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教員研修の課題と今後の方向性 
－大学と教育委員会のかかわり－ 
 
 
清水優子*1 
 

 岐阜県教育委員会は，県内の教員に対する研修機会の提供にあたり，いかにすれば受講する教師の成長を促す

ことができるかを勘案しつつ，その構想を立案している．本論文では，教師のコミュニケーションおよび，現在

の学校の課題という 2 つの面から教師の成長の特徴を述べ，教員研修において留意すべき条件を考察する．さら

に，これらの特徴に沿った岐阜県における教員研修の基本構想と今後の方向性について述べ，教師の成長を促す

教員研修を進めるにあたっての，大学と教育委員会の連携のありかたについて考察する． 
 
〈キーワード〉 教員研修，教師の成長，教師のコミュニケーション，連携 

 

Ⅰ．はじめに 

－教師のコミュニケーションに焦点を当てる－ 

 

学校は学びの場であり，学びの環境がそこになければ

ならない．学校にあるものは子どもにとってすべて優れ

た教材である．そこにいる教員もまた子どもにとっての

学びの対象である．それ故に，教員の資質向上は教育の

質を決める重要な鍵である． 

大学で免許状を修得し，採用試験を経てはじめて教壇

に立つことができる．一人前の教師になるためにきめ細

かな初任者研修のプログラムがある．また，岐阜県では，

３年目，６年目，12 年目の節目に，その時々の課題に応

じた悉皆研修を実施している．こうした県の研修のほか

にも，各学校ではさまざまな課題を解決するために校内

研修を実施している．つまり，教員は大学卒業時に得た

知識や初任者研修で培った指導力のままで，教壇に立ち

続けているわけではない．その都度必要な知識や技能を

身につけて子どもたちの前に立っているのである． 

平成 21 年度から教員免許更新制が導入され，教員免

許状には 10 年という有効期限が設けられた．これまで

の現職研修の充実という方向に加えて，新たな制度「教

員免許更新制」とともに，2 本立てで教員の資質向上を

図るという意図がうかがえる．文科省として，県は現職

研修を，免許状更新講習は大学でと一応のすみわけをし

ようとしている． 

 

教育は大きな変化の時を迎えている．学校教育への期

待は大きく，学校や教員のできること（容量）を超えた

要望が届いている．「子どもと接する時間を確保しよう」

と叫ばねばならないほど，学校現場には多忙感が蔓延し，

危機的な状態と言える．学校や教員はその対応に追われ，

研修の時間を削らねばならないほどである． 

しかし，そうした貴重な時間だからこそ，研修に前向

きに取り組み，自らを高めることに努めたい．学校にい

るからできることもあるが，学校から出ないとできない

研修も多くある．しっかりと軸足を学校に置きながら，

研修に取り組むことは教師としての責務を果たす上で

重要であると考える． 

今だからこそ，よりエネルギッシュな教師が求められ

る．従来通りということでは解決できない課題が増えて

いる．今日的な課題に対応したよりよい解決を図るため

には，内にも外にも目を向け，常に成長し続ける教師像

が求められる．このような教師は，次のような特性をも

つと思われる． 

  

１．［学ぶ姿を見せる教師］子どもに，見聞を拡げてい

る自身の経験を語ることができる．学びに対する自身

の姿勢を示すことができるので，子どもにはその魅力
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が伝わる． 

２．［柔軟な見方・考え方ができる教師］子どもの多様

な反応を受け止め，柔軟な対応ができる．解決過程の

道幅が広く，様々な考え方や立場を理解できる．予想

外の行動にも寄り添い，その子の立場に立って解釈す

ることができる． 

３．［自己理解・他者理解に努める教師］様々な交流を

通して他者を理解し，他者を鏡として自己を正しく見

つめることができる．自己の能力に満足せず，様々な

意見に対して聴く耳をもっている． 

４．［チャレンジ精神のある教師］新しいことに興味を

持ち，挑戦することができる．失敗を恐れず，再挑戦

していくたくましさがある． 

 

 教師は外に出て，さまざまな人，モノ，コトと主体的

に「かかわり」を持つ必要がある．自らそうした「かか

わり」を作り出し，多様な「かかわり」の中でしだいに

自分自身の立ち位置を明確にすることができる． 

 ここでは，このように，教師がかかわりを作りだし，

自分自身の立ち位置を明確化し，同僚とともに学校での

課題解決に役立てるとともに，自身の成長へとつなげる

活動を「コミュニケーション」と呼ぶことにする． 

 以下，教師のコミュニケーションを中心として，学校，

教員研修の課題を考察するとともに，今後の教員研修の

方向性についてその展望を論じたい． 

 

Ⅱ．現在の学校の課題 

 

1. 教員は学校で育つ 

教員は，自分の力量をどのような時に実感するのだろ

うか．それは，研修している時ではなく，子どもと向き

合っている時であろう．子どもが「わかった．もっとや

りたい」と意欲を示した時，ばらばらだった学級がまと

まり始めてきた時，こうした子どもの変容が教員として

の喜びであり，指導力に自信が持てる瞬間である．反対

の場合は力量不足を感じ自信をなくす．教員は子どもと

の取り組みで，手応えを感じた時，教員としての自分の

成長を実感することができるのである．だから，教師は

子どもによって育ち，学校で育つのである． 

研修に対する姿から教員の状態を 3 つの様相に分ける

ことができると思われる． 

(ア)内向きタイプ：校外研修に消極的である． 

(イ)外向きタイプ：校外研修に積極的であるが，学校

でそれを還元できない． 

(ウ)内外向きタイプ：校外研修に積極的で，それを

学校で還元できる， 

「教員は学校で育つ」とは（ウ）のようなタイプのこ

とであって，（ア）や（イ）ではないのである． (ア)の

タイプは，「外」に対するかかわりを苦手とする．悉皆

でないと校外研修に出ない傾向にある．内輪で解決しよ

うと囲い込みをする傾向がある．学校の中だけ，さらに

教室だけで，小さくまとまって，自分の実践だけに頼っ

ている姿が想像できる．これでは，ダイナミックな発想

や子どもの柔軟な発想に対応できない．(イ)のタイプは

「外」に関心がありかかわりを好む．しかし，軸足が「内」

にないため，転移させる力やコーディネイトする力が発

揮されない．「内」を見ようとしないため，研修したこ

とを自分のクラスや学校の課題と結びつけることがで

きない．(ウ)のタイプの教師が身につけている特性は，

学校にいて子どもと向き合っていれば，自ずと身に付く

ものではない．子どもにずっと寄り添っていると見えな

くなっているものがある．しかし少し距離を置くことに

よってその部分が見えてくるものである． 

自分に指導力を高めようとして「外」に学ぼうとする

志をもつ教師に子どもは付いてくるのである． 

 

2. 教員のコミュニケーション 

教員にとって，同僚とのコミュニケーションはとても

重要である．「私だけでない．他の人も同じように悩ん

でいる」という安心感，アイデアの発見，負けないぞと

いう競争心などよい意味でのモチベーションを上げる

効果がある．また，自分自身の立ち位置を認識すること

ができ，自分のよさや課題が明確化し，自己啓発の契機

となる． 

 しかし，最近の職員室では井戸端会議が見られなくな

った．みながパソコンに向かって仕事をしているので，

誰とも視線が合わない．声もかけにくい．話し合いが成

立しにくい状況になってきている．一人当たりの仕事量

が増え，自分のことで精一杯という状態にもみえる．日

頃の日常的なコミュニケーションがないので，「こんな
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こと聴けない」「言ってもわからないだろう」と他者理

解ができないのも当然で，後輩を育てる意識も欠如して

きている．学校の教員間の学び合いが成立しにくい状態

にある． 

(1) 学校内のコミュニケーションの課題 

 学校の教員間の学び合いの成立を目指し，学校内のコ

ミュニケーションを改善する視点を列挙すると，次のよ

うなものを考えることができるだろう． 

【フラットな人間関係】近年は児童数が減り，２学級を

２人で担当することが多い．３人以上はフラットな関

係が築きやすいが，２人では先輩と後輩で，創造的な

関係となりにくい状態にある． 

【インフォーマルな対話】日常にインフォーマルな対話

があれば，フォローしやすいが，どの教員も終日稼働

状態にあり，インフォーマルな対話が成立しない状態

にある．以前の土曜日の午後は貴重な時間であった．

昼食時には同僚と様々な話をすることができた．「ゆ

とり」の中で出る，いわば道草的な話題は貴重であっ

た． 

【別な角度から子どもや職員を観察】庭師の場合，昼休

みにお茶を飲みながら午前の仕事を評価し午後から

の段取りを立てるのだという．以前は，教頭や教務主

任は比較的フリーな立場で，全体をながめることがで

きていたが，少人数指導や生徒指導，パトロールとい

う具合に，忙しくなっており，庭師のような見方ので

きる人が減っている．「見えているようで見えていな

いこと」「一歩引いているから見えること」に関して

情報交換ができる立場の存在は必要である． 

【若手教員のコミュニケーション】コミュニケーション

能力に欠けているわけではないが，コミュニケーショ

ンがうまくできないために，自己の力を発揮できない

でいる人が増えている．叱咤激励に非常に弱い側面を

持ち，他者に責任を押しつけたり，逆に抱え込んだり

する傾向がある．学校の中に相談できる先輩がいれば

すぐ解決することなのに，問題を抱え込んだために，

問題を大きくしている傾向がある． 

【管理職のコミュニケーション】担任に「自分はできな

い」と思わせるような刺激を与えてしまっては致命的

である．また，「転ばぬ先に杖」では自立しない．若

手教員の状態を配慮し，育てるという姿勢で見届けと

指導・助言（価値づけ・方向づけ）することが大切で

ある． 

(2) 人的・物的環境の課題 

社会が変化し，学校を取り巻く環境は急速に変化して

いる．教育を取り巻く環境は，教育や教員に優しくない．

むしろ課題が多い．しかし，環境のせいにすることなく，

より良い環境を整備していくこと，「つくるもの」であ

るという意識を持てば，改善策を見つけることができる．

自ら動くことで，道は開かれるものである．みんなの願

いの実現に向けて動きやすいように組織・環境をつくる

という努力が大切である．そうすれば支援してくれる同

僚の姿も見えてくる． 

多くの人は困っている時にだれも助けてくれなかった，

という思いを持っているが，実際には，こうした努力を

払うことがなかった，あるいは，同僚や子どもたちに自

分の努力がうまく伝わっていなかった，ということのほ

うが多いのである． 

(3) 「間」を生かした豊かなコミュニケーション 

現在の学校は，個々の教師が 120％の力を発揮しない

と仕事が進まない．スクラップ・アンド・ビルドの精神

で，スリム化を実行し，チャレンジしていく．80％の力

で必要な仕事ができる状態が望ましい．定められたカリ

キュラムをいかにこなすかに翻弄され，子どもをいかに

伸ばすかに，教師の目が向かない状況になっている．今

の子どもたちは決して学力が低下したわけではなく，か

なり賢い行動をする．その賢さに目を向けることなく，

カリキュラムをこなそうとしているところに問題があ

り，賢さが低下する，というネガティブサイクルに入っ

ている．現在，失われつつあり，コミュニケーションに

とって重要なものとして，「たるみ」「遊び」「余力」「道

草」といったものの含み込む可能性を追求したい． 

  

Ⅲ．教員研修の改善に関する現状 

 

1. 教師の成長を促す研修の課題 

 平成 20 年度岐阜県教育委員会主催の研修の受講者数

は，昨年度と比べると 1.5 倍に増加した．研修に消極的

だった人の参加が増えており，喜ばしい傾向と言える． 

 この急増は，受講受付の改善によるところが大きい．

4 月の一括受付を前・後期の 2 段階受付に変え，また定 
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員に満たない講座については 2 週間前までの受付を行っ

た．やはり 4 月の申し込みが一番多かったが，後期受付

時にあわせて，その他の定員に満たない講座も紹介する

ことで申し込みも増えた．こうした研修者目線による改

善を次の３つにまとめることができる． 

 

①受講者の目線に立った企画・運営 

・受付の弾力化 

・聴講（短時間）のみ講座 

・土曜（自主研修）講座 

・講座の内容が分かるタイトルの工夫 

②受講者の願いを生かした運営 

・オーダーメイド研修 

・気づきや発見のある研修 

③多様な研修内容 

・校種間交流 社会体験研修 企業研修  

・幼児教育や特別支援教育に学ぶ研修（育ちの原点） 

・他機関との連携講座 

（博物館・美術館・図書館・サイエンスワールド・

県立看護大学，文化財保護センターなど） 

こうした企画・運営より専門的な知識を得ることがで

き，実践と理論を結び，学びの発見の喜びや感動を実感

できる．自信をもつなどの成果が期待できる． 

2. 岐阜県における教員研修の基本構想 

 昨年度の受講者の拡大という成果を踏まえ，岐阜県教

育委員会は，平成 21 年度の教員研修の重点を，「教員は

学校で育てる認識のもと，自己啓発面談と研修をリンク

させる．」として，質の向上を目指している．個々のニ

ーズに応じた講座を開設するとともに，校内研修を支援

するような講座を充実し，岐阜県教育推進者として必要

な資質・能力の育成を図る．  

それに関わる方策は，次の２点である． 

(1) 研修講座で培う資質や能力の明確化 

学校教育の充実は，その担い手である「教員」の資質

能力に負うところが極めて大きい．中央教育審議会の報

告の「あるべき教師像」を研修講座で培いたい資質や能

力ととらえ，どの講座でどんな資質や能力を育成できる

かを明確にしていく．教員にとって「Ｂ」は得意分野で

ある．「Ｂ」を研修することによって「Ａ」も付随して

高まる傾向にあるが，「Ｃ」は「Ａ」のように高まらな

い．また，指導力に課題のある教員の共通点は，「Ｃ」

が他に比べて低いことである． 

そこで，個々の研修の培う資質能力を明確にするとと

もに，「Ｃ 総合的な人間力」についての充実を図る． 

(2) 自己啓発面談とのリンク 

ａ．自己啓発面談とライフステージに応じた研修体系 

あるべき教師像 
中教審報告(H17) 

岐阜県総合教育センターの研修講座で培いたい資質や能力 

Ａ 教職に対する 
強い情熱 

①教職に対する使命感や誇り ②子どもに対する愛情や責任感 
③学び続ける向上心     ④高い倫理観 

Ｂ 教育の専門家として 
の確かな力量 

①子ども理解力 ②生徒指導能力 ③集団指導力 ④マネジメント能力 
⑤教科の専門性 ⑥問題解決能力 ⑦危機管理能力  ⑧事務処理能力 

Ｃ 総合的な人間力 

 
 
 
学校で

育つ 
 
 ①豊かな人間性 ②常識と教養 ③対人関係能力 

④コミュニケーション能力 ⑤協調性 

（新しい時代の義務教育を創造する(答申) 教師に対する揺るぎない信頼を確立する－教師の質の向上－） 
○ 今年度の重点 

Ａ 教職に対する強い情熱 
 子どもに対する愛情責任感とともに，変化の著しい社会や学校，子どもたちに適切に対応するため，常に学び

続ける向上心を持つ 
Ｂ 教育の専門家としての確かな力量 
 「教師は授業で勝負する」この力量が教育のプロたる所以である．子ども理解力と教科の専門性を磨く 
Ｃ 総合的な人間力 

  子どもたちの人格形成に関わる者として，対人関係能力，コミュニケーション能力などを身につける 

図 1 研修講座で培いたい資質や能力 
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岐阜県教育委員会では，経験年数に応じた悉皆研修と

して，初年目，3 年目，6 年目，12 年目を行っている．

こうしたライフステージに応じた研修体系の中で，教師

として成長していくための課題を明確にし，その解決を

めざす．例えば，大学を卒業直後に教師となった場合の

教師のライフステージを次のようにとらえている． 

 

20 代前半：基礎形成期として，初任者研修や３年目

研修を実施し，この３年間で一人前の教育を育て

るように手厚く支援している． 

20 代後半：６年目研修を実施し，日常の活動を積み

上げ，意欲的に授業や学級経営を実践できるよう

にさせ，その成長を見届けている． 

30 代から：資質充実期として，12 年目研修を実施し，

自己研修の課題を明確にし，学校の教育活動の中

核として参画できる能力の育成を目指している． 

 

 しかし 12 年目研修以降については悉皆研修はない．

40 代からのライフステージは職種に応じた研修となり，

該当しなければ，研修は個に任されていた．  

 校長は人材育成の視点から，本来，全教員の自己課題

を決定する過程や局面で関わるべきである．しかし，校

長が主体的にかかわり指導・評価をしてきたのは，初任

者研修と 12 年目研修の対象者に対してのみである．「自

己啓発面談」を通した人材育成は全職員に対して積極的

に行うべきであり，その結果は教員の研修によい影響を

与えると考える． 

 

 

 

校長は，学校経営構想に基づき人材育成の視点から，

自己啓発面談を行い，個々の教員の課題を把握するとと

もに，計画的な研修ができるように指導・助言を行う． 

また，必要に応じて講座の受講を勧める．教員は自分

の課題に合った講座を受講し，主体的に自己啓発を行う．

こうすることで，一人ひとりの教員にライフステージを

もとに，この１年のことだけでなく，この先５年後，10

年後という長期的なビジョンを持たせることができ，質

の高い研修が期待できる． 

ｂ．３つの基本戦略 

自己啓発面談の結果を踏まえ，個々の教員の課題に応

えることを可能とするため，3 つの柱（基本戦略）から

講座を企画している． 

一つ目は，「教科指導力・学級経営力強化」である．子

どもに確かな力をつけるために教材研究や授業研究を

通して追求しているのは教科指導力であるが，最近その

基盤となる「学級経営力」に課題を持つ教員が増えてい

る． 

二つ目は，「時代の変化に対応する能力の育成」であ

る．喫緊の教育課題へ対応するための講座を，多様な形

態で実施していく． 

三つ目は，「学校の課題に対応できる能力の育成」であ

る．個々の学校の抱えている課題を解決し学校の活性化

を図るため，弾力的な運営で対応していく．  

これらを柱毎に列挙すると，例えば次のような研修講

座を提供している． 

① 教科指導力・学級経営力強化のための研修 

・経年研修による教科指導力・学級経営力の強化 

・授業力向上講座の拡充（小中高の全教科・前後期開

催） 

・学級・ＨＲ経営力向上講座 

・道徳教育実践力アップ講座の新設 

② 時代の変化に対応できる能力育成のための研修 

・喫緊の教育課題 

（いじめ・不登校対応，危機管理，外国人児童生徒

への指導，小学校理科実験，小学校英語活動，特別

支援教育等） 

・食育・環境教育 

・ＩＣＴ活用指導力・情報モラル指導力の向上 

③ 学校の課題に対応できる能力育成のための研修 

・学校づくり支援事業 

・学校の組織力の開発を支援 

・教育相談 

・校内研修の活性化を支援 

・出前講座 

自己啓発面談 

○（校長）学校の経営方針に基づく

校内の人材育成を図るた

め，計画的に講座の受講を

勧める 

○（教員）自己啓発のためのプラン

に基づき講座の受講など

意欲的に研修する 
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3. 学校に還元できる主体的な研修にしていくために 

(1) 講座の組み立ての工夫 

 以上のような研修講座は，「教師は学校で育つ」とい

う基本的な考え方を踏まえて，さらに「教師どうしのコ

ミュニケーションを活性化する」という方向で講座を組

み立てる必要がある．そのため，講座を開催するにあた

っては，個々の講座では，次のような点に留意して活動

を行っている． 

①受講者が立ち位置を明確にする場 

  自分はどこまでできているのか，何をすればよいの

かがわかるオリエンテーション的な導入を工夫する．

自己課題を明確にし，研修目的を共有する． 

②主体的に参加できる講義内容 

受講者同士が討議する場を持つ．聞いてメモすると

いう講座ではなく，自分たちで解決していくような時

間を確保する．個別ではなく，小集団グループが望ま

しい．意図的に，幼・保・小・中・高・特別支援が混

じるように校種を変えたり，校種別で考えさせ，交流

で交えたりする（ここで図 1 のＣの資質コミュニケー

ション力や，交渉力・プレゼン力など多様な力も併せ

て発揮させるようにする）． 

③校種間の接続と互いの理解 

県の講座は校種を超えた内容が多いので，幼児期か

ら高校生までの発達や学び方を理解できるチャンス

ととらえたい．県では教育ビジョンで重点施策に校種

間の接続をあげている．自分のテリトリーだけでなく，

その前後の学校のあり方を知ってこそ，今何をすべき

かが明らかになる．たいていは，小学校は幼児期に，

中学校は小学校に，高校は中学校にという具合に前の

学校に課題があるととらえがちであるが，一方的に責

任を押しつけても意味がない．同じ場所に共に立ち，

討議をすることで，お互いがどこまでカバーできるの

かを考えようとすることができる． 
④方向性を示すまとめ 

研修の最後に「自校の教室，自校の児童生徒」にあ

てはめて考えると，どのようなことが言えるか，考え

る時間を設定する．これにより振り返りを促進する．

井戸端会議にはそれなりの意味があるが，教育センタ

ーの研修ではそれだけでは満足していない．落としど

ころはしっかりと講師がその力量で納得させたい． 

⑤学んだことを，同僚や管理職に必ず伝える 

以上 5 点をあげたが，このような講座内容の組み立て

により，研修に参加した教員と，学校内での他の人との

交流が生まれる．受講者は広告塔でもある．よいことも

悪いことも口コミで広がっていく．よい意味で，いろい

ろな会議で広がってこそ，研修の還元である． 

(2) 学校での校内研修の活性化を促す研修の設定 

いま学校は「教師が学校で育つ」を実現するために，

より多くの教員が校外で研修できるとよいが，多忙化し

ている学校の実情を考えれば，それは容易ではない． 

そこで，研修者が学校に戻り，研修内容を効果的に還

元できるような工夫が必要である．学校での様々な課題

を共有し集団で解決にあたる時，定期的に開催される授

業研究会で意見を交換しよりよい授業づくりをする時

に学んだ内容が活用され，はじめて講座が活きることに

なる．また，学校のリーダーや，管理職は，多忙な教師

の現状を踏まえ，学校の中で研修が伝達できるような場

を効果的に設定することや，教師どうしのコミュニケー

ションを活性化し，さらには，一人ひとりの教師の成長

を促進するため，どのように研修機会へと導くかが問わ

れることになる． 
これらの現状を踏まえ，学校での校内研修の活性化を

促すため，次のような講座も積極的に提供している． 

【リーダー・管理職対象の学校の組織力を開発する研

修】 

・学校組織マネジメント 

  ～学校の戦略的ビジョンづくりと学校評価～ 

・集団の力を最大限に引き出すファシリテーション基

礎講座 

・コミュニケーションから考える学校経営講座 

・管理職のためのコーチング講座 

・ 管理職のための危機管理講座 

【校内研修の活性化（出前講座）】 

・いきいき学校づくりシリーズ 

・会議を活性化させる質問力向上講座 

・教育相談講座 

・特別支援教育講座 

・ファシリテーションスキル講座 

【学校の課題に対応できる能力の育成】 

・教育相談講座（不登校・ひきこもり対応講座，メン 
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タルヘルス講座，自殺予防講座等） 

・情報研修講座（情報モラル，プレゼンテーション）  

【教員の自主研修をサポート】 

・イブニング講座 

・土曜講座 

 

Ⅳ．教員研修に関する大学とのかかわり 

 

教育センターが現在実施している研修ややるべき研修

を大学が代行しても意義は薄い．大学には大学だから提

供できる内容を期待している．具体的には，大学の教育

環境を生かし，教育センターが実施している研修とは違

う角度から，またより専門的立場からの内容を求めたい．

教育現場から見ると大学の教育環境は魅力的である．教

育現場にいるときとは違う空気を感じたい．だからこそ

ある種の緊張感が生まれ，大学と教育現場がかかわりあ

う意味があると言える． 

①時間的にゆとりのある研修 

連携において重要なことは，相手のことを理解するプ

ロセスである．お互いに立ち止まり，考える時間が必要

である．短時間でそれを行おうとすると，一方的な押し

付けになる．一人の頭脳を活用する，例えば一人の話を

ずっと聞くような機会にしてしまうことはよくない．こ

れは大学生でも同じではないか． 

②多様な考え方を生み出す研修 

これを研修にあてはめて具体的に考えてみると，研修

用テキストは重要であるが，例えば学校で手作りのテキ

ストを作成することは，「道幅」を狭くすることでもあ

る．学習をゴールへ到達するためのプロセスと考えれば，

「道幅」を狭くすると，皆同じプロセスとなるが，「道

幅」を広く取るとゴールに多様性が生まれる． 

③双方向のコミュニケーションを可能にする研修 

本来は，参加者と講師，参加者どうしが話し合い，理

解し合いたいと思っている．コミュニケーションを方法 

として，違いを認識することが，自分の立ち位置を確認

することにつながるからである．例えば，教員研修でも，

休み時間を長めに設定すると，お互いのインフォーマル

な対話が必ず生まれ，受講生の満足感も高まるが，講師

側が一生懸命説明する研修となると，その逆になる．ま

た，インフォーマルな対話が存在した学習内容は，頭に

残っているものである． 

つまり，大学の先生方と受講生がともに語り合い，コ

ミュニケーションを重ねる中で新たな知識が得られる

こと，これが重要と考える． 

 

これまで岐阜県が 12 年目研修で実施してきた５日間

の大学研修は，まさにこれらの条件が満たされていた．

少人数の受講生を対象に理想的な関係で，大学の図書館

等も利用できるという充実した環境を提供していただ

き研修できたことから，受講生の評価も非常に高かった．

しかし，平成 21 年度に始まる免許状更新講習において

は，年間 1400 人程度の受講対象者受け入れの利便性を

重点に整備してきたため，昨年度まで培ってきた 12 年

目研修のよさは入っていない． 

平成 21 年度の免許状更新講習の実施状況を分析し，

今後のあり方について検討していく必要がある．大学に

は大人の学びがある．大学と教育センターとがともに話

し合いを重ねる中で，教師にとって，そして大学にとっ

て有用な講習のあり方を議論し，ゆとりを持って充実さ

せていく必要があると考える． 

「教師は学校で育つ」「互いのコミュニケーションを重

視する」など，研修の基本的な考え方を取り入れること

のできる，本来的な事業としていくことも必要である．

その際には「ゆとり」「間（ま）」を入れ，教師が自分で

やりたいと考えていることに取り組めるような講習が

望ましい．さらには，大学と学校，お互いの違いを活か

せるような研修であればなおよいと考える． 


