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教員研修の課題と今後の在り方について 

―平成 22 年度の現状の課題と分析― 
 
 
髙田 かがり*1 

 

岐阜県教育委員会は，県内の全教員に対して，研修の提供にあたり，今日的課題を解決し，受講者のニー

ズに合うように研修を実施し，研修された内容が各学校において還元されるよう立案している．本論文では，

岐阜県の教育の現状を認識するなかで，教員研修における課題を明らかにして，研修体系・方法・内容にお

ける工夫を考察する． 
 

〈キーワード〉 教員研修，基礎学力，校内研修，連携 
 

Ⅰ. はじめに 

 

平成 23 年度より新学習指導要領が小学校で，24 年度

は中学校で全面実施される．それにともない小学校で使

用される教科書のページ数は全教科 6 年分で，現行の教

科書に比べるとおよそ 25％増加している．授業時数も小

学校では 1 年生から 6 年生までの総時数で，平成 20 年

度と比較すると 278 時間も多くなり，増えた内容につい

てどのように実施していくかが課題となっている． 

 平成 21 年度からの新学習指導要領実施の移行期にお

いて，岐阜県の学力の状況を全国学力・学習状況調査の

結果から見てみると，特に小学校では，平均点の半分以

下の児童数がここ 4 年間でわずかではあるが増えている

傾向にある．指導内容が大幅に増加する中，基礎的・基

本的な知識や技能の定着という点が課題であるととら

え，岐阜県教育委員会としては，基礎学力定着に関わる

施策を重要施策として 22 年度から取り組んでいるとこ

ろである． 

 また，岐阜県内の平成 22 年度小学校，中学校，高等

学校，特別支援学校の教員数は 17,113 人で，現在は 40

代後半が多く，今後，ベテラン層の大量退職を考えると

ベテラン教員が若手教員に教えるという学び合いが必

要になってくると考えている．また，中堅が少ないとい

う現状から，校内の研修をいかに活性化していくかとい

うことも課題となる． 

 これらの状況をふまえ，特に平成 22 年度の現状の課

題を分析し，教員研修はどうあるべきかを考察する． 

 

Ⅱ 現在の岐阜県の教育の現状の認識と教員研修 

 

１ 教員研修の基本構想 

  岐阜県総合教育センターでは，平成 17 年 10 月中央教

育審議会の答申「新しい時代の義務教育を創造する」か

ら，研修で培いたい資質や能力を養成するため，経験年

数や職務に応じた研修である基本研修と個々の教員や

学校のニーズに応じた専門研修を実施している．また，

要請のある学校へ出向き，校内研修への支援を充実し，

教員研修の充実を図っている． 

学校においては，校長は校内での人材育成を図るため，

校内研修の活性化を図り，自己啓発面談等を活用し，計

画的に講座の受講を勧め，教員は，教員相互の学び合い

や講座の受講などを通して意欲的に研修できるよう取

り組んでいる．このように学校の教員が意欲的に研修に

臨めるよう構想を立て教員研修を実施している． 

 

２ 岐阜県教員の年齢構成と教員免許更新制 

  平成 10年度と平成 19年度の教職員の年齢構成を比較

すると，3つの校種とも40代後半から50代前半が多く，

今後も高齢化が進んでいくことが分かる．すなわち初任

研，3 年目研，6 年目研，12 年目研の基本研修を受けた

40 代前半までの若手中堅層と基本研修を受講していな

い多数派のベテラン層が混在している状況である．
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 従って平成 21 年度から始まった，35 歳，45 歳，55

歳を対象とする教員免許更新制において悉皆で講座を

受講することは，最新の教育情報を学ぶことにおいても

意義あることだと考える． 

 今後，免許更新制そのものについてどのような変化が

あるか不確定な面もあるが，岐阜県総合教育センターが

実施している 12年目研修と重なる 35歳は除いて 45歳，

55 歳のベテラン層における研修は形を変えても必要に

なってくると考えられる． 

 

３  大量初任者採用にともなう初任者研修の充実 

 平成 22 年度，岐阜県の初任者採用は小中高特合わせ

て 397 名でその内，岐阜市を除いた 367 名が，初任者研

修の校外研修 3 泊 4 日を国立乗鞍青少年交流の家で実施

した．平成 21 年度までは，小中の初任研は御嶽少年自

然の家を利用し，高特の初任者は乗鞍での研修と別々に

実施してきた． 

 平成 22 年度からは，御嶽少年自然の家の使用ができ

なくなったことや今後も続く大量初任者の採用により

見直しを図った．改善点の 1 つは，小中高特の合同で実

施することである．このことは，自分の担当している子

どもに目を向けることだけでなく，子どもを長い目で見

ることの大切さに気付いてほしいことを願っていた．２

点目は，できるだけ各地域の近隣の学校の初任者を同じ

グループにした．このことにより，今後困った時など交

流ができるよう企画実施した．その結果，小中高特の校

種の異なる研修が大変有意義であったと感じているも

のはかなり多いことが分かり，小中高の発達段階を広い

視野で見ることができる初任者を育てるという成果を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 小学校・中学校・高等学校教員年齢構成 

表1 研修で培いたい資質や能力 
 

あるべき教師像  
岐阜県総合教育センターで培いたい資質や能力 

中教審報告（H17)  

教職に対する   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 

強い情熱   ③学び続ける向上心             ④高い倫理観 

教育の専門家として   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 

の確かな力量   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 

総合的な人間力 
  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 
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得ることができた． 

ここで，小学校，中学校，高等学校の初任者の宿泊研

終了時の感想の抜粋を紹介する． 

小中高特での合同の

合宿は，平成 22 年度か

ら実施したが，一人の子

どもをつながりのある

視点でとらえることは

どの教員も指導してい

く上で大切なことであ

る．現在も講座の構築を

していく過程において，専門研修などではすでに校種の

枠をはずして受講生を募集し，実施している講座もある

が，今後もこの校種間交流の視点を大切にしていく必要

がある． 

 また，喫緊の課題とされている小 1 プロブレムや中 1

ギャップについても一人の子どもをつなげて育てると

いう視点をもつことによって，対応についても工夫でき

るものであると考える． 

 

４ 基礎学力の定着を目指す研修について 

①  新学習指導要領 

 小学校の学習指導要領で増加した278時間の中で算数

だけを取り上げてみると，142 時間の増加であり，割合

にすると 51％を占める．増加のなかった 5・6 年生のみ

で指導する家庭科の総時間は 115 時間で，増加した時間

数の方が 1 教科の総時数よりも多いということになる．

従って，増加した算数の指導内容を年間指導計画に位置

付け指導することには大変な努力が必要となる． 

 小学校では，教員は何か一つの教科の専門はあったと

しても，専門でない教科の指導の方が多いので，算数に

おいてもどの教科においても，児童一人一人に確実な力

を身に付けようすると教材研究に対するさらなる努力

が必要となる． 

②  初任者の担任の学年からみるつながりある指導の

充実 

平成 22 年度岐阜市を除く小学校で初任者の担当学年

を調査した結果，表 3 に示すように 2 年生，3 年生，4

年生，5 年生，1 年生という順序で多く担任しているこ

とが分かった．また，この順序や，2 年生と 3 年生の担

任となる割合はおよそ 7 割ということについては過去 5

年間変化していない状況も調査の結果分かった． 

この初任者の配置状況から，初任者が学級担任する場

表2  小・中・高・特の校種の異なる初任者の合同で宿泊研修を行ったことについて 

 「有意義である」と感じている割合                     （人） 
  段階 大変有意義 5 4 3 未記入者 合 計  

  小  130 (90%) 7 0 7 144 
  中 81 (87%) 7 0 5 93 
  高 56 (71%) 21 1 1 79 
  特 42 (86%) 6 0 1 49 
 合計 309 (85%) 41 1 14 365（2人早退） 

 

現在私が担任している学級の子どもたちも，成長し，

他の先生方が話している子どもに変わっていくのだと

はっと気付かされました。また，今回ここに集まった

多くの先生方で子どもの6歳から18歳までを協力して

教え，共に育てようとしているのだと気付いた時，感

動を覚えました。        （小学校初任者） 

 

3日目の班別討議では，小，中，高，特の様々な校種

の先生と話し合いをすることにより，つながりの大切

さを学びました。今までは，小学校６年間と中学校の3

年間，高校の3年間は別々のものだと思っていました。

しかし，今回の班別会議を通して， 一人の子どもを育

てるということに気付きました。小学校で培われた基

礎を受け継いで中学校で教育をして，高校に送りだす

のだから，小学校で指導されたことを中学校で無駄に

してはならないし，中学校でさらに力を付けさせるた

めにはどうしたらよいのだろうかと考えました。やは

り，中学校のことだけ，自分の教科だけという狭い視

野で考えるのではなく，横軸・縦軸で考え，小学校か

ら受けたバトンを高校につなげていける教育を目指し

たいと思いました。        (中学校初任者） 

 

  自分自身高校という範囲でしか生徒を育てるという

ことを考えたことがありませんでしたが，この研修を

通して様々な校種での児童・生徒への指導の仕方，向

き合う姿勢を聞き，知ることによって児童生徒を自立

させるためのつながりを感じ，教育というものの考え

る巾を広げるきっかけをもらいました。小学校の先生

からは，子どもに対して，愛情を持って接する姿勢を。

中学校の先生からは，心を開いてあるがままの自分で

勝負する勇気を学びました。自分自身を振り返ってみ

ると甘さを感じます。          （高校初任者） 



 
 

4 

合の配慮すべきこととして，次の 3 点がある． 

1 点目は，初任者は校外研修として，25 日間実施され

ており，出張時は補充の教員が指導している．児童・生

徒側からみると教師が代わることによって，指導されな

い内容が出ることは最も配慮しなければならない． 

 2 点目は，小学校 2 年生は 1 年生に比べると総時間数

で 60 時間増えている．この学年の総時間数の差は 1 年

生から 2 年生に上がる時が一番多い．1 年生で身に付け

た内容をさらにていねいに指導し，確実に基礎的・基本

的な力を身に付けさせる大切な学年であると言える． 

3 点目は，第 3 学年になると仲のよい子どうしの結び

付きが強くなり，学級全体としてのまとまりが育ちにく

いため，学級経営力がないと学級がまとまらず仲間と共

に積極的に学習をしようとする集団になりにくい傾向

にある．したがって，教科指導に力を注ぐことはむろん

学級経営においても力を付けなければならない． 

以上 2 年生，3 年生として小学校における特徴的なこ

とをあげたが，初任者が何年生の担任であっても学年，

学校の体制の中で，発達段階に応じて子どもたちに指導

できるよう初任者を育てながら，共に学ぶまさしく「学

び合い」の学校としての体制づくりが必要である． 

 

③  岐阜県の学力の状況   

 岐阜県の学力の状況の把握と対策については，平成 22

年度より県の教育委員会内の学校支援課を中心に基礎

学力定着プロジェクトを立ち上げ，各課が横断的に取り

組んでいる．分析結果については，平成 23 年 2 月に出

された「基礎学力定着サポートプラン」の抜粋に示して

いる． 

この内容からも分かるように，特に小学校において，

平均点の半分に満たない児童がここ 4 年間わずかではあ

るが増える傾向にあることを分析すると，基礎的・基本

的な知識及び技能の定着に課題があると考えられる．そ

こで，これらの分析をうけ，教育研修課としても，基礎

的・基本的な知識や技能が身に付けられるような講座を

構築する必要性がある 

 

表 4  岐阜県 基礎学力定着サポートプラン 

平成 23 年 2 月 より抜粋 

 

④  教科に関する指導の充実 

表 5 岐阜県総合教育センター 記念誌 2010 年より 抜粋 

 

 

 

表3 平成22年度 センター受講の初任者学年別担任数 

                          （小学校） 

 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計  

 3人 51人  42人 25人 16人  0人 137人 

2.2% 37.2% 30.7% 18.2% 11.7%   0% 100 % 

１ 岐阜県の教育の現状 
(4) 岐阜県の子どもたちの学力状況 
①全体 
  平成 19 年度から平成 22 年度の全国学力・学習状況調

査の結果によると，岐阜県全体の傾向としては，全国的

に優れた成績を上げており，特に，B 問題においては，

子どもたちの平均正答率は，全ての教科で全国平均を上

回っているなど，大変よい結果となっています． 
  ただし，全体としては高い正答率にも関わらず，全国

の平均正答数の半分以下しか正答できなかった子どもの

割合は，例えば平成 21 年度小学校の算数Ａ問題では

5.3%， 中学校の数学Ａ問題では 8.3%を占めています．

さらにＢ問題を合わせると小学校，中学校ともに 10%程

度であることが分かります．平成 22 年度においては，

小学校の算数Ａ問題では 9.2%，中学校の数学Ａ問題では

10.6%となっており，平成 19 年度以降 A 問題での推移

を見ると，徐々に増加傾向にあると考えられます． 
②小学校 
小学校では，平成 19 年度から 22 年度までの全国学

力・学習状況調査の結果から，全国平均正答数の半分以

下の正答数である子どもの割合が，全国と比較すると

徐々に増加しており，悪化しています．さらに，8 割以

上正答する子どもの割合については，全国と比べると

年々少しずつ減少する傾向を示しています． 
また，個別の問題を見ると，例えば，四則（＋－×÷）

の混合した計算においては，正答率が低いままであり，

十分な改善の方向が出ていません．特に平成 22 年度の

問題（50＋150×2）の正答率は 54%にとどまり，不十分

な正答率となっています．小学校 4 年生で学習した四則

の混合した計算について，小学校 6 年生の段階で，ほぼ

2 人に 1 人が間違えている状況であることから，内容に

よっては，多くの子どもについて，基礎的・基本的な知

識・技能の習得や定着に課題があることが考えられます．      
 

 

平成 12 年度の組織再編によって、それまで複数の課

で管轄していた研修を教育研修課（改革当時は研修管理

課）のもとに一元化し、教員のライフステージや課題に

応じた研修を効果的に実施できる体制が整えられた結 



 
 

5 

 

 平成 12 年度再編によりそれまで，第一，第二，第三

研修部というように教科別研究体制が整えられていた

が，平成 13 年度以降については，そのような教科の研

究そのものをしている部署はなくなった．現在，教科研

究的内容は，教育研修課内としては，授業力向上講座と

して，年間 2 回専門研修の中に位置づけられていたり，

学校支援課とともに，学校訪問をして教科等の指導をし

たり，主事会において教科の研修をしたりしているのが

現実である．「研修と研究」から「研修と指導」に変化

したのである． 

 その後 10 年を過ぎ，新学習指導要領の実施や基礎学

力定着の必要性の中で改めて教科の指導力を向上させ

る見直しが図られなければならない必要性が増してき

た． 

  そこで教科における研修を整理してみると表 6 のよう

になった． 

 表 6 からも分かるように平成 22 年度までは，特に教

育センターとして実施する初任研，3 年目研，6 年目研，

12 年目研において教科指導についての日数が少なかっ

た．そこで，教科指導の充実を図るため，アからカにつ

いての研修の構築を考えた． 

ア．小学校の初任研，12 年目研において，算数に関する

基礎的・基本的な知識・技能の習得や定着の重要性の

理解を図り，授業の具体的な展開や指導・援助の在り

方についての研修を実施する． 

イ．小学校及び中学校 6 年目研において，2 日間の教科

指導研修を，基礎的・基本的な知識・技能の習得や定

着のための研修に重点を置き，単元指導計画の改善や，

具体的な授業の展開や指導・援助の在り方についての

研修を実施する． 

ウ．３年目研において，教育研修課が各教育事務所と連

携し，各教科の指導における基礎的・基本的な知識・

技能の習得のための指導力向上に重点を置いた研修を

果、現在のような基本構想と研究体系を実現するに至っ

た． 
 

表6 平成22年度・23年度の教科指導に関わる研修 

平成22年度 

 初任研 

校外研修 

25日 

3年目 

校外研修 

3日 

6年目 

校外研修 

3日 

12年目 

校外研修 

10日 

その他の研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合教育 

センター 
０日 ０日 ２日 ０日 

専門研修 

（授業力向上講座） 

２日 

重点講話 

理論 

「教えて考えさせ

る授業」 

各教育事務所 １０日 １日 ０日 ２日 
各事務所・市郡での

教科研修 

 

 

                                            

 

 

平成23年度 

 初任研 

校外研修 

25日 

3年目 

校外研修 

3日 

6年目 

校外研修 

3日 

12年目 

校外研修 

10日 

その他の研修 

 

 

総合教育 

センター 

２日 

（講座として

位置づける） 

０日 

２日 

（１日基礎学

力） 

１日 

（講座として

位置づける） 

専門研修 

（授業力向上講座） 

１日：基礎学力講座 

１日：これまでの授

業力向上講座 

新規：少人数指導力 

向上（算数）講座 

重点講話 

実践 

 

「教えて考えさせ

る授業」 

各教育事務所 ８日 
１日 

内容充実 
０日 ２日 

各事務所・市郡での

教科研修 

さらなる充実 
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実施する． 

エ．教師の授業力を高めるための講座（専門研修）を，

基礎的・基本的な知識・技能を習得させる授業力向上

講座（小・中学校全教科，高等学校・特別支援学校選

択）と思考力・判断力・表現力を育成する指導力を高

める講座（小・中学校全教科，高等学校・特別支援学

校選択）に区別し，授業の具体的な在り方についての

研修を実施する． 

オ．小学校算数の少人数指導担当者や学級担任等を対象

とした少人数指導における指導力を高める講座を新設

し，少人数指導の工夫改善や具体的な授業の在り方に

ついての研修を実施する． 

カ．重点講話において平成 22 年度は，「教えて考えさせ

る授業」への示唆をし，23 年度も引き続いて，「教え

て考えさせる授業」の実践者を講師として実践を広め

る． 

 

５ 校内研修の活性化  

①  校内研修の現状  

 県立の高等学校や特別支援学校においては，各学校の

特色が顕著であることや大規模の学校が多いことなど

により，全校体制での校内研修の取組が弱いという課題

があった．そこで，平成 19 年度から，学校づくり支援

事業を立ち上げ，校内の研修を活性化するようにし，平

成 22 年度からは全県立学校の研究主任を対象に学校組

織マネジメントの手法で校内研修の活性化に取り組ん

でいる．その折には校内研修の窓（校内研究の手引書）

を利用して校内での研究会を位置づけることにより, 職

員全体で研究に取り組めるようにした．また，出前講座

として学校へも出向き支援も行っている． 

  一方小・中学校における校内研修会においては，県内

どの学校も組織的に研究推進組織が位置づいており，各

学校が研究テーマを設定し，そのテーマについて実践を

重ねている． 

 また，小・中学校には，岐阜市内の教育実習校 11 校

において，３年サイクルで研究発表会が実施され，県内

の多くの教員が研修のために授業を参観し，研修してい

る． 

さらに，この教育実習校の他に各地域においても研修

校が各教育事務所によって指定され，それぞれの研究テ

ーマをもち，研究会を年間に位置づけ実施しているとこ

ろが表 7 のようにある． 

 このような授業研究会が各学校や各地域で位置づけ

られ，長年多くの成果を生み，岐阜県の研究を推し進め

てきた．これらの研究会の成果は多大であったが，研究

会そのもののやり方については従来からの変化はあま

りない．すなわち，研究主任によるテーマについての発

表，授業者の反省，参加者による意見交流，指導主事や

講師による講評というような流れの研究会がほとんど

である．このような研究会の実施方法で研究会参加者の

すべてが満足いくもであったかについては疑問が残る

面もある． 

②  研究会の工夫 

平成 22 年度 2 月に実施したＡ小学校では，授業研究

会活性化のための出前講座を次のようなねらいで実施

した． 

 ア．授業研究会の活性化を図る． 

    ・全職員の中で一部の職員しか発言しない課題 

    ・職員同士の学び合いが成立しにくい課題  

イ．初任者が 1 年間の成果を実感できる研究授業とす

る． 

 ウ．教科の本質を踏まえ，基礎的・基本的な力が身に

着く具体的な手立てを全職員で学び合う． 

3 年生担任の初任者が，国語「もちもちの木」の単元

で授業を行い，その後授業研究会を実施した．アの課題

については，小グループでＫＪ法を取り入れることによ  

り，グループ内でどの職員

もが授業者の指導や，子ど

もの姿に基づき授業を分

析することにより，どの年

齢層の先生も活発に意見

交流ができた．また，イの

課題に対しては，初任者が

         表7 岐阜市内実習校11校を除いた岐阜県内研修校 

 

 

 

 

 

 岐阜地区 西濃地区 美濃地区 加茂地区 飛騨地区 東濃地区 合計  
小学校 11 8 3 1 1 3 27 
中学校 5 7 3 1 1 2 19 

特別支援学校 1      1 
合  計 17 15 6 2 2 5 47 

                                平成22年 5月調査 各教育事務所より聞き取り 
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授業の実施の前に，他の学級の授業を参観したり，学年

会で授業についてのアドバイスを受けたりして，学年体

制としての学び合いが行われ，初任者自身がより自信の

もてる授業になったと感想を持った．ウの課題に対して

は，例えば，表現力の弱い児童への配慮がされたり，指

導細案で発問や問い返す発問を準備したりして，一人一

人を大切にした授業が展開された．また，国語の授業に

ついては指導主事より，新学習指導要領の実施にともな

う具体的な研究方向への示唆がなされ，来年度の研究主

題の共通理解がなされた． 

 

Ⅲ  大学との連携 

 

 本県では，平成 13 年 2 月 28 日に岐阜大学教育学部長

と総合教育センター長との間で「岐阜大学教育学部と岐

阜県総合教育センターとの連携協力に関する覚書」を交

わして以来，6 年目研修，12 年目研修，教職大学院への

現職教員の派遣，長期内地派遣研修といった教員研修，

また，総合教育センターにおける各講座の講師を務めて

もらい連携協力を進めてきた． 

 こうした連携により，平成 21 年度から始められた教

員免許更新制においても，岐阜大学を核とした県内大

学・短大によるネットワーク大学コンソーシアム岐阜教

員免許更新制専門部会に県教育委員会も講座開設者と

して参加し，円滑に講習が実施されるようになり，平成

22 年度は 2 期目を迎えた． 

しかし，この教員免許更新制により，それまで 12 年 

目研修（法定の 10 年経験者研修）で実施してきた５日

間の大学研修を，受講者側と大学側の負担を軽減する必

要があるという理由から社会体験研修（地域貢献活動）

に変更したことにより，大学と教育委員会の連携という

点では弱くなった面がある． 

 ただ，平成 21 年度より，新しく CST 事業（理数系教

員養成拠点構築事業）について大学と教育委員会で連携

を図り実施し始めた．また，6 年目研修においては，教

科指導に焦点化して内容の充実を図りより連携を強め

ている． 

 

１  CST 事業 

 この事業の目的は，小中学校の理科教育において中核

的に活躍する人材（CST）を持続的に養成し，若手理科

教員の指導力を向上させることである．それに向けて大

学と教育委員会が連携して養成プログラムを構築し，

CST の養成を行うとともに，地区ごとに理数教育支援拠

点を設置し，教員研修活動を展開している． 

 具体的には，学部生を対象とした「初級コース」，理

科教育の実践を積んだ若手教員を対象とした「中級コー

ス」，即戦力として地域で理科教育の指導ができるベテ

ラン教員を対象とした「上級コース」の各養成プログラ

ムを通じて，優れた授業実践を踏まえた実践論文の作成

を積み上げることで，教員が自律的に成長するしくみを

構築し，中核的に活躍できる人材を持続的に養成してい

る． 

 成果として，21 年度は初年度であることから，各教育

事務所指導主事等 8 名を上級に，教育実習校理科主任の

11 名を中級に認定した．22 年度は 2 年目となることか

ら全小中学校にパンフレットを配布し県下から受講生

を募集した．結果上級 9 名，中級 11 名，初級 19 名の応

A 小学校 授業後の校内研究会の様子 



 
 

8 

募があった． 

  今後は大学と教育委員会の

連携で CST を養成するよう

な講座を実施したり，小学校

理科観察実験技能向上講座に

CST を講師として活用した

りしながら理科教育の振興に

努めていきたい．また，理科

に限らず今後はこの手法によ

り他の教科においても大学と

連携しながら教育の充実が図

られるような方向を模索して

いく必要がある． 

 

2  ６年目研修の実施 

 教育研修課では，6 年目研修は昭和 53 年度より実施し

ているが，平成 13 年度からは大学と連携して，各教科

の講座を，指導主事がコーディネーターとなり大学での

教科指導の講座を開設している．表 8 は 22 年度の指導

主事と受講生の満足度アンケート結果である． 

 この結果から，受講者，主事の両方が大学研修を有意

義に感じていることが分かる．その理由としては，大学

という場で，専門的な知識や実践的指導力を身につける

という目的に対して，専門的な視点からの話やアドバイ

スが教育活動の幅を広げる意味で意義が大きいととら

えられる． 

 今後も大学研修検討会議を持ち，より連携を図り，受 

講者が今日的な課題が解決できたり，理論が実践力に結 

びつけられたりするよう実施していきたい． 

 

Ⅳ  終わりに 

 

  これまで，現在の教育の現状の認識について，教員の

年齢構成，初任者研修，基礎学力の定着，校内研修の活

性化など様々な点から述べてきた．また，教員免許更新

制，新規研修講座の講師，6 年目研修の全教科にわたる

連携，理科教員の育成，教職大学院などに関する大学と

の連携は研修の構築にあたっては必要不可欠のもので

ある．今後も様々な観点から教員研修のあるべき方向を

考え，今日的課題を解決し，受講者のニーズに合うよう

に研修を実施していく必要がある． 

 

表8 平成22年度 6年目研修担当主事へのアンケート 

 

 

 

 

 

  大学研修の目的達成度 平成21年度 平成22年度  

  十分できた 11 (46%) 12 (63%) 

  ほぼできた 12 (50%)  7 (37%) 

  あまりできなかった  1 ( 4%)  0 ( 0%) 

  ほとんどできなかった  0 ( 0%)  0 ( 0%) 
       

平成22年度 6年目研修大学研修受講者アンケート 

  十分満足% ほぼ満足% やや不満% 不満%  

内 容       61.0 38.0 1.0 0.0 

研 修 講 師       76.0 23.4 0.3 0.3 

研 修 時 期       54.4 41.1 4.2 0.3 

時 間 設 定       57.2 39.7 3.1 0.0 

会場・設備 62.8 36.2 1.0 0.0 

 

 


