
 1

 

「スタンダードに基づく教員養成教育の質保証」特別講演会 

 

講演者：ダイト・Ｃ・ワトソン教授（ウィスコンシン州立大学オークレア校） 

司会兼通訳：鈴木正敏准教授（兵庫教育大学基礎教育学系） 

 

本日は、ウィスコンシン州立大学オークレア校からホワイト・ワトソン先生をお招きし、「ウイスコンシ

ン州における教員養成スタンダードの構築と導入、スタンダードに基づく教員養成の質保証」と題して

ご講演いただきます。 

なお、本講演会は平成 21 年度に採択された大学教育推進プログラム GP「スタンダードにおける教員養

成の質保証」の一環として行うものであります。 

 

ワトソン先生は、1983 年サウスカロライナ大学（University of South Carolina）で学士号(B.A)を取られまして、

その後、85 年に修士号(M.Ed)、1994 年にノースカロライナ州立大学（North Carolina State University）にて

Ed.D を取られています。 

この滞在中に近隣の幼稚園・小学校・中学校を視察いただいたのですが、先ほどお聞きしましたら、幼

稚園・小学校・中学校・高等学校で教員をされたことがおありで、5 歳児から高校 3 年生までと幅広い教

職経験をお持ちです。 

先生のご専門は、子ども達の多文化的な文学体験、小学校教育と多文化教育全般、それから都市部にお

ける多文化教育、Urban Education とプロフィールには書かれてありますが、都市部における教育は、

多文化的な状況と合いまって、非常に大きなアメリカでの課題となっております。 

次に Literacy as Access とありますが、これは子ども達のリテラシーを上げることによって、社会の中で

の社会的成功というものに、どのように子ども達を導いていくのかという意味です。 

また、Equity and Diversity とありますが、これは平等性、多様性そういったものを教科に取り入れる

ということ、従って Critical Pedagogy そういったものにどのように興味を導いていくのか。そういった

ことに対して、どのような有能な教師を育てるか。 

また、Urban Teacher and Professional Development とありますが、これは都市部、特に多文化的な環

境において、より高度な能力が教員に求められており、そのような状況の中での教員養成が非常に大き

な課題となっていることからのようであります。 

 

本日の講演は１４時４０分頃までとしています。その時間一杯まで講演を行い、その後、質疑応答を行

いたいと思います。 

時間のある方は是非残っていただいて、ご質問をしていただければと思います。 

 

続きまして、兵庫教育大学鈴木篤特命助教にアメリカのスタンダード制度について説明をしてもらいま

す。 

初めまして、鈴木篤と申します。 

お手元の資料をご覧になられますと、4 枚綴りＡ４のものがあるかと思います。 
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「アメリカ INTASC 教員養成スタンダード」と書かれたものです。 

現在イギリス、ドイツ、アメリカ、オーストラリアそういった諸国において、アウトプットを基準に教

員養成の質保証をどのように行っていくかという議論が盛んになっているということがありまして、ア

メリカの教員養成スタンダードといえば、INTASC(Interstate New Teacher Assessment and Support 

Consortium)というのが有名かと思います。 

本日のワトソン先生の講演との関連について、まず簡単に説明させていただきたいと思います。 

アメリカではご存知のように、州によって免許を更新する際ですとか、教員採用、免許交付、教員養成

プログラムなどの基準がそれぞれ異なっていまして、教員に一定の水準を保障すると言うことがこれま

で困難であると問題になってきました。 

そのような中で、州教育長会議によって 1987 年度以降いろいろなスタンダードの開発が行われますが、

1992 年にコアとなるスタンダードが開発されました。 

開発目的は、新任教員の評価を行い、彼らに求められる基準を示すためのモデルを開発することで、最

終的にスタンダードを基準とし、インプットをベースにするのではなく、アウトプットをベースにした

教育を促進するということです。 

これまでにすでにコアスタンダード以外に、芸術教育スタンダードや外国語教育スタンダード、数学教

育、自然科学､特別支援系の教育スタンダードというものが設けられているのですが、その中でもコアス

タンダードと言うものがジェネリックプログラムとなります。 

教科にとらわれない教員の資質のような部分に触れたものになります。 

各州別スタンダードやウイスコンシン州スタンダードとの関係では、各大学における教員養成に際して

は、INTASC の各スタンダード、コアスタンダードなどを参考に作成された州別のスタンダードに基づ

き教育が行われています。ウイスコンシン州も同様です。 

2 枚目にあるのがコアスタンダードの大きな 10 項目（資料：INTASC コアスタンダードの項目内容）となります。

これらは系列ですので、3 枚目（資料：各項目の対象領域）のように考えていただけると、理解しやすいかと思

います。 

それぞれのスタンダード項目 10 項目を基に、それぞれ知識、態度・志向性、遂行能力というものが設け

られていまして（資料：INTASC コアスタンダードの構造参照）、例えば【原則１：教科内容】の態度・志向性に関

してですと、4 つの下位カテゴリー、下位項目が設けられています。このような内容がそれぞれの原則に

基づいて設けられていまして、それを参考に各州において独自の基準を作っているということです。 

ウイスコンシン州の事例について、ではワトソン先生にお願いしたいと思います。 

 

今日はどのような方が参加されているのか、聞いてみたいと思いますので挙手をお願いします。 

教員の方？ 事務の方？ 院生さん？  

はい、ありがとうございました。 

 

今日は皆さんの前でお話出来て大変嬉しく思います。 

私は、非常にインタラクティヴで相互作用的にするという、話し合いをしながら進めて行くという感じ

のスタイルで、いつも講演を行っています。 

この教室でこの人数ですので動き回るというのは難しいかもしれませんが、時折皆さんでお互いに話し
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合ったり相談したりする時間を持ちながら進めて行こうと思っています。 

 

鈴木篤特命助教の方から説明していただいたように、アメリカでスタンダードというものがどのように

発展していったかと言うことを聞かれたと思いますが、私の講演の中ではウイスコンシン州の中でその

全米的な動きをどのように受けてきたのかと言うことをご説明していきます。 

アメリカでの動きを考えますと、3 つのレベルで、一番上のフェデラルというのは連邦と言う意味で、右

側のナショナルというのは全米的と言う意味です。 

フェデラルと書いた時には、連邦政府、政府の方からという意味合いです。 

ナショナルと書いた時には、全米レベルの人々の中から沸き上がってきたという意味があります。 

スタンダードについては、フェデラル（連邦政府）の方から最初始まりましたが、実際にはナショナル

（全米レベル）人々の間でそれが承認されていったという経緯を含んでいます。 

連邦政府の法的な教育に対する権限は非常に限られたものであります。 

連邦政府には、薦めたり、示唆したり、そう言うことでしか権限的にはないわけです。 

推進するということで一応ポリシーを決めることが出来るのですが、そこに予算が付いてきて、その予

算によって推進したり、指示したり、示唆したりして、強める役割をするわけです。 

教育の権限というのはほぼ州に任されております。 

州が教育に関する法律をつくる主体となっていますので、連邦政府はいかに州に対して、連邦政府の政

策を承認させ追従させることが出来るかどうかです。 

どうやったらそういうことが出来るでしょうか？ 

ちょっと皆さんで考えてみていただけるでしょうか？ 

もう一度説明させていただきます。 

連邦政府は政策方針を決定することが出来ます。 

ただし、実際に法的に遂行するのは州の政府に任されています。 

じゃあ、州政府がそれを遂行するためには、連邦政府はどうすればいいのでしょうか？ 

（インセンティヴを付与したりとかしながら、いろんなことを進めて行くのですけれども･･･） 

連邦政府が政策方針を決定してほとんどの州がそれを採用しそれに従ったという１つの例を挙げますと、

NCLB というのがあります。 

お聞きになったことがあると思いますが、NCLB 法（「どの子も置き去りにしないための初等中等教育

改革法(No Child Left Behind Act of 2001)があります。  

皆さんは、NCLB 法が出来たとき「連邦が出した政策なのだから、州はそれに従わなくては行けない」

とお感じになったかもしれません。 

でも実は、州は連邦政府からその政策の承認、採用を薦められたとしても、それに従わなくてもいいわ

けです。 

NCLB 法は今ほとんどの州がこれを採用し承認しているのですが、どうやったらこのようなことが出来

るのでしょうか？ 

あなただったらどうしますか？ 

皆様のご意見をお聞きしたいと思います。 
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（フロア－から） 

はい、 

日本の場合に当て嵌めて考えると、そういう政府の政策に補助金を付けたり、あるいはモデル事業やパ

イオニア事業を教員と共同で行うというのがあります。 

 

他にありますでしょうか？ 

 

先ほどの問いに対する答えとしては、「もしその政策を採用しちゃんと実行出来たのであれば補助金を上

げますよ」というような「にんじん」をぶら下げているわけであります。 

連邦とナショナル（全米的）、連邦というのは政府の政策的決定・方針決定です。 

ナショナルは全米的な教員・研究者組織という団体が、連邦政府の政策方針に従ってそれを承認し、そ

れに従って実践します。 

実践とか研究を進めて行く上で、学会や教育協会などの団体がそういった役割を持っています。 

その協会なり団体の中に大きなものが 2 つあり、その 2 つが全米的な大きな動きになっています。 

一つは州知事会で、もう一つは全米の教育長が皆集まって作っているところ教育長会になります。 

州の知事会と州の教育長会の二つが連邦政府の政策方針を承認しそれを採用すると、そこから全米に広

がっていくわけです。 

連邦政府の政策方針というのは、その連邦政府のつける補助金等によって推奨されますし、それと先ほ

ど言った州知事会・全米州教育長会その二つの団体によって承認されて、それが推奨されると、全米に

一斉に広がっていくことになります。 

州政府がその政策を承認・採用すると、連邦政府からそれに見合っただけの補助金が下りてきます。州

政府・州教育長会が各地方の教育委員会または教育事務所のような所に補助金を再分配するのです。 

 

文脈を理解していただくために、少し皆さんに質問しますと「日本では文部科学省から地方に教育政策

がどのように下りているのでしょうか？」 

（フロアに向かって）じゃあ、「日本はこんな風に下りてきています」っていうことを、皆さん達で「日

本ではこうなっているよね」っていう話しをしていただければと思います。専門家がいれば話は進むか

もしれませんが。 

 

「今、ワトソン先生に説明して、先生に解っていただけたらいいですね」って確認したら、「いや、皆さ

んの間で、皆さんに向かって説明して皆さんが『あっ、そうだよね』って言ったら、そちらの方が大事

なので」と言われたのですが、どうでしょうか？ 

 

（フロアーからの発言） 

日本では、文部科学省の政策を実施するに当たり、必ず各都道府県の教育委員会を通すというのが通常

になっています。それはなぜかというと、都道府県の教育委員会には「広域的な教育の質を保っていく」

という役割があるためです。実際には、教育を実施するのは市町村と言うことになりますので、市町村

の教育委員会が推進することになります。 
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ただ、平成 12 年施行地方分権一括法（都道府県に対する国の関与、市町村に対する国又は都道府県の関

与のあり方を見直し、基準と手続を整備した）により、文部科学省が出来るだけ意識して、市町村、直

接教育を実施するところに資金を流すという考え方で、市町村教育委員会自体に補助金を流すというよ

うなことも出てきています。モデル事業の方も、市町村教育委員会や学校に直接委託をするというケー

スも出てきています。 

ただ一つ、都道府県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、国から県となっています。 

市町村の学校についても県が出し、直接市町村へとはなっていません。必ず間に県が入っています。こ

れが私の理解です。 

 

 

今この話を皆さんにしていただいたのですが、スタンダードというのは標準ということで、全ての人が

その標準に向かっている、標準化をするということが目的であります。 

ですから、どうすれば全ての人に行き渡らせるかということが問題となりますので、今こうやってお話

しています。 

スタンダード化をすると言うことで、「どのプログラムでも同じような結果が出せる」そういったことを

求めることが出来きます。 

スタンダード化をすることによって、それぞれ求めるものが標準化される。 

では、それによって何が得られるのか。 

一つは、どのプラグラムでも非常に高度に効果的な標準というものを期待することが出来ます。 

アメリカの政策決定の中ではですね、二つの用語を使います。 

一つは「effective」、もう一つは「qualified」です。 

「qualified」とは、例えば「ちゃんとテスト受かりましたよね」とか、「ちゃんと免許もらえましたよね」

とか、「ちゃんと大学へ行きましたよね」ということです。 

ですから、子どもを任される先生には、「非常に有能で効果的に子どもを観る事が出来て、ちゃんとした

認証免許を持っている」ことが求められます。 

ですから先生に求められるものは、「ちゃんと大学を出て、ちゃんと免許を持った人」、出来ればいい免

許を持って来て欲しいと思うし、いったん免許を持って入ってきたなら、今度はその中でちゃんと上手

くやって欲しい、有能であって欲しいと思います。 

「qualified」＝免許を持っているかどうかは計ることが出来ますが、どれくらい有能かと判断するのは

非常に難しいです。 

例えば、兵庫教育大学を出て教員免許をもらいました、それは最低基準を満たすような形で教員として

準備されていることが証明されています。しかしその免許があれば、「最大限いい先生」なのかと言えば

そうではありません。 

その「効果的な、有能な」というのは、どうすれば計ることが出来るのでしょうか？ 

「有能、効果の上がる」を知るには、一体それがどういう意味を持つのか知る必要があります。 

「いい先生なのか、有能な先生かどうか」誰が決めるのですか？あなたですか？ 

だから、そこでスタンダードというものが必要になってきます。 

スタンダードがあることによって、誰もがスタンダードに向かって努力し、それが出来たときに有能な
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教師であると言えるわけです。 

アメリカのスタンダードの目標としては、どの子も有能な教師によって教えられると言うことを目指し

ています。 

今日のタイトルに「質の保証」と書いていますけれども、「非常に有能で、効果が期待できるかどうかを

保証出来る」の方がいいかもしれません。 

これからスタンダードをひとつずつ見ていこうと思いますが、まずその前に皆さんで「効果的、有能な

教師とはどんなものか」について話し合っていただきたいと思います。 

スタンダードはあるかと思いますが、それは使わずに伏せたままで、話し合って下さい。 

皆さんが兵庫県民として、例えば兵庫県で先生を求めるときに、「有能な先生」とはどう定義されるかを

考えてみてください。 

例えば、「情熱のある先生です」とか、「子ども達みんなを愛せる先生です」とか、いろいろありますけ

れども、その中で「情熱とはどうやって計るのか」、「教師の情熱とは大事なのか」とか、おそらくジレ

ンマに直面されるだろうと思います。 

「計れないけれどもこれは欲しい」など、皆さんが思われる良い教師に求める資質とは一体何かと言う

ことをお話し頂きたいと思います。 

二人とか三人でお話し頂いて、ひとつだけ挙げていただければと思います。 

では進んで発表していただける方、「教員の持つべき資質」「こうあって欲しい」というところを一つ出

していただけたらと思います。 

もし手が上がらなければ私が指名しますが･･･（笑） 

 

（英語での質問を受けて） 

教員がどうあるべきかというその先を言われていたように思いますけれども、免許を取得した上で先生

になるわけですけれども、「先生になった時に授業をやってみて、授業そのものを評価する」その事で、

その先生の能力が分かっていくと思います。 

 

「計れないよね」と言うジレンマについて、お話しいただきたいと思います。 

 

じゃあその前に、「実際にこれが excellent、有能な良い先生の一つのポイント」というのがあったらなぁ

と思います。 

「観察によって、それを評価する」というのは確かにその通りですが、じゃあ授業を見に行った際に何

を観るのですか？ 

 

知識です 

 

どんな知識ですか？ 

 

それは場合によります。 
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じゃあ教科内容？ 

 

（フロアからの発言） 

理科の場合で考えたのですが、極端なことに「単元毎にカリキュラム毎に、一番いいレベル」は、「オリ

ジナルの教材を使って教科書と違う方法でその単元を構成していく資質・能力」があるかないか、「そう

言うカリキュラムを作ったこと」があるかないかを観るとかなり客観的に観られると思います。 

 

教科書に頼らずにオリジナルな教材・単元を作れるかどうか、確かに非常に分かり易いことです。 

 

これから 10 項目のスタンダードについて要望も含めましてご説明していきます。 

 

連邦政府が政策方針を決定して、全米的な団体によって承認されて、それが州に下りてくる。 

それを州が採用するということですけれども、その際に 2 つの方法があります。 

「adopt」＝ありのままをそのまま採用するやり方と、「adapt」＝それを改変して併せて適合させて州の

政策として決定するというこの 2 つの方法があります。 

ウイスコンシン州の場合はこの「adapt」ですね。少し改変し適合させて州の方針といたしました。ウイ

スコンシン州の州政府は改変して州の方針として政策決定したときに、各教員養成大学、教員養成プロ

グラムに対して、州が決定したスタンダードに添って教員を養成することを求めました。 

ETL というのは教員免許を与える側のことです。 

ウイスコンシン州のいろんな法律・条例レベルではウイスコンシン州の規定に従う必要があります。 

PI4、PI というのは public instruction、学校教育に対しての法律、第 4 条ということであります。 

PI4、4 番目の法律によって指されていたものが、2000 年 7 月 1 日に PI34＝第３４条に変わりました。

この前にある PI3 は教員免許法であります。これは PI34 の中に含まれていまして、PI3＝教員免許法が

実際に施行されるのが 2004 年の 7 月１日からになります。 

例えば兵庫県がウイスコンシン州とした場合、PI4 は教員養成大学の大学設置基準にあたるもので、免許

を出すためには県の教員免許法に従って－兵庫県の法律に従って教員養成をするような感じです。 

PI34 の法律に従っていますので、２００４年の８月３１日卒業の学生から適応されます。今の卒業生で

はなく、２００４年からこの法律に従って卒業していきます。 

つまり、教員養成スタンダードは、教員免許のスタンダードにも従っています。そのため、学部学生は、

教員養成スタンダードの基準によって、評価されることになります。 

さらにこれは教員免許を持った人が、それぞれの職能段階に応じて養成研修を受けることになりますが、

それもこちらのスタンダードに添ったものになります。 

これら全ての教員養成免許に対する研修の段階というものはスタンダードに添ったものになります。 

これが１０のスタンダードになります。 

この文章に中に「performance based」という言葉がありますけれども、これは教員・教員志願者が実際

にすること、出来ることをベースとして判断すると言うことです。 

教員免許を受ける人たちは、パフォーマンス＝実際に実践をすること、実践が出来ることによって、そ

れを評価されて免許を受ける形になっています。現職教育の方もスタンダードに基づいて質を高めてい
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かなければいけないと思います。 

配付資料で鈴木篤先生のほうから出していただいたもの、これは INTASC スタンダードで、全米の基準

となっているものですが、それとウイスコンシン州のスタンダードと見比べながら聞いてください。 

これはサブジェクトマター（subject matter）、つまり教科内容の知識にたいしてのスタンダードです。 

教科の中の基本的な概念ですとか、それから探求の方法ですとか、教科の構成とかを理解するというも

のです。 

例えば、理科の教育法を学生が選択した場合は、理科によって科学・理科における基本的な概念という

のは一体どんなものなのか、どのような探求方法があるのか、教科の構造はどうなっているのかなどを

理解する必要があります。 

このスタンダードの他にもう 1 つ別に、教科内容のスタンダードというのがあります。 

そちらの方が実際にこの基礎的な概念とは何かを別立てて準備しています。 

理科の教師を養成するところの教科内容のスタンダードと教員スタンダードと両方にまたがってどちら

もカバーしながらやっていきます。 

2 番目のスタンダードは、子どもと学習者そのもの。子どもといろんな学び方があるということを知って

おいてほしい。 

これは、発達の方のスタンダードです。いろんな能力の生徒が、いろんな学び方をして発達している。 

2 番目のスタンダードは、発達の段階はどの辺にあるか、これはスタンダード 3 の多種多様性な学習者で

す。 

たとえば、先生はこれがアメリカ社会では、一番大事と思われています。 

色々なニーズをもった生徒、多様な生徒が教室にいる。この多様な生徒に対していかに対応できるかと

いう事が求められています。 

今日、朝、小学校へ行って授業を観察したのですが、先生は全体を対象として、一斉に授業をしていま

した。もし、アメリカで同じような形態の授業を見たとすると、全員にまず教えなくてはいけません。 

全体に教えなくてはいけないが、生徒がどのような能力のレベルであったり、どのような背景をもった

生徒でも、すべての生徒が理解しているかどうかチェックしなければいけない。 

このスタンダードを元にして､教員養成の学生を教えるかどうか、その教員になろうとする人間は、いろ

んな形で授業を変えていき変化をつけることが必要です。 

4 番目は、インストラクション、教授方略のスタンダードです。 

もし、みなさんがワトソン先生に日本語を教えるとしたら、どのように教えますか。 

私たちもある方法で先生に日本語を教えるとします。しかし、その方法は、ワトソン先生に合わないか

もしれません。アメリカの教員養成プログラムの学生は、もしこの方法がだめなら、次の方法を繰り出

すということが、求められます。そして、2 の手がだめなら、3 番目の方法を試すという事になります。 

学びは、教師側の責任という事を認識することが大事です。学習者の責任にしてはいけない。だから、

このスタンダードは、とても重要です。その子にあった教育方法を見つけていかなければならない。 

5 番目は、学習環境のスタンダードです。学習環境そのものが非常に動機づけが高くなるような、子ども

達が一生懸命になれる環境でなくてはならない。 

その部屋の中の構成が､たとえばいろんな周りに何か学習につながるような物が貼ってあったり、机がこ

のように並べてあったり、スペースがきちんとあったりというかたちで、いいと思います。この中で一
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番大事なのは、モチベーション、動機づけのところともう一つは、インタラクション､相互作用でお互い

に話し合いながらできるというところです。 

昨日、中学校に行かせてもらった時に非常に有能な先生に会うことができました。 

一つは、普通の教室型で講義に適した形にしてあった。先生が挨拶をすると、話合いができる形にさっ

と変わりました。そして、机を中側に向けお互いの顔が見える配置にすぐに変えることができました。

それは、個人個人が話ができる状態で、一斉授業ではありません。そして、3 回目､先生は再びレイアウ

トを変えました。４人のグループがお互い机を混ぜて 4 人のグループに変えました。それは協同的な学

習するような形のスタイルです。それを 50 分、1 時間の授業の中で早いスピードでする事ができました。 

スタンダードに関して大変よいパフォーマンス事例としてみることができます。 

6 番目、コミュニケーションです。 

コミュニケーションについて、生徒同士、あるいは生徒と教師がうまくコミュニケーションとれるかど

うかです。もうひとつは、その中に教育情報､情報処理がスタンダードの奥にあります。 

アメリカの大きな課題の一つとしまして、同じ一つの教室の中にいろいろな母語を持った子どもたちが

いるということです。教師はその子達とうまくコミニュケ－ションとれるかということが非常に大きな

課題となってます。 

スタンダードの７番目は、授業計画です。先ほどは、どういった教材、あるいは、単元､構成できるいか

という話がありましたけれど、教師としていかに効果的にそういった物を内容をプランして、計画する

ことができるかということです。 

8 番目は、アセスメントに関するスタンダードです。 

ここで、重要なのは、評価のところでですが、生徒の能力とか性質によってアセスメントの方法、ある

いはその基準を変えていかなければならない。ここでいわれているアセスメントのスタンダードは、ア

セスメントそのものが標準化されてはいけない。いろんな学習者、いろんな内容によってアセスメント

を変えていかなければならない。 

スタンダード 9 は教師が反省的内省的に自分の実践を振り返らなければならない。 

これは、反省的な実践のスタンダードです。 

10 番目です。 

これは、教師が地域のつながりと地域社会と保護者とのコミュニケーション､地域を通して 

どのように教育をすすめるか。 

このすべてのスタンダードは、3 つの部分にわかれています。知識内容について、もう一つは、ディスポ

ジションで態度、志向、信念、価値観そういったものです。 

3 つ目は実際の遂行能力です。 

スタンダードの 2 番目を例にとりながらこの 3 つの知識、ディスポジション、遂行能力・パフォーマン

スを見てください。そのスタンダードの生徒の学習や発達についてですが、 

最初は知識に関わってきます。 

教師は、子どもの発達の知識を持っています。子どもの能力の幅の広さを知っていなければならない。 

ここにあげられているのが、すべてが知識に関係しています。教師としては、どのように学びがおこる

か、生徒・学習者が知識をどのように意識していくか、技術を習得していくか、どういった考え方を身

につけていくか、そういうことについて発していてということと教授方略を知っていて、いろんな能力
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の子どもがクラスにいますが、いろんな子ども達に合わせてどの子にも学びが起きなくてはならない。

その方法について知っているということが、必要になります。 

スタンダード 2 でいわれています。これだけがスタンダード 2 に詰め込まれています。 

次は、スタンダード 2 の中の生徒の学習に関するディスポジションです。教師の持つ、態度、信念です。

教師が持つべき方向性として、すべての子ども達がいろんな能力を持っているという事を受け止めるだ

けの度量がある。いろんな学び方があって、違った学び方を子ども達がしてもよいということを心にと

めておく。 

それぞれのスタンダードのパフォーマンス、教師の実際の遂行能力について考えてみます。 

パフォーマンスを実際に実践する時は、個々の生徒あるいはグループ､小グループの子ども達の 

評価をきちんとすることによって、教授方略をデザインしていく力がいる。 

もう一つは 

ざっと INTASC の方は、日本語で書かれています。英語単の方は、英語の方を読んで頂いて、その中で、

これは足りないと思われる方は、お話し下さい。 

この中で日本のみなさんの方の状況の中で､これは足りないと思われる事をさきほどのように話合い下

さい。 

これは、答えがわからなくてもいい質問です。 

これは、先生が知って特になるようなことはないのですが、スタンダード GP のメンバーの方､手をあげ

て下さい。 

今、手をあげて頂いた方が、スタンダード GP のメンバーなので、その方々が今、文部科学省から補助

金を受けてスタンダードを構築していますので、みなさんの議論が必要とされています。 

それにより、スタンダードができていきます。 

ウイスコンシン州のスタンダードも実際、ぱっと何人かが集まってつくった物ではなく、いろんな所か

らいろんな人が来て、対話を通してできあがったものです。 

ですから、GP のメンバーのみなさんは、INTASC のスタンダードやウイスコンシン州のスタンダードを

そのまま採用してみたり､少し変えたりするのではなく、ゼロからの出発でつくっているという事です。

ですから、いろんな分野のみなさんのご専門からいろんな知見を頂かなければならないので、ぜひよろ

しくお願いします。 

今日の私のプレゼンテーションは、みなさんにどのようにしてこのスタンダードというものが沸き起こ

って､連邦政府から州政府においてどのように考えて採用したかということについてでした。 

あと 5 分ほどなので、ここで終わらせて頂いてフロアの方々からご質問お受けしたいと思います。 

 

（質問）今日、紹介して頂いた 10 のスタンダードが実際、大学での教員養成でどのように使われている

かということを少しお話して頂きたい。10 のスタンダードが大学教員にとってと学生にとってとどうい

う役割をしているか。 

（ワトソン先生）理想ですか、現実ですか。 

（質問）両方 

（ワトソン先生）理想としては、大学教員はこれを全部知っていて、ここに書かれていることを授業で

実際体で示すというのが理想です。 
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現実は、｢スタンダード 2 の内容を覚えているか｣と言いながら学生にこれを全部覚えているかどうか、

確認させるのですが、では大学教員（自分）はどうかというと、あまりしていない。 

でも本当は大学教員自身も､自分の学生達が教えて欲しいように、そこを教えていくというのが理想です。 

 

（質問）スタンダードに基づき評価するのは、実際には難しいという話だったのですが、ウィスコンシ

ンの実情はどうですか。 

（ワトソン先生）まずは、カリキュラムの中にこのスタンダードが埋め込まれていなくてはならない。

例えば、教員養成の学生は、まずいろんなコースをとらなくてはならない。 

コースそのものが、このスタンダードとこのスタンダードを重点的にやりますということが書かれてい

ます。コース、授業で最後になったところで、身についたかテスト、評価するしくみになっています。

コースの中で、このスタンダードとあのスタンダードを身につけたかどうか評価していくのをインフォ

ーマルなレベルでの評価としている。 

プログラムの最後に 16 週間の教育実習があります。この中でずっと学校に 16 週間学校にいます。 

半年間の実習の中で最後にポートフォリオを出す。記憶やいろんな自分のやった事を出します。 

最後のポートフォリオの中に作品､つまり自分がやった授業や活動を選んでリストアップする。リストア

ップした物の中に、自分はなぜこのスタンダードになぜ自分がやった授業を出したか理由付けして、あ

とその振り返りを書いて出す。 

ポートフォリオアセスメントをそういう形でする､今まで実習でやった実践記録とスタンダードがつな

がった物を報告書として出す、そのポートフォリオを元にして評価を行うことが、州の方から基準によ

って要求されている。 

 

（質問）スタンダードは、あくまで下限を定めるものであって、上限を定めるものではない。最低限の

質保証を行うためのものであって、それをいくら超えても構わない。ただスタンダード化されることに

よって授業がそちら（下限）に引っ張られる､授業の内容が過度に単純化してしまうという危険性はない

のか教えていただきたい。  

（ワトソン先生）スタンダードを基にして、学習者がきちんと学んでいるかという事です。学習者側が

スタンダードをミニマムなものであると認識していることが大切です。 

確かにスタンダードは最低限のものとして、ここを基準に上限はないということです。 

鈴木先生が言われたのは非常に重要なことで、我々が一番気をつけなければならないのは、ミニマムで

あるのに、マキシマム、最低基準であるのに、最大基準と誤解されないよう努力しなければならないと

いうことです。例えば、全米の学力テストでテストを課することが最大基準でそれ以上やらなくていい

というように思われていることなどがそうで、鈴木先生が指摘されたような危険性があります。 


