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1. 日本のあるべき姿 (ビジョン)     

1－1．自己効力感のあふれる社会 

 21世紀を生きる私たちは世界の大変革を目の当たりにしている。日常的に技術革新によ

る利便性を享受する傍ら、時計の修理工から銀行の融資担当者に至るまで、あるのが当た

り前となっている仕事がAIによって代替されるといった差し迫った危機にも脅かされてい

る1。このような大変革は驚くほどの短期間でもたらされたという事実は決して見過ごせ

ない。つまり技術革新による加速度的な世の中の変化は、一寸先の将来さえも予測を困難

とさせている。 

 一方私たち大学生の中で、学生生活をやり抜いたという達成感を理由に将来への希望を

見出す者は少ない。義務教育を精一杯こなしてきた学生でさえも、自らの将来への不安を

露わにする者が多いのが実態である。何年にも渡って学問に励んできたものの、自らに対

して確かな自信を持てず、将来に対して弱気な姿勢をとってしまう。 

 

 このような不安定な時代の中で、これから重要となってくるのが“自己が望むように生

きることが出来るという信念と確信”を持つこと、つまり“自己効力感”を得ることであ

ろう2。驚くべきことに日本の青年の「自己肯定感(=信頼感)」や「将来への希望」は他国

と比較して低い3。以上のような事態が改善されずにいると、将来的に日本社会は不安定

な時代の中で、自身に希望が見出せずに一度の挫折で立ち上がれなくなったり、そもそも

挑戦を極端に避けてあきらめがちに下を向いて生きたりする人々で溢れてしまうのではな

いだろうか。 

 ではそのような事態を避けるために、私たちはどうしたらいいのか。それは学生時代の

うちから自己効力感を持つことであり、それを醸成するにあたっての①他者から承認され

る経験と②「自己願望の把握→自己表現→自己実現」の経験、を学校現場で実現すること

である。（下記図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自己効力感のピラミッド  

                            
1 （出典）松尾豊『人工知能は人間を超えるか』（角川EPUB選書）（原典）C.B.Frey and M.A.Osbone,“The Future 

of Emploment:How Susceptible are Jobs to Computerisation?”September 17,2013 
2
 杉並区教育委員会（2013）「Expectance for CERI’s ESP Project」 http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/proj

ects/default_project/_page_/001/039/210/10.pdf 

（最終アクセス日：2018年2月25日） 
3
 高校生の生活と意識に関する調査報告書〔概要〕 —日本・米国・中国・韓国の比較— 平成27年８月28日 www.niy

e.go.jp/kanri/upload/editor/98/File/gaiyou.pdf 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/210/10.pdf
http://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/210/10.pdf
http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/98/File/gaiyou.pdf
http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/98/File/gaiyou.pdf
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 私たち大学生は学校教育を卒業した後に、突如「他者の助言に頼りきることのない自己

決定」と「自己表現による個性の発揮」を求められる状態に困惑することが多い。この状

態はまさに、自己に対する信頼感のなさが現れているといえる。ただし、自己への信頼感

は一瞬のうちに手に入るものではない。「自己願望の把握・達成（＝自己実現）」という

小さな成功体験と「自己が他者に認められる（＝他者承認）」が絶えず繰り返され積み重

なっていくことで自己効力感は醸成される。つまり、私たちが自分の未来に希望を抱き、

前向きに生きていくためには、社会に出る前の学校教育段階で、自分の理想を把握・表現

し、他者から承認される経験を積んでいることが重要なのである。 

 

 もちろん自己効力感の育成は学校に限られず、家庭や習い事などの場もあげられるだろ

う。しかし、すべての人に自分らしく生きる力を養う機会を等しく保障し、様々な他者と

共に過ごす場所である学校教育こそが自己効力感の育成の主役を担うべき手段にふさわし

いと私たちは考えた。つまりこの改革によってこれからの学校教育は、一人一人が高い自

己効力感を持ち、望むように生きられるという自信に満ちた前向きな人々で溢れるような

日本社会を実現する場になり得るだろう。 

 

 以上の思いを簡潔に表明するにあたって、私たちが目指すこれからの日本社会のビジョ

ンを以下のように設定する。 

 

学校教育が一人ひとりの自己効力感を引き出すことで、 

環境が目まぐるしく変化し将来への不安が生じやすい時代においても、 

望むように生きられるという自信に満ちた前向きな人々が溢れている社会  

 1－2．最適な資源配分に基づく学校教育 

 しかし以上のようなビジョンを見出した段階で私たちは大きな壁にぶつかってしまっ

た。それは現状のままの学校現場では私たちが提言したい“自己効力感を高める教育改

革”が実施できないのではという疑問である。 

 現在、プログラミング教育や英語指導の強化を含め様々な教育改革が実現に向かって動

いているが、教育の担い手である教員や学校そのものについての議論は十分とは言えず、

急激な教育の変化のコストは教員が担っていると聞く。これでは持続可能な発展も望めな

ければ、有効な政策を実行するだけの余裕がないために、現場レベルで断念ないし骨抜き

せざるを得ない場面も想定されうる。ではこれからの時代において教員と学校はどうある

べきなのだろうか。その答えは、今まで疑念の余地を持たれることが少なかった教員の仕

事の枠組みや教育行政のかたちを、思い切って転換していくということに求められる。 

すなわち、人や情報の動きが飛躍的に活発になり、今後様々な教育改革を実施するにあ

たっても十分に余力をもつ教育環境を整備することを、私たちの政策提言の新たな軸とし

て据えた。学校教育についての情報がひとつの学校にとどまることなく広く共有されるな

らば、学校現場の問題が可視化されると同時に、国が策定した政策も横の情報共有を通じ

て実現が見込まれる。また新卒に限らず、様々な経験を積んだ者が学校現場で活躍すると

すれば、子どもは彼らを通じて様々な世界をうかがい知ることができる。このように学校

をめぐる環境に対するポジティブな変化が可視化されることで、教員という職がキャリア

プランの重要な選択肢の一つとして位置づけられ、その専門職としての社会的地位も向上

するだろう。 

 

 以上からもわかるように、私たちの政策提言は 
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・今後様々な教育改革を実施するにあたっての教育環境の整備 

・生徒たちの自己効力感の向上 

を二つの軸として据えていることを理解していただきたい。 

 

 学校と教員の新しい在り方の実現、そしてこれからの時代を生きていくうえで不可欠な

自己効力感を醸成する場所として学校を生まれ変わらせることが、教育に関わる全ての人

を幸せにするという信念のもと、以下の論を進めていく。 

 

2.  現状分析 

2-1. 教育改革の限界 

 現在、文部科学省により教育に関する様々な改革が実施されている。しかし、小中学校

教員・教員免許を持つ大学生、社会人などを対象としたフィールドワーク調査を実施する

と、以下の4つの課題により、その改革の効果が最大化されていない事実が明らかにな

る。 

 

① 文部科学省・教育委員会から通達される政策と現場の乖離が大きい。 

② 現場の声を上の組織に伝える仕組みがない。 

③ 業務量の多さ故に、生徒に接する時間・授業準備などに時間を費やせない。 

④ 教員免許を持ちながらも教員になる人材が少ない。 

  

①②については2-1-1、③④については2-1-2として以下分析とする。 

 

2-1-1.教育行政と現場の乖離：文部科学省－教育委員会－学校 

 教員を対象としたヒアリングの結果、教育現場の実情と文部科学省、教育委員会の政策

の乖離が激しいという意見が複数寄せられた。さらに、教育委員会の審議が形骸化し、機

動性に欠けているため現場の声を反映できていないという指摘が挙がっている4。 

 また2017年の文部科学省の調べによると、「学校現場の業務改善に関する教育委員会内

での連携を構築している教育委員会数」について市町村では53.4％が構築していないと回

答し、「所管の学校に対して業務改善の方針等を策定している教育委員会数」は同じく市

町村で89.1％が策定していないと回答しており、教育委員会から現場へのアプローチが少

ないことが窺える5。 

 文部科学省においても教育委員会に対し、「教育委員に対して事務局から十分な情報が

提供されない。また，教育委員が，学校など所管機関についての情報を得ていない。」と

いうような批判がなされている6。このように、教育現場の声や課題を文部科学省などの

組織に直接伝える仕組みや制度が存在しないことから、文部科学省・教育委員会、そして

学校の間で適切な連携が取れていないことは明らかである。 

 このような状況では、真に現場で必要とされている政策が教育行政に伝わらず、結果と

して、現場にとって最適ではない政策が降りてくることとなる。また、有効な政策であっ

                            
4 大阪市（2013）「教育委員会のあり方検討について」 

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000227906.html（最終アクセス日：2018年3月9日） 
5 文部科学省（2017）「平成29年度教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査結果」  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1387071.htm（最終アクセス日：2018年3月9日） 
6 文部科学省（2005）「地方分権時代における教育委員会の在り方ついて（部会まとめ）」文部科学省、http://www.

mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05012701.htm （最終アクセス日：2018年1月30日） 

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000227906.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1387071.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05012701.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05012701.htm
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たとしても、教育行政の想定と学校教育現場の実情のギャップにより、その政策が実現で

きないケースもある。 

従って、現場と教育行政の乖離をなくす為に既存の教育行政の構造の見直し、具体的に

は教育委員会、学校運営のあり方を改善することが必要である。 

  

2-1-2. 職業としての教員の限界：負担大・キャリアの画一性 

近年、文部科学省は様々な教育政策の導入を試みているが、それに伴い現場では余裕の

ない教員の労働環境と、人材不足が浮彫りとなりつつある。 

2017年のOECD調査7によると、日本における教員の総法定勤務時間数は約1891時間で加

盟国トップ、OECD平均の1634時間と比較しても200時間以上多い。その一方で、教員が実

際に授業に充てる時間は労働時間全体の約30％であり、OECD平均より10％ほど低くなって

いる。この結果からは、教員が課外活動、事務作業、教育相談、職員会議といった授業以

外の活動により多くの時間を費やさなくてはならない、余裕のない現状が覗える。 

 これに対し、2017年の文部科学省の提言（音楽英語の専科教員や、いじめや不登校に対

応する教員増、地域との連携、外部人材の活用などによる勤務時間、業務量の縮小など）

のように、今現在、教師の分業化や、負担軽減に関する政策は徐々に進められている8。

しかしながら、教員が生徒一人一人に充分向き合い、彼らの自己効力感を高め、サポート

していくためには、教員の注力すべき重要な仕事は何かを再定義し、そこに注力できる環

境を整えることが必須だろう。 

 

 教育現場に携わり、改革を推進する人材の不足も深刻化している。特に学生の教員人気

は年々低下しており、教員免許取得者数は年々増加する一方9、教員採用試験倍率は2000

年度の13.3倍をピークに、15年で5倍まで低下した10。労働環境への懸念、教員着任後の多

様なキャリア形成が困難であるといった理由から、多くの教員免許を持つ学生が、消去法

的な理由によって企業への就職を選ぶ傾向にある。 

 将来、生徒たちにより良い教育機会を与える改革を実現するためにも、現在の教育現場

は新卒、中途採用両方の側面からアプローチをし、より多くの優秀な人材を確保する必要

があるのではないだろうか。 

 なお本提言では、優秀な新卒人材が積極的に「教員」という職業をキャリアの選択肢と

して考える政策を提案しているものの、中途人材の確保についてはあえて言及しなかっ

た。その理由としては現在すでに、優れた知識・経験を有する社会人等を採用するうえで

の特別免許状の活用促進が行われており、着実にその取組みの成果が見られるからであ

る。参考として以下に特別免許状の授与件数の推移を表した図を掲載するが、現在順調な

成長が期待できる中途採用においては、しばらく今後の動向を見守ることとした。 

 

                            
7
 OECD（2017）「図表で見る教育2017年版」OECD、http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG

2017CN-Japan-Japanese.pdf（最終アクセス日：2018年2月25日） 
8 文部科学省(2017) 「学校における働き方改革に係る緊急提言」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/09/01/1395044

_2.pdfより取得（最終アクセス日：2018年2月26日） 
9 文部科学省「18歳人口、進学率、教員免許状取得者数等の推移」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/02/1317122

_14.pdf (最終アクセス日：2018年2月15日） 
10 Benesse（2016）「深刻な教員採用試験の競争倍率低下 小学校で2倍台の教委も」http://www.benesse.jp/kyouik

u/201603/20160317-1.html （最終アクセス日：2018年2月15日） 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Japan-Japanese.pdf
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Japan-Japanese.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/09/01/1395044_2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/09/01/1395044_2.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/02/1317122_14.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/siryo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/02/1317122_14.pdf
http://www.benesse.jp/kyouiku/201603/20160317-1.html
http://www.benesse.jp/kyouiku/201603/20160317-1.html


7 

 

図 特別免許状 授与件数の推移11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2. 普通からの逸脱に厳しい学校教育 

 子どもたちが多くの時間を過ごす教室やクラブ活動の場では、多くの場合一人の教員が

数十 名の生徒を担当することになる。“いま、ここ”で何をすべきか／すべきでないか

をすべての場面で生徒自身が判断するとしたら、おそらくその空間は統制が全く取れずカ

オスな状況を招きかねない。 

 学校内の規律とはそれを防ぐための「手段」とも言えるが、手段であるはずの規律の中

で行動しているかどうか、言い換えれば「生徒が“普通”で“ちゃんと”しているか」、

という点で生徒が評価されている一面がある。これは主語を生徒から社員や社会人に置き

換えてみれば、学校以外の社会集団でも同様に妥当することがわかるだろう。 

 

  しかし規律は結果として、“こうするのが普通、それ以外はダメ”という規範に繋が

り、生徒も無自覚のうちにその価値観を内面化させてしまいがちである。2014年に内閣府

が行った13歳～29歳を対象にした調査によると、「自分の考えを相手にはっきり伝えるこ

とができるか」という質問項目に対し「そう思う」と解答しているには48％となってお

り、韓国の74.9％、アメリカの82.7％に比べ約6割に留まっていることがわかる12。 

 以上から、学校教育では集団における同質性が必要以上に内面化されていることが推察

される。これは上手く価値観に適応できる生徒にとっては良いかもしれないが、集団固有

の“普通”に同調できない生徒は自分のことを必要以上にネガティブにとらえ、結果とし

て自己効力感の芽が摘み取られてしまっているのではないだろうか。つまり、自己表現の

抑制に伴い、自己効力感を獲得する機会を喪失しているのである。 大学生を対象にした

調査においても、内心では他者とは違った意見を持っていながら自分を抑え相手に合わせ

て同調するという傾向が現れている13。このような状況は、”普通”に同調できない他の

生徒に対しても否定的な見方をすることに繋がりかねない。「それは違うよ」と指摘した

                            
11
 文部科学省（2017)「特別免許状の授与状況」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/_

_icsFiles/afieldfile/2017/05/11/1385304_005.pdfを元に作成 
12

 内閣府（2014）「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」 http://www8.cao.go.jp/youth/kenk

yu/thinking/h25/pdf/b2_1.pdf （最終アクセス日：2018年3月5日） 
13 鳴門教育大学研究紀要（2010）「青年期の友人関係における同調行動―同調行動尺度の作成」 

https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180303220555.pdf?id=ART0009675375（最終アクセス日：3月5日） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/11/1385304_005.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/11/1385304_005.pdf
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/thinking/h25/pdf/b2_1.pdf
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/thinking/h25/pdf/b2_1.pdf
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180303220555.pdf?id=ART0009675375
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り、主張したりすることが”普通”から逸脱しているとして仲間外れにされるかもしれな

いという思いを生んでしまう可能性も大いにある14。 

 

 従って、学校教育は 生徒の“普通”からの逸脱をパターナリズム的に叱咤し、あるべ

き型にはめるのではなく、さまざまな形の個人のあり方が並列に存在し、むしろ全員が遵

守すべき“普通”がなくてもよいと生徒に伝える場であることが必要となる。その実現に

より、学校教育が一人ひとりの自己効力感を最大限に引き出す土壌を生み出すことが可能

となるのではないだろうか。  

 

3.  提言 

3-1. 教育改革の為の提言 

3-1-1. 「学校コンシェルジュ」の設置 

学校の事務スタッフ・部署を拡大し、各学校に事務局長を設置。 

■ 概要 

（１）学校コンシェルジュとは 

 学校コンシェルジュはいわゆる学校運営のプロフェッショナルを揃えた集団であり、教

科指導を専門とする教員とは一線を画す職業である。「生徒に相対し教育を担う先生」と

「学校運営を担う学校コンシェルジュ」の二元体制を学校内に構えることで、教員の負担

軽減を図ることができるほか、滞りのない学校運営・外部との情報伝達を期待することが

できる。特にこれから学校の近代化（AIを用いた学習教材の導入といった新しい技術の活

用など）が予測される中、その教育環境の整備といった事務的負担は益々増加すると考え

られる。そのため、ICTの活用に特化した専門スタッフの設置は今後不可欠であると予測

できるだろう。また生徒たちの心理的サポートを可能とするスクールカウンセラーの配置

も声高に叫ばれているが、その配置率は都道府県によって大きな差があり、90パーセント

以上が14ある一方、50パーセント未満も13ある（平成18年度）15。以上のような教育サー

ビスの偏在をなくしていくためにも、「学校コンシェルジュの設置」を大々的に掲げ学校

内の構造に変革をもたらしていくことこそが急務であると考えられる。 

 学校コンシェルジュは事務局長を筆頭に、学校事務スタッフや心理カウンセラーといっ

た専門スタッフによって構成されており、彼らは基本的に現在教員が担っている教科指導

以外の業務を行うこととなる。そのため学校コンシェルジュの業務は多岐にわたると考え

られ、下記の図「教諭の従事率が50％以上の業務に対する負担感率の状況」をふまえる

と、以下のような業務内容が想定される。 

  

①事務的な作業 

「国や教育委員会からの調査やアンケートの対応」「研修会や教育研究の事前レポートや

報告書の作成」など。 

  

②教育環境の整備 

「備品・施設の点検・整備、修繕」および今後予測されるICT活用を円滑に導入できるよ

うな教育環境の整備。 

                            
14

 HUFFPOST（2015）「『自分の意見』を言わせない空気と過剰な同調圧力」 http://www.huffingtonpost.jp/nobu

to-hosaka/my-opinion_b_8397320.html（最終アクセス日：3月5日） 
15 文部科学省（2007）「児童生徒の教育相談の充実について―生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり―（報

告） ２スクールカウンセラーについて」文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/

gaiyou/attach/1369846.htm （最終アクセス日：2018年2月25日） 

http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/my-opinion_b_8397320.html
http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/my-opinion_b_8397320.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
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③保護者や地域への対応・連携 

教員が直接保護者対応をするのではなく、双方の間に学校コンシェルジュをワンクッショ

ン挟むことで、教員が一人で問題を抱えこむ事態を回避。 

  

④生徒・教員・保護者の悩み相談、心理的サポートおよび問題行動への対応 

生徒たちは必ずしも教員に相談しなくても良い。これにより日常的に学校でも多くの大人

に接することが出来る状態を実現。相談割合については、児童・生徒からの相談が約5

割、教職員からの相談が約3割、保護者からの相談が約2割であるというアンケート結果が

公表されており、生徒に限らず学校に携わる教員や保護者からも需要が高い16。 

 

 ⑤教員の労務管理 

現在教員の勤務実態は数字としてほとんど記録されておらず、その緊急策としてタイムカ

ードの導入が提唱されている。しかしタイムカードは教員の勤務実態を把握するには不十

分な案だと言えるだろう。ゆえに教員の労務管理も早急に改善が図られるべき事項であ

り、その明確な勤務実態の把握も重要な業務だと考えられる。 

 

図 教諭の従事率が 50％以上の業務に対する負担感率の状況17 

 

                            
16 文部科学省（2007）「児童生徒の教育相談の充実について―生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり―（報

告） ２スクールカウンセラーについて」文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/

gaiyou/attach/1369846.htm（最終アクセス日：2018年2月25日） 
17
 文部科学省（2015）「学校現場における業務改善のためのガイドライン～子供と向き合う時間の確保を目指して

～」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/05/1297093_

4.pdf より取得 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/05/1297093_4.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/04/05/1297093_4.pdf
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図 学校の構造改革 

 

 学校コンシェルジュの人事権はそのプロフェッショナル性を保つうえでも、公立学校の

教員採用プロセスと同様に都道府県または政令指定都市の教育委員会が握ることとする。

また学校の直接採用ではなく教育委員会が学校コンシェルジュを採用することで、現在問

題になっている学校ごとの人材資源格差の改善（＝人材資源の再分配）が期待できる。 

 

 また学校コンシェルジュの採用は大きく分けて、中途採用とポテンシャル採用がある。

中途採用の場合は自身が希望する職種（学校事務・心理カウンセラー・ICT活用の専門家

など）に応じた資格や相当の職務経験を有することが採用条件となる。ポテンシャル採用

では必ずしも職種に応じた資格や職務経験がなくても良いが、採用後専門性を高める講習

を複数回受ける必要があるほか、定められた期間内での資格取得を目指すなど様々な条件

が課される。 

 

（２）事務局長の役割  

 事務局長の人事権は都道府県または政令指定都市の教育委員会が握り、学校内では教頭

と同等の裁量権を持つ。事務局長は学校と文部科学省・教育委員会との連絡窓口のような

役割を担うことが期待され、具体的にこの役割は同地域内の事務局長が学校の代表として

教育委員会に参加することで実現される。 

 

 

 

文部科学省 

↓↑ 

事務局長が参加する教育委員会 

↓↑ 

学校 
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 教育現場に身を置く事務局長は各々の学校の現状や課題点を把握しているため、新しい

教育施策を学校ごとに最適化することを可能とする。これは「学校など所管機関について

の情報を得ていない」「地域の実情に応じた工夫ができない」といった教育委員会の問題

点を改善し、教育行政の縦の連携を強化することが期待できる。 

 

■ 効果 

 本制度の目的は教育行政の連携強化および教員の分業化の促進である。 

 現状分析で言及したとおり、教育改革を行う文部科学省と教育現場である学校とでは情

報伝達上の大きな乖離がある。このトップダウン型の組織構造の改善が見られない限り、

今後文部科学省が新たな教育政策を実施したとしても、現場が適切にその改革に対応でき

るか、さらにはその改革が現場のニーズに即したものなのか議論の余地がある。 

 また連携不足の他の要因として教員の仕事量の多さが挙げられる。教育現場の教員は教

科指導のみならず、生徒・親の対応や事務作業に追われているため、新たな教育改革の実

施に追いつくのが困難な状況に置かれている。今後、学校関連の業務を一挙に担う教員の

分業化が図られなければ、文部科学省が試みる教育改革も有耶無耶となってしまい、より

良い教育が子供たちに行き届かなくなってしまう。 

 以上のような段階的な教育機関の構造および肥大化する教員の仕事量を解消すべく、私

たちは「学校コンシェルジュの設置」を提言する。 

  

 もちろん現在でも外部専門スタッフの設置が進んでいる学校もあるが、そこで浮き彫り

になっているのが「専門スタッフが学校の一員として情報共有がされにくい」という実態

である。その例としてスクールカウンセラーに関する報告では以下のような課題が述べら

れている18。 

 

「スクールカウンセラーは、その専門性とともに、いわゆる「外部性」に有効な側

面を有しているとされるが、一方で、学校組織の一員として、管理職の指導や学校

の方針のもとで活動を行っているという側面もある。こうした認識が十分でないた

め、スクールカウンセラーと学校の教職員との間において、必要な情報の共有がな

されないことがある」 

 以上の問題を解決するにあたって専門スタッフ（特に外部専門スタッフ）を学校コンシ

ェルジュとして配置することは有効な手段であると思われる。それは専門スタッフが学校

コンシェルジュとして配属されることで、彼らが「学校組織の一員である」という認識を

高める効果があると期待できるからである。この帰属意識が変わるだけでも、情報共有と

連携に改善が見込めるだろう。 

  

■ 導入にあたっての課題 

しかしながら当然学校コンシェルジュを設置するにあたって発生するコストは解決する

べき問題ではある。特に人件費については従来の県費負担教職員制度に基づき、都道府県

（指定都市の場合は指定都市）が負担することが理想ではあるが、現在自治体にその余力

                            
18 文部科学省（2007）「児童生徒の教育相談の充実について―生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり―（報

告） ２スクールカウンセラーについて」文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/

gaiyou/attach/1369846.htm（最終アクセス日：2018年2月25日） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm
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があるかは定かではない19。そのため今後学校コンシェルジュを確実に全国に配置するに

あたっては、義務教育国庫負担金の負担比率の増加および総額裁量制の拡充などが考えら

れる。もちろんこの実現には教育予算の全体的な底上げが必要ではあるが、他の主要先進

諸国（イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、シンガポールなど）が教職員給与の100%

を負担していることを考慮すると、今後の教育予算の拡大と教職員給与負担の割合の増加

が望ましい20。 

図 各国の国と地方の教員給与負担比率（※）21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また学校内において「教員」と「学校コンシェルジュ」という二大組織が設置されるこ

とで、対立構造が生じる懸念が反論として考えられるが、教員と学校コンシェルジュの人

事権および給与負担を同一行政機関（都道府県、政令都市、教育委員会など）に統一する

ことで、その対立構造は防げると思われる。さらに詳細に言及するのであれば、教員と学

校コンシェルジュは同じ職員室で作業することが想定されるため、完全に分裂した二大組

織という認識とは異なることをここで強調したい。 

 

 

3-1-2. 「新卒教員プログラム」制度 

■ 概要 

(1)「新卒教員プログラム」とは 

新卒で教員免許を取得し、かつ民間企業の内定を持っている学生を、期間限定の教員と

して行政が採用する制度。予めプログラムの期間を2年間と設定することで、プログラム

参加者は教員以外へのキャリアが確保されていることになる。 

本プログラムに採択された学生は大学卒業後、内定を獲得した企業には就職せず、新卒

として教員となる。そして、本プログラム参加学生の赴任先は小規模な学校に限定され、

教育現場で強いリーダーシップを発揮しながら、責任を持って教育環境を改善することを

求められる。 

 2年間のプログラム期間中は、企業と行政がメンターとなり、本プログラムの参加者のサ

ポートを行う。プログラム期間が終了した後は、参加学生は内定を獲得した企業へ就職、

または教員として現場に残ることを選択することが出来る。 

図は本プログラムの概要、及び各主体に対する効果(メリットを整理した図である)。 

                            
19 文部科学省. 2017.「県費負担教職員制度」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuyo/1394392.htm  (最終

アクセス日: 2018年3月7日) 
20 文部科学省. 2005. 「義務教育費国庫負担制度について」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gimukyoiku/o

utline/all.pdf より取得 
21 20と同様。  

※図は教員給与負担比率と表記されているが、原資料では図の説明にて「教職員の負担比率」と明記されているため、

本図は教員に限らず教職員全体の給与負担の割合を示している。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuyo/1394392.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gimukyoiku/outline/all.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gimukyoiku/outline/all.pdf
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図 新卒教員プログラムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 効果 

 本制度の実現により教育改革を推進する優秀な若手人材の確保が可能となる。現状分析

で言及した通り、現在の日本においては教員免許を取得したにも関わらず、大学卒業後の

キャリアとして教員を選択する若者が減少している。その主要な原因の１つが、1度教員

になった際の教員以外のキャリアの閉塞性である。この状況が継続すると、教員を志望す

る人材が量・質ともに低下する未来がある。以前と比べて、転職が当たり前になってきた

現在、学校という組織でしか評価されない職業が選ばれなくなることはある意味では当然

である。 

従って、将来的な教員の量・質の低下を防ぐためには、教員という職業が教育現場以外

にも繋がる、評価される職業にする必要がある。しかし、現状の延長線上では教員が教員

以外の分野に転じることは稀なケースであるため、放置して実現するものではない。 

そこで、対象者が教員として勤務する期間を定めて、プログラム期間終了後に就職する

企業も予め確保しておくことで、大胆ではあるが、教員からの出口を確保する。これによ

り、教育への情熱を持ちながらも「教員になったら教員以外の道に変更することは難し

い」という理由から教員にならない若手人材を教育の現場に留めることが可能となる。 

また、本プログラムの対象者が教員として赴任する学校は小規模な学校とすることで、

対象者はリーダーシップなどの大幅な向上が期待できる。その為、教員免許を取得しなが

らも、教員になるか、一般企業へ就職するか決めかねている学生にとって、本プログラム

は、①教育現場を経験し、自らの適性を見極めることができるだけでなく、②自己の成長

の機会にもなり、③教員が合わなかった場合でも出口が確保されているという点で、価値

のあるものとなる。 

 

■ 導入にあたっての課題 

 本提言を実現する上での最大の障壁は、本プログラムを支援・提携してくれる企業の確

保である。具体的には、内定をオファーした学生が本プログラムに参加することを容認し

てくれる企業を増やすことである。現在の日本企業が内定をオファーしてから2年間も入
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社を待ち続けるケースは極めて稀である。従って、本プログラムを導入する際には、企業

にとって明確なメリットが存在する必要がある。 

 本プログラムが企業にとってメリットとなる理由は、第一に企業の内定者を成長させる

場であることがあげられる。前述した通り、本プログラムは対象者が赴任する学校を小規

模で裁量権が大きい学校と限定することで、リーダーシップを十分に発揮できる環境を整

えている。そのため、本プログラムに参加することで、対象者は困難を経験しながらも成

長していくだろう。内定者のこのような成長を、企業が教育コストを負担せずに実現する

ことは企業にとって大きなメリットとなる。また、プログラム期間中の2年間は、企業が

内定をオファーした対象者のメンターを務めることで、適切に成長機会を生かすことが出

来る。 

  さらに、教育コストの観点だけでなく、金銭的なメリットも導入することで、企業に

とってはより協力するインセンティブとなるだろう。具体的には、内定者が本プログラム

に参加した場合、企業は「日本の教育に貢献している企業」として2種類の支援を享受で

きる。1点目は固定インセンティブである。企業は、本プログラムに参加している内定者

の人数×100万円を助成金として獲得することが出来る。2点目は、変動制のインセンティ

ブである。本プログラムに参加した内定者は、赴任先の学校で評価されることとなる。そ

の評価が高ければ高いほど、企業は追加で助成金を獲得することが出来る。 

 

 

3-2 自己効力感を高める為の提言 

3-2-1. 表現と承認の場としてのパフォーミングアーツの導入 

 新たな教科としての演劇 

■ 概要 

 生徒らの自己効力感を高めることを目的とし、新たな教科として演劇を取り入れる。導

入期間は自己効力感の基礎づくりとして、小学校低学年から中学校卒業までの9年間を設

定し、週1回の授業を経て学期ごとに発表の場を設けることとする。そのカリキュラムと

しては以下のような項目が想定される。 

 

①観劇（実際に劇場に足を運ぶ、映像を通して観劇するなど）およびその感想の共有 

 本物の芸術に触れる機会を提供することは演劇に対する親しみを持つうえでも、生徒の

自己表現に対する内発的動機を育成するうえでも非常に有効的である。この具体的な効果

については後に言及する。 

②登場人物の人物像・心情分析 

 劇中の人物の生い立ち、性格、心情・行動の背景分析を詳しく考える。特に生い立ちと

いった不確実な部分に対しては必ずしも根拠を求める必要はなく、そこを自身の経験によ

る創造性で埋められるのが他の科目との差別化であると言えるだろう。 

③グループワークを通じた劇の制作・その実演 

 生徒らが互いに協力しながら一つの劇を作り、その最終的な実演まで持っていくこと

で、自己表現（アウトプット）の場を設ける。 

 

 また演劇を新しい教科として導入するものの、本教科は「特別教科」としての色合いが

濃いことをここに強調する。つまり、現行の小学校指導要領と中学校指導要領を参考にす

ると、演劇は国語や算数/数学といった科目と同列に扱うのではなく、「第3章 特別の教
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科 道徳」と同様の扱いをするのが望ましい22。あくまで演劇という教科の主体は「生

徒」であり、彼らの表現/承認の機会を最大限に活かすうえでも、また教員が達成目標へ

のプレッシャーを感じずに生徒と向き合っていくうえでも、カリキュラムの提示は最低限

で十分だと思われる。 

 しかしもちろん演劇の教科としての導入は新たな試みではあるので、導入時には希望者

に対してオンラインセミナーを開講し、授業の進め方や教え方の指針などを示すこととす

る。 

 

■ 効果  

 ビジョンでも述べた通り、個人の自己効力感は「自己願望の把握→自己表現→自己実

現」と「他者承認」によって高まると私たちは考えたが、これらの要素を包括しているの

が演劇である。わかりやすく説明するために、ビジョンでも載せた図を再度ここに掲載す

る。 

図 自己効力感のピラミッド 

 

自己願望の把握→自己表現→自己実現： 

「劇の制作・実演」というプロセスは「自分が何を表現したいか」を考え抜き、その最適

な表現方法をも見つけなくてはならない。また同じような思考プロセスを経てもそのアウ

トプットとしての表現は十人十色である。つまり、演劇においてはどの表現も不正解とは

言えないのである。同様のキャラクターを演じていても他の生徒とは全く同じ答えにはた

どり着かないという点で、演劇は究極の自己実現である。 

他者承認： 

①他の生徒の演技を見る 

他の生徒がたどり着いた表現方法は自分が「普通だ」と思っていた表現と一緒ではないか

もしれない。しかし演劇において不正解はないためそれもまた正解なのである。このよう

                            
22 文部科学省 (2017)「小学校学習指導要領」 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_det

ail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf より取得 

文部科学省(2017)「中学校学習指導要領」 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/138466

1_5.pdf より取得 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1384661_5.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1384661_5.pdf
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な特性からも演劇は他者を尊重するという姿勢を学ぶうえで良いきっかけとなると考えら

れる。 

②「他者」を演じることで「他者」への理解が促進される 

自分とは全く異なった価値観・考え方をもった登場人物を演じる機会があれば、その生徒

は他者を「疑似体験」することになる。つまり演劇とは、他者への表層的な理解にとどま

らず本質的な理解にまで及ぶことが期待でき、多様な人間性を学ぶ上では最も効果的な方

法であると考えられる。 

 

自己効力感： 

自分が伝えたい想いを表現し、それが幾度も承認されるというプロセスは自己効力感の醸

成に大きく寄与するだろう。 

また当然ながらみんなの前で演技をするということはとてつもない勇気がいる。しかし自

己表現をすることに対する「気恥ずかしさ」や「殻をやぶる勇気」は将来何にチャレンジ

するにも背中を押してくれる経験となるだろう。 

 

 また演劇では何よりもコミュニケーションが促進される。例えば生徒に対する「なぜそ

のような表現をしたのか」「それまでの経緯に原体験が絡んでいたりするのか」といった

演劇学の質問は、生徒に自己を振りかえさせる機会を与えることができるほか、生徒間や

先生との密なコミュニケーションにも変貌しうる。演劇がカリキュラムに導入されること

で多少のガイドラインはあるものの、表現に対する確固たる正解がないからこそ、先生も

生徒と共に演劇学を探究し、その経験を通じて人間性への深い理解を得ることができるだ

ろう。 

 

■ 導入にあたっての課題 

 しかし今政策で最も困難となるのが、その効果を定量的に示すことだろう。生徒が演劇

というカリキュラムを通してどれほどの自己効力感を得たかを数字で示すのは簡単ではな

い。 

 ここで参考になるのが平成20年度に発表された「子どもが芸術文化に親しむようになる

という効果を把握するための指標に関する調査研究」である23。この事業内容は、年に2回

生徒たちに本物の芸術（劇・オーケストラ・歌舞伎など）に触れさせる機会を提供し、生

徒の心理的変化をアンケート調査したというものである。以下その結果を一部引用する。 

 

・当該事業の体験後に、文化・芸術を習ったり取り組んだりしてみたいと思うよう

になった児童生徒の割合は、「今すぐにでも」が 45.6％、「今すぐにではなく、

もう少し大きくなったら」が 35.5％であった。（＝自己表現） 

・当該事業の体験後に自分も文化・芸術活動を他の人に見てもらいたいと思うよう

になったと回答した児童生徒の割合（「強く」と「少し」の合計）は 40.2％であ

った。（＝他者承認） 

・自由回答の中では、児童生徒が事前に練習する過程で恥ずかしさを乗り越えて、

鑑賞当日に人前で発表することを楽しいと感じたり、クラスや仲間と一緒に協力し

                            
23 三菱総研(2008) 「子どもが芸術文化に親しむようになるという効果を把握するための指標に関する調査研究」 htt

p://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf （最終アク

セス日：2018年3月8日） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf
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て取り組むことで一体感を覚えたり、役者の一所懸命な取組や表現方法に感心した

りするなどの効果も示されている。 

 

図 効果発現プロセス別の評価結果 24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年2回の芸術鑑賞のみで上記のような心理的変化が見られるのは好ましい結果であると

言えるだろう。ゆえにこのような成功事業を今提言の効果における判断材料とすると、演

劇という教科を新たに導入することは、生徒たちが芸術に触れる機会を日常的に増加させ

るだけでなく、自己をアウトプットする場をも学校に設けるという点で、生徒へのポジテ

ィブな心理的変化が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
24 三菱総研(2008)「子どもが芸術文化に親しむようになるという効果を把握するための指標に関する調査研究」 http:

//www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf （最終アクセス

日：2018年3月8日） 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/04/27/1291627_2.pdf
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3-2-2. 自己評価の循環を生むポートフォリオ型成績表 

■ 概要 

 ５段階の科目別評価に留まらない生徒の全面的な学習の足跡の成果を、生徒自身がひと

つの電子上のポートフォリオに定期的に記入する。生徒は具体的に示された達成度を満た

すかどうかを自己評価し、併せて自由記述の形で学習の努力や志向を表現する。教員はポ

ートフォリオへの記述をサポート・助言・フィードバックする。 

 ねらいとしては、テストを通じた客観的な数値評価に加えて主観的な達成度評価という

軸を追加し、肯定的な自己評価を促すこと、および裁量によるところが大きかったひとり

ひとりの成績評価にかけるリソースを、生徒自身の主観的評価のサポートに集中させるこ

とである。 
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■ 効果  

 ポートフォリオ評価は、学習活動の成果をひとつのファイル（ポートフォリオ）にまと

めることに由来する。鈴木(2000)は教育におけるポートフォリオ評価の意図として、１）

子どもが達成したことが何であるかを子ども自身に明確に伝え、２）どうしてそれが高く

評価されることなのかをわからせ、３）子どもの達成感や自尊心、あるいは自己効力感を

高め、４）次の課題が何であるかを示して自分の学習活動をコントロールするためのメタ

認知を育てること、を列挙している25。またソーシャルワーク現場での活用を試みる井上

(2016)は、可視化しにくい成長の過程や自身のできること・できないことを「見える化」

し、証拠に基づいて自己を客観視することで、適正な自己評価とともに自己効力感の醸成

が期待できるとしている26。私たちは学校教育における評価システムを「教員から評価を

下される」だけのものから、「自分自身を省みることで見える化をして評価する」ことを

含んだものに変えることを提言する。 

 

 具体的な流れを見てみよう。生徒はタブレット端末といった授業補助デバイスを用いて

ポートフォリオフォームの入力を行う。フォームは2つの要素で構成され、ひとつは学習

によってできるようになったことを１から４段階に分けた達成度別客観評価、もうひとつ

は自分のがんばったことや興味あることなどを自分なりにまとめて表現する主観評価があ

る。国語を例にとってみる。“心情理解”の項目で「主人公の行動からそのときの気持ち

がわかる」と判断すれば評価１、「主人公の気持ちの変遷を簡単な文章で表現でき、その

行動の物語における役割を指摘できる」と判断すれば評価４と生徒自身が記入する。また

自由記述の欄の中で、絵で印象的なシーンを再現したり、筆者に共感できなかった部分を

自分の言葉で書いたりすることで、テストでは現れない学習の成果や自分が何をできなか

ったかということまでも表現することができる。つまり生徒は他者との比較で一喜一憂す

ることなく、学習における成功体験を肯定的にとらえることができるようになる。 

 

ポートフォリオ評価の例 国語 

国語 達成度 １ ～ 達成度 ４ 私の評価 

心情理解 主人公の行動からその

ときの気持ちがわかる 

～ 主人公の気持ちの変化

を簡単な文であらわせ

る 

お話の中でどんな意味

があるかをいうことが

できる 

４ 

言語理解     

 

                            
25 鈴木克明（2000）「中学校での総合的な学習の時間を考える（３）：総合的な学習の時間をどう評価するか～ポー

トフォリオ、フィードバック、アカウンタビリティ～」『放送教育』2000年6月号（第54巻6号）、44-45（ポートフォ

リオで自己アピールができる生徒を育てる） 
26 プロフェッショナル・ポートフォリオのソーシャルワーク分野での活用 ―ポートフォリオ作成ワークショップ・プ

ログラムの試作― 井上 健朗 1 （2016年9月23日受付，2016年12月14日受理）  

http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/ksuzuki/resume/articles/2000f.html
http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/ksuzuki/resume/articles/2000f.html
https://u-kochi.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=444&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
https://u-kochi.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=444&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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自由記述  

私はどうして主人公のキキが命をかけて四回宙返りをやったのか全然わからなか

った。三回だけでも十分すごいことだし、私がお客さんなら変わらず拍手すると

思う。キキはほかの人がどう思うかより自分がどう思うかを大事にしたのかな。 

 

次に小説を読むときには、考え方が違うほかの人と意見を交換して、いろんな見

方をしたい。 

 

 次にサポーターとして登場するのが教員である。フォームへの記述がうまくできない生

徒や明らかに適切ではない評価をしている生徒に対してのみ、教員が個別にサポートする

（デバイス上でも可能なため時間や場所の制限を受けない）ことで、効率的なリソース配

分が可能となる。またフィードバックとして次なる目標や気を付けるべきポイントを示す

ことで、生徒の内発的動機を刺激し評価の好循環を生むこともできるだろう。 

 

 このような評価を導入することで、生徒は集団や他者によって規定されていた”普通”

の息苦しさから解放され、純粋に自分の学習や生活における努力に集中することができ

る。また他の生徒が自分とは違う志向を持って努力することへの違和感や不安が軽くなる

だろう。 

 

■ 導入にあたっての課題 

 課題としては、教員の質的負担の増大と達成度客観評価の基準の策定コストがある。教

員はモチベーター・コーディネーターとしてのスキルがより一層求められる。そのため教

員の断続的な研修が不可欠になる。しかしながら、学校コンシェルジュで横断的に結びつ

き、情報の風通しが格段に向上した教育行政環境を想定すれば、むしろ学校間や教員間で

の課題の共有と相互のスキル研鑽はそう困難なことではないだろう。また上に例示したよ

うな達成度評価基準の策定は教育委員会レベルで集約的に行い、事務局長を通じて学校へ

伝達する。各学校現場での運用を通じて生じた改善点をデータサイエンスのスキルを有し

たコンシェルジュが分析することで、より実情に即した評価基準になるよう数年ごとに改

訂することもできるだろう。 

 

 

3-3. まとめ 

 最後に本章における提言をまとめたい。まず自己効力感を高める施策を実行する為の土

台作りとして、学校コンシェルジュと新卒教員プログラムを導入する。学校コンシェルジ

ュの導入で、教員本来の役割である「生徒に向き合う業務」に集中できる環境を整える。

そして、新卒教員プログラムの導入により、若者の教員離れを防ぎ、良質な教員を一定数

確保し続ける。 

 そして、自己効力感を高める施策を実行する。パフォーミングアーツの導入により、生

徒たちは大人数の他者(子ども)との関わり合いを通じて、思い切った自己表現と役として

認められる機会を得る。またポートフォリオ型成績表を並行して導入することにより、少

数の他者(大人)のサポートを得ながら、自分の努力を振り返って肯定しつつ他人から見え

にくい部分を記録に残すことができる。こうして各個人が学校生活を通じて一定程度の自

己効力感を獲得することを実現する。 
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4. 終わりに 

 私たちの研究の出発点は、学校生活を通じて漠然と感じていた不安の正体を探ることで

あった。不安を振り払う自信を持つというのは、抜きんでた何かを必要とするものなのだ

ろうか。私たちの結論は、学習者である生徒本位の教育の形を見出すことこそが、誰もが

自己効力感を高められる機会を持つことにつながる、というものである。そのための施策

は提言にあげたものに限らず、これまでに無かった新たな視点からの施策が続々と実現さ

れることが必要だろう。“教育は人なり”という言葉がある。社会の多くの人が学校教育

を通じて自己効力感を向上することができれば、風向きは大きく変わり、暗がりの未来に

光が差すかもしれない。 生徒の立場を近々に経験した私たちだからこそ提言可能な新た

な教育像がいずれ社会に受け入れられ、魅力的な場として生まれ変わった学校がこの国の

行く末を明るく照らす灯台となることを切に願っている。 
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