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概 要
近年，教師の「コミュニケーション能力」の重要性が，教育現場や政策文書の中で叫ばれて
久しい。しかし，その「コミュニケーション能力」とは一体何を意味しているのか。本論文で
は，政府の政策文書に着目し，教師に求められている「コミュニケーション能力」の内実を捉
えることを目的とする。研究対象は，教育職員養成審議会および中央教育審議会により，平成

9年から平成24年までに公表された5つの答申である。これらにおける「コミュニケーション
能力」の記載のされ方の変遷を追い，各答申における「コミュニケーション能力」という言葉
が持つ意味とその全体像を捉えていく。特に，「コミュニケーション能力」の明確な定義の有無，
「コミュニケーション能力」という言葉の分類のされ方やそれと並記される言葉の内容を追う。

最後に，これらの分析をもとに，「コミュニケーション」を軸に教師教育を行う上での課題を
考察する。

1．はじめに
近年，教師1の「コミュニケーション能力」の
重要性が，教育現場や政策文書の中で叫ばれて久

しい。例えば，平成23年1月31日に文部科学省中
央教育審議会（以下，中教審）より公表された審
議経過報告「教職生活の全体を通じた教員の資質
能力の総合的な向上方策について」2の中では，「社
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会状況の変化や子どもの変化等を背景として（中

と，コミュニケーションをとったり，関係を築い

略）教員養成においてこれまで以上に高度な実践

たりするという視点からの教師の役割についても

的指導力やコミュニケーション能力が求められて

う一度，改めて考えていく必要があるのではない

いる」と言及されており，教員免許制度の改革の

か。では，教師とコミュニケーションを考える際，

方向性を示す文書の中でも，標準的な免許状とさ

私たちは何を根拠に，何を目指し，そしてそのた

れる「一般免許状（仮称）」が保証するものに「コ

めにどのような取り組みがなされるべきなのか。

ミュニケーションカ」があげられている。また，

このことを考えるためにも，そもそも，教育現場

教員の資質能力向上特別部会の配布資料「都道府

や政策文書などの至る所で耳にする教師に求めら

県・指定都市教育委員会が求める教員像（文部科

れている「コミュニケーション能力」とは何なの

学省調べ）」3においては，66自治体中44自治体が，

か，その内容について十分に議論をしていく必要

「求める教員像」の一つとして，「コミュニケーショ

があると考える。

ン能力」について言及する結果が示され，都道府
県・指定都市教育委員会についても同様に，「コ
ミュニケーション能力」への関心が高いことが伺
える。さらに，校長を対象に行われた初任者教員
の資質能力に対する充足度の調査4では，校長が，

2．研究の目的と方法
本論文では，政府の政策文書に示されている
「『教員』に必要とされているコミュニケーショ

教員としての基礎的な力としてあげている「コ

ン能力」について検討し，その内容を明らかにす

ミュニケーションカ」を，初任者が十分に身に付

る。具体的には，教育職員養成審議会（以下，教

けていないと捉えているという指摘がされてい

養審）および中教審等の答申を分析対象とし，「コ

る。このような「コミュニケーションカ」不足を

ミュニケーション」という言葉の扱われ方に着目

危惧する声が，教師の「コミュニケーション能力」

し，その意味付けられ方と変遷について分析を行

低下への危機感をさらに煽っている。

う。

しかし，教師の「コミュニケーション能力」が

教師数育という視点から教師とコミュニケー

低下しているというこれらの発言は，印象論的に

ションについて行う研究では，「教員」のコミュ

語られることが多く，何を指標とした評価なのか，

ニケーション能力育成を目指したカリキュラム開

また，そもそも「コミュニケーション能力」とは

発が行われている（g．g．，林，2011；谷口，2009；横

何を意味しているのかについて，はっきりと明示

田，2009；松本，20077）。その中で，授業案が碇案

されないままに発言されることが多い。教師の「コ

されたり実践報告が行われているが，政府の政策

ミュニケーション能力」の重要性が取りざたされ

文書に記された「コミュニケーション能力」につ

る背景には，社会全体に満盈する若者のコミュニ

いて考察している研究は，教師に必要な資質能力

ケーション能力低下に関する悲観論5や，企業が

に関する研究の中で，その他の必要とされている

「コミュニケーション能力」を新卒者に求める能

資質能力の一つとして簡略化された形で言及され

力として重用祝してきているという現状6が考え

るにとどまっている。例えば，政策文書における

られる。このような「コミュニケーション」ブー

「実践的指導力」に焦点を当てた研究（田遽，2012）

ムは一過性のものであったとしても，現場での課

の中に，「コミュニケーション能力」に関する記

題は如実に存在し続けている。例えば，いじめに

述が見られるが，その中身については十分に議論

対する教師の対応問題，体罰問題などがメディア

されているとは言えない。

で取りざたされているが，学校現場がより複雑

「コミュニケーション能力」が具体的に言及さ

化・多様化する中で，教師の役割について，教科

れているものに，10年間にわたる教員養成に関す

を教えるという知識伝達者としての役割以外のこ

る考えの動向や推移とその背景を考察し，「教員」
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に求められている資質能力について考察を行って

いる渡遽（2006）の「教員に求められる資質能力
に関する一考察」があげられる。この中で，渡遽

は，「コミュニケーション能力」が近年新しく教
師に求められるようになり，平成17年の中教審答

「今後の教員養成・免許制度の在り方について」
中教審
⑤ 平成24年
「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合

的な向上策について」 中教審

申「新しい義務教育を創造する」で，コミュニケー
ション能力が「単なる会話能力」としてではなく，
「社会・関係能力」という面から求められるよう

になったことが確認できると指摘し，その背景に

3．文部科学省答申の分析・検討
ここでは，平成9年から平成24年にわたる各5

ついて考察を行っている。しかしながら，この中

つの答申において，「コミュニケーション能力」

で扱われている中教審答申は平成17年度のものに

が教師の資質能力としてどのように記載されてい

限られ，その前後の変化や「コミュニケーション

るのか，年代順に見ていく。平成9年から平成24

能力」に関する意味合いについては，詳細な考察

年の答申を検討したところ，教師の資質能力につ

がされているとは言えない。

いて，平成9年と平成11年，また平成17年と平成

そこで，本論文では，平成22年教員の資質能力

18年では，それぞれ同じ定義を使用していること

向上特別部会（第2回）の配布資料である「教員

がわかった。そのため，く平成9年・11年〉 く平成

に求められる資質能力に関する関連答申」8を参考

17年・18年〉 のようにまとめ，く平成24年〉 を加

にし，その中で「コミュニケーション能力」とい

えた3つの区分に分けて検討する。

う文言が教員に必要な資質・能力として表記され
ている，平成9年から平成18年までの政策文書に

（1） く平成9年・11年〉今後特に教員に求められ

平成24年の政策文書を加えた以下の5つの教養審

る具体的資質能力

および中教審による答申を研究対象とし考察を行

平成9年の教養審答申「新たな時代に向けた教

う。これらの答申における過去15年間の「コミュ

員養成の改善方策について」と平成11年の教養審

ニケーション能力」の捉えられ方の変遷と概観を

答申「養成と採用・研修との連携の円滑化につい

つかむことを目的とする。

て」において，「コミュニケーション能力」とい

教師像，教員養成に影響のある言説を生み出し

う言葉は，さまざまに重層するカテゴリーの中に

ている媒体は，教育大学協会から発行されている

その記述をみつけられる。「コミュニケーション

文献など，他にもいくつかあるが，教員養成の実

能力」の記述は，まず，「教員に求められる資質

践の場である教員養成大学への直接的な影響力を

能力」9という大きなくくりの中に位置している

考え，今回の調査で文部科学省の答申に着目する。

「（2）今後特に教員に求められる具体的資質能力」

の中に見つけられる。「（2）今後特に教員に求めら

① 平成9年
「新たな時代に向けた教員養成の改善方策につい

れる具体的資質能力」とは，「教員に求められる
資質能力」として，「（1）いつの時代も教員に求め

て」 教養審

られる資質能力」と「（3）得意分野を持つ個性豊か

② 平成11年

な教員の必要性」とともに並記されている区分で，

「養成と採用・研修との連携の円滑化について」
教養審
③ 平成17年

「新しい時代の義務教育を創造する」 中教審
④ 平成18年

「（2）今後特に教員に求められる具体的資質能力」

はさらに，「地球的視野に立って行動するための
資質能力」，「変化の時代を生きる社会人に求めら
れる資質能力」，「教員の職務から必然的に求めら

れる資質能力」の3つのカテゴリーに分けられて
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いる。この3つの区分のうち，「コミュニケーショ

ン能力」は，2つ目の「変化の時代を生きる社会
人に求められる資質能力」の中に位置付けられて
いるのだが，この「変化の時代を生きる社会人に
求められる資質能力」は，さらに3つの下位カテ
「課題解決能力等に関わるもの」，「人間関

ゴリー

係に関わるもの」，「社会の変化に適応するための

知識及び技能」に分けられ，「コミュニケーショ
例：教職の意義や教員の役割に関する正確な知識，

ン能力」は，「人間関係に関わるもの」の中に，

子どもの個性や課題解決能力を生かす能力，子

社会性，対人関係能力，ネッ1、ワーキング能力と

どもを思いやり感情移入できること，カウンセ

並列して記載されている。

リング・マインド，困難な事態をうまく処理で

以下の［参考図］は，答申の中で「（2）今後特に

きる能力，地域・家庭との円滑な関係を構築で

きる能力

教員に求められる具体的資質能力」について図式
的に碇示されたものである。

（注）コミュニケーション能力の下線・太字は，
著者が加筆したものである。

［参考図］

これらの記載のされ方から，ここでの「コミュ
ニケーション能力」には，どのような意味付けが
なされていると考えられるだろうか。まず，第一
に，「教員に求められる資質能力」「今後特に教員

に求められる具体的資質能力」「変化の時代を生
きる社会人に求められる資質能力」というように，
「資質能力」という言葉が何度も用いられており，

コミュニケーション能力は，「資質能力」として
例：考え方や立場の相違を受容し多様な価値観を尊

の一面が強調されていると考えられる。さらに，

重する態度，国際社会に貢献する態度，自国や

ではどのような「資質能力」なのかというと，そ

地域の歴史・文化を理解し尊重する態度

れは，「今後特に求められる資質能力」であり，

時間軸で考えて，以前からずっと必要とされてい
たものというよりも，何か新しいもの，あるいは，

以前も必要とされていたがその重要度が増してい
くものとして捉えられているようで，その背景と
して，時代の変化が考慮されていると考えられる。
「（2）今後特に教員に求められる具体的資質能力」

では，その資質能力や背景について次のような説
明がされている。
例：自己表現能力（外国語のコミュニケーション能
力を含む。）メディア・リテラシー，基礎的なコ

ンピュータ活用能力

これからの教員には，変化の激しい時代に
あって，子どもたちに［生きる力］を育む教
育を授けることが期待される。（中略）
すなわち，未来に生きる子どもたちを育て
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る教員には，まず，地球や人類の在り方を自

とから，「コミュニケーション能力」がどの程度

ら考えるとともに，培った幅広い視野を教育

一般性と必然性を含んだものとして考えられてい

活動に積極的に生かすことが求められる。さ

るのかについても定かではない。

らに，教員という職業自体が社会的に特に高

またさらに詳しく見ていくと，「コミュニケー

い人格・識見を求められる性質のものである

ション能力」の意味付けについて，より直接的な

ことから，教員は変化の時代を生きる社会人

疑問が生まれる。まず，「変化の時代を生きる社

に必要な資質能力をも十分に兼ね備えていな

会人に求められる資質能力」の中の3つ下位カテ

ければならず，これらを前碇に，当然のこと

ゴリーのうち，「コミュニケーション能力」が記

として，教職に直接関わる多様な資質能力を

載されている「人間関係に関わるもの」とは区別

有することが必要と考える。

される形で，「社会の変化に適応するための知識
及び技能」の中に記載された「自己表現力」とい

つまり，今後というのは，「変化の激しい時代」

う言葉についてである。これまで教育現場におい

ということであり，そのために「地球や人類の在

ては，コミュニケーション能力が，自己表現力と

り方を自ら考える」ことや，幅広い視野で教育活

解釈される形で，コミュニケーション教育の一環

動に臨むことが求められている時代ということで

として，プレゼンテーションカ，スピーチカなど

ある。そして，教員という職業の社会的立場から，

の自己表現力育成を目指した活動が多く行われて

「変化の時代を生きる社会人に必要な資質能力」

きている。このような状況の中で，教師のコミュ

を当然有している必要があるという高らかな希望

ニケーション能力については，「自己表現力」と

と期待が述べられている。しかし，次の下位カテ

は意図的に区別されたものとして捉えられている

ゴリーで，

「コミュニケーション能力」が記載さ

のであろうか。

れている「変化の時代を生きる社会人に求められ

また，同じく「人間関係に関わるもの」と並記

る資質能力」は，「地球的視野に立って行動する

された「課題解決能力等に関わるもの」に位置付

ための資質能力」と区分されたカテゴリーである

けられている，「感性」，「創造力」，「応用力」，「論

ことからも，この「変化の時代」とは具体的に何

理的思考」についても同様に，「コミュニケーショ

を意味しているのか，つまり「コミュニケーショ

ン能力」との関係性について疑問が残る。その記

ン能力」が「今後特に求められる」とされるその

載のされ方から，これらが「コミュニケーション

根拠については明確にされているとは言えない。

能力」とは区別されていると見なすことが可能だ

また，「コミュニケーション能力」が必要とさ

が，これらはコミュニケーションをはかる上で重

れている「教員」とは，誰が対象になっているの

要とは言えないだろうか。最後に，「人間関係に

だろうか。「コミュニケーション能力」が記載さ

関わるもの」の内容の中で「コミュニケーション

れている「今後特に教員に求められる具体的資質

能力」と並列されている，「社会性」，「対人関係

能力」が，「得意分野を持つ個性豊かな教員の必

能力」，「ネットワーキング能力」という語と「コ

要性」とは区別されていることから，限られた人

ミュニケーション能力」の位置関係についてであ

の一つの得意分野として，特定の教員だけに必要

る。「社会性」，「対人関係能力」，「ネットワーキ

なものとしてではなく，「一般教員」に必要なも

ング能力」を高めるために「コミュニケーション

のだと捉えられていると考えられる。しかし，同

能力」が必要であるとされていると考えることも

時に，「コミュニケーション能力」が記載されて

できるが，「コミュニケーション能力」がこれら

いる「変化の時代を生きる社会人に求められる資

の並列された語以外の意味合いを持つとされてい

質能力」は，「教員の職務から必然的に求められ

るとも考えられる。しかし，もし並列された語以

る資質能力」とは区分されたカテゴリーであるこ

外の固有の意味を持つと捉えられているとするな
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らば，「コミュニケーション能力」に与えられる

この力量が「教育のプロ」のプロたる所以である。

意味は，一体何であろうか。

この力量は，具体的には，子ども理解力，児童・

これまでの視点をまとめると，く平成9年・11

生徒指導力，集団指導の力，学級作りの力，学習

年〉 の中に見られる「コミュニケーション能力」

指導・授業作りの力，教材解釈の力などからなる

は，まず前面に「資質能力」という側面が強調さ

ものと言える。

れている。「コミュニケーション能力」が必要と

③ 総合的な人間力

される根拠としてあげられた時代背景の捉え方や

教師には，子どもたちの人格形成に関わる者と

その能力の一般性と必然性については，明確に定

して，豊かな人間性や社会性，常識と教養，礼儀

められておらず，その語の明確な定義もないまま，

作法をはじめ対人関係能力，コミュニケーション

曖昧な形で呈示されていると言える。

能力などの人格的資質を備えていることが求めら
れる。また，教師は，他の教師や事務職員，栄養

（2）く平成17年・18年〉「あるべき教師像の明示」

続く，平成17年の中教審答申「新しい時代の義

職員など，教職員全体と同僚として協力していく
ことが大切である。

務教育を創造する」では，「コミュニケーション
能力」の記載のされ方に変化が見られる。まず，「教

（注）コミュニケーション能力の下線・太字は，

師に対する揺るぎない信頼を確立する一教師の質

著者が加筆したものである。

の向上−」と題される第2章において，「あるべ
き教師像の明示」という大きなくくりの中に，「コ

ミュニケーション能力」の記述は見られる。「あ

また，これらの記述は，平成18年の中教審答申
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」

るべき教師像の明示」は，「教職に対する強い情

の中では，「Ⅰ．教員養成・免許制度の改革の基

熱」，「教育の専門家としての確かな力量」，「総合

本的な考え方」における「（2）教員に求められる資

的な人間力」の3つに集約されており，そのうち

質能力」の中で，簡略化された形で述べられてい

「コミュニケーション能力」は，「総合的な人間力」

る。

の中に位置付けられている。「総合的な人間力」

これらの記載のされ方から浮かび上がる「コ

の中で，「コミュニケーション能力」は，「豊かな

ミュニケーション能力」への意味付けは，以下の

人間性や社会性，常識と教養，礼儀作法」をはじ

ように考えられる。まず，く平成9年・11年〉で「コ

めとする「対人関係能力」と並列される形で「コ

ミュニケーション能力」が位置付けられるカテゴ

ミュニケーション能力」は記載され，さらにそれ

リーとして繰り返し使われていた「資質能力」と

は「人格的資質」として示されている。

いう言葉はここでは見られなくなり，代わりに「教

以下は，これらの3つのカテゴリーについて記
された具体的内容である。

師像」というくくりとさらにその下位カテゴリー
の「総合的人間力」というくくりの中に位置付け
られるようになっており，「コミュニケーション

① 教職に対する強い情熱

教師の仕事に対する使命感や誇り，子どもに対

能力」がより全体的で包括的なものとして捉え直
された印象を得る。この点については，渡遽（2006）

する愛情や責任感などである。また，教師は，変

は，「単なる会話能力」から「社会・関係能力」

化の著しい社会や学校，子どもたちに適切に対応

という面が求められるようになったとしており，

するため，常に学び続ける向上心を持つことも大

その求められるようになったとする内容の解釈に

切である。

は遠いがあるが，平成17年に一つの転機を迎えて

② 教育の専門家としての確かな力量

いるという捉え方は同様である。

「教師は授業で勝負する」と言われるように，

それでは，背景の具体的捉え方を見ていく。「あ
るべき教師像の明示」については，以下のように
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記されている。

言葉は見受けられなくなり，代わりに，他の教師

や教職員全体と「同僚として協力していくことが
人間は教育によってつくられると言われる

大切である」というような，より具体的な記述が

が，その教育の成否は教師にかかっていると

みられるようになった。これらの変化は何か意図

言っても過言ではない。国民が求める学枚教

があってのことなのか。そうであるとすれば，そ

育を実現するためには，子どもたちや保護者

れは何を意味しているのか。この他に疑問にあが

はもとより，広く社会から尊敬され，信頼さ

ることとしては，「総合的な人間力」と併記され

れる質の高い教師を養成・確保することが不

ている「教育の専門家としての確かな力量」の中

可欠である。

に，「子ども理解力」，「児童・生徒指導力」，「集
団指導の力」，「学級作りの力」，「学習指導・授業

この内容については，教職を重要な社会的地位

作りの力」が位置づいている点である。これらは，

の職業であると見なしている点や，それに催する

教師が「コミュニケーション能力」を習得するこ

高貴な資質を持ち合わせている教師の必要性をう

とで達成される内容のようにも考えられるが，こ

たっている点は，く平成9年・11年〉 の「（2）今後

れらと「コミュニケーション能力」はどのような

特に教員に求められる具体的資質能力」で善かれ

関係性を持つと見なされているのだろうか。「コ

ていた内容と重複しており，さほどの変化は見ら

ミュニケーション能力」とは意図的に区別されて

れない。さらに，「コミュニケーション能力」が

いるのだろうか。

位置づいている「総合的な人間力」の中で，「コミュ

最後に，く平成9年・11年〉とく平成17年・18年〉

ニケーション能力」は「人格的資質」と明確に示

を，「コミュニケーション能力」が位置付けられ

されており，「資質能力」という言葉が，大きな

ているカテゴリーの層という点で比較してみる

カテゴリーとしては直接使われてはいないもの

と，く平成9年・11年〉 では，「コミュニケーショ

の，「コミュニケーション能力」にあてがわれた

ン能力」が重層化されたカテゴリー，具体的には

意味は く平成9年・11年〉 と比較して，結局はさ

3つ目のカテゴリーに位置していたのに対し，く平

ほど変化していないと捉えることができる。ある

成17年・18年〉では，その重層度が一つ減り，2

いは，意図的に「資質能力」という言葉が使われ

つ目のカテゴリーに位置していることが分かる。

なくなったとも考えられるが，その場合，その意

このような層が，仮に，教師に必要とされている

図や意味については定かではない。

資質能力の重要度を表しているとするならば，よ

「総合的な人間力」の内容をさらに詳しく見て
行くと，く平成9年・平成11年〉では，「地球的視

り上位の重要な能力として扱われるようになった
と考えることができないだろうか。

野に立って行動するための資質能力」という「コ

以上のことから，く平成17年・18年〉 で見られ

ミュニケーション能力」が位置づいているカテゴ

る「コミュニケーション能力」は，「教師像」や「総

リーとは別のカテゴリーに位置づいていた「豊か

合的人間力」というより包括的なカテゴリーに含

な人間力」が，く平成17年・18年〉においては，「豊

まれながらも，結局は「人格的資質」とされてい

かな人間性」という言葉に代わり，「総合的な人

ることからも，内容的には く平成9・11年〉 と同

間力」という同じカテゴリー内に，「コミュニケー

様の「資質能力」という意味合いをある程度含ん

ション能力」と並列する形で記載されるように

だままであると言える。また，「コミュニケーショ

なっている。また，「コミュニケーション能力」

ン能力」が必要とされる根拠やその定義について

と併記される語を見ていくと，く平成9年・11年〉

も同様に，曖昧なままであることが分かる。

と同様，「対人関係能力」と並列されている点は
変わらないが，「ネットワーキング能力」という
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（3） く平成24年〉「これからの教員に求められる

（iii）総合的な人間力（豊かな人間性や社会性，ヨ

資質能力」

ミュニケーションカ，同僚とチームで対応する

平成24年8月28日の中教審答申「教職生活の全

力，地域や社会の多様な組織等と連携・協働で

体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に

きる力）

ついて」（以下，平成24年8月答申）では，く平成

17年・18年〉 での「コミュニケーション能力」の
記載のされ方と類似する点がいくつも見られなが

（注）コミュニケーション能力の下線・太字は，
著者が加筆したものである。

らも，変化している点も同時に見受けられる。こ
こでの「コミュニケーションカ」の記載は，「T．

ここでの「コミュニケーションカ」の意味付け

現状と課題」における「これからの教員に求めら

られ方について見ていく。まず，「コミュニケー

れる資質能力」の中に見られ，さらにその下位カ

ションカ」が位置づいている大きな枠組みを見て

テゴリーである「（i）教職に対する責任感，探究力，

みると，く平成24年〉の「コミュニケーションカ」

教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力」，

は，「これからの教員に求められる資質能力」の

「（ii）専門職としての高度な知識・技能」，「（iii）総合

中に位置付けられており，く平成17年・18年〉の「あ

的な人間力」のうち，「（iii）総合的な人間力」の中

るべき教師像の明示」では一度見られなくなって

に位置づいている。「コミュニケーションカ」は，

いた「資質能力」という言葉が再度使われるよう

その中で，「豊かな人間性」や「社会性」，「同僚

になり，く平成9年・平成11年〉 の「今後特に教

とチームで対応する力」，「地域や社会の多様な組

員に求められる具体的資質能力」に近い形で位置

織等と連携・共同できる力」と並列されて記載さ

付けられていることがわかる。しかしながら，さ

れている。「これからの教員に求められる資質能

らに，その下の下位カテゴリーについて見てみる

力」については，「それぞれ独立して存在するの

と，く平成9年・11年〉では見られず，く平成17年・

ではなく，省察する中で相互に関連し合いながら

18年〉 で記載されるようになった「総合的な人間

形成されることに留意する必要がある」と述べら

力」というカテゴリーの中に「コミュニケーショ

れた上で，以下のように示されている。

ンカ」が含まれていることが分かる。また，「総
合的な人間力」の中で，「コミュニケーションカ」

（i）教職に対する責任感，探究力，教職生活全体

と並列して善かれている語句を見てみると，く平

を通じて自主的に学び続ける力（使命感や責任

成17年・18年〉 において，「コミュニケーション

感，教育的愛情）

能力」は「人格的資質」とされていたが，「人格

（ii）専門職としての高度な知識・技能

・教科や教職に関する高度な専門的知識（グ

年・18年〉 と同様の「豊かな人間性」，「社会性」

ローバル化，情報化，特別支援教育その他の

が記載されていることがわかる。このように，く平

新たな課題に対応できる知識・技能を含む）

成9年・11年〉 と同じ「資質能力」が使われてい

・新たな学びを展開できる実践的指導力（基礎

ると言っても，それが意味していることには大き

的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考
力・判断力・表現力等を育成するため，知
識・技能を活用する学習活動や課題探求型の
学習，協同的な学びなどをデザインできる指
導力）

・教科指導，生徒指導，学級経営等を的確に実
践できる力
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的資質」という記述はなくなっているが，く平成17

な違いが見受けられる。

さらに，「コミュニケーション能力」に続いて
並記されている「同僚とチームで対応する力」と
「地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる
力」について注目したい。く平成17年・18年〉では，
「同僚として協力していくことが大切である」と

されており，個人の心の持ちようとも取れる記述

教師に求められる「コミュニケーション能力」の言説を読み解く

がされていたが，具体的にチーム・集団での活動
について善かれるようになり，他者と関わり合っ
ていくことの必要性がより明確に述べられている
ことが分かる。また，協力・協同する対象として，

「地域や社会の多様な組織等」が記載され，く平
成17年・18年〉では，同僚のみが限定されて善か

4．考 察
ここでは，前章を踏まえ，「コミュニケーショ

ン能力」の定義について，資質能力として捉えら
れた「コミュニケーション能力」の意味について
考察するとともに，その間題点を示していく。

れていたのに対し，く平成24年〉 では，その対象

の範囲がより広く捉えられるようになったと言え
るのではないだろうか。では，「コミュニケーショ
ンカ」とは，これらの人たちと協力すること，連
携・協働できる 力

と捉えられているのだろう

（1）「コミュニケーション能力」の定義

平成9年から平成24年の答申のなかに見られる
「コミュニケーション能力（力）」という言葉は，

それが位置するカテゴリー名や並列する語，階層

か。それとも，別の意味合いを含んでいるのだろ

に変化が見られ，文書ごとに様々な使われ方がさ

うか。

れている。

そして，ここで特に注目すべき点は，これまで

例えば，「教員に求められる資質能力（平成9

使用されていた「コミュニケーション能力」とい

年・11年）」「今後特に教員に求められる具体的資

う用語が，「コミュニケーションカ」へ，つまり，

質能力（平成9年・11年）」「変化の時代を生きる

「能力」が「力」に置き換えられている点である。

社会人に求められる資質能力（平成9年・11年）」

「能力」から「力」への変化は，何か測定可能な

「これからの教員に求められる資質能（平成24年）」

技術やスキルのようなものから，「生きる力」に

としての「コミュニケーション能力」，「人間関係

もあるような，測定不可能でどこか漠然としたも

に関わるもの（平成9年・11年）」としての「コミュ

のを意味するようになったという印象を受ける。

ニケーション能力」，「総合的な人間力（平成17年・

しかし，く平成17年・18年〉 では，「コミュニケー

18年，24年）」や「人格的資質（平成17年・18年）」

ション能力」は「人格的資質」とされていたこと

としての「コミュニケーション能力」，「社会性，

を合わせて考えると，コミュニケーション能力が

対人関係能力，ネットワーキング能力（平成9年・

スキルに近い意味合いで，コミュニケーションカ

11年）」と並列された「コミュニケーション能力」，

が人間性といったより広い意味合いを持つとは単
純には考えにくく，その真意は定かではない。
以上のように，く平成24年〉では，「コミュニケー

「豊かな人間性や社会性，対人関係能力」と並列
される「コミュニケーション能力」，そして，「豊

かな人間性や社会性」に加えて，「同僚とチーム

ション能力」から「コミュニケーションカ」へと

で対応する力，地域や社会の多様な組織等と連

記載のされ方に変化が見られた。ここでの「コミュ

携・共同できる力（平成24年）」と並列した「コミュ

ニケーションカ」は，「資質能力」という言葉が

ニケーションカ」となっている。

大きなくくりとして再度使われるようになり，一
見 く平成9年・11年〉 に近い形に戻ったと思わせ
ながらも，詳細を見ていくと く平成17年・18年〉

渡遽（2006）は，このような変化を概観し，「コ
ミュニケーション能力」の意味付けは，平成17年
「新しい義務教育を創造する」において一つの転

に近い内容となっている。また，コミュニケーショ

機を迎え，コミュニケーション能力が「単なる会

ンカと並記されている協力・協働する対象につい

話能力」から「人間関係に関わる能力」として認

ては，より広い対象が含まれるようになった。し

知されるようになったと指摘し，次のように述べ

かし，このような変化に関する意図や意味につい

ている。

ては定かとは言えず，今までと同様に明確な定義
も見られない。

コミュニケーション能力については，単
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なる会話能力というものとしてではなく，平
成10年の教養審答申から，変化の時代を生き
る社会人に求められる資質能力，とりわけ，

「コミュニケーション」が「能力」として捉えら
れていることについて考察する。
「資質能力」としての「コミュニケーション能

人間関係に関わる能力として，社会性・対人

力」は，以下のように見受けられる。まず，く平

関係能力という面から求められるようになっ

成9年・11年〉 において，「コミュニケーション

た。このように考えるようになった流れは，

能力」は，「教員に求められる資質能力」，「今後

平成17年10月に公表された中教審答申（『新

特に教員に求められる具体的資質能力」，「変化の

しい義務教育を創造する』）で，はっきりと

時代を生きる社会人に求められる資質能力」とい

確認できる。（渡遽，2006，p．26）

うように，幾十もの「資質能力」という括りの中
に位置付けられていた。く平成17年・18年〉 では，

以上のように，「コミュニケーション能力」と

「コミュニケーション能力」は，「あるべき教師

いう言葉は，様々に形を変えながら繰り返えされ

像の明示」というように，「教師像」という大き

ているが，結局，具体的な定義付けはされておら

なくくりの中に位置付けられるようになったが，

ず，明確な意味は示されていない。その記載のさ

さらに詳しく見て行くと，結局，資質能力と個人

れ方から推測可能な意味合いは混在しており，多

が所有しているものという点で近い意味の「人格

様な解釈が可能な状態である。あたかも自明なも

的資質」とされていた。さらに，く平成24年〉では，

のとして扱われている「コミュニケーション能力」

「これからの教員に求められる資質能力」という

の意味合いも，例えば教育政策文書や教育現場に

ように，再度「資質能力」という言葉でくくられ

おいて，場や人により違った意味で使われるとい

るようになった。つまり，平成9年から平成24年

う状況が想像できる10。このことは，子どもに必

においても，最終的には，「コミュニケーション

要とされるコミュニケーション能力が，「コミュ

能力（力）」は，根底で「教師に必要な資質能力」

ニケーション教育推進会議審議経過報告書」（平

という枠組みに集約された形で論じられているこ

成23年8月29日）において定義付けられているこ

とがわかる。

とと対照的である11。

このように「コミュニケーション能力」が資質

「コミュニケーション」という概念の意味や，

能力として捉えられる背景には，教員の資質能力

コミュニケーションという観点からの課題への取

について，近代学校体制が導入されて以来繰り返

り組見方について明確になっていないことは，教

し議論され，答申において教師の資質能力が繰り

育の現場に限らず企業における人材の確保・育成

返し述べられていること，また，近年の教員政策

などの文脈においても指摘されている（g，g．，桧

が「教師の資質能力向上」や質保証を強化・厳格

本，2011）。「コミュニケーションカ」への注目度

化し，教員養成系大学・学部においても，教員の

が増し，育成方策の議論が必要とされる中で，実

資質向上に関して改革12が進められているという

際に何が必要とされるのか，またその根拠は何な

大きな枠組みの影響が考えられる。

のかといった内容を明確にし，具体的な形で考え
ていく必要があるだろう。

しかしながら，「資質能力」とは，そもそも何

を意味するのか。また，「資質能力」としての「コ
ミュニケーション能力」とは，何を意味するのか。

（2）「資質能力」としてのコミュニケーション能

『大辞泉』で引くと，「資質能力」という文言は

力と個人主義

見受けられず，資質については，「生まれつきの

次に，教師に求められる「コミュニケーション

性質や才能」を意味し，能力は「物事を成し遂げ

能力」が，常に「資質能力」としての「コミュニ

ることのできる力」を意味する，とある。つまり，

ケーション能力」とされてきたこと，そしてまた，

それらを掛け合わせた「資質能力」とは，先天的
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で決定的な個人の資質，また個人が保持し優劣と

うような言葉が見つけられ，「話す力」や「プレ

いう価値判断を伴うものという意味で捉えられて

ゼンテーションカ」から想定されるような1対1

いると考え，その中に位置付けられている「コミュ

で一方通行のコミュニケーションというより，「集

ニケーション能力」についても同様に考えること

団」という視点が重視されてきているように見受

ができる。つまり，このような「コミュニケーショ

けられる。しかしながら，これらは常に「資質能

ン能力」の捉え方の特徴は，「個」に焦点があて

力」という枠組みの中で語られており，達成目標

られているという点に加え，ある一定の事柄がで

も，どのような集団や関係性を作ることが目指さ

きることを良しとする価値判断とそれによる評価

れているのかというように，集団のあり方や機能

が伴う点に特徴があると言える。

の仕方など，「集団」が直接的かつ最終的な目標

コミュニケーション能力の捉えられ方は，「資

とされている具体的文言は見つけられない。この

質能力」という意味と親和する形で用いられてき

ようなことからも，桧本の指摘のように，結局は，

たと考えられる。松本（2011）は，「コミュニケー

達成目標の単位となっているのは，「集団」では

ション能力」という言葉は，そもそも言語の獲得

なく，あくまでも「個人」であり，視点が「単体

や運用の科学的研究において長く用いられてきた

としての個人」から「集団の構成要因としての個」

概念であり13，「情報や考えなどを適切に理解し

へと変化しているとしても，結局は，「個人」が

たり適切に伝えたりする」ことを想定して使われ

単位とされ，「個人」に焦点化された資質能力の

てきたと言う（p．180）14。このような捉え方にお

向上が目指されていることには変わりがないと言

いては，「コミュニケーション」は，単なる一方

えるだろう。そして，このように，「集団」に関

向の「話し方」といった表面的で狭い意味として

することさえも「個人」を単位として語られるこ

捉えられており，このように人間をメッセージ送

とが，教師に求められる「コミュニケーション」

受信のラインの両極に置き，人間個人にコミュニ

が結局何を指しているのかを分かりにくくしてい

ケーションに関する責任を求める構造を持つ「コ

る一要因であると考える。

ミュニケーション能力」の捉え方について，板場
（2010a）は，「人間中心主義的なもの」であり，

「集団」に関することを「個人」という視点か

ら語られることの問題については，コミュニケー

自己責任のレトリックとも親和性が高いと指摘す

ションに関する研究者によって指摘されているこ

る。自己責任のレトリックには， 本人の努力が

とである。例えば，板場（2010b）は，「コミュ

足りない や やればできる といったものがあ

ニケーション能力」が個人の能力として捉えられ

げられるが，このように「コミュニケーション能

る問題，コミュニケーションとは完全に個人的な

力」を捉えることで，コミュニケーションに関す

ものではあり得ないにもかかわらず，個人の問題

る諸問題を個人の努力や能力の問題に還元してき

として捉えられることについて，次のように述べ

たと言える。

ている。

桧本（2011）は，このような従来の「コミュニ
ケーション能力」を捉えるパラダイムの中では，

自分の能力を発揮すれば何とかできそうな

「集団の一人ひとりの能力を上げる」，「集団の一

ことと，自分の力ではどうしようもないこと

人ひとりに行動規範を守らせる」ことで，集団の

が混在しているのがコミュニケーションであ

力も向上すると想定されていたと言う。このこと

る。自分がいくら正確かつ効果的に話をして，

は，政府の政策文書にも反映されていると言える。

それが客観的にも正確で効果的だと評価され

平成9年から平成24年の答申を振り返ると，「コ

たとしても，肝心の相手がよく聞いていない

ミュニケーション能力」と並列する言葉に，「チー

こともあり得る。そのとき，コミュニケーショ

ムで対応する力」や「連携・協同できる力」とい

ン能力は発揮されたがコミュニケーションは
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成立していないことになるのであろうか。コ

るという仮説を立てている。これらの視点は，研

ミュニケーションが成立しなかった責任は，

究・教育実践を行っていく上での示唆となる。

聞かなかった相手にあるのか，聞かせられな
かった自分にあるのか，それとも両方にある
のか，そして，その判断基準が安当なのはな
ぜか，といった問題も生じてくる。（p．30）

5．まとめと課題
以上見てきたように，政府は中教審答申の中で，

教師に対して「コミュニケーション能力」の必要
つまり，コミュニケーションは，絶対的な規準・

性をくり返し述べていることが分かる。また同時

基準を適用して評価できるようなものではなく，

に，近年では，その育成の必要性についても言及

個人の裁量ではどうにもできない側面を含み，文

されるようになっている。例えば，平成25年度よ

脈依存的にしか見出すことができないものがある

り，教職課程の質保証を目的として教員養成課程

ということ，また，個人の資質能力という視点か

の新たな授業科目として実施される「教職実践演

らは捉えきれない，共同体的な過程や現象として

習」15においても，コミュニケーションカの育成

の諸問題が存在しているということである。「コ

がその教育目標として掲げられている。「教職実

ミュニケーション能力」という言葉が，このよう

践演習」とは，「教員として必要な資質能力の最

なコミュニケーションの前提を見えにくくしてい

終的な形成と確認」を行う名目で新設された授業

ると考えられ，貴戸（2011）は，このような，「他

科目であるが，答申の中で繰り返し述べられてき

者や場との関係によって変わってくるはずのもの

た「コミュニケーション能力」についての具体的

を，個人の中に固定的に措定すること」を，「関

対策として，教員養成課程の学生のコミュニケー

係性の個人化」と呼んでいる（p．3）。

ション能力を評価する科目として位置づいている

では，個人化された関係性や集団について，ど

と考えられる。また，平成24年8月答申において

のように捉えていくべきだろうか。貴戸（2011）

示された「教員免許制度の改革の方向性」の中で，

は，「関係性」というものが，「個人」と「社会」

新しく創設される予定の「一般免許状（仮称）」

のどちらか一方だけに還元できないあいだに生じ

についても，「探求力，学び続ける力，教科や教

るものであるという点に着目し，「関係性」をめ

職に関する高度な専門的知識，新たな学びを展開

ぐる問題については，「『個人』にも『社会』にも

できる実践的指導力」に加え「コミュニケーショ

還元することを可能なかぎり先送りしながら，そ

ンカ等を保証する，標準的な免許状である」と説

のまま『関係性』の水準で捉えてみること」，つ

明がされている。

まり，「『どのような文脈で，誰の，いかなる振る

これまで教員養成大学では，教科ごとの知識習

舞いがコミュニケーションの途絶を招いているの

得型の学びが中心とされ，教師の教科教育以外の

か』をその都度問い返していく」という碇案を行っ

役割，つまり，コミュニケーションをとり，関係

ている（p．8）。また，桧本（2011）は，コミュ

を築いたりするといった側面については，教員養

ニケーションを「状態」として捉えることを碇案

成大学の中で十分な取り組みがされてきたとは言

している。自身の論文（松本，2009）を引用し，

えない。学校現場が多様化・複雑化し，メディア

コミュニケーションを，「2人以上の人間が，言

ではいじめや体罰問題などが取り上げられる中

語・準言語・非言語を媒介として，直接的または

で，教師を取り巻く人々との関係性について，教

間接的に関わり合っている状態」（絵本，2011，

員養成の中で今まで以上に取り組んでいくことは

p．181）と捉えることで，その状態に変化をもたら

重要である。このような現状の中で，コミュニケー

す要素や方法を考えるという視座を持つことがで

ション能力育成のための具体的対策として「教職

き，教育的課題を整理し取り組む上でも有効であ

実践演習」が新設されたことは，「コミュニケー
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ション能力」の捉え方については別に考える必要
があるとしても，一定の評価をすることができる
と言える。

では，どのように新たなカリキュラムやプログ
ラムを考えていく必要があるだろうか。コミュニ

【註】
1「教員」と「教師」の語の定義については，岩内亮一・
本書修二・明石要一編（2011）「教育学用語辞典（第四
版 改訂版）」学文社の中で，以下のように述べられて
いる。「教員」については，「近代公教育制度のものと

ケーション教育に関しては，未だ明確な定義に

で公的に認定された資格をもち，意図的な教育活動に

そった形のカリキュラムが教育機関で実行される

携われる公職者をさす。したがって教員とは，近代学

には至っていない現状が指摘されているが（g．g．，
宮原，2011），答申の中でも，「コミュニケーショ

校の成立にともなって出現したマスオキュペーション
である」とされている（p．68−69）。また，「教師」につ
いては，広義にとらえると，「学問や技術・芸術などの

ン能力」をどのように育成するのかという具体策

特定専門分野において知識や技能を教えたり，あるい

は提案されておらず，内容については各大学や各

は思想・思考や行動様式などにおいて他の人の模範と

教員に委ねられているのが現状である。このよう

されたりする人を意味する」とある（p．74）。つまり，

な状況を踏まえ，北海道教育大学では，2011年度

教員という語には，近代公教育制度のもと，近代学校

の成立とともに出現した公職者という「職業」的意味

より文部科学省特別経費事業として，「富良野

合いが強く，一方で，「教師」という語には，ある知識

GROUPと連携した演劇的手法による教員養成課

や技能を教える人，また，模範とされる人という，「人」

程の学生並びに現職教員のコミュニケーション能

が行う行為や他人からの認識のされ方に重点が置かれ

力育成プログラム開発」プロジェクトの中で，「コ

た語であると言える。
本論文では，「政府の意図」を含んだ「職業」的意味

ミュニケーション能力」を「コミュニケーション

合いが強い際には「教員」という語を使い，政府が作

実践」という形で捉え直した，教員養成における

り出す言説の中を生きる「人」を指す際には，「教師」

「コミュニケーション実践」プログラムの開発を
行っている。
「コミュニケーション」を軸とする教師教育の
在り方を考えるにあたり重要なのは，まず，考察

で見てきたように「コミュニケーション」と「能
力」という言葉の矛盾を認識した上で，「コミュ
ニケーション」の具体的定義付けとその内容を明

という語を用いている。また，この視点をふまえた本
論文の目的は，「教員」養成ではなく，「教師」教育へ

の示唆を得るためである。
2 「教職生活全体を通じた教員の資質能力向上の総合
的な向上策について（審議経過報告）」は，平成23年1
月31日に中央教育審議会「教員の資質能力向上特別部

会」によって中央教育審議会に諮問された審議経過報
告書である。
．「教員の資質能力向上 特別部会 基本制度ワーキ

らかにすることである。また，「個人のコミュニ

ンググループ（第1回）」（平成23年7月22日開催）の

ケーション能力が以前に比べて低下している」と

配布資料 「求める教員像」の3項目の一つとしてあ

いう前提を疑うことも重要であると考える。教員

げられている。
4 中央教育審議会「教員の資質能力向上特別部会」に

養成課程にコミュニケーションに関する科目が必

よる調査。「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員

要なのは，社会状況の変化に伴い，今までの教師

免許更新制の効果検証に係る調査集計結果【速報】」（平

教育の在り方や教員養成の制度やしくみでは，社

成22年9月公表，文部科学省委託調査）資料「教職正

会的状況の変化に対応できずに不十分であるから
であり，問題を一個人の自己責任論に転化しない
形で，建設的な議論を行っていく必要があるだろ
う。このような視点から，教師数育としてのプロ
グラム開発や教員養成大学向けの教育システムの

確立とその体系化をはかっていくことが重要かつ
急務であると考える。

確の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策
について（審議経過報告）」（平成23年1月31日）

5 例えば，厚生労働省は2004年から2009年の間，より
若者のコミュニケーション能力の「低さ」に対処する
名目で，「YES−プログラム」（正式名は「若年者就職基

礎能力支援事業（You−theEmployabilitySupport
Program）」）を立ち上げている。
厚生労働省「『YES−プログラム』の概要」
http：／／www．mhlw．go．jp／houdou／2006／03／dl／hO310−
6a．pdf
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6 経済産業省は，平成18年に社会（企業）が求める能
力として「社会人基礎力（3つの能力／12の能力要素）」

身につけることが求められていく傾向にある。
13 叔場（2010b）によると，応用言語学の分野でのコミュ

を定義し，その中に，コミュニケーションカ（発信力，

ニケーション能力とは，文法的能力・社会言語的能力・

傾聴力，柔軟性，状況把握力）をあげている。また，

談話的能力・方略的能力という4技能の相対として捉

日本経済団体連合会が実施した「新卒採用（2011年3

えることが多い，という。

月卒業者）」に関するアンケート調査（回答は25項目の

14 松本（2011）は，このようなコミュニケーション能

うち5項目を選ぶ方式）によると，企業が採用選考の

力は，Shanon＆Weaver（1949）の機械論的モデル

際に重要視する要素の第一位は8年連続でコミュニ

やSchramm（1954）などの円環的モデルのような考

ケーション能力である。また，80．2％の企業が重視し

ているという。
http：／／www．keidanren．or．jp／japanese／policy／2011／
091．htm1

7 松本（2007）は，タイトルに「教師」という語が使

え方に依拠しているという。
15 中央教育審議会（平成18年7月11日開催）の配布資料，
「今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申）」

において，中央教育審議会は，教員養成・免許制度の

改革の重要性を訴えている。改革の具体的方策の一つ

われていることからも分かるように，ここで引用して

として，「教育課程の質的水準の向上」を目指して「教

いる他の論文に比べ，1人の人としての教師の育成と

職実践演習」の新設・必修を提唱している。現在は，

いう視点に重点が置かれた論文と言える。

平成20年11月の教育職員免許法施行規則の改正により，

8 平成22年教員の資質能力向上特別部会（第2回）の
配布資料である「教員に求められる資質能力に関する

実際に「教職実践演習」の新設・必修（H22新入生から）

となっている。

関連答申」の中では，「教員に求められる資質能力」に
関連する昭和62年から平成18年までの政策文書が5つ

収り上げられている。

【引用・参考文献】

9 答申では，「教員に求められる資質能力」は，「教員

に求められる資質能力と教職課程の役割」の中に記載
されている。
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ある。
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