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与を負担するため，教員の給与水準は県によっ

本稿は，中国の貧困地域の公立学校 (1) にお

て異なる（範ら，2015 ）。これらを背景に，優

ける効果的な「校内研究」(2) の成立条件を明ら

秀な教員は経済的に裕福な地域に集まる傾向が

かにすることを目的とする。そのために，貧困

強く，貧困地域における教員の質向上が求めら

地域で教育の質を向上させるため効果的に校内

れる。

研究を展開した 1 校の事例をとりあげ，対象校

このような状況に対して，中央政府は貧困地

が貧困に起因する教育課題をどう捉えて校内研

域の学校で高い資質能力を持つ教員の量的確保

究をどのように展開したのかに着目し，その展

を 図 る た め，2007 年 に「国 費 師 範 生 計 画」
，

開プロセスを分析する。

2010 年に「修士レベル教員計画」，2011 年に「 3

1990 年代から中国では，市場経済体制の確

つのサポートプログラム」(4) 等を実施した（邬，

立によって，市場規律と競争意識が社会に浸透

2015 ）。しかし，このように外部から人材を貧

し（張 2018 ），教育においても功利主義的な考

困地域へ一時的に移入することの効果は契約期

え方が広がりをみせた。経済的に豊かな地域や

間の短さから極めて限定されているため，貧困

学校への資源配分（教育経費・教員昇進資格・

地域の教員問題は依然として残される。他方，

教員研修機会等）の偏重は，教育を受ける者の

中央政府は貧困地域の教員の資質能力の向上を

選抜として機能し，経済発展に伴う「三つの差」

目指す教員研修の意義も強調しているが，苗ら

（都市部と農村部の教育格差，地域間の教育格

（ 2013 ）では，農村部 (5) 教員の仕事量の多さ，

差， 学 校 間 の 教 育 格 差） が 固 定 化 し た（程，

勤務時間の長さ，ストレス，教員の職業満足度

2012 ）。公立学校が抱えるこのような教育格差

の低さ，社会的認知度の不足等の要素が，農村

を縮小することは，中国の学校教育における重

部教員の意欲の低さをもたらしている現状が指

要な課題となっている。

摘されている。また，『中国農村教育発展報告

貧困地域における義務教育段階の学校教育の

2013 − 2014 』によると，農村部教員のうち

質向上を意図して，中央政府は様々な政策を打

65.7 ％は都市部に勤務したいという。これら

ち出してきた。その中でも，貧困地域における

を踏まえ，貧困地域の学校で高い資質能力を持

教員の質の問題が特に注目されている。中国に

つ教員を確保するためには，経済的に豊かな地

は，日本のような教員の定期人事異動（高妻，

域と同様の教員ではなく，各貧困地域の文化，

2012 ）はない。異動がなされたとしてもきわ

又は学校文化に応じた教員の「地元化」
（原語

めて限定的であり，一般的には教員は長期間同

「本土化」）を求めることの重要性が次第に注目

一の学校で勤務する。また，各県 (3) が教員給

されるようになった（張，2015 ）。
国レベルから貧困地域の教員「地元化」への
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画は学校外研修にとどまらず，より全体的な視

いえない。

点から貧困地域の教員の勤務環境を改善するこ

ただし，中国の貧困地域においても，実際に

とを打ち出した。さらに，個別学校ミクロレベ

は，『農村教員支援計画』が期待したように，

ルにも関心が向けられ，貧困地域の教員の資質

有効な校内研究を展開してきた学校が存在す

能力向上を図るための現実的な研修方策として

る。それらの学校は如何に取り組んで課題を乗

校内研究が挙げられた。従来も学校単位で教員

り越えたのだろうか。その学校において効果的

の知識・技能を向上させる一つの方法として校

な校内研究が成立した条件は何だったのだろう

内研究は行われていた。しかし，貧困地域の教

か。本研究はその点に注目したい。

員には単に知識・技能の習得だけではなく，例
えば自己成長への意欲や児童生徒に対する教育

２．研究課題と方法

的関心の不足，自信のなさ等の問題を解決する

以上の研究目的を達成するため，本稿では 4

方策として校内研究の必要性が注目された（王

つの研究課題を設定する。第一に，従来，貧困

ら，2016 ）。こうした背景から，本稿は貧困地

地域の学校で展開されてきた校内研究の問題状

域の教員問題の解決に資する方策として，校内

況を先行研究や調査から明らかにする。第二

研究に着目する。

に，貧困地域の公立学校の中でも効果的に校内

先行研究では，貧困地域の学校の校内研究に

研究を実施したとみられる事例をとりあげて，

関して，その有効性が期待される一方で，研究

校内研究の展開による学校の変化を明らかにす

課題の選択や活動の展開過程において，効率主

る。調査対象とする学校は，筆者が D 市教育

義や行政的規制の影響が強く，学校・教員の主

局小学校教育課課長より，貧困地域の学校の中

体性が阻害される傾向があると指摘されている

で校内研究を活発に展開している学校として推

（骆と刘，2016 ）。また，教員間の立場の不平

薦された小中一貫制の A 学校である。第三に，

等や（陳，2007 ），十分な時間確保の困難さ等

A 学校の校内研究に関する報告書およびイン

の課題もある（師，2016 ）。

タビューデータから，同校における校内研究の

他 方 で，「学 習 す る 組 織（learning organi

展開プロセスを明らかにする。これらを踏まえ

zation）」や「専門職の学び合うコミュニティ

て，第四に，中国の貧困地域の公立学校におけ

（professional learning communities）」の理論

る効果的な校内研究の成立条件を明らかにす

に目を向け，学校が学習する組織や専門職の学

る。

び合うコミュニティに転換することによって校

次に調査の概要を述べる。2019 年 6 月と 9

内研究が改善され，教員の資質能力を一層向上

月に筆者は A 学校を訪問して校内研究に関す

で き る と す る 指 摘 も あ る（邹，2004； 乔 ら，

る研究報告書（D 市 A 学校『山地学校による

2013 ）。日本でも，近年の校内研究や校内研修

少人数学級の教育を実施し，児童生徒の個性的

に関する研究では，このような考えと関連し

な発達を促進する実践研究報告書』，以下，「報

て，学校内発的な改善を図り，教員の主体的，

告書」と記す）の収集と半構造化インタビュー

自律的な教育活動を展開する良循環サイクルが

を実施した。インタビューは，校内研究を展開

提 起 さ れ て い る（佐 古，2011 ）。 ま た， 浜 田

する学校組織内部の連携関係も含めて把握でき

（ 2009 ）は日本の小学校の事例を検討して，校

るよう，校長・教導主任 (6)・教研組長 (7)・教員

内研究活動の定着による教員間の「共有ビジョ

という組織の各カテゴリからそれぞれ 1 名，計

ン」の形成が学校改善と関連すると指摘した。

4 名に実施した。インタビュー調査の対象は表

しかし，これらの改善策は貧困地域の学校を対

1 の通りである。

象としていないため，自主性と資質能力の高い

A 学校の教研組長は数名いるが，A 学校の

教員の存在が前提になっており，既述のような

校内研究において校長に次いで重要な担当者で

中国貧困地域の学校にそのまま援用できるとは

ある点，校長の経験を有していて，より全体的
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表１

A 学校インタビュー対象の情報

な視野を持っていると思われる点を考慮して，

児童生徒数は 345 人，教員数は 41 人である。

国語科の教研組長をインタビュー対象とした。

教員の最終学歴は，一人を除いて，基準（大学

また，教員については，小中学校両方の勤務経

専科以上：短期大学相当以上）を満たしている

験を有していて，両学校種に共通する語りを聞

ものの，4 年制大学を卒業している教員の比率

き取れると思われる英語科の教員をインタ

は低い。また，大学卒業の学歴を有していても，

ビュー対象とした。

就職後の継続教育によって学歴を獲得した教員

インタビューでは，A 学校が抱える児童生

の割合が高い。そして，教員歴 10 年以下の若

徒や教育目標，教員に関する課題，校内研究が

い教員の数は非常に少なく，30 年以上の教員

もたらした効果とその背景に関して，貧困地域

歴を持つ教員が全体の半数程度を占めていて，

の学校としての課題を如何に克服して学校の向

教員の年齢構成は偏っている。

上を図ったのかに焦点づけて聞き取りを実施し
た。加えて，管理職に対して，それぞれの組織

３．貧困地域の学校における従来の校内研究の
問題状況

内部においてどのようなところで工夫したのか

貧困地域の学校における校内研究に関する先

についても聞き取りを行った。
A 学校が位置する D 市には 2019 年度の時点

行研究では，主に以下 3 点の問題が指摘されて

で，公立小学校 23 校，中学校 9 校，9 年制学

いる。

校 9 校があり，計 54,463 人の児童生徒が在籍

3.1 活動の形式主義化と教員の主体性の低さ

している。義務教育段階では，児童生徒は戸籍

農村小中学校を調査対象とした王ら（ 2011 ）

に基づいて居住地に近い学校に入学する。A

では，「校内研究の主体は誰だと思いますか」

学校が所属する地域は D 市市区の北西に位置

という質問において，53.2% の教員が「学校管

しており，市区から 18 キロメートル離れた郊

理職」を選択し，31.3% の教員が「専門家」や

外山地である。地域内は全て山地で耕地が少な

「教研員」を選び，「教員主体」を選択した教員

く，D 市の重点林区に属している。周辺在住者

は 15.5% だった。また，学校は校内研究のテー

の大部分は市区の短期雇用や農業に従事してい

マを選択する際に，学校の認知度を向上させる

る。

ために，教員の能力範囲を超えた課題を選択す

また，2019 年度時点の A 学校は 3 クラスで，

る傾向があるとされる（王，2015 ）。
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これらから，貧困地域の学校の教員は，校内

条件の不足もある。具体的には第一に，県が統

研究の主導者が教員ではないと認識しており，

一的に要求する集団的な授業準備制度と授業評

またテーマも教員各自の課題意識から設定され

価制度以外，他の規定がないか，あるいは，校

たものではない傾向が指摘できる。つまり，活

内研究の規定があっても，専門的な制度が形成

動の形式主義化，教員の主体性の低さという問

されていない点である。第二に，奨励活動と監

題を抱えている。

督体制が不足している。多くの教員から，農村

3.2 校内研究活動に参加する教員間協働の不十

地域の学校では，校内研究を熱心に実施しても

分さ

実施しなくても同じだと言われている（李，

農村地域の学校では，農村地域の閉鎖的な文

2014 ）。教員が校内研究の仕事を引き受けても，

化の影響で，教員間で互いに協力し，課題につ

学校からは時間的な配慮も経費上の支援もなさ

いて検討する雰囲気が希薄であるという（師，

れない。参加しない教員が不利を被ることはな

2016 ）。また，校内研究は常に学校の管理職又

く，教員の評価は主に授業や児童生徒の成績が

は一部の優秀な教員が主導しており，それ以外

反映されている。第三に，学校の主体性が不足

の教員の多くは積極的に参加する姿勢が高くな

している。学校での校内研究制度は主に管理職

い。校内研究に対して受動的な教員が多く，自

が県の教育機関の要求に基づいて制定したもの

分の意見を述べる教員も少ない。同じ教科，同

であり，上意下達の展開方式のため，教員集団

じ学年の教員間の交流は比較的多いが，その枠

の主体性が発揮しがたい構造といえる。

を越えた教員の交流は決して多くはない。
貧困地域の学校では教員権限の違いにより発

以上のように，貧困地域の公立学校では，校

言力の格差が大きい。そのため協働が不十分で

内研究が必要とされているにもかかわらず，効

あるという課題があるといえる。

果的な展開を阻害する要因・条件が多いことが

3.3 校内研究を展開するための諸条件の不足

指摘されてきた。一方，そのようななかで，校

まずは教員の時間が足りないということが深

内研究を効果的に進めることができている事例

刻な問題である。師（ 2016 ）によると，農村

も存在する。そのような成功事例にはどのよう

学校の教員は自己向上意識が低い。一部の教員

な特徴があるのだろうか。ここでは，A 学校

は担当授業数が多く，授業準備と指導案の作

の事例をもとに検討する。

成，学校内外の各種調査にも対応する必要があ
るため，校内研究のような課題研究をする時間

４．校内研究の展開による A 学校の変化

はないと考えている。また，貧困地域では，専

4.1. A 学校が抱えていた課題
A 学校は 1999 年 3 月に小中一貫校に位置づ

門家の指導が足りないため，校内研究を効果的
に展開できなかったという問題が顕著である。

けられたが，当時から小規模校であった。学校

西部の貧困地域の中でも僻地に位置する学校

の設立以来，市教育局の関連課室及び教研室の

は，学校の規模が小さく，教員の年齢や担当す

指導の下，
「小中学校接続教育研究」，
「資源共有，

る教科の構成がアンバランスであるため，校内

学校運営コストの軽減」などの校内研究を積極

研究をする十分な条件や雰囲気が形成できな

的に展開し，小中学校の教育資源を合理的に開

い。研究を組織できる優秀な教員が少ないた

発利用したという。しかし，学校を長期にわ

め，教員集団による検討が進まない状況があ

たって悩ませてきた「教育の質（教員の資質能

る。同時に，地理的に離れた都市部の学校や教

力と児童生徒の成績）の問題」は，なかなか解

育専門家との直接的な交流が難しい。このよう

決されなかった。
これについて，当時の各校内研究に参加して

な閉じられた環境が，教員，特に若い教員の資

いた教導主任は以下のように語った。

質能力向上を阻害している（師，2016 ）。
そして，校内研究の展開にかかわる制度的諸
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A 学校は特殊な地理的位置にあり，交通が不

便であるため，入学する児童生徒の数は極めて

ちの学校は山地に位置して，子どもの通学が難

不安定な状況でした。成績が優秀で家庭の経済

しいため，大多数は学校の寮に住んでいます。

的条件が良い児童生徒は大体都市部に入学する

毎週五日間の間に学習以外の時間はかなり多い

傾向があり，特に学力の高い児童生徒の流出は

です。この研究から，児童生徒の空き時間に電

深刻で，教育の質の向上がこれまでの中心的な

子ピアノ・精読・書道・バレーボールなどの活

課題でした。

動を組織しました。活動により，児童生徒の視

2012 年から，学校は教員，保護者及び地域

野は広がり，多様な活動へと参加する意欲が高

住民を中心に座談会を開催し，アンケート調査
と家庭訪問を通じて，児童生徒の家庭状況に対

まりました。（教導主任）

（ 2 ）教員の変化
校長と教研組長の語りからはこの校内研究を

する理解を深めた。「児童生徒の学習心理に対
して調査研究を行った結果，学習からの忌避や

通じた教員の成長もうかがわれる。

自信を失っていることが明らかとなった」
（報

毎年全市で「優秀な科学研究成果選出活動」

告書，9 頁）。これらを踏まえて，「 2012 年末

がありますが，以前は学校で一つか二つの応募

から A 学校では児童生徒の興味関心を育むこ

しか提出なされませんでした。多くの教員は論

とを主題として校内研究を展開し，それと共に

文を書く経験がないから，怖くて書けない状況

学習の楽しさや自信を学生に感じさせたい」
（報

でした。この校内研究を実施することによって，

告書，11 頁）と考えられた。しかし，2013 年

教員の教育目標，研究方向が明確になり，実際

9 月に校長が交代し，学校の課題が改善できな

の校内研究活動と結びつけて書けるようになり

いまま，この校内研究は中止せざるを得なく

ました。現在，市内の教育成果評価活動では毎

なった。

回十数名の教員が賞を授与されています。以前，

4.2. 児童生徒と教員の変化

論文の執筆を拒否していた教員も，主要研究教

2014 年に着手された校内研究により，児童

員の支援の下，自分の授業を研究し始め，「Ｄ

生徒の全体的な成績向上と教員の資質能力の向

市優秀教員」の称号が贈られ，その学級の成績

上が見られ，学校の経営状況も改善されるよう

が明らかに向上しました。（校長）

になった。

以前は，課題組の教員は事例研究がなかなか

（ 1 ）児童生徒の変化

できませんでした。現在では普段の教育活動，

報告書で校内研究の主要な成果の一つ目に挙

児童生徒の個別行為をよくまとめることができ

げられたのは，山地学校での小規模教育が児童

るようになりました。（教研組長）

生徒の個性の発揮を促進したことである。校内

以前は，校内研究に対する積極性のない教

研究が実施される以前，児童生徒は「自律性が

員，研究を行う能力のない教員が多かったが，

なく，気だるい，消極的な実態があった」
（報

５年を経て，課題研究能力の向上がみられたこ

告書，3 頁）。しかし現在では，校内研究の活

とがうかがわれよう。このことは，教員自身の

動によって児童生徒の積極的な姿勢が見られる

昇進だけではなく，学校の周辺環境や経営状況

と教員や教導主任は語っている。例えば次のよ

の改善にも貢献したと校長は以下のように述べ

うな語りがみられる。

る。

以前より積極的に授業の中で発言して，自信

以前は，毎年 2 人か 3 人しか高校に進学でき

を持って自分を表現できるようになりました。

ませんでしたが，2016 年から 8 人以上になりま

また，休み時間を利用して勉強することもでき

した。昔，保護者たちの学校に対する不満はか

るようになりました。（教員）

なり強くて，地域の中に学校へのマイナス評価

特に 2015 ～ 2017 年の三年間，中学三年生の

が流布していました。そのため，学校の新入生

生徒から，夜の自習時間を 40 分程度延長した

数は明らかに減っていました。この数年，保護

いなどの要望も提出されたことがあります。う

者たちは学校の変化を感じており，教育の質の
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向上，教員の努力等は地域住民に十分に伝えた

うな学校の児童生徒には心理的な発達が一般に

ため，新入生数が徐々に増えています。例えば

遅れているから，いかに小規模化の教育規律を

2016 年の新入生数は前年の 2 倍でした。
（校長）

把握し，同類型の学校の児童生徒の発達を促進
できるのか」が A 学校における校内研究を展

５．学校の変化を導いた校内研究の展開プロセス

開する際の問題意識となったと語った。報告書

このように，A 学校の教育の質を向上させ

にはこのことについて，次のように記されてい

た校内研究は一体どのように展開されたのか。

る

以下，A 学校の校内研究展開プロセスを分析

A 学校の周辺地域は，人口密度が低く，なお

する。

かつ分散しており，児童生徒の交流が抑制され

5.1. 新校長による過去の反省と新しい始まり

ているため，一部の児童生徒が臆病，卑屈，依存，

新校長の着任時，A 学校は 9 クラス，児童

自信の欠如などこの地域の子ども特有の否定的

生徒数計 202 人であり，少人数学級の特徴がま

な心理的特徴が形成されているとの認識に基づ

すます顕著になっていた。一方，D 市教育局の

いて，学校は在学生の家庭状況調査を行った。

「一校一品」
（特色のある学校づくり）の要求を

調査から，在学生の中で，一人親，「留守児童」

受けて，個性的な児童生徒を育成するには個性

の数は全校の 23.8% を占めていた。一人親の児

化する教育が必要であると認識し，そのために

童生徒の家庭は，経済収入が低く，通学が困難

は個性のある教員や個性のある学校文化が重要

であると同時に，子どもの人間形成にも不十分

であるため，校長は研究を継続していくことを

な点が現れている。さらに 2008 年の大震災後，

決めた。

在校生の半数は他省から転校してきたため，異

新たな校内研究の展開は A 学校の少人数学

なった地区の教育の状況の相違により，学力も

級の教育方針を引き継いだが，その方針は A

比較的低い傾向がある。（報告書，3 ～ 4 頁）

また，校長は次のように語っている

学校のような「貧しい学校」では実現できない
という認識を校長は抱いていた。

うちの学校あるいは同類型学校の卒業生の進

実際 2012 年の頃に上海などいくつかの大都

路選択からみると，80 ％は高等職業学校へと進

市において少人数学級に対応した教育に対する

学します。彼らにとって職業技能は理論的知識

研究はもう随分深く行われていました。しかし，

より重要です。この校内研究は子どもの義務教

彼らの成功は資質の高い教員チーム，良い設備

育を完成すると同時に，個性の発展を促進し，

と学校環境によって実現できるもので，うちの

将来の人生を送る際の助けになるという目的も

ような貧しい学校ではできないことでした。
（校

持っています。（校長）

このような背景の下，校長や研究課題を担当

長）

こうした認識から，校長はただ豊かな地域で

する教研組長は教育専門家と相談することに

行われた先進事例を追いかけるような校内研究

よって，少人数学級の良さを発揮し，児童生徒

からの脱却を図った。そして，新たな校内研究

の個性を育む，積極的な心理的発達を主題とす

活動では，
「自分の学校は貧しい地域の学校」
（校

る校内研究を展開した。すなわち，校内研究の

長）であるということを前提として，いかに優

ポイントを「少人数学級の教育」から「児童生

れた教育を実現するかという意識が念頭に置か

徒の個性を伸ばす教育」に変え，最終的には

れていた。校長は統計データを参照し，「Ｄ市

「学生の積極的な心理的発達を促す教育」とし，

には児童生徒数 200 人程度の極小規模学校は 6

「山地学校による少人数学級の教育を実施し，

校あり，このような学校の数は多くないため，

児童生徒の個性的な発達を促進する実践研究」

その発展の優劣が全市の教育に与える影響は大

を題目として設定した。

きくありません」と述べ，「しかし，地域や各

また，この校内研究は同時に教員の資質能力

家庭にとっては大事なことです。しかもこのよ

向上にも重点を置いていた。A 学校の校内研
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究報告書によると，この課題は教員たちの創造
と発展のプラットフォームを構築してくれた。

報告書から児童生徒の個性の発達と心理的発
達が関連していると理解され，豊かな体験的学

「それまでは，教員の学習と研究は表面的，分

習活動の実施が校内研究の重要な課題として認

散的，一時的なもので，目標が不明確で，特色

識されたということも伺えた。しかし，この調

のない活動を展開していた。この課題では学校

査では児童生徒の状況を全面的に把握できない

の教育現状と合致し，教員の職能開発に方向を

と校長は考え，その後，A 学校は家庭訪問を

つけてくれた」と校長は認識している。

実施し，児童生徒の家庭状況を把握しようとし

5.2. 校内研究展開の方向性の決定

た。

（ 1 ）展開の方向性に関する検討過程

校長によれば「本校の学区は面積から言うと

2014 年 10 月から，A 学校で「山地学校によ

Ｄ市の半分ぐらいを占めています。だから保護

る少人数学級の教育を実施し，児童生徒の個性

者と学校との交流はなかなか難しいです。家か

的な発達を促進する実践研究」を題目とする校

らかなり距離があるから，保護者会議に参加し

内研究が展開された。その目的は個性化の教育

てくれる親たちにとって，それは丸一日の時間

により児童生徒の積極的な心理的発達を促し，

をかけることになります。だから学校はそれら

その思想品徳，学習に対する意欲と成績を向上

の機会を重視しています。しかし，保護者会議

させることである。また，研究によって，教員

はあくまでも年 2 回ぐらいで，児童生徒の家庭

の認識を変え，資質能力を向上させることも目

状況を把握するにはまだ不十分です」という。

指された。全体的には「この校内研究を通じて，

そのため，各学級の担任や担当教員が WeChat

学習に注力する学校文化を構築し，教育の質と

（SNS）グループを作って，保護者との交流機

学校の社会的な評価を高める」
（報告書，6 頁）

会を多く確保した。同時に，担任は，週末や休

という目標が設定された。

みの時間での家庭訪問も精力的に行った。

その目標を実現するために，A 学校はまず

（ 2 ）主題に対する教員の共通理解と意欲向上

広範な調査を実施し，児童生徒の個性発揮の現

校長が推進したこの家庭訪問は一部教員の抵

状を把握し，その方向性を検討した。校長は「問

抗を招いた。インタビューの中でも「最初は確

題の発見⇒研究⇒解決⇒省察⇒まとめ」という

かにやりたくありませんでした。自分の勤務時

プロセスで研究を展開することが教員にとって

間でもないのに何で仕事をするのか。でも校長

一番効果のある方法だと認識していた。そのた

から頼まれたので，そうするしかありませんで

め，A 学校の児童生徒の個性発達の現状をさ

した」
（教員）というように，校長と教員の間

らに理解するために，教員たちは校内研究の最

で意見の衝突があった。しかし，結果的には教

初の段階で，全校児童生徒を対象とした質問紙

員は校長の指示どおりに仕事を遂行する様子が

調査を実施した。その結果を分析し，教研組長

見られた。

は調査報告書を作成した。（以下は一部の抜粋）

確かに A 学校の校内研究を最初の段階で主

データにより，わが学校全ての中学生は何ら

導したのは校長であり，教研の主題は校長と専

かのことに対する興味を持っている。その中で

門家の指導によって決定したものであった。さ

一番多いのは体育，次は読書と芸術活動。デー

らに，校長のインタビューによると，校内研究

タからもう一点重要なのは大多数の生徒にとっ

の展開に対しては，教員の「儀式感」が強く，

て，それらの興味関心は望ましい心理状態を与

「任務だから」とみなされる傾向が見られた。

えてくれる。学校や児童生徒の現状をよく考え

つまり，先行研究が提示したように，A 学校

て校内活動を豊富に展開することが重要であ

において校内研究に対する教員の認識は形式主

る。わが学校の校内研究課題と結合して，デー

義に陥りやすい状態であった。しかし，実際に

タを活用し，児童生徒の個性的又は積極的な心

は A 学校ではその主題に対する教員の理解が

理的特長を育む。（報告書，15 頁）

一定程度に到達することによって，教員の自主
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性が保障され，最終的に意欲も向上した。

い」という語りがなされた。各教員は児童生徒

校内研究の主題に関する教員の理解に関し

に関する自分自身の課題意識を持っていること

て，まず A 学校の児童生徒の状況については

がうかがわれる。教員たちは学校の共通問題を

以下のような語りがみられた。

理解し，内面化していた。これによって，各教

学校は山地に位置して，子どもたちの学習意
欲が弱いです。特に家庭教育不在の状況が一般

員は，校内研究の中で自分の課題意識を持ち，
活動を積極的に展開していたといえる。
A 学校では，当初，校長が主導して校内研

的です。（教導主任）
うちの学校は小規模校で，ここに就学した子

究に着手し，教員は職務上の任務として遂行す

どもたちは大体経済的な困難があり，山地から

る傾向があった。しかし，課題の主旨を教員た

出られません。全体的に言うと成績や自主性等

ちがよく理解して，自分の課題に結びつけて実

の面では都市部の子どもとは比べものになりま

践したため，教員の主体性が次第に高まって

せん。（教研組長）

いったと考えられる。また，教員はこのような

大部分の子どもたちの家庭状況は良くありま

実践の中で，自主的に課題を内面化し，児童生

せん。山地であるので，親たちの出稼ぎが一般

徒の学習と生活状況への関心度の向上が見られ

的であり，残された祖父母は子どもの教育への

た。

関心が薄い…（子どもたちは）素直であるが，

5.3. 校内研究の課題内容の調整

物事を探究する思いや知識を活用する能力が弱

（ 1 ）課題内容の調整
調査や家庭訪問等によって，A 学校では児

いです。（教員）

校長が示した見解と同様，「学校は山地に位

童生徒の興味関心と家庭状況について一定程度

置していること」と「それは児童生徒の学習状

の理解が進んだ。それに基づいて A 学校は「児

況と関わって全体的によくない状況がある」と

童生徒の特長を育み，個性を発展させ，それぞ

いう共通の認識が見られた。つまり，教員もま

れ異なる児童生徒の成長に応じるため，学校の

た，自校が山地の学校であり，教育の質向上が

特色を活かして，児童生徒の個性を促進できる

必要であるという現状認識を共有していた。

クラブ活動」
（報告書，26 頁）を展開した。また，

「家庭訪問をした後，自分のクラスにいる子ど
もの現状をもっと理解できるようになりまし

これと同時に推進したのが各教科授業ベースの
個性の伸長である。

た。子どもやその保護者との関係も以前よりも

しかし，各教科の面から児童生徒の個性を育

良くなりました」
（教員）との教員の感想もあ

成する際に，A 学校の教員はその切り口を見

る。共通の問題意識が次第に高まることによっ

出すことができなかった。教研組長は次のよう

て，当初は校長の指示に反発していた教員も，

に述べる。

実行しながら校長と同じような認識を持つよう

何に基づいて授業準備をするのか，児童生徒

になった。

のどのような個性を育成するのか，元々その主

また，「校内研究を通じて自校の児童生徒の

題がちょっと曖昧なので，うちの教員たちだけ

どのような力を育成しようと思っていますか」

では，校内研究をさらに進めることがなかなか

という質問に対して，教導主任から「子どもた

できませんでした。これで本来の計画では 3 年

ちはほとんど学習の意欲が低いため，子どもに

間で課題を完成しようと思ったけれども，さら

明確な学習目的を立てて欲しい」，教研組長か

に 1 年を延長しました。（教研組長）

ら「本校の子どもは比較的内向的な子が多いの

そんな折に，校長は，D 市教育局の教育課題

で，自分を表現する力を育成して欲しい」，教

研究専門家を招き，校内研究の指導を受ける機

員は自分の担当教科と関連して「英語を恐れず

会を得た。専門家からは，A 学校の児童生徒

に口を開いて練習すること，間違ってもいいか

の現状に応じて，校内研究を 4 つのサブ課題

らまず話すことを子どもたちに理解して欲し

（友善，感恩 (8)，自信，勤勉）に分け，それぞ
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れの側面から学生の個性を促進してはどうかと

校長は 8 人の主要研究教員を統括して，課題進

いう意見が出された。専門家の指導を受けて，

展の全体像を把握している。そして，友善の小

A 学校では，クラブ活動以外の授業について，

課題は内容が相対的に少なく，また人手不足の

山地学校の児童生徒の友善，感恩，自信と勤勉

ために，一般教員 1 人の配置だが，他の 3 つの

の品質 (9) という 4 つの面から学生の個性を促

小課題ではそれぞれ 2 人の一般教員が配置され

進できるような校本課程の作成を決定した。作

ている。

成にあたっては，表 2 のように課題研究チーム

この体制のもと，A 学校の校内研究は，改

が結成され，各課題に責任者が指名されて，図

善前のクラブ活動と各教科ベースの授業という

１のような構造の下で展開された。

２つを柱にして展開されていた。しかし，改善

図１のように A 学校では，校内研究の主要

・
「心をもっ
後には「心をもっと広げる―友善』

課題「児童生徒の心理的発展」を中心に 4 つの

と強くする―自信』・「心をもっと純粋にする

小課題が設定されていた。それぞれの小課題に

―感恩』・「心をもっと煌めく――勤勉』とい

２人の教員が主要研究教員として配置された。

う四つの単元で編成される独自の校本課程とい
う柱が加えられた。
（ 2 ）課題研究チームによる協働の促進と自信回復
A 学校では専門家の指導を受けて校内研究
の内容を調整した結果，課題研究チームの創設
や上記のクラブ活動，各教科ベースの授業と校
本課程という 3 つの柱への実行ルートの変更が
重なり，伝統的な教科ベースの教研組以外の教

図1

A 学校の校内研究組織体制（筆者より作成）
表2

員グループが創られた。そしてこれらのグルー
プは A 学校の校内研究を効果的に展開する一

課題研究チームの教員構成
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つの要因であると考えられる。

けではないと思います。あくまでも別のテーマ

先行研究で指摘されていたように，校内研究

ですから。他の先生の現状と一致していないし，

の中で，教員どうしの間には，職位の違いによ

そんな立場でもないですから。（教研組長）

る一定の不平等が存在している。それは権威的

この上層部のグループでは当初，上意下達の

なリーダーの教員に従って活動するというプロ

行政管理的な任務配分に基づく形式があった

セスが残されたためである。加えて，貧困地域

が，途中で校内研究実践の問題が生じたため，

の学校では閉鎖的な文化の影響により，教員同

互いに問題を指摘し合って検討できるように

士で検討する雰囲気が希薄である。また，校内

なった。つまり，A 学校の校内研究は校長が

研究に関する評価制度の不十分さにより，教員

主導して着手されたものであるが，研究活動の

間に壁を作ってしまったということも協働を阻

推進は教導主任と各サブ課題組長（多くの場合

害していた。

は教研組長が担当する）が形成した検討グルー

教研組長によれば，A 学校では，若手教員

プに依っていた。そのグループ内では，教導主

と 50 代以上の教員が多く，年輩の教員の多く

任が各サブ課題に関する児童生徒の具体的な

は若手教員の指導者のような立場で一緒に勤務

ニーズや状況を把握する必要があるため，他の

している。その分，教科ごとの教研組内では日

サブ課題組長を上から指示する立場は取らな

常的に平等な関係のもとで議論することが難し

かった。

い現実があると認識していた。しかし A 学校

もう一つは各課題組内の教員から成る下層部

の実践ではこの課題への解決方法がとられた。

である。サブ課題ごとにグループを分けて，伝

課題研究チームの中では，2 種類の協働グ

統教研組の教科という枠組みとは異なる組織体

ループが見られる。一つは教導主任と各教研組

制が形成された。ある教員は下層部の会議内容

長によって形成した上層部である。上層部の会

について「組長をリードして研究すると言うよ

議の様子については以下のような語りがみられ

り，一緒に経験を交流し，コラボレーションを

る。

する方に近い。それぞれの教科も違うし」と
普段は上意下達みたいな感じで，校長の指示

語った。また教研組長は下層部のイメージにつ

を伝達する会議がなされています。（校内研究

いて「このテーマを中心に研究するという点で

の）後期では実践の中でいろいろな問題が現れ

は全員が新人なので，交流会のメンバーと書記

たので，私たちは幾度も集まって，たくさん会

官みたいな立場かな」と語った。そのため，組

議をしました。…それは主に各教研組長が担当

織内教員の教科による上下関係意識は希薄とな

する小グループの中での問題をこの場で，みん

り，より平等な立場から検討できるようになっ

な一緒に検討するということです。解決できな

たと考えられる。
このような課題研究チームにより，教研組長

いならこっちから校長に提案しました。また校
長は専門家を招聘するか，計画を変更するか，

は教研組の中での他のテーマをもつ教員の変化

何とかにして解決しました。（教導主任）

について「確かに以前より積極的に発言できる

会議では各段階の任務確認や報告が最も重要

ようになった」と感じた。このような協働の環

なことで，それ以外，教員たちの困難の報告も

境の中，互いに助け合うことによって，教員は

するし，自分の課題組内や他の組内で発見した

自信を高めることができた。前述した校内研究

問題も一緒に検討します。…（サブ）課題のテー

の実践に関する論文も書けるようになった。

マは違うけど経験は共有できると思います。…

5.4. 教員自身の学習による知識の確保
A 学校は校内研究を推進するため，教員の

例えば主題を設定する時，如何に自分の課題を
中に入れようか，報告書はどう書こうかなど。

学習を提唱し，児童生徒の個性を伸ばすことに
関する認識を強化した。その始まりは以下のよ

（教研組長）
他の若い先生を指導はするけど，指示するわ

うな校長の考えにあった。
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教育観はその教育行為を導いています。素質

しかし，前述した高い資質能力を持つ教員を

教育を実施する風潮が高まる反面，実際にはな

前提にした校内研究の改善策として提示された

かなか進みません。この原因は知識の重要性の

ことも，まさにこの共通理解と協働の組織特徴

みを強調して，総合的な能力の発達，特に個性

であった。貧困地域における資質能力の低い教

的な発達を阻外するという観念の偏りがありま

員を前提とした A 学校は，課題を如何にして

す。先生たちにその観念を転換させ，子どもの

乗り越えたといえるのか。どのようにして教員

個性の発達についての認識を強化しようと思

の共通理解を形成し，協働できる組織へと変化

い，学習活動を展開しました。

できたのか，ここで検討してみたい。

校長によると，理論の学習は研究にとって基

事例から A 学校の教員は校内研究に参加す

礎をつくることであるため，課題研究を展開す

る前，日常的な仕事以外の研究活動に関心が薄

る際に，課題に関する教員の理論的知識の不足

い状態であった。それは貧困地域の教員の自信

に対して，学習会による教員の集中的な学習を

のなさ，仕事に対する意欲の低さといった特徴

実施し，教員の自主的な学習を促進した。提案

とも関連がある。本来，資質能力が相対的に低

された主要参考文献は『教育環境改善と学生の

い貧困地域の教員は，研究活動に積極的に参加

個性発達』
（康鍵編，広西師範大学出版社），
『個

しないため，公的な研修から教育に関する新し

性化教育と学生の自我の発達』
（刘宏武編，中

い知識や考えを獲得して応用しなければ，視野

央民族大学出版社），『個性心理学』
（高玉祥，

がさらに狭くなってしまう。また，現在の教員

北京師範大学出版社）などである。学習活動を

職称制度や評価制度により，校内研究に参加し

展開する際に，教員に読書感想文を書くことを

ない場合は昇進が難しい。公的な研修機会と内

要求し，それぞれのクラスの状況と合わせて交

容は教員の職称レベルおよび能力と対応してい

流することも求められた。ある教員は児童生徒

るため，昇進は教員の資質能力の向上にも影響

の家庭環境と性格形成を関連づけ，互いの経験

を及ぼしている。そして，実際 A 学校の校内

交流が行われていると報告書の中で指摘した

研究では，教員の能力不足によって，課題の進

（報告書，37 頁）。

展がとどまったこともある。このことに関して
A 学校の校長の働きかけが注目される。

６．考察

第一に「やらせる」から「自発」への転換で

以上，貧困地域における A 学校の校内研究

ある。教員の研究活動に対する関心が薄いとい

は過去の実践を踏まえて，校長主導の下，主題

うことに対して，校長はまず校内研究を職務の

を決定し，内容を調整しながら，展開された。

一環として教員に「やらせる」という方法から

その過程において，教員は研究課題を行政的な

始めた。そして，課題内容の調査の段階から校

任務として追究する意識から，課題の主旨につ

長は教員の参加を意識的に強調することとし

いての共通理解を形成するよう変化した。ま

た。個々の児童生徒の家庭訪問の推進，小グ

た，自分の課題に結びつけて実践したため，教

ループ課題担当による教員個人の責任配分等を

員の主体性が同時に保障された。教員は自主的

通じて教員の校内研究への参加を保障した。こ

に課題を内面化し，児童生徒の学習と生活状況

のような校長の働きかけによって，教員は当初

への関心度も向上した。そして，旧来の教科枠

受動的に校内研究の主題への理解を深め，主題

組みに基づく組織と異なる課題研究チームを構

に関する理解が次第にできるようになった。そ

築して，より平等な教員関係をつくり上げた。

の後，教員の自主性を保障することによって，

教員たちの協働をさらに促進し，自信が高めら

その「やらせる」を「自発」に変化させた。校

れたと見られる。このような共通理解と協働を

長は「強制的な参加」を主導することで各教員

達成できる研究環境は A 学校の校内研究を有

に任務と責任を配分したが，思考過程を教員に

効にする条件であったと考える。

任せることによって課題に関する各自の理解不
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足を出し合うこと，課題を自分の教育課題と絡

2000 年代以降，校長，教職員相互の信頼とコ

み合わせること等，教員の自発的な行為につな

ミュニケーションの深化が図られ，教員の自律

げた。また，校長からその具体的な内容に関す

性を促進することが求められる分散型リーダー

る思考過程が移譲されたことで各課題研究チー

シップ（西川，2020 ）の視点から，さらに貧

ムの教員は自分の意見を任意に交流できる協働

困地域の校長の働きかけについて考察する必要

の風土を作り上げた。

がある。

第二に，知識面からのサポートである。まず
資質能力が低い教員の「自発」的な考えや価値
のある交流ができるようにするため，校長はそ

注
（１）本稿で取り扱った「貧困地域の公立学校」

の基盤として，課題に関する知識の習得を促し

は経済的に貧しい地域の公立学校を指してい

た。児童生徒の発達に関する文献を使用した教

る。その判断基準は多様であるが，本稿では経

員たちの学習会と自主的な学習，感想の交流と

済の貧しさによる教員問題（資質能力低い，意

検討等への支援がなされている。また，上述し

欲低下等）又は児童生徒課題が有する学校を指

た児童生徒の個性発達の焦点が見つからないよ

す。本研究は，筑波大学人間系研究倫理審査委

うな，教員だけでは解決困難な問題が生じた場

員会による承認を受けている（ 2019 年 8 月 8 日，

合には，校長が学校外の教育専門家を招いて解

筑 2019-92A 号）。

決の方向を提供し，教員の課題理解をさらに深

（２）本稿で用いる校内研究は中国語の「校本教

化させた。

研」の和訳である。「校本教研」は 2001 年の教

このように，A 学校の校長は貧困地域であ

育課程改革で法的に規定された「校本課程」を

る自校の教育課題と教員の現状を把握した上

開発するために各学校で行われる課題研究活動

で，「やらせる」から「自発」への転換を通じ

を指す用語として使われた。その後，各学校が

て知識面からの支持等の働きを契機に，貧困地

行う多様な研究・研修活動をも含んで使用され

域における A 学校で教員を中心に共通理解と

るようになった。したがって，日本語の校内研

協働のできる環境を構築した。以上のような組

究とほぼ同じ意味と解釈できる。そのため，校

織環境の中で効果的な校内研究は成立した。

内研究という言葉を用いる。とくに本研究が考
察対象とする貧困地域の学校での校内研究は，

７．今後の課題

学校の教育課題を各学校の教員自身が意識し，

本稿では中国貧困地域における効果的な校内

解決することが重視され，教員研修の一環であ

研究事例を取り上げ，展開過程を分析すること

ると同時に教員の協働による教育課程の開発や

で，その成立条件を検討した。しかし，インタ

授業改善等の活動を含むものである。

ビュー当初から A 学校の校内研究の展開過程

（３）中国では中央 ―省 ―市 ―県 の行政構造と

に絞って調査したため，校長や教員の意識の変

なっており，県は日本の町に相当する。

化や校長の行動に対する教員の意識等のデータ

（４）「国費師範生計画」とは，貧困地域の教員の

は十分とは言えない。特に校長の働きかけに関

質と量を確保するため，6 つの師範大学の貧困

する分析は不十分である。このような「校長の

地域出身の師範生の一部を対象に，彼らの大学

働きかけ」に関するデータと教員の意識変化の

4 年間の学費・生活費を中央政府が負担する代

より深い調査は今後の課題としたい。また，貧

わりに，卒業後出身地に戻り，教員として 6 年

困地域の学校における校長の行動は効果的な校

以上の勤務を義務づける政策である。「修士レ

内研究の実現に重要な役割を果たしていたが，

ベル教員計画」とは，貧困地域の教員の質向上

校長のリーダーシップという視点での考察は十

のため，大学院に進学予定の大学生を対象に，

分にできていないため，事例校の現状記述にと

まず 3 年間，県以下の行政単位の農村部の学校

どまった。今後は校長のリーダーシップ，特に

に勤務させ，その後 1 年間大学院に通って修士
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号を取得させる計画である。「 3 つのサポート

動向を踏まえて」
『人間環境学研究』18（ 1 ）人間

プログラム」とは，貧困地域の教育，医療，農

環境学研究会，pp. 57︲62

業を促進する目的で行われる，大学を卒業する

浜田博文 ,2009.「小学校の学校改善過程に及ぼす

若者を対象とした就職プログラム（ 2 年間）で

組織的要因に関する研究 ： 教師の自律と協働

ある。

の連関要因に着目して」
『筑波大学教育学系論
集』33 卷，pp. 41︲54

（５）本稿で取りあげた先行研究では「農村地域」
「農村部」などの用語が使われているが，それ
らの地域は経済的に貧困であるため，本稿では
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中国貧困地域の公立学校における効果的な「校本教研」の成立条件に関する研究
―展開プロセスの事例分析を中心に―
毛

月

本研究は，中国の貧困地域の公立学校における効果的な「校本教研」の成立条件を明らかにするこ
とを目的とする。そのために，貧困地域で教育の質を向上するため効果的に「校本教研」を展開した
1 校の事例をとりあげ，対象校が貧困に起因する教育課題をどう捉えて「校本教研」を展開したのか
に着目し，その展開プロセスの分析から貧困地域の学校で効果的な「校本教研」が成立する条件を解
明したい。なお，
「校本教研」とは，各学校の課題を各学校の教員自身が意識し，解決するための課
題研究活動である。教員研修の一環でありながら，教員の協働による教育課程の開発，授業改善等の
活動を含む。
分析の結果，事例校の校長は貧困地域である自校の教育課題と教員現状を把握した上で，教員に対
する「やらせる」から「自発」を求めるプロセスと知識面からの支持等の働きを契機に，貧困地域に
おける A 学校教員を中心に共通理解と協働のできる環境を構築した。このような組織環境の中で効
果的な「校本教研」は成立できたと思われる。

Conditions for Establishing an Effective “Internal Research” Project
in Public Schools in Poor Districts of China:
A Case Study on the Development Process
Yue MAO
This study identifies the conditions under which an effective “internal research” project can be established
in public schools located in poor districts of China. A school that effectively established an internal research
project to improve the quality of education in a poor district of China was used as a case study. The project
focused on the school’s perception of poverty-related educational problems. This study analyzes the process
through which the project was developed to clarify the conditions under which an effective internal research
project can be pursued by schools in poor districts. Here, the term “internal research” refers to research activity
whereby teachers recognize problems within their schools and workout solutions for these problems. While an
internal research project is part of a teacher-training program, it includes activities such as curriculum
development and class improvement endeavors that involve collaboration among teachers.
It was found that the school principal understood the educational problems and the conditions teachers at
the school faced. Coincidentally, teachers received support – both institutionally and in terms of knowledge –
during the same period, and were able to take initiatives on their own to solve problems. The principal used this
opportunity to create an environment of mutual understanding and collaboration among teachers at the school.
This study concludes that an effective internal research project could be established by creating dialogue and
collaboration among teachers and students.
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