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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 1
2時 間) には,以下 の 2
0名 の グルー プ支援者 (
入江 を加 える と 2
1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｡
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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 ,53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‑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,今後の教員生活への糧 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

,S
O
Sを発信 している生徒 や保護者への対応 に追われる 日々

に取 り組 んでいるが, 目の前の現実は

である｡教科 の専 門 と して教貞 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｡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‑
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 臥 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
すればこの まま自己満足 とい う鎧 を身にまとい,｢
昔 は良かった･
‑｣ とぼや く自分 にな りかねない｡
将来,憲 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｡
講義 1の関口先生の,｢
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,

(
｢
〜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)の間山先生の講義 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,

形成的評価

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
渡追一郎
先 日,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 していかなければな 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｡
それ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｡
政治的な c
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

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
はいいのですが ,1
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 に教員の資質が
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 も把撞 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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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
時間確保 ,4
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
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
符 余 曲折 の末の ｢
教 員免許更新制度｣｡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 の第一
のね らいであった｡ ラウ ン ドテーブルでは,教員 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,高連 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
員 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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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 ?I

鈴木

浩

今 臥 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,現 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‑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 自信が濠み出て 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 日
動 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
改めて教 師の使命の重 さ尊 さを実感 した｣
は自分 ばか りでない ことが分か り,意欲が沸いて きた｣｢
｢自己再生‑ 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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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 ｢
教貞生活の振 り返 り｣の大切 さを痛感 した｡
私 の担 当 したグループ (5名)の各所属校 は,公立高校 2,公立 中学校 1
,公立小学校 1,私立
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
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,｢
視 野が広が り,今後の教員生活 に
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 じはめることな 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 の教貞免許更新講習 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 『
教貞免許更新
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｡
②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,それぞれの支援貞が 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｡
(
丑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 ｢
準備連動｣ としては効果的であった｡
(
彰講習 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
岩揮啓子
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
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 "
振
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,討議は異校種 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,千
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
その場 に適 した)直接 的な問題解決
め,ある先生が疑問に感 じてい ることに対 し,他 の先生 は ｢(
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
教員 のあ り
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 を傭轍 して ｢
教育 とは｣｢
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
校種 や担当教科が違 って も
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｣,｢
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 回,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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