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教師 としての悩み と成長
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会の意義 を感 じることができた｡ そ こで今 回 も

企画主 旨

パネルデ ィスカ ッシ ョンの後 に同様 の形式 を取
現在子 どもや 保護者 の変化の中で,学校現場

り入れ ることと した｡ 卒業生の先生方が相互に

がかかえる課題 は多岐にわたってい る｡ しか し,

教職 の場 を見つ め直 し,元気 になって帰 ってい

昨今 は職場 あるいは職場 を離れた場 で教師が相

けるよ うな交流会 をめ ざ したい と考 えた｡
話題提供者 と しては本学卒業生 の 3人の先生

互に交流 しあい,教職 ,職場 を見つめ直す機会
が充分 ではない と言われ ている｡ またベテ ラン

方に依頼 を した｡
岩根宏先生は小学校教員 の

と若手 をつな ぐ位置 にあって,職場 の集 団 と し

側

ら,長年不登校

ての効力感 を高めるべ き位置にある中堅層 は,

問題 に深 く関わ られ ,NPO法人事務局長 とし

人数的に も非常に少 ない状況にある｡そのなか

て支援 に取 り組 んでお られ る｡教育現場での教

で同僚性 の支 えを得 られず に苦闘す る若 き教師

育相談において,教員 の相 談に も対応 してお ら

も多いのではないだろ うか｡

れ る｡

神奈川大学教職課程 では,2007
年 か ら3年間,

長 島和広先生は人数的に少 ない30代後半教員

卒業生の先生方 の協力の もと,質問紙 ･イ ンタ

であ り,中学校社会科担 当,現在 は教育委員会

ビューによる共 同研究に よ り教師 と しての悩み

指導主事 と して教員 の研修や 育成 に関わってお

と成長のあ りよ うを検討 してきた｡ そ こか ら大

られ る｡

学の役割 として,教員養成,教師の育 ちについ

小野啓之先生 は神 奈川大学教職課程指導室員

て現場の先生方 と共に考 える機会 をもつ必要性

を勤 めた後 ,現在小学校 の教員 2年 目,若 き教

が課題 と して見 えてきた｡ 同時に同窓であ られ

師 と して奮闘中である｡ その正直な思 いを伝 え

る先生方がつなが り合 う機会の充実 に貢献 して

ていただ き,｢
教師 が育つ とい うこ と｣ につい

い く意義が見出 され た｡ そ こか ら,神大卒の若

て考 えあ う素材 を提供 していただいた｡

い教師たち,教師 を志望す る学生の育 ちにつ な

それぞれの立場か らの思いを語 っていただき,

が ってい くとい う,卒業生 と大学 との交流の循

それ を受 けて小 グルー プで 自由な意見交換 を行

環が生まれ ることが期待 され る｡

い,教職 に関す る 日頃の思 いを交流 し合 った｡

2009年夏の教員免許状更新講習必修科 目にお
いては,入江教授をコーデ ィネーターに小グルー
プで受講者 それぞれのふ り返 りを実施 した｡ そ
の際,職場 を離れ て語 り合 い教職 をふ り返 る機
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い ものです｡
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教育研究交流会に参加 して
(
岩根
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先 日,新宿 区立小学校 の新採 教員 の 自殺 をめ

宏)

ぐる新 聞記事 を読み ま した｡ 学級 が うま くいか
ず ,保護者 か ら追及 され た若 い女教師 は, 自殺

学校現場 は, また今年 の春 も多 くの新規採用

して しまいま した｡ なぜ , こんな不幸 な事件 を

の教職員 を迎 え入れ ま した｡私 の勤務 してい る

防げなか ったので しょ うか｡ すべ て若 い教師の

市 では,新採 5年 目までの若手教員 が全体 の四

自己責任 なので しょ うか｡ そ うではないはず で

分 の‑ を超 えま した｡私 も含 めた5
0代の教員 が,

す｡

次々 と定年 を迎 え,現場 は確実 に若返 ってい き
ます｡

教師 にな りたての若者 が,ベテ ラン と同 じよ

私 の勤務校 は,市内で も一番子 どもの数 の少

うに実践す ることはで きませ ん｡ うま くいかな

日学級 ,約 260名 ) です｡ 担任
な い小規模校 (

い事,失敗す る事がた くさん あ るはず です｡ そ

11
名 中, 4名 は勤務年数 5年 目までの若 手が 占

んな時 に,周 りか ら支 えて力 にな るのが,教職

めています.現在 6年 生 を担任 しています が,

員集 団 (
同僚性) ではないで しょ うか｡

同学年 を組 む同僚 も,新採 4年 目の若 手 です｡

教育 とい う仕事 は ｢
共 同｣ して こそで きるも

同僚 の A さんは,私 と同 じ年 に現在 の勤務校 に

の｡ ベテ ランも中堅 も若 手 も,それ ぞれ が 自分

来 たので,新採 の時か ら知 っています｡

の持 ち味 を発揮 してい く事が必要です｡若 手 に

同学年 を組 むの も今年 で 3年 目なので,い く

しかで きない こともた くさん あ ります｡ それ ぞ

らか気心が知れ ,気軽 に話 もで きるよ うにな り

れの実践 を尊重 しなが ら,その良 さを認 め合 い,

ま した｡先 日の交流会 に参加す る前 に, Aさん

また学び合 いなが ら,お互 いに成長 してい きた

と話す機会 があ り,交流会のテーマにつ いて話

い ものです｡

してみ ま した｡

若 い教師 を支 える とい うだ けでな く,教職員

｢これ まで教師 を辞 めたい と思 った ことはあ
辞め
る ?｣ 私の単刀 直入 な質 問に,笑顔 で ,｢

全員 が支 え合 うとい う視 点 を持 ちたい｡
私 自身,同僚の若 い教師か ら学ぶ事は多い し,

よ うと思 った こ とは あ りませ ん｡｣ と答 えて く

刺激 にな る事 もあ ります｡ 時 には,価値観 の違

れ ま した｡ ｢
そ こまで思 いつ めた こ とは ない け

いに驚 く事 もあ りますが,その時は率直 に話 し

｣ と正 直 に言 って
ど,悩 んだ こ とはあ ります ｡

合 うよ うに しています｡

くれ たので ,｢どん な時 , どん な事 で,一番悩

私の学校 は,職員室 でよくお しゃべ りします｡

む のか な ?｣ と聞 く と, ｢
親 との 関係 が難 しい

子 どもの事 ,保護者 の事,授 業の事 な ど,話 は

です｡ 子 どもの事 で悩む こ ともあるけ ど,それ

つ きませ ん｡ 多忙 な 中です が ,｢
最 近 ど う?

は何 とか乗 り越 えて きたけ ど,親 との話 し合 い

元気 ?｣｢うま くい って る ?｣意識 して話 しか

や懇談会 な どは正直苦手 です｡ で も,困 った と

けるよ うに しています｡

きは,職場 の友達や先輩 の先生 た ちに話 を聞い

私 は,学校 で教育相 談の仕事 も しています が,

て も らって気持 ちが楽 にな りま した｡｣A さん

その対象 を子 どもた ちや保護 者 だけでな く,先

は,最初 の学校 で無事 3年 を終 えて,現在 も元

生たちも考えています｡教育相談室 ｢
ほっとルー

気 に生 き生 き と働 いています｡

ム｣ で一緒 にお茶 を飲 んだ り,お しゃべ りした
りしています｡保護者 との面 談 に同席 させ て も

しか し, 中には途 中で退職 して しま う若 い先

ら うこともあ ります｡

生た ち もいます｡希望 に燃 えて教職 を 目指 した

職員会議や研修 の話 し合 いで も,若 い先生 た

若 い人たちが,志半ばで去 ってい くのは大変辛

ちの意見 を求 めます｡小規模 校 だか らで きるの
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か も しれませんが,何 で も話せ る雰囲気 は大切

きます｡ それ では,気持 ちの切 り替 えがで きま

です｡ そ して,先生たちの仲がいい とい うこと

せ ん｡仕事 と休みのスイ ッチ を切 り替 えたい も

が,子 どもたちにもいい影響 を与 えています｡

のです｡ 思い切 って,学校 の外 に出てみません
か｡

若 い先生たちに,｢どんなことを伝 えよ うか｣,

私 自身 ,教師 にな る前 に民間会社 で3年 間働
き,会社 と学校 の違 いには驚 きま したが,それ

いつ も考 えています｡
や は り,子 どもの実態か ら出発す る教育実践

は当た り前だ と思 っています｡学校 は,す ぐに

が,何 よ り大切 だ と思います｡ 目の前の子 ども

結果 を出す事 はできません｡ 一 日一 日の地道 な

たちの状況 を知 らない と,子 どもたち と うま く

積み重ねが,子 どもたちの将来 につなが ってい

関われ ませ ん｡ 子 どもたちの言動の底 にあるも

くのですか ら｡ それだけ,責任 も大 きい と思い

のを読み解 く必 要があ ります｡ 子 どもたちに寄

ますが｡

り添 ったていね いな実践ができるか ど うか,そ
れ こそ ｢
共 同の力｣です｡一人の力 ではな く,

今回の神奈川大学教育研究交流会 に参加 でき

学年 ･学校全体 のチー ム ワー クが大切 だ と思 う

た こと,本 当に良か ったです｡後難の若 いみな

のです｡多 くの 目や視点で,子 どもたちを見 る

さんが,がんばってお られ る事, とて も励みに

ことができます｡ そ して,みんなで考 え,意見

な りま した｡ぜ ひ,また参加 したい と思 ってい

を出 し合 う中で,解決の道筋が見 えて くるはず

ます｡ あ りが と うございま した｡

です｡
もちろん,教師個人 として も学ぶ事,学び続
ける事は重要です｡ 教師が 自主性 を持 って学び

話題提供 2 :中堅層の教員 と して
(
長島

実践する事が,やがて子 どもたちを自主性 を持 っ

和広)

た子 どもたちに育てる事 につなが るで しょ う｡

201
0年 1月 30日,神奈川大学教育研 究交流会

私 自身,教師 になってか ら,いろいろなサー
クルや職場の研修で多 くの ことを学んで きま し

で話題提供者 と して話す機会 が与 え られた｡お

た｡ そ して,そ こで多 くの人 と出会 い,そ こか

話 をいただいた時か ら ｢
何 を話 そ うか‑ ‑｣ と

らつ なが りがで きま した｡ ｢
人 と出会 い,つ な

自分の教師生活 を振 り返 り考 えていた｡
自分が ｢
若 き教師の成長｣ を どの よ うに支 え

が ること｣ とて も大事だ と思います｡
学びは,学校 の中だけではあ りません｡私は,

て きたか,それ よ り自分が どの よ うに支 え られ

5年 生の担任 になって,｢
米づ く り｣ の学習 を

て成長 してきたのかをつ らつ らと考 えていると

す るとき.近 くの農家 を訪ねま した｡ それ か ら

多 くの場面がよみがえってきた｡辛かった こと,

7年 ,その農家 の方か ら米づ く りを学び, 自分

楽 しか った こと,怒 った こと‑･
‑･
その時,ひ と

の実践に生か しています｡現在 も, 田植 え,草

りじゃなか った｡ いつ も誰か と思いを共有 し,

取 り,稲刈 りと一年 を通 して米づ く りを してい

分かち合 っていた｡ 自分 の教 師 と しての成長 は

ます｡す っか りはまって しまいま した｡農家の

ひ とりでできたわけではな く,同僚が,先輩が,

Bさんは,今 で も私の先生です｡

管理職 が,時には生徒が,保護者 が支 えていて
くれていた｡ このことは年 を重ね,立場が変わっ

若 い先生たちは大変忙 しく,なかなか 自分の

た今 も同 じである｡ ただ, 中堅層 とな り周 りの

時間が作れ ないか も知れ ません｡ で も,学校 の

人の成長 を支 える場面に多 く向き合 うよ うにな

中だけ しか知 らない とい うのは どうで しょうか｡

り,支 える意識 を強 くもつ よ うにな った｡特 に

土曜 日も 日曜 日も学校 で仕事 とい う話 を良 く聞

自分 と同世代の教職員が少 ない こともあ り,上
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の世代 と下の世代 を結ぶためにも自分ができる

に正規 の教員 と して就職 し,初 めて担任 をもつ

限 りの ことを したい と考 えてきた｡

ことになった｡ その学年 には, 中学時代か ら課

当 日は,話の流れ の中で, 自分が教師 と して

題 のある生徒 が二人いた｡ A 君 は学年主任 の ク

の成長 をす るために育 て支 え られ ていると実感

ラス, も う一人の B君 は私の クラスに所属 して

した場面 と支 える立場 になってい ると感 じた場

いた｡ 高校 1年の 6月,他 のイ ンターナ シ ョナ

面 を中心に話そ うと思 い,会に臨んだ｡

ル スクール でお きた事件 にその二人 もかかわっ
ているのではないか とい う嫌 疑がかかった｡学

1 仕事への 自信

年主任 は, A 君 を退学 につながる事案 を引き起

大学卒業後,なかなか正規の教職 に就 けず ,

こす前 に 日本 の高校 に転校 させ る方針 を立てて

採用試験 を受験 して も 2次試験 で不合格が 4年

保護者 と話 し合 いを重ねていた｡ その時,学年

続 いた｡教職浪人の 1年 目のある 日,中学 3年

主任 は私 に

の時の恩師 か ら,｢
社会科 の先生 が療休 に入 っ

直れ る｡ このまま ここにいた ら,いずれ退学処

たので,明 日か ら来て くれ｣ と連絡 をもらい非

分 にな るO こいつの一生 を考 えた ら, 日本 に返

｢
Aは環境 を変 えてあげれ ば,立ち

常勤講師 と して教壇 に立った｡ その公立中学校

した方がいい と思 う｡長島 さんは Bをどうす る｡

は授業 中のエスケープ,休み時間に トイ レで喫

B を 3年 間面倒み て,卒業 させ られ る自信 はあ

煙 ‑‑･
様 々な課題 を抱 えている中学校 であった｡

るか ?｣ と語 りか けて きた｡ 私 は判 断 に困 り

職員室 では,非 常勤講師に声 をかける余裕 もな

｢ど うなんで しょ うか｣ と答 える と ｢
長 島 さん

く,私 はその 日の子 どもの情報 もないままひ と

が Bに とってここにいる方がいい と思 うのな ら,

りで荒れ る子 どもたちの中に突入 してい く状況

面倒 見 てやれ ばいい し,手伝 うよ｣ と返 って き

であった｡ なんだか よくわか らない,孤立無援

た｡ 私 は ｢3年 間 自分 が担任 します ｡｣ と覚悟

の 日々であった｡ 2ケ月後,療休 を とられ てい

をきめて告 げた｡ そ して教師の責任 の重 さを強

た先生が復帰 された｡私はお役 ご免であった｡

く感 じた｡ その後, B君 は指導 を受 けなが らも

この時 これから教師 としてやっていけるのか‥

卒業 し,大学 に進学 した｡ 3年前,同窓会で再

自信 をす っか りな くしていた｡ そんななか次の

会す る と周 りの クラスメイ トたちに押 し出 され

非常勤講師の声 がかか った｡今度 は下町の私立

て私の前に立ち ｢
いろいろと迷惑をかけま した｡

中高であった｡ 前任 の教員 は子 どもたち と トラ

最近 たば こをや めま した｡｣ と笑顔 で挨拶 して

ブル にな り解雇 になっていた｡教師に対す る不

くれた｡ とて も,嬉 しいひ とときだ った｡

信感 は高 く,学校 と して何 とか しなければ とい

こんな思いができたの も, あの ときの学年主

う意識 があった｡職員室に出勤す ると,学年職

任 が支 えて くれたか らだ と思 う｡ この学年主任

員 か ら出欠遅刻 状況な どの情報提供 があ り,授

は修学旅行の企画立案や 学年行事な どを私に任

業が終 わる とその 日の授業の様子 を伝 える とい

せ て くれ ,｢
いいね え｣｢
す ごいよ｣ と声 をかけ

うことが行われは じめていた｡その際に,中堅,

なが ら進行具合 を確認 しア ドバイスす る人であっ

ベテ ランの先生 た ちが ,｢
その生徒 は こ う扱 う

た｡私 自身は失敗 を しなが らも励 ま され ,成功

と良い よ｣ とか ア ドバ イスをくれた｡空 き時間

体験 に結び付 け られ成長 す る ことができた と感

には,職員室登校 を してい る生徒 と机 を並べ,

じてい る｡一方 で,生徒会の立て直 しや進路部

教材研 究 を していた｡教材研究 を しなが ら隣席

の運営 な ど校務 の部分 で厳 しい仕事 を任せ, 自

の生徒 の対応 をす ることで, 自分の存在価値 を

分の力で克服できるよ う仕 向ける管理職 もいた｡

感 じ始 めていた｡ その際 も,ア ドバイスを くれ

いろいろな人が私 を成長 させ よ うとかかわ り,

る先輩 たちがいた｡

支えて くれた ことで教師 としての基盤ができた｡

その後,在外教育施設の私立学校 (
高等部)

その人た ちのね らった力が どこまで身 についた
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かはわか らないが,私 に とって大 きな力 とな り

をもつ よ うにな り,巡検 (フィール ドワー ク)

自信 となっている｡

をは じめ として研修 に参加す ることで先輩方の
知識の深 さや経験の豊か さを 目の当た りに した｡

2 チーム と して

一緒 にいるだけで,いろい ろ と教 えて くだ さ り

5年 間の海外 での教員生活 を経て,横浜市 を

教科 のエ ッセ ンスのシャワー を浴びてい るよ う

受験 し中学校教員 となった｡初任校 では,同世

だ った｡ 自分 自身の知的好奇心が くす ぐられ,

代の教員の多い学年の所属 となった｡学年主任

勧 め られ た本 を読み,実際 に現地調査 をす るこ

の リーダー シ ップの下,担任それぞれの得意 ･

ともたびたび とな り,教材研 究の方法や楽 しさ

不得意 を補 いなが らクラス,学年運営を進 めて

をここで学んだ気がす る｡授 業に生かせた とき

いった｡ その 中で,印象 的だ ったのは ,｢この

の子 どもたちの驚 く姿が とて も楽 しか った｡
研究会活動や子 どもの PTA活動,部活動な

子 どもたちを 3年 間で ど う育てるか｣ とい う視
点でいつ も考 えていた ことだった｡私 も修学旅

ど, 自分 の学校現場 を離れ ることで,校 内 とは

行 の主担 当 として 1年次の最初 に指名 され,修

異なった刺激 を受 け,複 眼的に もの をみ ること

学旅行 とい うひ とつの行事のね らいだけでな く,

ができた よ うに思 う｡教師 の成長 は子 どもの成

修学旅行 をゴール と して,それ までに身に付 け

長 と同 じく,学校 内だけでな く,地域や社会の

なければな らない こと,指導 していかなけれ ば

人 とのかかわ りの中でも得 られ るものだ と思 う｡

な らない ことを計画 し, 1, 2年次の校外活動

その意識 をもって,地域や社会 とのかかわ りを

も位 置づけていった｡学年運営方針 か ら見通 し

もつ ことが大切 であろ う｡

をもった計画 を立てることの大切 さを若手担任
に意識 させ,アイデ ィアを実現す るためには ど

4

ミ ドル リー ダー と しての 自覚
〜前 向きでない若手

うすれ ばいいか,ベテ ラン屑の学年主任,副担
任 が支 えをもらいなが ら自由に企画運営 し,学

全 国大会 での発表 が終わ り,翌年異動 した｡

年チー ム として成功体験 を共有す ることができ

新たな学校 では 2学年 に配置 された｡若 手の担

た｡ また,副担任 の中に教育課程 に明るいベテ

任 3名 とベテ ランの担任 2名 ,副担任 2名 ,学

ラン屈の先生がお り,文部省の研究校 と しての

年主任 とい うところに異動 してきた 5名 が加入

仕事 に もかかわ り,授業研究や教育課程の理解

した｡配属面接 の際,管理職 か ら ｢
研究会活動

を珠 め,お互いに授業 を見合 いなが ら授業力 を

は させ ない｣｢
学年 内が うま くい っていない｣

高めることができた. そんな学年 チームの中で

と言 われ た｡ ｢
研 究会活動｣ の くだ りは別 にい

は,困った ことも一人の悩みではな くチー ムみ

い と して,｢
学年 内が うま くい っていない｣ と

んなで共有 しなが ら解決す ることができた｡

い うのは,スター トの学年会か ら目の当た りに
す ることになった｡年度初 めの行事等の取組 に
ついて若手教員 Cさんが提案す ると,学年主任

3 職場の外で

初任校 は全国中学校社会科教育研 究大会横浜

をは じめベテ ラン勢が ｢
だか らおまえは駄 目な

大会の会場校 であった｡着任 した ときか ら会場

んだ よ‑･‑｣ と頭 ごな しにダメ出 しを し,提案

校 として提案授業 をす ることになると管理職や

した Cさんが ｢
別 にいいです｡｣ とふ て くされ

先輩か ら告げ られていた｡市の社会科研究会 で

る状況であった｡決 して,無謀な提案 で もない

はすでに研 究活動がすす め られていて,私 も途

のに,学年 主任 の考 えてい ることと外れ ると罵

中か ら参加す ることになった｡最初 は,いった

倒す るとい った感 じであった｡会議後,隣席の

い何 の ことか話 し合いの論点 も見 えないまま時

若手教員 Dさんに声 をかけると ｢
いつ もああで

が過 ぎていた｡ こんな形 で研究会 とのかかわ り

す｡何 を言 って も駄 目です よ｡
｣｢学級通信 も出
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5 人材育成 をめ ざす研修担 当と して

ら‑でも無視 してますけど｡｣ とい う返事が返 っ

年 4月 よ り,指導主事 と して横浜市教
平成 21

て きた｡ ある意味 シ ョックだった｡ その後 も話

育委員会に異動 した｡研 究研修指導課 に配属 さ

をす るなかで, Dさんはいろいろ とアイデ ィア

れ,初任者研修 をは じめ とした人材育成 をすす

を もってクラス運営 を している若手教員である

める研修 の担 当 となった｡

ことがわか り,｢
何 とか しなけれ ば｣ とい う意

初任者 と按す る中で,多 くの悩みや とま どい,

を強 くもつ ことになった｡一緒 に異動 してきた

涙 を見てきた｡ 学校現場 に経験 5年未満 の経験

ベテ ラン層 の教員 も ｢この状況はおか しい｣ と

の浅い教職員の割合 が多 くな る中,教職員 と し

賛同 して くれた ことで,私 自身が若手教員 のや

ての育成 を,初任者研修等の校外研修 だけでは

りたい ことをベ テ ラン屑 に伝 えるパイプ役 に徹

担 うことができない現状があ る｡ そのため,校

しよ うと考 え,行動 をは じめた｡ もちろん,す

内にお ける 日常業務 の 中で育成 (
OJT) が必要

べて私がパイプ役 と して コーデ ィネー トす る訳

とな る｡ このOJTでは授 業や 学級経営 につ いて

ではな く,若手教員に話の進め方等を レクチャー

理解 を深 めるだけでな く,ベテ ラン屑の経験 を

した上で交渉 させた り,提案 させた｡ その上で

共有す ることになる｡ この際 ,ベテ ラン層 の教

私がバ ックア ップ した り,根回 しを した りと実

職員に よる指示,指導だけではな く,メンター

現 に向けて理解 を求 めた｡若手教員 が クラスで

(
M
e
nt
o
r
) とな り,対話 に よる気 づ き と助言 に

は じめた企画 を私のクラスでもや り,クラスで

よって寄 り添い,経験の浅い教職員 (
メンテ イー

対抗 させ なが ら学年 をその輪に巻 き込 も うと し

(
M
e
n
t
e
e
)
)本 人 の 自発 的 ･自律 的 な発 達 を促

た｡私 自身が学年主任やベテ ラン層 の教員 に呼

す ことが望まれ る｡ この経験 の浅い教職員 を支

び出 され真意 を問われ ることもあったが,結果

えるグループをメンターチー ム とい う｡市教委

と して理解 を得 ることができた｡ この ころか ら

では 5年ほ ど前か ら各学校 に ｢
メンターチーム｣

D さんは企画に 自信をもつよ うにな り,その後,

の編成 を呼びか け,80%をこえる (
平成 21
年1
2

文化祭 に合唱 コンクール を導入 した り,部活動

月)学校 でメンターチー ムの活動が行われ てい

の活動場所 を調整 して確保 した りと前向きに仕

る｡
初任者 を育成す る役割 を担 う ｢
初任者研修指

事 をす るよ うになった｡
ここで誤解 してほ しくないのは,すべてのベ

導教員｣の研修 も年間 を通 して継続的に行 って

テ ラン層の教員 が保守的にな り若手 を阻んでい

いる｡具体的には初任者のメンタル‑ルスや コー

るわけではない ことである｡ この学校 でも他の

チ ング実践等研修 を通 して, メンター としての

学年は,チーム として成 り立 ってお り,私の所

理解 と技能習得 をすす めてい る｡

属 した学年がベテ ラン層 と若手の連携 が うま く

また , 10年 次研修 では ｢フ アシ リテ一 夕‑研

いっていない状況であったのである｡ そ して,

修｣ をは じめ と した組織運営の中核 となる人材

中堅層 としてベテ ラン屈 と若手をつな ぐことと,

育成 をめざす校外研修 が行われている｡ あわせ

それぞれの良 さを引き出すのが中堅層 としての

て指導主事がひ とりひ とり学校訪問 し指導を行 っ

私の役割 ではないか と強 く感 じたのであった｡

ている｡ そ こでは,授業力 とともに学校現場 で

自分 でい うの も何 だが, この よ うに 自分の役割

ミ ドル リー ダー と して活躍 しているか,その意

を感 じ,行動す ることが,組織 をま とめ有効な

識 が育 っているか確認 ,指導 を している｡私が

もの とす るために大切 ではないか と思 う｡ その

訪問 した教員 は ｢
研修 を受 けることになって,

立場 にいる中堅層が, ミ ドル リーダー として,

いままで,若手 と思 っていた 自分が中堅層 とな

いかにそれ を自覚 して行動に移せ るかが若手教

る経験 を重ねていることに気付 いた｡若手 を育

員 の育成 にむけた焦点であると考 える｡

てるとい う視点をもちは じめた｣ と話 していた｡

‑ 1
84‑

教師 と しての悩み と成艮

この よ うな中堅層 がメンターチームで も中核 と
なって コーデ ィネー トす ることが期待 され てい

話題提供 3 :教 育 研 究 交 流 会 に参 加 して
(
小野啓之)

る｡
今後 も経験の浅い若手教職員 を支 えるこ とを
直接支えるだけでなく,支 える細戯 作 りをサポー
トできるよ うな研修や人材育成 システムを企画,
運営 してい きたい とい う思いをもっている｡

私 は現在,神奈川 県の小学校 で教員 を してい
る｡今年 で 2年 目になる｡神 奈川大学では , 3
年生か ら教職課程 に進み教師 を 目指 した｡ 大学
では先生方の紹介 で小学校 でのボランテ ィア活

6

動 にも参加 させ ていただいた｡ そ して卒業後,

おわ りに

話題提供す るにあた り, 自らのキャ リア ヒス

神奈川大学の教職課程指導室のアルバイ トを し

トリー を振 り返 ることとな り, 自分 として もこ

なが ら玉川大学の通信教育課程 で免許取得 に励

れか ら進 んで行 く方 向性 を再確認 で きた｡ この

んだ｡ 現在 は神奈川県の小学校教師 として働 い

よ うな機会 を与 えて くだ さった神奈川大学教職

ている｡在学 中も卒業後 も神 奈川大学の先生方

課程の先生方にはあ らためて感謝 申 し上げたい｡

か らはいつ も色 々な面でサポー トしていただい

そ して会で話 した ことをま とめてい ると,あ ら

ている｡ 時間がで きた時に大学 に遊 びにいけば

ためて人材 育成 はかかわる ｢
人｣の思いの影響

勤 めてい る学校 で感 じてい る悩みや思いを親身

が大 きい と感 じた｡子 どもに対 して,組織運営

になって聴 いて くれ る｡ 1年 目,学級経営が上

に対 して, 日常の生活 に対 して教材研 究に対 し

手 くいかず悩 んでいた ときもた くさんの先生が

て,それぞれの ｢
教職員 として こ うあるべ き｣

励 ま して くれ た｡ そ して今年度 も後半に入 った

とい う思いがあ っては じめて,経験の浅い若手

ところで今回の交流会 の話 をいただいた｡ テー

教員 に伝 えることがで き,伝 えたい とい う思い

マは ｢
若 き教師 の悩み と成長 ｣, しか も当 日は

が高 まる｡ これ が中堅層,ベテ ラン層教員 とし

話題提供者 と して話 を させ ていただ くとて も大

ての 自覚 を育て るのではないか｡ しか し, ここ

切 な役割 を与 えて くだ さった｡若手の教師 と し

で一方的に若手教員 に伝 えることでは うま くい

て どんな話題 を提供 した らよいか と考 えた時,

かない｡ 中堅層 ,ベテ ラン屈教員が若手教員 の

悩みや苦労な ど自分 が素直に感 じていることを

蹟 いてい ることに気付 いた上でア ドバイス して

参加 した皆様 にお話 したい と思 った｡

い くことで,若 手教員 の成長 と中堅層,ベテ ラ

当 日の話題提供者 の岩根先生 は,下 田先生の

ン層教員 の 自己有用感 とい ったW
i
n
‑
Wi
nの関係

勉強会 でお知 り合 いになった先生 であるC その

ができるのではないか｡学校 の教職員 のチーム

勉強会 は,小学校 ボ ランテ ィアや不登校 の子 ど

力 と して関係性 が高 まれば,学校現場が元気 に

もに寄 り添 うボ ランテ ィアを している学生,卒

な り,子 どもた ちに充実 した教育活動が行われ

業生が学生相談室 に集 い,経験 して感 じている

るのではないか｡

ことを話 し共有す る場 だ った｡ そ こで岩根先生

その核 となる学校現場 を元気 にす る人材育成

とも何度か話 し,千葉 で不登校 の子 どもを支援

をめ ざすには ど うすれ ばよいか｡大 きな課題 が

しなが ら教師 を してい るこ とを聞いた｡勉強会

私 自身に課せ られた と思 っている｡今 の立場で

に参加 している ときは,ま さか不登校 の問題 が

私ができることは何か,考 え行動 していきたい

自分の身に降 りかかって くるとは思っていなかっ

とあ らためて音 を強 くした会であった｡

たのだが , 1年 目,私が担任 した学級 で不登校
になって しまった子が出て しま ったのである｡
右 も左 もわか らない 1年 目な ら仕方のない こと,

2年 目こそは,みんなが楽 しく学校 に来 られ る
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よ うなクラスに しよ う, と臨んだ 2年 目だ った

じではないが似 た よ うな経験 を していることを

が, 1学期 の後 半に,ある男の子があま り学校

知 り,励み になった｡話題提供者 と して, 自分

に来な くなって しまった｡ さすがに私 もこのま

の思 いをた くさんの先生方 の前 で話す ことは大

まではいけない と感 じ,誰かに相談 したい と思っ

変緊張 したが教師生活 を見つ めなおす大変いい

たその相手が岩根先生だ った｡岩根先生は私 の

機会 になった｡ また, 自分 にはた くさんの仲間

話 を真剣 に聴いて くだ さ り,共感 して くだ さっ

がいること,話 を聞いて くれ る先生方がお られ

た｡不登校の問題 はす ぐには解決 しないけれ ど,

る とい うことが とて も心強い と感 じた｡是非 こ

自分の味方 にな って くれ る人がいること,親身

れか らも研究会 を通 じて交流 を深めていきたい｡

になって話 を聞いて くれた こと,悩んでいるの
は 自分 だけではない とわか った ことが本 当に う
れ しか った ことを今 で も覚 えている｡
さて,当 日私 が皆様 に話 したい と思 った こと

全体のまとめ
当 日は5
0
名の参加者をえて,パネルデ ィスカ ッ

は,上 に述べた不登校 の問題 である｡ また,不

シ ョンと続 くグループデ ィスカ ッシ ョンが熱 く

登校 を引き起 こ して しまった原 因 と して学級 内

展開 された｡ グループデ ィスカ ッションでは様々

にい じめ もあったのでその ことについてもお話

な交流があったが, ここでは最後の ま とめの部

ししたい と思 った｡特 に私が強調 したかった こ

か ら見 えてきた点 を以下に整理す る｡

とは,不登校,い じめが私のクラスで繰 り返 し

第 1に,実践現場 で起 こる問題 が,基本的に

て起 こっている とい うことだO これ は,私 が今

｢
個人的力 最｣ に帰 され て しま う状況 は,教師

最 も教師 を続 けてい く上で不安に思 っているこ

の孤立化 を示唆す る｡ これでは教師の辛 さは倍

とでもある｡ 2年続いた とい うことは , 3年 目,

加 して しま う｡ 自分の能力 に疑念 を抱 き, 自己

4年 目も続 く可能性がある｡ それ を考 えた ら自

効力感 を得 られ ない状況のなかで,人 (
特 に若

分 には続 けてい く資格 な どない と思 って しま う

手教師)は 自分の価値‑の疑念 と揺 らぎに追い

けれ ど,それほ ど不登校 ,い じめの問題 は被害

つめ られて しま う｡ ｢
失敗 は誰 にで もある｣｢
学

を受 けた子や その家族 に とって深刻 な問題 であ

ぼ うとい う意欲 こそが大事｣ といった,根本の

る｡ この よ うな私の悩み,不安 を伝 えたい と思

ところで個が大切 に され る関係性がなけれ ば,

い,当 日お話 しした｡ た くさんのベテ ランの先

バー ンア ウ トの危険性 が増す｡

生方や諸先生方 の前でかな り緊張 していたため

第 2に,｢
個人的力 盤｣を育 て るために必要な

上手 く伝わ ったかはわか らないが,一生懸命私

のが ｢
同僚性｣である｡安心 して ｢
助 けて｣と言

の思いを言葉や表情に して話 したっ も りである｡

える関係性 ,｢
い ざとな った ら相談できる｣と思

その後 の グル ープ協議 で,私 を含 めた3人の

える関係性のなかにいるか ど うかが非常に大切

話題提供者 の話 を元 に参加者が感 じた事 を話 し

である｡個人的力虫への助言 とい うだけでな く,

合 った｡私のグルー プでは学生か ら現職 のベテ

事態 を長期的展望 に位置づけて捉 え直す助言,

ランの先生 までがグループに参加 し,それぞれ

暗い トンネルは永遠 の よ うで永遠 ではない とい

の思いを語 った｡学生は,不安な気持 ちを語 り,

うことに気づ くヒン トを得 られ ることが支 えに

ベテ ランの先生 は長年続 けてきたか らこそわか

なる｡

る教師のす ぼ ら しさを語 って くだ さった｡私 と

第 3に,｢
同僚性 ｣が育つために,まず はベテ

しては学級 開きをす る とき,子 どもの反応 を見

ランと して若手教師 と共 に学ぶ とい う姿勢 を大

なが らこち らの対応 を変化 させ てい くな ど具体

切 に したい｡上か ら目線 ではな く,他者 の悩み

的な指導方法 も聞 くことができたため大変参考

や迷 いに寄 り添いなが ら,実はベテ ラン 自身 も

になった｡ また,ベテ ランの先生 も私 と全 く同

学んでいるとい うことに気づ くことが必要だ｡
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迷いつつ学ぼ うとす る姿 (
特 に若手教師) を尊

先輩後輩多様性 ある集 団,職場 を離れた仲間 と

重できること｡上か ら目線,指導 ･･･対等性,

いった,様 々な仲間,集団の存在が必要である｡

相互尊重がない関係性 に ｢
同僚性｣は育たない｡

神大卒業生,関係者 とい う日常集 団 と違 った関

中堅教師は, 自身が若手 とベテ ランをつな ぐパ

係性 が,先生方 に とっての何 らかの支 え となっ

イプ役 である とい う自覚 を持つ ことが,実際に

ていける,その よ うな役割 を今後大学が果 た し

若手 と共に問題提起す る力にな ってい く｡ そ う

てゆ くことがで きれ ば と考 えている｡

してみ ると,ベテ ラン,中堅にまず求め られ る
のが,全体 を大 き く捉 えなが ら自らをふ り返 る
力である｡
最後に,大学が ｢
同窓生｣とい うつなが りを紡
ぎだす意義が見 えてきた.(
D同窓生 とい うつな
が りはイ ンフォーマル な関係 であるが,同時に
学 び のた めの異 な る年代 (
先輩 一後輩)とい う
半 フォーマルな関係 も含んでいる｡②異なる年
代,学校種 ,経験 とい う多様性 を持 つ｡ この よ
うな多様性 を含んだ ｢
同窓｣とい う縦糸 を核 に,
それぞれが 自らの教職 をふ り返 りつつ ｢これか
ら｣ を考 える学びの場 を作 り出 してい くことが
課題 である｡ これが実現すれ ば,理想だけでは
進 まない現実の困難 を見据 えなが ら,その道の
りのた どり方 を大 まかにで も見通 してい く力 を
つけてい くことになる｡ それ は若手教師に限 っ
た ことではな く,ベテ ラン教師 もまた ｢
悩む姿 ｣
か ら学ぶ ことは多い｡ これか ら教師 を 目指す学
生に とってもその将来展望が よ り明瞭化す るこ
とになるであろ う｡

2
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年度夏の更新講習 に引き続 き,卒業生教
員 と非常勤講師の先生方数名 にグループフアシ
リテ一夕‑の労をお取 りいただいたO教員にとっ
てのふ り返 りの機 会の意義‑の確信 の一九

ま

だ教育実践に関わ る前の学生 に対 しては,若干
の懸念 もあった｡教育現場の抱 える,学生の想
像 を超 えた悩み に圧倒 され る点があることは確
かである｡ ただ学生か らの声によれ ば,大変 さ
と同時にそ うした悩み を誰 しもが潜 るものであ
るとい う事実 ,そ うした若手 と共に育 ってい こ
うとい う視点 をもつ 中堅 ･ベテ ラン世代の姿に
ふれ ,｢
大変なだけではない｣とい う受 け止め方
がな され たよ うである｡
教師が育 ってい くためには,職場の仲間関係,
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