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1．はじめに：創造性をめぐる問題の所

方，排他的競争と結びついた探究学習（疑似的探究

在

学習）などは，危ういことなので，私たちは警戒し
なければならない。

創造性とは，辞書的には，オリジナルなアイデア

日本人はクリエイティブなのか，という問いも看

を作り出すこと，のように定義されている。詳細な

過できない。たしかに，日本は，様々な優れた文学

定義は論者によってさまざまであろう。本学会の趣

作品の蓄積があり，社会科学の諸研究，理工系研究，

旨に即していえば，創造性，あるいはクリエイティ

医学研究などは高い水準を誇ってきた。しかし，国

ブといった表現は，学術的な意味はもとより，市民

立大学法人の予算削減などの流れの中で，学術論文

的，日常的なレベルでの意味も含んでいる。また，

の生産性は低下している（豊田，2019）。さらに，

世代的には，乳幼児，児童，生徒，学生，社会人，

Society 5.0 の中で，AI 研究や G5 の開発において日

さらには退職された方をも含み込むだろう。子ども

本は相当遅れている（井上，2019）。学校教育にお

が本人にとって新しい発見をしたり，読書をして感

ける ICT 活用においても，日本は遅れている。そし

動したりすることは，クリエイティブな活動に位置

て，PISA の得点は低下している。報告当日において

付けられると思う。

詳細を述べるが，「根拠のないゆとり教育批判」に

今日の社会は，グローバル化や Society 5.0 がキー

よって，教育課程政策の形成過程が狭隘化している

ワードになっている。それだけではない。共生，寛

ことが，事態をさらに困難にしている（佐藤，岡本，

容，人権，平和，サスティナビリティが一層求めら

2014）。そもそも，「根拠のないゆとり教育批判」が

れている。このような現代社会の中で，政策的にも，

広まった要因も，メディアリテラシーや批判的考察

実際的にも，学校教育，大学教育におけるクリエイ

力の育成不足にあるとはいえないか。Society 5.0 の

ティブな活動が重視されていることは言うまでもな

中で，日本人がクリエイティブでいられるか，ある

い。クリエイティブな学習活動は，探究学習に象徴

種の危機的状況とは言えないだろうか。

される。この探究学習は，共生，寛容，人権，平和，
サスティナビリティを理念とするものである。一
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2．本報告の目的

3．教師という仕事は Society 5.0 におい
て生き残ることができるのか

報告者に与えられた課題は，シンポジウムのテー
マに関わっての教師の専門性であった。それは，学

周知のように，AI の進展によって様々な仕事が

校における教師，広くは教師集団，学校組織の問題

なくなるとか，仕事の性質が変わるとか，新しい仕

にもなると思う。では，初等中等教育の学校現場に

事が生まれると指摘されている。だが教師に関して

おける教師はクリエイティブかどうか。古来，教師

は，
「教師は AI に代替できないだろう」という優し

はクリエイティブであったともいえる。優れた教師

い論調が多い。坂本真樹は「人工知能が苦手である

はクリエイティブであったというべきかもしれな

とされている高度な能力が必要で，いわゆる ﹁責任

い。子どもの表情を読み解き，わからないところを

の重い仕事﹂」
（坂本，2017，p. 39）として，医師や小

想定し，興味を引き出すこと，教養に裏付けられた

学校教師をあげている。
「教師は無くならない」論の

解説や対話をすることなどは，クリエイティブな行

根拠は，意外と素朴であり，概して，AI は専門的な

為に他ならない。すべての教室と児童生徒は異なっ

領域の対応しかできない，AI が教師を支援する，教

ているため，クリエイティブな教育方法を遂行しよ

育は子どもの反応を見て感動を分かち合わなければ

うとすれば，教育方法のパターン化が困難になって

ならないから，教師は人間ならでは仕事だ，という

いく。しかし，それはパターン化から自由になる

ものだった。

チャンスである。パターン化から解き放たれた時，

一方，松尾豊は，2030 年頃，AI が教育に参入す

児童生徒の表情や気持ちと出会い，インスパイアす

ると指摘している（松尾，2015，p. 51）AI 研究者の

る（し合う）教育（共育）が可能になる（皆さんが，

柳川範之らは「教育のあり方を，より一般的に考え

まだ児童生徒の時代に出会った「優れた教師」は何

ると，AI やロボットが担えない，個別性が高い問題

らかの点でクリエイティブだったと思われる。その

に対して柔軟に対処する能力は人間の強みであり，

「優れた教師」のおかげで，やる気が出たり，勉強が

その強みをより高めていく工夫や教育が今後一層必

好きになったり，やりたいことが見つかったはずで

要になってくる。」（柳川，ほか，2016）と述べてい

ある。その時の思い出は尽きないと思う）
。

る。「個別性が高い問題に対して柔軟に対処する能

報告者は，クリエイティブな教師を「クリエイ

力」はクリエイティブな能力である。Society 5.0 で

ティブな教師とは，未来への見通し，柔軟性，応答

共生と探究を教えるためには，教師自身がクリエイ

力を持ち，子どもの発達可能性を最大限引き出すた

ティブにならねばならない。クリエイティブな教師

めに，リソースを集め，新たな着眼点や手法を自分

について考えるための視点はどのようなものがある

であるいは同僚と構築し，授業，学級経営，学校行

だろうか。

事等において，豊かな学びをつくる専門家である。」

4．教師の専門性について考える：クリ

（佐藤，2018）と定義した。では，クリエイティブ

エイティブな教師の核心とは

な教師の専門性を解明するためには，社会変化の中
で，どのような視点が求められるのだろうか。そし

4．1．教師の氷山モデル：領域論

て，その実際はどのようになっているのか。これら
の点について解明，考察することが本報告の目的で
ある。

イギリスでは，教師の専門性に関する氷山モデル
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図 1．教師の専門性に関する氷山モデル：Bubb & Earley（2007，p. 17）をもとに一部改変した。出典：Bubb, S., & Earley, E.

(2007). Leading and managing continuing professional development (2nd ed.). Sage.

が示されている（Bubb & Earley，2007，p. 17）。氷

る傾向がある。ところが，このような発想では，項目

は水面の上に僅かに現れ，大部分は下に隠れている

が断片化・増加の一途をたどり，要素還元主義に陥

（図 1）
。この氷のメタファーに基づいて教師の実践

りやすい。基本技能をクリアーすることは必要だが，

を領域の観点から構造化すると，第一に，水面上に

要素還元主義を続けてしまうと，専門職としての教

は「学習指導力・生徒指導力」と「教科内容の知識」

師としての成長が持続しないため，クリエイティブ

が現れている。第二に，水面下には「社会的役割：コ

な活動につながりにくい。氷山のメタファーに即し

ミュニティにおける教育活動」
「自己イメージ：何を

て言えば，水面下に隠れている大きな部分を尊重し，

大切にするのか」
「自分の特性：無意識な行動パター

氷山全体をホリスティックに見渡すことが要請され

ン」
「自分の動機：どんな時に情熱的になるのか」が

る。その背景として，元来，人間の成長や教育活動

隠されている。日本では，水面下の氷を「人柄」と

自体がホリスティックであることが指摘できる。
ホリスティック（holistic）の語源はギリシャ語の

いう言葉で一括するが，イギリスのように概念化す
ることも大切だろう。

holos であり，
「全体論的，全身の，関連，つながり」

このうち，水面下の部分が専門職としての特性で

という意味を持つ。ホリスティックな考え方を持つ

あり，水面上と水面下の氷全体から教師の成果が出

教師は，
「共感，柔軟性，人情深さ，民主的価値観を

てくると指摘されている。例えば，授業観察の際，水

表している。そして，多元的な可能性と視野，物事

面上の「学習指導・生徒指導の技能」と「教科の知

が互いに関わり合っていることを認識している。そ

識」に注目しがちだが，それでは十分ではない。教

のような教師は複合的な学びを奨励する」（Bubb &

育専門家の礎である水面下の部分に着目した上で，

Earley，2007，p. 17）。そして，「視線がある一つの

氷全体を見て，個々の教師の力量はもとより，学年

部分に収斂して分析的に見ているのではなく，視界

団や分掌の課題を検討・解決することが校長に求め

を柔らかく広げておいて，部分と部分をバラバラに

られている。

ではなく，それらの〈間〉で織りなされている﹁結

ところで，教師の力量について，通常，
「 1．板書

びつけ合うパターン﹂ のようなものを，全体直観的

が上手か」
「 2．声は大きいか」など，項目を列記す

に把握している」
（吉田，1999，p. 33）。
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図 2．クリエイティブな教師の専門性の三次元 ：ミンツバーグ（2004/2006）をもとに作成した。出典：ミンツバーグ（2006）
．
（原典 2004）
池村千秋（訳）
『MBA が会社を滅ぼす―マネジャーの正しい育て方』日経 BP．

教師の氷山モデルは水面下の氷を構造化し，「教

験を省察することは，自己認識や力量の刷新につな

育は人なり」の内実の説明を試みた点に意義があ

がっていく（金井，2002）。その際，lesson study や

る。だが，氷山モデルをホリスティックに見直すこ

peer review と呼ばれる授業研究の在り方が鍵にな

とも求められている。AI の進展，そしてウイズ / ポ

る。ここでは，詳細は省略するが，授業研究には作

ストコロナを見据えた時，教師の氷山モデルはこの

法が存在することも重要である（佐藤，2018）。

ままでよいのだろうか。例えば，児童生徒の「自律的

第二に，「エビデンス・インフォームド」が必要

な学び」と「共生」を育てようとする時，あるいは，

であろう（Hattie，2005）。この観点を強調すれば，

授業における ICT の最適な活用，個別最適化学習，

「研究者としての教師」がクリエイティブな教師で

非認知能力，コンピテンシーが教育課題になってく

あると言えよう（林，1990）。授業研究や教材研究と

るとき，アレンジすることが必要かもしれない。

いう言葉が学校で普通に使われていることが，その
証左である。ここで研究とは実践に関わる研究であ

4．2．教師の専門性の三次元：コンピテンシー論

る。このような実践研究は重要であるが，学術研究
を否定するものであってはならない。もし，学術研
究を否定して，実践研究だけを進めるのならば，そ

報告者は，今日的な教師の専門性は，コンピテン

の先には空洞しかない。

シーの観点から考察すると，三つの次元から構成さ

第三に，「経験」と「エビデンス・インフォーム

れると考えている（ミンツバーグ，2004/2006）。

ド」に支えられるかたちで発揮できる直観や判断で

第一に，
「教える（学んだ）経験」が必要である。

ある。判断には，合理的な判断，熟慮された判断も

「教える」は自明であるが，
「学んだ」は児童生徒か
ら学ぶ，同僚から学ぶ意味を含んでいる。ただし，

含まれる。教師は判断して，授業中，児童生徒に解

経験を積み重ねるだけではレベルが高いとは言えな

説し，様々な指示や問いを出す。その指示や問いが

い。経験をふりかえることが必要である。省察概念

適切なのかが問われる。判断の連続がリーダーシッ

はその鍵となる。困難な経験を乗り越えて，その経

プ（影響力の発揮）である。
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4．3．これからの教師の専門性の特徴：Society 5.0

これらをクリエイティブな教師の専門性の三次元

に関わって

と捉える（図 2）。Society 5.0 との関連でいえば，特
に，
「エビデンス・インフォームド」が重要である。
日本ではあまり知られていないが，イギリスやオー

これからの新しい教師の専門性は，一言で言え

ストラリアでは，
「エビデンス・インフォームド」が

ば，クリエイティブな教師である。クリエイティビ

非常に重視されている（佐藤，ほか，2019）。そし

ティが教師の専門性の核心に位置づく必要がある。

て，これまでと同様に，
「直観，判断」も重要であ

クリエイティブと言っても，デザイナーや科学者で

る。
「直観，判断」は AI が代替できないものではな

はないのだから，教師は何も独自性やオリジナリ

いだろうか。その上で，残された課題がある。

ティを無理に出す必要はない。むしろ，目の前の子

第一に，三次元のベースとなるビジョンの必要性

どもの実態，その変化と多様性，社会背景（例えば，

である。どんな児童生徒を育てたいのか，将来，未

遊び，友人関係，コミュニケーションの変化など），

来社会の中で，どのような大人になってほしいの

家庭環境を理解し，分析することが求められる。そ

か。一方，教師自身のビジョンや夢も，Society 5.0 に

して，一人ひとりの子どもが，大人になった時に生

なっても，尊重されるべきである。金井壽宏は「長

活を営めるように，学級集団づくりや授業を通して

いキャリアを歩むうえで，夢はキーワード」と述べ

成長を促していく。そのプロセスにおいて，どれだ

ている（金井，1996，p. 41）。言うまでもなく，夢は

け創意工夫をできるか，どれかで柔軟であるか，ど

AI につくってもらうものではない。夢は児童生徒だ

れだけ子どもの発達を「待つこと」ができるか，子ど

けでなく，教師にも必要である。

もの目線で話して助けることができるか，が問われ

第二に，前述のように，個人としての教師の「氷山

ている。基本的人権の保障という原則を持って，教

モデル」を再検討することである。Society 5.0 と呼

育実践の質を豊かにし，経験の構造化によって直観

ばれる社会変化の中で「氷山モデルの理論」は不変

力を形成すれば，教師はクリエイティブになれる。

でよいのか。水面下の人間性の部分がクローズアッ

以上の基本的考えをふまえて，クリエイティブな教

プされるのか。その場合，氷山モデルのような構造

師の特質，つまり，現代社会における新しい教師の

化のままでよいのか。

専門性の核心は次の通りである。

第三に，集団としての教師，学校組織の問題が存

• 教師は，AI を活用し，個別学習の支援及び共

在する。同僚性をはじめとした教師集団の文化の在

同学習への展開を行う。学校経営の 3 要素は人，

り方も問われるが，校長のリーダーシップの問題が

物，金と言われてきたが，これに，時間，AI を

重要になってくる。ここに，クリエイティブなス

加えて，学校経営の 5 要素と呼ぶべき時代が到

クールリーダー（校長，副校長，主幹，主任）が求

来する。つまり，教師が AI を活用し，時には

められる。クリエイティブな教師の問題は，クリエ

分業し，さらに，教師集団として AI を活用し，

イティブな学校管理職の問題につながっている。た

質の高い実践を組織的に展開する。

だし，クリエイティブな組織的活動の裏付けとなる

• 子どもや保護者の思い，図書，教材，地域社会の

コミットメントの安定性，冷静と人情のバランス，

教育リソース，世界の話題等を考慮し，
「共生・

巻き込み力に着目すると，校長と副校長・教頭の間

探究カリキュラム」を開発・実施する。そのた

には大きなレディネスの差があるのではないだろう

めには，幅広い知識と教養，分析力，問題設定

か（佐藤，2020）
。

力，構成力，企画力，発想力が教師に求められ
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る。これらは，卒業論文や修士論文で習得でき

な教師が活躍し難い状況も一部にある。近代化の論

る研究力，エビデンス・インフォームドである。

理とは，上意下達の教育行政構造，校長会の「横並

• 学習のパーソナライゼーションの進展に伴い，

び意識」，分厚い紙の教科書，教科書に依存する教

ニューロダイバーシティ（neurodiversity）の発

師，教師主導の教育方法，部活動中心主義の文化，

想に基づいて，子どもを理解し，支援する必要

教育課程をめぐる総量主義と高度化主義などである

がある。

（佐藤，ほか，2019）。教育システムにおける近代化
の論理を払拭し，学校，教師，子どもを共生と探究

• 教師は AI を活用するだけでなく，AI にできな
いことも考える。AI は，他者との協調，交渉，

を軸とする空間に解放することが，教育改革の主題

ネットワーキング，支援（例えば，子どもの「狭

となる。

い」生活空間の拡大を支援する。発達上の危機

どうやって近代化の論理を払拭し，共生と探究を

を支援する），
環境と文脈に即した学習内容の有

軸とする空間に解放するのか。ポスト / ウイズコロ

意味化，動機づけと励まし，子どもの自信の形

ナのインパクトをどうとらえるか。パラダイムが転

成（inspire，感化，啓発，鼓舞，ひらめき，生

換したと理解すべきなのか。今後，Society 5.0 が加

きている実感，生命力を持たせる）はできない。

速するのか。これらの問いは，広くは学校教育の在

これらは教師の仕事である。

り方，本報告に即して言えば，教師の専門性の在り
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