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主体的な学校教員を育成する 
教員研修プログラムの開発と評価の試み

～高萩市における取り組み事例から

武　田　信　子1）

坂　田　哲　人2）

角　藤　翔太郎3）

1．はじめに
　平成 21─23 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究B「教員のコンピテンシーリスト開発と

成長モデルの構築に関する国際協同研究」（課題番号 21402041　研究代表　武田信子）により，教

員の成長を促す教員研修の試みを行うため，関東圏の都市部と地方の 2つの市の教員研修と東京都

の教員研修における実践を企画した。本稿は，その中の茨城県高萩市における実践の報告であるi）。

　筆者らの平成 22 年度までの科研費研究では，教員のコンピテンシー要素をリスト化し，それら

のコンピテンシーを教員が徐々にどう身につけていくかについて検討してきたii）。コンピテンシー

要素の中でも，対人関係の能力や，同僚・学校関係者と協働していく力，学校教育の目的を踏まえ

て教育学の理論を実践に反映させていく力などは，従来の研修では実践的に身につけにくいため，

新しい研修の方法を編み出していく必要があると筆者らは考えている。

　その一つは，オランダのコルトハーヘン氏が開発した理論と実践をつなぐ省察の具体的方法であ

るリアリスティック・アプローチiii）やその中心となるコア・リフレクションの技法であり，これら

は研究メンバーらの実施する東京都の研修等で実践されiv），好評を博している。

　一方，三鷹市では，コミュニティワークの手法を用いて，学校を含む地域コミュニティ全体の風

土を温かく風通し良くすることによってコミュニティ成員の力を引き出し，学校コミュニティを活

性化するという試みを行った。学校コミュニティの活性化の中で，自然に教員を含むコミュニティ

成員の成長が図られていくという仕組みであるv）。

　それに対して，教員がワークショップにおけるコミュニケーションの中で互いに教育目標を明確

i）	 本実践に関わったのは，研究協力者の坂田哲人，角藤翔太郎，特定非営利活動法人水戸こどもの劇場副代表，横
須賀聡子と筆者の 4名であるが，横須賀は研究機関所属の研究者ではないため，本稿の著者とはなっていない。

ii）	 教師教育学研究会編「教員のためのリフレクション・ワークブック」	
http://teachereducation-jp.org/reports_top/reports201203/src/12.pdf（2012.	3.	24.）

iii）	 Korthagen	F.,ed	2001	Linking	Practice	and	Theory─The	Pedagogy	of	Realistic	Teacher	Education,	Rout-
ledge（『教師教育学～理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ』武田信子監訳　2010　学文社）

iv）	 http://teachereducation-jp.org/reports_top/reports201203/src/9-1.pdf
v）	 http://teachereducation-jp.org/reports_top/reports201203/src/9-3.pdf
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2）	 坂田哲人　青山学院大学助手，本学非常勤講師
3）	 角藤翔太郎　東京学芸大学大学院生，本学人文学部卒業生
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化し，主体的に学校教育に関わる意識を醸成する研修がオランダで開発されておりvi），それらを参

考に現場研修を構成したのが，高萩市における今回の実践である。

　本稿では，この実践のプロセスと成果をケース・スタディの形で記述し，参加教員に対するアン

ケート結果を分析することによって，この実践の今後の可能性を検討していく。	

2．研究の対象地域の選出
　本研究の対象地域として，茨城県高萩市を選出した。その理由は，以下の 3点である。

　①	　関東圏の端にあたり，特筆するほどの産業も観光資源も持たず，一部過疎地域を抱え，子ど

もが地元に残留せず人口流出が激しい。日本の地方都市の課題が凝縮されたような市である。

何らかの手立てを打たなければ，地域の衰弱が今以上に進行し，子どもの教育環境が悪化する

ことも予想される。このような地域において教育改革が進められれば，改革の有用な地域モデ

ルとなるだろう。

　②	　旧知の市長，副市長が，社会変革，教育改革に乗り気であり，本研究に理解を示して導入を

後方支援してくれると考えられる。

　③	　小中学校の数が総計 9と少なく，教員数が総計百数十名と教員の意識改革が可能な人数に収

まっている。

3．研究の方法と事前準備
【方法】　主体的な学校教員を育成するための教員研修プログラムを開発し，評価する試みを，実践

的ケース・スタディとして行う。具体的には，高萩市教育委員会による年間教員研修計画立案に参

画しつつ，開発した新しい研修を年間研修計画の中で実施し，教員の反応や研修に対する評価を分

析する。本研究では，研修の設計において，事前に教員を対象とした質問紙調査を実施し，その結

果を反映した研修プログラムを開発するとともに，その結果を研修当日にフィードバックすること

により，教員の参画意識を得るという，アクションリサーチ型のアプローチをとった。

　アクションリサーチ型のアプローチでは，効果測定プロセス自体に研究者が関与することから効

果測定や評価に対しての妥当性を示す際の問題点が残るが，今回の目的に掲げた主体的な教員の育

成のための研修開発には，このインタラクティブな情報のやり取りが必要不可欠なプロセスである

と考え，このことを調査プロセスに組み込んだ。

　また，研修終了後に再びアンケートを実施し，その結果を分析するとともに，教育委員会スタッ

フと研修の振り返りを行った。

【導入】　高萩市における研修の計画は，平成 22 年度 6月から始まった。研究メンバーの一人が副

市長に高萩市における教員研修の可能性について相談したことから，当時の教育長，教育部長，指

vi）	 1979 年から 1983 年にかけてオランダの国立教育研究所において発行された 26 分冊の教師教育用テキスト集に
掲載されている。7人の著者によって十数年かけて作成されたもので，現在は発行されていないが，このうちの
10 冊を著者の一人であるWim	Westerman 氏（現Velzen 市副市長：元アムステルダム自由大学講師，教師教育
者）から入手し，和訳した。今回の研修において使用したワークショップの技法は，この中から現代日本に適合
するよう翻案し，活用したものを含んでいる。
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導主事に会う機会を得て，引き続き，市の持続可能性のある発展に熱意を示している市長にも面会

し，高萩市の教員研修に本研究メンバーが関わることが決定した。

【準備】

第一回教育委員会との打ち合わせ（平成 23 年 1 月）

　教育長及び指導主事 3名に，「主体的な教員を育成する教員研修」の趣旨説明を行い，概ね了解

を得る。しかしながら，従来から踏襲され，綿密に年間計画の中に組み込まれてきた研修の中に，

新しく市全体の教員の意識変革をめざして，到達に至るだけの研修を実施する時間を確保すること

は困難であり，夏の悉皆研修の一回を，本プログラムにあてるのが最大限可能な選択とのことであ

った。一回の研修によって大きな変革は望めないため，目的の修正が必要となり，平成 23 年度は

「教員の意識変革のきっかけづくり」を目的とすることになった。市内の学校の状況をうかがい，

現場を知ることが大切と考え，事前に数校の見学をすることの了解をとる。

第一回見学（平成 23 年 5 月）

　市内 2地域の小中学校を見学。過疎地域及び中心部の二つのタイプの地域の実情をうかがった。

第二回見学（平成 23 年 6 月）

　市内のかつて荒れていて立て直しが図られた東小学校の校内研修を見学した。

第三回見学（平成 23 年 7 月）

　市内中心部別地域の小中学校を見学。再び，東小学校を見学し，校長と懇談した。

　新しい取り組みを立て直した学校でという市長の意向もあり，校長の了解も得て，東小学校の校

内研修の実施を決定した。

第二回教育委員会との打ち合わせ（同日）　

　悉皆研修を一回のみ実施し，午後には東小学校一校のみ継続して校内研修を行う，という二段仕

立ての研修計画を決定した。

研修の目的

　午前中の悉皆研修＜研修 1＞については，

　①	　先生方が知り合う機会を提供し，高萩市の子どもたちを育てるという意識の下に教員コミュ

ニティを形成する

　②	　先生方が，自分の学校における活動全体を，子どもの視点・将来という視点から振り返る場

を設ける　

　③　教科指導を含む全ての活動を生徒たちの生きる力につなげる意識を喚起する

　という 3点とした。

　午後の校内研修＜研修 2＞については，

　①	　互いの教育観，教員観を知り，教員同士の関係を再確認することによって，学校コミュニティ

の活性化のきっかけとする，こととした。

　共に，3時間という短い時間のため，自分たちの教育の意味の問い直しのきっかけづくり，とい

う問題提起に留まることになった。また，夏の研修の様子によって，次の研修を校内研修として組
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み込む可能性を探っていくということになった。

　同時に，現状把握のための事前質問紙調査を全教員対象に実施していただくことになった。内容

は，教員の負担感の実態，役に立つ研修のあり方等である。この調査によって，現状の実態を把握

するとともに，その結果を研修プログラムの開発に反映したいと考えた。

4．現状把握のための事前調査
　まず，研修プログラムの開発を目指して，参加予定教員を対象に事前アンケート調査を実施した。

■調査概要

対象：高萩市小中学校教員　174 名全員　　質問紙は『資料Ⅰ』参照

配布方法：高萩市教育委員会を通じて回答依頼

回収方法：武蔵大学武田信子研究室宛に郵送（封書・郵送料研究側負担）にて回収

質問紙回収数　研修実施日までに届いたもの 84 通，すべての回答数 93 通（回収率 53.5％）

回答者の属性：学校種：小学校　54 名（58.1％）　中学校　39 名（41.9％）

　　　　　　　経験年数：教員経験年数　19.36 年　　現在の学校での経験年数　3.36 年

■結果：研修に対する認識（本文に言及のない結果データは『資料Ⅰ』参照）

＊今受けている研修への満足度

　とても満足している　	5 名（	5.4％）　　　まあ満足している　64 名（68.8％）

　やや不満である　　　11 名（11.8％）　　　無回答　　　　　　13 名（14.0％）

＊今受けている研修への印象

　また受けたいと思う研修　34.27％　自分でお金を払ってでも受けたいと思う研修　16.75％

　役立たなく，眠くなる研修　37.20％

　　	※多くの教員が満足していると回答している一方で，また受けたいと思う研修は 34.27％にと

どまり，役に立たないと思う研修が 37％を超えている。

＊研修への平均参加日数：平均 8.43 日（最小 0日　最大 40 日）　

＊受けたいと思ってもなかなか受けられない研修について（自由記述）

　同じ教科の先生が大勢そろえば，多くの研修に参加できると思う／自分の専門分野の知識を広げ

る研修，校務分掌が少なければ／自由に参加できる体制（代わりに学級を見てくれる職員の確保）

と時間／見聞を広げるための海外旅行…夏季休業中も研修が多すぎる／ ICT関係，日程が合わな

い／平日に行われる授業公開を行う研修会，勤務校での授業調整等がうまくいけば参加できるので

は／先進校研究発表，授業公開／平日参加が可能な先進校，研究校への視察／学校を留守にすると

迷惑がかかるので，自主的にはいけない。学校長からの命令で行ければ／専門性を深めるための研

修や教育相談等に関する学習などに参加したいと思っていますが，交通手段（遠い）や日程から無

理である／特別支援学級の視察（先進校）　公開のチャンス，出張の承認／上記（Q2）に書いてあ

ることに取り組みたいが時間が取れない。日々多忙すぎて，時間も心も余裕がない／パソコンの具
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体的操作方法／科学や芸術について学べる研修／自主研修のための休暇がとれる職場の雰囲気／休暇

中，代わりに授業をしてくれる教員の確保／名人と呼ばれる人の授業・名人と呼ばれた人の講話・

現場で素晴らしい結果を出した人の講話。学校を留守にしてもよい条件がない。（休みや研修のと

きには市教委が人材を派遣すべき）	／大学等の公開講座の研修（組織マネジメント，学級経営）／

開催日時，場所と公務の関係／時間的，金銭的なこと／研修の案内があれば／海外研修／いろいろ

な研修に行きたいとは思いますがすぐに思い浮かびません／異業種交流の参加（年齢制限）。制限

がかかる前は管理職からの声かけで一部の人にしか声がかけられていなかった，自分では希望でき

なかった。必ず希望をとるような制度があれば…または全員やるべきだと思います／海外研修，手

続きの簡略化，まとまった休暇／遠方の研究発表

■まとめ：研修のあり方と高萩市の教員研修プログラムの組みたての方向性について

　研修のあり方や効果については，これまでも長い間議論の対象とされてきているが，現時点にお

いて唯一の学説をなすような因果関係を示したものはなく，遠因的に効果を述べるものが多い。

　学校組織においても，研修に対する効果については常に疑問を呈す議論が多く，実際に今回実施

したアンケートにおいても，公的に実施されている研修自体への満足度はそれほど低くはなかった

（とても満足している，満足しているを合わせ，74％）ものの，実務への影響の低さ，あるいは，ま

た受けたいと思うという数値の低さ（34％）に，効果という視点から見たときの影響の低さがうか

がえる。

　そのような中で，研修のあり方について，様々なところで見直され，実際に効果の高い研修のあ

り方が検討されてきた。教員に対して研修を実施する目的とは，第一義的には教員の資質・能力の

向上にあり，ひいては，学校組織，コミュニティの開発を目指し，全体的な能力（capability）を高

めていくものと考えられる。

　この原則に立ち返るならば，人材育成論の視点から，2つの具体的な方向性を提示することがで

きる。一つは，OJTなどに代表される，業務を通じた人材育成の仕組みを作り上げることである。

たとえば東京都教育委員会では，OJTを制度として整え，このOJTをサポートするために指導的

な役割に就く教員を充て，教員の資質・能力の成長をサポートしている。今回実施したアンケート

にも，OJT制度による教員の資質・能力向上に対しては，比較的積極的に評価（5件法で 3.7）す

る反応が得られており，有用な施策の 1つであると言える。

　もう一つの方向性として，組織の構成員同士で学びあうための土壌，コミュニティを開発し，そ

のコミュニティを成長させていくことにより，教員の資質・能力を向上させるという方法がある。

これは，アクションラーニング型研修の実施，あるいは，実践コミュニティを開発し，そのコミュ

ニティ活動を通じて，個人の資質を成長させ，ひいては，組織全体を活性化させていくという方向

性で展開されているものである（Wenger,	1991,	1999 など）。

　このような視点で現状をとらえた場合，行政機関が提供する研修サービスは，基本となる，ある

いは最新の，最低限の知識・技術を身に着けさせるためのサービスを中心としており，教員の側か

らすると実質的な業務に役に立つと思える研修が少ないことがうかがえる。例えば，今回の報告対
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象である高萩市を所管する茨城県教員研修センター vii）が公開している教員向け研修の内容（全 90

講座）を整理すると，主に以下の項目に分類できる

　・階層別研修（新任者・2年次・5年次・10 年次・新任役職者研修）

　・教科内容，教科教育方法

　・特別支援，教育相談，不登校児などへの対応

　・ICT活用

　・その他

　この中でも，悉皆研修の多くは階層別になっている。

　これに対して，アンケート（Q8）を回答した教員が研修に求める改善案の上位（得点率 50％以

上）項目は以下の通りである。

　・実践的で，実務に役立つ内容にしてほしい（77.4％）

　・学校現場で起きる現実の課題への対応を通して学べる機会が欲しい。（65.6％）

　・自分自身で学ぶための時間が欲しい（55.9％）

　・研修講師・テーマ・時間などが自分で選べるようになればいい。（54.8％）

　・同じような立場の教員と共に共通の課題について学び合える研修がいい（50.5％）

　これらのニーズは，必ずしも教員研修センターが提供する研修内容ではカバーできていないので

はないかと推察される。「現在の研修に特に不満があるわけではないが，もう一度受けたいと思う

ような研修ではない」という回答（Q1）にもその一端が表れている。

　加えて，Q5の「自らの成長に役に立ったもの」に対する回答は，学校内外の優秀教員からの影

響（38％程度），と研究授業（30％程度）が上位であり，公的な研修は，その次（20％）にとどま

っている。

　これらを集約し，現時点で教員が求めている研修を考察し，下記の 2点を満たす研修が求められ

ているという結論を導いた。

　①　『自分たちで学ぶ，選ぶ研修』

　②　『学校現場で起きる現実の課題の対応を同じような立場の教員とともに学びあう研修』

　次に，Q15 の回答をベースに，方法面からの整理も行った。Q15 の回答からは，「学内で教員自

身が自主的に能力開発に取り組める（64％）」，「成長をサポートしてくれるメンタ―教員の必要性

（50％）」などが上位項目である。かつての学校組織では，「研究授業」など，実践の現場で主体的

に学ぶ場が自律的に出来上がる風土があり，研修に対するニーズや，このような方向性について

は，そこで多くが吸収されていたと考えられるが，近年ではこのような場がなかったり，実質的に

機能してきていなかったりする状況にあるという指摘も多く，その機能を代替するような研修が求

められているといえる。

　これまでの議論を踏まえて，できるだけ多くのニーズや解決すべき問題を吸収すべく，研修プロ

グラムを開発した。

vii）	http://www.center.ibk.ed.jp/contents/kenshuu/kenshuu_kouza_all.htm
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　自分たちで学ぶ，選ぶ研修という要望については，一義的にはテーマを自分で選んで，カフェテ

リア方式にいろいろな研修に出かけていくことができるのがよいのかもしれないが，実質的に学ぶ

時間，機会が少なく，また実践的な内容を求める先生方に，単に選択肢を多く用意するだけの研修

設定では，このニーズを満たすことができず，むしろ，どのように主体的に学ぶ機会を作ることが

できるかという視点での設計を行った。

　また，学校現場で起きる課題を用いた共同体的な学びの仕組みづくりを目指し，研修の中で特定

の知識や経験を得ることのみを主眼とするのではなく，今後の学びのためのプラットフォームづく

りとしての活動を目指したプログラムの設計を行った。

　今回の研修では，2時間 30 分という限られた中でこれら 2つの設計をできるだけ反映すること

ができるよう，ワークショップ形式の研修形態をとり，日常的に先生方が感じている問題点，そし

て，本来学校教育に期待されている潜在的ニーズに気づき，今後自らが問題解決に取り組んでいく

ことができるためのきっかけ，スタートアップを目指して研修づくりを行った（資料Ⅱ提示スライ

ド 1段目右側）。

5．�研修の実施（具体的内容は資料Ⅱ参照。当日の内容をまとめて参加者に配布した資料を若干
改変したもの）

＜研修 1＞ 8月 5日　午前 9時 30 分～12 時

　交通事情のために定刻より 30 分以上遅れて開始。体育館に教員が 100 数十人集合していた（参

加者数未確認）。冷房がなく，マイクの音がこだましてよく聞こえないという状況の中での研修と

なった。集合時に参加者に気分を聞いたところ，良い	4 名，まあまあ	42 名，あまり良くない	22

名，悪い	18 名。半数近くが朝から気分がよくない状態で研修に参加していた。

＜研修 2＞ 8月 5日　午後 13 時～16 時

　会場を移動して，古民家の和室へ。参加者は校長以下全教員 17 名。学校コミュニティの活性化

を図るワークを実施した。

6．研修事後アンケート（結果は資料Ⅲ参照）
　＜研修 1＞の効果測定

　研修の効果測定として，事後アンケートを用いた分析を行った（回収数 79 件　約 40％）。分析

の方法として，米国においてスタンダードな研修効果測定モデルであるカークパトリック（Donald	

L.	Kirkpatrick）の 4 段階評価を参考とした。本研究においては，4段階評価モデルの内，レベル

1：研修満足度（Reaction），レベル 2：研修学習度（Learning）の評価を実施した。

　レベル 1：研修満足度

　事後アンケートのQ.3，Q.4，Q.11 を参照。

　「Q.3：今後このような研修があったらまた受けたいと思いますか。」（4件法）「Q.4：この研修は

『自分でお金を払ってでも参加したい』と思えるものでしたか。」（4件法）の質問において，7割以

上（Q.3：72％，Q.4：86％）が「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」のいずれかに回答
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しており，研修に対する満足度の高さが示された。

　「Q.11：今日の研修で期待はずれだったことや，満足できなかったと思える点はどのようなこと

ですか。」（自由記述）には，研修環境の不備（マイクの音響，空調等）や研修時間への不満（長

い，短い）などの「外的要因」，意図・目的の不明瞭さに対する「内的要因」に関する回答が多数

見られた。内的要因に関しては，事前アンケート調査の結果から，教員が考える授業実践や実務な

どに関する実践的・日常的な研修への期待感が反映されたと考えられる。

　レベル 2：研修による学習成果

　事後アンケートのQ.2，Q.7，Q.8，Q.9，Q.10，Q.12 を参照。

　まず，「Q.10：今日の研修でよかったと思える点は，どのようなことですか。」（自由記述）の回

答を【情報交換・コミュニケーション】，【自己の振り返り・内省】，【出会い・他者との交流】の 3

つにカテゴリー分けした。

　【情報交換・コミュニケーション】では「他の先生方の意見を聞くことができた」「15 年後とい

う未来を考えて今の教育をとうしたらよいか討論できた」「学校の情報交換の場となった」など全

19 件の回答であった。これらの回答は，事前調査で示された同僚性やコミュニケーション能力の

必要性と関連する内容であった。

　【自己の振り返り・内省】は「目先の事に行きがちだったが，改めて基本を考えることができた」

「自分で日ごろから子供に思っている，足りないもの（身につけたい力）が明確化された」など全

10 件であった。これらの回答は，事前調査に顕著に示された教員の期待する研修（日常的業務や

実践的な研修への期待）とは視点を異にするものである。「Q.2：本日の研修で得ることができたも

のはありますか。」（多岐選択式）において，「自分の視野や考え方を広げられると思えるものが得

られた。」（31 件），「すぐに役に立つわけではないにしても，将来的に自分に役に立ったと思える

ものが得られた。」（27 件）などの回答が最も多かったことから，外的志向傾向にあった教員が，

内的志向へと変化したと考察できる。

　【出会い・交流】は「市内の先生方との交流を深めることができた」「他校の先生方と顔見知りに

なれた」など全 10 件であった。この結果は「Q.7：今回の研修を通じて，新しく知り合うことがで

きた人は何人いましたか。」（M＝5.76，SD＝3,89），「Q.8：今回の研修を通じて，『この人の新た

な側面を発見することのできた』という知り合いは何人いましたか。」（M＝1.91，SD＝1.91）の

結果にも示される。また，「Q.9：この研修を通じて，学校管理職との距離がより近く感じられるよ

うになりましたか。」には 76％（60 件）が「強くそう思う」「どちらかと言えばそう思う」のいず

れかに回答しており，管理職との交流の場になったことが示唆される。

　以上の結果から，本研修における教員の研修学習成果として，「情報交換・コミュニケーション

活動」，「内的志向へと繋がる内省」，「管理職を含めた教員コミュニティの形成」が期待できること

が明らかとなった。

　＜研修 2の効果測定＞　研修 2のみを取り出したアンケート調査は実施しなかった。参加者から

「午後の研修，良かったです。あんな形で同僚の考えを聞くことは今までなかったので。良い刺激

をありがとうございました」「とても考えさせられました。またお願いします」などの声が寄せら
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れた。また，その後，研究メンバーの実施した教師教育学の公開研究会に実施校の校長が参加して

下さった。次の研修の実施を期待されている。

　7．教育委員会事後ヒアリング
　研修 5か月後の 12 月，企画担当の教育委員会指導主事ら 3名に，成果についてヒアリングした。

以下はその結果をまとめたものである。

（1）　研修は参加者のストレスが大きく，成功したとは言えないのではないか。その理由は，

　①　研究目的の伝達不足：事前に全体の流れ，目的，何を学ぶかが明示されていなかった。

　　（ⅰ）	何かが“わかる”ことが大事，という教員文化があり，教員はゴールに向かっていくこ

とに慣れているので，オープンエンドの研修は不安を喚起した。

　　（ⅱ）	校長らは，教員に参加を促す際に，説明に苦慮して負担感を感じ，研究主任もやらされ

感を持ってしまっていた。その結果，研究のためにやっていると思った教員も多かった。

　　（ⅲ）	ふだん教員たちはゆとりがなく，早く結果を出さなければならないと思っていて，研修

でやったような 15 年後の社会は想像もつかない。研修が自分の授業に役立つと感じられ

なかったようだ。

　②　強制感：悉皆研修だったので，他に行きたい研修があっても行けないという不満があった。

　③　物理的要因：マイクが反響して指示が聞こえず，何をやっていいのかわからなかった。

（2）　このような教育の根幹を問う研修は教員の意識が高まるので，絶対に必要である。

　しかし，多くの教員が望む研修は，明日の授業に役立つと思える研修，しっかりした枠組みのあ

るわかりやすい研修，目新しい情報を得られる研修である。そしてそれらを自分自身で選べること

も大切である。今回はそれらが満たされなかったので，今後の実施には工夫が必要だろう。

8．考察
　今回の研修は，主体的な教員を育成する教員研修の開発という企画で始まったが，実際には，2

時間半という短い研修時間の中で実施せざるを得ず，目的の方向修正をして，教員が主体的に動く

ための「教員の意識変革のきっかけづくり」とした。その中で，本研修は，教育の根本的改革を望

む教員には好評であったが，もともと研修に否定的であったり懐疑的であったりした層には拒否さ

れるという結果になった。

　特に物理的な面での不満が少なくなく，声高に不満を語る参加者が目立った。物理的な面での課

題は大きな反省点である。会場に関しても，体育館という場所で，事前に現場確認はしたが，音響

が悪くてほとんど聞こえない状態ということは想定外だった。いろいろなインストラクションが

次々となされるワークショップにおいて，指示が聞こえないというのは致命的であり，参加者のモ

チベーションを下げる結果となってしまった。

　しかし，研修の中身については全般に高く評価された。研究チームとしては，最初は変革を望む

少数でも熱心な層に働きかけることによって徐々に意識改革を行っていく，ということでよいと考

えている。今回の内容は，基本的な現行の教育のあり方に疑問を投げかけるものであり，自省も必
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要で，「面倒なことは考えたくない」「多忙な」教員には受け入れ難い面もあっただろう。万人に受

ける内容ではないが，事前調査で普段の研修について「お金を払っても受けたい」と回答している

割合が 17％であることに比して，今回，86％の参加者が「お金を払っても受けたい」と思うと回

答しているのは，特筆に値する。

　また，研修の目的である，①教員コミュニティの形成，②活動の子どもの視点・将来という視点

からの振り返り，③活動を生徒たちの生きる力につなげる意識の喚起という 3点，あるいは　午後

の①学校コミュニティの活性化については，それぞれ，事後アンケートからかなり達成されたとい

う結果が出ている。しかし，それが研修の成果であると認識しない教員も少なからず存在していた

ことは想定外であった。つまり，研修というものが，何かの「知識や技術を得る時間」という認識

が強い場合，コミュニティの形成が結果的に生じてよかったと思ったとしても，それが研修の目

的・成果だとは思わない，ということだったのだろう。

　さらに，今回は，オープンエンドを意図してプログラム設計したが，｢オープンエンドの研修を

どのように次につなげていけばよいか｣ という視点が提供できなかったことは反省点である。教育

現場のようなオープンエンドの研修があまり行われていない場でワークショップを展開する際に

は，考慮が必要である。特に，日常的に学ぶためのゆとりがなく，研修自体に対する機会費用が増

大していく中で，すぐに価値判断のできない研修内容は敬遠される傾向にある。このような場合

は，潜在的に教員が抱えているニーズを顕在化させておく必要がある，今回の研修では，事前にア

ンケートや見学，教育委員会との打ち合わせなどを通じてニーズの把握に努めてきたが，それでも

潜在的なニーズを十分に把握していたとは言えず，そのことが一部に不満をもたらしたもう 1つの

要因であったと言えよう。

　また，今回のように外部から研修を提供する場合，提供の仕方や，教育委員会への依頼の仕方な

どについても，当初からよりきめ細やかな戦略が必要であっただろう。情報の伝達ルートとその内

容に事前チェックを入れるべきであった。今回の実施は，現場の活性化を目的としたが，事前アン

ケートを取ったことから，研究が主目的と受け止めた参加者が出てしまった。事前の伝え方に課題

があったと考えられる。

　教育委員会のヒアリングでは，成功ではないと評されつつも，同時に絶対に必要である，と述べ

られた。研修に対する他の課題も含め，全体としてどのような研修計画を立てていくかについて，

改めて検討していくことが求められるだろう。次の課題は，引き続き今回の「きっかけ」を実際の

動きに転換していくことである。

9．まとめ
　今回の教員研修は，コミュニケーションの中で互いに教育目標を明確化し，主体的に学校教育に

関わる意識を醸成するきっかけを作る研修であった。学校文化，教員文化を充分に認識，研究して

外部から研修を持ちこむハウツーを工夫し，今回作った変革のきっかけを，継続するものとしてい

くことが必要であると考えられる。
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資料Ⅰ　高萩市事前質問紙及び回答（掲載用に書式を改変し，グラフと共に掲載）

■ご回答者自身についてお聞かせください■

（結果は本文を参照）

■研修についてのお考えをお聞かせください■

Q1．	県や市区町村の教育委員会から提供されている公的な研修ついて，この 1年間で，計何日

間の研修に参加されましたか。また，差し支えなければ，どのような研修に参加されたか，

その満足度についてもご回答ください。

（数値による回答：結果は本文を参照）

Q2．	公的な研修以外の研修活動として，下記にあげるような活動をされています（いました）

か。あてはまるものすべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）

Q3．	普段行きたくても行けないでいる研修がありますか。それはどんな研修ですか。それは，ど

のような条件が整えば，参加できるでしょうか。下記に具体的にご記入ください（自由記述）。

（自由記述による回答：結果は本文を参照）
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Q4．	これまでに受けてこられた公的な研修の中で，以下のそれぞれの項目に当てはまるような

研修の割合はどの程度ありましたか，それぞれの項目に対してパーセント（％）でご回答

ください。

　　　　a．	また受けたいと思うような研修が　　％程度あった

　　　　b．	自分でお金を払ってでも受けたいと思う研修が　　％程度あった

　　　　c．	眠くなる（役立たない）研修が　　％程度あった

（数値による回答：結果は本文を参照）

Q5．	以下のうち，これまでのあなた自身の成長に一番役に立っているもの 1つに 印を記入し
てください。

（全回答を 100％としたときの割合）

Q6．	これまでに受講された研修の中で，役に立ったもの，印象に残っている研修について（正

確な名称でなくともよい），受講の時期と内容をご回答ください。また，それらが他と比較

し優れている点をお書きください。（自由記述）

（自由記述による回答：結果は本文を参照）
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Q7．	あなたは，研修に参加することによって，どのような効果・成果があってほしいとお考え

になりますか。以下の各項目についてあてはまるものすべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）

Q8．	下記のリストは，これまでに寄せられている研修制度に関してのさまざまな改善案です。

あなた自身は，この中でどれが必要だとお考えになりますか。あてはまるものすべてに

印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）
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Q9．	校務分掌や，業務年間目標など，学校における業務の一環として自分自身の成長に関する項

目を含め，業務を通じて能力を成長させていくという，いわゆるOJT制度による教員の成

長に関して，以下の a～eの中から，あなたの考えに近いものを 1つご回答ください。また，

そうお答えになった理由についてお聞かせください。

　a．教員としての成長に役立つと思う　　b．どちらかといえば役立つと思う

　c．どちらともいえない　　d．あまり成長に役立たないと思う　　e．全く成長には役立たないと思う

＊ aを 5とし，eを 1としたとき，平均 3.7

　■あなたの教師としての能力観と，その育成に対する考え方ついてお聞かせください■

Q10．	教師に必要な能力について，｢重要｣ と思うものを 3 項目選び，大事だと思う順番に

（　　）内に 1，2，3の数字を記入してください。

第1順位 3点～第 3順位 1点のように配点し，すべての

得点合計の上，各項目が占める点数を割合にしたもの（ ）
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Q11．	あなたは，自分自身の教師としての能力・適性を，日ごろ，どのように判断していますか。

もっとも近いものを 1つ選び，（　　）に○をつけてください。

（全回答を 100％としたときの割合）

Q12．	あなたが，学級経営や，生徒指導において困難な局面に直面したとき，あなたはその問題

にどのように対応していますか。あてはまるものすべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）
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Q13．	あなたはこれまで，どのような時に，教師としての自己の課題を発見することがありまし

たか。あてはまるものすべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）

Q14．	Q10 にあげた資質，能力はどのように育成されていくのが望ましいとお考えになりますか，

あるいはどのような方法で育成されるべきであるとお考えになりますか。あてはまるもの

すべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）
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Q15．	Q14 の内容を実現するために必要なこととしてどのようなことがあげられますか。あては

まるものすべてに 印を記入してください。

（回答者数に対する回答数の割合）

　※選択肢 1：『自分で研修のために自由に使える日が　　　日程度必要である』の数値回答欄に

ついて→ 40 名の回答により，平均 12.6 日

Ⅱ　高萩市研修後配布資料
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Ⅲ　高萩市事後質問紙調査結果データ

Q.1　現時点の気持ち

　良い気分である…………………	 6％	（	 5）　　どちらかといえば良い気分である………30％	（24）

　どちらともいえない……………38％	（30）　　あまりいい気分とはいえない……………22％	（17）

　気分は全くよくない……………	 4％	（	 3）

Q.2　研修で得られたもの

　（はっきりとしないが）何かおみやげ ………………………………23％（21）

　わくわくした。希望が持てた。自己効力感…………………………	 3％（	 3）

　日常的な業務（例えば授業実践など）に役立つもの………………	 6％（	 5）

　すぐに役立つわけではないにしても，将来的に役立つもの………30％（27）

　自分の視野や考え方を広げられるもの………………………………35％（31）

　自分の教育理念を揺さぶるような何か………………………………	 3％（	 3）

　その他…今自分が立っている足元をじっくりとみつめなおすことができた／	15 年後には退職し

ているので実感がわかなかった。若い先生向けのプログラムだと感じた／意図がわからなかった／

ねらいがわからず終了

Q.3　このような研修をまた受けたいか

　強くそう思う……………………14％（11）　　　どちらかと言えばそう思う …………53％（42）

　あまりそう思わない……………29％（23）　　　まったくそう思わない…………………4％（	 3）

Q.4　この研修は「自分でお金を払ってでも受けたい」

　強くそう思う……………………37％（29）　　　どちらかと言えばそう思う …………49％（39）

　あまりそう思わない……………10％（	 8）　　　まったくそう思わない ………………	 4％（	 3）

Q.5　この研修は役に立ったか

　強くそう思う……………………13％（10）　　　どちらかと言えばそう思う …………39％（31）

　あまりそう思わない……………46％（36）　　　まったくそう思わない…………………3％（	 2）

Q.6　気持ちや考え方に変化はあったか

　強くそう思う……………………13％（10）　　　どちらかと言えばそう思う …………45％（35）

　あまりそう思わない……………41％（32）　　　まったくそう思わない…………………1％（	 1）

Q.7　新しく知り合えた人数　　　　　　　　　　	平均	5.76　　　標準偏差	3.89　　　最大	20　　

最小		 0

Q.8　新たな側面を発見することのできた人数　　	平均	1.91　　　標準偏差	1.91　　　最大	10　　

最小	0

Q.9　管理職との距離が縮まった

　強くそう思う……………………28％（21）　　　どちらかと言えばそう思う …………53％（39）

　あまりそう思わない……………18％（13）　　　まったくそう思わない…………………1％（	 1）
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Q.10　研修でよかったと思える点

情報交換，コミュニケーション

　先生方との情報交換ができた／いろいろな人の考えを聞くことができた／他の先生方の意見が聞

けた／異なる学校の人とコミュニケーションがとれた／他校の先生と話せた。若い先生の話を聞け

た。みんな自分と同じようなことを考えていることが分かった。勤務していながら，他の先生と話

すことは本当に少ない／いろいろな学校の人と話すことができたこと／いろいろな人とコミュニケー

ションをとることができた／学校の情報交換の場となった／話を聞くだけでなく，少人数での話し

合いを基本とした研修のスタイルが良かった。15 年後という未来を考えて今の教育をどうしたら

よいかについて討論できたところが良かった／他の学校の先生方と話すことができた／いろいろな

先生と話をすることができたこと／普段あまり話したことがない人（先生）と話せたこと／多くの

先生と話をすることができた／他の先生方の意見を聞くことができた／日ごろ，他の先生が直面し

ていることについて聞くことができた／他の先生方の考えがわかったこと／他の先生方の考えを聞

けたこと／いろいろな先生方とディスカッションできたこと

内省

　自分で日ごろから子供に思っている，足りないもの（身につけたい力）が明確化された／今自分

たちが子供たちに何をすべきか，何ができるか考える機会となった／ 15 年後の社会など，今まで

考えてもいなかったことについて考えたこと。多様な志向の広がり。自分自身を見つめる機会とな

りました／ 15 年後を考えてみるというのは，日常的にない視点だったので長期でとらえる目がで

きた／普段あまり感じていない自分の内面と向き合えたこと／日ごろの業務から離れ，ゆっくりと

何かについて考える機会が持てたこと／目先の事に行きがちだったが，改めて基本を考えることが

できた／将来のために今必要な教育は何かと改めて考える時間が持てたこと／教育問題について考

えを深めることができた

出会い・交流

　他の学校の先生と関われたこと／他校の先生方と顔見知りになれた／いろいろな高萩市内の先生

方と交流ができたこと／いろいろな人と知り合えた／他の先生方の様子がわかり良かった／少しで

すが，自分的には多くの先生と知り合えたと思います／市内の先生方と一緒に研修できた／市内の

先生方との交流を深めることができた／昔一緒に働いていた先生方に会えたこと／新しい知り合い

ができたこと／旧知の先生と久しぶりに活動したこと

その他

　もう少しテーマをはっきりしてほしかった／マイクから声が聞き取りにくかったことも／教員自身

もコミュニケーションを図るべきだということ／これから何を目標にしていくかわかった／ワークシ

ョップ，参加型の研修であるため，意欲が高まった／ラフなスタイルが良かった／海外のカードを

使えたこと。（言葉にできないイメージが他にもわかりやすく伝えられた）

Q.11　研修で期待はずれだったことや，満足できなかったこと

会場設備等の不具合（外的要因）

　体育館の反響で声がやや聞き取りにくく，指示が聞き取りにくいときがあった／音響がもう少し
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適切だとご苦労をおかけしなかったと思います／マイクの調子が悪く，主催者の伝えたいことが伝

わっていなかったことが最大の失敗。それを「聞こえません」とか「わかりません」と言わない教

師の姿にがっかりした。そのくせ不満は大きい声で言っている…／あまり聞き取れなかったので，

ピンマイクなどを使えばよかったと思う／初めよく聞こえなかった／マイクの調整？声が聞こえな

くて残念／指示が分かりにくい。わかりやすい言葉ではっきり話してほしい／すごく暑く，休み時

間の取り方が難しかった／話がよく聞こえなかったこと／何を言っているのかよく聞きとれず一回

で活動に取り組むことができなかったこと

意図・目的の不明瞭さ（内的要因）

　研修の趣旨が明確でなく先を見通すこともできないので，よくわからないまま時間が過ぎた／テー

マが分かりづらかったので，研修への動機づけがありません／目的がはっきりわからなかった点／

ねらいがわからない。どう答えていいかわからない。指示がすぐ変わる？（言い直しが多い）	／意

図がよくわからなかった／研修の狙いがよくつかめなかった／意図がわからなかった／どんな力を

つけるために行った研修なのかよくわからなかった／教員のどんな資質，能力を向上させようとす

る研修なのかよくわからなかった／趣旨がもう少し明確になると／	「何を」という目的があまり感

じられなかった／一つ一つの活動の意図が分かりづらかったこと／何をするのか指示があいまいで

よくわからなかった／内容がはっきりわからない

時間（長い・短い）の不満（外的要因）

　自分自身の体調が良くなかったので，もっとゆったりした気分になれる研修であってほしかっ

た。夏休み中も多忙な毎日なので／一つ一つの事について話し合う時間がもう少し長いとよかった／

「自由に休憩してよい」というのも自律的な活動，行動力を身につけるためにはよいかと思うが，

集中して効果を上げるためには，全員で「はい休憩」という時間があった方がよいと感じた／もう

少し話し合いたいと思ったグループ編成の時，時間がなくてシャッフルしたところ／長すぎたと思

う／時間が長かった。グループ分けは 2回で十分では／グループの中で意見の交換が中途半端で次

のグループになってしまったので，すっきりしていない／少々時間が長かったように思った／以前

にもこのような研修は受けたことがあった。また時間が長すぎる／半日ワークショップは長すぎる

と思いました／時間が長すぎてダラダラしてしまったこと／研修時間の厳守。途中での休憩があっ

ても良かったのでは

その他

　他の学校の方と一緒に課題について話し合えることはよかった／市教委の先生も入ってほしい／

もっと積極的に話をすべきだった／満足のいく研修ではなかった／研修の狙いはわかるが，研修の

内容との整合性をあまり感じなかった／実践に繋がりにくい研修でした。「お互い考えを伝えあっ

たのみ」という感じでした／新しく知らない人とグループになるのは苦手です／教員の欠点を指摘

されたような気がして反省が多く辛かったです／中身については何も言えません／抽象的な内容が

多く，本気の話し合いに発展しなかったため，得られたものがあったのか否かわからない／アンケ

ートの結果について，最後に詳しく見ていくという話は実現していなかった。最後に全グループ発

表と言われたがいくつかのグループで終わった／研修の途中まで一生懸命参加していたが，ある地
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点を過ぎたら糸が切れたようになってしまった。

Q.12　明日から実践しようと考えたこと

研修の手続き・技法

　話し合いの進め方／クイズ百人に聞きました。（学活等で使いたい）	／本筋から外れることです

が，今の気持ちをシールで張って表す方法・静かにしてほしい手を上げる方法／集会時の 3つの約

束／グループづくり　コミュニケーションの方法／一芸コンテストやってみたいものです／子供た

ちにも 15 年後の生活や，そのために今必要なことを考えさせるのもよいと思った／意欲の向上

（自己変容）	／できるだけ子供と笑顔で話そうと思います／生徒と一緒に頑張る／前向きに，プラ

ス思考で何事にも取り組んでいくこと／基礎基本の指導を自信を持って行いたい／自分の考えてい

ることを貫き通そうと強く思ったこと。積極的に話すこと／高い意識を持って取り組みます／生徒

を教育する上で，今身につけさせなくてはいけないこと等を話し合い，これから自分にできる指導

を積極的にやっていきたい／常に研修中のような意識を持つこと／

教育方法の改善（行動変容）

　コミュニケーションを高める取り組みを強化したい／言葉によるコミュニケーション力の育成／

何年か後を見据えた目標設定／児童の将来を見据えた指導ができるように努めたいと思った／ 15

年という長いスパンで物事を考えることも大切であると思った／親との連携など

その他

　行ったことは必ず実施しようと思った／もっと実際の教員生活に役立つ内容が良かった／現時点

ではまだ定まらない／今回の研修では全く実践しようとは思わない。

Q.13　その他，気づいた点

　今までにない研修で新鮮でした／私は最高の研修だと思った。ところが，不満だらけで研修中も

そっぽを向いている人を見てしまい，帰り際も時間が無駄だったという声をきいてしまい，複雑な

気持ちである。教師集団が本当に今日のような研修を求めていないとしたら，そのことが問題。も

うひとつ，不満を言う人の声が大きすぎると場の雰囲気に影響を与える。良かったと本音で話せた

ら本当にいいのになぁ／結果が出ないと満足しないという風潮も感じられましたが，こういうこと

はこれでよい！／勉強になりました／暑い中ご苦労様でした／お世話になりました／本日の研修テー

マが明確に提示されていなかったので，最後まで何を何のために研修しているのかがあやふやでし

た。教育課題なのか，教師力なのか，教育制度なのか，学校教育の今後の方向性なのか，学ぶため

の手法なのか…。研修内容は一時間でできると思いました。時間が長かったので，集中力が切れて

しまいました。スタッフは学生を連れてきて経験させるとよい勉強になるのではないでしょうか／ブ

レーンストーミング，グループエンカウンター等，今までにもいろいろと体験してきましたが，今

回の研修の位置づけは？方向性は？と思うとよくわかりません。私達が求めている研修は，即，現

場で生かせるものです／何をするのか前もって教えてもらいたかった／研究材料だったのでしょう

か？／午後の出張もあるので時間（終了）はできるだけ予定通りにしていただきたいと感じた／講

師の先生の話が聞き取りにくかったので，事前の確認が大事だと感じた／音が聞き取りづらかった
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