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１．シンポジウムの主題 

 教師教育の高度化を構想し、実現することは、

教育の質の向上を考えるうえでの中心的主題

のひとつである。一昨年度（2012 年度）の第

2 回やまがた教員養成シンポジウムにおける

佐藤学氏の講演では、日本の教師の質の高さを

支えてきた四つの基盤が崩壊しているという

教師教育の歴史的問題が指摘された。高い教育

水準、高い教員給与、高い採用倍率、そしてイ

ンフォーマルな専門家文化のいずれもが 1970

年代から 1990年代にかけて崩壊し、教師の質

の危機を迎えているという。このような状況の

中、教職の専門職化を志向した高度化が重要で

あることが提起された。 

 昨年度（2013年度）に実施した第 3回やま

がた教員養成シンポジウムでは、教職の専門職

化を志向した教師教育の高度化の重要性を再

確認した。ここで確認された高度化とは、教師

の成長を職人としての成長と専門職としての

成長の二側面で捉え、二側面の成長の統合を志

向し、教職の専門性を開発することであった。

また、その具体的なビジョンとして、事例研究

という方略とそれによる専門家共同体の構築

が重要になることを共有した。 

 専門家共同体の構築を通した教職の専門性

の開発に向けて、どのような方略を構想し、実

現へとつなげていく必要があるだろうか。その

中でも重要な方略の一つが、学校と大学との協

同にある。一昨年度のシンポジウムでは、大学

と学校のパートナーシップ、大学教師と現場教

師とのコラボレーションのネットワーク化の

重要性が提起されていた。また、協同の重要性

については、文部科学省も近年くり返し提言す

るようになった。2014年 8月の答申では、「教

育委員会、大学等の関係機関が、それぞれの責

任を果たしながら、その連携・協同により、教

員の養成、教員の継続的な学習に対する支援を

行うことが重要である」と述べている。 

 そこで、本シンポジウムでは、「学校と大学

の協同が生み出す可能性―教職の専門性を開

発する―」を主題として設定し、学校と大学の

協同による実践事例が何を可能とし、どのよう

な課題と出会っているのかについて共有し、今

後、協同的に実践できる領域を考えることを目

的とした。実践事例の報告は、以下の 3つの事

例の報告で構成した。第一に、福井県教育研究

所と福井大学教職大学院との協同による現職

研修の事例である。本事例については、福井県

教育研究所の研修部主任冨澤宏二氏に報告を

依頼した。第二に、山形県立楯岡高等学校にお

ける大学の研究者との協同による学校改革の

事例である。教諭の小林英治氏に報告を依頼し

た。第三に山形県新庄市立新庄中学校における

学校改革の事例である。校長の笹原啓一氏、教

諭の佐藤純氏に報告を依頼した。こうした報告



がもつ意義を整理するために、報告後に、指定

討論を設定した。指定討論については、山形県

教育庁教育次長の中井義時氏、山形県教育セン

ター指導主事の山科勝氏、また、山形大学大学

院教育実践研究科准教授の樋渡美千代氏にお

願いした。なお、シンポジウムの開催日時、場

所、プログラムなどは以下のとおりである。

 

２．シンポジウムの概要 

（１）福井県と福井大学教職大学院の協同 

 学校拠点方式とは、大学のキャンパスを拠点

とした教育課程に対して、学校を拠点として、

そこで現実に起こる課題と向き合いながら、協

同的な省察と探求を可能にしようとした福井

大学教職大学院による試みである（松木、

2014）。この方式では、教師は拠点校で現職と

して働きながら大学院生として学ぶ。学校の中

で具体的で実際的で個別的な教育課題の解決

を行うことと並行して、月に 1度ほどのペース

で大学院に通い、他の院生とその課題に関する

協同的な省察を行う。そこでの省察を、学校に

持ち帰り、実践的な研究を遂行する。福井県教

育研究所の挑戦は、教育研究所自体を教職大学

院の拠点校の一つとして位置づけ、かつ、教育

研究所における研修に学校拠点方式を採用し

て実践したというものである。福井県教育研究



所の冨澤宏二氏は、こうした福井県と福井大学

教職大学院との協同による現職研修の実践に

ついて報告した。 

 福井県教育研究所は、一人の教師の成長のス

パンと、多様な年代の教師がいる学校全体の教

育力向上を目指し、特に、「基本研修」と「ミ

ドルステップアップ研修」に焦点をあて、研修

の見直しを行った。その特徴は、学校拠点方式

の導入、実践と省察のサイクルの重視、そして、

協同性を通した学びの保障にある。 

 学校拠点方式の導入にあたって具体的に行

われた方策は、研究所における「一方通行の講

義」を「学校拠点での実践」に転換したことで

ある。研修の参加者は、学校では、同僚と共に

直面する課題について探求し、その過程を記録

する。その記録を持ち寄り、研究所では、他の

学校や他校種の教師と共に、そうした課題につ

いて振り返る。学校における実際の課題への協

同的な探求と、教師個人の成長とを統合すると

いう試みになっている。 

 こうした研修を支える原理として、省察の重

視と協同性の保障がある。研究所で行う研修は、

「実践を記録化していく意識の徹底」と「実践

を振り返る場の設定」の 2 点を柱としている。

研修の参加者に求められるのは、学校における

協同的な探求とそれに関する記録化である。そ

して、その記録に基づいて、他者とともに省察

を行う。学校拠点での実践と研究所の研修の実

践の双方において、協同性を保障することが重

視されている。研究所の研修では、初任者研修

対象者同士、5年経験者研修対象者同士の協同

的な省察だけでなく、初任者研修、2年経験者、

3年経験者、5年経験者、10年経験者研修の対

象者が共通の場で協同的に省察する場を設定

する試みも始まっている。こうした試みは、レ

ポート提出のみの研修から初任者同士のセッ

ションへ、そして、様々な経験年次のクロスセ

ッションへと発展してきた。 

これらの研修の変革を可能にしている仕組

みとして以下の二点は重要である。 

第一に、福井県教育研究所が、福井大学教職

大学院の拠点校の一つであるという点である。

福井県教育研究所の所員は毎年 1名、現職院生

として福井大学教職大学院で実践研究を行っ

ている。こうした研修の変革自体が、大学院で

の実践研究の一環として位置付けられており、

実践の変革が教職大学院という仕組みにより

保障されている。クロスセッションの場には、

教職大学院のスクールリーダーコースの院生

やスタッフも参加する場となっており、より多

様な立場との協同的な学習が可能になる。拠点

校の一つであるということにより、院生や修了

生が大学と結ぶ役割を果たしている点も大き

い。院生や修了生、指導教員を通じて大学の多

様なリソースに地域からアクセスすることが

可能になっているのである。 

第二に、福井県教育研究所を教職大学院の拠

点校として位置付けた実践は、教職大学院単独

によるものではなく、福井県教育委員会もビジ

ョンを共有して行われている実践であるとい

う点である。福井県教育委員会の「福井県教育

振興基本計画」では、「校内研修を軸とした研

修システムの確立」を、「福井型 18 年教育」

の実現の柱として据えており、その具体的な施

策として「学校拠点方式の拡充」や「福井県と

福井大学の連携強化」を挙げている。学校と大

学との協同だけでなく、県の教育行政が協同す

ることにより、教師一人ひとりのライフコース、

また、県全体の教育の発展という長期的スパン

に基づく地域における教職の専門性の開発の

可能性が生まれている。 

（２）山形県における学校改革の事例 

 福井県の事例が、教職大学院や県教育委員会

により構築された仕組みによって進展してい

るのに対して、山形県における学校改革の事例

は、学校単位による、いわば草の根の改革であ

る。学校と大学のパートナーシップというより

は、現場教師と大学教師との協同という性格が

強い。こうした協同の結果、互いに授業につい

て語り合う風土や教師自身が成長しようとも

がき続ける風土が生成してきたことが報告さ

れた。その中でも、大学の研究者が授業研究会

において「実践を通して学ぶ」という居方をす

ることが重要であることが指摘された。 



 楯岡高等学校では、授業研究会を中心とした

学校改革を推進する当初、大学の研究者は「教

えてくれる」存在であるという前提が、教師間

に共有されていたという。また、授業研究会に

おいて授業を公開する教師は、参加者から「裁

断」される対象であり、積極的に参加したい場

ではなかった。新庄中学校においても、改革当

初、教師の間では同様の感覚が共有されていた。

研究主任の佐藤純氏にとっては、授業研究会で

公開する自身は「まな板の上の鯉」であり、授

業をする前の「不安」と終わった後の「解放感」

を味わう場であった。授業研究会は学び合う場

として成立しがたい状況にあった。 

 大学の研究者が授業の出来事を通して学ん

だことを語ることにより、授業研究会という場

の意味の転換へとつながった。授業研究会は、

研究者も教師も、実践を通して「学び合う場」

として再構築する必要がある。専門家に特徴的

な二つの思考様式として、ドナルド・ショーン

は「熟考」と「省察」を挙げている（ドナルド・

ショーン、2001）。「熟考」と「省察」という

行為は，専門家が理論と実践を統合する 2つの

サイクルを意味している。「熟考」とは，理論

的な概念や原理を実践の文脈に対応させて翻

案する思考活動であり，「省察」とは，実践の

中に埋め込まれた理論を学ぶ思考活動である。

こうした思考活動は、特定の領域に還元して分

析する活動とは異なり、多くの領域の知識を統

合して遂行される活動としての特徴を持って

いる。授業を「裁断」するのではなく、出来事

を通して総合する思考的実践が必要とされて

いるのである。指定討論者の山科勝氏は、指導

主事である自身の仕事を振り返り、指導主事と

しての居方に変革の必要があることを引き受

けていた。研究者も指導主事も、実践を通して

学ぶことが、今後の学校改革の鍵になるだろう。 

 また、報告の中では、草の根の学校改革に伴

う苦悩と共に、改革を長期的に展望することの

重要性が提起された。新庄中学校の笹原啓一氏

は、なかなか変われずにいる教師たちをどのよ

うに支えられるかという校長としての課題を

提示した。変われないでいる教師の状況を、笹

原氏は、水があふれそうになっているコップに

たとえ、「コップの水があふれているような状

態では何も入らない」、「すこし水を汲みださな

いといけない」と表現した。自分が積み上げて

きたものを見直し精選し、新しいものを入れら

れるように、ふるいものを捨てるということを

表現したものであろう。一方で、佐藤純氏が、

捨てるというよりは、炭酸水から気が抜けるよ

うな変質だと表現したように、教師の成長にと

っては、入れなおすことだけでなく、いや、そ

れ以上に再文脈化や再構築の方が重要なこと

もある。教師の成長は、1年や 2年という短い

スパンで見るのではなく、10 年スパンで見る

必要があり、学校改革もそうした長期スパンで

の実践であることが示唆された。 

 

３．シンポジウムを通して見えた可能性 

（１）システムの内側からの再編という視座 

 指定討論の中で、中井義時氏は、福井県の事

例から学べることの一つとして、「お金をかけ

なくてもできること」である点を挙げた。経済

的かつ時間的なコストの視点から、福井県の挑

戦は今後大いに参考になる。指定討論者の樋渡

美千代氏は、教職大学院に全ての教師に通って

ほしいものの、経済的かつ時間的なコストから

それを実現できない現状があること、福井県の

実践は、そうした現状に対して、全ての教師が

大学の理論と接することを可能にする挑戦で

あることを指摘した。 

しかし、中井氏の意見は、経済的かつ時間的

なコストの問題としてだけでなく、改革は新し

いものを容器に入れるような実践ではなく、内

側からの変革を目指す必要があるという重要

な視点を提起している。 

 学校改革の多くは、当初、新しいものを入れ



る実践として始まる。楯岡高等学校の学校改革

当初における壁の一つとして、「会議がいっぱ

いだ」、「忙しい時期なのに」といった教師の「迷

い」があった。一方、福井県教育研究所の冨澤

氏の報告に何度か出てきたこととして、全体と

しての時間や回数は変えずに、ということがあ

った。先のクロスセッションの実現も、新たに

導入したのではなく、1年間の初任者研修を 3

年間で実施するように再編成したものであっ

た。外側から新しいものを入れるという改革か

ら、内側の再構築、再編成としての改革への転

換は、学校、教育行政機関、大学が共有したい

視座である。 

（２）ビジョンを共有することの重要性 

 内側からの再構築や再編成にとって重要な

ことは、ビジョンを共有することであることも、

今後共有すべきことの一つである。冨澤氏は、

先述の報告をする一方で、福井県教育研究所の

一所員としての立場からは、改革の全容は大き

くて見えにくいものであることも語っていた。

学校の内側にいる教師一人ひとりにとっても、

それは同様であろう。笹原氏は、校長としてで

きることの一つとして、学校改革を方法の導入

として行うではなく、今、なぜ改革が求められ

ているのかを職員間で共有することを中心に

行うことを提案していた。内側からの学校改革

にとって、ビジョンが最優先されるべきだとい

う提言でもあろう。福井県では、県教育委員会

との協同を通して、そうしたビジョンの共有が、

拠点校、教職大学院、そして教育行政機関との

間で実現されている。 

（３）学び合う場の構成へ 

 冨澤氏からは、全容の見えなさが、教師一人

で何ができるのだろうという戸惑いにもつな

がることが語られた。しかし一方で、研究主任

の立場として佐藤純氏は、職員室の中で「愚痴」

でもいいから、まず出してみることがきっかけ

になることもあるということを提案した。一人

ひとりの実践上の悩みは、一人で抱えている間

はただの悩みに過ぎない。「愚痴」も同様であ

ろう。しかし、そうした悩みが、他者と共有可

能な状況になり、共に考える課題に変わった時、

一人ひとりの教師の学びの機会へと変わる。佐

藤氏の提案は、教師一人の周囲にも、小さな語

り合う場をつくることの重要性を述べている。 

 中井氏は、山形県教育委員会の今後の使命の

一つとして、県という単位で学び合う場を構成

することを挙げた。学校と大学とのつながりは、

点と点を結ぶものである。そこに県としてかか

わることで、学び合う場を面として構成するこ

とが山形県の教育行政機関としてできること

であると述べていた。 

シンポジウムを通して、ビジョンを共有しつ

つ、大きさの違う学び合いの場（プラットフォ

ーム）を、立体的に積み上げていくというネッ

トワークの創造において、学校、教育行政機関、

大学が協同する必要性を学ぶことができた。そ

うしたなかで、大学あるいは研究者は、どのよ

うな責任と役割をはたしていけばいいのかが

改めて問われることになろう。「学ぶ」という

ことのモデルを、積極的に示してそこに巻き込

んでいくことに役割があるのかもしれない。 

日曜日にもかかわらず、シンポジウムには、

山形県内の各地から、また、多様な立場から

100 名あまりの参加者があり、満席となった。

参加していただいた方々に感謝を申し上げた

い。こうしたシンポジウムが、山形県の教師教

育の高度化につながるプラットフォームにな

るように、次年度以後も企画したい。 

 

引用・参考文献 

中央教育審議会答申（2012）「教職生活の全体

を通じた教員の資質能力の総合的な向上方

策について」（2012年 8月 28日） 

ドナルド・ショーン（2001）佐藤学・秋田喜

代美訳『専門家の知恵―反省的実践家は行為

しながら考える』ゆみる出版 

松木健一（2014）「学校拠点方式の教職大学院

とは何か―学校ベースの実践コミュニティ

の創造を目指す福井大学の取組を振り返る」

福井大学教職大学院紀要『教師教育研究』

Vol.6、3-18頁 


