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概要
省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論/ドナルド Ａ ショーン/柳沢 昌一
（教育・学習参考書）の最

上述した３つの研究分野と呼応し、研究者養成並びに高度の専門性が求められる職業. を担う人
材の養成の双方に力点を置く昼夜開講制大学院として教育研究を行い、スピリ. チュアリティを基
盤としたケアの実践的対応能力を修得させたうえで、以下のような人. 材を養成する。 研究分野.
養成する人材像. 1）宗教の公共性. 現代社会の諸問題に即して比較宗教・比較思想研究を進
め、. 実践宗教学の基礎を深めて、研究者や教育者となる人材、さ. らに宗教間対話の担い手と
なる人材。 2）死生観・生命倫理. いのちや平和を.

2016年6月10日 . 学校現場をより深く知ることができ、既存の教育実習と相まって、理論と実践の
往還による. 実践的指導力の基礎の育成に有効である。また、学生がこれからの . ら「大学中心
university-centered」と「学校現場中心 school-centered」の比較論議をせざるをえ. なくなる。ここ
で「学校現場中心」とは教育実習以上の長期間にわたって ... （11) Ｄ・Ａ・ショーン『省察的実践と
は何か－プロフェッショナルの行為と思考－』柳沢昌一・三輪. 健二監訳、鳳書房、2007年（原著
1983）、第２章。 （12) 今津孝次郎『.
学校改革のスクールリーダー. 総合力・実践力のあるプロフェッショナル. マネジメント・協働実践力.
＜教科教育専攻＞. 21世紀の学力を培う. カリキュラム・授業を開発する教師. 授業づくり・教育
内容の専門性を深めた教師. カリキュラムデザイン・教育内容開発 . 職した 11 名の研究者のうち，
８名が大学に就職し，うち４名が教職大学院での教育研究に. 関わっている。 （２）教育内容・方
法に関わる実践的・基礎的研究 及び 地域と教育に関する実践的・基礎. 的研究. 本研究の多く
は，各教員の専門分野に基づいた個人研究.
2016年4月30日 . 権者教育」や上記「補助教材等」の講演を行っ. てきた。本稿は、それら講演で
の質問などへの. 回答を中心に、その共有化をめざすものである。 主権者教育とはなにか. 第１の
質問は、「政治・経済や現代社会がある. のに、なぜ『主権者教育』なのか？ .. 理論的に「真ん
中」は. ありうるだろうが、現実の政治の世界ではあり. えない。「Ａ党とＢ党の主張の真ん中」と「Ａ
党. とＣ党の主張の真ん中」は当然違うものだから. である（具体的に政党名を当てはめて考えると.
よい）。このように考えると、ある人物（政党）.
教育や. 保育の専門職像として「反省的実践家」４）がしばしば取. り上げられるように，自らの日々
の教育・保育の 振り. 返り（reflection） を行う能力は，教師や保育者として. 不可欠な資質と考え
られており５），振り返りを通して. 浮かび上がった課題が，養成課程の学生 ... 実践も行ってきた
55）-61）． 音山ら59）は，保育者や養成校教員を対象に４つの実. 践を行い，保育者省察尺度と
集団雰囲気尺度を測定し，. おおむね学生と共通した結果を得た．また，同時に行っ. た園内研修
に関する調査では，園内研修でも対話的研.
2008年10月3日 . こうした〈技術的合理性〉というモデルに対しては，疑いも発生するが，すでにこの
モデルはプロフェッショナル自身が依拠する制度に組み込まれてしまっているため，覆すことが難しくも
なっている。 ○〈技術的合理性 (Technical Rationality)〉のモデルは，プロフェッショナをめぐる考え方
や，研究，教育，実践と制度との結びつきに関する考え方を，力強く推し進めてきた。(21頁). ○プロ
フェッショナルの活動 →科学の理論や技術を厳密に適用する，道具的な問題解決という考え方で
成り立つ。 ○メジャーな.
省察的実践者の教育 - プロフェッショナル・スクールの実践と理論 - ドナルド・A・ショーン - 本の購
入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんな
のレビュー・感想も満載。
2017年2月20日 . あべよしえ · @abeyoshie. 大分県別府市出身。ファシリテーター＆研究者。専
門は、子ども学、子ども支援学。実践と失敗と省察を積み重ねながら、研究中。『子ども支援学
研究の視座』（学文社、2010）『災害と子ども支援』（学文社、2016）『省察的実践者の教育』（鳳
書房、2017、第4章翻訳）. 首都圏 .. ドナルド・A・ショーン著、柳沢昌一・村田晶子監訳『省察的
実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論』が、鳳書房さんから刊行されました。今
回、第4章の翻訳を担当させていただきました。
文化学専攻 英語教育専門職コース 理論と実践力を兼ね備えた英語教育のプロフェッショナルを
養成 現役教員の. 英語教育 . ①教室での授業実践を支える英語教授法と授業デザインの開発
様々な英語教授法、アクション・リサーチによる実践的研究、カリキュラム・教材開発を学び、学校
現場のコンテクストに応じた英語教育改善を中心的に担う能力を養います。 . ③授業実践力の向
上と教育実践者としての成長を目指すプログラム 模擬授業等を踏まえた省察と評価により、授業
実践力の向上に自律的に取り組みます。
2012年10月4日 . アメリカ合衆国の哲学者，ドナルド・ショーン（Donald Schon）は，現代の専門家
と呼ばれる人々は，「活動過程における省察」を原理とする「反省的実践」を通して，自らの専門
性を発揮することができると述べている（Schon 1983）．これは少々難解な概念なので，これを保育

者の場合に置き換えて，分かりやすく言い直してみよう．専門家としての保育者（プロとしての保育
者）とは，絵本の読み聞かせや手遊びなど，幼児と接するための保育技術ばかりを身につけようとす
るのではなく，日々の保育実践の中.
専門家としての技術者(エンジニア). 2.1 専門家の国際通念. 日本のような高度工業化社会は、
高度な専門知識や専門. 技能を駆使して活動する種々の職業人の努力で成り立って. いる。しか
し、日本では、NHK のプロフェッショナル番組. で代表されるように、これら .. などの教育軽視. ・学
生の低賃金労働者化. ・「エンジニア」より「研究者」の方が上との誤解を学生に. 与えることによる
人材の技術者離れ. ・実践から遊離した研究者の増大による研究と社会（技術）. の乖離 。これは
産業界での動きと逆行している。 これらの.
これら反省的実践家が行うリフレク. ションは，実践から学びを深めるための方略とし. て，臨床実践
の . 的実践」が求められており1），その際理論的枠組. みや技術的熟練を重ねながら専門性を追
求するこ . 質的記述的研究デザインである。 ２．調査方法. １）対象者と調査期間. 対象者は，
臨床経験や知識，年齢は異なるが，. 入学以降同じ教育カリキュラムを学習している者. で，文書
による研究協力の同意を得たＡ大学大学. 院看護学研究科4名とした。以下，対象者を学生. と
記する。また学生間でロールプレイイングした.
筑波大学大学院人間総合科学研究科教育行財政学研究室『平成28年度筑波大学教育行
財政学研究室紀要』（2017年2月刊）. [20170419] 結城忠『高校生の法的地位と政治活動』エイ
デル研究所（2017年3月刊） 大塚学校経営研究会『学校経営研究』第42巻（2017年4月刊）.
[20170411] 筑波大学学校経営学研究会『学校経営学論集』第5号（2017年2月刊）.
[20170314] ドナルド・A・ショーン『省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論』
（柳沢昌一・村田晶子監訳）鳳書房（2017年2月刊）

Key words: graduate school of teachers, teacher education standards, teacher-training program
for .. 同大学では、学び探究し続ける教員を「探究的実践者」の養成と位置付けている。したがっ
て、 . つまり、実践的指導力を. 身に付け、学校現場と連携・協力しながら解決に取り組むことをカ
リキュラムの目標に置いてい. る。 このモデルカリキュラムには、４年（学部）＋２年（教職大学院）に
わたって、『教育実践』『リ. フレクション科目群』『専門科目群』『市民教養科目群』『教職共通科
目群』に加えて、新たに『教.
2013年2月3日 . Contribution of different disciplines to service innovation: A keyword
analysis. Md. Abul Kalam Siddike, Javed Amna and Youji Kohda（JAIST）. 2. 自律的健康行
動の設計に向けて：ヘルスケイパビリティ・アプローチへの課題と戦略. 山田 広明，橋本 敬
（JAIST）. 3. 対話生態の変革：ユーザ経験価値向上への人と事業組織の学び. 伊東 昌子（常磐
大学），南谷 圭持（日立製作所）. 4. ツィートテキストからの Q&A 型知識の抽出. 中渡瀬 秀一，
大山 敬三（国立情報学研究所）. 5. 報酬構造と相互作用.
日本経営者団体連盟弘報部. 4 図書 学びの専門家としての教師. 佐藤, 学(1951-), 秋田, 喜代
美(1957-), 志水, 宏吉(1959-), 小玉, 重夫(1960-), 北村, 友人(1972-), &hellip;. 岩波書店. 10
図書 公文書館専門職員養成課程修了研究論文集. 国立公文書館, 垣花, 優子, 外間, より
子, 福地, 洋子. 国立公文書館. 5 図書 省察的実践者の教育: プロフェッショナル・スクールの実践
と理論. Schön, Donald A., 1930-, 柳沢, 昌一(1958-), 村田, 晶子(1956-). 鳳書房. 11 図書 外
国人専門職・技術職の雇用問題 : 職業キャリアの観点.
省察的実践者の教育―プロフェッショナル・スクールの実践と理論の感想・レビュー一覧です。
奈良教育大学（教育実践総合センター）. （2007年５月７日受理）. The Background . しない点を
次のように指摘していた。 「危機の核心は「教職のプロフェッショナル・スクール」 . 理論的哲学的問
題である。「専門家教育」（profession- al）とは、「実務家の教育」でもなければ「スペシャリ. ストの
教育」でもない。」（3）. これらの指摘は、教職大学院の設置が具体化してきた. 昨今、あらためて
考えるべき点であると考えられる。つ. まり、教職大学院の設置申請が行われてくるこれからの. 時期
において、設置を目指す大学が、.
う省察が必要となる．このような能動性の原理により，. 客観化操作の無限後退が遮断されること
になる． 2. 土木技術者の実践における課題. (1) 土木技術者の専門性の課題. 地域の生活者や

企業等の公共サービス利用者，その. 他納税者や各種団体等，様々な利害 .. るための包括的
理論，. 4) 実践の参加者と役割フレーム. 等である．このようなフレーム分析を通じて，実践者. は
自分が依存する暗黙のフレームを再認識することが. 可能となる．さらに，フレーム分析の結果に基
づいて，. クライアントやステークホルダーと.
2018年1月16日 . relationships in their school environment. Further research is needed on the
relationships between . 教師を反省的（省察的）実践. 家としてとらえる見方は定着してきたと言
え，その移. 行と反省的実践家としてのあり方は，現在もまだ探求. の最中と言えるだろう。 Ｂ． 教
師の発達概念をめぐる議論. 教育をめぐる議論において，1970年代後半以降，. 現職教育（inservice education）という用語があまり .. の理論に共通して繰り返し出てくるテーマとして，経. 験
（experience），省察（reflection），.
2017年12月14日 . JunkoTashiro，ReicoKishi，Bebvverly，J.Mcelmurry，Susan
Vonferheid，Susan Altfeld，Barbara Mcfarlin. 共著. Routledge 2010年12月. 看護学実践「国
際看護学」. 監修川野資 編集柳澤理子 田代順子他５名. 共著. ㈱日本放射線技師会出版
会 .. Reflective Practice(省察的実践）とElectronic Communication Strategiesを枠組みとして、
日本における看護プロフェッショナルに向けた学部生から大学院修士の上級実践者までの『実践を
省察し、実践へと還元する』省察的実践能力を養うための.
アメリカの哲学者・教育学者。「子ども中心主義」を掲げ世界中で大流行し，20 世紀の新教育運
動. の思想的・理論的支柱となった。また，自らもシカゴ大学附属小学校（デューイ・スクール）を創.
設し，「なすことによって学ぶ」を合言葉とした「経験主義教育」の実践に励んだ。主な著書に，『学.
校と社会』『民主主義と教育』『経験と教育』『確実性の探求』『経験としての芸術』などがある。 ◇
レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー （Lev Semenovich Vygotsky,1896-1934）. ロシアの発達教育，心
理学者。唯物弁証法を土台として，.
とってかわる，新しい看護理論や看護実践を求めてショーン. の『省察的実践とは何か』２）を熱心に
学ぼうとする姿勢は大. 総 説. 二つの実践の認識論による看護職の生涯学習の検討：. 薄井坦
子『科学的看護論』と. D. A.ショーン『省察的実践とは何か』をめぐって. 椙 山 委都子（お茶の水
女子大学大学院人間文化創成科学研究科）. この論文の目的は，薄井坦子の『科学的看護
論』とショーンによる『省察的実践とは何か』という二つの実践の認識論の. 検討を通して，看護実
践者の学習の方向性を示すことである。『科学的.
本稿は，イギリスの教育学者エロウ （Michael Eraut）. のショーン批判を手がかりに，ショーン
（Donald Schön）. の反省的実践家論の意義を検討することで，今後のわ. が国における校長養
成・研修を支える理論的基盤構築. に資する知見を得ることを目的としている。 今日，わが国で
は，自主的・自律的な学校経営を担. うべきスクールリーダー，とりわけ校長の力量形成に強. い関
心が向けられている。近年の関係審議会等の答申・. 報告は校長や教頭などの研修カリキュラムや
養成プロ. グラムの開発を提言し，それらを.
2017年8月25日 . 人間教育実践リーダーコースの「実習研究Ⅲ」については、勤務校等での実践
的実習や先進校. の研究会への参画、人間教育プロフェッショナルコースの実習研究にメンターとし
て関わる実習など. オンデマンドな実習研究ができるようになっています。 ○ 国内及び国外の多様な
制度、実践事例に触れたり、教育委員会と連携したりする科目により、各自の. 教育実践、各学
校の教育を省察し、理論と実践の往還を実現することで、新たな視点から教育内容、. 方法を改
善・展開していく視野の広い柔軟な思考力.
2017年3月31日 . 帝京大学教職大学院が目指す『教育と医療の連携』の成果と課題. 【聖徳大
学教職大学院】. 聖徳大学大学院教職研究科におけるカリキュラム改革と地域連携・貢献事業
の取り組み. 【宮城教育大学教職大学院】. 独立行政法人教員研修センターとの連携による教育
経営コースの充実. －研修単位化を中心として－ . 省察的実践者の教育」への挑戦－. 【奈良
教育大学教職大学院】. 現代的 .. は、ご存じのようにアメリカのプロフェッショナルスクールをモデルに
しておりました。 そういう点では、日本でも.
会経済的に周辺部に置かれた子どものリテラシーの保障とい. う観点から、それらの理論・実践は問
い直されてきた。 こうした経緯を経て、02年ごろからすべての州政府の教育. 課程に取り入れられ始

めたのが批判的リテラシー教育. （critical literacy）である。特にこの理論を主導するアラン・. ルーク
氏（Allan Luke）が州の教育課程政策立案に関わった. クイーンズランド州（以下QLD州と表記）に
おいて、最も実. 践展開の広がりを見せている。 この教育実践を推進していく際、QLD州で重視さ
れたのは. 教師の専門性である。
教育原理. ---. 授業コード： 30007. 開講期間. 配当年. 単位数. 科目必選区分. 集中. １年次.
２単位. 教職必修. 担当教員. 橋本憲幸 講師. 授業の概要. １．教育の本質や意義、役割につ
いて理解する。 ２．教育に関する理論的・歴史的な知識を体系的に習得する。 ３． . 次に、代表
的な学習理論、及び発達と学習との関係について学. び、その知見を現場での実践にどのように役
立てるかを考える。最後に、教師として必要な測定と評価、学級. 集団の理解について学ぶ。 授
業計画. １回目. 発達過程の理解と発達理論. ２回目.
2017年10月30日 . 学術的には「省察的実践」と呼ばれています。 ドナルド・A・ショーン：「省察的
実践」とは何か―プロフェッショナルの行為と思考 http://amzn.asia/jgOMsfd ドナルド・A・ショーン：
省察的実践者の教育―プロフェッショナル・スクールの実践と理論 http://amzn.asia/38mtOUd 省察
的実践者は、専門分野の事象に対して、 ①まず自分のフレームワークに当てはめてみる↓ ②うまく
いかないと予想されるところをあらかじめ想定して修正する②'うまくいかないところが避けられなさそう
なら違うフレームワークを検討し.
省察的に関連した本. 看護教育 2017年 12月号 特集 省察的実践者を育む ショーンからの提起
とともに 医学書院; 省察的実践者の教育―プロフェッショナル・スクールの実践と理論 ドナルド・A.
ショーン 鳳書房; デカルト的省察 (岩波文庫) フッサール 岩波書店. >> 「省察的」を解説文に含む
用語の一覧. >> 「省察的」を含む用語の索引. 省察的のページへのリンク.
子育て支援」に関するリカレント教育へのニー. ズを分析した。第 2 報では、“障がい児”“発達の. 気
になる子”の子育て支援の側面から、保育者の. 子育て支援の専門性の課題にアプローチした。
第. ３報にあたる本稿では、まとめの考察にあたって、. 「保育士養成課程等検討会」の「中間まと
め」等を. 踏まえて、保育者養成における学内教育とリカレ. ント教育の連続性の意義を、ドナルド・
Ａ・ショー. ンの「省察的実践家」モデルを手がかりに論じる。 なお、筆者は、テーマに「保育者」という
言葉. を用いている。これは、いわゆる.
省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論：こだわりの本やコミックをきっと見つ
けられるヤマダモール。エッセイ・法律書籍からコミック・デザイン雑誌まで取り揃え！ヤマダポイントを
貯めて、ポイントでお得にお買い物をしましょう！
【定価25％OFF】 中古価格￥4050（税込） 【￥1350おトク！】 省察的実践者の教育プロフェッ
ショナル・スクールの実践と理論／ドナルド・Ａ．ショーン(著者),柳沢昌一(その他),村田晶子(その
他)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注
文で送料無料。
教育のプロとして高度の専門的知識と実践的見識を学ぶ. 東京都. JR山手線「目白駅」下車徒
歩1分東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」下車徒歩9分. 学習院大学大学院 人文科学研究科
教育学専攻 博士前期課程・博士後期課程. 学べる内容. ・教育基礎学コース, ・教育実践学
コース, ・教育創造コース. サポートチェック！ ・奨学金制度あり, ・アクセス便利. 掲載情報 在学
生・修了生インタビュー 1名 教授インタビュー 1名, 募集概要をみる 資料を取り寄せる. 「子ども人
間学」を探究。保育の“省察的実践家”の養成を目指す.
正統的周辺参加論』（Lave＆Wenger,1993). 学習を実践共同体への周辺的参加から十全的参
加へ向けて. の成員としてのアイデンティティの形成過程と捉えている。 ※『実践共同体』とは？ ⇒
あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の. 知識や技巧を持続的な相互交
流を通じて深めいく人々の集団. ⇒「学び」を知識の獲得や個人の内面的な変化としてだけ. では
なく、社会的実践への参加を通した社会や人との. 相互作用と捉える必要がある。 5.
看護界への受け入れは2000年代になってからであ. り, S.Burnsが ｢看護における反省的実践｣ とし.
て新たな看護の専門家像について提示した中に見. ることができる｡ 日本の看護界においても2000
年. 南九州看護研究誌 Vol.12 No. 1 (2014). 22. 全体に作用し, 新人看護師の成長の後押しと
なっていた｡ 本研究のリフレクションは､ 新人看. 護師の専門職としての成長に意味を持つことが明ら

かとなり, 新人看護師の教育支援の方法と. して活用できることが示唆された｡ キーワード：リフレク
ション, 新人看護師, 専門職者,.
2017年2月13日 . 省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論/ドナルド Ａ
ショーン/柳沢 昌一（教育・学習参考書）の最新情報・紙の本の購入はhontoで。あらすじ、レ
ビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも貯まる。国内送料無
料で、最速24時間以内出荷。
省察的実践とは何か―プロフェッショナルの行為と思考」が好きな人は、こんな商品も購入していま
す. 専門家の知恵―反省的実践家は行為しながら考える; 専門家の知恵―反省的実践家は行
為しながら. ドナルドショーン, Donald A. Sch¨on, 佐藤学, 秋田喜代美; 16ブログ; ￥ 1,836. 状況
に埋め込まれた学習―正統的周辺参加; 福島真人, ジーンレイヴ, エティエンヌウェンガー, Jean
Lave, Etienne Wenger, 佐伯胖; 50ブログ; ￥ 2,592. 省察的実践者の教育―プロフェッショナル・ス
クールの実践と理論; 省察的実践者の.
2011年7月16日 . ンが専門職の力量形成を考える新しい概念として提起した. 「省察的実践者
（reflective practitionar）」（1983）を用い、. 多様で複雑な実際の実践には即効性のある技術・知
識を講. 義型で得る従来の研修では適応できないとして、「知識や. 技術を単に知るだけではなく、
実践でレパートリーとして. 活用し、個別具体的な状況の問題に結びつけるために重要. なのが、ふ
り返りなのである」（倉持，2004，163，164 頁）. としている。 さらに、実践のふり返りは学習支援者
自身. が実際に行っていること（使用理論）7.
第2 部 プロフェッショナルによる行為の中の省察 79. 序 81. 3章 状況との省察的な対話としての建
築デザイン 83. 4章 精神療法―固有の宇宙をもつ患者 115. 5章 行為の中の省察の構造 147. 6
章 科学に基礎を置く専門的職業（自然科学者）の省察的実践 185 . 1974年－ 同上、正規メン
バー、建築家養成教育の改革とそのための研究. クリス・アージリスとの共同実践. →学校や企業
組織の運営・経営にかかわる研修と研究＝職業人の学習とその組織. 『実践の中の理論』Theory

in Practice; Increasing Professional.
プロフェッショナルとしての成長をとらえ、それを支. 201. 教師教育におけるミドルリーダー養成に関す
る研究ノート. ―メンターリングを中心に―. 小柳 和喜雄. （奈良教育大学 教育実践総合セン
ター）. A Preliminary Research on Leadership Development Program for Middle Leaders,. -A
Focus on Building Capacity of Mentoring-. Wakio OYANAGI. （Center for Educational
Research and Development, Nara University of Education）. Abstract：It becomes new agenda

how the outcome by school is.
律的学校経営がテーマとされた。その中で School Improvement という用語が用いられ、日本では
「学校改善」. と訳された。「学校改善」は「教育改革」と対になる概念である。上からの改革である
「教育改革」に対して、. 末端における個別の改革が「学校改善」である。「教育改革」が . それが
適切で. あれば、1～4 に掲げた問題もある程度は解決しうるので、校内研修の企画運営に関わる
実践的なリーダ .. おいて多様なリーダーがリーダーシップを行使する分散型リーダーシップの理論が
急速に浸透しつつある。ス. ポーツに.
2017年12月20日 . ドナルド・ショーン「省察的実践とは何か」「省察的実践者の教育」. 省察的実
践とは何か―プロフェッショナルの行為と思考 [単行本] · 省察的実践者の教育―プロフェッショナ
ル・スクールの実践と理論 [単行本]. いずれもショーンの省察（せいさつ）的実践者（Reflective
Practitioner）に関する文献で、前者はその概念について、後者はその専門職教育についてまとめら
れています。これまでも各種の研修事業を行ってきましたが、今一度ショーンの考えをふりかえってみ
たいと思います。 また成人の教育.
コルブの学習サイクルは、その人自身の状況下で具体的な経験をすることが出発点になります（具
体的経験）。そして、その経験を多様な観点から振り返り（省察）、実践場面での文脈から切り離し
て他の状況でも応用できるような独自の理論に作り上げ（概念化）、その理論を新しい状況で実際
に試行してみる（実験）というサイクルを回すことで、経験が知識に変換されるというものです。 この学
習サイクルは経験学習の骨格となり得るものですが、一方で抽象的過ぎるという批判が多いのも事
実です。そこで、断片的ではある.

日本では佐藤学・秋田喜代美訳（『専門家の知恵─反省的実践家は行為しながら考える』 、
2001）の出版もあり、この「省察的実践者」の概念が主に授業場面における教師の技術に関する
研究や教師教育の分野で援用されてきました。しかしそこでは、「技術的熟達者」から「省察的実
践者」への教職専門性の転換という単純な図式だけが一人歩きし、この図式を授業実践の改革
に適用するという論調が目立つことはあっても、ショーンが目指したはずの具体的な実践に学ぶという
アプローチや、そのようなアプローチによって.
ている。 ショーン理解の展開：概念図式からプロセス理解へ. しかし、そうした理論的な影響の広が
りには、必. 然的にその図式化と単純化が付きまとう。「反省的. 実践者」という概念、「技術的合
理性」対「行為内. 省察」の二項対立の図式のみが普及し、省察のプロ . 教師と研究者のグルー
プが授業の一場面を収め. たビデオを見ながら議論を進めている。伝言ゲーム. のように、自分の目
の前にある図形の不規則な配列. 教師教育研究 Vol.6. Department of Professional

Development of Teachers / Graduate School of.
書籍: 省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論,アニメ、ゲーム、アイドル関連
商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で
会員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
最近の日本語教育では，狭い意味での教授法の追求ではなく，様々な学習理論や教育哲学に
基づく実践が報告されている。 . のひとりひとりが自らの学習・教育観や方法論を見つめ直し，未来
の日本語教育の. 創り手として，勇気を持って次なる実践へと踏み出すきっかけを得ることを目指
す。 （俵山―名古屋大学，池田―鳥取大学，川口―早稲田大学名誉教授，春原―京都日本
語教育センター，. 山本―カイ日本語スクール） .. 時学習支援の理論的枠組みと台湾における実
践について紹介し，その意義について語る。
が難解かつ複雑な多くの事例の考察を含む大部な著作であるため、同翻訳書では、理論的中核.
をなす第一章・第二章のみが翻訳され、ショーンの思想構造と日本の教育状況との .. 1 『省察的
実践とは何かープロフェッショナルの行為と思考ー』の中のショーン. 本稿の目的は、ドナルド・A・
ショーン著『省察的実践とは何かープロフェッショナルの .. が「理論的認識と反省的実践の統一を意
識した学習を行うこと」を求めている"。ま. た、曽余田ら[2007]は、スクールリーダー教育の実践的研
究から、力量形成(職能成長)の捉え.
鳴門教育大学教職大学院. 教授 久我直人. 高知県教育委員会人権教育課. 課長補佐 飯田
泰明. 中央教育審議会. チームとしての学校・教職員の在り方. 効果のある学校づくりの理論と実
践. スクールリーダー育成のための. 指導論と組織論の融合理論 .. 他者への. 信頼. Ｉ. 学力向上.
Ｗｅ. 社会性の. 醸成. しつけ. 聞くこと. 子どもの. エネルギーの活用. 子どもの意識と行動の構造に
適合した. 効果のある指導. 教師への信頼. 目標設定. 主体的な. 学びづくり. 勇気づけ. ボイス
シャワー. よさ確認シート. 生徒指導. 勇気付け.
2017年7月10日 . プロフェッショナル・スクールの実践と理論 ドナルド・Ａ・ショーン 著 柳沢 昌一・村
田 晶子 監訳 専門職教育の本質問い直す 省察的実践者の教育 「何のための専門職大学院な
のか」「どのような専門職教育を具現化しなければならないのか」―。本書はその本質に迫るため
に、法律、看護・医療、建築、工学、音楽、経営などをクロスさせた著者の力作である。しかし、こ
れまでこの大書の翻訳を試みた者はいなかった。その労作業にあえて挑んだ訳者たちの命懸けの宝
書と評したい。 では、なぜ今やらねば.
める芸術活動における創造的な学習のあり方を分析する。 1 教育実践の活動理論的研究. 活
動理論の新しい世代. 「文化・歴史的活動理論」（cultural-historical activity theory; 以下、活動
理論という）. は、人間の「活動システム」（activity system）の文化・歴史的発達に関する. 理論で
ある。それは、人間活動のシステムに関する概念とモデルの探究に. もとづき人間活動を新たにデザ
インしていくための理論的フレームワーク. であり、実践者たちが自らの活動を転換・創造するための
革新的な学習を. 促進・支援しようとする「.
木戸 宜子, 准教授, 博士 （社会福祉学）, 専門演習Ⅰ・Ⅱ、実践課題研究Ⅰ・Ⅱ、 実践の省察と評
価、実践研究方法論、 スーパービジョン概論、 個別スーパービジョンⅠ、 インタープロフェッショナル
ワーク、 事例研究７；地域・医療分野事例Ⅰ、 ソーシャルワークアプローチ、 患者・家族の理解と退

院計画、 家族療法、 ジェネリックソーシャルワーク, 地域を基盤としたソーシャルワーク実践・理論.
曽根 直樹, 准教授, 学士 （教育学）, 専門演習Ⅰ・Ⅱ、実践課題研究Ⅰ・Ⅱ、 事例研究４；障害者
支援分野事例Ⅱ、 障がい者支援の.
実践のふり返りによる日本語教師教育 - 成人学習論の視点から. 池田広子/朱桂栄. 価格
¥3,024（本体¥2,800）. 鳳書房（2017/03発売）; ポイント 140pt; お取り寄せ（通常、1～3週間で出
荷） ※店舗受取サービス対象外商品; 国内送料無料. 選択. 省察的実践者の教育 - プロフェッ
ショナル・スクールの実践と理論. 選択. 和書. ポイントキャンペーン.
2013年3月2日 . 福井大学教職大学院 長期実践研究報告書一覧 (14). 平成25年度福井大
学教職大学院 年間計画（第1 .. する福井県からのスクールリーダーコースへの派. 遣教員は，県
内各地で，学校経営，授業改革， ... より普遍的で広範に包括できる理論的枠組. みに，自らの
実践を再構築できるように教育課程. が編成されている。したがって教育課程の編成に. あたって
は，教師自身の実践が日々の省察的実践. から長期スパンの省察的実践へ拡張できるように. 工
夫してきた。省察的実践を支える語りと傾聴の.
デザイン思考は実践的かつ創造的な問題解決もしくは解決の創造についての形式的方法であり、
将来に得られる結果をより良くすることを目的としている。この点においてソリューション・ベースドもしく
は解決志向の思考方法の一つと言うことができ、特定の問題を解決することではなく、目標（より良
い将来の状況）を起点に据えている。問題に関する現在と未来の条件とパラメータを考慮すること
で、代替となる複数の解決方法が同時に探求されるのである。ナイジェル・クロスによれば、この種の
思考法は人工的な建築物や環境.
2017年10月6日 . 目指すべきは日本型と欧米型のハイブリッド。 ◇ 具体的には、高等職業教育
の在り方を以下のように変えていくことが必要。 ①プロフェッショナル人材の効果的育成につながる、
企業での実習を組み込んだ学部. レベルでの職業大学プログラムの創設。ドイツの専門大学制度
が参考に。 ②実効性のあるリカレント教育を促進する、産業界との密な連携を通じた社会人大.
学・大学院プログラムの拡充。スウェーデンの高等職業教育制度などが手本に。 ◇ 政府も 2019
年度より、実践的な職業教育を行う新た.
2015年11月18日 . 際的人材としての能力に価値がおかれているとも言える。「グローバル化支援イ
ンターンシップ」. の授業では、留学生の持つ異文化性と日本の地域社会にある日本的価値観をど
うつなげるかが常. に理論的課題であり続けてきた。「派遣型」では留学生 . ンシップで目指す達成
目標の明確化と教育成果の再検討を行った結果、2012 年度にインターンが. 「主体」となり企画を
進める授業へとパラダイム転換を図ることとした。「グローバル化支援プロ. ジェクト」を交換留学生が
主導で進める挑戦の始まりである。
される前から、「理論と実践の融合」を旗印に「省察的実. 践力」のある教師教育を行ってきまし
た。今日のような変動. の激しい時代には、未来を切り拓く創造的な教育をデザイ 帝京大学教職
大学院. ンする力と、それに挑戦していくチャレンジ精神が求めら 教職研究科長. れます。本教職
大学院のカリキュラムは、自ら学び続け、挑. 戦し続ける教師になるための跳躍台(スプリングボード)
で 高橋勝. ありたいと念願しています。 Masaru TAKAHASHI. 開設コース(入学定員30名程度).
□ スクール・リーダーコース(入学定員10名.
省察的実践者の教育: プロフェッショナル・スクールの実践と理論. フォーマット: 図書; 責任表示: ド
ナルド・A・ショーン著; 出版情報: 東京 : 鳳書房, 2017.2; 形態: xiv, 534p ; 22cm; ISBN:
9784902455373 [4902455374]; 著者名: Schön, Donald A., 1930- <DA01459812> · 柳沢, 昌一
(1958-) <DA16072667> · 村田, 晶子(1956-) <DA01790893>. 書誌ID: BB23152610; 注記: 原
著 (John Wiley & Sons Inc, 1987)の翻訳 監訳: 柳沢 昌一, 村田 晶子 参考文献: p524-528.
茨城県立水戸飯富特別支援学校（〒 311-4206 水戸市飯富町 3436 番地 20; Iitomi Special

School for Children with Intellectual Disability attached to Ibaraki Prefecture,Mito 310-4206
Japan）. 茨城大学教育学部障害児教育学研究室（〒 310-8512 水戸市文京 2-1-1；
Laboratory of Special Needs. Education, College of Education, Ibaraki University, . 繰り返され
る子どもとの共同的営みを通して問題の構造を捉えること，自らの実践を省察し，新た. な実践を
創出していくこと，同僚と交流することが必要だと.

2017年11月14日 . 熟達したマーケターによる価値創造をもたらす実践知, 2016 -- 2018, 佐野 享
子, 日本学術振興会/基盤研究(C), 1,820,000円. 組織開発のプロフェッショナルによる実践知生
成のメカニズム, 2013 -- 2016, 佐野享子, 日本学術振興会/基盤研究(C), 1,820,000円. 教育
サービス・エンカウンターにおける学習関係構築メカニズム, 2010 -- 2012, 佐野享子, 日本学術振
興会/基盤研究(C), 1,950,000円. アメリカの大学経営におけるマーケティングに関する理論的・実
証的研究, 2004 -- 2006, 佐野享子, 日本.
ため、引用文の中に「反省」、「反省的実践」、「反省的実践家」という言葉がもちいられてい. るこ
ともあるが、それらは本研究における「省察」、「省察的実践」、「省察的実践者」と同義. である。
（2）The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action の翻訳書として、. 『専門家
の知恵―省察的実践家は行為しながら考える』（佐藤・秋田 2001）と『省察的実践. とは何か－
プロフェッショナルの行為と思考』（柳沢・三輪 2007）がある。前者は部分訳で. あるものの、ショーン
の理論を日本に広く紹介した重要な翻訳書.
てきた「省察的実践」に関するショーンの議論を. あらためて参照しながら，教員育成指標なるもの.
の問題点を明らかにする．と同時に，「省察的実. 践家」をいかにして養成するのか，その課題と方.
法をさぐっていく．最後にその方法論として竹内. 敏晴の「演劇教育論」に着目し，その意義を明ら.
かにする．そしてそのような作業を通じて現在の. 教師教育改革をめぐる論議に一石を投じたい． 1
省察的実践とは何か. 日本にショーン（Donald A. Schön）の「省察的. 実践（reflective practice）」
の理論が紹介されてす. でに久しい．
ピアインターアクション 省察的実践 教師教育 英語教育 談話分析. 要旨. 教師の成長にとって省
察的実践 .. また、Richards (2005)は、現職教員のプロフェッショナル・デヴェロップメント（PD）に. お
けるピア・オブザベーションの重要さ . こで、本研究は、談話分析を行うことで、現職の日本人英語
教員間のインターアクション. をより詳細に精査することで、参加者が何についてどのように省察したの
かを明らかにす. る。 ３ 理論的枠組み. 本研究は、ヴィゴツキー等の社会文化理論を理論的枠組
みとする。Vygotsky (1978, 1987).
省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論. 欲しいものリストに入れる. 本体価
格 5,000円. 税込価格 5,400円. 在庫あり. JANコード :4902455374. 本商品はお取扱いショップサ
イトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップ
サイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫
数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱いショップサイトでご確認ください。 商品により、購入
可能な最小・最大個数が設定されて.
2017/02/13省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論（ドナルド・A・ショーン
著、柳沢昌一・村田晶子監訳、第4章翻訳）鳳書房; 2016/05/25災害と子ども支援 復興のまちづ
くりに子ども参加を学文社; 2016/03/31ジェンダー研究／教育の深化のために 早稲田からの発信
彩流社; 2015/03震災後に考える 東日本大震災と向き合う92の分析と提言早稲田大学出版部;
2013/09/30子どもにやさしいまちづくり[第2集]日本評論社. 詳細表示.
福井県教育研究所は、教育の理論及び実践に関する専門的、技術的事項の調査及び研究、
教育. 関係職員の研修を中心業務とし、教育相談、情報教育等の推進を担っている１）。初任者
研修等の. 基本研修や新任管理職研修、ミドルリーダー、マネジメント等の研修 ... 支配的教師文
化）. 大学の教師教育の文化）. 脱専門職化. 専門職化. 労働者としての教師. 反省的実践家と
しての教師. (教員組合の文化). （自主的研修やインフォーマルな. 研究会を基礎とした専門的文
化. 民主化. 福井大学大学院教育学研究科教職開発.
4. 酪農学園大学. 統合ポータルサイトの構築とＷｅｂ履修、シラバス、授業管理、学生プロファイル
等のシステム融合化による教育・学習支援の向上. 5. 天使大学. 形態機能学と看護学の連携を
考えた自己学習教材の開発. 6. 青森大学. 総合的な学生データベースによる学習診断システム
の構築. 7. 青森大学. 学習効果の向上を伴う秋入学・秋卒業を可能にするためのセメスター制へ
の完全移行. 8. 東北福祉大学. 保育実践研究の環境整備による“反省的実践家”としての保育
者の養成. 9. 東北工業大学. 組込み型ソフトウェア.
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクール

の実践と理論」を買おう！「ドナルド・Ａ・ショーン／著 柳沢昌一／監訳 村田晶子／監訳」ほか人
気の「日本語の書籍」もあります。 - 北米サイト.
2014年3月20日 . 1980年代後半のアメリカにおける教職専門. 開発学校を設立する改革は，理論
と実践を統合. しようとしたジョン・デューイのシカゴ大学の. 実験学校に始まる進歩主義教育の流れ
や，草の. 根のティーチャーズ・センターの運動の流れを. ひいていた。また反省的実践家という専門
家像. や医学教育における附属病院が提案の背景に. あった。教職の地位の向上などの政治的
政策を. あわせて提案したカーネギーのタスク・フォー. スや，既に学校と大学の連携の実践を始めて
い. たカリフォルニア大学の動きが.
教師教育に関する研究水準を確認するため，3つの焦点の研究に分類した。省察的実践研究に
お. いては，過程を重視したデューイから，その論理学に基づき省察的思考を発展させたショーン
へ，. そしてその理論を教師教育実践者の立場から捉え直したローランに通じる流れとなっている。
授業. 実践研究は，教科内容知識の重要性を伝えたショーマンから協働と省察的実践が有効で
あるとした. ヘルシング，教師の知識・教授方法・興味が生徒の動機と学習に影響するとするロング
とホイ，ショー. マンの PCK を図式化した.
Amazonでドナルド・A. ショーン, Donald A. Sch¨on, 柳沢 昌一, 三輪 建二の省察的実践とは何
か―プロフェッショナルの行為と思考。 . 省察的実践者の教育―プロフェッショナル・スクールの実践と
理論 . 福井大学教育地域科学部教授。専門は、社会教育実践研究・学習過程研究 三輪/建
二 1956年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。お茶の水女子大学大学院
人間文化創成科学研究科教授・同附属中学校長。専門は、成人教育方法論(本データはこの
書籍が刊行された当時に掲載されていたもの.
曽余田 順子（Soyoda Junko）。 *教育経営学実践研究者 *プロ・コーチ（米国CTI認定資格
CPCC） *プロセス・ファシリテーター *農学修士（広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程
前期修了）; 所属学会／日本教育経営学会（06年06月-09年05月：実践推進委員会委員）・中
国四国教育学会; 広島県在住。 学校経営（組織開発, 人材育成, 授業改善など）に資するコー
チングや組織マネジメントについての実践的研究を進めながら，学校経営に関するコンサルテーショ
ン，コーチングやマネジメント・生涯学習に関する各種.
省察的実践者の教育 プロフェッショナル・スクールの実践と理論; 三宅島大学誌; 墨東大学の挑戦
メタファーとしての大学; 100人先生 ー2012-2014ー; 放課後の学校クラブの教科書 もうひとつの学
校のつくりかた; 学生によるワークショップづくりプロジェクト TOKIWAまちなかラボ記録集 2013-2014;
墨東文庫 墨東ストーリィズ解説目録; 墨東文庫［鳩の街編］; アーバンコンバージョン関内2025 企
画提案書; BankART1929 / City Living BankART 1929's Activities; マクドナルド化と日本; 顔は
口ほどに嘘をつく; 東京を.
研修システムの試行にも取り組み、連携の強化を図ってきている。平成26年度. は、福井大学教
職大学院が主催するラウンドテーブルにて研修成果の報告の場. を持つこととした。これにより、受講
者が取り組んだことを記録し、省察しな. がらさらなる次の構想をデザインしていくという省察的実践
力を培っていく。 また、支援者たる研究所員の力量向上のため、月1回の研究所員と教職大学院.
の協働研究会を持つ。さらに今年度はラウンドテーブルにて「教員研修」のゾ. ーンを設けて、全国
各地の教育センター指導主事等との.
実践のふり返りによる日本語教師教育 ―成人学習の視点から, 成人学習論、ふり返りの理論を
ふまえ、新たな日本語教師教育のパラダイムを豊富な事例を通して示す。 日本語教師・研修担
当者必携の書。 . 成人教育者の能力開発―P.クラントンの理論と実線, カナダの成人教育者であ
るクラントンが、自らの教職経験をもとに創り上げた、成人教育者の能力開発の理論と実践をあざ
やかに描き出した書。 渋江かさね, 2012/09 . 省察的実践者の教育 ―プロフェッショナル・スクール
の実践と理論. 『省察的実践とは何か』で.
2017年6月7日 . school and active service public health nurses. Hereafter, the areas that must

be tackled in order to enrich the program include the establishment of study support methods
in response to diverse circumstances, the development of educational materials, evaluation
indicators and the establishment of methods and systems to train study supporters. 研究分野：

地域看護学（公衆衛生看護学）. キーワード：公衆衛生看護学 実践能力 人材育成 保健師教
育 コンピテンシー. 省察的実践.
こうした成人教育の「対話的側面」. の理論的根拠として，フレイレの教育論を取り上げ，ポ. ール・
ラングランの生涯教育論やフォール・レポートら. と突き合せている。また，住岡は，一般的な教育的
人間. 関係として，「教師と生徒の間に距離をおき，前者に圧. 倒的優位を . ル軍部のクーデターに
よって頓挫し，フレイレ自身も軍. 部に拘束され，亡命を余儀なくされている。前述の野元. によれ
ば，『自由の実践としての教育』は，亡命した翌. 年に，クーデターによって頓挫するまでのブラジルで
の. 教育実践を纏めたものである。
動的な知」を活用して実践を展開できる人財の訓練が求. められているのである。最後に、知財マ
ネジメント人財. 育成の今後の課題、すなわち、知財マネジメントに特有. な科目の不足と教員の
不足について述べる。知財マネジ. メントは「旬」な時期を迎えようとしている。そして、. 今、その人財
育成について適切な手が打てるかどうか、. 重要な時期にさしかかっているのである。 1 .「互学互
修」：先端的な知財マネジメント教育. の現場. 1.1 東大先端研の知財マネジメントスクールの試み.
日本もいよいよ「知財立国」に踏み出した.
2017年2月15日 . ドナルド・ショーン（著）、柳沢昌一・村田晶子（監訳）新刊「省察的実践者の教
育」のご紹介！ 「ドナルド・ショーン」とい . 心より感謝いたします。 ▽ 「Educating the reflective
practitioner」は、書籍のタイトルどおり、「反省的実践家とよばれる専門家」をプロフェッショナルス
クールにおいて、いかに育成すれば良いのかを論じた本です。 . そのうえで、プロフェッショナルスクール
にいかにして、反省的実践家を育成するか、その組織的課題について述べる、という展開になってい
ます。 ショーン自身が、MITの.
的・基盤的な学修」を行う段階であることを改めて認. 識することが重要とされ，生涯を通じた教師
の成長を. 見据えて，養成段階における「基礎的・基盤的な学修」. が求められている．では，養成
段階における「基礎的・. 基盤的な学修」とは何か．それは，「学び続ける教師像」. の養成教育へ
の具現化が求められている点を踏まえれ. ば，指導実践の経験から学んで力量を高めるための授.
業の省察能力であるといえるだろう ． 他方で，経験学習の立場から，松尾 は，リフレク. ション（省
察）を通して学ぶ源泉には「思い（信念，.
2018年1月14日 . スクールリーダー研究 (8) 17-23 2016年 [査読有り]. 教職の専門性の今後の在
り方. 榊原 禎宏. 学校経営研究 41 26-32 2016年4月 .. 自己省察を促す楽しい教員研修の方
法－「与えられる」から「ともに作り出す」研修に関する追試－. 榊原 禎宏, 小林 新吾ほか. 教育
実践学研究 10/71-85 2005年 . カリキュラムとしての「大学における教員養成」の可能性－教員養
成教育の内容・方法の共通性・多様性に関する実践的検討から－. 榊原 禎宏, 高橋 英児ほか.
日本教師教育学会年報 14/116-127 2005.
職場を越境する社会人学習のための理論的基盤の検討. ―ワークプレイスラーニング研究の類型
化と再考― .. 学習転移モデルとは，学校や研修といった教育プロ. グラム内で習得した知識やスキ
ルを，職場に転移 . practitioner）」と見なす。そして，反省的実践家の専門. 性の本質は，「行為
の中の省察（reflection in action）」. にあると指摘した。行為の中の省察とは，行為の過程で，. 複
雑で多様な状況との対話を通じて，自らの行為を振り. 返ることである（Schön, 1983）。しかしその
過程は，言. 語化することはできない。
教育. 文部科学省は国際理解教育の定義を特に定めていな. いが、「国際社会においては，子ど
もたちが日本人と. しての自覚を持ち，主体的に生きていく上で必要な資. 質や能力を育成すること
が大切です。また，我が国の. 歴史や文化，伝統などに対する理解を深め，これらを. 愛する心を .
リキュラム開発に関する理論的・実践的研究』第 2 分冊第 1 章第 3 節 2006 年 5 月、日本国際
理解教育学会編「現代国 .. 他方、国際理解教育は、1951 年のユネスコ加盟、1954 年のユネス
コ協同学校（現ユネスコ・スクール）プロ.
省察的実践者の教育: プロフェッショナル・スクールの実践と理論. ドナルド・A・ショーン著. 鳳書房,
2017.2. タイトル別名. Educating the reflective practitioner : toward a new design for teaching
and learning in the professions. 省察的実践者の教育: プロフェッショナルスクールの実践と理論.
タイトル読み. ショウサツ テキ ジッセン シャ ノ キョウイク : プロフェッショナル スクール ノ ジッセン ト リロ

ン.

2016年11月16日 . ①個別的な指導方法論の観点だけでなく，学校の組織化. を実現することが
不可欠であること，②学校の組織化方. 法論に関しては，協働による組織化が有効であること，.
を基本的な観点において，学校の組織開発に関する実践. 研究と理論構築を往還的にすすめて
きた。とりわけ，我々. の学校組織開発理論においては，①教職員それぞれが，. 直面している児童
生徒の課題に対して，誠実に（省察的. に）取り組むこと，ならびに②教職員が協働的に実践改.
善に取り組むことをともに実現することをねらい.
養成・研修のプログラムに組み込まれるべきものと，その前提の両方を含んでいる。 協働と省察の
習慣作り. 実践と理論の実質的な往還. 教えるための教科知識. 以上三点のコアとなる協働での
授業作り（・評価・改善）. 受講者本人なりの「理論・授業指針」構成. 上記を .. ICS Lab School
は，創造的でエビデンスベースの教育実践研究を行う北米で最も優. れた教育機関の一つである。
実験校の教員も教職のエキスパートや教師兼研究者. （teacher-researcher）としての視点を提供
することで，プログラムに貢献する。プロ.
省察的実践者の教育. プロフェッショナル・スクールの実践と理論. ドナルド・Ａ・ショーン 柳沢昌一
村田晶子. 鳳書房 (Ａ５) 【2017年02月発売】 ISBNコード 9784902455373. 価格：5,400円（本
体：5,000円＋税）. 在庫状況：出版社よりお取り寄せ（通常3日～20日で出荷）. 買い物かごに入
れる · 欲しいものリストに追加する. 図説穗高神社と安曇族 · 龍鳳書房 穂高神社. 龍鳳書房 (Ａ
５) 【2016年04月発売】 ISBNコード 9784947697547. 価格：1,620円（本体：1,500円＋税）. 在庫
状況：在庫あり（1～2日で出荷）. 買い物かご.
実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関. ネット社会における職業教育の取り組み. ∼実践
的な職業教育の現状と課題∼. ものつくり現場で活躍する技術者の育成. 2020 の後に何をレガ
シーとして残せるか？ 城県・県内中性子利活用促進事業の現況. 身近に見たカリスマ. ∼セブンイ
レブン鈴木敏文氏の退任に思う. 篠田 謙一. （国立科学博物館・人類研究部）. 神達 岳志（常
総市長）. 吉原 英一. （坂東市長）. 菊地かおり（筑波大学 人間系）. 中庭 陽子. （ 城県立並木
中等教育学校 前校長）. 仲田 昭一（那珂市歴史民俗.
る授業の探究へと意識を変革していくことの重要性を指. 摘した。 しかしながら，上記稲垣・佐藤の
指摘は，「技術的実践」. と「反省的実践」を分離して捉えてしまう研究者や実践. 者を生む危険
性を孕んでいる。このことは，Schonの「反. 省的実践者」というネーミングについても同様の批判が.
成立する。 近年のアメリカの教師教育学会においては，上述した. Schonの研究を契機に，アクショ
ン・リサーチを主流と. した事例的な省察研究が蓄積されてきた。とりわけ，. Teaching Expertise研
究においては，学習成果の高い教師.
省察的実践とは何か. 一プロフェッショナルの行為と思考』. (鳳書房、 440 ページ、 2007 年 ーー
月 発行、 ーSBN-9784902455ーー3、 本体価格 4200 円). 大野 精一. 日本教育大学院大学
識教育研究科. ー) 先ず本書の意義と内容構成を専門職大学院の法的な .. 少なく とも、 「実践
知と理論と. ゐ架橋」 や 「実践経験め研究的省察」 に関わる原理的な方法論を明確にしておく こ
とが求められて. いる。 本書は、 この問いに以下のよ うな内容構成で正面から応えた く答えた) も
のであり、 「日本に. おける教育研究のみなら.
Yahoo!ショッピング | 省察的実践の商品一覧。お買得な人気商品をランキングやクチコミからも探
せます。Tポイントも使えてお得。
2016 年日本語教育国際研究大会口頭発表. 2016 年 9 月 10 日（土）. 教師の実践的知識の
形成・変容過程. ―自律型日本語学習クラスを初めて担当した教師のインタビューから―. 杉原
由美・鈴木理子・白頭宏美（慶應義塾大学総合政策学部）. 1. 研究の背景と目的. 近年、学習
者が自律的に自己の学習をすすめる活動を取り入れる日本語教育機関が増えてお. り、このような
活動を日本語授業内で行う教育機関もある（桜美林大学日本語プログラム「グル. ープさく
ら」2007）。筆者らの所属する慶應義塾大学湘南藤沢.
2017年9月1日 . 省察的実践者として多様性から学び合おうをご紹介します。玉川大学通信教育
課程の公式サイト。幼児、中等教育における指導者の育成、図書館司書などの養成、社会人に
必要な幅広い教養が得られる生涯学習の場を提供しています。

2017年2月17日 . 省察的実践者の教育. プロフェッショナル・スクールの実践と理論』. 鳳書房 2017
年 定価（本体 5,000 円＋税）. 21 世紀の大学と専門職教育のビジョンを示す. ドナルド・ショーンの
大著の全訳、ついに刊行！ プロフェッショナルの実践力とは何か. 実践力はどう培われるのか. それ
を支える大学のカリキュラム・組織・研究とは. ショーンの挑戦を私たちの力に. ◇ 目 次 ◇. 第 1 部
芸術的なわざを育てる専門職教育の必要性を理解する. 第 1 章 実践の多様な要請に対処する
力を専門職として培うために.
る大学が、地元の教育委員会等と学校や地域におけるスクールリーダー養成のための十分. な協
議を行い、教職大学院の新たな設置の具体的な方策について、早期に検討を . 課程（教育学研
究科）の改革では、「理論と実践の融合」に基づく高度な教育実践力の育. 成を目指して、学校
教育専攻を学校教育実践専攻へ組織改編を行うとともに、学校 . 教職大学院の設置は、上述し
たような、より高度な実践的指導能力を有する教員への社. 会的要請や岩手県の教育課題を真
摯に受け止め、同時にこれまで行ってきた地元.
ここでは「成人. 教育学」と「生涯学習」という考え方を導入することで、インストラクショナル. デザイン
の考え方を拡張していきます。 ここで扱いたい内容は、ひとことで言えば「教えない技術」です。教え
ずに学. んでもらうためにはどうすればよいのか？ そんな手品のようなことを皆さんと. 一緒に考えてい
きたいと思います。 2013年1月31日 向後千春. 謝辞. このテキストは、早稲田大学人間科学部で
通学生及びeスクール生向けに開講されてい. る科目「実践教授設計論」のために書かれました。
2012年度秋学期に、オン.
Amazonでドナルド・A. ショーン, Donald A. Sch¨on, 柳沢 昌一, 村田 晶子の省察的実践者の教
育―プロフェッショナル・スクールの実践と理論。アマゾンならポイント還元本が多数。ドナルド・A.
ショーン, Donald A. Sch¨on, 柳沢 昌一, 村田 晶子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届け
も可能。また省察的実践者の教育―プロフェッショナル・スクールの実践と理論もアマゾン配送商品
なら通常配送無料。
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