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抄録

本稿では生徒自身が目的意識を明確に持ち、さらにその目標達成に向けて前向きな学習活動の

展開につながることを目的とした進路指導の在り方についてまとめた。今回検討した新たな進路

指導では、まず高等部の学年毎に学年別進路指導目標を明確にし、学年別進路指導目標を踏まえ

た上で、生徒本人の自己理解、自己選択。決定の能力を身につけるために、 1)社会人としての

将来について系統的に学習する進路学習、 2)計画的・経験的な内容で他の学習活動にも反映す

る現場実習、 3)本人はもちろん、保護者、関係者との組織的・継続的な連携につながる進路相談、

以上の 3つの軸を進路指導の中心に据え、有機的に相互関連させながら年間指導計画を構成した。

さらに、進路指導に大きく関わる生徒の「主体形成」は、進路学習の時間に限られた単発的な取

り組みに留まらず、他の授業や様々な指導場面において、総合的に取り組むことが必要不可欠で

ある。その一つの実践事例として、「早起き会」の活動を通じた生徒の主体性を促す取り組みに

ついて紹介した。

＊沖縄県立宮古特別支援学校

＊＊琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
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I. はじめに

障害児教育の重要な最終目的の一つが「自立し社会参加する」ことにあるということについて

は自明のことであろう 。ほとんどの特別支援学校の教育活動は、その目的達成に向けて日々の実

践に様々な工夫を凝らしながら取り組まれている。特別支援学校小学部入学から高等部を卒業す

るまでの間、子どもが日常生活の基本動作からコミュニケーション、社会性等々の「力」を身に

つけられるよう、系統的に一貰性を維持しながら教育活動が展開されている。その中において進

路指導は、最後の「詰め」の段階にあたり、その果たすべき役割は極めて大きい。特に高等部に

おいては、学校生活から社会生活への移行直前の段階にあり、進路指導の在り方は生徒の社会生

活に直結するものである。このことから進路指導は、少なくとも高等部教育における核のひとつ

であることに相違はないものと考えられる。先に知的障害児の教育課程に関する実践的研究とし

て、教師が主体的に考える「個別の教育支援計画」の策定とその課題について報告した 5)。そこ

では「個別の教育支援計画」をテーマとしながら、特に校内研修の見直しを念頭に置いた「学習

会」の取り組みを事例として紹介した。本稿では、まずその「学習会」も含めた研修として取り

上げた「進路指導」の研修内容についてまとめる。次に研修内容に基づいて「生徒の主体性を育

む」、「教師間が連携して取り組む」という観点から取り組んだ「早起き会」の具体的な実践につ

いて紹介する。

II. 進路指導の歴史的変遷の概要

1950年代における進路指導は「職業指導」を主な内容として実践されてきた。すなわち、形

はどうあれとにかく就労につなげたいという意識をベースにもちながら、校外実習やいわゆる学

校工場方式による校内実習活動を中心に指導が進められてきた。このような進路指導の背景には、

作業所や福祉施設といった障害児（者）を受け入れる体制が整っておらず、就労できなければ在

宅にならざるを得ないという厳しい状況があったものと考えられる。

1960年代から 1970年代にかけての障害児教育は、養護学校学習指導要領 (1962年）が制定

され「経済生活及び職業生活への適応」などが教育目標として設定された。それから校外実習は「職

場実習」と呼ばれるようになり、校内における実習活動は、指導形態も領域・教科を合わせた後

の「作業学習」となった。一方で日本の社会的な背景としては「石油ショ ック」が起きたことに

よる不況の時代を迎えており、そのことが障害児の進路にも直接的な大打撃を与えていた。

1980年代から 1990年代前半にかけて、各都道府県で養護学校の裔等部の整備が行われ、中

学部からの進学が増加した。また、この時期から小規模作業所が都市部を中心に設立され福祉的

就労が増加してきた。先の職場実習はこの福祉的就労も視野に入れた形で行われるようになり、

「現場実習」へと変化していった。さらに学習指導要領改訂 (1989年）では「高等部における職

業自立の充実」が方針として打ち出され、高等部教育を職業教育へと方向付けた。それは、学生

生活を職業生活に近づけるための作業学習や現場実習中心としての高等部教育として注目され

た。

1990年代後半になると高等部の設置状況や内容についての整備も拡充され、その成果として

高等部の入学希望者を全員受け入れることができるようになった。その一方で、高等部に在籍す

る生徒の重度・重複化が進み、多様な生徒への対応が求められるようになったことも事実であっ

た。このことにバブル崩壊という経済的不況が重なることによって結果的に障害児の就職率は低

下せざるを得なかった。その中で文部省は、 1996年「職業促進に関する調査研究」に取り組み、

1999年には学習指導要領の改訂で「職業自立の促進」を打ちだすなどの動きをみせていた。そ

の後、進路学習を加えた進路指導が一部の養護学校で展開されるようになり、やがてそれが全国

に広まっていったという経緯がある。
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以上概観してきたようなプロセスを経て現在では、生徒を進路選択と社会参加の主体として位

置づけた進路指導が展開されるようになっている。しかし、本人の能力開発や向上、環境への適

応等、従来からの進路指導観は根強く存在しており、新たな進路指導観がなかなか定着していか

ないといった課題は少なからず残っていた。その点について松矢 (2004) 2)は、「転換期にある

進路指導は、伝統的な進路指導観のまま進路学習や個別移行支援計画の実践様式が表面的に取り

入れられ、その理解や実践に混乱がみられる」と指摘している。さらに 「このような時代の実践

状況を克服し、新たな進路指導への転換を促す理論的・実践的方向付けが求められる」とも述べ

ている。

III. 「自立」の定義

「自立し、社会参加・・・・」のような文言は、当時の養護学校のほとんどの教育計画等に記

載されていた。筆者が所属していた知的障害の養護学校でも例外では無く、教育目標で「・・・

自立し、社会参加できる人間を育成する」と、「自立」を打ち出していた。このことからする と「自

立」は、障害児教育の基本的かつ最も重要な概念のひとつであるといえよう 。この点について進

路指導の視点から見ると「自立は障害児教育の目指すところであり、就労、福祉施設、作業所と

いった進路の選択・決定はそのための方策である」といっても過言ではないと考える。

それでは「自立」とは具体的にいかなるこ とであろうか。「自立する」とは具体的にどのよう

な状態を指していうことなのだろうか。その素朴な疑問を墓盤として「自立」について、ここで

改めて基本的な考え方を整理する。ここで、自立とは何かといったいわゆる「自立観」について

は、 「障害を どう捉えるか」という「障害観」に影響されると考えられる。このことからここか

らは、一つの試みとして世界保健機関 (WHO)が示す「障害観」から「自立」を考える。最初

に提唱された 1980年の WHOモデルでは、「障害者の自立は、障害者自身が種々の能力 (ADL等）

の習得に向けて努力することが優先である」という考え方が示されていた 6)。その後、 2001年

WHOモデルの改正 (ICF)7lでは改めて自立について「障害者の自立は、生活の質 (QOL)の維持・

向上が最優先され、障害を個人の努力責任にするのではなく、社会の支援体制の整備責任との関

係で見ていくことを重視する」としている。この世界保健機関 (WHO)の示す「障害観」を踏

まえて、教育という立場からの視点を加えながら「自立」についての考えを纏めたものが以下で

ある。

1) 障害をもった多くの子どもが、将来社会で主体的な活動をするためには何らかの支援 （サー

ビス）が必要である。

2) 支援を受けることを前提として生活の質の維持 ・向上に向けて取り組むことが「自立し、

社会参加する」ことにつながり、この点については健常者と何ら変わりはない。

3) 支援体制が整ったとしても、主体である本人に活動意欲がなくては「自立」した活動につ

ながらない。

4) 「自立」はそれぞれの発達段階においても存在する。

以上の 4点を踏まえて、改めて「自立」について纏めると、 「自立とは、支援の有無に関係

なく、本人が自身の生活の質の向上を目指して、前向きにかつ主体的に取り組み、充実し

た生活を送ることである。また自立は高等部卒業後の社会生活を送る段階にのみ存在する

のではなく、在学中のそれぞれの発達段階においても存在する」となる。学校組織におい

ては、このような基本的な考え方について共通認識をもち、それに基づいて実践に取り組

むことが重要である。
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IV 生徒を主体とした進路指導

学習指導要領では進路指導について「生徒が自己のやり方や生き方を考え、主体的に進路を選

択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこと」

としている。このことは、学校における教育活動全般にわたる教育実践及び教育活動が、全て進

路指導の範略に入ることを示唆している。また、沖縄県教育委員会が打ち出している進路指導の

基本方針の中では「進路指導は一人一人の児童生徒が将来に対する目的意識をもって主体的に学

び、自己の可能性を発見し、その伸張に努めることによって、自分にふさわしい進路を選択 ・決

定し、自己実現を図っていくことができるような能カ・態度を育成することである」とされている。

このように進路指導については、「教育活動全体を通じた取り組み」と「生徒本人の主体性」をキー

ワードとして、基本的な考え方が示されているといえよう。このことから、学校の教育活動全体

を通じて生徒の主体性を育てることが、進路指導の基本的な考え方であるといえる。真謝 (2001)l) 

は、知的障害養護学校における進路指導と就労支援の在り方に関する調査研究を行い「進路指導

は単なる出口指導ではなく、教師が進路先を決めてあげるものでもない」とし、進路決定におけ

る生徒の主体性を重要視する必要性を改めて指摘している。このような指摘に留まらず、例えば

「個別移行支援計画」の提案等にも「生徒主体」をコンセプトの一つとした進路指導が展開され

ている。

付け加えるならば、進路指導を実効あるものにするためには、生徒主体の視点をもった教師の

指導や対応が必要不可欠であることはいうまでもない。生徒の主体性を育てるためには、指導場

面等における重要な役割を担う教師の指導方針や考え方といった、いわゆる「潜在的カリキュラ

ム」の在り方が進路指導の実効性に直結すると考えられる。すなわち、具体的な指導場面におい

て生徒が主体的に活動できるか、主体的な活動の環境作りができるかは担当教師の意識、考え方

や姿勢によって大きく変わってくるものである。

V 生徒の主体性を育てる進路指導計画

上述した生徒主体による進路指導の有効性や実効性についての「基本コンセプト」を共通認識

するために、現場では校内研修会や進路指導部との合同学習会を積み重ねてきた。ここからは、

これらの経験を通じて纏められた進路指導の在り方について述べる。ここで進路指導を広義 5

に捉えると、上述したように「学校における教育活動全般」が進路に関わる指導であるといえる

が、ここからはやや狭義に「進路指導」を捉え直し、「卒業後の生活を視野に入れた具体的な内

容を指導すること」に限定する。

進路指導は、 1)進路学習、 2)現場実習、3)進路相談といった 3つの要素で構成されると

考えられる（図）。ここで、「進路学習」は生徒が主体的に自身の将来を考え、社会生活が具体的

にイメージできる基礎的基盤を培う学習活動と位置づけられる。その進路学習を新たに加えた高

1)進路学習~ 自己理解（長所・短所等)~ポ団ミの生活 その他

t~----=い--.. ~ ・--·-,、-----~- ----・~・・ -~~ 

2)現場実習 """""7"'7 試したい実習（実習先・作業内容)~新たな試行・再チャレンジ

t 
~ 

3) 進路相談—➔ 実習評価 : .... >ふ 進路決定ー一~個別移行支援計画

図 今回検討した新たな進路指導の構造
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等部における進路指導は、まず進路学習で進路に関する事項を学び、次に現場実習で進路体験の

拡大を図り、最後に進路相談で自己の進路に関する選択・決定を行っていくといった流れで進め

られていく 。

近年進路指導は、進路学習を新たに加え、実践的な体験の機会である現場実習と具体的な選択

や方向性を導く進路相談が相互に関連して進められるようになっている。このような中で、生徒

自ら進路について学び、考え、解決していくといった、いわゆる生徒の「主体形成」は、進路学

習を計画的、系統的に実践することによって、初めてその成果が期待できると考えられる。さら

にそれは、進路学習の時間に限られた単発的な取り組みに留まらず、他の授業や様々な指導場面

においで常に進路学習を念頭に置きながら総合的に取り組むことで一層の効果が期待できよう 。

そのための具体的な方策として、 1)「個別の指導計画」の活用を通して、それぞれの授業や指

導場面における指導方針の方向性を明確にする。 2)「生徒の主体性重視」や「指導内容の相互

的関連付け」等について検討する。 3)学級経営を含む高等部における教育活動全体の見直しを

図りながら指導体制（教育課程を含む）の再整備をする。4)特別支援教育の理念に基づいて作

成される「個別の教育支援計画」の策定において、生徒が活動しやすい状況を作るための具体的

な手立てを開発し、生徒自身が自発的かつ主体的に取り組めるよう環境整備をする、といった内

容が考えられる。これらの内容を踏まえた教育活動を高等部は求められることとなる。

これまで述べてきたように、 1)進路学習、 2)現場実習、 3)進路相談の相互関連を高めな

がら展開されるいわば狭義の進路指導と、学校における教育活動全体を通して展開する広義の進

路指導 （従来の高等部教育）を有効に組み合わせて指導をすすめていくことが、より効果的な進

路指導につながるものと考える。これらのことを通じて生徒の進路への関心や取り組む意欲を高

め、生徒自身のみならず保護者にも将来に対するビジョンが描きやすくなるという効果も期待で

きる。何より、生徒自身が目的意識を明確に持ち、さらにその目標達成に向けて前向きな学習活

動の展開につながることを大いに期待する。

V1. 系統性、発展性を目指した進路学習の確立

「個別の教育支援計画」の策定とその課題については別稿 5)で詳細に述べたが、進路指導の指

導内容を「個別の教育支援計画」の支援の 3つの観点と関連させたものを表 1に示す。就労の観

点から考えられる指導内容の例としては、家族や身近な人の仕事、事業所、作業所、福祉施設等

の区分別の仕事、卒業生の生活の様子、実習や進路の希望、働く意義などが挙げられる。同様に

生活の観点からは、基本的生活習慣はもとより、金銭管理や消費生活、公共マナーやルール、身

だしなみ等が挙げられる。また余暇の観点からは、趣味や興味関心、夢、生活活動圏マップなど

が挙げられる。これら、 1)就労、 2)生活、 3)余暇の 3つの観点を念頭に置きながら進路指

導の具体的な指導内容を精選することでより大きな効果を期待することができる。

表 l. 観点別の進路指導内容

観点 指導内容

就労 家族の人の仕事、身近な人の仕事、仕事の種類
区分別の仕事（事業所、作業所、福祉施設等）、現場実習
卒業生の生活の様子、働く生活（学校生活との相違）
実習の希望、進路の希望、働く意義、自己理解、就労支援機関、その他

生活 家庭生活、基本的生活習慣、金銭管理、消費生活、健康管理、
交際 （友人、男女）公共マナー ・ルール、身だしなみ (TPO)、
支援機関、公共機関、青年教室

余暇 趣味、興味関心の高いもの、夢、生活活動圏マップ、その他
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ここからは今回検討した新たな進路指導について詳細に述べる。まず高等部の学年毎に学年別

進路指導目標を明確にした（表 2)。 1学年では「自己理解と実習の意義を知る」、 2学年では「実

習体験の拡大を図り、働く意義を知るとともに働く意欲を育てる」、 3学年では「具体的な進路

選択・決定と卒業後の具体的な生活イメージを描くことができる」とした。これら学年別進路指

導目標を踏まえた上で、生徒本人の自己理解、自己選択。決定の能力を身につけるために以下の

3点を進路指導の基軸として計画を立案した。

1)社会人としての将来について系統的に学習する進路学習

2)計画的 ・経験的な内容で他の学習活動にも反映する現場実習

3)本人はもちろん、保護者、関係者との組織的・継続的な連携につながる進路相談

以上の 3つの軸を進路指導の中心に据え、有機的に相互関連させながら年間指導計画を構成し

た（表 3)。

表 2. 学年別進路指導目標

学年 学年目標

1年 自己理解と実習の意義を知る

2年 実習体験の拡大を図 り、働く意義を知るとともに働く意欲を育てる

3年 具体的な進路選択・決定と卒業後の具体的な生活イメージを描くことができる

表 3. 学年別進路指導計画

学年 進路学習 現場実習 進路相談
（日生、特活、生単、その他） （作業学習、総合） （説明会、個人面談）

●進路学習の流れ ●実習の意義 ●ガイダンス

●自己理解 （働く模擬体験） （高等部 3カ年の取り組み

1年
（自分の特徴：得手不得手） （働く意欲喚起） の流れ）

●自己主張 （働く体力） （卒業生の進路状況）

●身近な人の生活と仕事 ●その他 （進路先の情報）
（家族、卒業生等） ●個人面談

●働く意義 ●実習経験の拡大 ●進路選択の手順
●いろいろな仕事 （内容の選択） （観点・手続等）

（業種、時間、資格） （前年との比較） ●個人面談
●自分の仕事 ●進路選択の情報 （実習に向けて）

2年 （やりたい仕事） （卒業後区分別希望）
（できる仕事） ●実習反省会

（成果と課題）

その他、必要に応じて随時
ニ玖几r疋ら

●自分の進路、生活 ●進路選択と決定 ●具体的な進路選択と決定
（卒業後の生活設計） （前期：自己の適性を踏ま ●実習反省会 （実習先と合

●社会生活 えた実習先の選択と試行） 同開催）
3年 （生活とお金） （後期：進路を具体的に決

（公的機関の利用） める実習） その他必要に応じて随時設
（余暇と指導） 定

その他必要に応じて実施
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VII. 「早起き会」の活動を通じた生徒の主体性を育てる取り組み

これまで述べてきたように、進路指導に大きく関わる生徒の「主体形成」は、進路学習の時間

に限られた単発的な取り組みに留まらず、他の授業や様々な指導場面において、総合的に取り組

むことが必要不可欠である。ここではその一つの事例として、「早起き会」の活動を通じた生徒

の主体性を育てる取り組みについて具体的に述べる。

知的障害のある子どものイメージとして、「指示待ち」、「集中力の不足やその持続性の課題」

等がよくいわれる。実際に現場実習などの場面においては、個々人の長所を認めようとする一方

で、集中カ・持続性、挨拶や返事等のコミュニケーションの課題を指摘する声は少なくない。生

徒自身にこれらの課題を克服する力が無いという ことではなく、在学時においていかにその能力

を身につけられるかということが課題であろう 。このことを踏まえて、生徒の主体的な活動を促

し、さらにそこから自主的・自発的な行動の芽を伸ばしたいと願って実践したのが「早起き会」

の取り組みである。

1. 「早起き会」の活動目的と参加生徒

早起き会の目的として以下の 3点を挙げた。

1)年間を通して継続した取 り組みの経験を積み上げる

2)継続した活動を通して清掃活動の習慣化・日常化を固る

3) 自主運営を基本方針に据え、自主的・自発的な活動を促し、卒業後の主体的な生活につなげる

また、参加した生徒は高等部一般学級の在籍者で、内訳は 1年生 6名、 2年生 1名、 3年生

7名の合計 14名であった。

2. 活動内容

具体的な活動内容は、 1)校内通路、校門周辺の掃き掃除、 2)プランターヘの灌水、バス停

の清掃（毎週金曜日）、玄関前の清掃（雨天時）で、毎週火曜日から金曜日の朝 8時から 8時 30

分まで実施した。職員の指導体制として、寄宿舎、生徒指導部、進路指導部が連携して指導を行っ

た。以下に指導の具体的な内容と方針を示す。

1)はじめのミーティングから清掃活動、終わりのミーティングまでの一連の活動の中で、挨拶

や返事、安全意識、日常生活における基本的な事項と清掃時における技術的な事項の内容を

生徒個々のニーズや実態に応じて指導する。

2)生徒自らが判断した行動に対しては、全体の場（ミーティング等）で評価し、正誤について

の評価は個別に行う 。

3. 活動状況

3 -1. 生徒の変容

「早起き会」の活動を通してみられた生徒の変容について 3点にまとめる。

1)はじめのミーティングから清掃活動、終わりのミーティングまでの一連の流れが、教師主導

から生徒自らの自主運営ができるまでになった。また清掃活動時に、いわゆる「飛び込み」

で加わる生徒が増え始め、他の生徒への波及効果がみられるようになった。

2) 当初清掃活動は、決して要領が良いものとはいえなかったが、清掃の手順を示し、役割を分

担することで活動が効率的になった。それが大きな要因となり、活動に対して生徒に達成感

や成就感が生まれ、さらに周囲から評価されることで活動意欲も高まりをみせた。

3) 活動時は教職員の出勤と重なることもあり、清掃しながら「挨拶」を意識するようになり、

その後は生徒会とタイア ップした「あいさつ運動」の取り組みへと発展した。
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4. 今後の教育実践に向けて

今回紹介した「早起き会」の活動については、 3年ほど前にも行っていた事実があり、その内

容はほぼ同様のものであった。しかし前回が「校内美化」を主たる目的とした活動であったこと

に対して、今回は「生徒の主体性」を促すことが目的であり、卒業後の社会生活を明確に展望し

ている点において明らかに異なっていたといえる。さらに前回はその目的に照らして、環境整備

部単独の取り組みであったことに対して、今回は寄宿舎、環境整備部、生徒指導部、進路指導部

といった複数の校務分掌上の係が連携して指導体制を整えた。その役割分担は、将来の職業自立

を見据えるという観点から進路指導部、基本的生活習慣の観点から生徒指導部、寄宿舎、前回同

様の校内美化という観点から環境整備部であった。後述するように今回の取り組みでは、複数の

校務分掌（係）が関わることで、それぞれの視点からの対応が可能となり、係間で連携した取り

組みとして今後につながる校内連携のモデルケースとなった。この「早起き会」の活動は生徒が

主体となった進路指導を考える中で、必然的に生まれてきたものであったが、結果的に見て校内

体制あるいは連携の在り方として興味深いものであったと考えている。

今回の活動の根底にある基本的な考えの一つである 「生徒の主体的な活動を促すこと」は、本

人主体 （教育的ニーズ）で展開するという特別支援教育の目的に合致するものである。在学時に

おけるこのような主体形成を目的とした取り組みは「学校生活」から「社会生活」への移行に伴

う、個別移行支援計画の策定 ・活用の有効性を高めるものである。さらに生徒本人が、自身の進

路を自ら選択・決定し、主体的な社会参加につながるものであると考えている。「早起き会」に

参加した生徒の多くは、通常の学習活動においても活動意欲や学習活動時における態度、卒業後

の進路についての取り組みに顕著な変化が現れていた。それらの要因のひとつとして、「早起き会」

の活動が学校長をはじめとした他の教員にも、自分自身の活動が認められているという充実感が

あったものと考えられる。この充実感が先に述べた通常の学習活動への効果をもたらした可能性

は十分に考えられる。さらに生徒たちが主体的に活動できた背景には、教員の「生徒の主体形成」

の確かな視点があったことを忘れてはならない。「子ども主体」あるいは「主体形成」の確かな

意図と視点をもった取り組みは、進路指導に限らず特別支援学校において今後も継続して行われ

るべき重要な実践であろう 。

VIII. まとめ

今回の進路指導について行った取り組みは、小学部、中学部、高等部のそれぞれの学部が具体

的に目指すものを再確認し、さらにこれまでの実践を振り返る良い機会になったと考えている。

ここからは、今回の取り組みを通じて得られた所見を考慮し、「自立」の定義に関する再確認を

通じた教育課程の編成と校内の連携システムについてまとめる。

まず「自立」の定義に関する再確認を通じた教育課程の編成について、例えばある特別支援学

校が目指す子どもの「自立」とはどのような姿か。この問いかけに対して、この特別支援学校の

全ての教員から同じ答えが返ってく ることが、すなわち学校全体で同じ方向性をもって教育活動

に取り組んでいる証であり、学校の教育目標共有の証であると考えられる。ここではまず「自立」

の概念を確立し、それを中心とした大きな目標が設定されると、次は「自立するための力」の習

得といった具体的な目標の設定が必然的にでてくる。そこで「自立に必要な力」とは何か、といっ

た議論が生まれ、さらにその習得のための方法、内容といったより具体的な内容にまで深化して

いく 。こうした一連の議論や作業の流れが「教育課程の編成」という具体的な形に繋がっていく

ものと考えられる。このように進路指導を単に生徒の卒業後の進路を見据えた取り組みとして捉

えるのではなく、教育活動全体を通して行うという視点でみると、学校の教育課程編成に繋がっ

ていくことはいうまでもない。このことから、進路指導の在り方を考えるということは、教育課
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程の編成に直結するものであり 、それはすなわち当該の学校教育の在り方にも繋がる重要事項で

あると考えられる。

上述した ことを踏まえて、ここでは宮古特別支援学校における教育課程の編成作業の一部を紹

介する。「目指すこと」やそのとらえ方の共有から始まり、その達成に向けた条件等についての

論議と展開、あるいは教育の内容や方法についての検討、といった一連の流れは、前述した「自立」

を起点とした教育課程編成に向けての展開と同様である。本校では、その起点を「学校の教育目

標」とそれに関連する各学部における「教育目標（めざす児童生徒像）」としている。具体的には、

本校の目指す 5つの児童生徒像の実現に必要なそれぞれの達成要素について議論する中で、目指

す児童生徒像はどういう状態像なのかを具体的にイメ ージすることで共有化が容易になった。例

えば「健康で明る＜ 、たくましい児童生徒」の場合、その実現のためには、「基本的生活習慣、

良好な人間関係、食生活など」が必要要素と考えられる。 しかし。その要素についての論議を展

開する中では、教職員一人一人の目指す児童生徒像のとらえ方の違いに気づき、その統一化を図

る作業を余儀なくされる場合もある。こうした取り組みを積み重ねることで、目指すことのとら

え方の統一感や達成に向けての指導内容 ・方法が徐々に明確化され、教育課程編成に反映できる

材料が揃っていく 。このような、これまでにない編成作業を取り入れた結果、教職員からは「協

議を進める中でワクワク感を覚えた」、「来年度に向けての自身の実践に期待が高まった」などの

声が実際に聞こえている。このことは、目指すことの共有といった教育実践のベクトルを一つに

する成果だけではなく、教職員一人一人が「教育課程編成に参画している」ということを実感し、

自身の教育実践に高揚感をもたらす成果をも見いだしたものと考えている。その他にも本校では、

学校経営目標についても同様な手順で検討作業を企画している。このような方法は、今回が初め

ての導入ということで、まだまだ改善の余地はある。 しかし教職員一人一人が、教育課程編成や

学校経営計画に参画しているという実感を伴う取り組みは、学校の活性化にもつながる有効な手

段だと考え、今後も実践と研究を継続していきたいと考えている。

最後に、今回「早起き会」の実践を通じて明らかになった、校内連携の在り方について纏める。

今回紹介した複数の校務分掌によるタイア ップした取り組みについて、筆者は特別支援学校の組

織の在り方についてひとつのモデルケースになり得る と考えている。一般に複数のシステム （こ

こでは校務分掌、係等） が複合して連携しながら一つの活動を遂行するという行為は決して容易

なことでは無く、むしろ困難を伴うことが少なくない。今回の取 り組みは「生徒の主体的な活動

を促す」ことを基本方針とする一方で、活動に参加する生徒は、それぞれの教育的ニーズや課題

を抱えていたことも事実である。そうした多様な教育的ニーズや課題に対応するためには、生徒

指導、進路指導、あるいは環境整備、寄宿舎といったそれぞれの立場からのアプローチが求めら

れてくる。このような多面的なアプローチを可能とするためには、複数の校務分掌 （係）がタイ

ァップできる体制が不可欠である。従来的な学校の校務分掌は、「学校組織としての機能発揮を

目的と した役割分担」という認識で分掌編成がなされている。 しかし、多様なニーズが求められ

ている中で、従来の考え方による校務分掌組織では対応が難しく、仮に対応できたとしても、相

当の負担が一部あるいは多くの教員にかかることは明白である。限られた人的資源の中で、いか

に機能的・効率的な校務分掌体制を整えるかを考えるためには、新たな視点で学校組織を見直す

ことが今一度必要である。今回「早起き会」で行った複数の校務分掌（係）が協働したいわゆる

「コラボ方式」は、従来的な分掌業務の在り方を見直すモデルケースになり得ると考えている。

ここからは上述した「コラボ方式」を基に、システム教育学 3)4)の観点も取り入れながら、教

育課程の編成作業について見直しを試みる。教育課程の編成は、学校の教育活動において教育目

標や方針、指導内容等を含めて必要不可欠である ことは明白である。一般に教育課程は、校務分

掌上の係を中心として編成作業が行われ、例えば会議で議論する資料等の作成や基本構想等につ
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いては、教育課程係を中心として行われてきた。今後は教育課程係のみならず、進路指導部、作

業学習担当者、生徒指導部等の関係する係の代表者で構成するチーム （教育課程構想委員会 ：仮

称）による取り組みがなされることが望ましい。従来のように、企画は係、検討は全員でという

構図ではなく、企画の段階から他の係も参画するという発想が今後は必要であろう。このことは、

関係機関等と連携した取り組みを進める、特別支援教育コーディネーターを中心とした相談支援

の様相に酷似している。このようなシステマティ ック な活動を可能とする体制作りは、従来の型

にはまった固定的な業務分担型から、状況に応じて協働体制のとれる 、よ り柔軟性のある新たな

校務分掌絹成の在り方を示唆するものであると考えられる。

本研究は平成 19年度琉球大学大学院教育学研究科修士論文の内容を基に加籠、改編したもの

である。
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