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概

要

本研究の目的は，教員育成のスタンダード化が女性教員のキャリア形成に与える影響を検討
することである。なぜなら，これらの政策は，ワーク・ライフ・バランスを踏まえたキャリア
形成の点においても，教育実践のあり方や職能形成の点においても，教員育成を硬直化させ，
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女性教員をいっそう周辺化していく可能性があるからである。
独立行政法人教職員支援機構が公表する「教員育成指標」を対象に，キャリアの捉え方を分
析した結果，教特法一部改正前の「教員育成指標」において，出産等によるキャリアの中断・
停滞等を明確に言及した県市はないことが明らかとなった。すなわち，当時の「教員育成指標」
は，人生設計の多様性を想定しておらず，「システム内在的差別」として機能する懸念があっ
た。今後の課題は，国の指針を参酌して作成することとなった教特法一部改正後の「教員育成
指標」を分析し，教員のキャリア形成に与える影響を分析することである。
キーワード：一任システム，教員育成指標，女性教員，キャリア形成，スタンダード化

ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the influence of standardization policies on the
formation of female teachers’careers. These policies have the possibility of making teacher
development more ridid. As a result, female teachers may become further marginalized in
aspects of career formation related to work-life balance. In essence, they may be less able to
avail themselves of new educational practices and professional development opportunities.
Contents discussing career formation, namely the “Teacher Education Standards” were
released by the National Institute for School Teachers and Staff Development. The Special
Act for Education Personnel has now been partially revised. However, the present analysis
disclosed that, previously, no prefecture nor city clearly implemented all aspects of the
“Teacher Education Standards.” The most notable omissions related to career interruption
and/or stagnation due to childbearing. Thus, previously, “Teacher Education Standards”
were not assumed to include diverse life plans. Consequently, these oversights could
function as “system immanent discrimination.” Future research directions include analyzing
differences in the “Teacher Education Standards” following the partial revision of the Special
Act for Education Personnel. This act was framed by national guidelines, and emphasizes
influences on female teachers’career formation in light of family concerns.
Keywords：“Ichinin”(entrusting) system, teacher education standards, woman teacher,
career formation, standardization

形成が世界的な課題となっている。国連では持続

１．問題の所在と研究の目的

可能な開発目標（以下 SDGs）として17項目を提

１−１．教員世界のジェンダー平等推進の必要性

示し，そのひとつに「ジェンダー平等の達成」を

本研究の目的は，昨今進行している教員育成の

掲げている。新たな社会の形成に向けた政策にお

スタンダード化が女性教員のキャリア形成に与え

いては，ジェンダー平等，男女共同参画という視

(１)

る影響を検討することである

。

今日，ジェンダー平等による持続可能な社会の
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点を常に含み，実効性を伴った動きにつなげるこ
とが重要であるが，ここには生涯学習だけではな

教員育成スタンダード化政策の課題

く，学校における学びが大きく関わることになる

画基本計画」においてである。そこでは，初等中

（亀田2018）
。

等教育機関の教頭以上に占める女性の割合を2020

では，日本の教育を取り巻く状況はどうなって

年までに30％とする目標が掲げられ，教員世界の

いるだろうか。日本は，諸外国と比較して，政治

ジェンダー平等が重要な政策課題であることが示

参画や経済参画全般のみならず，教育分野におい

された。その後の「第4次男女共同参画基本計画」

ても男女間格差が大きく，ジェンダー・ギャップ

（2015年閣議決定，以下 第4次計画）では，成

指数は2017年に144カ国中114位と，過去最低を更

果目標が20％に引き下げられるという事態も生じ

（２）

。2018年 の 指 数 は149カ 国 中110位 で

たが，他方で，管理職への昇任を希望する教員等

あったが，依然としてG7では最下位となってい

が参加する各種研修等に「女性枠」を設定するこ

る。学校教育を構成する教員の性別構成について

となど，女性教員のキャリア形成に関して取組む

も，いわゆる管理職に占める女性の割合は低く，

べき課題が具体的に書き込まれるに至るという動

2018年4月1日現在の女性校長比率は小学校で

きも起きている。

新した

19.6％，中学校・義務教育学校で6.7％，高等学校・

女性教員のキャリア形成課題がこうして「第4

中等教育学校で7.7％にとどまっている（３）。ジェ

次計画」に明記されたのは，ポジティブ・アクショ

ンダー平等な社会を形成する次世代が育つ学校現

ンを盛り込んだ2015年6月の「女性活躍加速のた

場において，子どもたちに関わり，彼ら／彼女ら

めの重点方針2015」を受けてのものである。この

のロールモデルとなり得る教員のありようが，い

流れは，「女性活躍推進法」以降の重点方針2016

まだジェンダー不均衡である。

にも引き継がれている。これらの政策と同様の文

こうした中，国は2019年度の地方創生に資する

言は，中央教育審議会（以下 中教審）2015年答

SDGs関連予算として，文部科学省の次世代のラ

申においても採用され，女性を管理職に促す取組

イフプランニング教育推進事業のひとつである

が明記されるなど，教員のキャリア形成に関する

「男女共同参画の推進に向けた教員研修プログラ

制度改革は今日，急速に進行している。こうした

ムの開発」に対して新規に予算を組み込んだ（４）。

動向は，果たして女性教員のキャリア形成にどの

教員のありようについては，
「女性活躍加速のた

ような影響をおよぼすだろうか。本研究が問題と

めの重点方針2018」においても，学校教育段階か

するのはこの点である。

ら男女共同参画の視点に立ったキャリア形成に係

教員のキャリア形成については，われわれ研究

る学びを充実させること，特に学校現場において

グループによるこれまでの研究において，人事異

指導的立場にある教員が自身の「無意識の偏見」

動を「一任」することによって管理職に導かれて

に気づくためのプログラムを開発できるよう検討

いく「一任システム」の文化様式の存在を見出し

していくことを課題としている。

てきた（高野ほか2013，木村ほか2014等）。この

このように，今日の日本社会においては，教員

システムには，一任プロセスが見えにくい点や，

をめぐるジェンダー平等政策の推進が一層求めら

一任できるか否かを個人の調整に委ねるという点

れているのである。

に問題があるものの，校長らが教員個々の能力や
人柄等を見定め，かれらのキャリア形成を支える

１−２．教員のキャリア形成における問題と本稿
の焦点

柔軟性や自律性があり，これによって女性教員が
管理職への道を歩んできた面もある。

教育分野におけるジェンダー平等政策におい

ただし，教員らの手によって形作られてきた

て，教員を施策対象にしてジェンダー不均衡是正

キャリア形成のありようは，先に述べたように，

に向けた明確な成果目標が掲げられるに至ったの

「女性の活躍」を謳いつつ進行する昨今の改革の

は，2010年に閣議決定された「第3次男女共同参

中で大きく様変わりしはじめている。教員のキャ
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リア形成や学校管理職の養成をめぐっては，中教

柄等を包括的に見定め，教員たちのおかれた状況

審2012答申で
「教職生活全体を通じた一体的改革」

を汲みながらキャリア形成を粘り強く支え，女性

の必要性が示され，それを受けた2015年答申では，

教員を管理職へとすくい上げる柔軟性や自律性が

教員のキャリアステージに応じて身につけるべき

あった（木村ほか2015，田口2017，高野2017等）。

資質能力を明確化する基軸や仕組みを構築するこ

他方，行政主導で教員のキャリア形成や職能形

とが目指されるようになった。これらの教育改革

成を一元的に標準化していく昨今の教員育成のス

動向の特徴は，教員のキャリア形成や管理職育成

タンダード化は，指標という明確な基準を提示し

の要件や評価基準，方法を，行政主導で一元的に

たことによって，管理職に向けたキャリア形成の

標準化する方向で進められている点にある（子安

プロセスやあり方が誰にも公平公正に開かれてい

2017）
。

るようにもみえる。しかし，一方で，このスタン

注目すべきは，中教審2015年答申で新たに打ち

ダードは，規格化されたキャリアパタンに沿って

出された
「教員育成指標」である。
「教員育成指標」

定められた時期に示された資質能力を獲得できる

とは，
「教育公務員特例法の一部を改正する法律」

者しかすくい上げず，出産や育児等に関する教員

（2017年4月施行，以下 教特法一部改正）に伴い，

個々の事情や人生設計の多様性や，それらに伴う

都道府県等教育委員会に「向上を図るべき校長及

キャリアの停滞や中断を一切無視した「システム

び教員としての資質に関する指標を定める」こと

内在的差別」（河上1990）として機能する懸念も

が義務づけられたものである。指標を策定する際

ある（木村・河野2017）。

は，
「校長及び教員としての資質の向上に関する

加えて，指標化にみる昨今のスタンダード化政

指標の策定に関する指針」（2017年文部科学省告

策は，キャリアアップのみならず，教育実践のあ

示）を参酌し，都道府県等がスタンダードを作成

り方や職能形成についても重大な問題をもたらし

することになっている。その一例が図1である。

かねない。なぜなら，子どもの人格形成に関わる

図1にその一部を掲載した大阪府の教員育成指

教育実践は，本来，指標化に典型的な「行動目標

標では，教員のライフステージを第0期から第4

モデル」によって向上するものではないからであ

期までの5段階に区分し，キャリア形成が初任期

る。教員の教育実践や教員としての職能は，複雑

からミドルリーダーの時期，成熟期と単線的に進

で流動的な場において，状況を見極めながら自律

行する流れを取っている。全ての教員に共通する

的に判断し，よりよい実践を教員自らが考え続け

指標では，各ライフステージにおいて教員に求め

ることの積み重ねによって，職業的に発達するの

られる資質能力が5つ（Ⅰ〜Ⅴ）
，さらにそれぞ

である（油布2018）。自律性や柔軟性が損なわれ

れ3つの細分化項目，計15指標・項目が設定され

てしまえば，教員の職能形成は硬直化しかねない。

ている。図1は，ⅠとⅡの資質能力9項目につい

このように，昨今進行している教員育成のスタ

て述べているものであるが，教員のキャリアステー

ンダード化政策は，ワーク・ライフ・バランスを

ジ5段階全てを合わると，75の達成すべき具体的

踏まえたキャリア形成の点においても，教育実践

な資質能力の項目が用意されていることになる。

のあり方や職能形成の点においても，教員のキャ

上記のように，見えやすい指標を策定し研修を

リア形成を規格化し，とりわけ女性教員をいっそ

組み込む教員育成のスタンダード化政策は女性教

う周辺化していく可能性がある。そこで本稿では，

員のキャリア形成にどう機能するだろうか。確か

教員育成のスタンダード化が，特に女性教員の

に，従前の「一任システム」は，家庭生活と仕事

キャリア形成に与える影響を，「教員育成指標」

との調整を教員個人に暗に求めてきた上に，管理

に注目して検討することを目的とする。

職の選考基準やプロセスが「見えにくい」面はあっ
た。しかし，校長らが教員個々の力量や能力，人

56

教員育成スタンダード化政策の課題

図１

教員育成指標の例（大阪府「OSAKA教職スタンダード」の一部）
出典：中央教育審議会（2017），p.6.

２．研究方法

法改正を経て2017年4月に，「新たに教員の資質
能力向上に関する調査研究の実施や任命権者が策

分析対象は，独立行政法人教職員支援機構（以

定する教員の育成指標に対する専門的助言の実施

下 機構，http://www.nits.go.jp/）が公表してい

等，教職員に対する総合的支援を行う全国拠点」

る県市の「教員育成指標」とする。機構は，独立

として発足した。教員研修センターは，従来から

行政法人教員研修センターを前身とし，2016年の

「学校関係職員への研修及び各都道府県教育委員
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キャリア形成のあり方との関係を検討していく。

きたが，
これに育成指標にかかる事項等が加わり，
さらに全国的な総合支援を行う機関へと改組され

１．指標・項目の数

たことから，各都道府県の教員の育成・研修に対

２．ライフステージ区分

する機能が強化されたといえる。

３．目指す教師像

すでに機構は，新組織として発足する前に「教
員育成指標」に関する調査を行い，その結果を機
構のホームページで公開している。本稿では，公

以下では，女性教員のキャリア形成における課
題に焦点化して，「教員育成指標」を分析する。

開されている情報を分析対象とする。
具体的には，教特法一部改正前の2017年2月時
点に，教職員支援機構が行なったアンケートに対
し，
「教員育成指標」またはそれに準ずるものを

３．分析結果
３−１．各県市の指標・項目の数

策定していると回答した15県市のうち，リンク切

各県市の「１．指標・項目」の数は，表2のと

れなどで資料が不明な3県を除いた12県市であ

おりである。簡潔にまとめる県市もあれば，キャ

る。分析対象県市の内訳は，表1のとおりである。

リアステージごとに細かく指標・項目を設定して
いる県市もあった。

表１
分析対象県
市（12県市）

分析対象県市の内訳

宮城県・秋田県・栃木県・三重県・
鳥取県・岡山県・広島県・山口県・
熊本県・仙台市・さいたま市・横浜
市

表２

各県市の指標・項目の数

県市名

指標・項目数

県市名

指標・項目数

宮城県

７項目

広島県

18項目

秋田県

12項目

山口県

18項目

栃木県

14項目

熊本県

４項目

分析対象を，2017年2月時点で作成している12

三重県

19項目

仙台市

４項目

県市としたのは，教特法一部改正前後の「教員育

鳥取県

25項目

さいたま市

７項目

成指標」の変化を捉える必要性からである。教特

岡山県

12項目

横浜市

16項目

法一部改正以後，指標を策定する際は，「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

３−２．各県市のライフステージ区分

関する指針」
（2017年文部科学省告示）を参酌す

各県市の「２．ライフステージ区分」について

る必要がある。そのため，教特法一部改正前後の

は，表3のとおりである。一番簡潔なライフス

「教員育成指標」を検討することによって，スタ

テージ区分は3段階であり，多いところは5段階

ンダード政策の浸透度をみることができる。スタ

に設定している。

ンダード化を機構が進めることによって，
「教員

たとえば，秋田県は，前期，中期，後期の3段

育成指標」が中央集権的に画一化され，都道府県

階にライフステージを分ける（秋田県教育委員会

ごとの多様性が保たれない懸念もある。スタン

2011，p.7）。前期は初任者から9年目の教員，中

ダード化のもつこうした側面にも注目するため，

期は10年目以降の教員，後期は教頭・校長を想定

今回は，
第一段階として，教特法一部改正前の「教

する（秋田県教育委員会2011，pp.7-8）。一方，

員育成指標」を分析する。

5段階に設定しているのが広島県・熊本県であ

分析においては，次の3点に注目して，各県に

る。広島県は，「校長，教頭及び事務部長等（管

おける指標に見るキャリアの単線性／複線性や教

理職）」，「部主事及び主幹教諭」といった役職ご

員キャリアの捉え方等を明らかにし，女性教員の

とに，5段階のライフステージを設定しているが，
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具体的な勤続年数は想定していない（広島県教育

生向けには，児童生徒への放課後等における学習

委員会2006，p.2）。熊本県は，ライフステージを，

支援ボランティア事業の充実，大学生向けには，

基礎期，向上期，充実期，発展期，円熟期という

県内教員養成系大学における養成カリキュラムの

5段階に設定する。さらに，各ライフステージの

改善，大学生対象のインターンシップ，放課後児

目安となる勤続年数を次のように明示する。すな

童クラブでの学習支援ボランティア，および県教

わち，基礎期を1年から5年，向上期を6年から

委の研修講座である「教師への道」研修の充実に

10年，充実期を11年から16年，発展期を17年から

取り組む（岡山県教育委員会2016，p.8）等がある。

25年，
円熟期を26年以降の教員と想定している（熊
３−３．各県市が目指す教師像

本県教育委員会2018，p.2）。
表３

各県市の「３．目指す教師像」で想定されてい
各県市のライフステージ区分の態様

ライフステージ
区分

該当県市

３段階

秋田県・さいたま市

採用・着任時＋３
段階

山口県・横浜市

３段階＋管理職

三重県・仙台市

４段階

栃木県・鳥取県

４段階＋管理職

宮城県

５段階

広島県・熊本県

教員養成の期間も
含んでいる

岡山県（養成＋４段階）

るライフステージの様相は，表4に示すように，
3つのタイプに分かれた。
表４ 各県市の目指す教師像におけるライフステージ
目指す教師像で想定さ
れるライフステージ
単線
育成指標（項目）は単
線／研修は複線
複線

該当県市
広島県・横浜市
鳥取県・さいたま市
宮 城 県・ 秋 田 県・ 栃 木
県・ 三 重 県・ 岡 山 県・
山口県・熊本県

加えて，岡山県は，教員養成段階の期間に身に

ライフステージの想定が単一である単線タイプ

つける資質能力についても言及する。岡山県の場

が広島県・横浜市である。たとえば，横浜市の「教

合，教員志望の中学生・高校生・大学生には，第

員育成指標」の場合，第1ステージで求められる

1に「実践的指導力の基礎となる知識等」
，第2

能力資質は，「実践力を磨き教職の基盤を固める

に「自らの教員としての適性を考えるとともに使

〈学級・担当教科等〉」，第2ステージのそれは，

命感を高める」ことを資質能力として求める（岡

「専門性を高めグループのリーダーとして推進力

山県教育委員会2016，p.7）。

を発揮する〈学年・分掌等〉」，第3ステージにお

この資質能力の向上を図るための人材育成の方

いては，「豊富な経験を生かし広い視野で組織的

策として，岡山県は，中学生・高校生に対し，小

な運営を行う〈学校全体〉」と設定する（横浜市

学校等での放課後学習支援を，大学生に対しては，

教育委員会2017，p.1）。資質能力は，さらに，第

第1に「求める教員像」の共有と教職課程の充実

1に教職の素養，第2に教職専門性の2つに分か

や教育実習の評価基準の改善，第2にインターン

れる。教職の素養は，すべてのステージを通じて

シップの単位認定の促進等，第3に自然・社会体

同じものを設定しており，教職専門性はステージ

験活動の充実による人間関係づくりと社会性，学

ごとに，単一のものを示す（横浜市教育委員会

級経営力の育成，第4に大学生対象の県教委の研

2017，p.1）。

修講座（
「教師への道」研修）の充実を掲げる（岡
山県教育委員会2016，p.8）。
具体的な取組の例をあげると，岡山県は，中高

複数のライフステージを想定している複線タイ
プが，宮城県・秋田県・栃木県・三重県・岡山
県・山口県・熊本県・仙台市である。たとえば，

59

木村

育恵・跡部

千慧・河野

銀子・田口久美子・池上

徹・高野

良子・村上

郷子・井上いずみ

宮城県の「教員育成指標」の場合，
「第Ⅲ時期（教

ただし，岡山県は，「岡山県公立学校教員等人

職11年目～20年目）：資質充実期」には，教員と

材育成基本方針」（平成28年3月，岡山県教育委

は別に主任層の資質能力を，「第Ⅳ期（教職21年

員会）の「課題と今後の方向性」において，
「キャ

以上）
：深化発展期」には，教員と管理職層の資

リアステージに応じた人材育成」を課題のひとつ

質能力を設定している（宮城県教育委員会2008，

に挙げ，次のように明記している。この記述は，

pp.18-19）
。主任を経て管理職になっていく層と，

複数の中から自らに適したキャリアを選択するこ

それ以外という2つの層を設定しているという点

とを明示している点で興味深い。

において，複線のライフステージを想定している
といえる。

「教員生活全体を見据え，自らの将来像やそれに

育成指標の項目は単線であり，研修を複線で用

近づく過程を描く（キャリアデザイン）重要性が

意しているのが，鳥取県・さいたま市である。鳥

高まっている。複数の中から自らに適したキャリ

取県の場合，
「教員育成指標」のライフステージを，

アを選択し，ワーク・ライフ・バランスを良好に

第1期「教職資質の育成」（1年から4年），第2

保ちながら力量を向上させ続けることができるよ

期「教職資質の向上」
（5年から10年），第3期「教

う，従前の経験年数に応じたライフステージごと

職資質の充実」
（11年から20年），第4期「経営的・

に求められる資質能力だけでなく，キャリアス

専門的資質の充実」
（21年以上）と設定しており，

テージごとに求める資質能力を明示する必要があ

単線的なキャリアを想定しているようにみえる

る」（岡山県教育委員会2016，p.6）

（鳥取県教育センター2016，p.2）。ただし，全教
員を対象とする基本研修だけでなく，職務研修に

さらに，岡山県は同基本方針において，教員の

おいては，主任・主事等研修，ミドルリーダース

キャリアデザインの例にも触れている（岡山県教

テップアップ研修，学校リーダー研修，教頭・副

育委員会2016，pp.12-14）。ただし，それらは「管

校長研修，校長研修，そして新任の教頭，副校長，

理職の例」「教科指導のエキスパートの例」「特別

校長を対象とした研修と，対象を「指定」する研

支援教育のエキスパートの例」「健康教育のエキ

修があるという意味において，研修は複線的な

スパートの例」「食育のエキスパートの例」「就学

キャリアを想定しているといえる（鳥取県教育セ

前教育のエキスパートの例」というように，職種

ンター2016，p.2）。

ごとにわかれているにとどまり，ライフイベント
に起因した多様性は示されていない。今後，
「複

４．考

察

ここからは，
「目指す教師像」において，ライ
フステージを複数想定している複線タイプについ

数の中から自らに適したキャリアを選択し，ワー
ク・ライフ・バランスを良好に保ちながら力量を
向上させ続ける」ことを，どのように指標に盛り
込んでいくのかを注視していく必要があるだろう。

て，詳しくみていく。特に，
「教員育成指標」が，
女性教員の登用を妨げる「システム内在的差別」
（河上1990）を起こさないかに着目するため，出

５．まとめ

産や育児等に関する教員個々の事情，人生設計の

本稿では，行政主導で一元的に教員育成を標準

多様性や，それらに伴うキャリアの停滞や中断を

化するスタンダード化政策は女性教員のキャリア

どの程度想定しているかを検討する。

形成にどう機能するだろうかという問題関心か

「教員育成指標」において，出産・育児・介護

ら，「教員育成指標」を，特に，出産や育児等に

等によるキャリアの中断・停滞などを明確に言及

関する教員個々の事情，人生設計の多様性や，そ

している県市はなかった。

れらに伴うキャリアの停滞や中断をどの程度想定
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しているかに着目しながら考察した。その結果，
教特法一部改正前の「教員育成指標」において，
出産・育児・介護等によるキャリアの中断・停滞

６．脚
⑴

本稿は執筆者全員による共同研究であり，内容につ
いては全員の協議によって構成し，1：木村，
2：河野，

などを明確に言及した県市はないことが明らかに

3：田口・池上・村上・高野・井上，4：跡部，5：

なった。すなわち，教特法一部改正前の「教員育
成指標」においては，出産や育児等に伴うキャリ

注

執筆者全員の責任で分担した。
⑵

世界経済フォーラム（WEF）による男女格差の度合

アの停滞や中断，キャリア形成の多様性は想定さ

いを示す指数である。経済・教育・保健・政治の各分

れておらず，
「システム内在的差別」（河上1990）

野について各国の社会進出における男女格差を示し，
スコアは指数が１に近づくほど平等である。日本のジェ

として機能する懸念もある。ただし，岡山県は，

ンダー・ギャップ指数のスコアは2017年で0.657，2018

「キャリアステージに応じた人材育成」を課題の
ひとつに挙げている。岡山県が，今後，出産・育

年で0.662である。
⑶

文部科学省「平成29年度公立学校教職員の人事行政
状況調査結果について」の「５−１．校長等人数及び

児・介護等によるキャリアの中断・停滞を「教員

登用者数（平成30年4月1日現在）
」

育成指標」にいかに盛り込んでいくのかを見まも

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/

りたい。

detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1411825_15.pdf

先に触れたように，ジェンダー平等社会の推進
に向けて，学校教育に関しては今後，教員のため
の教員研修プログラムの開発が検討されることに
なる。ジェンダー平等，男女共同参画は「新たな

を参照。
⑷

内閣府地方創生推進事務局「平成31年度地方創生に
資するSDGs関連予算一覧」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/
sdgs_kanrenyosan/pdf/sankou.pdfを参照。

社会づくりの一部分ではなく，意識の問題から人
の組織，制度の問題など，人の生活のすべてを貫
く横断的なもの」（亀田2018，p.7）である。した
がって，男女共同参画の推進に向けた教員研修プ
ログラムが教員育成スタンダードの一部分をなす
だけでは不十分である。教員の育成や研修が一体
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