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神奈川大学 における教員免許更新講習の取 り組み
‑ ｢
教員が学びあうコミュニティ｣の展望‑

入江直子

専 門職である教員 の研修 (
力量形成)のあ り方

は じめに

を実践的に考 えることので きた意義深い経験 と

教育職員免許法 の改正 に よ り, 1
0年 ご とに

0
0
7･2
0
0
8年 度 と ｢教 員 の
な った｡ それ は,2

｢
講習｣ を受 けることで免許 を更新す る ｢
教員

キャリア形成 に果たす神奈川大学の役割｣ とい

0
0
9年 4月か ら導入 され,そ
免許更新制｣が 2

う共同研究 において,アンケー トやインタビュ

のための ｢
教員免許更新講習｣がス ター トした｡

ーを通 して卒業生教員の協力の もと探究 して き

｢
免許更新制 は世界 的 に見 て もきわめて稀 ｣(1)

た ｢
教員の成長 に とっての同僚性形成の意義｣

であると言われるが, この講習は,有料で,大

とい う方向性 を実践的に確認す ることがで きた

学が実施主体 として想定 されたため,受講義務

と思 えるか らである｡ この ｢同僚性形成｣ とい

のある研修が有料 とい う経験がない教員 にとっ

うことを,私 は ｢
学 びあ うコミュニティ｣ とい

て も, また現職教員の研修 を組織 として実施 し

う概念で とらえている｡
そ こで,本稿では,2
0
0
9年度神奈川大学 ｢
教

た経験がほとんどない大学 にとって も,混乱 を

員免許更新講習｣ (と くに ｢
必修 1
2時 間｣
)を

生 じさせ るものであった｡
混乱 の結 果 の一つが,受講者数 の ｢読 み違

ふ り返 って,｢
専 門職であ る教員が学 びあ うコ

え｣であろう｡県教育委貞会か らの開設要請 を

ミュニテ ィ｣ とい う視点か ら教員の研修 のあ り

受け とめて開設 した ところ,定員 に達 した ｢
必

方 を考 えてみたい｡

修1
2時 間 ｣ の 1
0
0名 を含 めて,定員 5
2
0名 に

3
0名であった｡これは,
対 して申込者 は 45% の 2
全 国的な傾 向 と一致す るものであ り,多 くの大

Ⅰ.教員免許更新講習の概要
1. ｢
教員免許更新制｣導入の経緯
中央教 育審議会 は,2
0
0
6年 7月 ｢今後 の教

学がかな りの赤字 を出 した と推測 される｡
この ような 1年 目の結果が明 らかにな りつつ

｣
員養成 ･免許制度の在 り方 について (
答 申)

あ った 1
0月,政権交代 によって教員養成制度

で,具体的方策 として,①教職課程の質的向上

の抜本 的改革が検討 されることにな り,｢
教員

のための ｢
教職実践演習｣の新設 ･必修化,(
∋

01
0年度で廃止｣ と報道 さ
免許状更新講習 は 2

｢
教職大学 院｣制度の創 設,(
勤教員免許更新制

れた (2)｡ この ような状況の もとで,神奈川大学

の導入, を提言 した｡ これ らの方策 については,

2
01
0年度 について は実施 しない｣ とい う
は ｢

2
0
0
8年 度 の ｢教 職大学 院｣ のス ター ト,2
0
0
8

方針 を決めた｡

年度 ｢
試行 ｣･2
0
0
9年度 ｢本実施｣ の免許更新

教員免許更新講習｣ は ｢まぼろ
こうして,｢
しの講習｣ とい う結末にな りそ うであるが,神

制 の導入 ,2
01
0年 度入学者 か らの ｢教 職実践
演習｣の新設, と制度化が進め られている｡

奈川大学教職課程の一員である私 にとっては,
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免許更新制の導入 に関 しては,基本的な考 え

方 として,｢
教員免許状 に一定の有効期 限 を付

る制度である｡免許状更新 を申請で きる者 は,

し,その時々で求め られる教員 として必要な資

更新講習の修了者 と講習 を受ける必要のない者

質能力 が確 実 に保持 され る よう,必要 な刷 新

として文部科学省令で定めるところによ り免許

(リニューアル) を行 うことが必要｣であ るこ

管理者が認めた者である

｡

と,｢いわゆる不適格教員の排 除 を直接 の 目的

更新制 の施行 は 2
0
0
9年 4月 1日であ るが,

とす るものではな く,教員が,社会構造の急激

制度の導入以前 に取得 された免許状の所持者 に

な変化等 に対応 して,更新後の 1
0年間 を保障

ついて も, 1
0年 ご とに講習の受講 を義務付 け

された状態で, 自信 と誇 りを持 って教壇 に立 ち,

るため,個 々人 ごとに修了確認期 限が設定 され

社会の尊敬 と信頼 を得てい くとい う前向 きな制

た｡修了確認期 限の設定の方法 については,隻

度｣であること,が述べ られている｡そ して,

講者数の平準化 をはかるために,毎年度の末 日

｢
専 門性 の向上や適格性 の確保 に関わる他 の教

に3
5歳 ,45歳 ,5
5歳 になる者 につ き,その 日

員政策 と一体的に推進す ることは,教員全体の

を修了確認期限 とす るとされている｡ この方法

資質能力の向上 に寄与す るとともに,教員 に対

に よ り,2
01
9年 まで に,す で に教 職 につ いて

す る信頼 を確 立す る上 で,大 きな意義 を有 す

いるすべての者が最初 の修了確認期限を割 り振

る｣ と,｢
教員 に対す る信頼 の確 立｣が前面 に

られることになったのである

｡

出されている｡

この修了確認期 限のために受講が必要 となる

こうした動 きの中で,安倍内閣の ｢
教育再生

のが ｢
更新講習｣であるが,以下の ような概要

会議｣ は,2
0
0
7年 1月 ｢第一次報告｣ (
社会総

である｡受講者 は 3
0時間の講習 を受 けなけれ

が か りで教 育再生 を〜公教 育再生‑ の第一歩

0時間の内容 は,｢
教育の最新
ばな らないが ,3

〜) で,｢
不適格教員 に免許 を持 たせ ない仕組

2時間 と,
事情 に関す る事項｣が ｢必修 ｣で 1

み ｣ とも連動す る ｢
真 に意味のある教員免許更

｢
教科指導,生徒指導 その他教育 内容 の充実 に

新制の導入｣ を提言 した｡ これに直ちに対応 し

関す る事項｣が ｢
選択｣で 1
8時間 となってい

た 中央教 育審議会 は,2
0
0
7年 3月 の ｢教 育基

る｡

本法の改正 を受けて緊急 に必要 とされる教育制

費用 は受講者負担が原則であ り,具体的な定

度 の改正 について (
答 申)｣で,すで に提言 さ

めはないが ,3
0時 間で 3
0
,
0
0
0円が相場 であ る

れた制度設計 を基 に,｢
教員免許更新制の導入

と考 え られている｡そ して実施主体 は,教員養

(
教 育職貞免許法 の改正 )｣ を提言 した｡ この

成 に関わっている,教育学部 または教職課程 を

｢
答 申｣では,再生会議 ｢
報告｣の提言 とはニ

持つ大学が中心 に想定 されている｡ この ように,

ュアンスを異に し,更新制 と ｢
指導が不適切 な

講習が有料であることと大学が講習 を実施す る

教 員 の人事 の厳格化 (
教 育公務員特例 法 の改

ことが,受講す る教員 にとって も実施す る大学

正 )｣が切 り分 け られている｡

にとって もほ とん ど経験が ない ことであるため,

0
0
7
この最終 的 な ｢答 申｣の提言 に沿 った 2
年 6月の教 育職員免 許法 の改正 で,2
0
0
9年度

かな りの戸惑いや抵抗感 を生 じさせ る ものであ
った｡
そ こで,2
0
0
9年度 か らの更新 講習 の 円滑 な

か ら更新制が導入 されることになったのである｡

0
0
8年度 に ｢試
実施 に向けて,文部科学省 は 2
2. ｢
教員免許更新制｣の概要

行｣す ることに し,委託事業 を実施 した｡すな

制度の概要 は以下の ように定め られた｡教員

わち,文部科学省 に届 けて認め られた ｢
講習｣

0年 間の有効期 限が定 め られ,その
免許状 に 1

を ｢
予備講習｣ として実施 を委託 (
受講者 は無

満了の際,免許状 を有す る者の申請 によ り免許

料) し,修了確認 申請の対象 とした｡

管理者が有効期 限を更新することがで きるとす
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しか し,｢
戸惑 いや抵抗感｣が払拭 されるこ
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ともない まま,｢日本 の教員免許制度 に とって

に,｢
教育内容の充実｣(
1
8時間) に関す る ｢予

最大の改変 ｣ (3)といわれる ｢
教員免許更新制｣

備講習｣ を 2講座

は導入 され,神奈川大学 も ｢
実施主体 として想

た コミュニケーシ ョン能力育成 のための英語科

予備講習｣並 びに
定 されてい る｣ ことか ら,｢

I
CT を活用 した授業 設
授業設計 と指導｣ と ｢

｢
本実施｣ に取 り組むことになった｡

)実施 した｡
計 と指導 ｣

(
｢
新学習指導要領 をふ まえ

実施後,学内の関係者へ以下の とお り報告 さ
れている

3.神奈川大学 にお ける更新講習の実施

｡

(
1) ｢
予備講習｣の実施

試行｣ として 2
0
0
8年 8月
神奈川大学では,｢

2
0
0
8
.
9
.
1
関係各位
教員養成 カリキュラム
検討専 門委員会
委員長

入江直子

教員免許更新講習予備講習の実施報告
及び本実施 に向けての課題

0年 に 1度の免
教員免許法の改正 によって,幼 ･小 ･中 ･高 ･特別支援学校 の教員 には,1
許状更新講習が義務付 け られることになった｡
この講習は,大学 (
特 に教職課程 を有す る大学) を中心 に実施 されることが期待 されてお り,
社会貢献｣ とい う意味か らも,実施すべ きであ る
県 内の数少 ない総合大学 として,本学 は,｢
と判断される

｡

そ こで今年度 は,文部科学省 の委託事業 として ｢
予備講習｣ を 2講座実施 した｡具体的な実
施の内容 は,別紙 の とお りである｡委託事業であるため受講料が無料 であることもあって,定
員 を超 える申 し込みがあ り,先着順で締め切 ることとなった｡ また,教育現場 に詳 しい本学教
員 による講座 を設定で きたため,内容が充実 してお り,受講生か ら非常 に高い評価 を受 けるこ
とがで きた といえる

｡

い よい よ来年度か らは本実施 となる｡来年度か らは,受講料 については,実施主体 の判断に
よるとされているが,全部で 3
0時間の講習 に対 してお よそ 3万 円 とい う相場で話が進 んでいる

｡

来年度か らの更新講習の内容の企画 については,学修進路支援委員会 の もとに ｢
教員養成 カ リ
キュラム検討専 門委員会｣が設 け られ,各学部選出の委員 と教職課程 の教員が 4月か ら検討 を
続 けてお り,1
2月 ごろまでには,各学部の協力 を得て,約 1
0講座 の内容が決定 され る見通 し
である

｡

今年度の ｢
予備講習｣実施の経験 を踏 まえて,来年度 に向けての課題 を確認す る必要があ り,
さまざまな課題が見 えて きたが,一番大 きな課題 は,それ らの さまざまな課題 を把握す ること
も含めて,講習全体の企画 ･実施の確実 な遂行 を担 う事務局体制の確立である｡今年度は,敬
務課職員が通常業務 にプラス した形ですすめていたが,来年度以降の本実施 に向けては,大学
としての重要 な業務の一つ として位置づけ,全学的な立場で検討す ることが求め られる

｡
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(
2)2009年度 ｢
本実施｣の概要

45% であった｡ なお,1講座が 申込者数が 5名

2009年度か らの本格的実施 に向けて,
｢
試行｣

以下で,申込者 に事情 を話 して他の講座 に変更

と並行 して,｢
講習｣の企画 に取 り掛 か った｡

して もらい,開講 しなかった｡準備 した講座 と

学修進路支援委員会の もとに ｢
教員養成 カリキ

定員及 び実際 の受講者数 は,(
表1) の とお り

ュラム検討小委貞会｣が設置 され,それを実質

である｡

化す るもの として,各学部選出の委員 と教職課

そ して,受講料 で講師料等の経費 をまかなう

程 の教員 による ｢
教員養成 カリキュラム検討専

仕組みになっているので,収入が予想 の半分以

門委員会｣が構成 され,｢
講座｣ の企画 に取 り

下 になったため,大幅な支 出超過 になった｡具

組 んだ｡その結果,各学部か ら,学部が出 して

体 的には,約 700万 円の支 出に対 して,受講料

いる免許教科 に沿 って 1‑ 3の ｢
講座｣が企画

00万 円以上
収入が約 350万 円であったため,3

2月 までには,｢
J
封r
参
｣(
1
2時間) 1講座,
され,1

の支 出超過 になったのである｡
実施 は,大学が夏季休暇中の 8月第 1週 と第

1
8時間) 1
2講座,計 1
3講座が準備 さ
｢
選択｣ (

れた｡

3週であった｡朝 8時 50分か ら夕方 4時 20分

講習が有料 であること｣等 によ
ところが,｢

まで,1日正味 6時間,｢必修｣ は 2日間,｢
選

る抵抗感 と期 限内の 2年間の うちに受講すれば

択｣ は 3日間である｡それぞれの講座 を準備 し

いい とい う理由か らか,申込者数が教育委員会

た コーディネーターの大学教員 たちは,受講生

等が予想 した受講者数 をはるかに下回 り,多 く

が講座への参加意欲 を持 ち続 け られるように

の大学 は定員 に満 た なか った｡神奈川大学 も

講座 の中での受講生の ｢
参加｣の場面 を多 くつ

1
3講座 ･520名定員で募集 した ところ,｢
必修｣

くり出すな ど工夫 を したため,中身の濃い講座

選択 ｣1
2講座 は,
1講座 は定員 に達 したが,｢

になるとともに,講師 も受講生 もかな り疲労 し

｢
生徒指導｣ を除いてすべて定員 に達 しなか っ

た｡

た｡結 局 520名 の募 集 に対 して,延 べ 230名

しか し,それぞれの専 門分野の大学教員が受

(
｢
必修｣ と ｢
選択｣両方 を申 し込んだ受講生 も

講生のニーズ も配慮 しなが ら,講座の構成 を考

いる)の申込者数で,全体 としての充足率 は約

え,講師 を依頼 して準備 を し,進め方 も ｢
受講

(
表1
)

講習テーマ

定員

教育の最新事情

1
0
0

参加者数

9
3

地理学の最新動向 と横浜市内の巡検

3
0

5

歴史研究の新潮流‑民具 .絵画資料の分析体験 と古文書補修の実習

2
5

6

地方分権時代 における現状 と課題

4
0

開講せず

文様 .形描画 ソフ トを用いた教材作成 一花や文様 をプログラムで作成す る

3
0

1
4

英語科 ｢コミュニケーシ ョン能力育成のための授業設計 と指導 ｣

4
0

2
5

保健体育教員のための ｢
学校事故 をめ ぐる支援 と対応｣

4
0

1
2

生徒指導一子 どもの問題行動､知 る .話す .考 える

3
0

2
6

｢
生物 .化学｣の魅力 を伝 えるための実験 .観察技術

3
0

1
5

数学的な活動の指導 について‑具体的な教材 に重点 を置いて考究す る

5
0

1
2

物理の基本的概念や実験的手段の リフレッシュお よび最先端物理学

5
0

6

教育実務での ｢
情報｣関連技術 の活用

3
0

l
l

Ⅰ
CTを活用 した授業設計 と指導

2
5

5
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生の参加｣の工夫 もしたため,受講生 による評

･この講座 は大変内容が詳 しく,非常 に勉強に

価 は,大変良好 な結果 となった｡評価 は,文科

な りま した｡ また,一緒 に受講 している先生

省が決めた,以下の 3
項 目について,｢
4良い｣

方の様 々な事例 をお聞 きし, 自分 も日頃の取

｢
3だいたい良い｣｢
2あ ま り十分でない｣｢
1不

り組み をお話す るなかで,反省 をし,新 しい

十分｣で回答 された (
無記名)
｡

視点に気づ くことがで きました｡ (
生徒指導)

(
∋講習の内容 ･方法 についての総合 的な評価

･野外 のフィール ドワークは楽 しい もので,ぜ
ひ現場で生か してい きたい と思いま した｡実

②本講習 を受講 したあなたの細心の知識 ･技

験 については大変お もしろ く,特 に院生の先

能の習得の成果 についての総合的評価
③本講習の運営面 についての評価

生の実験 は感動的で した｡発表準備 でグルー

評価 の結果 は,｢
必修｣ も含 むすべ ての講座

プで話 し合 えた時間は貴重 な もので,内容が

で, ほ とん どの項 目について,｢
4十3｣が 9
0

充実 してい ました｡ (
生物 ･化学)

%以上であった｡ きわめて高い満足度である｡

･本 日の先生の授業 は実際の授業で使 えるもの

(
参運営面｣が特 に高い評価 を
特徴 的なのは,｢

で大変参考にな り, こんな風 に楽 しく (
愉し

受 けている講座がほとん どで,企画 ･運営 に関

くですね)授業 してあげることがで きた らと,

わったコーデ ィネーターの教員の熱意の表れで

自分の引 き出 しの少 なさに唖然 とす る思いで

あると推測で きる｡

した｡ (
数学的な活動の指導)

神奈川大学では,文科省指定のアンケー ト項

･物理 に関す る最先端の話, また宇宙 について

目に加 えて, 自由記述欄 を設 けたが,そこに も

や物質の特徴 など教 えていただいてあ りがた

受講生のほ とん どが記入 して くれた｡その一部

く思いました｡ (
物理の基本的概念)
･専 門家である教授陣か ら講義 を受け られ,今

を以下 に記載す る｡
･巡検 については,個人ではなかなか行 くこと

までの研修内容 とは全 く違 った刺激,思考,

ので きない場所や解説 を していただ き,期待

指導法 を得 ることがで きた｡ (
教育実務 での

通 りの もので, とて も有意義で した｡ (
地理

｢
情報｣関連技術)
･模擬授業 を中心 に し,実践的な内容が中心で,

学の最新動向)

これか らの授業 にダイレク トに生かす ことが

･文献研究ではな く,民具 と言 う具体的な もの
か らはいってい くので, 自分 として も勉強 に

で きると感 じる｡ (
I
CTを活用 した授業設計)

な った し,授業 に役 だて る こ とが で きる｡

Ⅱ.神奈川大学 にお ける ｢
必修 12時間｣

(
歴史研究の新潮流)

の試 み

･自分が教 わる立場 となる と,｢わか らない｣
｢出来 ない｣ ことの辛 さや,ち ょっ とした こ

1. ｢
必修 1
2時間｣ でめざ したこと

とが ｢わか る｣｢出来 る｣ ことの嬉 しさが よ
くわか りますね｡ (
文様 ･形描画)

0時間｣ の うち ｢必修 1
2時間｣
｢
更新講習 3
は,教職課程で担 当す ることになった｡｢
必修｣

･日々の授業実践 にす ぐ活かせる内容で した｡

教 育の最新事情 に関す る事項｣ とい うこ
は,｢

｢4項

アクシ ョンリサーチの考 え方は, これか ら現

とにな ってい て,扱 うべ き事 項 と して

場で検討す る方法 として,大 きな助けにな り

目｣が挙 げ られている｡｢
教職 についての省察｣

ます｡ (
英語科)

｢
子 どもの変化 についての理解 ｣｢
教育政策の動

･学校現場だけのことではな く,管理す る立場,

学校 の内外 での連携協力
向 についての理解 ｣｢

事件 を扱 う弁護士の立場,カウンセラーの立

についての理解｣である｡そ して,それぞれの

場か ら ｢
学校事故｣ について考 えること ･理

細 目｣ に分 け られている｡ さら
項 目が 2つの ｢

解す ることがで きま した｡ (
保健体育)

2の ｢含 め るべ き内
に 4項 目全 体 に対 して 2
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容 ･留意事項｣が挙 げ られていて,それぞれの

｢ラウン ドテーブル｣ の取 り組 み を している｡

｢
細 目｣ に 1‑2の ｢内容 ･留意事項｣,す なわ

その福井大学が実施す る ｢
予備講習｣であるか

,

ち,それぞれの ｢
項 目｣ に 3‑ 4の ｢内容 ･留

ら ｢ラウン ドテーブル｣方式で行 うに違 いな

意事項｣が割 り振 られているのである｡

い と考 えたか らだ (
この予測 は当たっていた)0

,

このように細か く定め られた ｢内容 ･留意事

以下 の ような点が収穫 にな り ｢ラウン ドテ

項｣ については,文部科学省 に免許状更新講習

ーブル｣ を中心 に据 えて更新講習 を実施す るこ

として認定 して もらうための申請書 にチ ェック

とがで きるとい う確信 をもっ ことがで きた｡

欄があ り,実施時に受講生が知識 を修得 したか

(
∋ 全体 を少人数グループに分 け,グループ

どうかを ｢
試験｣で確 かめることになっている｡

支援者 を配置す る｡ グループ支援者 は,敬

それ を 1
2時間で扱 うのであ るか ら,通 り一遍

育委員会の協力 を得 て,教貞 OB等が関わ

の知識の提供 にな らざるを得 ない仕組みなので

っていた｡

あ る｡2
0
0
8年 の ｢予備講習｣ で は,多 くの教

②

.
5
育学 部が ,1項 目 3時 間, あ るい は 1細 目 1

｢必修｣で扱 うべ き 4項 目の 1つである
｢
教 職 についての省察｣ は ｢ラウン ドテー

時間で,教員が分担 して ｢
講義｣ をす るとい う

ブル｣方式でで きる｡実践経験 を語 りあ う

かたちで取 り組 んだ結果,受講生 による評価 は

ために

無残 なものであった｡

て きた こ と ｢
転機 となったこと｣ な どに

,｢取 り組 んで きたこと｣｢大切 に し

全 国の動 きを見 なが ら,何 とか ｢意 味 のあ

｣

ついて,簡単 に書いて くることになってい
た｡

る｣講習がで きない ものか と考 えた｡2
0
0
7年

(
事 その他 の 3項 目については, コンパ ク ト

度か ら取 り組 んでいる,教職課程 としての共同
研究 ｢
教員のキ ャリア形成 に果たす神奈川大学

な講義 を して,その中か ら間を出 して意見
を書いて もらうとい う方式で,講義資料が

の役割｣の 1年 目の,卒業生教員 に対す る質問

,

紙調査 の結果の中では ｢
満足度｣ の高い ｢
研

その ｢
項 目｣の ｢内容 ･留意事項｣ を扱 っ

修等 の機会｣ として ｢
先輩か らの学 び｣や ｢同

た とい う証拠 資料 にな り,問 とそれに対す

僚 との学 び｣ が挙 げ られ て お り(
4
)
,2年 目の

る意見が,その ｢
項 目｣ に関す る ｢
知識｣

2
0
0
8年度 に実施 したイ ンタビューにおいて も,

を得た ことを評価す るための ｢
試験｣ とし

｢
職場での先輩や同僚 か らの学 び｣が ｢
教員 と

ての証拠資料 になるとい うことである｡

,｢ラウ ン ドテー

以上 のノウハ ウを見聞 して

してのキャリア形成｣ に果た した意味が語 られ
ていた｡｢
学 びあ える講習｣ をめ ざそ うと共 同
研究の中で話 し合 った｡

ブ

ル｣ を取 り入れた更新講習 を企画す ることに

したが,そのめざす ものは,次の ようなことで

,

そ こで ｢
教員が学 びあ う講習｣ を企画 して

あった｡ まず,それぞれの教員が 自分の教職生

,

いた福井大学の ｢
予備講習｣ に注 目し,ノウハ

活 をふ り返 って ｢自分が大切 に して きた こと｣

｣

ウを学 ぶ ため に,私 は,神 奈川大学 の ｢選択

｢
転機 になったこと ｢
現在抱 えている問題｣等

1
8時 間｣ の ｢予備講習｣ の合 間 をぬ って,福

を語 り,聴いて もらうことで,今 までの 自分 を

井大学 に通 った (
実 に 1週 間 に 3往復 ほ ど し

意味づけ, これか らの 自分 を展望 してい くとい

た)｡福井大学 では,私 の大学 院時代 の研究仲

,

う｢
学 びあい｣の経験 をす ることである｡ さら

間が数人の同僚 とともに ｢
実践の省察｣ を軸

に,そ う した経験 をつ くり出す こ とが で きる

に した実践研究 を現場の教員たち と展 開 して き

｢ラウン ドテーブル｣ の ような取 り組 み を教育

ている｡そ こでは ｢
実践の省察｣ を展開 してい

現場で試み,学校 を ｢
教員が学 びあ うコミュニ

く方法 として, 自分の職場以外の さまざまな人

テ ィ｣ に変 えてい きたい と思 えるようになるこ

た ちに ｢実践 の省察｣ を語 り,聴 い て もらう

とである

‑8
4‑

｡

Ⅷ
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2.実施のプロセス

者 は, 自らが教職生活 をふ り返 って,語 り,聴

(
1
)｢ラウン ドテーブル｣の ｢試行｣

いて もらう ｢
学 びあいの経験｣ に基づいてグル

福井大学の ｢
予備講習｣で学んだノウハ ウを

ープ支援 をす ることが重要である と考 え,教職

0
0
使 って,準備 を進めることに した｡走貞 を 1

課程 の共同研究でインタビューに参加 して くれ

名 に したので,1グルー プ 5名 として 2
0名 の

た卒業生教 員 に呼 びか けて ｢ラウ ン ドテー ブ

グループ支援者が必要 となった｡グループ支援

ル｣ を ｢
試行｣ した｡

2
0
0
9
.
4
.
2
5
卒業生の皆様
神奈川大学教職課程
更新講習担当 入江直子
教員免許状更新講習 に向けてのお願い
新年度 を迎 え,お忙 しい毎 日をお過 ごしの ことと思います｡
さて,い よい よ ｢
教員免許状更新講習｣の本格 的な実施が今年度 よ り始 まることにな りまし
た｡神奈川大学では,｢
教育の最新事情 に関す る もの｣ (
1
2時間 ･必修) 1講座 と ｢
教育内容の
充実 に関す る もの｣ (
1
8時間 ･選択) 1
2講座 を,8月第 1週 と第 3週 に実施す る計画で準備 を

11日〜 23日) には, 申込受付 を します (
現在,大学 の HP
進 めてい ます｡5月の連休 明け (
で ご案内 してい ます)｡
｢
教育内容 の充実 に関す る もの｣1
2講座 は,各学部 (
法学部 ･経済学部 ･外 国語学部 ･人間
教育の最新
科学部 ･工学部 ･経営学部 ･理学部)か ら 1‑ 3講座用意 していただ きま した｡｢
事情 に関す る もの｣1講座 は,教職課程 のメ ンバ ーで実施 しますが, この実施 にあた りご協力
のお願いです｡
この更新講習のあ り方 を考 えることも一つの 目的に,昨年 ･一昨年 と教職課程の教員の共 同
研究 として,｢
教員のキャリア形成｣ に関す る研究 に取 り組 んで きま した｡卒業生の皆様 にも,
質問紙調査やインタビュー調査 にご協力いただ き,いろいろ貴重 な示唆 を得 ることがで きまし
た｡その中で,特 にインタビュー調査 において ご自分の ｢キャリア形成｣ を振 り返 っていただ
いた際に,それが とて もご自身にとって意味があった とい う意見があ りま した｡
そ こで,私たち教職課程で取 り組 む ｢
教育の最新事情 に関す る もの｣の中で,参加者 ひとり
ひとりが 自分の教職生活 を振 り返 る時間を何 とか設 けてみ ようと計画 してい ます｡ とい うのは,
｢
教育の最新事情 に関す る もの｣では,｢
学校 を巡 る状況変化｣｢
子 どもの変化の理解｣｢
教育政
学校 内外 の連携協力｣の 4項 目を 2日間で必ず扱 わな くてほな らない とい
策の動向の理解 ｣｢
う ｢
詰め込み｣講習が要求 されているのですが,その中の小項 目の一つ に ｢
教職の省察｣ とい
うのがあるので,その部分 を丁寧 に展開 して,他 の部分 をぎゅっと ｢
詰め込み｣で行 ってみる
ことに した とい うわけです｡ (
具体 的な展 開案 は,別添の案 をご覧 ください｡
)
(
莱) はグループですすめる計画で, グループの コーデ ィネー ターが必要 とな り,それ を卒
業生の皆様 にお願い したい とい うことです｡参加者 1
0
0人 に対 して 2
0人必要ですので,ぜ ひ
よろ しくお願い したい と思います｡ (
些少のお礼 を用意いた します｡
)
また, こうした計画 をどう進行 した らよいか検討す るために,裏面の とお り ｢ラウン ドテ‑
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ブル｣の試行 を計画いた しま したので,更新講習当 日にお手伝 いいただける方 もそ うで ない方
ち,ぜ ひご参加 いただいて ご意見 をい ただ きたい と考 えてい ます｡ そ して, この取組 が ,｢
神
大教職 ネ ッ トワーク｣ の動 きにつ なが ってい くことも期待 しなが ら呼 びかけたい と思い ます｡

0名 の卒業生教員 を確保 す る こ と
なか なか 2

ドテーブル｣ の意義 を実感す ることがで きた｡

が難 しく,非常勤講 師である元教員 (
校 長 OB
等) に も協力 を呼 びかけた｡結果的に,卒業生

(
2) プログラム作成 とグループ編成の工夫

教員 7名,非常勤講師 7名が協力 して くれるこ

｢ラウ ン ドテーブル｣ の ｢試行｣ に よって,

とにな り,専任教員 7名 を含 んで 21名 の グル

自分 の教 職生 活 をふ り返 って語 り,聴 き合 う

ープ支援者 を確保す ることがで きた｡ こう して,

｢ラウン ドテーブル｣ を中心 に据 えて ｢
J
糾 参1
2

グルー プ支援者 の ｢ラウン ドテーブル｣ は,5

時間｣ のプログラム を展 開す ることの意義 を改

月末 に ｢
試行｣ し,卒業生の現役教員 と非常勤

め て確 信 した｡ そ こで,福 井 大 学 の ｢予 備 講

講師の元教員 と私 たち大学教員が,小 グループ

習｣で学 んだ ノウハ ウに基づいて,講習のテー

に分かれて,それぞれ 自分 の教職生活や実践の

マ ･スケ ジュール等 ,一連のプログラム を作成

ふ り返 りを語 り,聴 き合 った｡ 日頃,｢
教 える｣

し,7月 に行 った グループ支援者 との打 ち合 わ

立場 にい る者 同士 であるため, 自らをふ り返 っ

せ で の修 正 を経 て,受 講生 に事 前 に送 った｡

て語 り,聴 き合 うとい う経験 は とて も新鮮 で,

(
(
｢
教 育 の最 近事 情 ｣ (
必修 講 習) の概 略)参

そ こか ら考 え させ られ る ことが多 く,｢ラウ ン

照)

2
0
0
9.
7.
2
9
｢
教育の最新事情｣ (
必修講習)の概略
1.テーマ :教 職生活 をふ り返 り,教育 の最新事情 を学ぶ
(
∋｢
教育 の最新事情｣ については,4つの項 目について扱 わ なければな らない こ とになって
い ます｡その中の 1つ に ｢
教職 についての省察｣ とい う項 目があ り,本講習で は,その項
目について,参加者が ｢自分 の教 職生活のふ り返 り｣ を 5‑ 6人の グルー プの中で語 り,
｢ラウン ドテーブル｣ と名付 け ま した)ですすめ ます｡
それ を聴 き合 うとい う方法 (
(
夢その他 の 3つの項 目 ｢
教育政策の動 向理解 ｣｢
学校 内外 の連携協力 ｣｢
子 どもの変化 の理解｣
と ｢
教職 についての省察｣の中の細 目 ｢
学校 を巡 る状況変化｣ につ いては,講義 を聴 き,
それについてグループで話 し合 ったの ち,各 自の考察 を書 くとい うすすめ方 を します｡
(
釘2日間の最後 に ｢自分 の教職生活 のふ り返 り｣ と ｢教育 の最新事情 についての講義｣か ら
見 えて きた ことをまとめ, これか らの教職生活 を展望 してい くことを講習 と してめ ざ しま
す｡
2.スケジュール

(1日目)

Ⅰ (
8:5
0‑9:0
5) オ リエ ンテーシ ョン
(
9:1
0‑9:3
0)

自己紹介

(
9:3
011
0:4
0
) ラウン ドテーブル 1

① 9:3
0‑1
0:0
5 教 職生活 をふ り返 る

(
9:3
0‑9:5
0)｢ふ り返 り｣ を語 る
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(
9:5
0‑1
0:0
5
)聴 き手か らの質問 ･感想
勤l
o:0
5‑1
0:4
0(
以下① と同 じ)
(
Ⅱ (
1
0:5
0‑1
2:0
0
) ラウン ドテーブル 2

(
影l
o:5
0‑l
l:2
5
@1
1:2
5‑1
2:0
0

Ⅲ (
1
3:0
0‑1
4:1
0
) ラウン ドテーブル 3

⑤1
3:0
0‑1
3:3
5

@1
3:3
511
4:1
0
(
1
4:1
0‑1
4:3
0
)ラウン ドテーブルのふ り返 り
Ⅳ

(
1
4:4
0‑1
6:1
0
)講義 1

1
4:4
0‑1
5:3
0 講義

5:3
0‑1
5:5
0 グループ討議
｢
学校 を巡 る状況変化｣ 1
1
5:5
0‑1
6:1
0 各 自の考察
*交流会 (
オプシ ョン)

1
6:3
0‑1
7:3
0

(
2日目)
Ⅰ (
8:5
0‑9:4
0
) 講義 2｢
教育政策の動向理解 ｣
(
9:5
0‑1
0:4
0
) 講義 3｢
学校内外 の連携協力｣
Ⅱ (
1
0:5
0‑1
2:0
0
)講義 2･講義 3についてのグループ討議 と各 自の考察
Ⅲ

(
1
3:0
0‑1
3:5
0
)講義 4｢
子 どもの変化の理解｣
(
1
3:5
5‑1
4:3
0
)講義 4についてのグループ討議 と各 自の考察
(
1
4:4
0‑1
5:4
0
) まとめ :講習 を通 して見 えて きた こと
グループでふ り返 る

1
4:4
0‑1
5

個人で ｢まとめ｣ を書 く 1
5:1
0‑1
5

0
1 0
4

Ⅳ

(
1
5:4
0‑1
5:5
0
)アンケー ト (
講座 に対す る評価)記入
(
1
5:5
5‑1
6:1
0
)開講式

3.講習担当者
全体進行責任者

入江直子 (
神奈川大学人間科学部)

講義 1｢
学校 を巡 る状況変化｣‑

間山広朗 (
神奈川大学人間科学部)

講義 2 ｢
教育政策の動向理解｣‑

関口昌秀 (
神奈川大学経営学部)

学校 内外 の連携協力｣‑
講義 3 ｢

両角英之 (
横浜市立岸谷小学校長)

講義 4 ｢
子 どもの変化の理解｣‑

古屋喜美代 (
神奈川大学人間科学部)

グループ支援者‑

岩淳啓子 ･大西勝也 ･荻野佳代子

(
専任教員)

(
非常勤講師)関 範夫 ･小林一彦 ･石川勇喜 ･本間利夫 ･
高橋和男 ･鈴木

浩 ･小藤俊樹 (
学外協力者)

(
卒業生教員)津田敏志 ･渡辺一郎 ･飯 田 薫 ･千 田晴久 ･
成島 烈 ･吉川

純 ･田中すみ子

4.事前の準備 について
1日目に,各 自の ｢
教職生活のふ り返 り｣ を語 り,聴 き合 う ｢ラウン ドテーブル｣ を行い
ます｡そのために,｢
教職生活のふ り返 り｣(
｢自分が大切 に して きたこと｣｢
転機 となったこ
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と ｢
現在抱 えてい る問題｣ な ど) を

(
A4
)1枚 にまとめ, グループの人数分 コピー を用意

して きて ください
5. 評価 について

｢
講習‑ の参加 を重視す る｣) を基本 とし,以下の 3
本学の更新講習 における評価 の方針 (
点 をエ ビデ ンス (
証拠資料) として,専任教員が全体的な評価 を します｡
･事前 に書 いて くる各 自の ｢
教職生活のふ り返 り｣
･講義 1‑ 4における ｢
各 自の考察｣
･終了時に書 く ｢まとめ :講習 を通 して見 えて きたこと｣

また,グループでの活動 を中心 に展 開す るの

教育委員会 の研修では扱 われない｡

で,グループの構成が重要で,受講生の属性 に

･置かれている環境が違 って も,教員 はみん

配慮 してグループ分 けをした｡受講生 は,現場

な子 どもたちと真剣 に向 き合お うとしてい

の教員の年齢構成 に比例 して,5
0代が約 5
0%,

る｡

4
0代が約 2
0%,3
0代が約 3
0%であったので,

これか らの教員生活で何 か 目標 を立てて頑

性別 ･年齢 ･学校種 を混ぜ合 わせたグループ編

張 ってい こ うとい う気 になった (
特に5
0

成 をした｡

代)0

実施 に当たっては,実際の受講生が 9
3名で

以上の ように ｢ラウン ドテーブル｣ は, 自分

8グルー
あ ったので,1グルー プ 5‑ 6人 で 1

の教職生活 を省察 し,互いに共有す ることがで

プ作 り,1教室 3グルー プずつで,6教室使 っ

き,今後 を展望 しようとす る場 になった と思わ

た｡ したが って,全体責任者 としては, タイム

れる｡

スケジュール どお りに進行す ることが最重要の
課題 となったが, グループ支援者の適切 なコー

(
参 ｢
必修 1
2時間｣全体 の評価

デ ィネー トカ によって,スケジュール どお り進
行す ることがで きた｡

講座 終了時 の受講生 に よる評価 での ｢必修

1
2時間｣ に対 す る 自由記述 には,以下 の よう
な感想が多 く書かれていた (
一部 を掲載す る)
0

(
3) 受講生 による評価 (
ふ り返 り)

(
∋ ｢ラウン ドテーブル｣のふ り返 り
全 2日間のプログラムであ ったが ,1日目の
ほ とんどは,グループのメンバーひとりひとり
が ｢自分 の教 職生 活 のふ り返 り｣ を語 り (
約

2
0分),それ について聴 き合 う (
約1
5分 ) と
い うかたちの ｢ラウン ドテーブル｣ を行 った｡
全員が終 わった後で,｢ラウン ドテーブル｣ は
どうだったかのふ り返 りの時間をとった上で,
受講生 は翌 日までに書いて くることに した｡受
講生が書 いて きたこととしては,次の 3点が多
かった｡
･他の校種 の話 は,あま り聞いたことがない,
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(
｢
必修 1
2時間｣ に対す る受講者評価)
･少人数で 自由にデ ィスカッシ ョンで きたことによって, 自分 の意見 を言 うだけでな く,他 の人の
言葉 によって 自分の考 えが さらに深めることがで きた｡担当の方 も話 しやす く,我 々の話がはず
むようによ く努力 して くれ ました｡あ りが とうございま した｡
･受講 グループ討論で先生方の熱心 な気持ちが良かった｡今 回の教貞研修の成果 を現場 に持 ち帰 り,
職員,生徒 に今 回の勉強で学 んで きたことを授業 に生かせ ると思 った｡教 師のあるべ き姿 を習得
で きた｡
･ラウン ドテーブル方式が よかった｡初 日, 自己紹介か らは じま り,そのまま 2日間昼食 も共 に し
て,いろいろな話 しがで きたので｡ また講義のあ とみんなでの討議 も自分の意見 をまとめる上で
役 に立 った｡支援者か らも適切 なア ドバ イスがあ り,大変 よか った｡
･県で行われる研修 と違 って.異校種 の先生方のお話 をうかが うことがで き,大変参考にな りま し
た｡
･違 う経験年数の教員 グループにな り,1つの ことに意見 を出 しあ うこの形態 は とて もよか った｡
今後 も続 けてほ しい｡ また県の研修 にもこの形態 を取 り入れて欲 しい と思 った｡ また同 じグルー
プのメンバーが よい人 に恵 まれたこともある と思 う｡教育事情 4つの分野 をかけ足で回ったので,
講義 はもっとじっ くり聞 きたい と思 った｡
･講義 を受けることも自分 のふ り返 りをす ることも為 にな りま した｡その中で特 に良かった と感謝
していることは他の先生方の思い考 え等 を沢 山聴 くことがで きた点です｡ この先,教師 として成
長 してい くうえで大切 に したい と思 うことが多 くあ り,講習後 も忘れず にいたい と思い ます｡旦
夕ッフの皆様 にも大変お世話にな りました｡あ りが とうござい ました｡
･グループで話 し合いを持ちなが ら進めて行 く方式は とて も良かった｡ 自分が単 なるお客 さんでは
な く, この講習会 に参加 している一員 として 自覚す ることがで きた｡ またグループの人数 Z ik
‑プをまとめていただける方がいるとい う所 も良かった と思います｡ グループで班長 を決めてそ
の班長が進めて行 く形が よく見 られますが得 られるものが少な くな ります｡ しかたな くやるとい
う雰囲気が生 まれて しまうか らです｡
･講習の 4項 目について,現場の教員が興味 を持てる内容 に しぼって専 門的な話 しが開けたので大
変良かった｡1つ 1つの講義のあ とにラウン ドテーブルに戻 って意見交換 を したので考 えを整理
することが出来た｡最初 に各 自の教職生活の振 り返 りを聞 き合 ったの ち,話 し合 いの共通の土台
を作 るのに役立 ち, 自分 自身の歩み を深 く掘 り下 げることが出来て よかった と思 う｡ ラウン ドテ
‑ブルで まとめを して下 さった講師の先生が話 しの方向性 を作 って くれたので得 ることの多い話
し合 いが出来た と思 う｡ とて も参加 しやす く,配慮の行 き届いた講習だった｡
･ラウン ドテーブルはとて も良かった｡ もちろん講義 をきいてそれに対 して 自分 の意見 を出す こと
も良かった と思 うが, この 2つの方法の組み合 わせ によって, 自分 の考 えや意見 を様 々な角度か
ら見 ることがで きた最善の方法であ った と思 う｡他校 での受講者 に話 を聞 くと,座学,受け身の
講義ばか りだった とい う声が多い｡ぜ ひこの方法はこれか らも続 けていただ きたい｡交流会 は参
加 で きず残念だった｡ きっと交流会の ような場のほ うが先生方の本音 をより多 く開けたのではな
いか と思 う｡昨今, ランチ ミーテ ィングが流行 っているので, この講習 ももう少 しやわ らかい形
になるとさらに活発 な意見が出るのではないか｡
･いろいろな方々か らの意見が聞けた り,必ず 自分 の考 え,経験意見が素直 に言 えた事,雰囲気が
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良かったです｡ また,資料 のファイ リングや回答 シー トな ど簡単 に取 り組め, まとめる事がで き
たの も良い と思い ます｡大学内の移動 も少 な く,施設の利用が しやすい点 も良い と思います｡二
番 よい と感 じたのはラウン ドテーブルの進行で した｡ まとめ役 の先生の進め方 には無理 もな く,
自然の会話の中か ら各受講者の話 を聞 き,ア ドバ イスや資料 的な話 をいただ きま した｡気づかい
も ｡大変 リラックス して受講で きた事 を感謝 します｡
‑

･ラウン ドテーブル形式 は最高ですO良かったです｡運営 される方 はグループ支援者 を多数お願い
し, 日程 を調整す るな ど御苦労 されたことと思いますが,受講す る側 としては人の意見 を直接聞
くことが出来, 自分か らも質問 した りして詳細 を知 り得 るな ど,活発で有意義 な時間 をもっ こと
がで き,大変感謝 してお ります｡講義形式 は一方的になることが多 く,受動的にな りやすいので
すが, このラウン ドテーブル形式は主体 的,能動的に取 り組 むことが出来, 自分の授業 に も取 り
入れてい きたい と思い ます｡2日間あ りが とうござい ました｡
･話 しあい をしなが ら考 えて行 くシステムはよかったです｡校種,地域,年齢 もバ ラバ ラであった
ことはメリッ ト,デメ リッ トの双方があると思い ます｡メ リッ トとしては他の情報 を得 るチ ャン
スはあ ま りあ りませ ん｡委員会の研修 などで も同校種.同 じ地域 とな り,それ らの研修 との差 を
感 じられなければ講習 を受けた価値 を大 きく感 じられないか らです｡デメ リッ トとしては同 じ悩
み をかか える同世代の交流 などが しに くい点です｡同世代 だか ら感 じる今 の年齢で苦 しむことを
情報交換で きれば よか った と思いま した｡両面か ら考 えると私 はメ リッ トの方が大 きい と感 じま
したので良か った と思いますが,デメリッ トであげた部分 を来年度 に生か していただければ幸 い
です｡2日間,企画等で大変で したがおつかれ さまで した｡

0年, 自分 を振 り返 ることもな くきたので,我 を見直す よい機会 になった と思います｡
･
教職 につ き 3
生徒達の行動 も改めて考 えることに もな り,等価交換 とい う考 え方 に も納得で きた部分が多 くあ
りま した｡現代 の保護者,生徒 の考 えや行動で もそれ と重 なることが多 くあ りま した｡保護者や
生徒 の対処の仕方 も考 えられ ました｡気 になる子供の理解で も,発達障害の扱 い方が具体 的でわ
か りやすい もので した｡現場 は発達障害的な行動 をす る生徒が多 くなっているので, この内容 は
もう少 し多 く時間をとって もよかった ように思いま した｡現場 に役立つ ことも多 くあ り,勉強 に
な りま した｡他校種 の先生方 との交流 も新鮮 で した｡語 り合 うことでス トレスの発散 に もなるこ
とがわか りま した｡現場で も活かせ るとよい と思い ま した｡いろいろ工夫 して頂 きあ りが とうご
ざいま した｡ コーデ ィネー ターの先生方 もあ りが とうございま した｡
･普通であれば知 ることもないだろう他校種.他教科 の先生方 とのラウン ドテーブルが とて もよか
2去旦̲初対面 なが ら教職 とい う共通点 をもとに して様 々な講義のテーマに基づいての話 しあいは
視野が広が り,新 しい知識 を得 られた｡改めて 自分 自身をも見直す こともで きた｡講師の方々の
講義はグ)
I
,
‑プ又 は,個人のふ り返 りにおいて, よいテーマ を与 えて下 さった とい う点で よかっ
た｡支援 して下 さった先生 も現場での ご自身の体験 を話 していただけて興味深かった｡
･ラウン ドテーブルの形式は非常 によかった｡小 ･中 ･高 と校種が まざるよう配置 され.支援講師
の先生 もうま く意見 を引 き出 し.進行 して くれた｡
･選択 ･
卿

こ大変有意義 な勉強 をさせていただ きました｡他校種 の先生方 との意見交換

や情報交換 は.公務 としての研修ではまずあ りえませ ん｡それぞれの校種が抱 える問題点や共通
の課題 を認識す ることがで き, また,現場 に実際に反映 させ られるヒン トも得 ることがで きた と
思います｡今後 も是非,今年度の ような形式 と内容 を継続 していただ くことがで きた らと思い ま
す｡あ りが とうございま した｡
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･ず っと講義 を聞いているよ り,はるかにためになった｡講義 は 5
0分 じゃな くて,3
0分 に もつめ
て もいい と思い ます｡異校種 ではなせ る点は とて もためになった｡ 自分の聞 きたい事例が タイム
リーで聞 くことがで きたので とて も参考 になった と思います｡折角の良い経験 なので,他 の先生
に ももっ と受講 してほ しいです｡ これが免許更新講習 だ と,1
0年 ごとの隔た りが あるので, ち
っともっと門戸 を開放すべ きではないか と思い ます｡若手の先生や更新講習 を受けるまで,大分
じかんがある人な どは教 師をやるうえで必要 な知識が得 られず共通理解 で きないのではないので
しょうか｡あ と,生徒指導の講習 も大変ためにな りま した｡ですが,数学 も受けたかったのに,
ダメ と言われていたのが残念です｡更新 とは別 に受け られ るようなサマース クールなどあると良
いのではないで しょうか｡
･今 回の良かった点は少人数で,いろいろな職種 の先生方 と意見交換 ののち自分の考 えをまとめる
ことがで きた点です｡ また,支援者 とい う形で長年教職 にたず さわれた先生 にはい っていただ き,
それぞれの先生の意見 をうま く引 き出 していただけることです｡ まず,各教員の教 師生活の振 り
返 りでお互い を理解で き,話 しやすい環境がで きた ところで,大 きな 4つのテーマについて講義
があ り,それについてまた,意見交換 を した うえで 自分の意見 をまとめることがで きま した｡
･異校種 間での情報交換が よかった｡講義の都度,話 し合 いの場があって よかった｡ グループごと
に指導教員がついて くれたのが良かった｡ (
討議がスムーズにいった)
･良かった点 ①少人数で校種の異なる受講者 と話 し合 う機会が もてたこと｡(
参レポー トを書 くこ
とで 自分 の考 えをまとめることがで きた｡③教育の最新事情がわか り. 自分の立つ位置 を確認で
きた｡④ これか らの教育活動 に希望 をもって取 り組 む覚悟がで きた｡⑤ 自分の これ までの教職 を
振 り返 ることがで きた｡⑥快適 な場所 で講習 を受け られた｡⑦久 しぶ りに大学での学習 をす るこ
とがで きた｡
･講義のあ とにグループデ ィスカ ッシ ョン し他校種 の先生の意見,考 えを聞 き, 自分 の考 えを再構
築で きた ところが とて も良かった｡グループリーダーの先生 は,我 々をリラックス させ上手 に意
見 を引 きだ して くださいました｡ 自分の中学 に戻 り来年度更新者 に勧 めたい と思い ます｡
･(
ヨラウン ドテーブル とい う形態 は他校種 の状況 を知 る意味か らも大変良い形式だ と強 く実感 しま
した｡某国立大学 の様 に定量的に測定す るテス ト形式では教 師力 を向上 させ明 日の教育実践 に結
びつけることがで きるか疑問です｡是非,来年度 もこの形式 を堅持 していただ きたい と思い ます｡
② 日程や文科省か らの課題の都合があ り調整がむずか しい と思い ますが,各講座 の講義時間を質

0分 はほ しかったです｡③ ｢タダ｣ ほ ど高い ものはあ りませ ん｡官製研修 では
疑応答 も含めて 9
体験 で きない双方向の有意義 な講習で した｡従 ってこの様 なゆ とりと双方向が保 てる講習 な らば
講習料 の 1万 2千 円は高 くない と思い ます｡
･一方的な講義ではな くて,受講者が参加で きる講習内容であ り良かった｡色 々な年齢や校種 の先
生方 とも交わることがで き, 日ごろ経験で きない ような話 を聞 く機会 も得 ることがで きた｡講義
をされる先生方 は制的がある中で,得意分野 を中心 に話 していただ きあ りが とうござい ま した｡
非常勤講師や卒業生等のお手伝 いの方々 も参加 して,少 しで も有意義 な講習 になるように工夫 し
ていただ き.あ りが とうござい ま した｡是非.来年度以降の参加者 に も推薦 してお こうと思い ま
した｡
･講義の後でグループごとの討議の形式は良か った と思い ます｡知識や理解 を した後でそれが現場
で どの ようにつなが ってい くか を考 えることがで きま した｡講義が長す ぎない事 も適度 な集中力
が保てて良かった と思い ます｡ また.グループのメ ンバー構成が様 々な校種や年齢 の方がいて,
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いろいろな意見が きけて良かったです｡ フアシ リテ一夕‑ を現場 を熟知 した方がや って くださっ
た事 も良かった と思います｡話 し合い をうま く方向付 け して引 き出 して くださいま した｡
･良かった点は小 グループで ｢
教員生活の振 り返 り｣ を じっ くり行 えたことです｡ 自分 の私的な関
係では聞 く話題ではあって も,初対面の先生方の "
生 きて きた道" を伺 えるとは思 っていなかっ
たです し, 自分 自身の ことも, こんなに正直 に話せ るとは考 えていなかったので, とて も新鮮で
濃密 な体験であった と思います｡ また,大学の先生の講義 を受けたのは久 しぶ りだったので,辛
は り現場 とは違 う角度か ら問題 を提起 して下 さった と思います｡支援者の先生 もお世話 にな りと
て もあ りがたかったですが,他 の方 に も出会 う機会があった らな と思い ま した｡大変お世話 にな
り,あ りが とうございま した｡
(
下線 は筆者)

2時間｣ をふ り返
以上が,受講生が ｢必修 1

いて もらって実践 をさらに進めてい くイメージ

っての評価 であ る｡1日目に行 った ｢ラウン ド

を実感す ることがで き,成果 を現場 に持 ち帰 り

テーブル｣の印象が強い｡ まず,当 日までに,

｢
現場 で も活かせ る｣ とい う展望 を持つ ことが

｢自分 の教職生活のふ り返 り｣ を書 いて きてい

で きたのではないか と思われる

る｡そj
tを一人ひ とりが少人数のグループの中

あ わ りに‑ グル ー プ支 援 者 の ｢.
主
､り返 り｣

で ｢
語 り｣｢
聴 きあ う｣時間が保障 されていた｡
そ こで語 られる教育実践 においては,受講生一

｡

か ら一

人 ひ と りが主人公 であ り, したが って,｢お客

文部科学省 は ｢
平成 2
0年度 教育職員 に係 る

さんではな く｣｢
主体的 ･能動的に取 り組めた｣

懲 戒 処 分 等 の状 況 につ い て ｣ を発 表 したが

のである｡そ して ｢
他の先生の思いや考 えを沢

(
2
0
0
9
.
1
2
.
2
5
)
, その 中で ｢病気休職教 職員数が

山聴 くことがで きた｣ ことを喜んでいる｡

3%でや は
過去最多 で, この うち精神 疾患が 6

また,｢
初対面 の先生方の "
生 きて きた道"

各教育委員会 の聞 き取 り調査 で
り過去最多｣｢

を伺 えた｣ ことに感動 し,｢自分 自身の ことも,

は 『
教員同士 の コミュニケーシ ョンが少 な く相

こんなに正直 に話せ るとは考 えていなかった｣

談相手がいない』 といった訴 えが 目立 った｣ と

と新鮮 な驚 きを表現 している｡受講生の ｢自己

報告 している (5)｡

開示｣が相互 に作用 して展 開 し,その中で受講

こうした状況 に対 して,グループ支援者か ら

生それぞれが 自分 の教職生活の道筋 を確認 して

寄せ られた ｢
ふ り返 り｣は示唆 を与 えるもので

いったのである｡ この ｢
受講生の 自己開示｣ を

ある｡私 にとって印象的だった ｢
言葉｣ を以下

(
｢
資料

つ くり出 したのが, グループ支援者であった｡

に記す

グループ支援者 は,事前 に自らラウン ドテーブ

①教員 同士 の コミュニケーシ ョンの欠如 を痛感

ル を経験 して, 自己開示が ｢
語 りあい｣ を意味

｢
校 内において先生 同士 の さ りげない交流が

ある ものにする実感 を持 ち,グループのメ ンバ

少 な くなって きているとい うことであった｡ベ

:グループ支援者の感想｣参照)｡

ーが ｢リラックス して｣ 自分 を語 ることがで き

テラン教 師,中堅教師,経験浅い教 師,それぞ

るように配慮 し,語 られる話 をよ く聴いていた｡

れの持 ち味や役割があるはずである｡ ところが,

こうしたグループ支援者のあ り方は,多 くの受

理 由は数多 くあろうが,昔 と比 して コミュニケ
ーシ ョンが極端 に少 な くなっていることは事実

講生 に対 して印象的なことであった｡
そ して,異年齢 の (
経験年数の違 う)教員 の

である｡
｣

グループで話 しあ う経験 を通 して, 自分の実践

｢
職場環境 や経験年数が違 う小 グループで,

についての思いや悩み を自分の職場で語 り,聴

テーマ を持 って,語 り合 う事 は近頃,職場では
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あ ま りみ られ ない光景 ,実 は職場 で必要 とされ

今 までの 自分 を意味づ け, これか らの 自分 を展

る経験 なので はないか と言 った意見 もお聞 き し

望 してい くとい う ｢
学 びあい｣ の経験 を し,そ

｣

昔 の職員室 を思 わせ る語 り合 い は, あ る
た｡ ｢

｣

種 の懐 か しささえ感 じられた｡ ｢コ ミュニケー

う した経験 をつ くり出す こ とが で きる ｢ラウ ン
ドテー ブル｣ の ような取 り組 み を教育現場 で試

シ ョンが必要 とされ るの は,生徒 ばか りではな

み,学校 を ｢
教員が学 びあ うコ ミュニテ ィ｣ に

く教員 同士 や職員室 で も求 め られてい るので は

変 えてい きたい と思 える ようになる こと‑

｣
ないか｡

か な り達成 で きた と思 われ る｡

｢本 来 は校 内 で共 有 す べ き これ らの貴 重 な

は,

課題 は,そ う した教貞 の ｢思 い｣ を教 育現場

『
言葉』 が,現在 ,共有 で きてい ない ところに,

に実現す るため に,学校 を ｢
教員 が学 びあ うコ

教 育現場 の課題が あ る ように も思 えた｡｣

ミュニ テ ィ｣ に変 えて い く ｢教 員 研 修 の あ り

②研修 のあ り方‑ の示 唆 を実感

方｣ をシス テム と して追究 してい くこ とであ る｡

｢ラウン ドテーブル方式 は,受 け身の 『
講習』

私 は,今 回の教員免許更新講習 の経験 を通 して,

を積極 的 な 『
研修』 に変 えるこ とが で きる｡教

そ の 課 題 を, ア メ リ カ に お い て 学 校 を

員 の願 い と教 育現場 の声 を生 か した参加型 ･双

"
pr
o
f
e
s
s
i
o
na
lLe
a
r
ni
ngCo
mmuni
t
i
e
s
"(6)｢専 門

方 向型 『
研修』 にす る ことが で きる｡｣

敬 (
教員) の学 びあ うコ ミュニテ ィ｣ に変 えて

｢
今 回の講習 は,受 け止 め る こ と,伝 える こ

い くこ とで教員 の力量 を高 めてい こうとしてい

と, まとめ るこ との連続 であ った とも言 える｡

る取 り組 み と, 同 じようにそ う した方 向性 を追

それ を,受講者 ,支援者,講師全 てが立場 を変

究 してい る福 井大学教 職大学 院の取 り組 み に学

えて相互 に行 った こ とに, これか らの教員研修

んでい こうと考 えてい る｡

のあ り方の ヒン トが あ る ように も感 じた｡｣
｢
今 回の講習 の成功 を体験 し,研修 責任 者 で
あ る管理職が もっ と研 修 のあ り方 につ いて学 ぶ
機会 を もたなければの思 い を強 くもった｡｣
③教員養成 と現職教 育 のつ なが りを展望‑ 大学
へ の期待
｢学校 で教 鞭 を とってい る教 師が, これか ら
教職 をめ ざそ うとす る学生 とデ ィス カ ッシ ョン
す る機会 を多 く持つ ことがで きた らす ば ら しい
と考 える｡教 師に してみれ ば, 自分 の実践 や体
験 を学生 に語 るこ とが で きる自己開示 の良い機
会 であ る｡学生 として も,現場 の教 師の生 の体
験談 を 目の当た りにす るこ とが で きる絶好 の場

｣

であ る｡ ｢この様 な各年代層 と大学 の学生 との
デ ィス カ ッシ ョン形 式の研修 をぜ ひ,実施 して
欲 しい と考 える｡で きれば,あ らゆる校種 の教

注
(
1) 今津孝次郎 『
教員免許更新制 を問 う』 (
岩波

5
3)2
0
0
9
.
4,2頁｡
ブックレッ ト7
(
2)2
0
0
9年 1
0月 1
4日付各紙で報道 された｡
(
3) 今津孝次恥 前掲書 ,2頁｡
(
4) 鈴木そ よ子 ｢
序章 調査 の概要

師 とともに実施で きる研修 を期待す る｡｣
以上 の ようなグループ支援者 の ｢ふ り返 り｣

2時 間｣ で
か ら,神 奈 川大学 にお け る ｢必修 1
め ざ した こ と‑

｣

『
共 同研究
｢
教員のキャリア形成 に果たす神奈川大学 の
役割 ｣2
0
0
8年度研究報告書』2
0
0
9
.
4,1頁｡
0
0
9
.
1
2.
2
6
(
5) ｢朝 日新聞｣2
(
6
)pr
o
f
e
s
s
i
o
na
ll
e
a
r
ni
ngc
o
mmun
i
t
i
e
sとい う用
語 は,生徒の学びに関わる教員や管理職か ら
成 る同僚 グループ として使 われ ｢ビジ ョン
を共有 し,協働 して働 き学び,他の人の授業
を参観 ･検討 しあい,意思決定に参加す る｣
ス
活動に取 り組む仲間であ り ｢強力な SD (
タッフの能力開発)の方法,学校の改革 ･改
r
d,S.
善 を可能にす る戦略｣ と言 われる｡Ho
M,(
1
9
9
7)
,
Pr
o
fe
s
s
i
o
nalLe
ar
ni
n
gCom mum'
‑

それぞれの教員が 自分 の教 職

生活 をふ り返 って語 り,聴 いて もらうこ とで,
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資料 :グループ支援者 の感想
｢
教育の最新事情｣(
必修 12時間)には,以下の 20名のグループ支援者 (
入江 を加 えると 21名)

5名か ら感想が寄せ られたので, ここにまとめて掲載す る｡
が関わった｡その うち,1
飯田 薫

(
卒業生教員)

津 田 敏志

(
卒業生教貞)

田中

すみ子

(
卒業生教員)

千田

晴久

(
卒業生教員)

成島

烈

(
卒業生教員)

吉川

純

(
卒業生教員)

渡追

一郎

(
卒業生教員)

石川

勇喜

(
非常勤講師)

小林

一彦

(
非常勤講師)

鈴木

浩

(
非常勤講師)

関

範夫

高橋

(
非常勤講師)

和男

(
非常勤講師)

本間 利夫

(
非常勤講師)

小藤

俊樹

岩淳

啓子

(
教職課程)

大西

勝也

(
教職課程)

荻野

佳代子

(
教職課程)

関口

昌秀

(
教職課程)

古屋

喜美代

(
教職課程)

間山 広朗

(
教職課程)
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更新講習 に参加 して
飯 田

薫

平成 1
8年 に教育基本法が約 60年ぶ りに改正 された｡翌年 1月,教育再生会議第一次報告で,敬
育 3法の改正が提言 され中央教育審議会で この提言 を参考 に審議 し,3月に答 申が取 りまとめ られ,
教育 3法案 は国会で審議 ･可決 され 6月に公付 された｡ この改正の一つ として,教員免許更新制が
導入 され,教員免許状の有効期 間の設定 とその更新が義務付 け られた｡
昨年 8月に,神奈川大学で教員免許状更新講習がお こなわれた｡私 は卒業生教員 として,グルー
プ支援者 とい う立場で この講習の進行のお手伝 いをさせていただいた｡講習参加者 の対象年齢 は基
本 的に 3
3歳 ,43歳 ,5
3歳 の先生方であ る｡ また,職種 も私 の担 当 したグルー プは小学校 ･中学
校 ･高等学校 の教員であ り,県立 ･市立 ･私立学校 といった多様 な学校種 の先生方が参加 した｡講
習のは じめは皆緊張 していたが,最初 に自己紹介 を して くれた先生が,アイスブ レーキ ングを実施
し,和やかな雰囲気 を作 って くれたおかげで,参加者の人柄が よく分か った｡私 は,全員 の参加者
に対 し, 自己開示 と他者理解 の構成 を大切 に したグループ協議の進行 を心が けた｡｢
教職生活 のふ
り返 り｣ として各先生方は,準備 した レポー トを手元 に置 きなが ら,｢自分が大切 に して きたこと｣
,
｢
転機 になったこと｣
,｢現在抱 えている問題｣等 について 自己の教 職生活 をふ りか え りなが ら話 を
した｡ 同年齢の教員 を対象 とするライフステージに応 じた官制研修等 と異 な り,経験年数や学校種
の異 なる教員が,それぞれの教育環境で,諸問題の解決 に向け どの ような苦労 をされて きたか等の
実践報告 をした｡
報告の主 な もの としては,各学校 の児童 ･生徒 たちの実態や,時代 の変化 に伴 う保護者へ の対応
策の苦労等,現場 に戻 り大変参考 になる内容であった と思 う｡ また,若い先生か らは,現在直面 し
ている課題 に悩みなが ら懸命 に取 り組む積極 的な姿勢が うかがわれ,多 くの先生方の心 を揺 さぶっ
たことと思 う｡ これはその時の先生方の表情か らも見て取 れた｡ さらに,何校か を経験 したベテラ
ンの先生か らは,マニュアル どお りにいかない難 しさや柔軟 な対応 の重要性が報告 された｡
この ように,グループの参加者全員の話 は,新鮮で他 の参加者の興味関心 をひ く大変 中身の濃い
内容であった｡ また,その後の質問 も積極 的におこなわれ,予定 していた時間はあっとい う間に過
ぎ,先生方の表情か らも充実感が見て取れた｡後 日,講習参加者の ｢
講習 をとお して見 えて きたこ
と｣ についての レポー トを拝見 したが,同様 な感想が 目立 った｡
今 回の講習会 をとお して,児童 ･生徒 の発達段階に応 じた教科指導,生徒指導 また学校運営等の
課題や成果が,小 ･中 ･高の連続性の中か ら見 えて きた｡
最後 に, この講習の進行のお手伝 いをさせていただ き,大変貴重 な体験がで きた ことを神奈川大
学関係者 に感謝 申 し上 げたい｡
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｢ラウン ドテーブル｣ グループ支援者雑感
田中すみ子
｢
教育 は理想の追求｣｡ ラウン ドテーブルを振 り返 ると, これが究極 の結論であった と思われる

｡

異校種,年齢や地域の異 なる教員でのグループ討議 は,大変有意義 な もので,受講者 のみなさんに
も好評であった｡少人数のグループ編成 としたため,一人一人が 自分 の振 り返 りや思いを十分 に語
ることがで きた とい うことも,受講者の高い満足度につ なが ったのではないか と考 える

｡

現場での研修 は,学力向上のための教科 の指導法や生活指導の事例検証が中心であ り,いわゆる
ノウハ ウ的な要素が強い｡ しか し一方で,成育歴や家庭環境 に起 因す ると思われる生徒 の実態があ
る｡他 との コミュニケーシ ョンが とれない生徒が増 えている中で, もはや教員 としての役割 を越 え
た指導 を求め られているの も現実である｡その ような状況の中で,教員 自身の ｢
振 り返 り｣ とい う
取 り組みは実に画期的である｡いわゆる ｢
実績｣ と言 われる輝 か しい経歴ではな く,心の引 き出 し
の奥 においやって しまった ようなことを伝 え合い,互いに ｢なる程｣,｢や っぱ り｣ と共感す ること
により,今後の教員生活‑の糧 となったに違いない｡
私 自身,英語科 の教員 として,英語 を通 して豊かな人間性 を育みたい と研修 を重 ね,授業力向上
に取 り組 んでいるが, 目の前の現実は,
S
OSを発信 している生徒や保護者‑ の対応 に追われる日々
である｡教科 の専 門 として教員 になった中学校教員 に とっては,急速 に変化 している生徒 の実態,

1
6人に 1人が何 らかの発達障害 を抱 えているとい う状況 に戸惑いを感 じているの もまた事実であ り,
教育相談や臨床心理 に関する研修の必要性 を感 じている｡最近の問題行動 は,反社会的な ものか ら,
非社会的な ものがふ えている傾 向がある｡生徒一人一人に向 き合 って, じっ くり話 を聞いてあげた
いのにその時間が取れない｡子育てに悩 む親 はそれ を学校や教 師のせいにす ることによって, 自分
を責めることか ら回避 したが っている｡
｢
教員の資質 とは何か｣,｢
教員 の役割 とは何か｣ を改 めて考 える機会 となった今 回の教員免許更
新講習の ラウン ドテーブルは,受講 した教員 にとって有意義な ものであった と確信 している｡
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学 びあいの原点
千 田晴久
1 教 師が抱 えている課題 とは
現在,教 師にとって最 も厳 しいことは,失敗が絶対 に許 されな くなって きている とい うことであ
る｡ベテラン教員で も失敗 はある｡ ましてや若手教員が失敗 しないはずがない｡
しか し,失敗 は許 されないのである｡下手 をす ると教師生命 の命取 りになることさえある｡ゆ と
りのない環境 はス トレス を生み,人間関係 の悪化 を生むo各 自が 自分の ことで精一杯 で,お互いを
支 え合 うことが難 しい状況 になって しまっている｡ この ような中で,教師 としての 自分 のあるべ き
姿 を思い浮かべた り, 自分 としてめざすべ き教 師像 を見つけることは,非常 に難 しい と思 われる｡

2 オープンマイン ドな研修 は教師の活力 を生 む
今 回の免許更新者 を対象 とした研修 は,スキルや方法の習得 を 目的 とした ものではな く,各 自の
自己開示か ら始 まる,オープンマイン ドな研修であった と思 う｡それぞれの教 師が抱 えている課題
や生徒や学校 に対す る思い等 を熱 く語 ることがで きた｡課題や思いは解決 しな くていい ものである｡
語 ることによって理解や共感 をして もらうことが, これか らのエ ネルギー となるのである｡多 くの
教師の具体的な思い を間近 に感 じることによって,教 師は自分 自身を見つめ,振 り返 ることがで き
る｡教師は理論家ではな く,実践家 なのである｡熱い具体 的な体験談は,教 師の心 を熱 くす る｡今
まで見 えなかったあるべ き教 師像が見 えるきっかけ となる

｡

3 新たな研修の在 り方 について大学の役割
オープンマイン ドな研修 こそ,大学 にぜ ひお願い したい研修である｡大学 には教職 をめ ざす学生
達が大勢学 んでいる｡学校で教鞭 をとっている教 師が, これか ら教職 をめ ざそ うとす る学生 とデ ィ
スカ ッシ ョンす る機会 を多 く持つ ことがで きた らすば らしい と考 える｡教 師に してみれば, 自分の
実践や体験 を学生 に語 ることがで きる自己開示の良い機会 である｡学生 として も,現場の教師の生
の体験談 を目の当た りにす ることがで きる絶好の場である｡お互いが熱 く語 り合 うことが,明 日へ
のエネルギー となる｡教 師には,生徒 には語れない 自分 の教 師 としての在 るべ き姿や, 自分がめ ざ
すべ き教 師像 を語 る場が必要である｡ これを教職 をめ ざす学生達 と共有 しあ うことが,お互いに成
長す る大 きな きっかけ となると思 う｡ この様 な形態の研修 は,若手教員の研修 に も大いに役立つの
ではないか と考 える｡語 ることによって本人 も多 くを学ぶ ことがで きる｡ 自己 を見つめ直す よい き
っかけ となるはずである｡
この様 な各年代層 と大学の学生 とのデ ィスカ ッシ ョン形式の研修 をぜ ひ,実施 して欲 しい と考 え
る｡で きれば,あ らゆる校種の教 師 とともに実施で きる研修 を期待す る｡
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教員免許更新講習 を終 えて
成 島

烈

昨今 の教育環境の変化 は 目ま ぐる しい ものがあ り,生徒 の変化 も例外 ではない｡個性 の尊重が叫
ばれている今 日,昔か らの良 しとされていた教育活動や生徒指導の手段が通用 しな くなっている｡
温故知新 とい う言葉 に もある通 り,教職 に就いている者が今 までの道の りを振 り返 り,見識 を新
たにす るために講習 を受けるとい う意義 は十分 に理解で きる｡ただ,講習 を実施す る立場 にとって
みれば,何 をテーマ に,何 をどの ように,何 をどれだけ行 っていけば良いのかが問題 になるのだ と
思う

｡

今 回,更新講習 をお手伝い させて頂いたが,正直 な ところ不安 な面が大 きか った｡講習当 日に初
めて顔 を合 わせ, しか も,分野が小 ･中 ･高 ･特別支援 と多岐 にわた り,教職経験年数 も 1
0年か

0年 と幅が広い｡ グループのまとめ役 の私 は,私学勤務 とい う限定 された中での経験 しかない｡
ら3
果た して討議が成 り立つのか,お互いに定め られたテーマ について, 自己報告 をす るだけで終わっ
て しまうのではないか ?胃の痛む中で講習 を迎 えたのである｡
しか し,当初 の不安 は杷憂であった｡それぞれのお立場での先生方のお話 は,私 には新鮮 な もの
であ り, また,共感で きる ものであった｡ これは,私のグループに同席 されたすべ ての先生方の共
通のお気持 ちであろ うと思 っている｡そのため,討議 は活発 に進め られ,質問 も多 く,所定の時間
を超過す ることもしば しばであった｡討議 を進めてい く内に,私 自身が勉 強 させて頂 いていること
に気づいた｡
教員 は各 自の信念 に基づいて生徒 に接 しているが,その信念 は,その教員の 自己満足 に終 わって
しまう危険がある｡それは経験 を重ねていけば行 くほ ど ｢これで良いのだ‑｣ となって しまう｡大
事 なことは ｢これで良いのか ?｣ を考 えてい くことなのだ｡情勢の変化 は激 しい｡生徒 の変化 も激
しい｡私が生徒 の時分 に経験 した ことが,3
0年 も時 を隔てた現代 の生徒 には通用 しない｡下手 を
昔 は良かった‑｣ とぼや く自分 にな りかねない｡
すればこのまま自己満足 とい う鎧 を身にまとい,｢
将来,志 な く教員生活 を終 えてみた時に, 自己満足 の足跡 しか残 されていなかった ら,何 のために
自分 は教職 に就いたのか分か らない｡いかに現代 の生徒 を理解すべ きか｡いや,いかに現代の文化
を理解すべ きか｡その手助け として今 回の講習に参加で きたことを嬉 しく思 う｡
政権が替わ り,教員免許更新が廃止 される｡それはそれで結構 なことだ と個人的には思 うが,今
回の ような免許更新 のための講習ではな く, 自己のスキルア ップを図るための講習 として何 らかの
ものがあれば嬉 しい限 りである｡
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更新講習の支援者 としての感想
吉川

,

純

｣

今 回の支援者 としてのお話 をいただいてか ら ｢自分で良いのだろうか ? ｢ご迷惑 をおかけす る
だけでは ?｣ とい う不安が ほとんどで,当 日を迎 えま した｡
もちろん,昨年夏 に卒業生の教職経験者の話 し合 いに参加 させていただ き,支援者での模擬講習
(?) を体験 は してい ま したが,その中で も自分 の経験 は, 自分 にとってはご くご くあ りふれた も
ので した｡私の事情で直前の打ち合わせ に も出席で きず｡不安の中で当 日を迎 えま した｡
参加者の年齢 や中学校,高等学校 (
全 日,通信),養護学校 と校種 ･職種 の構成 な ど工夫が され
てお り,和やかな雰囲気 の中, 自己紹介か らラウン ドテーブルに入 りま した｡
話 は,学習課題 を抱 えた生徒 たち‑の対応が中心 とな りましたが,忙 しさに紛 れて とり辛 くなっ
ている職員間の連携の大切 さも,浮 き彫 りになって きま した｡ また,モ ンス ターペ ア レン トに代表
される,保護者 との対応 の難 しさも校種 ･職種 を超 えた共通の課題であることも再確認で きま した｡
先生方の体験 を縦糸 とす るならば,話 し合 うことで横糸が入 り, ラウン ドテーブルの内容が厚み
を帯 びた織物の ようになって くる不思議 な体験がで きま した｡

,｢測定で きない学力 を学校 で身につけさせ な くて も良いのか｣の指摘 には,

講義 1の関口先生の
形成的評価

(
｢
〜がで きる｣ を評価) に重点 を置いて きた私 としては,目か ら鱗が落ちる思いで した｡

,

講義 2(
二 日目)の閉山先生の講義 は ｢
等価交換 としての学 び｣が,受講生 にはインパ ク トが強 く,
学校づ くり｣のお話 は,学校 をどう作
言い得て妙だ との声 も聞かれま した｡講義 3の両角先生の ｢
るか,いろいろな人の協力 な くして学校がで き得 ない ことを再確認す る機会 とな りま した｡講義 4
の古屋先生のお話 は,課題 をかかえた子 どもたちに直接 関わる内容で, もっと詳 しく聞 きたい,時
間をとって質問を したい, と言 う受講者の声がほ とん どで した｡
最後の ｢グループでのふ り返 り｣では,教職員 をふ くめたお となのチームワークの大切 さ,特 に
｢
教職員 間が一枚岩 (
板) とな り,協力 し,生徒へ適確 に支援 してい くこと｣が まとめの課題 (
宿
題 ‑お土産) とな りま した｡
この感想 を読み返 してみると,支援者 とい うよ りは,受講者 に近い立場で参加 させていただいた
ように思い ます｡一月前 に私の事情で精神 的に落胆 していた ところで したが,受講者の皆 さんの,

｢
2
学期 も頑張 るぞ｣ の意気込み に触 れ,
｢
負 けてい られないぞ｡
｣ と元気 が 出て きた講習 にな りま
した｡ この ような機会 を与 えて くださった入江先生 をは じめ神奈川大学教職課程 関係 の先生方に感
謝 を し,感想 とさせていただ きます｡
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振 り返 り
渡連一郎
先 B,教員免許更新講習に関わ らせていただ きま した｡多 くの参加者の先生方か ら沢 山の意見 を
お伺い し,エネルギーを頂 きました｡免許更新講習の是非は別 として,教科指導 ･生徒指導 ･部活
指導 ･保護者対応等,教 師を取 り巻 く環境 は 日々忙 しさを増 してい るか と思 われます｡周 りと協調
しなが らも, 自らの指導方針 を持ち,生徒 の方向性 を示 していかか ナればな らない事 を念頭 に対応
して きたつ もりでい ます｡そんな経験 を持 ち寄 り,振 り返 り,今後の教職生活 に生か してい くこと
は, とて も有意義なことだ と思います｡
そj
tぞれ職場環境や経験年数が違 う小 グループで,テーマ を持 って,語 り合 う事 は近頃,職場で
はあ ま りみ られない光景,実 は職場で必要 とされる経験 なのではないか と言 った意見 もお聞 きしま
した｡｢
教員が学 び合 う｣環境 を作 ることは, とて も至難 とな り,例 え,研修会 を設 けて も参加す
る方 は,あま り熱心 になれず,仕方な く参加 している状況 もあるようです｡そ ういった現状 を踏 ま
え,昔の職員室 を思わせ る語 り合いは,ある種 の懐か しささえ感 じられま した｡若い先生方 に話 し
て くれた り,相手 をして くれる先生方の存在 も思いだ して しまいま した｡教員サ イ ドが心 に余裕 を
持 って,周囲 と触 れあ うことが必要 なのではないか,勿論,教員対教員の仲 で も,少 しの余裕 を持
ち,相対 していけば,互いの向上あるいは励 ま し合いに通 じるようになるのではないか と思われま
す｡ コミュニケーシ ョンが必要 とされるのは,生徒 ばか りではな く教員同士や職員室で も求め られ
ているのではないで しょうか｡

ha
ngeで更新講習が終 わって しまうことは残念 だ と思い ます｡政策が大 き く変 わる事
政治的な c
はいいのですが ,1
0年一 区切 りと考 え,更新 を我 々は必要 としてい るのか とい う議論 はまだ続 く
のではないか と思い ます｡時々,マス コミや新 聞紙面 を賑 わす ような事件がある度 に教貞の資質が
問われる昨今です｡教員数 も多 くなるとい くら管理職が多 くて も把捉 しきれない現状 もあるのでは
ないで しょうか｡ これか らも一部の心 ない教員 によって多数の教員のステイタスが問われる事が な
い ように期待 してい ます｡それか ら,本来の教員の業務以外 のことが年 々多 くな り,身体的にきつ
い業務 内容 となってい ます｡心 にゆ とりを持 ち,生徒 に接す ることがで きるように してい きたい｡
限 られた時間を有効 に使 ってい くように改善 してい く事 も必要 なことといえるのではないだろうか｡
今 回の更新講習 に参加 し多 くのことを考 えさせ られ ま した｡
これか らの教員生活 に生か してい きたい と思 っています｡
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2
0
0
9年教員免許状更新講習 に参加 して
石 川勇喜
教育現場の先生方 と直接向 き合 って話 し合 える絶好の機会 として,今 回の講習 に参加 で きること
を楽 しみに していま した｡私が担当 した班 は 6人の先生方で校種,教職歴,年齢,性別 も異 な り,
それぞれの立場か ら現在抱 えている課題や悩み を率直に出 し合 って意見交換 を しま した｡
初 日の参加者が 自分の教職生活 をふ り返 る ｢ラウン ドテーブル｣では,先生方一人 ひ とりの思い
や願いが こめ られた発表で,白熱 した意見交換がで きました｡その中で,現在抱 えている問題で特
に印象 に残 ったのは,3
0代 の先生方か らは,学級づ くり,保護者対応,授業作 りや勉 強のための

0代 の先生方か らは,教 職生活 を取 り巻 く環境変化へ の対応 ,5
0代 の先生 か らは,時
時間確保 ,4
代 とのギ ャップ, 自分 自身の固 くなった思考, クラスの生徒 の対応,発達障害児 の対応,若手の育
成 な どで した｡それぞれの世代の違いか ら抱 えている問題 は様 々ですが, どれ一つ とって も教育活
動 にとっては重要 な課題であ り,正面か ら向かい合 って取 り組 んでいかなければな らないことです｡
参加者全員が 自分の意見や考 えを述べ合 って意見交換 しているのを聴いて,本当に先生方 は児童生
徒 と向 き合い,それぞれの学校で精一杯努力 されて取 り組 まれていることがわか りま した｡
今 回の ｢ラウン ドテーブル｣は,参加者 自身が 自分の考 えや意見 を話す ことがで き, またそれに
ついていろいろな意見 をもらえ, とて も有意義 なことだ と思い ま した｡実際に参加者 も 3世代 の教
員の意見 を聞 くことがで き勉強になった,それぞれの立場で経験 して きたことや考 えていることを
語 り,聴 き合 うことは非常 に有意義であった,教育の中心 にあるのは人間であることが確認で きた

等, とて も自分 自身の勉強になった と話 されていま した｡

2日目は講義 中心で,十分 なグループ討議 はで きなかったが,最後 のグループ討議 の時 に,最初
の 自己紹介で 自分 は今 回の研修 には参加 した くなか った, と話 していた先生 も自分 自身の悩みや課
題 を話 し,意見交換 しているうちに,今 回の研修 に参加 して様 々な立場の先生方か ら,話 を聴 くこ
とがで きて良かった と話 されていた｡
最後 に全体 を振 り返 ってみて,教員免許更新講習が現場 の先生方 に必要である, とい うな ら,国
の政策 として,予算 と時間を確保 して実施すべ きものであって,更新者が 自己負担 をして,いやい
や講習 をうけるのでは意味が ない と思いま した｡担当 した班の先生方か ら,現場の悩みや課題 を話
せ た ｢ラウン ドテーブル｣の ような研修 は とて も有意義であ り,参加 して良かった とい う一言は と
て もうれ しく思いました｡
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ラウン ドテーブルか ら見 えた こと
小林一彦
粁余 曲折の末の ｢
教貞免許更新制度｣｡大学側が講習 を引 き受 けるについては,様 々な懸念,課
題が指摘 されたであろう｡やるか らには ｢
受講者か ら受けて良か った といわれるような｣講習,
｢自
ら教職‑の新 たな意欲 と力 につなが り,明 日か らの教育実践 に生 きる｣講習 に しようと,学内で知
恵 を絞 って企画 し,練 り上げた ものであろう｡その中か ら ｢ラウン ドテーブル｣方式が生み出され
た と理解 している

｡

ラウン ドテーブルの ｢
支援者｣ としての体験か ら,見 えたこと,感 じた ことを少 し記 してお きた

い｡
(
1
)｢省察 ｣ (
教職生活の振 り返 り) を通 して教職への意欲 を再喚起す ることは,更新講習の第‑
のね らいであった｡ ラウン ドテーブルでは,教貞 としての これ までの歩み を振 り返 り, どんな壁 に
ぶつか り, どんな喜 びや充実感 を得,そ して今,何 に悩み どんな課題 に直面 してい るか,｢
赤裸 々
な自分｣ を互いに語 り合 う｡
荒れた生徒,めげそ うな自分 を奮い立たせて,毎 日生徒 と真向 う教員｡指導法 に迷いなが らも,
今や っと自分の取組 に確 かな手応 えと自信が持てるようになって きた教員｡ス トレス多 く切れやす
い子 どもたちの現状の中で ｢もっと子 どもたちを信 じる｣学級経営 を模索す る教員｡学力向上 を最
重点 とす る進学校 で,部活の両立,個性 と信頼関係 を大切 に した指導 に取 り組 む教員｡基礎学力不
足 や家庭事情 を抱 える生徒への きめ細かい指導 に心 を砕 き,公立 とは違 った経営的感覚 も要請 され
る教員｡
普段経験 で きない異校種の教員 とのグループ研修 ･ラウン ドテーブルは本当に貴重だ と受講者か
らの感想が多い｡異校種,異年齢 の男女教員や支援者が,互いの悩み,思い,願いをシェア‑す る
ことによって,｢
教職生活の振 り返 り｣はよ り深め られる｡
悩 んでいるのは 自分 だけではない｡ こんな努力 を している教員 もいるのか｡ もっと広い違 った視
点か ら見つめ直せ る｡子 どもたちの成長 と課題 を,小 中高 を通 した長いスパ ンで捉 えることがで き
る｡そ して,なによ りも,忙 しさ厳 しさの中で,忘れかけていた初心が蘇 るとともに,教員 として
の 自分 の今現在の立ち位置 を心 に刻 むことはで きる｡
(
2) ラウン ドテーブルか ら見 えるのは,教育改革の対応 に追われる教員の姿であ り,高遇 な理想

を語 る前 に, 目の前 にいる子 どもたちの課題解決 に悩みなが らも必死で取 り組 む教員の姿である｡
強 まる管理,保護者対応｡ もっと欲 しい生徒 との触 れ合い,教材研究の時間,教委か らの支援｡教
貞 として力量不足 も痛感,本当は もっともっと受けたい実践 に役立つ研修｡見 えて くるのは, こう
した ｢
教 師｣ としての思いであ り願いである｡
ラウン ドテーブル方式は,受け身の ｢
講習｣ を積極的な ｢
研修｣に変 えることがで きる｡
教員の願い と教育現場 の声 を生か した参加型 ･双方向型 ｢
研修｣ にす ることがで きる｡｢ラウン
ドテーブル｣か ら発信 されることは, もっと多様 にあると思 う｡
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神奈川大学 における教員免許更新講習の取 り組み

免許更新講習 を経験 して考 えた こと
‑ なぜ,受講者の評価が高かったか ?一

鈴木

浩

今 回,更新講習 を受講 した教 師たちか らの評判が非常 に高かった｡｢
更新講習 とい う制度 には賛
成で きないが,今 回の講習は よい研修 となった｣｢また,機会があった ら参加 したい｣ とい う声が
多数聞かれた｡ こうした声が聞かれた背景 に,教 師は学 びたい とい う気持 ちがあ りなが ら,なかな
かその機会が与 えられていなかった とい うことが考 えられるのではないか｡ さらに,教委等のいわ
ゆる ｢
官製研修｣ に対 して,｢つ まらない｣｢
役 に立たない｣ といった負のイメージがあったのでは
ないか｡
これに対 して,今 回,神奈川大学が提供 した講習 (
一種 の研修 と捉 える)は,普段教 師が受 けて
いる研修 と何かが違 ったか らであることが予想 される｡では,一体何が違 っていたのだろうか｡
まず,われわれが参加 している教委等が行 う研修 を思い出 してみ よう｡ こうした研修 は,指導主
事 レベルの企画 ･立案 した ものが多 く,内容的な専 門性が低 い場合 も多い｡大学の研究者 を呼んで
くる場合 は,内容的にある一定の専 門性 は保障 されるが,講演 のみのケースがほ とん どで,一方通
行 の研修 となる｡ また,研修 テーマ も一方的に設定 された もの となっていて,必ず しも受講者の興
味や学校 の今 日的な課題 に合致 しない場合 も多い｡ さらに,教育研究会 の各部会 に ｢
丸投 げ｣の研
修 も多 く,そ うい う場合 は,現場教 師が多忙 中で,なん とか運営 している実情があ り,研修相互 の
関連 な どが考慮 されることは少 ない｡
これに対 して,今 回の更新講習 を比べてみ よう｡文部科学省か らの指定 された内容の範囲の中で,
非常 に工夫 されたメニューが用意 されたことが, まず,ポイ ン トといえる｡研究者 の視点か ら,学
校教育が抱 える今 日的な課題 を捉 え,それ を事前 に ｢
現場の支援者｣ と相談 をしなが ら,講座 を設
定 したことが,講習全体の流れを用意 した｡
次 に,｢
支援者｣の存在である｡教員の O
B,現職の教員が支援者 として加 わったことで,研究者
の講義 も ｢
肺 に落 ちる｣ ことになった｡実際 に現場で働いていた, また,硯 に働 いている仲 間のサ
ポー トは,受講者 に安心感 を与 えることになった と思われる｡
そ して,何 よ りも大事 なことは,受講者が 自らについて語 ることが, この講習のメイ ンであった
ことであろう｡ 自らが主人公の研修場面が組み込 まれることで,講習全体への参加意欲が飛躍 的に
高 まった とい うことがで きると思 う｡ 自らが語 る時間を保障 されていること｡それ を受け止めて も
らえることの喜 び｡参加者が相互 に敬意 をもって学 びあえる場｡ こうしたことが保障 されたことを
評価が高かった要因であった と考 えたい｡ベテランの受講者が, 自身の教職生活 を ｢まるごと｣伝
えるとき,そ こに教 師 としての誇 りや 自信が疹み出て きて, 自然 に参加者相互 に尊敬 の まなざ しが
交わされるラウン ドテーブルが出来あがった｡
今 回の講習は,受け止めること,伝 えること, まとめることの連続であった とも言 える｡それを,
受講者,支援者,講師全 てが立場 を変 えて相互 に行 ったことに, これか らの教員研修 のあ り方の ヒ
ン トがあるようにも感 じた｡
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ラウン ドテーブル進行 の感想
関

範夫

まず大 きな成果 を挙 げた今講習会 の企画の素晴 らしさに感謝 したい｡特 にラウン ドテーブル設定
は,受講生 に意欲 を与 え,進行 をや り易 くす るもの となった｡感想 を簡単 にまとめてみた｡
(
受講生の真面 目さ)
事前 に各 自が用意 した ｢
教職生活 をふ り返 って｣の内容 を読 んで も,いかに も教 師 らしい凡帳面
さが伝 わって きた｡討論 に入 ってみて も本物であった｡話 し合い を重 ねる毎 に,誰 もが真剣 に取 り
組 む姿勢 は嬉 しくもあ り頼 もしい ものであった｡
また,区切 り毎の レポー トに も熱心 に記入 していた｡近年 はパ ソコン入力が大半 になっているが,
手書 きはいい経験 になったようだ｡そのためか,国語辞書 を持参 した方がいた ことが印象 に残 った｡
(日頃の交流のなさを痛感)
わが グループのみな らず全 ての受講生が異 口同音 に発 したことは, こうした情報交換が よかった
とい うことである｡裏 を返せ ば, 日常生活 において如何 にかけてい るか とい うことであ る｡2
0年
程前か ら自分 な りに危倶 していたことは,校 内において先生 同士の さ りげない交流が少 な くなって
きているとい うことであった｡ベテラン教 師,中堅教 師,経験浅い教 師,それぞれの持 ち味や役割
があるはずである｡ ところが,理 由は数多 くあろうが,昔 と比 して コミュニケーシ ョンが極端 に少
な くなっていることは事実である｡｢
現職教育｣ とい う言葉 さえ死語 に近 くなった と感 じている｡
こうした現実の反動か らか,グループの先生方 はまるで ｢
水 を得 た魚｣の ように活発 に話 し合 い
盛 り上が った｡学校 内における交流のなさを悩み問題視す る発言 も多 く出された｡
さらに,他校 間 との情報交換や連携 も十分ではない｡ ましてや,異校種 間の連携 は皆無 に近い よ
うである｡児童生徒 の発達段階 を理解す るには必要不可欠 とい う捉 え方 を再認識 した ことは大 きな
収穫 となった ようである｡
(
受講生の嬉 しい感想)
現実の厳 しさや苦悩する教 師等,話 し合 いは盛 り上が ったが,誰 もが プラス思考 を持 って終了 し
たことが嬉 しかった｡ 日頃,弱音や愚痴,悩み等 を話 し合 う機会が ない ようである｡今 回十分 とは
言 えないが少 しで も飾 ることな く胸 の うちを吐露で きた ようである｡ この ことで, 自分 を見つめ直
し希望 を掲 げる契機 になったことは嬉 しい限 りである｡
｢
教 師になった初心 を思い出 した｣｢
子 どもを愛す るとい う原点 を忘 れていた｣｢
苦悩 しているの
は自分 ばか りでない ことが分か り,意欲が沸 いて きた｣｢
改めて教師の使命の重 さ尊 さを実感 した｣
｢自己再生へのス ター トとしたい｣等 々,わずか二 日間であったが,教 師魂が 目覚め,磨かれた こ
とは事実である｡
そ して,｢
神大の ような講習な らば,他 の先生方 に も受 けさせてや りたい｣ とい う全員の感想 は,
この講習会 を企画運営 された先生方への ご褒美 と思われた｡
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神奈川大学 における教員免許更新講習の取 り組み

充実感の もてる研修 の必要性
高橋 和男
今 臥 神奈川大学 における教員免許状更新講習の講習支援者 として参加 し,グループ討議 にかか
わる中で,あ らためて ｢
教員生活の振 り返 り｣の大切 さを痛感 した｡
,公立 中学校 1
,公立小学校 1
,私立
私 の担 当 したグルー プ (5名) の各所属校 は,公立高校 2

0年次研修 2,2
0年次研修 1
,3
0年次研修 2と多様
中高校 1であった｡ また,経験年数 を見 る と 1
であ り,それぞれの経験や立場 に立っての意見交換や,各 自の振 り返 りが報告 された｡
｢
教員生活の振 り返 り｣では, これ までの経験 をあ らためて振 り返 ること自体が, 自分 自身の実
践 に対す る評価や今後の各 自の課題 を発見す るために大切 なプロセスであった ようだ｡ しか も,グ
視野が広が り,今後の教貞生活 に
ループ内で異校種,異年齢 の多様 な経験 を交換 し合 うことで,｢
生かせ る成果が あった｡
｣ とい う感想 も聞かれた｡校種 による課題 の違 い もあれば,共通の普遍的
な課題 もあったが,常 に指導技術 を向上 させてい くことの必要性や,校 内における自分の位置づけ
の変化 に気づ きその立場 にふ さわ しい動 きを求め られること,気迫 と丁寧 さを兼ね備 えて指導 に当
たることや子 どもを信 じほめることな ど,教 師 としての基本的姿勢 をあ らためて見直 し,確認で き
た ようである｡
また,各講義 を聞いた後の意見交換で も,それぞれの聞 き方や解釈,経験の違い等か らくる個性
ある考 え方 を交換で き,各受講生の研修成果の幅が広が ったように思 う｡
受講者 アンケー トを見 ると, レクチ ャー一辺倒 の受身的講習だけではな く,一人 ひ とりが主役 に
なれて,話 し,聞 き,意見 を交換で きる今 回の ような小 グループによる形式が,非常 に効果的であ
ることがわかる｡
教員免許状更新講習の今後の存続 は微妙であるが,学校現場が多忙 な中であって も,受講者が充
実感 をもって終 えられる研修の企画が求め られていることを実感 した 2日間であった｡
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教員免許更新講習 を終 えて
本 間利 夫
本年度神奈川大学の教員免許更新講習 に関与で きた ことは,何 よ りも私 自身が学 び考 えることが
多 くあ り, この ような場 を与 えていただいたことに感謝いた します｡以下感想のい くつか を述べて
み ます｡
1 良い評価 を得 られた原因は何か
一言でい うな ら今津 さんのい う ｢
経験省察型学習ス タイル｣ (
岩波 ブ ックレッ ト 『
教員免許更新
制 を問 う』p.
5
9
) を採 ったことにあると思 う｡具体的には,教師生活の振 り返 り, ラウン ドテーブ
ル,具体的 ･実践的な講義内容,講義後のグループ討議,グループ支援者 に学校現場経験者 をあて
たことなどが参加者の受講満足度 を高めたことは参加者の感想か らわか る｡企画 された入江先生 に
頭が下が る｡

2 現場の教師は話 し合いを欲 している
参加者が当初予想 した よ りも自分 の思いや悩み をさらけだ し語 り合 いが盛 り上が った｡私の班の

5
5歳 の参加者が ｢こんなに自分が話せ る とは思わなか った｣ と語 ったのが象徴 的であった｡裏返
せば,いかに今 の学校現場では教員 同士の本音 の語 り合 いが なされていないか とい うことである｡
教育改革の名の もと競争原理,成果主義な ど強 まる教員管理の中で一人ひと りが分断 されている証
であ り教育界 に身を置いた者 として責任 を感 じる｡

3 異校種 間の情報交換 の大切 さ
ほ とん どの参加者が良かった点 としてグループ構成が異校種 メ ンバーであった ことをあげた｡高
校生 は小学校,中学校教育があっての今 であ り,小学生 の近未来が中学,高校教育であることを改
めて確認 し情報 を交換で きたことは,参加者の今後の実践 に必ず役立つ｡ これ までの官製研修 にほ
とん ど無いのが不思議である｡大学が仲介 して縦 に結 びつ く研修 を企画す ることがで きることが実
証 された といえる｡

4 学校管理職 こそが研修 のあ り方 を研修 しなければ
校長,副校長の仕事 に教員の力量や意欲 を高めることがある｡その場合,校 内研修 は重要 な機会
である｡ ところが本当に充実 した研修がなかなかで きていないのが現状である｡今 回の講習の成功
を体験 し,研修責任者である管理職が もっと研修のあ り方 について学ぶ機会 をもたなければの思い
を強 くもった｡教育課題別は もちろん年代別の研修 をいか に有効 に行 うかが学校管理職の責務であ
る｡ とくにひ しめ く5
0代教員 については,官製研修 はほ とん どない中で,いか に彼 らに ｢学校 で
のまとめ役｣ としての役割が発揮 で きるよう定年 まで 自己研鐙 をとげるための校 内研修がで きるか
は学校経営の重要課題である｡大学 もそのための協力者 とな りえないか｡
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ともにグループ学習 をつ くり出す支援者 となって
小藤 俊樹
(
∋支援者の依頼 を受けた ときの 自分の思い
誠 に勝手 なことなが ら, 自分 自身の教員生活 を振 り返 り, また,異校種 の教員 と交流す ることで,
自分 自身が成長で きるような,その ような ｢
場｣ になるな らば, との思いか ら引 き受 けた｡
(
参支援者の役割 について
今 回の支援者の役割 については,事前の打 ち合せ までやや不明瞭 な ところがあった｡それは,支
援者はグループワークの司会者 なのか, リーダーなのか,ア ドバ イザーなのか, フアシ リテ一 夕‑
なのか, とい う点である｡支援者 と言 って も,大学の教員 (
教員経験者の非常勤講師 を含 める),
大学の卒業生で協力す る教員,そ して私 の ような大学 に関係 のない現職教員 な ど様 々な立場か ら集
め られている｡ また,特 に今 回の講習のためにグループワーク研修 を受 けているわけでないので,
致 し方 ない ところがあったが,結局は, プログラムの進行 を守れば,あ とは ｢それぞれの支援員が
や りやすい ようにや る｣ とい うアバ ウ トな指示が出された｡そのため,それぞれの支援員が 自分の
ス タイルで講習 を進めることとな り,結局 はそれが功 を奏 したのだ と思 う｡私 自身は受講者が教員
生活の振 り返 りを発表 し,意見交換 を行 う場面はフアシリテ一夕‑ として, また,最後 に支援者 自
身が教員生活の振 り返 りを発表 し,質疑応答す る場面では, 自己啓発の事例提供,及び,学習者の
皆 さんの発表に係 わるア ドバ イス を行 うア ドバ イザー としてグループワークに係 わることに した｡
(
彰グループワークでの工夫
学習者同士 は初めて出会 う方ばか りであ り, 自分 の教員生活 を振 り返 る (‑自己公 開) とい うこ
とか ら,出会いの場面 を重要視 し, ワークシ ョップのは じめによ く行 われるアイスブ レーキ ングと
呼 ばれるアクテ ィビテ ィーを用意 した｡緊張感 を解 き,メ ンバ ーの人柄 を注意深 く観察 し,想像す
ることがで き,人間関係 をつ くる ｢
準備運動｣ としては効果的であった｡
④講習 を終 えて
受講生の皆 さんは,教員 としての 自分 を成長 させて くれた り,教員生活 を送 る上での心の支 えと
なっている, 自分 な りの ｢
座右 の銘｣や語 るべ き ｢
エ ピソー ド｣ を持 っていた｡一緒 に語 った仲 間
として, これ らの ｢
言葉｣ を交換で きところに,受講生の満足度が高か った要因があるような気が
す る｡ また,本来は校 内で共有すべ きこれ らの貴重 な ｢
言葉｣が,現在,共有で きていない ところ
に,教育現場の課題があるように も思 えた｡
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更新講習のグループ支援者 になって
岩淳啓子
1 グループ支援者 としての準備
必修講習のグループ支援者 を依頼 されたまではよか ったのですが,関係者が集 まって模擬講習 を
開 くことにな り,私 も受講者 と同様 ｢
教育の省察｣ をテーマ とす る レポー トを作成す ることにな り
ました｡ まさか, レポー トを作 らされるとは･
･
･
仕方な く私 は 『
公立 中学校教員経験 の フィル ターを
通 して見た大学 と大学生』のテーマで レポー ト2枚 にまとめま した｡ しか し, この ことは私 にとっ
て改めて 日頃の任務 を見直す契機 になった と同時に,受講す る教員の気持 ちを何度で きた こと, ま
たグループ支援者 としての認識 と自覚 を深め られた と思 ってい ます｡
2 異校種異年齢のグループ討議の難 しさ

グループ構成 は,小 ･中 ･高校 の年齢や教科 も異 な り,養護教諭 も含 まれる 6人です｡
受講者の立場や学校環境が異 な り,興味や関心が必ず しも共通ではないので,司会進行役の努力 な
振
しでは討議が形式化 して しまう心配があ りま した｡ これ を克服す るためには, まず私が 6人の "
り返 り" に強い興味 と関心 を抱 き, 自らのモラールを高めて討議 に臨むことだ と気づか されま した｡

3 二 日間で築かれた ｢同 じ釜の飯 を食 う仲 間｣意識,豊かな気づ き
始めるに当たって,内容 は守秘義務 を要す る ものがあること,討議 は異枚種 の学校環境 に関心 を
持 ち,互いに深め られるような発言 に努めることな どをお願い しま した｡私が グループ支援者 な ら,
受講者 6人それぞれ発表者の支援者 になっていただ くのです｡その結果,｢同 じメ ンバ ーで討議 を
行 えたこと｡その中か らた くさんの ヒン トや元気 (
前向 きな気持 ち) をもらえたのが, この講習 を
うけて よか ったことです｡
｣ と述べた教員 の気持 ちに凝縮 されている ように,強い仲 間意識が出来
上が り心の繋が りを見出 した ようです｡
小学校 の教員 は,中 ･高校 の教員の話 をとお して小学校 で何 をすべ きか,中 ･高校 の教員 は,チ
どもの成長過程 の実態 を知 り, これか らの教育の資を得 た との ことで した｡或 る若い先生が ｢
大変
なのは自分 だけではな く,誰 もが大変な ところを乗 り越 えた り,今 も問題意識 を持 ち続 けているの
を知 り, 自分の肩 に重 くのっていた ものが随分軽 くな りま した｡誰 もが苦労 を経 ていることを理解
で きる と心が開かれ,一人ではない こ とに気づ きうま く先生方 と連携 で きそ うな気持 ちにな りま
す｡｣ と感想 を述べてい ました｡
受講者の ｢
分かった｣ こと‑の喜 びが直 に伝 わって きた久 々の新鮮 な体験 は,教職課程 における
学生教育 に如何 に生か してい くかが これか らの私の課題であると思い ま した｡
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グルー プデ ィス カ ッシ ョンの記録
荻野佳代子
グループデ ィスカ ッシ ョンはまず,各先生方が ｢
教職生活の振 り返 り｣ について話 をされ,その
現
後 自由にデ ィスカ ッシ ョンをす る形 で進め られた｡私達のグループで特 に話題 となったのは,｢
在 の課題｣ として挙が った,観点別評価や二期制の導入 な ど新 しいシステムを現場で導入,運用す
るうえでの困難や疑問点 についてであった｡先生方 はこれ らについて共感 した り,困難 に対処す る
上での具体的な工夫 を紹介 しあった りしていた｡特 に先生方 は校種や担当教科がそれぞれ異 なるた
め,あ る先生が疑問に感 じていることに対 し,他 の先生 は ｢(
その場 に適 した)直接 的な問題解決
法｣ とは異 なる,少 し違 った角度か らの話 をされることになる｡ この ことが先生方 にとっては逆 に
新鮮 であ り,問題意識 を共有す るだけでな く, さらには問題 を傭 撤 して ｢
教育 とは｣｢
教員 のあ り
方 とは｣ といった, より根源的な問題 を考 える契機 に もなっていた ように思われた｡
デ ィスカ ッシ ョンを伺 っていて私が感 じたことは,先生方 にとっては 日々の,一見 ささいな出来
事や問題 に関す る情報 を交換 で きる場が実 は大切 なのではないか, とい うことである｡｢こうい う
時 どう した らよいのだろ う｣ とい う疑 問は特 に新 しい仕事 や場面 では必ずあ る と思 うが,普段 は
｢
忙 しい他の先生の時間を割いて 『
相談』す るほ どで もない し｣ な どと胸 に しまってお くことが多
いのではないだろうか｡今 回は,それを気兼ねな く出 しあえたことが,先生方 に とって個 々の問題
解決に とどまらない意味 を持ち,後 に ｢自由に話がで きて よかった｣
,｢校種や担当教科が違 って も
違和感 な く話がで きた｣ と振 り返 られていたことにつなが るように感 じた｡
一方私 は当初 ｢
教職生活の振 り返 り｣の後 は,各先生方が時間軸 (
ライフスパ ン)でキ ャリアを
見渡 しての話 し合いになるか と考 えていたが,実際 この話題 は少 なかった｡それには,グループ支
援者である私 に教職経験がないことを含め,私の力量不足 によるものではなか ったか,反省 を して
いる｡ もしそ うした話 し合いになった場合 には,出 された論点 を整理 し,論点別 に議論 を深めるこ
ともで きたであろう｡例 えば私達のグループには,育児 ･介護 との両立 を経験 されている方が多 く,
この点 に絞 るとい う方法 もあった と思われる｡ただ し,論点別 に議論 を深める時には,それに関心
のある者同士,あるいは同 じ年代 同士 など,グループを組み替 えて議論 をす るとよ り効果的か もし
れない｡
今 臥 私 にとっては現場の先生方の経験 をお伺 いす る貴重 な機会 となった｡デ ィスカッシ ョンの
中ではコーデ ィネーター役 をしつつ,一方大学生 と向 き合 う教員 として話 に参加 したい, しようと
す る自分がいた｡ グループの先生方には,支援者である私 にも,教育 について考 え成長す る機会 を
与 えて頂いたことを心 より感謝 している｡
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