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は一人一人の教員の質の向上によって解決ができ

るという立場,あ るいは質の低い教員を矯正して

いくことによって問題を解決していくという考え

方から,養成や研修を通して個人の資質開発を

図っていく試み,具体的には教職実践演習や教員

免許更新制,教職大学院の導入が実現し,教員養

成期間の延長も話題に上がっている。また人事考

課も取り入れられるようになった。

これらに対して,本研究では,教員の資質の向

上は,教員個人が養成や研修の中で取り組む課題

もさることながら,成長の要件は日本の学校シス

テムや学校コミュニティの課題ととらえる視点が

必要であると考えている。つまり,さ まざまな資

質を持った人材が教員養成を経て教員となり成長

していくためには,自然に教員個人の成長が促さ

れるような態勢が学校内外にシステムとして整え

られていることが必要である, と考えている。

そこで,パ イロット的に現場の先生方から,教

員の成長を促す学校コミュニティの条件を探るこ

とをヒアリングの目的とした。

3.方法

時期 :2009年 11月 ～ 1月

時間 :一名に対して約一時間

対象 :都内及び近郊の小中高等学校で,優れた授

業実践をしていると評価の高い教員三名及び優れ

た学校運営をしていると評価の高い校長とその学

校の教員三名の計七名。

いずれも,教育委員会関係者や教師教育研究者

から推薦を受け, リスナーは初対面,あ るいはお

会いしたことがあっても,話をしたことは初めて

の先生方であった。ヒアリング対象の選出には

様々な基準が考えられるが,こ こでは,パ イロツ

ト研究としてゆるやかに「この先生は推薦できる」

と教育関係者がそれぞれ一番に推薦する教員を対

象とした。

リスナーは主に筆者であったが,(B)に は科研研
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1.は じめに

学校教育がさまざまな問題を抱え,生 きづまり

の様相を呈している今,教員の資質の向上が教育

界の喫緊の課題とされている。学校教育を支えて

いるのは教員であり,その教員の質の保証が,学

校教育の質の保証になる, と考えられているから

である。そのため,文部科学省は,2010年 1月 か

ら,教員の資質の向上を図るためのアイデアを公

募し,一方で教員養成系大学などに調査研究を委

託するなど,新たな対策を講じ始めた。

本稿は,教員の資質の向上に関する文部科学省

科学研究費基盤研究B(海外)(課題番号21402041)

「教員のコンピテンシーリスト開発と研修モデル

の構築に関する国際協同研究」の一環として,教

員の資質の向上を図るための条件について,現場

教員が現在の日本における養成や研修の課題,成

長の条件をどうとらえているか,彼 ら自身の体験

を踏まえて語ってもらうヒアリングの結果をまと

めたものである。

2.問題と目的

日本の教員はほぼ全員が大学,少なくとも短大

卒であり,教員の子どもに対する教育熱心さや授

業研究,子 どもたちを統制する学級経営の技術は

世界的に見ても高水準であると考えられる。また,

教員という職業の神聖感が一般市民に期待として

ある。しかし,社会環境等の変化は子どもたちの

日常生活に変化をもたらし,子 どもたちの成長発

達にも影響を及ぼして,従来の学校教育のあり方

はこれに対応しきれず,不登校,学級崩壊,小一

プロブレムなど様々な問題が発生している。学校

教育には変化が求められているが,課題は大きく,

教員は,従来の形の教育では対応しきれない問題

に苦悩している。新任教員のリアリテイシヨック,

ベテラン教員のうつ状態の増加,退職などはその

表れといえよう。

それらに対して, これら各種の学校教育の問題



究員が二名,(C)に は一名同席 した。

場所 :勤務校の校長室か筆者の大学の個人研究室。

ヒアリング項目 :教員養成や研修について自由に

話してもらったが,その中にゆるやかな四つの質

問項目を設けた。それらの質問項目は以下の通 り。

(1)自 分自身の教員としての成長に役立ったこ

とについて教えてください。

(2)教 員養成段階で学んでお くとよいことは何

ですか。

(3)教 員の成長に役立つ教員研修はどのような

研修ですか。

(4)教員を育てる学校コミュニティはどのよう

なコミュニテイですか。

4.ヒ アリングの結果

ヒアリング結果の記述の中で,四つの質問項目

に深く関連する部分にそれぞれ下線をひいた。重

複しているところはどちらかより関係が深い片方

の種類の下線になっている。なお,記述の記録に

関する文責は筆者にある。

(A)大都市近郊公立小学校教諭

地元で長く教員を続けており,地縁 。人脈に強

い定年間際の男性教諭。教室内にとどまらないユ

ニークな授業を展開しており,教育学研究者によ

る授業見学や観察,マ スコミ取材等もよくあり,

同僚から一日置かれている。管理職は志望しない。

教員養成段階で学んでおくとよいこと)

教員というのは,人間に対する関心があればで

きる仕事である。人に関わることを楽しいと思う

三とが必要。まずは子どもがいとおしいと感じ,

彼らに自分が面白いと思ったことをやってみせ

る,ま た,それを子どもや親にとって意味がある

ことと意味づける。
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L
で教師になってもいい。

それよりも,実際に教員になったら,教員のネッ

_卜_フ ニZl沐皇でぬ49_義理と雄 のぬる世界r

あること,互いにボールを投げたら受け止めるこ

とができること。人はいつ病気になるか,悩むか

わからない。辛さを受け止めるには時間がかかる。

そういうときにもどこかに,いいよ, と言ってく

れる人がいることが大切。つながりに困った時に

思い浮かべられる人がどのくらいいるかが支えに

なる。あなたを見ていますよ,大文夫, という人

がいる世界。そういう土壌があれば,多様な人が

潰されないで済む。かつてはどの学校にも特にユ

ニークな先生が三十人に一人 くらいはいたもの

で,ま だ弱さをOKと できる社会だったように思

うが,今は, タガがはめられて学校社会が厳しく

なり,息がつげない感じがする。子どもについて

も同じではないか。学びの地平を広げるには,関

わりが必要で,実践が必要なのだが,それが得に

くい学校になってきている。

弱さも併せ持つ教員たちを支える地域との連携は

どうすればよいか)

連携のためには,保護者が「それもいいよ」と

言ってくれるような関係を作ること。長年地域に

いる先生は,良寛さんみたいなよい教職のイメー

ジを作るという役割もあると思う。自分は二十年

以上地域にかかわってそういう関係を作るように

努力してきた。そのためにはまた,親の大変さを

受け止められる力も必要である。これは若い人に

は無理だから,若い先生は,先輩の先生がフォロー

すればいい。親に足りないことがあっても「それ

もありだよ」と言ってくれる人がいて,ど うかな ?

と思うようなことがあっても止めないでいると

iそう_いう_豊 _ヒ 豊ぬりだ 2_左生で主か_:_」 _■_費2
K初ゆて,_先生と堡諄童との関墨性が■ころ,今
は,社会に面倒見の良さがなくなっているし,蓄

積 された知識や経験がないがしろにされがちで,

こういう関係が作 りにくい。

若手教員の資質の条件は何か?)

Xた人を宣二る_しか持搬二 _主ボ気持上があり」_

堡えた、:上 Yさめ気生ちのある人で盗綱」._人は宣

2か_■q_孟ども_に社する塁 y主と開」42ク _と持2意壺

があ4じとy、 質的にも量的にもかかわりの豊か

さを作 りたい。関わること,つ まり,「語る人」
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とふれあうことに意味がある。

また,傷ついている人は,挫折しない人よりい

い。挫折というのはあるきっかけがあれば,誰で

もなるものだけれど。いい加減な人のほうが,思
いつめなくていい。子どもに抜け道を作ってあげ

ようよ。そうでないと, 自分が辛くなってくる。

子どもの具体的な姿を見ながら語る,見て取っ

た事実を語れることが教師としての豊かさになっ

ていく。多様な語られ方の中で実像が明らかに

なってくる。多様な受け止め方があることが大切

で,だから多くの教員と語り合える環境,関係が

大事。

自分のことより子どものこと,と いうのは親と

同じ感覚である。大人が子 どもたちをかわいい
,

と思うこと。そしてそれを言い続ける人がいるこ

とが子どもを育てる。でも今は「変だ」のオンパ

レードになっているから,子 どもたち力
'育

たない。

先生にとっての「美しい教育のイメージ」を教え

てください)

自分が小学生の時の担任は,遊んでほめてくれ

て,そのおかげで,みんなが担任の方を向いてい

た。いろいろな道があって生徒たちは分かれてい

くけれど,それぞれの道がきっとまたどこかで交

わっていると思う。キーワードは「継承する」「つ

なぐ」「受け止める」「ユーモア」。

子どもたちが受け継ぐものは何か,それは教師

が決められることではない。意図的ではなく無意

識に問わず語りに教師が語るものが,生徒たちの

生活に後で生きてくる。正しいことの裏側にはよ

こしまがあるし,意図的だと後で辛いから,無条

件であることがいい。

現場で大切なこと)

学校現場では面白さを共有できることが大切だ

と思うが,現在,学校には半分あきらめのムード

が流れている。また,現場からの発信はリアルで

なくてはならないが,子 どもについて先生たちが

語れなくなっている。その中で, 自分たちの現場

では,子 どものことを大事にしようとしてきた。

だから,さ まざまな教育改革があってもその都度,

自分たちで自分たちなりの教育課程を作って,時

数増を食い止めるなどの工夫をしてきた。現場と

」主そう_Y:めД l■__孟ξも_在 ち_■星をだれ自分奏上

で対応していくところ。

教員研修について)

課題のある研修は,「 ねばならない」が多 く,

報告が求められ,学べばならないことを学ぶ研修

になっている。それよりも学校の中で,教員同士

が経験を語り合う時間と場壼1必要だと昼う。それ

が最良の研修になる。自分の場合はそうだった

し,そ ういう場を若い先生たちに与えたいと思う

が,若い先生たちは職員室でいつも残業していて

大変そうだ。一昔前の自分たちとは違って, まじ

めに仕事に取り組んで,飲みに行ったりしないで
,

かえって大変なのではないかと思う。

(Bl大都市郊外公立小学校校長と教諭三名

積極的に学校改革に取り組み,成功をおさめて,

地域からも職員からも支持されている校長とその

学校に勤務する三名の教員のヒアリングをそれぞ

れ行った。

<校長>
いつからどのように教員として成長してきたか?)

都心の学校で,メ ンバーが創造的な活動をする

メンバーだった。校長先生の権限が大きかったが,

その校長は大枠のみの指導で若手が頑張ることを

助けようとする大校長で,個性特性に注目して伸

ばすという方針で, 自由にさせてもらって,育て

てもらった経験が今に生きている。二十六歳から

教育論を戦わせた。

そういう経験の世代間交代,つ まり,学校文化

の継承が必要だが,ベテランは仕事に追われ,若

手が学びのスタンスを持たず,学びの継承が困難

になってきている。

自分は経営的な感覚をさまざまに学んでいる

が,学校経営においては, メンバーみんなの意識

が高まらないと,校長がたとえイニシアチブを

取って何かしようとしても動かない。メンバーも

校長と似た感覚を学びながら, ともに高まること

が必要である。満足感を得ることが大切である。

自分は校長として動く際に,教員たちの個性や
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多様性に合わせて,活動の目的を説明 している。

また先生の良さを引き出しほめるようにしてい

る。これは,学級担任一人一人が学級において生

徒たちにやっている構造と入れ子状態になってい

る。

実力不足の教員がいた時はどうするか ?)

チームで対応する。たとえば学年としての一定

水準を保つために,学級を解体して習熟度別クラ

ス (学習状況別にクラス編成して,具体的に教え

るクラスか ら抽象的なレベルで教えるクラスま

で,教える内容は同じでも,教える方法を変えて

いく)を作 り,学年としてカバーする。マイナス

の教員を育てていくことで育成指導的な視′点が伸

びるので,た とえどんな教員が入ってもokで あ

る。「ダメな自分を活かしてもらえた」と思った時 ,

人は動き始める。

なお,カバーし合うというのは,マイナスを補

うというのではない。助け合う中で,助ける側が

持っていなかった視点が必要になってくるという

意味において,助ける側にとっても大切な機会と

なる。尻ぬぐいではなく,お互いに得意不得意で

支えているということを認識して前向きに取 り組

むことで皆がお互いに高まっていくようになる。

そのようなことが重なっていくと,先生方が立

ち話で集まるような関係になる。

教員の資質とは?)

状況分析・状況認識に長けていること。人が好

きで面白いと思っていること。課題があると燃え

ること。

課題に対しては,生徒たちとの関係の中で対応

していくようにしている。先生たちが自由への地

平を開いていけるように。人は関係のいい人とつ

ながりたいと思うだろう。関係を作っていくこと

で安心の場所が広がる。校長が「いいんじゃない

力」_■_許工資呈える_i■ _で 2_Й llは生びニセ:Kn
研修としては,授業の検討会ではなく,教育観

を深めていく機会が必要。対話のある学びを作る

ことを目標としていて,それ以外に特別なことは

していない。

<P先生>
この学校は教職員の仲がよく,派閥がなく,何

でも話し合える信頼感がある。他の学校では,校

長が教員からの提案をつぶすと普通はそれで話が

止まるが,こ の学校では話し合いの余地があって,

その結果校長が賛成すれば話が通る, ということ

もあるので,や りがいがある。

一方で手を抜 くと, ここまでの教員と評価され

るので仕事をする意義を確認させられる。

以前の学校では校長先生が学校でよく寝てい

た。学校には期待できないと思い,行政主催の研

究会に通った。校内研,公開研 もなく生活指導に

のみ動こうとする学校だった。一割 くらいの先生

方は何とか努力していたが九割の教員がそのまま

でいいやと流されていたので,子 どもたちの状態

はひどくなった。

保護者 との積極的な関わ りがあまりない学校

だったので何とかなったが,あったらどうなって

いたことか。一方,今の校長には保護者のファン

クラブがある。

最近は特別支援対応の生徒が多いが,校長自ら

力l処 ]皇 し≦lい二,_生校全体Kり1て上ti_う_と上つ登
想を持っているので,担任は一人で特別な生徒を

抱え込むことなく, まず学級経営を中心にきちん

と_やゑ i■_責 茎ゆら_れ1_こ の_iえて._ゑ ん上で生

別支援に対応して,互いに子どもからも学んでい

るという意識がある。地域の特別支援学校からも

支援を得ていて支え合いの意識がある。教員が

ひっばりまわされないとゆとりができる。今でき

ることをする。自分の学級には力をかけている。

学級にあった指導案になっているか,が大切。

皇狂塾憂躍uジ12_`エ

る

…

Ё      L

個人が「研修」を受けても,その内容は個人に

ストックされるだけで,学校の教育全体にストッ

クされない。それよりも教員同士のベクトルを太

くすることが大切で,個が伸びることと全体が伸

びることが併行することが必要だと思う。

量量旦よ_く _で_こた場画二持2て■_て三ら左._と

い ip__受li上ゆて_く _れる._人とた上 K_と這上〕あ力:

―- 22 -―



れないし,そ もそも自己理解が間違っている人は,

ネガティブフィー ドバックを受け入れられないの

で,研修をしても改善は図られない。みんなで授

業の力を高めよう, と悉皆研修をしたりする小学

校文化があるけれど,そんなことはされない方が

伸びると思う。つまり,一人一人,その場面に必

要な学びは,ま とめて研修で得られるものではな

く,学校現場の中での血の通いあう関係性の中で

生まれるものだと思う。組織としての力が必要だ。

<Q先生>
本校で小学校教師経験は四年目。毎日忙しいけ

上ど圭Ly:)A塾現罐劃聾髪銀晨立上去ユしゴ鼓 菫

間定時制高校で講師をしていたので,それが土台

になっている。その後,小学校免許を取り,教員

になった。

この学校には話を聞いてくれる先生がいて困っ

ていれば何でも話せる。残業もする。みんな,ルー

ルに縛られていない。設備はもっと充実すればい

いと思うけれど。

行政の研修に出たことがあるけれど,話を聞い

ているだけで役に立たなかった。

校内研は,教科担任が分科会を作って少人数で

実施し,結果を全体でシェアする形で進められる。

隣の研究会をのぞきに行ったりもする。問題解決

のカギにコミュニケーションがある。また,具体

的目標を表す方が,達成感がある。チャレンジと

創造,と いうことを校長はキーワードにしている。

行政から人事評価で成果主義が導入されて,あ

る程度仕事が決まっている場合はそれでいいかも

しれないが,次々にやらなくてはならないことが

出てくると隣にかまっていられなくなる。競争で

はなく協力が人を育てる。

<R先生>
この学校が四校目。若い先生が多いから活気が

あるが,や らなきゃいけないと追い込まれるとこ

ろがあって,ついていくのに必死。愚痴をこぼし

ながら,で も,引 き受けたからにはと責任感でや

り遂げている。特に研究校になると学校が追い込

まれて, とてもしんどいが,成果が出ればやって

よかったと思う。若い人がいるので,自分は物を

知らなくて恥ずかしい。自分も変わりたいと思う。

担当のクラスがうまくいかないと周囲が見てい

て,申 し訳ないという気持ちになる。かかわれて

いない申し訳なさなのだが,必ず最後に結果が出

るように校長が支えてくれる。これはマジックだ

と思う。

一校日は初任で一番下の立場だったので,先輩

にかわいがってもらえて学級に専念できた。二校

目は仕事を覚えていたので,学級のみではなく,

学校にかかわることができた。学校というものが

わかってきた。立場は下の方だったけれど,役割

ができてよかった。でも責任が重 くなると辛 くな

る。三校目は,学級運営がうまくいかなくて一年

で異動した。

教員免許は小学校を通信で取り,大学で中高を

取ったが,あ まりに昔のことでまったく思い出せ

ない…模擬授業はやった。実践が役に立った。

人にはその人のエネルギーの分量があり,年齢

が上になってくると情熱も出てくるが,勢いに乗

れない人にはフォローが必要。ただ, この学校に

おけるそういう人たちの役割が気になる。置いて

行かれそう。研究授業をバンバンやっている定年

間近の先生もいらしてすごいと思う。この学校で

は一人一人に向上心がついて,なぜかしらと思う。

れない環境だから。

lC)大都市住宅街公立中学校英語科教諭

十四年の経験のある三十代後半女性教諭。教師

道場出身。前任校で同僚 とともに授業研究を続

け, さまざまな研究会に顔を出して, 自分たちな

りの授業の形を作ってきた。現任校では, まだ一

人で以前の方法に取 り組んでおり,周囲の同僚は

様子見の段階にあるとのこと。

自らの学びをどう作つてきたか)

生徒たちに対する目標を,中三卒業時点で海外

を一人で旅行できる力をつけること,と して,積

極的にいくつものよいと言われる民間の研究会に

参加 して授業を工夫してきた。前任校で同僚と二

人で三学年継続して同じ方法を用いて教え,それ

を五年間続けたところ地域の学カテストで生徒平
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均七～八ポイントアップすることができた。この

方法が生徒たちの学力を上げるために,そ してや

る気を出させるために有効であると実感 してい

る。

そういう教員になるに至るまでどのような経験を

してきたか ?)

自分はもともと劣等性だったが,努力 して英語

ができるようになり,今は優秀教員, と言われて

いる。教員免許を取得するのが難しい大学で,三

分の二しか免許が取れない中で学び,免許を取っ

た。生活指導の在 り方,生徒 との距離の取 り方 ,

指示の与え方など実践力が重視 される課程だっ

た。英語で日本文化をどう伝えるか, というよう

な授業もあった。そのような中で自分ができるよ

うになった体験から,生徒たちに「中学校からで

もどうにかなるよ,英語は中学からのスタートだ

よ」ということを伝えたくて,工夫を始めた。「伸

びる必要性」が人にはあるということを感じてい

る。

また,た とえば特別活動について学ぶ中でリー

ダー育成の方法を知り,二人で話し合う形式を英

語の技法として取り入れた。いろいろな研修が英

語の授業力を高めることに役に立ってきた。教員

研修センターの一年間の研修は,基礎をつける,

エッセンスを身につける, という意味において役

立つ研修だったと思う。

教員に必要な資質は?)

授業技術はいくらでもあげることができるの

で,人 と関わる力,人前で話す力,言 ったことを

知らしめる力,そ して,な によりも他人の言うこ

とを受け入れる力,があることだと思う。また,

統率力があると授業がうまくいくと思う。

生徒たちにどのように教えることが必要か?)

今は中学校で学ぶということが,高校進学を目

指すものになっている。

でも,た とえば,寒いからエアコンの温度を上

げてほしい, ということを伝えたいときに,課題

は結果としてエアコンの温度を上げてもらえれば

いいわけで,そのためにどういう伝え方があるか,

英語でどう対応するか,を考えられるような力が

あればいいと思う。 I am cold.だ けでもokと し

ていいのではないか。

日をあける練習が必要。発音ができなければ,

書けない。書くスピードが上がれば文章を写せる

ようになる。文章の形が自分の頭の中にあって,

問題が解けるようになる, という流れがある。み

んなつながっている。でも,現任校ではまだ,生

徒の声が小さくて相手に届かないし,筆記体が使

えないので早く書けない。これらを流れとして三

年間で身につけられるように状態を整えていきた

い。また,で きる子がヒマにならないような授業

をしたいと思っていて,それは全員が十回読んで

終わり, という授業ではなく,その子が自分のそ

の時点の力でどこまでできるかを他人との比較で

はなく自分との比較で進めていけるような授業を

展開することで可能になると思う。

(D)大都市山の手地区私立中学校国語教諭

大正自由教育の流れをくむ研究熱心な私立学校

のベテラン教諭で学年主任。学校の偏差値は高く

ないが,「偏差値で測れない学力」を育てようと

しているのが特色で,多彩な生徒を育てている。

また,教員は研究熱心で,教科の内容を踏まえて

連関させた学校独自のカリキュラムに従って授業

展開している。

教員研修について)

教員の忙しさにはきりがない。途中で切り上げ

て飲み会にでも行くといいのだが,今は,行こう

と声をかける人も,それについてくる者もいなく

なってきた。若いころは職員室で夜七時八時過ぎ

ると机の下の一升瓶を出してきて教育論を戦わせ

るような毎日を過ごしていたが,今は学校に防犯

システムが入って九時には締め出されてしまう。

研1夕の制度というようなかっちりしたものがな

かったからこそできていた研修があった。学校も

教育研究予算を出してくれたので,自 分たちで講

師を呼んで研修会を開いていた。教科の枠をはず

して研究会をしたり,卒業生を就職させなかった

りと,異なる血を入れて活性化を図っていた。ま

た,外の研究会にも出かけて行った。
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教員の成長について)

雇用される教師はまず選考で絞られる。十人位

で人事委員会を作って対応するのだけれど,選考

した後でどう育てるかが問題となる。人と適度な

距離がとれるコミュニケーシヨン能力があると集

団の中で,相補って伸びていくことができる。

学年単位で八人の教員グループを作っていて,

三年間そのメンバーで持ち上がっていく。お互い

の授業を見学し合うが,それは管理するために見

るのではなくて,授業をどう作っていくかを一緒

に考えていくため。授業を一緒に作っていくとい

う感覚はとても大切である。他の先生が入ってき

てもいい,複数で取り組む,そ ういう体制が互い

を育てる。

どんな仕事を割り当てるか, というようなこと

も,運営委員会や校長で相談し,職員会議で相談

しながら,そ の人の力を伸ばすように考えていく。

上司からの言葉はアドバイスになってしまって

対等でない。教員同士で言ってもらえる,見ても

らえるという関係を作れることが大事。公開研究

会でぼろくそに言って,言った人が飲みに誘って

私的にフオローする, という関係が自分の若い頃

にはあった。自分も同じだから言えるんだよ,み

たいに。テーマを取り上げて教科で作っていく提

案授業をやったりしてチームで取 り組むのがよ

い。

(El大都市近郊公立定時制高校地理科教諭

大学非常勤講師も兼任。五十代。県内の様々な

学カレベルの高校を経験。民間教育団体の研修に

多く参加し,組合活動も行ってきた。

教員養成について)

自分は国立大学史学科出身で,大学では教育に

ついて何も学んでこなかったと思う。授業は大教

室で聞くだけで,指導案も作った記憶がない。実

習前の説明もなく, とにかく実習は出身校に行っ

てからという感じだった。母校実習だったので,

出身校は自分のときのままで,いい思いをして実

習が終わった。

ところが,現場に立ってみると進学校だった高

校生活のイメージとは違う困難校の現実に出会っ

た。その現実の中で,教師になっていった。

しかし,今は大学での教員養成が丁寧になって

いるし,必要になっていると思う。

教員養成 (大学非常勤講師)の立場に立って)

現場からの話を学生たちに伝えたいと思ってい

る。たとえば,生徒の学力の実態,教員の仕事の

内容についてなどである。大学で担当している授

業は,やはり必要な科目だと思う。なぜなら, 自

分が大学で史学を学んだけれど,専門を学んだか

らといって,教えられるものではないし,学問と

教育は異なると考えるからだ。教員には学力も必

要だが,教えることについては,教育学が必要。

自分自身は教員になるための学びは自分で学んで

いったが,今の現場を考えると,車の免許でいえ

ば路上教習が必要という感じである。

教員養成学部ではない教職課程でできることは)

学問の専門分野,教科の教育内容についてはで

きる。高校の教材づくりは進学校ではなりたちや

すいが,困難校では難しい。そのためにも,中学

や小学校でやるようなイメージでやっておけば,

対応できるのではないか ?小学校では子どもが学

ぶということを基に考えて授業を考えてきている

と思うからである。

開放制についてどう思うか)

免許の後に採用がある。基礎学力がなければ落

ちると思うので,採用で通れば,基礎学力をつけ,

模擬授業などやっていけばなんとかなるはずであ

る。コミュニケーション能力については,や って

いく中で学ぶことも多いと思う。自分は先輩の見

よう見まねや社会科授業研究のサークルなどで学

んできた。

研修の機会について)

初任者研修,五年次研修は自分には役に立たな

かった。長期研修もほとんどは出世の一段階にす

ぎない。自分は自主的に国の大学院修学休学制度

を利用 して長期研修に出たが,費用は自分持ち
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だった。

教員研修のあり方について)

選べる研修の機会を保証してほしい。また, 自

費ではなく研修費用を補償すること。現場を出て

改めて学べる機会を公平に作 ることが必要であ

る。

自分は長期大学院修学制度を利用したが,家族

がいると応募できなかっただろう。学びたい教授

のところで学べるようにしてほしい。

一方,教科研究員という制度があるが,募集に

ついて聞いたことがない。教科研究員になるには

どうしたらいいのか現場に伝わってきていない。

研究生として大学院の授業を聴講する制度もあ

り,その報告書を県の教育センターで出している

が,修士論文のレベルとは言えないと思う。

かつて組合の強い学校が校長と話をつけて研修

日を確保していたことはあったが,今は毎週の研

修など望むべくもない。

管理職について)

授業に対して理解がない人,授業がいや,子 ど

もが嫌いで管理職になる人も少なくない。現場の

先生を大学に入れるというのはつまり,そ ういう

管理職を入れる可能性も生じることになるだろ

う。

新規採用の人数は近年大変少ない。彼らは自分

たちのころより,は るかに多く出張で研修に出て

いくが,みていて大変そうである。現場を離れな

ければならないのは,かえって力をつけないこと

になる。もっと現場体験をさせていくこと。その

こと自体が研修になると思う。

初任のころは,先輩から話を聞くことが役に立

つが,先輩から後輩に伝える力が弱くなっている

ように思う。文化がなくなってきている。つまり,

学校でお酒を飲めないし,時間も関係も成立しな

い。文化を伝える力が弱いように思う。

外の研修は,サイクル (三年)一回りを二校 (種

類の違う学校)でやって,その上で研修に行くの

がいいと思う。

学生の実習について)

受け入れ態勢がないところで,個人の先生レベ

ルでは学生の面倒は見られない。新規採用の人の

指導教員に対し,授業を減らして配慮するような

体制が必要だが,県では,退職校長の再任用で新

規採用の指導をしている。授業を持たないのに指

導するということはできないと思う。授業を見せ

ながら指導する必要があるだろう。

今後の教員養成について)

条件整備に目を向け始めたのはいいと思うの

で,現場の意向を聞いてほしい。インターンシッ

現場に出てから十年位たったところで希望する形

民間の教育研究会への参加)

民間のサークル活動・教育研究会では,メ ーリ

ングリストで日常の合評会を行い,年一回の集会 ,

土日や長期休暇に研究会に行くという研修活動を

行っている。非会員でも参加できるが,若手が少

ない9自分にとっては「行くと元気になる」場で

あったが,今は絶対数が少ない。若手はサークル

にも組合にも入らない傾向がある。なぜかはわか

らない。

困難校のコミュニティ)

困難校には,構ってもらえない,褒めてほしい

生徒が多い。不登校や発達障害系の生徒など,集

中力がない,話を聞いていない,個別の指導しか

通らないレベルである。自分が課題を提出したか

どうかすら把握していないので,個別のスイッチ

が必要。問題を個々に訴えてくるので,一人と話

をしているのに,別の生徒がきて「しかと」して

いると思い込む。まるで小学生のような感じ。発

達障害の知識や対応については外部の研修が必要

題になる課題について,自 然と話し合いが始まる。

みんなで生徒を知っているので,生活の面倒と授

業を両方見ていく。正式な学年会議はなく,非公

―- 26 -―



式の話 し合いでやりくりをつけていく。会議を開

かなくてもみんなで分担 してやっていけている。

多彩な生徒がいて,多様な対応が必要なので,い

わゆる進学校とは異なる態勢となっている。その

自分たちで行 く。

困難校での授業実践こそ研究が必要ではない

か ?そ ういう学校に研究者が入ってくることで見

えてくるものがあるのではないか ?

5.考察

授業や学校運営の実践に対する評価の高い教員

へのパイロット的なヒアリングを行った結果,そ

れぞれの視点から以下の共通点が指摘された。

(1)学校コミュニテイが教員の成長を支えること

力量がさほど高 くない教員でも, よいコミュニ

テイの中に入ることで全体の風土に引っ張られて

成長を促されること。

(2)教 員養成は大学によって質の差があり,必ず

しも教育実践に役立っていると現場教員に認識

されていないこと,

非常にしっか りとした養成をしている大学もあ

るが,一方で全 く記憶に残 らないような内容の養

成機関もあった。現場と大学の双方の立場にある

教員からは,養成の意義に関して「自分の受けた

養成教育に限って言えば不十分であったが,だか

らと言って養成教育を否定するわけではなく,適

切な養成教育は必要であると認識している」と語

られた。

(3)よ い実践の行われている学校では,校内での

日常的コミュニケーションがそのまま研修 と

なっていること

子どもを語 り,現場を語る,ためには具体的に

子どもたちの姿が見えている中で,安心 して子ど

もたちに語 り合える風土が必要であり,それは学

校と切 り離された空間ではなく,いつもの仲間と

の日常的や り取 りの中で最も効果的に教師の成長

を促すということが,全員によって語られた。

(4)民 間教育団体などの外部研修に自主的に参加

することで力をつけることができる一方,官製

研修はかならずしも有用と認識されていないこ

と。

研修が自主的になされることが大切で,官製研

修であっても, 自ら望んで参加した場合は評価が

高い。自らの選択による研修参加を保証すること

が研修の効果を高めることになるようである。

今回のヒアリングは,統制のゆるい自由な語 り

の中で語られたものであり,語る個人の関心に近

いところを中心に聞いているので,必ずしも整理

された「答え」がでてきたわけではない。また,

学校コミュニティの意義に関して中心的に聞いた

面力
'あ

るかもしれない。しかしながら,語られた

内容は,いずれも研修について現場教員が指摘す

る共通の面を持っていたと言えよう。

特に,研修, とよばれないような職場環境や職

務経験の中で獲得される成長のあり方とその条件

については,今後,さ らに詳しく調べていくこと

が必要であると思われた。

(本学教授 )
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地域教育改革の事例的研究

―埼玉県小鹿野町の町民教育会議の試み―

1.小鹿野町 (埼玉県)の地域特性と教育改革の

経過

平成の大合併にともない,旧両神村・小鹿野町

が合併した新生小鹿野町 (埼玉県)は,産業基盤

の拡充の課題と少子 。高齢化の進行を背景に,新

たな町づ くりと教育改革の方向を模索 してきた。

このまま若年世代の人口流出が続き,高齢化が進

行すると,過疎化の傾向は深刻となる。小鹿野の

良さを生かし,幼少青年世代 。壮年世代・熟年世

代の三世代がそれぞれの特性を生かして交流 し,

共生の町づ くりのビジョンを提示することが求め

られてきた。

こうした地域改革の一環として,小鹿野町教育

委員会は,2006年度より,公募委員を含む「21世

紀の小鹿野の教育を考える町民教育会議」 (以下

「町民教育会議」と略称)を発足させ,住民参加 (参

画)を基調とした教育改革の在 り方を検討してき

た。町民教育会議は,2006-2007年 度の 2年間継

続し,二つの答申 (第一次答申「小鹿野の子は小

鹿野で育てる一そのための現状 。課題・基本方針

の検討―」2007.3.15,第二次答申「小鹿野の子

は小鹿野で育てる一そのための具体的施策と方

針」2008.3.25)を 提出し,その任を終えた。

小鹿野町は,それらの答申の具体化に努力して

きたが,町民教育会議の設置と推進を担ってきた

町政は,町長選挙の結果により,首長が交代する

こととなった (2009.10)。 それに伴い,町民教育

会議制度の提案者であった教育委員長 (黒澤英典

氏)も その職を辞することとなった。

そのような中,今後二つの答申に盛られた教育

改革の理念と方策がどのように推移するか,不透

明な部分が否定できない。だが,住民による教育

改革プランづ くりというこの試みは,地域教育改

革の一事例として,記録する価値がある。都会に

近い交通の利便性と里山的生活環境を併せ持つこ

の地域で,どのような改革のかたちが可能なのか。

小鹿野の試みは,全国の同規模 。同質の課題を抱

和井 田 清 司

えた地域に参照可能な典型的事例だからである。

ところで,筆者は,町民教育会議の会長として,

2年にわたり会議の運営や答申のとりまとめに腐

心した。その立場から, この2年間にわたる審議

経過や改革の基本的なフレームを提示するととも

に,研究資料として第一次答申本文を掲載するこ

ととした。なお,町民教育会議の関係資料として

「審議資料集」 (「第一集」2007.3全 155頁 ,「第二

集」2008.10全 71頁 )力汗J行 されている。あわせ

て参照願えれば幸いである。

2.「小鹿野町町民教育会議」の審議経過

第一次答申にかかわる町民教育会議の審議は,

委嘱を受けて,2006年 5月 より2007年 3月 にかけ,

合計10回の会議を持ち,討議された。その審議の

前半において,社会教育,家庭教育,学校教育,

学校園統廃合問題等を中心に,小鹿野の教育の現

状確認と意見交換を行った。後半において,学校

参観や学習会を含みつつ自由討議を行った。その

間,学校施設訪問,公開週間における学校訪問,

先行経験に学ぶ講演会 (福島県三春町の経験)や

視察 (鶴 ケ島市教育委員会,市立志木小学校 ),

教育フォーラムヘの積極的関与に心がけてきた。

また,答申の作成に向けて,各委員の意見書を作

成し,意見を集約した。

こうした審議を経て,小鹿野の教育改革の基本

的方向と具体的な施策とを検討した。このうち,

改革の基本的視点として,①子どもの「最善の利

益」(児童の権利条約)の保証,②住民参加 (参画)

の原理,③地域の教育力の創造,④地域資源の活

用,⑤学校園統廃合を含めた地域の将来教育ビ

ジョンの作成,の 5点が確認された。なお, この

間の審議経過や諸資料の詳細は,上記「審議資料

集第一集」に記録されている。

3.答申の概要と改革課題

答申は,冒頭で町民会議の設置主旨や審議経過
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