主要なニーズ,期待をよく知ってお

り,それらが文化的に規定されるものであるとわかっ

ている。またそれらへの対応の仕方を知っている。

・生徒たちが将来の職業生活の中でかかわっていかな

くてはならない企業文化をよく知っている。

・十代の若者,青年や大人の社会―情緒的,道徳的発

達について,ま た同時に起こりうる問題や障害につ

いてよく知っている。教員はこれらの問題について

指摘 したり対応したりする方法を知っている。

・多様な教育実践にも発達理論や教育理論にも詳しく,

また,それらが文化的に規定されるものであるとい

うことを知っている。つまり教育実践や,自 分自身

の教員としての行動のありかたが,それらの理論と

つながっているとわかっている。

・十代の若者,青年や大人がどのようにアイデンティ

テイや価値観を発達させるか,自 分の人生にどのよ

うに意味を見出すかを知っている。教員はそのプロ

セスが文化的に規定されるものであるということを
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知っていて,自 分自分の行動のあり方にも影響が及   ために教員は教授内容や教育方法に関する十分な知識

んでいることを知っている。              を持たなければならない。

教科の知識や教育方法について十分なコンピテン

教育者のコンピテンシーの指標の例            シーを持つ教員は,他の人々とともに,職業や社会に

。生徒たちがお互いにどのように意志を伝えあい,共    おける現実的で適切な知識とつながりをつくることに

に活動するかを観察する。そしてそれが (一人ひと   よって,強力な学習環境を作 り出す。このような教員は ;

りの)生徒の幸せにとって重要であるということを   ・自分の行動と生徒への働きかけ方を適切に調整し,

知っている。コミュニケーションのマナーやクラス    ー人ひとりの違いを考慮する。

の雰囲気について生徒と話し合う。            。例えば課外カリキュラムの学習の可能性や職業実習

。生徒たちの貢献を高く評価し,彼 らの考えに関心を    のような (個 に応じた)教育の進め方を,生徒と共

持ち,常に敬意を表する。生徒自身の意見や行動を    に決定する。

批判的に振り返らせ,学級で話し合うよう働きかける。   ・生徒の学習意欲や仕事に取 り組む意欲をかきたて,

。自分の担当学級の社会的風土を十分に分析し,その    生徒が最善を尽 くすよう発奮させ,それがうまく達

ことについて同僚と意見交換する。            成できるよう手助けする。

・生徒一人ひとりの発達上,行動上の問題に焦点をあ   ・生徒が互いから学びあうことを教え,同時に生徒の

て,それについて何をどうしたらいいのか, しない    自立を促す。

方がいいのか,同僚たちと話し合う。

・自律的に学習し協働するように生徒たちに働きかけ   必要なコンピテンシー

る。刺激を与えたり,達成結果や,学びや協働のプ    中等教育・職業教育を担当する教員は,教科の知識

ロセスを振 り返らせたりして,生徒たちの自立心や   と教育方法に関する責任を負う。

協働する力を高める。                 教える教科の内容に関して十分な知識や技術を持

。生徒たちの相違を公正に扱う :そ の相違を考慮し,   ち,生徒たちが適切に教科や職の内容について学びと

教育実践の中にそれらを含める。            る効果的な学習環境を作るためにどのような教育方法

・生徒がより高い学びや職業を選択するよう支援する。   が適しているか知っている。

生徒の夢や実力に応じた適切な助言でそれを行う。     教員は担当の学級と生徒一人ひとりのために,効果

・自分の職業観,価値観や基準に気づいており,それ   的な学習環境を実現する。そして,それを時代に合っ

を生徒に示す。例えば,教員の価値観や職業観が生   た専門的でシステマテイックな方法で行う。

徒たちとの仕事の中でどのような役割を演じている   * この条件を満たすために,教員は次のように行動

か,説明することができる。              しなければならない。

・自分の教育観や,それをどのように一人ひとりの生徒   。生徒たちの,教科の課題の習得段階や学習方法につ

に適用してきたかを説明することができる。その際,    いて,正 しい把握に努める。

理論的方法論的にどう考えたか語ることができる。    ・これらの観察に基づいて,多様な学習活動を考案する。

それらは,生徒たちにとって実践可能で,必要に応

3.教科の知識や教育方法に関するコンピテンシー      じて選択可能な, 自律的な学びを促すものである。

中等教育・職業教育を担当する教員は,生徒たちが   ・これらの活動を生徒たちと一緒に実践する。

教科や職業の学習内容を身につける手助けをしなけれ   。これらの活動とその効果を評価し,必要とあれば,

ばならないし,それらを毎日の生活や学びの状況の中    学級全体,あ るいは生徒一人ひとりに合わせて調整

で用いることができるようにしなければならない。      する。

さらに教員は生徒たちが,社会についての洞察を深   。学習上の問題や障害を指摘し,必要であれば同僚と

め,働 くことを通して何が得られるのかわかるように    ともに適切な計画やアプローチを実行する。

手助けしなくてはならない。               * この条件を満たすために教員は次のような知識を

それは教員の責任である。この責任を十分に果たす   持たねばならない。
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。自分が責任を持つ学習内容について深い知識を持ち

かつ熟知している。そして, 自分の学習 と職業経験

から,理論的また,(職業)実践的背景について精

通している。

・生徒の将来の職業や日々の生活において,学習内容

がいかに大切であるか認識している。

・学校内またはコース内の他の科目や仕事についても,

大体の内容を理解 している。

・生徒たちが過去に何をどのような方法で学習 してき

たか,そ してそれを自分の教育方法にどうつなげて

いけばよいかの大筋をとらえている。

。(研究に基づ く)教育デザインや,教育方法,ICTを

含む学習教材についての知識を持つ。

・多様な教授学習理論や,中等・職業教育のアレンジ

の仕方 (職業を意識 した他の即戦的な教育方法等 )

を熟知 してお り,かつそれらをどう実践につなげる

か知っている。

・生徒たちの学習の仕方,学習のユーズ,発達の仕方

や出会う課題をよく知っていて,それにどのように

対処していくかわかっている。

・生徒たちの言語習得,言語運用能力が学習にどれだ

け影響を与えるか知っており,実践の場でどう考慮

していくかわかっている。

・よく生じる学習障害や教育上の障害について,実践

的な知識があり,それらにどのように対処していく

かわかっている。

・十代の若者,青年,そ して大人がアイデンティティ

や価値観をどう発達させ,人生をどう意味づけるか

知っている。また,それらのプロセスが文化的に規

定されることも知っている。そして, 自分の行動に

それらの結果をどう結びつけていくか心得ている。

教科の知識や教育方法に関するコンピテンシーの指標

の例

。生徒に与える課題,演習,テス トを間違えることな

くできなければならない。そしてそれについて明確

に実演,説明できなければならない。これは自分の

担当する教科 (分野)に関するものについてである。

・生徒に課題や論題,実施方法の選択権を与え,生徒

が教育プログラムにおける自分の活動に能動的にか

かわるよう心がける。生徒が自分のペースややり方

で活動できるよう,事前準備 (雰囲気作り,組織立て,

課題,教材,教具)をする。

・ICTの ような現代教育資材を活用する。可能であれ

ばe_learningの環境を利用する。それにより場所や時

間の拘束を受けずに学習が可能となり, さまざまな

場所からの学習への効果的なコミュニケーションを

支援できる。

。生徒にさまざまな学習活動の狙いが何を目標として

いるかを明確に説明する。又は生徒に与えられた枠

組みの中で自分自身の学習目標を組み立てさせる。

・振 り返りの討議を通して生徒に学習プロセスを指導

する。それにより生徒は自分の学習上の問題を明確

にでき, 自分の学習プロセスの舵取 りができる。

・生徒たちとの交流において,生徒が例えばどこかの

学習プロセスで得た知識や経験を活用する。そうし

て教育活動を,時宜を得たものにし,生徒たちが互

いの知識を分かち合い学習しあうよう働きかける。

・生徒の活動やものごとへのアプローチの仕方に対し

肯定的なフイー ドバックを与える。評価やテス トに

基づき生徒の知識やスキルに対して信頼できる判断

をする。

・研究調査に基づいて (同僚と協力して)教育をデザ

インする。

。(同僚と共に)評価の方法を開発する。

・生徒たちがどのようにして学習しどのように向上し,

どのような長所,短所を持っているか,ま た彼らの

学習を刺激するためにどのように働きかけたかを明

確に述べることができる。また,学習上の課題を指

摘でき,こ れを教員自身で解決できるかどうか判定

でき,校内外のどこで教員や生徒が解決への支援を

得られるかわかっている。

・学級や生徒たちの扱い方についても,教科の課題や

教育方法に関する視点についても,それが正しいと

説明できる。その際には,理論的方法論的な洞察を

用いる。

4 組織化のコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は, 自分の教育

的実践と校内と職場実習での生徒の学びのプロセスに

関わるあらゆる組織化の仕事に気を配らなくてはなら

ない。それは教員の責任であり,こ の責任を全うする

ためには教員は組織化のコンピテンシーを持たなけれ

ばならない。
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組織化のコンピテンシーを持つ教員は,生徒たちの

ために,う まく構成された課題中心の学習環境を作り

出せる。

教員は,学びのプロセスが,異なる場 (例 えば校内

の異なる場,作業実習,職業訓練や課外カリキュラム

など)で展開される時はいつでも,(で きれば他の指

導者と協働して)それらの活動を互いにすり合わせて

さまざまな場に取り入れる。教員は生徒たちが確実に

。自分の立ち位置や, 自発的に動 くための視野の巾を

知っている

。生徒たちが,自 分がしなければならないこと (で き

ること), どんな目的でどのようにそれをしなけれ

ばならないか (で きるか)を知っている

ようにする。

必要なコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は自分の組織化

の責任を果たす。

教員は,学級内あるいはそれ以外の生徒たちとのふ

れあいの場によい生活風土・学びの風土を作るため
,

組織化に関する知識や技術を持っている :そ の風土と

は,すべての点でうまくまとまっていて,秩序があり,

課題を最優先できるようなもので,先生たち,同僚,

そもそも生徒たちのためのものである。

教員はこれを専門的で体系的な方法で達成する。

* この条件を満たすために,教員は次のように行動

しなければならない。

・生徒たちが受け入れている具体的で機能的な手順や

決まりごとを適用するとき,一貫して矛盾がないこと。

・学習目標や学習活動を支援する教育的資料,補助教

具,組織形態を用いる。

・生徒に知らせたプランをしっか り守る。その結果,

生徒たちは自分たちのプランをそのプランに合わせ

て調整することができる。また教員はその時間を適

切に用いる。

* この条件を満たすために,教員は次のような側面

に関する知識を持たなければならない。

・学級経営の側面に関する知識。それは自分の教育活

動と関連しているものである。

。学校や企業,公開学習センター,職場,実地訓練や

実習 トレーニングなどの多様な学習環境の組織的な

側面に関する知識

組織化のコンピテンシーの指標の例

・生徒たちが受け容れている具体的で機能的な手順や

決まりごとを適用するとき,一貫 して矛盾がないこ

と。組織形態や補助教具,教育的資料を提供 し,こ

れらが学習目標や学習活動を支援する。

・明確な計画に従い,生徒たちに選択をまかせる。選

択肢は生徒たちと議論 し,可能であれば生徒 ととも

に描き出す。使える時間を適切な方法で用いる。予

期 しない状況に対 して専門家として即応 し,そ うす

る際には,は っきりと優先すべきものが見えている。

・同僚や実習先企業・機関の指導者 と協働 して,生徒

の評価をまとめる。この評価について生徒 と明快な

コミュニケーションを持つよう心がける。

・自分の考え,手法,学級経営に責任を持つことがで

きるし,(学校,企業あるいは機関における)教育

活動に関して所属組織に責任を持つことができる。

5 同僚との協働のコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は同僚と確実に

息を合わせて仕事ができなければならない。教員は,ま

た,よ く機能している学校組織に貢献しなければならな

い。それが教員の責任であり,その責任を全うするた

めに教員は同僚との協働する力がなくてはならない。

同僚 と協働する力がある教員は,校内の教育的な学

びの風土や望ましい相互協力を生み,学校組織をよく

することに貢献する。つまり,

。同僚 と効果的にコミュニケーションを取 り,協力し

あう。

・会議,校内のその他の会合,あ るいはよりよい学校

運営のための活動に建設的に関わる。

・学校の発展 と改善に貢献する。

必要なコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は,同僚との協

働における責任を担う。

教員は充分な知識 と技術を用い,校内のよい教育的

風土, よい職場関係, よい学校組織に専門家として貢

献する。

* この条件を満たすために,教員は次のように行動

しなければならない。

・同僚 と仕事の進捗状況に関連する情報を共有 し,同

僚から得た情報を利用する。
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。様々な会議や校内での他の協働に対 して建設的に関

わる。

・同僚に対し助言をおこない,助言を受けいれる。

・学校の発展 と改善に対 し (研究を基盤として)貢献

する。

* この条件を満たすために教員は次のような知識を

身につけなければならない。

・実践 レベルで同僚 と協働 し,同僚に助言する方法を

知っている。

・実践 レベルで,児童のモニタリングシステムや利用

しやすい業務状況報告の記述の仕方に慣れている。

・中等教育,職業教育における組織化の形態や学校運

営についての知識を持っている。

・質保証モデルや,教育改善と学校の発展の方法に精

通している。

同僚との協働のコンピテンシーにおける指標の例

・自分の教育活動の準備,実践 (チ ームティーチング),

評価 において,同僚 (教 員, インス トラクター
,

AT)と 協力し合う。また,入手可能な記録を保管し,

生徒に関するデータを記録する。

・教育や組織の改善や刷新に関して同僚と協力し合う,

例えば,教育上の課題,一般的な教育改革のための

枠組みを与える評価の課題 と方法を発展させること

によって,ま た,中心 となるチームを構成し, とり

わけ自分を鼓舞するようなチームの構成を提供する。

・指摘 されてきた数々の問題に取 り組むために,さ ま

ざまな形のアクションリサーチを使う。

・教員は仕事で誰かを手伝うような問題が起きたとき,

同僚たちを招集する。それが教員の責任である。

・同僚や学校の利益に理解がある。

・組織に適用される契約,手順,シ ステムに従って働

くことで,効果的に機能する組織に貢献する。

。同僚と協働する場で, 自分の考えと仕事のやり方を

報告することができ, また,学校組織における自分

の機能も報告することができる。

6 学校周辺環境との協働に関するコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は,生徒の親ま

たは保護者や,学校が提携 している実習先や実習機関

の仲間と継続的に連携することが必要である。教員は

その職業上の行動が学校以外の人々の行動 と歩調が

合っているか確認 しておく必要がある。さらに教員は,

学校 と,関連のある組織 との間での協力がうまく進展

するように力を尽 くさねばならない。

それは中等教育・職業教育を担当する教員の責任で

あ り,こ の責任を果たすために,教員は学校の周辺環

境との協働に関するコンピテンシーを必要とする。

周辺環境 と協働する力がある教員は,生徒の親ある

いは保護者とのよい協力関係を作ることができる。生

徒へのコンサルテーションにおいて,学校,生徒,担

当コースの生徒が関わっている組織 とよいコミュニ

ケーションや調整を行うことができる。

生徒の教育や福祉に関連 している学校の専門的な

ネットワークを効果的に利用する。

学校環境 とこれらの周辺環境の連携を指揮 し,注意

深 く,責任をもって学校のためにそれを継続する。

必要なコンピテンシー

中等教育・職業教育を担当する教員は学校の周辺環

境 との協働に対し責任を引き受ける。

教員は十分な知識と技術を用い,生徒を教育し職業

訓練する中で日常の責任を果たすために企業あるいは

協議会との円滑な協働を成立させる。教員は,さ らに,

十分な知識と技術を用い,学校の周辺環境に位置して

いる青年の福祉に関わる組織や人々との良い協同を継

続する。

* この条件を満たすために教員は次のように行動 し

なければならない。

・親たちや関わりのある他のグループに専門的な情報

を伝え,そ して彼 らから得た情報を利用する。

・生徒や関わりのある他のグループと共に,校内での

学びと校外での学びがお互いに連動 しあうこと,全

ての人の責任や貢献が明確であるよう,取 り図らう。

・校外の人々や組織 とのいろいろな形のコンサルテー

ションに対し建設的に貢献する。

。専門家の意見や生徒 との活動方法についての報告を

親たちや関わりのあるグループに表し,相互の承認

により生徒 との活動を採用する。

* この条件を満たすため,教員は次のような知識を

持たなければならない。

・親たちや保護者の社会環境や生徒の文化的な背景に

ついてよく知っている。また教師としての行動の中

にそれらの要因が考えられることを知っている。
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。学校の一部である職業的なインフラ基盤についてよ   7 省察と成長のコンピテンシー

く知ってしている。                   中等教育・職業教育を担当する教員は,個人として

。生徒が関わるビジネス社会における文化や報告書を   の成長と専門家としての成長を遂げ続けなくてはなら

よく知っており,教員という立場にどのように対応   ない。それが教員の責任であり,その責任を果たすた

するか知っている。                  めに教員は省察と成長の力を持つ必要がある。

・学校と,学校が提携している組織や企業との協働の    省察と成長の力がある教員は,専門家としての視点

手順や規定に慣れている。               ゃ力に常に気を払う。専門家としての実践を刷新し続

・校内と校外での相互の学びと学習の連動のさせ方を   け,改善を続ける。教員は

知っている。                     ・専門家としての実践に何が重要であるか,潜在的な

基準,価値,そ して教育的な視点とは何かを知って

周辺環境との協働に関するコンピテンシーの指標の例     いる。

・オープンで建設的な態度で,親たちや保証人,関係   ・自分自身の能力,長所と短所についてよく知っている。

するグループと連絡を取 り続ける。そこで教員は,    ・体系的な方法で専門家としての成長を図っている。

青年と活動する校外の組織や個人に説明会を開き,   ・教員の個人的な成長を学校の方針と連動させ,学校が

一方教員はその組織や個人に対し教員側の理由を釈    教員の個人的成長のために提供する機会を利用する。

明する責任がある。そうする中で,教員は自分の仕

事と,関連するグループの活動とを連動させる。     必要なコンピテンシー

・潜在する問題を見出し,解決されるように,ス ーパ    中等教育 。職業教育を担当する教員は, 自分の専門

バイザーと共にオープンで建設的な態度で生徒の成   性を成長させることに責任を負う。

長について討議する。                  教員は職業についての見解や教員としての力を分析

・企業や協議会との関係を作 り上げ,連携を維持する。   し,成長させ,それらを明らかにする。

企業や協会が,生徒に対し安全な学習環境や意味の   * この条件を満たすために教員は次のことを行わな

ある職場を創 り出せるよう支援する。生徒,学校と   ければならない。

企業間のワークバランスを生み出す,そ うすること   。自分の力の分析に基づいた体系的な方法で,自 分の

で長期的に良い協働が保証される。システム管理さ    力の成長に取り組む。

れた (デジタルな)関係の中で企業や協議会と連絡    。自分の力を学校の方針やチームの進展や契約に合わ

を短時間で取 り合い,その情報を同僚に利用できる    せる。

ようにする。                     ・個人的成長の中で,生徒や (学校や企業の)同僚か

・積極的で市場に適応した態度を持ち,産業界や施設    ら得た情報を活用する。助言やスーパービジョンと

や社会の変化に従い,それらを教育的な立場に変化    いう形の中での同僚の補佐もまた活用する。

させる。教員は産業界や施設からの疑間に充分に対   * この条件を満たすために教員は次のような知識を

応し,そ してそれらの疑間を教育的実践の中で活用   持たなければならない。

する (例 えば生徒の研究課題に替える)。         ・教育実践に関連する業界や社会の最新事情について

。生徒が自分の仕事を最適な条件で表現できるよう,    情報を得ている。

一貫 した学習プロセスを達成するために, フィー   ・他の中等・職業教育の学校における教育実践につい

ダースクール (小学校)や フォローアップトレーニ    て,ま た,中等・職業教育の内容,学習法や組織の

ング協会の代理人と協議する。              形態における進展についても情報を得ている。

・親たち,保証人,そ して校外の人たち同様に,就労   。自分の教育実践に関連する教育学や教育方法の分野

を薦める (潜在的)企業,協議会との協働の分野に    での最近の進展について情報を得ている。

おいて教員自身の意見や学習法の根拠を説明するこ   ・行動心理学の充分な知識を持ち, 自分自身や自分以

とができる。                      外の人の行動を分析し理解する。
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省察と成長のコンピテンシーの指標の例

・教員の仕事において何が重要であると思っているか ,

自分の専門家 としての見解が何であるか表明する。

それは学校の (教育学的,宗教的あるいはイデオロ

ギー的)ア イデンティティと,教員自身の専門家と

しての見解や就労態度をどのように一致させている

かということである。

・自分の仕事に対 し批判的な姿勢を持ち,そのために

自分の更なる成長にむけて,他の人からの評価,省

察,フ イー ドバックを活用する。

・自分の強さや弱さを示し,学習上の疑間を明確にし,

学校が提供する枠組みや構成 (例 えば能力管理,個

人的な成長プラン,チームの成長プラン,実績の査

定と評価手順)の中でその疑間に体系的に取 り組む。

社会,産業界,教育における成長の関連性を認識し,

自分の専門家としての成長のために結論を描 く。

個人の成長のために様々な機会を活用する,例 えば

専門的な文学研究を続けたり, トレーニングや講座

に申し込んだ り,改善プロジェク トに参画 した り,

アクションリサーチの実践や新 しい課題に取 り組ん

だりなどである。

自分の活動や計画に対 し,専門家としての成長の観

点や学校方針や同僚チームとの合意や,教育,産業

界,社会における最近の発展の背景から説明するこ

とができる。

(翻訳 武田信子 )
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はじめに

このところの「国語教育」を捉え直す新たな試

みが特に注目される。たとえば,佐藤泉の「国語

教科書の戦後史」 (『 シリーズ 言葉と社会 4』

勁草書房 2006・ 5),石川巧の『「国語」入試の

近現代史』 (講談社選書メチエ 2008。 1)な ど

には,従来,多 く見られたような,現場での教育

実践に密着したものとは異なり,現場を鳥腋しう

るような視点から,具体的かつ現実的な問題が提

示されている。教育に携わる者は実践的なやり方

に限が行き, とかく実践方法,技術面 (発間のし

かた,板書のしかた,発声の良し悪し,な どを含

む教室管理)に とらわれてしまう。そもそも「国

語教育」の実践に当たって教師が常に考えていな

ければならぬ重要なこととは何であろう。その問

は次のようにも言い換えられる。あまり本質的な

思考をめぐらすことなく,授業を行ってしまって

いる日常において最も懸念される問題は何かとい

うように。具体的な実践方法や技術の向上なので

あろうか。それよりもまず,「教科書」であり,「入

試問題」であると,問題を焦点化したのが前述の

書物である。確かに,教科書は制定された時から

現代まで,入試問題においては現代のさしせまっ

た深刻な問題を含んでおり,こ れが教育の実態を,

現場の教師の意識を,全的に左右しているといっ

ても過言ではない。それが今,あ らためて問われ

たのである。しかも,国語の教科書と国語の入試

問題 (大学)の検証が,教室からの実践報告では

なく,近代文学研究者からなされ,自 ら受けてき

た国語の体験を織り交ぜて,「思想」のレベルに

まで押し上げた点も新しい。「活字」化されたも

のに徹底的に注目し,そ こに国語教育の歴史的な

変遷を確認しながら,あ るべき方向を模索するも

のとなっている。つまり,良い授業を支えるため

の日常的な教師の意識こそが問われているとも言

えるのだ。そのための具体的な手がかりとして,

教科書を取り上げ,それをいかに広げるかという

国語教育における「教材」の研究

杉 井 和 子

ことが, まず問題である。

私はこれまで過去12年 間に亘って武蔵大学での

教育実践研究の授業に携わってきた。そして今,

もっとも深刻な事態として受け止めていること

は,小,中,高 と学習を積み重ねてきた大学生が,

自らの体験の枠組みから自由になれないことであ

り,ひいてはそのことに学生自身が無自覚である

ことである。与えられた教科書や,学んだ体験を

批判的に捉え返す視点を持てず,安易に授業を進

めることである。ともかく習った方法を踏襲し,

新たな冒険を避けて,何とか早く形にして安心し

てしまうことである。模擬授業という場面は自分

を独創的に表現できる絶好のチャンスであるにも

かかわらず,なぜ真似でごまかしてしまうのか。

そうなった理由の一つは確かに受験勉強であろ

う。与えられた問題を,マニュアルを使って解く

方法に慣れてしまうと,独創の入り込む余地がな

くなるのであろうか。マニュアルに飼い慣らされ

てしまっているこの深刻な事態は,年 を追うごと

にますます広がる。そこで,教壇に立つ学生の深

刻な事態をどうにかして切 り崩したいというの

が,私の動機づけとなっていく。人間を相手に,

教師が人間らしくあるためには, まず内面から沸

き起こってくる疑問や思索を他に投げかける主体

でありたい。悩む力,それを言語にする力を育て

るための「国語」の授業でなくてはならない。自

分のなかに,破壊力と構成力とを蓄えることが大

切なのだ。そのためには,いかに教えるかという

方法論よりも,何を使って教えるのかの方が重要

になる。良い「教材」を自分で発掘し, 自分のカ

で選り分けできることが先決である。教科書の教

材に対しても, 自らの批評眼によって教材を対象

化することが重要である。近年の教材研究の実績

をみてもこの問題の重要性はすでに周知されてい

る。
(7‐ 1)「

教材」に対する自覚を高めること,それ

はまさに「言語」の意味や面白さに目覚めること

にほかならない。
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