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これからの変化の激しい時代に求められる教育原理の考察 
―課題解決コミュニケーション的行為の集団的学びから― 

                                 
          作田 澄泰※１ 中山 芳一※２ 

                                                          
 21 世紀の教員養成の課題に向け，変化の激しい時代を生き抜くため，質の高いコミュニ

ケーション的行為の在り方を実践し，“真実の学び”を構築する必要がある。そのために本

稿では，地域伝統文化継承への参加型教育学習の事例をもとに，課題解決を中心としたコミ

ュニケーション的行為の教育原理を多面的な角度から考察し，未来社会に向けた学校教育

及び，教員養成課程における「真正な学び」に関する教育原理を明らかとした。  
 また，地域伝統文化継承の教育実践事例と教育職員養成審議会答申(1999)の内容から，今

日の学校教育，教師教育に必要な教育原理を考察し，コルト・ハーヘンらの理論をもとにし，

今日の人間力を培うための教員養成と「真正な学び」に向けたコミュニケーション的行為の

集団的学びに関する教育方法について示唆した。  

 
キーワード：「タテ」「ヨコ」の繫がり，課題発見と課題解決，自己実現，郷土愛に関する道徳性 

 
※1 早稲田大学総合研究機構 教師教育研究所 
※2  岡山大学全学教育・学生支援機構 

 
Ⅰ  はじめに（教育的課題）  
 少子高齢化，AI，科学技術の著しい普及，自然災害，ウィルス感染など，先

の見えない社会変化の激しい時代に直面する今日，学校教育に課せられた課題

は大きく，これまで以上の明確な学びが求められている。新学習指導要領（2017
年公示）の総則「小学校（中学校）教育の基本と教育課程の役割」及び，特別

の教科道徳「指導計画の作成と内容の取扱い」において，「社会の持続可能な発

展などの現代的な課題の取扱いにも留意し，身近な社会的課題を自分との関係

において考え，それらの解決に寄与しようとする意欲や態度を育てるよう努め

ること」1)    とあり，「自分のこととして」の視点がより一層求められる内容と

なっている。さらに，今後の少子高齢化，人口減少が加速すると，未来社会が

危ぶまれることが懸念され，より一層による地域の連帯感が求められ，同時に

道徳性の構築も重要な課題と言える。そのため，年齢を超えた参画型の活動に

よる，縦と横の繋がりによる結束力の構築を行うことが重要な課題であり，幼

児，高齢者などの他，異年齢による多くの地域の人々との交流や対話及び，共

同学習の機会など，全人的な視点に立った教育実践を担うことが求められる。 
また，「モノ」への多面的な見方・考え方による社会性の構築を担うことによ

り，総合的な「生きる力」の育成に向けたキャリア形成への構築を目指すこと

が重要な課題と考えられる。そして，成人するまでの発達段階の教育課程にお

いて， 持続可能な社会に向け， (1)持続可能な開発に関する価値観（人間の尊
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重，多様性の尊重，非排他性，機会均等，環境の尊重等），(2)体系的な思考力

（問題や現象の背景の理解，多面的かつ総合的なものの見方），(3)代替案の思

考力（批判力），(4)データや情報の分析能力，(5)コミュニケーション能力，(6)
リーダーシップの向上 2)  を構築すべく方法論に向けた教育内容の検討が必

要である。さらに，特別の教科道徳において，［真理の探究，創造］［相互理解，

寛容］［社会参画，公共の精神］［生命の尊さ］［よりよく生きる喜び］3)   に関

する道徳的価値項目については，これからの変化の激しい時代を生き抜くため，

極めて重要な性質であると考えられる。これらを解決すべく有効な方法として，

コミュニケーション的行為の充実に関する教育的展開が求められ，これまで各

教育機関で展開されてきたコミュニケーション的行為をさらに明確化した観点

による内容の構築が必要であろう。今日の道徳教育では，「アクティブラーニン

グ」「議論する道徳」など，コミュニケーション的行為に関する視点が重視され

る一方，今日の道徳教育では，これらの実践的効果が明確化されているとは言

い難い。本稿では，この点における有効な方法論について，地域伝統文化継承

活動を考察し，コミュニケーション的行為の意義，さらには現在，過去の教育

的時代背景を考え，これからの時代を生き抜くために必要な教育的学びに関す

る教育原理について明らかとしたい。 
 
Ⅱ  変動の時代を生き抜くために必要なコミュニケーション的行為の考察  
１  意思疎通に関するコミュニケーション的行為の教育原理 
  Ⅰで述べたように，持続可能な社会を生き抜くため，コミュニケーション的

行為の確立は極めて重要な課題と考えられる。このコミュニケーション的行為

については，本来，「コミュニケーション行為」とされていたが，中岡(2018)は
「コミュニケーション的」と変革した。4)  この根拠としては，直接言語による

対話のみを指すものではなく，障がいをもつ人，外国籍，幼児，高齢者など，

様々な立場による個性を重視した全国規模の全人教育としての理念からである

と考えられる。未来を担う教育社会において特に，こうした，多くの人々たち

の中に，ひとつの地域コミュニティとして異年齢かつ全人的視野に根差し，「タ

テ」「ヨコ」の人々が「繋がる」という視点が求められる。特に，地域の人々と

「関わり合う」ことを通じ，相互主体的な意思疎通に根差した j.ハーバーマス

(2009)の言う「了解」するコミュニケーション的行為 5)   の合意形成を行うこ

とが重要である。しかし，この合意形成を担う点で重要なことは，ただ単に対

話，関わり合いを行うのではなく，明確な課題意識をもった視点が必要である。

この課題意識をもつことによって，最終的な課題解決の終了時には，達成感と

自己実現を獲得することとなる。 
 以上の点については，地域社会における集団的学び，「心が通い合う」ための

コミュニケーション的行為の構築により，他者の道徳性，人格，人権尊重に向

けた合意形成を目的とした教育活動の展開を行うことが求められる。「心が通

い合う」とは，異年齢及び，万民の人々が，地域社会において共に共存して生

き抜いていく姿をえがいており，この姿は本来，「生きとし生きるもの」として
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の共存社会における人間社会の原点と考えられる。この原点に立ち返るとき，

意思の疎通による「助け合う心」による地域社会としての結束力の強化に向け

た人間関係づくりを担うことが，これからの共同的な学びを行っていく上で，

最も大切な観点と言えよう。 
この点を学級づくりに例えると，学級全ての人と会話などのコミュニケーシ

ョン的行為が行えるようにすることが大切であり，一人ひとりが個として尊重

され，学級における存在意義を明確にしておくことが重要な視点と言える。そ

して，一人ひとりが個として尊重されるためには，「命のつながりの尊さ」につ

いて知ることが重要である。このことは，総合的な学習，特別活動，他教科等

と共に総合的に，世代を超えた人々，自然等の多くの命と関わり，多くの人々

によって「個として生かされている」ことを感じとることが大切である。 その

ためには，コミュニケーション的行為に根差し，「課題解決」と「繫がり」を重

視した主体的集団的道徳学びの展開を構築する必要があろう。  
 

２  課題解決の意義と学びに関する考察 
 「生きる力(1999)」としての教育改革が本格化し，今日に至るまで「自ら学

び自ら考える」視点に根差した教育が展開されてきた。「自ら学び」とは，課題

発見のことを意味しており，１で述べた集団的学びにおける課題解決型コミュ

ニケーション的行為の充実を指すものと考えられる。この課題発見は，児童生

徒たちにとって，これからの変化の激しい時代を生き抜くために，「自分の力で

立ち上がる」という強い精神力を目的とした教育，各々の課題発見をつかむこ

とは，目的意識をもつことにも繋がり，生きる喜びと充実感のある生き方をえ

がく，幸福追求としての極めて重要な学びの視点と言える。課題発見には，「未

来を見据え，率先して理想と現実のギャップを見つける力，そして，そのギャ

ップを埋めるための解決手段を探す力」が求められ，自らの見通しをもった課

題発見行為そのものをつかむことにより，課題解決に繋がるのである。当然の

ことながら，この課題発見が明確に行われなければ，課題解決に繋がることも

なく，思考，判断を深める過程に辿り着くことは困難となる。つまり，この過

程を経て，道徳的判断，道徳的心情に関する道徳性を培うことができるため，

こうした課題解決に根差したコミュニケーション的行為が求められる。 
 伊藤(2017)によれば，H.フロイデンタール(1978)の理論をもとにし，陶冶を

教育の目的とすると，教育の内容は問われず，どの教科もどの内容も不可欠と

いうわけではなくなるとしている。その一方で，「個人の同化（assimilation），
洗練，仕上げ（dressing）」（Freudenthal, 1978）こそが問題とされ，内容が示

され獲得される仕方が問題とされる。6)  と理論付け，学びに関する課題解決

の重要性をものがたっている。つまり，現代の変化の激しい時代では，何が問

題なのか分からなくなる傾向があり，こうした場合，前述した課題解決により，

何が原因なのか，明確にする必要がある。そして，探究，分析し，本質をつか

むことが必要であり，課題解決するとき，発達年齢に即した教師の支援による，

コミュニケーション的行為の充実を図ることが求められる。この「コミュニケ
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ーション的行為の充実」とは，各々の課題発見力にもとづく「真実の生きる力」

を培うことでもあり，これまで以上の新たなコミュニケーション的行為の展開

による改革が必要である。よって，コミュニケーション的行為の中にも，明確

な視点を明らかとし，「何が問題であり，何をどのように思考を深めていくのか」

相互の明確な道徳的価値を尊重しながら，真実を明確化していく力が求められ

る。  
 
３ 多面的・多角的な思考に根差した教育原理  
 アクティブラーニング等の児童生徒による主体的な学びが拡充する中，学び

に関する方法論について，新たな学びの改革が展開されている今日であるが，

果たして，このような活動を通じて，学びによる習得が成されてきたのであろ

うか。この点について，具体的な理論と実践の両側面から以下の事例を取り上

げ，考察する。 
＜学級集団における学級目標事例＞ 

児童生徒たちの話し合いのもと，「皆が心から安心，笑顔でいられる学級」の

目標設定する。（対象学年：小学校第 6 学年及び，中学校第 3 学年） 
本事例は，義務教育課程，最高学年を想定し，各々の学校教育活動の総括とし

て，道徳性構築に向けた学級づくりをどう考えるかという視点による実践であ

る。（※本事例は，仮説としての事例であり，具体的実践結果にもとづくもので

はない。） 
 上記の実践の場合，「何故，～が学級に必要なのか」「以前はどうであったの

か，他のクラス，他学年，他校などはどうか」など，思考，探究に基づいた対

話に関する手立てが必要である。また，この場合，根拠，論理にもとづく，「道

徳的判断，心情などによる価値葛藤の思考過程」が成されることが大切であり，  
また，これらの成立により，「新たな道徳的価値への共有」と「対話における多

面的な見方考え方」から深い学びへと繋げることが重要であると考えられる。  
さらには，２で述べた課題解決学習と関連付け，明確な根拠，理論に基づく多

面的，多角的な視野に立ったコミュニケーション的行為の構築が求められる。  
こうした，課題解決に向けた学びの構築について，岩田(2020)は，トゥールミ

ンモデルを参考にし，独自の実践結果による学びの理論を示唆し，根拠，理論

に基づいた学びの検証を裏付けており，社会科の授業を通じ，生徒による学び

の明確化を述べている。 
図 1 「トゥールミンモデル」7)        図 2 「岩田(2020)モデル」7) 
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 このような学びの明確化において，前述した「根拠」「論理」は極めて重要な

思考過程の要因であり，本事例の学級づくりに関するコミュニケーション的行

為においても，多大な効果をもたらすことが考えられる。また，こうした明確

化された集団的学びの充実と１，２で述べた「意思疎通」「課題解決」によるコ

ミュニケーション的行為の充実により，相互主体的な人間関係の構築へと繋が

るのである。なお，このような視点は，人間の成長・発達に関わる(キャリア形

成，いのち等)問題であり，対話における多面的な見方考え方から深い学びへ進

展していくものと考えられる。この人間の成長・発達に関わる(キャリア形成，

いのち等)問題については，次章で事例をもとに理論と実践の側面から考察する。 
                                                     
Ⅲ 人間の成長・発達に関わる(キャリア形成，いのち等)問題の考察  
  繰り返し言及するが，変化の激しい予測不可能な時代を生き抜くため，各々

にとってより善い，キャリア形成の蓄積，いのちの尊厳に関わる教育的学びを

担うことは，これからの学校教育に託された重要な課題と言える。この課題に

ついて，前述したコミュニケーション的行為を構築していくことは，極めて重

要であり，メディア，AI など近代化が急速に進む今日だから故に，行わなくて

はならない教育が多くある。特に，Ⅱで示唆した内容に関するコミュニケーシ

ョン的行為を構築し，持続可能な社会を担う人間育成のため，キャリア形成と

イノベーションについては重要な課題と言える。なかでも，「先人から学ぶ」文

化継承の「タテ」「ヨコ」の繫がりから，「いのち」の繫がりに関するキャリア

形成を培うことは，これからの未来社会を担っていく上の学校教育においては，

極めて重要な観点と考えられる。この点については，以下に示す，筆者(作田)の
参加した文化継承を事例にし，「課題解決」「キャリア形成」「いのち」をキーワ

ードに考察したい。 
＜文化継承事例＞ 
備後表継承会(2018 年発足)8) 
福山大学工学部 佐藤教授ら，学生たち及び，佐野商店(福山市)が主となり，福

山市備後地区の伝統文化である，「備後畳表」文化継承のため，2018～現在ま

で，藺草の植え付けから刈り取り作業，備後畳表作成までの工程を担っている。

発足当時は大学中心であったが，現在は，地域学生及び，一般にも参加を広げ

ている。 
（これまでの主な体験） 
(1)  2019 年 9 月 28 日(土)～29 日(日) 藺草苗づくり(株分け・ポット挿し) 

佐野商店(福山市)の指導を受け，小学生から大学生，一般など，2 日間延べ 28
名が参加し，手作業にて，藺草の苗づくり工程の株分け・ポット挿し体験を

する。 
(2)  2019 年 11 月 30 日(土) 円座づくり体験 

収穫したい草を使用し，地域の「廣川製織工房：廣川ヨシエ氏」「佐藤美津 子
氏」の指導を受け，小学生から大学生，一般など，延べ 26 名が参加し，藺草

の製織と円座づくり体験を実施している。 
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※いずれの活動も福山大学工学部 佐藤教授が中心とする，「福山大学備後地域

遺産研究会」が協力を行い，実施している。  
(3)  2020 年 11 月 14 日(土)  藺草植え付け体験を実施 9) 

＜参加者＞広島県立高等学校農業科生徒 3 名参加，福山大学関係学生 3 名 
      大学関係教員及び，佐野商店(福山市)職員，一般関係者(筆者：作田

を含む) 
※高等学校農業科生徒は，総合的な学習の時間による課題学習の一環として参

加している。なお，筆者 (作田 )の本実践については，備後表継承会発足時

(2018)から連携しており，本実践において，高等学校生徒たちの参加による，

総合的な学習に時間における道徳教育との実践教育研究的関連性をふまえ，

参加している。 
（高等学校農業科生徒，学生及び，地域一般参加による藺草植え付け風景）  

＜高等学校農業科生徒の声＞ 
「自分が幼いころ，祖父が藺草を植えて畳表を作っていたのを見て育ったので， 
 自分も続けていきたいと思っている。」 
「段々と備後畳表が少なくなってきているけど，絶対にこの文化を終わらせた

くない。」 
「ずっと続けてきた人たちの思いを決して無駄にしたくない。続けたい。」 
「大変な作業だけど，実際にやってみると，今まで備後畳表を作ってきた苦労

が分かる。」 
「色々な年代の人たちと藺草を植えることができて楽しい。」 
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 生徒に対し，感想を聞いたところ概ね，上記の内容の回答があり，「先人の行

ってきた備後畳表づくり」の文化を受け継ごうとする思いが明確に表れている。 
そして，実際に藺草植え体験をすることで，受け継がれてきた文化を絶やした

くないという思いが一層増している様子が伺える。生徒たちは，総合的な学習

の時間の課題学習として，各々が課題意識をもって取り組み，「何故，畳表を絶

やしたくないのか」「何故，この文化を終わらせたくないのか」という視点にお

いても，上記のように「自分の祖父がずっとやっていた」とあり，家族がこれ

までに，自分たちの生計を支えてくれた苦労や優しさなどを決して絶やしたく

ないという，家族愛に関する文化の継承による道徳心が伺えた。このように生

徒たちは，心の中において先人から「受け継がれる」思いを大切にし，「備後畳

表を受け継ぎたい」という明確な根拠と強い意志をもち，文化継承への意義に

ついて理解を深める点が伺えた。実際に，藺草植えを体験して，途中でバラン

スを崩したり，「うまく植えられない」と植える難しさを感じ取ったりすること

も少々，見られる場面があったが，その場ですぐに立ち上がり，藺草植えを続

けていく姿があった。これには，「絶対にこの文化を絶やしたくない」という強

い思いから，受け継がれる「いのち」の繫がりを実感できているようであった。 
大野，鈴木ら(2020)は，デューイ(1859-1952)の理論にもとづき，教育とは，経

験の意味を増加させ，その後の経験の進路を方向づける能力を高めるように経

験を改造ないし再組織することである。10)   と理論付け，経験とキャリア形成

とを関連付ける内容が明記されており，経験によってキャリアが形成されるこ

とにより，「将来，～なりたい」「～のような人生を送りたい」と未来社会に向

けた像をえがくことに繋がるものと考えられる。また，デューイは，直接的な

経験を捉えており，すべての「経験」が「教育的な経験」にはならず，「非教育

的な経験」の存在を指摘し，こうした経験は，生活自体が経験になる 11)  とし

ている。つまり，生活経験の中において，本実践における一人の生徒の心情を

鑑みるならば，幼少期において経験した備後畳表づくり工程の「見る，聞く，

触れる」内容を育むことにより，「家族が行ってきた仕事を支えたい」という心

情が抱かれ，高校生の発達段階において「受け継いでいきたい」というキャリ

ア形成に繋がっていったものと考えられる。 
 また，本実践においては，大学生(院生を含む)，高等学校教員，他大学教員，

地域の一般(幼児及び，保護者を含む)による参加があり，農業科の生徒たちは，

多くの異年齢との関わり合いにより，多面的・多角的な見方考え方が深まり，

他者の価値を受け入れ，調和性を培う場面もみられた。例えば，幼児小学生と

共に藺草の株分け作業を行うことで，気持ちの上で安定感が保たれたり，幼児

及び，小学生から教えてもらって喜ばれる表情を見たりすると，生徒の表情に

は安心感が見受けられた。このように，藺草植え付けの作業を通じ，異年齢と

の関り，課題意識をもった相互の関わり合いの充実により，「備後畳表を続けた

い」という文化遺産継承に関する郷土愛の道徳心が，より一層育まれることと

なった。つまり，本実践で構築されたのは，「備後畳表継承」という文化遺産を

守るという強い課題意識から解決に向けた学びが成され，異年齢コミュニケー
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ション的行為を通じ，さらに道徳的思考が深まったことが伺える。そして，高

等学校農業科の生徒たちにとって，この過程を経て，将来の目標「備後畳表を

守りたい」に向けた確実なキャリア形成へと繋がることが明らかとなった。 
 
Ⅳ 「参加型課題解決コミュニケーション的行為の集団的学び」に関する教師

の教育的役割及び，教育原理の考察  
１ ヘルバルト教育原理からみる教師の教育的役割 
 Ⅲの実践による教師の教育的役割を考察すると，生徒の体験的学びの過程に

おいて様々なやり取りがある。例えば，「生徒同士，生徒と他の異年齢の幼児及

び，児童生徒，生徒と教師，生徒と他の学校の教師，教師と一般の人」などの

関わり合いによる，参加型課題解決コミュニケーション的行為における内容の

学びの過程である。この学びにおいて一体，教師はどのように生徒たちと関わ

り合い，助言や声掛けなどの教育的役割を担うことが必要であろうか。具体的

に，「教師の教育的関わり合い」と「他の人との関わり合い」の場面から考察し

たい。 
 教師は，生徒が体験活動を通じ，様々な活動を行う際に多くの経験をするこ

とが考えられる。例えば，Ⅲの実践の場合，実際に藺草植え付けを田の中で植

え付けを行う場面があり，植え付けに失敗し，転倒しようとすることがあった。

こうした場合，担当教師はどのような支援をすべきなのであろうか。実際には，

失敗した直後の生徒に対し，担当教師は冷静な様子で対応し，倒れそうになる

生徒の手を静かに支えて立て直し，小声で「この足に力を入れて立てばよい」

と優しく声をかけているようだった。その後に，少しずつ藺草を植え始める生

徒を見て，「初めてなのに，これだけ植えることができるのは凄い。」と生徒の

行動を褒めていた。教師からの言葉を聞いたその生徒は，黙々と植え始め，植

え付けに自信をもち始めていたようであった。生徒は，その後の休憩時には，

生き生きとした様子で他の生徒と接し，「自信がついたし，もっと藺草植えを上

手になりたい」との自己肯定感が培われる様子がみられた。そして，幼児及び，

小学生，他の大学生，地域の一般参加の人たちと関わることで，藺草の植え方

を学び，また，幼児及び，小学生にも教える姿もあり，藺草植え付けの体験を

経て，多くの人々と関わることで，自信に繋がる様子が伺えた。こうした学び

の経験は，各々のキャリア形成に大きく影響し，さらなる未来に向けた，「生き

る力の実践的」構築へと繫がる第一歩となる。 
 こうした体験的学びおける教師の役割について，ヘルバルト(1776-1841)の理

論実践論をもとに考察したい。安部(2019)は，ヘルバルトのタクト論として，

このタクト(指揮棒)が必要であり，教育実践場面におけるすばやい判断と決定

12)と理論づけ，タクトの教育的意義について示唆している。また，同筆者は，

ヘルバルトによると，このタクトは，「人間の本性と陶冶性に関する明確な理念

と確信から出てくる」13)  と述べ，教師の教育的信念に根差すところにあると

考えられる。Ⅲの実践を考察すると，教師は生徒の課題解決に即した教育原理

を展開しているのだが，前述したように，まず初めに「何を課題とするのか」
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について，各々の身近な観点から未来社会にわたる課題発見を担うことが極め

て重要である。この課題発見が成されると共に，「何故，その課題を追求してい

こうとするのか」という，強い信念が抱かれるための独自性に富んだ教育的方

法論の展開が求められる。すなわち，ヘルバルトの言葉を借りて述べるならば，

その生徒に合った独自性の教育支援方法こそがタクトの意味するものと解され，

その教育的理念は，「未来社会を担っていく人間育成」を期することに他ならな

い。また，課題発見において，コミュニケーション的行為の充実による学びの

過程における「思考判断，分析」を経て，フィードバックを繰り返しながら，

課題解決に向かうことが重要な視点と言える。この点については，以下のサイ

クルが重要と考えられ，課題解決を経て，思考，コミュニケーション力を深め，

道徳性，倫理性に富んだキャリア形成を期した教育支援を担うことが求められ

る。 
図 3 「基本的課題解決原理」                  14) 
① 課題発見，確認(何が課題なのか。何故，その課題を取り上げるのか) 

    ⇓ 
② 解決に向けた話し合い(課題解決方法の話し合い) 

    ⇓ 
③ 解決方法の決定(合意形成) 

    ⇓ 
④ 実践(体験的学び及び，思考，探究) 
      ⇓  
⑤ 振り返り(リフレクション) 

 この学習過程について，杉原(2019)は，コルトハーヘン(1949-)の ALACT モ

デルから，RPDCA サイクルの必要性を示唆 15)  しており，課題解決による多

面的な思考に根差した深い学びを行っていくことが求められる。この過程のな

かにおいて，教師の役割とは何か，どういった教育支援が必要であるのだろう

か。Ⅲの実践において，教師は，藺草植え付けで転倒しそうになった場面があ

ったが，すぐに助けようとせず，自らの力で解決しようとする，言わば，見守

り的教育支援がみられた。しかし，その後の言葉がけとして，初めて行った植

え付け内容に際し，褒めるという教育的支援を行うことで，生徒は大きな自信

に繋がったものと思われる。つまり，教師と生徒との綿密な相互認知と意思疎

通による人間関係性の構築が成されることが大切であり，課題解決の根底には，

こうした教育的関わりが極めて重要である。すなわち，こうした人間愛に満ち

た体験的教育活動の学びを通じ，思考，探究を深めていくことで，自分たちの

力で計画(プログラミング)していくことのできる社会参画に根差した力量を構

築することができるのである。 
特に，上記の①⑤が重要であり，現在，各々のおかれている現状分析を明確

にし，理論と実践を通じながら，振り返りを経て，さらに次の課題へと繋げて

いくことが必要なのである。つまり，常に学び続ける姿がこれからの予測不可
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能な変化の時代を生き抜くために，極めて重要な視点と考えられ，教師にもま

た，求められるところである。教育職員養成審議会答申 第 3 次答申(1999)によ

れば，教員に「いつの時代にも求められる資質能力＜国家 100 年の計は教育に

あり＞」として，専門家としての教職の在り方を強く求めており，愛着をもっ

て未来の子どもを育成すること 16) を重視している。この教育の専門家として

の在り方には，前述したコルトハーヘン(1949-)も述べているように，理論と実

践をふまえた指導力を培うこと 17)  が大切である。また，このことが人間の成

長発達にも多大な影響を及ぼすこととなり，キャリア教育及び，人間形成とし

て重要な関係性を担っていくものと思われる。つまり，教師力として，これか

らの時代を担うために最も求められる力量としては，理論と実践をふまえた確

かな思考判断，心情などを培うためのキャリア形成としての力を培うことので

きることにある。例えば，高等学校における職場体験実習を取り上げると，生

徒たちが主体的に「将来，～したい」と考えて，その目標に向かって，未来を

切り開こうとすることが大切であり，決して教師の誘導であってはならない。

そして，各々の生徒たちが，自分の得意分野の良さを生かし，将来，自他の幸

福追求に向けた，人の役に立つ職業観をもつことが重要であると考える。また，

今日の教員養成の視点から考えると，必須である教育実習に挑む場合，単に教

育実習に臨むのではなく，キャリア形成として自己の人生に繋げていく観点か

ら教師をめざし，また，教育現場における活躍を担うことが求められる。すな

わち，教員は，進路指導の専門家でもあり，児童生徒たちがこれからの変化の

時代を生き抜くため，確実なキャリア形成を担っていくための専門家としての

教師力が求められるのである。 
 
２ 自己省察と真正な学び 
 学習過程において，１で述べた RPDCA サイクルに関する振り返りによる学

びは，さらに深い課題解決学習となり，思考判断，道徳性を深めるものと考え

られる。Ⅱ，Ⅲの実践において，課題解決を行ったが，こうした過程を経て，

自己省察することにより，「何をどのように学びを深めたのか」を自覚すること

となる。森川(1945-2016)は著書の中において，自己省察の教育学的意義の構築

から，真理と正義に繋がる点を述べており，18)   このことは自分自身と真に向

き合い，次のさらなるステップへ繋げるための大きなキャリア形成となる。こ

のキャリア形成を担うために，学びの方法は極めて重要であり，人格形成さら

には，未来社会を担う人間育成に大きな影響を及ぼす。 
 つまり，前述したコミュニケーション的行為については，ただ単なる対話で

あっては学びを習得できたとは言えず，課題解決により，思考，探究，表現（可

視化等）を経て，自己省察を行いながらキャリア形成を行っていくことが重要

なのである。その過程において，何がどのように大切なのか判断し，見極めて

いく力を培っていくことが，これからの未来社会を担う教育的学びの原理，「真

正の学び(authentic learning)」と言えよう。例えば，現代の教育的課題を考え

たとき，いじめに関して考えるとするならば，「子ども同士，保護者（家庭）と
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の関係，教師との関係」など，現代社会の情報では，何が原因なのか分からな

くなることがしばしば見受けられる。特に，変化の激しい時代では，何が問題

なのか分からなくなる傾向があるため，探究，分析し，本質をつかみながら課

題解決コミュニケーション的行為を行うことが必要である。教師もまた，この

点を視野に入れた教育方法を検討し，課題解決コミュニケーション的行為を実

践しなければならない。そして，教師も生徒と同様に，変化の激しい時代を生

き抜くための教育を担っていくためには，常に学び続ける必要があり，「どうい

う教育を行いたいのか」「何を目的とするのか」という強い教育的理念をもちな

がら望むことが求められよう。 
 さらには，こうした学びは，集団の中において，様々な人と交わることによ

り，自分自身の中で取捨選択，思考判断しながら，「何が正しいのか，どうする

ことが必要なのか」という真実を見極めるキャリア形成に繋げていくことが求

められる。それには，教師が児童生徒たちに課題意識をもたせ，キャリア形成

の構築から，生きる喜びと自己実現に向かうための教育カリキュラムと学びの

環境設定が重要となる。また，これまでの筆者(作田)の考察を総括すると，「真

正な学び」を目指すため，以下に示す教育原理が成されていることが考えられ

る。 
図 4 「集団における課題解決，自己省察と真正の学びによる教育原理サイクル」 
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4 の反省的過程を繰り返しながら，真実を見極める学びを構築することと

なる。なお，本稿におけるⅢの実践の場合，「何故，備後畳表づくりを続けたい

のか」という課題設定と課題発見により，「どのような学びを行っていくのか」

という各々のプログラミングを行い，実践を経た分析比較を行うことが重要で

ある。そして，その結果と再課題を受け，さらに実践していくことにより，こ

れまでとは異なる，真実を見極める力が培われてくるのである。また，こうし

た過程においては，本実践の場合，多くの異年齢の関りによる体験から，相互

認知を経て，多くの道徳的価値の共有による深い学びを習得することとなる。

さらには，異年齢の関りによる「教え教えられる」関係性や「異年齢の多くの

人と人とが繋がる」ことを感性により培われることにより，「生かされている」

という「いのちの繫がり」に根差した学びを育むこととなる。  

＜集団における課題解決、自己省察と真正の学びによる教育原理サイクル＞ 
 
 
            ↓ 

 
 

            ↓ 
   
 

          ↓ 
 評価：これまでの実践の振り返り 
＜予想と結果との比較及び、分析＞ （Ｃ）

            ↓ 
今後の改善点の実践  （Ａ） 

            
 
 
 ※真実を見極める繫がりに根差した「真正な学び」の構築 
       

現状分析と課題発見 （Ｒ）

課題解決の計画作成(プログラミング及び、予想) （Ｐ）

実践：課題解決に向けた相互主体的な学び（Ｄ） 
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 前述したように，教師としての役割は，児童生徒たちの現状分析と課題発見

を明確に行うことができるように，情報の収集など，学びの環境設定を整えて

おくことが必要である。そして，児童生徒各々のこうした課題解決に向け，行

き詰まったときには，児童生徒一人ひとりに合った助言をすることにより，学

びを習得したという達成感と自己実現をつかむことが重要な役割と言える。ま

た，こうした教育的学びを習得するためには，異年齢の「タテ」「ヨコ」の繫が

りから，相互認知に向けた意思疎通による信頼関係の構築を行うことにより，

j.ハーバーマスの言う合意形成に繋がるものと思われる。なお，Ⅲの実践におい

ては，藺草植え活動を通じ，「祖父がずっとやっていた備後畳表を続けたい」と

いう「いのちの繫がり」に関する道徳性が強く抱かれることとなった。 
 
Ⅴ 21 世紀に求められる教員の資質能力の考察  
 これまでに，事例を取り上げながら，多面的な思考判断に根差した集団的学

びに関する教育原理について考察を担ってきた。その過程のなかで，21 世紀の

変化の激しい時代を生き抜くため，以下の視点が重要であると考える。 
「具体的に教育現場の教員に求められる力」 

① 「学習指導力」 
課題解決学習，アクティブラーニング，参画型授業等を積極的に取り入

れ，コミュニケーション力，思考力，判断力，表現力を培う。 
② 「児童生徒指導力」 

児童生徒の生活面及び，人格形成に関わり，より善い生き方を育むこと

ができるよう支援する。（カウンセリング（相談等），道徳教育・学級集団

との関係との綿密な連携） 
③ 「経営力」 

学年，学級，学校全体との連携力→児童生徒同士の連携，教員と児童生徒

との連携，教員と保護者との連携，教員と地域との連携，教員と他校との

連携（異校種，近隣校） 
 これらの教師力の構築については，本稿のテーマでもあるコミュニケーショ

ン的行為の合意形成が成されることが重要な課題であろう。また，これからの

時代を行き抜くための教育として，教育職員養成審議会答申(1999)では，得意

分野をもつ個性豊かな教員の育成として，得意分野のキャリア形成と各々の得

意分野の集団化の強化を提唱 19)   している。人口減少が続く教育社会において，

教師の連携力がさらに求められるところであり，上記，「具体的に教育現場の教

員に求められる力」で示した内容の構築を担うためには，「今後，どんな教師に

なりたいのか，どんな教育をしたいのか」「自分にはどんな得意分野があるのか」

「どう学校教育に貢献できるのか」について，課題解決コミュニケーション的

行為の充実から「真正な学び」を構築することが重要な視点と考えられる。そ

して，児童生徒同様，教師もまた，相互主体的なコミュニケーション的行為の

充実と人間関係づくりに構築に向け，「チーム学校」としての結束力と学校の信

頼構築が一層問われるものと思われる。なお，学ぶ意欲低下や生活習慣の未確
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立など，後を絶たない義務教育をめぐる課題状況には深刻なものがある。また，

こうした懸念から公立学校に対する不満も少なくない。我々の願いは，子ども

たちがよく学びよく遊び，心身ともに健やかに育つことである。そのためには，

質の高い教師が教える学校，生き生きと活気あふれる学校を実現する必要があ

る。つまり，学校の教育力，すなわち「学校力」「教師力」を強化し，それを通

じて，子どもたちの「人間力」を豊かに育てることが改革の目標であり，今日

の教育社会において早急に取り組む必要があろう。 
 
Ⅵ 終わりに（総括）  
 本稿では主として，備後畳表文化継承における実践をもとにし，多面的な側

面から，今日の変化の激しい時代を担うための教育原理について考察してきた。

また，これからの 21 世紀に向けて，特に求められる教員の資質として，多面的

な角度から変化の激しい時代に対応できる効果的なコミュニケーション的行為

について考察してきた。なかでも，課題解決に関するコミュニケーション的行

為の在り方は，多くの研究者，哲学者による示唆のもと，真実を見極めていく

力が特に求められることが明らかとなった。さらには，この過程を経て，社会

参画，多くの人々との体験的繫がりによって，言わば，「いのちの繫がり」から

「いのちのおもさ」を真に培うことのできる道徳性を育むことが重要である。

この点については，ただ単に取捨選択しながら，課題解決を行うだけでは，こ

うした力量は育たたない。また，この力量は，児童生徒も同様に培わなければ

ならない「生きる力」であり，教師，児童生徒たちにも同様に「いのちのおも

さ」を念頭においた「真正の学び」を目指すコミュニケーション的行為の展開

が求められる。 
特に，21 世紀の激動の時代を行き抜く，未来社会の構築に向けた児童生徒を

教育するにあたり，教師に対し，これまで以上に求められるものが大きくなり

つつある。そして，教師を取り巻く社会状況が急速に変化し，学校教育が抱え

る課題も複雑・多様化する現在，教師には，不断に最新の専門的知識や指導技

術等を身に付けていくことが重要であると考えられる。つまり，21 世紀を担う

教師には，これまで以上に「学びの精神」が強く求められており，日々の研修

は勿論のこと，変化の時代に柔軟に対応できる人間力と真実を見極めて実践す

る教育力の構築に向け，鍛錬することが求められる。そして，学力向上，生徒

指導など，変化の時代に有効な教育実践及び，倫理観，道徳観の構築に向けた，

社会における信頼回復を強く求める教師教育を目指す必要がある。そのために

は，児童生徒たちにとって，未来社会に向けたキャリア形成としての確かな学

びと「真正な学び」の構築を目指す教育方法を願う。 
 
付 記 

本稿は，作田澄泰が考察及び，全稿執筆を行い，中山芳一が校閲を加えた。 
 なお，本稿における主たる実践に関する掲載及び，引用に際し，協力校につ

いて，承認を得ている。 
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Consideration of educational principles required in the era of rapid change in the 
future ―From collective learning of problem-solving communicative action― 
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In order to survive the rapidly changing times toward the challenges of teacher 

training in the 21st century, it is necessary to practice high-quality communicative 
action and build “learning the truth”. To this end, this paper considers the educational 
principles of communicative action centered on problem solving from a multifaceted 
perspective, based on the case of participatory education and learning for inheriting 
local traditional culture, and is a school for the future society. Clarified the educational 
principle of "genuine learning" in education and teacher training courses. 

In addition, based on the educational practice cases of inheriting local traditional 
culture and the contents of the report of the Education Staff Training Council (1999), 
the educational principles necessary for today's school education and teacher education 
are considered, and based on the theory of Colt Hachen et al. , Suggested an educational 
method for teacher training to cultivate human power today and collective learning of 
communication acts toward "genuine learning". 
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