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アメリカの学校管理職養成プログラム開発に関する研究

大　　竹　　晋　　吾★

1．課題の設定

　本論は、1990年代以降のアメリカの学校管理職養成プログラムにおける実践的能力の開発を視

野に入れた教授・学習法の展開と、それに伴って進展していった養成制度システムに焦点をあて

る。

　大学院段階で行われてきた学校管理職養成に対する不満を克服するために、絶えずその問題を改

善してきた教授・学習法は、「実践に基づく（Practice－Based）」養成システムを一つの実践的能力を

育成する解決策として提示したといえる。しかし、これらはもう一方の学校管理職の制度システム

（免許資格制度）として、多様な資格付与、認定、更新、そこにおける免許基準、試験、研修制度

などに影響を与える結果となった。

　これらの展開が現在のアメリカの学校管理職養成システムを提示しているといえる。この点、教

授・学習法の展開から発展していった養成制度システムを分析することにより、現在のアメリカの

学校管理職養成システムを捉えることを本論文の目的とする。

　州毎に異なる養成システムを持つアメリカにおいて、「学校管理職」の「養成」に対する研究、養成

プログラムの開発が急速に進められたのは、1980年代半ば以降である（1）。これは、「危機に立つ国

家」の連邦の教育改革に対して出された諸提言において、特に「三門における成果が、教員や学

校管理職（教育行政職を含む）の能力によって大きく変化してくることが指摘されたことによる。

大学における諸研究の活発化、大学院段階での管理職養成が拡大していった時期を見てもこれらは

明らかであろう。特に学校管理職のリーダーシヅプによって、学校の成果が大きく異なることが指

摘され、これらの能力開発の諸提言が全米レベルで論議されたのもこの時期である（2）。その中で、

最も批判を受けたのが大学院段階の養成プログラムの実態であり、その内容が学校管理職のリー

ダーシップとして、効果的なものとなり得ていないという指摘がなされた（3）。

　このような批判に対して、「実践場面を取り入れた」プログラムの教授・学習内容の改善が、そ

の後の学校管理職養成の内実として議論されていく。この点について、一定の教授・学習活動の実

態を事例的に紹介しつつ、現在、行われている学校管理職養成プログラムを概観していく。具体的

には、「事例学習法（Case・Studies）」や「問題解決学習法（Problem－Based　Learning）」における大学院での
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授業の教授t学習法の発展と、これらが実践活動を含めた「実践に基づく学習（Practice一一Based

Leaming）」として発展していく経緯を捉える。結果的にこれらが学校管理職養成プログラムの全米

レベルの基準化、評価手法に展開していったことと、そして一方で学校管理職の養成制度化に多大

な影響を与え、養成システムとともに、制度システムとして資格免許制度を形成していくことに着

目する。

ll．養成プログラムにおける共通化・基準化の動向

　1980年代後半からのプログラム研究において、最も重要な研究成果として認知されているのは、

UCEA（University　Council　of　Educational　Administration．教育経営大学協会）の「知的基盤計画

（Knowledge　Base　Project）」の開発に関わる研究である｛％

　それまで各大学・大学院において行われてきたプログラムは、その有効性に対する実践者からの

批判が絶えなかった。UCEAは特に、学校管理職に求められる「知的基盤」の欠如を指摘し、共通

に必要とされる知識・技術の基盤の明確化によって、プログラムを体系化することを試みた。

　UCEAのプログラムの体系化に関わる諸研究は、1990年代半ばまで、継続的に研究された。

UCEAの一連の研究成果は、全米レベルに大きく影…響を与えたことでも知られている（5｝。当時、養

成プログラムの体系的な知識・技術を各大学・大学院の取り組みとしてしか考えられていなかった

が、教育経営・行政学研究者にとって、学校管理職養成が一つの研究テーマとして捉えられ、養成

プログラムが一つの研究テーマとして認知されてきたことも重要な点として述べられている。

　このUCEAのプロジェクトにもいくつかの重要な変化が見受けられる。例えば、　Giroux（6）らは児

童・生徒、学校、学校教育に与える社会的影響力を社会学の観点から論じ、Scheurich〔7）らは、結局

の所、これらの批判によって、リーダーシップは、批判的、変革的、教育的、倫理的なものではな

く、政治的・社会学的なリーダーシップのコンセプトの基準なのだということを結論づけている。

　ただし、UCEAのKnowledge　Base　Projectは、あくまで「知識・技術」の体系化に目標を定めたも

のであり、そこにおける教授法や各州の地域特性などを十分に考慮に入れた内容ではなかった。ア

メリカ特有の政策・政治、地域・民族、経済・財政といった諸問題を限定的に取り扱ったため、

1980年代の伝統的なプログラムの理論との変容が明確でなく、実践性に乏しいものとしての指摘

も受けている。

　1987年のNCEEA（National　Commission　on　Excellence　in　Educational　Administration　「教育経営の卓

越性に関する全米委員会」）と1989年のNPBEA（National　Policy　Board　on　Educational　Administration

「全米政策委員会」〉の活動は基礎的な学校管理職養成システムの質的向上に強く影響を与えたもの

といえる。これらは、大学院段階の養成プログラムの内容項目、プログラム評価システムを、全米

の各大学における知識・技能の共通的革新を保証するカリキュラム開発を奨励したものといえる。

これら1980年代後半から1990年代半ばにかけての動きは、学校管理職養成プログラムの共通化・

基準化を目的としたものとして理解できよう。
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皿．教授・学習法の展開一事例学習法の成果と課題

　教育経営行政学分野で、事例学習法が紹介されたのは約50年前である（8）。これらが実際に全米レ

ベルで知られる契機と成ったのは、約30年前のUCEAの実践事例集の紹介からである。ただしこの

時点では事例学習法といっても教授法や学習法などについては明確なものが示されておらず、事

例紹介といったレベルであった。実際に事例学習法が注目されはじめたのは、1990年代以降にお

いて他専門職分野であるビジネス、弁護士、看護からの養成プログラムの援用がきっかけとされ

ている。，ここ10年間に、プロフェヅショナル・スクールにおいて事例学習法（Case　Studies）は一

般化されたものとなり、多くの専門職養成に実践事例集（9｝が出版されるようになってきている。

　この事例学習法、実践事例集は授業などでも幅広く利用され、講義における議論や討論場面にお

いて、実践を射程に入れた学校管理職に必要とされる高度な能力の知識体系のそれぞれを実践場面

さながらに描く工夫がされている。これらは、伝統的（traditional）なプログラムにおいて批判されて

きた「実践性」を克服するものとして、「真に求められた教授法（authentic　leaming）」であった。

そこで、実際に行われている事例学習法の具体的事例を、これまでの伝統的なプログラムとの対

比において概観してみたい。

Classroom　1＝伝統的学習法の授業の風景

教官：「さて、授業も終わりに近づいてきましたが、指摘しておきたいことがあります。

　　　　次回の講義では、教員の人事に関してディスカッションを行います。そこで、シ

　　　　ラバスに書いてあるものを読んできてください。

　　　　その際に、特に注意して欲しい2つの事項があります。

　　　　一つは、インタビューの方法、二つ目には職務報告書です。

　　　　これら2つの事項をどのように扱うかを考えることで、みなさんは、教員の人事

　　　　に関するプロセスを計画できると思います」

Classroom　2＝事例学習法における授業の風景

教官：「さて、授業も終わりに近づいてきましたが、次回の講義の前に若干の指摘があり

　　　　ます。次回までに読んできて欲しいものは、r事例研究：XYZ学区の人事行政プ

　　　　ロセス、MrJones初等学校の初年度に起こった教員人事について』というレポー

　　　　トです。この出来事において、事例校は5ヶ月間という長期間を要してMr．Jones

　　　　を中心に教員人事を進めています。

　　　　これらを読んできた上で、次回の講義では下記の点を中心にみなさんで討論して

　　　　いきたいと思います
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Mr．J◎nes校長の指導能力の優れた点と弱い部分は何か？

なぜ、Jones校長は自らの指導能力不足を感じたのか？

そのために学区の人事行政のプUセスにたいしてどのような要求をしながら、

優れたスタッフを揃えようとしたのか？

これらについてのみなさんの見解を準備して説明してみて下さい。

　（Problem－Based　Learning　for　Administration　by　Edwin　M．Bridges　with　Assistance　of　Philip　Hallinger，

ERIC　Clearinghouse，　pp4－5）

　これまで、伝統的な学習法では、学習内容の知識体系の各項目を、設定された講義時数において

扱う内容が決定されてきた（lo）。伝統的な教授法（traditoinal　instruction）における講義内容は、体系

的な知識・技術を系統的・総合的に教えることを目的としたものといえる。この点、事例学習法の

目的は、学校現場で実際に起こった学校管理職が直面した課題を対象とし、そこにおける人間関係

や自らの心理的葛藤、経営的な諸問題などを取り扱うことにより、実践で活用できる知識を身につ

けようとするものである（］1）。受講生のレポーートなどには、「学校管理職に採用される前段階で、事

前に知っておくべきことが多いことに気がつかされた」など、養成段階において事例学習法は中心

的な学習法・教授法の一つとして確立されつつある（12）。

　事例学習法の特徴は、あくまでその「事例（case）」の理解にあるといえる。事例学習法の中では、

事例の中で記述された「優れた専門家」としての「学校管理職」の実践課題を的確に理解し、その

場面における問題発見、問題解決、意志決定の機会を学習していく。その際に、受講生は事例の中

での「理解」を深めることが求められる。

　この点、事例学習法の限界を指摘する声もある。それは、事例の幅の限界にある。この場合、事

例となる学校の諸要因が、リアルな課題を表していても、それはあくまで受講生にとっては一つの

事例に過ぎず、受講生が各学校の事例を取り扱う際には、事例の中だけでは十分にその成果を上げ

られるかどうかという判断が難しいことがである（13）。

　また、扱う事例によってもかなりの多様性があることも見受けられる。たとえば、UCEAの活動

として展開されている事例集（Case　Studies）の集積の中で、現在の教育改革や学校教育問題を扱っ

た取り組みなどを紹介しているThe　Journal　of　Cases　in　Educational　Leadership（JCELと略記）のHP

（http：〃www．ucea．org／cases！）がある。ここでは、①事例校の概要（学校の歴史、学校の教育目標、

生徒の学力や人種構成、地域社会の背景、学校の諸業績等）、②学区教委、校長等の紹介、③学校

が抱える問題・課題と教育改革との関係、④問題解決のための方法論の事前調査などがある。

JCELの事例集を見た限りでは、多いものでは数十頁に渡るものもあり、受講生にとっては詳細な

データに対する高度な分析能力が求められる。これとは反対に、ISLLC（lnterstate　School　Leaders

Licensure　Consortium週間学校管理職資格付与協議会）で示された基準に沿った形で構成されてい

る、Bducational　Administrator向けの事例集などでは（】4）、130項目以上の事例を列挙しているが、各事
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例については2頁程度の事例集もある。事例学習法については、その扱う事例、また教授者の能力

によってかなりの格差が出てくることは、多くの研究者からもその限界性が指摘されている㈹。

N．情報技術の革新とシミュレーションによる講義

　技術の進歩について、今までの研究ではあまりその成果が取り上げられてこなかったが、学問的

にその影響は大きなものがある㈹。

　近年の技術革新は、教育的リーダーシッププログラムの教授方法の中で特に講義中における議論

の場面を徹底的に作り替えたものにしている。

　ここで強調されるのは、仮想学校（virtual　school）の存在である。仮想学校での、より実践場面

を意識した講義は、多様な環境要因を含んだ学校経営プロセスを意識し、実践的なリーダーシップ

や意志決定場面を作り出し、そこにおいて必要とされる学校経営処理能力を養成することを目的と

している。

　このようなシミュレーションは多数のプログラムによって作られ、これまでの養成プログラムに

不足していた、現場、多種多様な内的・外的な要因、即時的な効果性及び計画的な効果性の検証を

予測的に扱うものとなっている（17）。

　UCEAのIESLP（The　lnformationa1　Environment　for　School　Leader　Preparation）は、これらをイン

ターネット上で開設しており、仮想学区（virtual　district）の中で学校管理職が自らの意志決定と

リーダーシップ、知識・技術によって学校を運営し、最終的に議論に基づいて実践の成果（out－

come）が示される仕組みになっている。今後、このようなネット上のシミュレーション・プログ

ラムは、学校管理職に対する養成の重要な側面を担うであろうといわれている（18）。

V．問題解決学習法（Problem－Based　Learning）

　問題解決学習法は、学校管理職養成プログラムにおいてもリーダーシップ研究に関連して、特に

経験的な場面に有用とされる知識・技術の重要性を指摘したといえる。

　他の専門職養成と比較した場合、学校管理職養成にこの問題解決学習法が導入されたのは遅い㈹。

しかし、多くの学校管理職者が断言するように、「この問題解決学習法は、最も養成プログラムの

中で相応しいものと思える。なぜなら、これまでの教育経営・行政学の理論、調査研究、批判の歴

史、そして管理職者の優れた実践の再考をもたらすことのできるものだからである」（20）。これらに

ついて、Bridges（2Dは、「これまでの形式的な学習、実践経験、インターンシップをより堅固なもの

にした」と述べている。

　Bridgesはこのことについて、問題解決学習法による変化とは、まず受講生である管理職の役割

と学習を変化させたことにあるとしている。ただし、そこでの問題は、受講生はある意味において、

部分的な回答しかこの学習方法を通じて学習できないとしている。
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　Bridges（22＞は問題解決学習法の特色を指摘している。それは「問題解決学習法とこれまでの事例研

究（case－studies）とはどのように違うのか？問題解決学習法のクラスではどのような学習が起こっ

ているのか？」という質問に対する回答でもある。そこで、伝統的なプログラムと、事例学習法、

そして問題解決学習法との違いを比べてみたい。

　伝統的なプログラムの学習法（Traditional　Methods）の特色は、書誌、出版物、実践記録、調査

研究などから、専門家や実践者としての有用な情報や模範的な回答を得ることが重要視された。教

授者は、受講生に対して情報や模範的な回答を与え、ディスカッションにおいては用意された問題

に主導的な立場で教授していく。受講生は、教授者からの知見を得ることが求められた。

　事例学習法は、先にも述べたように、あくまで「事例」の理解に目的が置かれる。そこでは、事

例に対する理解とともに、そこにおいて新たに考慮される課題なども、教授者、受講生ともに発見

することも考慮されてくる。ディスカッションの場面においても、事例から導き出される受講生の

知見を、教授者が新たな問題として提示していく。事例学習法では、必ずしも一つの回答を導き出

すことは主眼には置かれない。多様な回答を受講生が導き出すことも一つの課題とされる。

　問題解決学習法は、インターネットやコンピューターなどから、多様な課題を自らで発見するこ

とから始まる。受講生に対して、問題は初めから用意されていない。ここで教授者は、書籍、電子

化された情報などありとあらゆるこれまでの「事例」、「記録」などを提供できる専門家である必要

がある。また、受講生やそのグループが示した問題に対して適当な助言、示唆を与えられる学習の

アドバイザー的、若しくはオブザーバー的役割を担う。その際に、情報や記録などの使用法、問題

発見の機会の注意点などを、受講生に示唆することが重要な機能となる。

　Bridges⑳は、問題解決学習法の性格を5つの観点から示している。まず一つは、最初の時点で

“個々の受講生の対応の不備を指摘する”ことから始まり、次にこの指摘によって‘‘受講生が専門

職としてどのように対応するのか”を示し、学問的というよりも実践の場面を組織することをマス

ターできる知識を得、刺激的な学習・活動に対する受講生の反応を導く。最終的には受講生の学習

グループは、教授の示唆よりも学習過程を支配していく。

　Bridges（24’は、問題解決学習法と生徒中心の学習（Student－Centered　Learning）を区別している。問

題解決学習法はあくまで教授による問題の提案があるが、生徒を残心とした学習法では、受講生が

抱えている多様に存在する実践課題を、講義の場面で集団による刺激的な学習を通じて、解決して

いくことに重点が置かれるからである。

　問題解決学習法の研究者は、そこから更に、これまでの伝統的な教授法、受講生の集団による学

習活動（チームワーク）、知識・技術、そして問題解決学習法の中から、可能な限りの認知と知

識・技術を開発していく。問題解決学習法は、これまでの伝統的なプログラムが、核となる特徴的

な知識・技術といったものを要求しがちであって、重要視しすぎる傾向があることも指摘した。
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V【．実践に基づくスクール・リーダーの養成

　問題解決学習法の目的は、あくまで学校現場において有用と考えられる「優れた学校管理職の知

識・技術」を受講生に獲得させることにある。しかし、学校経営場面においては、必ずしも優れた

知識・技術が有効であるとは限らないことも示されてきた。核とされてきた知識・技術であっても、

これらを現場に活用する際には、相応しいものであるかどうかを判断する基準が、受講生に必要と

なってくる。二二的に考えられてきた知識・技術がより重要視される実践も存在する。これらを解

決するために考えられ始めたのが、インターンシップによる養成プログラムの開発である（25）。

　1993年にダンフォース財団（Danforth　Foundation）の基金のもとに、大学、多くの研究者によっ

て「実践に基づく養成プログラム（Practice－Based　Program）」が開発された（26）。

　プログラムの目的は、学校管理職が求められる役割、行動とプログラムをより関連づけることに

置かれた。当初、Milstein（27）らは、11大学における調査研究の結果として、このプログラムの計画

はこれまでの認知研究によってもたらされてきた知見を、インターンシップ、候補者の選択、そし

て学区との連携によってプログラムを位置づけることが、必要であるとした。結果、大学と学区、

任用、現職研修を大学の学校のパーートナーシップ、地域、経済界などとの連携上に、学校管理職養

成システムが構築されることになる。

　このプロジェクトは、その後22の参加大学を得て実践され始めたが、最終的には、大学の研究者、

学区委員会、州教育委員会、地域、経済の代表者を含めたものに拡大していった（28）。

　活動の中で最も高い評価を得たものは、「これまでにない優れた実践活動の報告」である。実践

の成果、データ、ポートフォリオなどによって、これまでには明確化されてこなかった、「優れた

実践」のに対する評価、指標（measure）が、これまでの養成プログラムに新たな知見を多くもた

らせるものであった。

　新たに見出されたものとして、学校管理職候補者にとって重要な能力として考えられるのは、学

校内・外との関係者との協働（collaboration）や妥協（compromise）がある。強いリーダーシヅプ

などによる学校経営能力の一方で、行政や地域、保護者との外部への対応、教職員や児童生徒に対

する内部との対応場面では、このリーダーシップと協働や妥協との関係性に着目することが、優れ

た管理職の実践によって見出されてきたのである。

　これまでの養成プログラムの限界は、実践者が現場に置いて教授されてきた理論や手法に傾倒し

がちなものを気づかせることができなかった。しかし、実践現場において記されたデータやポート

フォリオなどから、戦略的志向を持ったりーダーシップを発揮させるための「気づき」を与えるこ

とが、このプログラムを通して可能となったのである。

　但し、このプログラムの開発にも実践の蓄積が増えるにつれて問題が生じてきた。当初よりPractice－

Based　Leamingは、初任者段階に注目してきた。しかし、その後の学校管理職経験の中でも多様な

実践課題が現れ始めることがわかり、初任者段階だけに注目するだけでは、長年にわたる学校管理

職者、管理職経験だけに偏ることが疑問視され始めた。や教育政策などの社会変動によっては、学校
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間離職者の経験年数に頼るだけでは、問題解決に至らないケースも報告されてきたことがある（29）。

　これまでの養成システムでは捉えきれない、任用後の養成システムの課題に焦点をあてた、管理

職者の問題解決を促す養成の状況が生じてきたのである。

　確かに、学校管理職の初任新段階ではプログラムの有効性は見られ始めていたが、数年を経過す

る中で、大きな教育改革、法制度の変容に対して、初任者以降の段階の能力開発が求められてきた。

また、教員などの同僚関係、地域社会との関係などとの関係性づくりも、その学校の特性を把握す

る能力の開発が求められてくるようになり、同様に初任者段階のみでの養成の限界を指摘するもの

になっていった。

　このことについて、Norton（30）は、「プログラムのコースワークにおいて、より高度な内容はもち

ろんだが、獲得した能力と学校現場での結果との関係を、重視していく必要がでてきた」と述べて

いる。

　大学・学校・地域社会のフィールドを対象としたPractice－Based　Learningの影響は、ほとんどの学

校管理職養成プログラムを再構築していった（31）。

W。免許資格制度と「成果に基づく基準」

　1996年、NCTAF（National　Commission　on　Teaching　and　America’s　Future　r教師とアメリカの未来

についての全米委員会」）の提言は｛32）、教員免許の資格付与（licensure）、資格認定（certification）、

免許更新（accreditation）の三段階を通じて教師教育の質的改善を目指して出された。資格付与段

階は、初任段階の教師に対する免許の付与、資格認定段階は教職経験数年を経た段階での高い能力

に達した場合に与えられる。免許更新段階は、その後の学校、大学院での再教育を経て更新されて

いく。

　これらの資格免許の認可団体であるNCATEは、教師教育に対する全米の各大学・大学院におけ

る影響力を発揮していく。つまり、認可団体であるNCATEの基準を満たすことが、州内の免許取

得基準の達成を意味するようになっていくため、NCATEで示された基準を取り入れなければ、大

学院において免許資格を付与できなくなってしまうのである（33）。

　これらの影響は、従来、各州の免許法制の共通化がはかられて来なかった学校管理職養成制度に

対しても、強い影…響力を与えていく。1996年以降、NCATEはNPBEAの協力を得て、学校管理職の

免許法制に対しても、資格免許の認可団体として州の免許法制、大学院段階の養成プログラムの基

準として展開していった㈹。

　その後、これらを全米レベルの学校管理職の免許法制の基準化をはかったのがISLLCの活動であ

る。これらは、NCTAFで提言された資格付与、資格認定、免許更新の三段階を、学校管理職養成

に導入し、これらを持って管理職の能力開発の質的改善を法制化した。

　免許法制の基準化の影響力は、資格取得、試験制度、免許更新などの多様な場面で、高度な能力

を学校管理職に求めるようになっていく。この免許法制の基準化において、最も重用視されたのが、
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「成果に基づく基準（Outcome－Based　Standards）」と、またこれらを試験制度などに応用した「能力

に基づく評価もしくは試験（Perfomlance－Based　Assessment　or・Examination）」である。これらは、学

校管理職の能力を制度化された基準に照らし合わせて行われるものである。具体的な試験内容は、

示された事例校に対する分析能力、問題発見、問題解決案の提示を管理職候補者が提示することに

よって測定され、かなりの高度な能力が求められる結果となっている㈹。

　学校管理職養成システムにおいて、プログラムの基準化と教授・学習法の展開という動きは、必

ずしもここで述べている学校管理職養成の制度化を目指したものではなかった。あくまで、養成シ

ステムの質的改善を意図して開発されてきたものであった。しかし、これらの免許法制などに見ら

れる制度システムの基準化によって、学校管理職養成は新たな展開を迎えていると言えよう。

v皿．結語

　アメリカ学校管理職養成プログラムの開発は、1970年代からの教育経営・行政学（educational

administration）を中心とした理論研究に対する実践者からの批判に対して、1980年代に入ってから

の教育改革、教員養成改革に連動しながら教育経営・行政学研究から導き出された知識技術、理論

などの学問理論を総体化し、それらを全米レベルのプログラムの共通化・基準化へと展開させて

いった。そして、一方でプログラムの実践性を取り入れるための教授・学習法は、より実践志向に

近いものへと開発していった。

　教授法としての変化は、他の専門職養成の諸分野（医学・看護学・行政学等）で実践されていた

「事例学習法」の導入であった。事例学習法は大学院での教授法として、学校現場で直面する諸問

題を取り扱い、その中で一定の理論・知識を習得することを目的とした。

　しかし、この事例学習法は、課題として設定・例示された問題発見・問題解決・意志決定に対す

る技術、過程を学習することが中心となり、課題として設定された内容以外の影響要因が存在する

場合に、有効性が極端に低下するものであった。

　これらを克服するために開発されたのが、「問題解決学習法」であった。問題解決学習法は、学

校における課題の発見を、受講生自らが明らかにし、その上で課題の解決を図っていくプロセスに

よって行われる。ここでは、教授者はあくまでアドバイザーであり、受講生のこれまで教職経験に

おける視野よりも、更に広い視野を持って、課題の発見、解決のプロセスを示唆するもので、その

中で受講生は多様な要因を含ませながら、解決策を導き出していくものである。

　1990年代前半から、この問題解決学習法がこれらを実践の場面に活用し、学校現場での直面す

る課題を解決する内容として開発されたのが、インターンシップを活用した「実践に基づく学習

（practice－Based　Leaming）」の養成内容である。

　これらは、大学での講義を踏まえながら、更に学校・地域社会と連動する、学校管理職候補者の

経営能力を、より実践的能力として育成しようとしたものといえる（Practice－Based　Approach）。こ

の学習法は、これまでにない学習場面としての実践フィールドを活用した。ここで導き出された知
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見が、プログラムにおける知識・技術の再構築をもたらすものとなっていく。

　その際、指摘された学校管理職の長期にわたる能力開発の必要性が、その後の資格免許、試験評

価制度の中で、一つの課題を生み出したものと言える。

　上記の教授・学習法の開発は、結果として学校管理職養成のプログラム内容の革新をもたらし、

①体系化された知識基盤を活用した伝統的学習法によるプログラムと、②事例学習法、問題解決学

習法、実践に基づく学習など、実践場面を視野に入れた学習プログラムを開発した。これらは、学

校管理職養成プログラムの基準化、そしてプログラム評価手法などを実際の職務内容に近づけるも

のとなった。

　ここまで要約してきた内容から、学校管理職養成プログラムにおいては、総体的な養成プログラム

の確立、そして実践場面を想定した教授・学習法の開発、さらにプログラムを再構築する評価法の開

発などの諸点が、学校管理職養成システムを形成するプロセスの一端を示していると言える。

　しかし、プログラムの基準化、評価手法の開発は、同時に進展してきた学校管理職養成の資格免許

制度の基準化、資格付与、認定、更新などの多様な制度システムを形成する一因となっていく。教授・

学習法の開発によるプログラムの基準化と評価手法の開発が、結果的に、学校管理職養成制度システ

ムにおけるf成果」に基づく能力管理、能力評価システムを形成していく要因となったのである。

　2002年度から、アメリカでも各研究団体がこれまで提言してきた学校管理職養成システムに対

して、十分にその責任を果たせていなかったとする反省から、新団体としてNCAELP（National

Commissi◎n　for　Advancelnent　of　Educatlonal　Leadership　Preparation）を設立し、研究団体としてのアカ

ウンタビリティーを果たすシステムを模索し始めている。36）。そこでは、　ISLLCなどの資格免許制度

の基準化が、成果としてあまり見られないことが指摘され、制度化に対するアカウンタビリティー

をいつまでに、どのように果たすべきかを研究している段階である。

　現在、わが国でも学校管理職養成の制度化に関する論議が盛んに行われるようになってきている。

しかし、この制度化に関しても、資格免許や採用試験、研修などの制度システムは慎重に吟味され

る必要がある。関係諸団体である各研究団体などにおける論議は、そのプログラムの内容に対して

問われるべき責任性を果たしうるのかの検証が十分になされていないことがその理由となろう。学

校管理職養成システムにおける制度化の議論は、その果たすべき役割を、各関係諸機関による共同

責任体制の構築を前提として議論されることが必要となろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈注〉

（1）中隔武昭「アメリカの教育指導者養成における大学院カリキュラム改革の視座と戦略」、

　　il教育経営・教育行政学研究紀要』第2号、1995年、1頁。

（2）　Goodlad，」．1．　（1990）．Teachers　for　Our　Nation’s　Schoo｝s．　San　Francisco：　Jossey－Bass．

（3）　Clark，　D．C．，　＆　Clark，　S．N．（1996）．　Better　Preparation　of　Educational　Leaders．　Educational

　　Researcher，25（9），pp　18－20．

一　IO一



アメリカの学校管理職養成プログラム開発に関する研究

（4）　University　Council　of　Educatinoal　Administration．　（1997）．UCEA　Goal　Activities：　The　Work　Contin－

　　　　ues．｛ノCEA、Review，37（2）．

（5）　Murphy，　J．　（1999）．Changes　in　Preparation　Programs：　Perceptions　of　Department　Chairs，　ln　Murphy，　J．

　　　　＆　Forsyth，　P．B．，　Educationat　Administration：　A　Decade　ofRefornz　（pp．170－191），　Corwin　Press．

（6）　Giroux，　H．　（1992）　・．　Educational　Leadership　and　the　Crisis　of　Democratic　Culture．　University　Prak，　PA：

　　　　University　Council　of　Educational　Administration．

（7）　Scheurich，　J．J．＆　Laibel，J．　（1995）．　Administrator　Comtemporary　Testing：　lssues，　Consirerations，　and

　　　　Recommendations　for　Preparation　Programs　and　Policymakers，　Joumal　of　School　Leadership．

（8）　Campbell，　R．　F．，　＆　Associates．　（1987）．　A　History　of　Thought　and　Practice　in　Educational　Administra－

　　　　tion．　New　York：　Teachers　College　Press．

（9）今里滋（2000）「現代アメリカ行政の学の展開と「一体性」の危機」、rアメリカ行政の理論と実

　　　　践』、第5章、九州大学出版会、235－236頁．

（10）　Bridges，　E．M．（1992）．　Problem－Based　Learning　for　Administrators．　Eugene：　University　of　Oregon

　　　　Press．

（11）　Mitchel，　C．P．　（2001）．　The　Quest　for　Better　Preparation　Programs．　The　AASA　Professor，　Vol．24，　（4），

　　　　Summer．

（12）　Schneider，　J．　（1998）．　University　Training　of　School　Leaders　isn’t　the　Only　Option．　The　AASA　Profes－

　　　　sor，　22　（D，　7－8．

（13）　Hart，　A．W．，　＆　Pounder，　G．D．　（1999）　Reinventing　Preparation　Programs　：　A　Decade　of　Activity，　ln

　　　　Murphy，　J．　＆　Forsyth，　P．B．，　Educational　Administration：　A　Decade　of　Reform　pp．119－120．

（14），　Sharp，　W．L．　and　others．　（2001）．　Case　Studies　for　School　Leaders：　lmplementing　the　ISLLC　Standars．

　　　　Scarecrow　Press．

（15）　University　Council　for　Educational　Administration．　（1997）．UCEA　Goal　Activities：　The　Work　Contin－

　　　　ues．　UCEA　Review，　37　（2），12－13．

（16）　University　Council　of　Educatinoal　Administration．　（1993）．　UCEA　IESLP　Proj　ects　Takes　Off．　UCEA

　　　　Review，　34　（2），12－13．

（17）　Hart，　A．W．，　＆　Pounder，　G．D．（1999）　Reinventing　Preparation　Programs：A　Decade　of　Activity，　ln

　　　　Murphy，　J．　＆　Forsyth，　P．B．，　Educational　Administration：　A　Decade　of　Reform　pp．122－123．

（18）　University　Council　of　Educatinoal　Administration．　（1993）．ibid．

（19）　Forsyth，　P．B．　（1999）．The　Work　of　UCEA，　ln　Murphy，　J．　＆　Forsyth，　P．B．，　Educational　Administration：

　　　　A　Decade　of　Reform　（pp．217－227）　Corwin　Press．

（20）　Bridges，　E．M．，　＆　Hallinger，　P．　（1993）．　Problem　Based　Learning　in　Medical　and　Manegial　Education．

　　　　In　P．　Hallinger，　K．　Leithwood，　＆　J．　Murphy，　Cognitive　Perspective　on　Educationat　Leadership

　　　　（pp．253－267）．New　York：　Teachers　College　Press．

（21）　Bridges，　E．M．＆　Hallinger，　P．　（1995）Implementing　Problem－Based　Learning　in　Leadership　Develop一

一H一



大　竹　晋　吾

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（30）

（31）

（32）

（33）

（34）

（35）

（36）

ment，　ERJ［C　Clearinghouse　on　Educational　Management，　pp3－4．

Bridges，　E．M．＆　Hallinger，　P．　（1995）　ibid，　p78．

Bridges，　E．M．＆　Hal｝inger，　P．　（1995）　ibid，　p　159．

Bridgeg．，E，M．＆　Hallinger，　P．　（1995）　ibid，　p　l　g

Milstein，　M．M．，　＆　Associates．　（1993）．Changing　the　Way　We　Prepare　Educational　Leaders：　The　Dan－

forth　Experience．　Newbury　Park，　CA：　Corwin．

Bartrell，　C．M．　（1994＞．Preparing　Future　Administrators：　Stakeholder　Perceptions．　Sacramento：　Califor－

nia　on　Teacher　Credentialifig．

Miistein，　M．M．，　＆　Associates．　（1993）．ibid．

NortoR．　M．S．，　（1995）．　The　Status　of　Student　Cohort　in　Educationai　Administration　Preparation　Pro一一

grarns．　Tempe：　Arizona　State　University，　Division　of　Educational　Leadership　and　Policy　Studies．

Norton．　M．S．，（1995）　ibid．

National　Commission　on　Teaching　＆　America’s　Future．　（1996）．　What　Matters　Most：　Teaching　for

America’s　Future．　New　York　：　Author．

Hart，　A．W．，　＆　Pounder，　6．D．　（1999）　Reinventing　Preparation　Programs　：　A　Decade　of　Activity，　ln

Murphy，　」．　＆　Forsy｛h，　P．B．，　Educational　Administration：　A　Decade　ofReform　pp．136－137．

National　Policy　Board　for　Educational　Administration．　（1996）．　NCATE　Curriculum　Guidelines　for

Advanced　of　the　National　Policy　Board　for　Educational　Administration．　Fairfax，　VA：　Author．

Educational　Testing　Service．　（2002）．The　PRAXIS　Series：　Educational　Leadership：　Administratien　and

Supervision　（0410）．

National　Commission　for　the　Advancement　Educational　Leadership　Preparation．　（2002）．　Wingspread

Report：　Ensuring　the　University’s　Capacity　to　Prepare　Learning－Focused　Leadership．

一玉2一



A　Study　of　Program　Development：　Preparing　for　School　Administrators　in　U．S．

OHTAKE　Shingo

　　A　main　subject　focuss　on　the　progress　of　teaching　and　the　learning　method　which　put　the　faculty　develop－

ment　in　the　U．S．　school　administrators　prepare　program　of　the　1990s，　and　the　prepare　system　which　pro・一

gressed　in　connection　with　it．

　　In　order　to　conquer　the　conflict　to　the　school　administrators　prepare　performed　in　the　graduate　school　stage，

the　improved　teaching　and　the　learning　method　presented　prepare　“Practice－Based”　as　solution．

　　However，　these　brought　a　result　which　affects　various　qualification　licensure，　cenification，　accreditation，

the　license　standard　in　there，　an　examination，　a　training　system，　as　a　system　of　a　school　administrators．　These

have　presented　the　school　administrators　prepare　system　of　the　United　States．

　　The　purpose　of　this　paper　analyzes　the　prepare　system　formed　from　progress　of　teaching　and　the　learning

method　in　the　school　administrators　prepare　system，　and　is　to　clarify　the　school　administrators　prepare　system

of　the　present　United　States．
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