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本事例集について 

 

 この事例集は，教育工学的な視点に基づく，12 の教師教育プログラ

ムを集めたものです。プログラムの対象者は，教員養成（学部），教

員養成（大学院），研究者養成，現職教育，FD 活動と，多岐にわたっ

ています。 

 しかしながら，12 のプログラムには，共通点があります。それは，

『教育工学的な視点に基づく教師教育ハンドブック』（以下，『ハン

ドブック』）の内容を，プログラムの枠組みや教材等に利⽤している

ことです。『ハンドブック』は，2012 年度から 2015 年度にかけて，

⽊原俊⾏（大阪教育大学）を代表者とする科研費による研究プロジェ

クトによって作成されたものです（研究課題番号：24300284）。この

ハンドブックは，次のような構成を有しています。 

はじめに 

第 1 部：教育工学的な視点に基づく教師教育のための理論

的枠組み 

第 2 部：5 つのアプローチによるすぐれた事例 

第 3 部：5 つのアプローチを会得するための演習（実践の

ための演習） 

第 4 部：5 つのアプローチのさらなる展開 

キーワード一覧 

さらに深く学ぶために－関連する⽂献・資料等－ 

おわりに 

『ハンドブック』の第 1 部では，教育工学的な視点に基づく教師教

育の研究と実践を俯瞰する枠組み（変化する社会における教師像の 5

つの要素，今日の教師教育研究と教育工学研究の接点を成す 5 つのア
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プローチ）が呈されています。前者は，「よき社会人」「技術的熟達

者（認知的反省）」「探究的熟達者（実践的反省）」「批判的実践家

（政治的社会的反省）」「専門的学習共同体のメンバー」として，教

師の存在やあり⽅を理解することを意味します。そして後者は，「環

境設定」「対人関係」「フィールド」「制度的」「⽂化的」といった

視座で教師の資質・能⼒を⾼めることに貢献する営みを⽰しています。

これらの教師像の要素やアプローチの詳細は，『ハンドブック』を参

照なさってください。 

本事例集に掲載されているプログラムは，執筆者たちが，上述した

枠組みを踏まえて， 2016 年度から 3 年間かけて，科研費による⽀援を

受けて取り組んだ教師教育実践です（研究課題名「教育工学的な視点

に基づく教師教育プログラムの開発－ハンドブックを主教材として

－」，研究代表者：大阪教育大学・⽊原俊⾏，課題番号：16K01110）。

本事例集には，上記『ハンドブック』で描かれた教師像とアプローチ

に基づいて，執筆者たちが実践研究を繰り広げた知⾒が載っています。

『ハンドブック』を参照しながら，各事例の特徴を味わっていただけ

れば幸いです。 
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  事例１ 教員養成（学部） 

教職ガイダンス 

ハンドブック関連箇所 

第１部第１章 

教員養成学部 1 年⽣の教職イメージの拡張 
プログラム設計：深⾒俊崇（島根大学） 

 

目的 

X 大学教育学部「教職ガイダンス」は，教職の意義等に関する科目として

設定された授業で，1 年⽣ 140 名が受講しています。「教職ガイダンス」の

主な内容は，教育の目的と実践，⼦ども理解と発達プロセス，教師の中⼼的

実践としての授業，教師の仕事（授業以外の業務，服務規程，研修等）であ

り，教育学部における学びの導入となっています。 

その最終回にあたる第 15 回目が「学び続ける教師を目指して」というテ

ーマであり，以下の目標を設定しました。 

・「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像の 5 つの要素（下図）に

ついて具体例を挙げながら説明できる。 

・教師が直面する課題から対応策を検討することができる。 

・研修の意義と⽅向性を理解して，今後のキャリアデザインの一端をイメ

ージできる。 
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実施プロセス 

授業開始前 

事前課題として，ハンドブック第 1 章の「1.2 教育工学的な視点に基づ

く教師教育研究が抱く教師像」を受講者に配付し，講義までに読んでくるよ

う指⽰しました。 

 

ハンドブック活用場面 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

導入 「 あ な た が 考 え る 理 想 の 教 師

は？」 

ワークシートに記入

後，Googleフォーム

に入⼒ 

約10分確保し，

終了後グループで

共有 

展開1 「多元的・持続的に省察を繰り広

げる教師」像の５つの要素を押さ

える。 

スライド  

展開2 ①教師が直面する課題を提⽰し，

個人での対応について考える（５

分間） 

スライド 

ワークシート 

３つの課題がある

ので①②を３セッ

ト繰り返す 

②グループでそれぞれが考えた対

応について共有・協議する（７分

間） 

スライド 

ワークシート 

③３セットが終わった後で，３つ

の課題について教師像の視点から

教師の対応可能性について検討す

る。 

ワークシート  

展開3 学び続けるための研修について確

認する。 

スライド  
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導入として受講者に対して，「あなたが考える理想の教師は？」と問いか

け，その内容を記入してもらいました。その教師イメージを問い直してもら

うために，ハンドブックで⽰された「多元的・持続的に省察を繰り広げる教

師」像の５つの要素を解説しました。 

さらに教師が直面する３つの課題を紹介し，同じ状況に直面したら自分な

らどう対応するかを個人で考え，グループで共有してもらいました。３つの

課題は以下の通りです。 

 

①次の初任者が直面したエピソードを読んで，自分ならどのような解決⽅

法を摸索するか書き出しましょう。 

1 学期は睡眠不⾜でした。授業がうまく⾏かず，家に帰ると泣き出した

り，何度も吐いてしまったりすることもありました。朝も早くから目が

覚めてなかなか眠られなかったです。体⼒面でもだるかった。 

３学級あって，自分のクラスだけ駄目だったらいけない，ちゃんとしな

いといけないって思ってました。（石原 2010） 

 

②ある教師のコメントを読んで，自分ならどういう⾏動を起こすか考えま

しょう。 

まとめ 学び続けるための基礎は大学時代

に十分築くことができる。そのた

めにできることを自分で⾒つけ，

日々挑戦していくことが重要であ

る。 

ワークシートにコメントをまとめ

る。 

スライド 

ワークシート 

・「あなたが考え

る 理 想 の 教 師

は？」（事後）と

コメントに関して

は，ワークシート

に 記 入 後 ，

Google フ ォ ー ム

に入⼒するよう指

⽰する。 
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教職 5 年目となり，学級経営や教科指導等，ある程度問題なくこなせる

ようにはなってきましたが，何か物⾜りないように感じる部分も出てきま

した。 

授業の準備や校務分掌等，やるべき課題は年々大きくなってきており，

それに対応するのに精一杯という状況もあります。 

 

③7/17 に愛知県で熱中症により小学校 1 年⽣の児童が死亡するニュース

を聞きました。勤務校も全くクーラーが設置されておらず，同様の状況が

起こる可能性は十分にあります。この状況に対して，あなたならどんなア

クションを起こしますか？ 

 

 ①は「よき社会人」の精神的健康，②は「専門的な学習共同体のメンバ

ー」，③は「批判的実践家」の視点（コミットメント）を問い直すために設

定しました。いずれの観点も問題に直面した場合に自分からアクションを起

こすことの重要性を確認するものでした。グループではそれぞれの考えた対

応策を真剣に聞き合う姿が⾒られました。 

 
 授業者からは，それぞれの事例を考えるための基盤として５つの教師像を

改めて確認した上で，自ら学び続けるための研修の重要性を説明しました。

そして，その土台には大学４年間の学びがあることを強調して授業を締めく

くりました。 
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 最後に改めて「あなたが考える理想の教師は？」と問いかけ，その内容を

記入してもらいました。 

 

成果と課題 

教職イメージの拡張 

導入時点での受講者が抱く理想の教師像は，ほとんどが児童・⽣徒との関

わりと教科の指導に関するものでした。例えば，「児童・⽣徒ひとりひとり

と向き合い，深く理解しようとする教師。いけないことはいけないと注意す

ることができて，メリハリのある教師。児童・⽣徒とその親とも良好な関係

が築ける教師」や「⽣徒が親しみやすく，豊富な知識量を駆使して学習内容

を深く掘り下げることのできる教師」といったものです。 

それに対して授業後に受講者が抱いた理想の教師像は，学び続ける意志や

⼼身の健康を維持することの重要性を述べたり，今ある状況を問い直す意識

をはっきりと持つことの必要性を説明したりしたものとなっていました。例

えば，以下のような回答がありました。 

 

理想の教師像には，まず，身体的にも精神的にも健康(前向き)であること，⼦

どもを守るというように⼦どものことを優先して考えられることが必要だと思い

ます。そして，自身の技術の向上や研究のために学び続ける意思と積極性を持ち，

実⾏する姿勢が必要だと思います。 

 

自分の『教師』としての人⽣を楽しんでいる人。『⽣徒のため』が，本当に

『⽣徒のため』の言動なのか，自問できる人。『昔は〜』ではなく，『今はこう

だから〜』という考え⽅ができる人。自分から積極的に学ぼうとする人。(他の

先⽣からだけでなく，⽣徒からも) 
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 このように５つの教師像の解説やワークを通して，受講者の教職に対する

イメージを大きく広げることができたと言えるでしょう。 

 しかし，事前課題として読んでもらっていたにも関わらず，最初にあまり

そのような観点が反映されなかったことから，特に１年⽣にとってはハンド

ブックだけで学習するのは難しいと考えられます。ハンドブック単体ではな

く，それを⽤いた学習活動とセットにすることが必要だということが課題だ

と考えられるでしょう。 
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事例２ 教員養成（学部） 

教職論 

ハンドブック関連箇所 

第２部 第６章 

第３部 第 10 章 

非教員養成⼤学学⽣の実践事例との遭遇 
プログラム設計：坂本將暢（名古屋大学） 

 

目的 

非教員養成大学で教職課程を受講している学⽣（2 年⽣以上，約 40 名）を

対象に，⽣徒に教えることだけが教師の仕事ではなく，メンターとしての若

い教師への指導のあり⽅や，教師として働いて数年経ったときの身の振り⽅

（キャリア）について，現時点での考えをいくつかの候補から選択させ，そ

の理由についてグループで検討させました。目標は次のとおりです。 

＜第 12 回「メンターとしての若い教師への指導のあり方」を考えさせる＞ 

・ メンターという役割になったときをイメージさせる 

・ 当事者になりきり，自身の考えを言語化し，他者と意⾒交換させる 

・ 教師の仕事が⼦どもに教えることだけでなく，それが，同僚の教師や管

理職との関係の上に成り⽴っていることに気づかせる 

＜第 13 回「教師として働いて数年経ったときの⾝の振り方」を考えさせる

＞ 

・ 自身のキャリアを考える際に，⽣徒や家族はどうするかを考えさせる 

・ 職業としての教師や，収入はどうするかを考えさせる 



 

 12 

実施プロセス 

授業の流れ 

第 1 回：現在の教師を取り巻く諸課題 

第２回〜第４回：教師の仕事（授業，研修，⽣徒指導） 

第５回〜第７回：自身の授業を知る⽅法（授業記録にもとづく授業分析，カ

テゴリー分析，SP 表分析法） 

第 8 回〜第 11 回：⽣徒の問題⾏動と⽣徒指導 

第 12 回：学校の中での対人関係★ ワークシート１ 

第 13 回：教師の成⻑のための制度★ ワークシート２ 

第 14 回：現在の社会に求められる教師像 

第 15 回：まとめ（教師の仕事，資質能⼒） 

ワークの進め方 

１． 全員でワークシートに書かれた⽂章を読み，状況を想定する 

２． 個別で，ア〜エのうち適当なものを選択し，理由を記す 

３． ペアを組ませ，意⾒交換をする（３回〜４回） 

４． 学⽣の中から司会者を選び，質問の共有や意⾒交換をする 

５． 授業者が議論を整理する 

６． 学⽣が自身の意⾒を整理する 

ワークシート 

＜ワークシート１＞ 

あなたは，現場で働き始めて 10 年が経過した，A ⾼等学校の教員です。現在は，1 年⽣

の授業を担当しており，若⼿教師を⽀援する「メンター」の役割も担っています。 

 あなたが勤める A ⾼等学校に今年度，教歴 1 年目の X 教諭が着任し，1 年⽣の授業を担当

しています。X 教諭は，授業づくりや，ホームルームを担当しているクラスの運営に一⽣懸

命に取り組んでいる様⼦でしたが，X 教諭のメンターであるあなたは，X 教諭の学級におい
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て授業規律がいまひとつ定着／機能しておらず，そのことが授業や学級の雰囲気に好ましく

ない影響を及ぼしているように感じていました。このことは，ほかの教師からも，同様の意

⾒が聞かれました。 

 そこで，ある日の放課後，あなたは「X 先⽣の授業や学級がもっと良くなるように，授業

規律の定着に⼒を入れてみたらどうか？」と X 教諭にアドバイスをしました。しかし，X 教

諭は，「自分なりのやり⽅でやっていきますから」と答えたきりでした。しかも，これ以降，

X 教諭はあなたと関わることを避けている様⼦です。 

メンターであるあなたは，X 教諭を何とか⽀援したいと考えていますが，今後，どのよう

に X 教諭に関わっていけばよいでしょうか？次の選択肢から適当だと思うものを一つ選び，

その理由を述べて下さい。 

=================================================== 

ア 授業規律についてメンターであるあなたとともに学ぶよう，管理職から X 教諭に伝えて

もらう。 

イ X 教諭に対して，授業規律の大切さについて改めて説明し，それを学ぶ必要性について

理解してもらうように試みる。 

ウ A ⾼等学校の若⼿教師を対象として，授業づくりについての悩みを共有し，解決策を探

る勉強会を開催する。 

エ 自分なりにやっていこうとする X 教諭の姿勢や気持ちを尊重し，⾒守る。 

 

＜ワークシート２＞ 

あなたは，現場で働き始めて 15 年が経過した，A ⾼等学校の教員です。今後，A ⾼等学

校だけでなく，B 県の若⼿教師の育成の役割を果たす「ミドルリーダー」としても期待され

ています。 

あなたが勤める A ⾼等学校の管理職に，「教科担当としての授業技術の向上，ミドルリー

ダーとしての教養や指導技術等を向上させるために，教職大学院に入学し，学んできて欲し

い」と要請されました。教職大学院に入学することは，ミドルリーダーになることの条件で

はありませんし，そうしなければならない義務もありません。しかし，教育学部ではなく，

工学部を卒業した後に教師になったあなたは，教員採⽤試験のために勉強をして以来，十分

な時間をとって教育学を学んでおらず，以前から，教職大学院に入学することは頭の隅に考

えていました。 

今回，あなたは，B 県からの派遣の形式で教職大学院に入学するため，教職大学院に在籍

する予定の２年間は，給料を受け取ることができます。しかし，入学⾦や授業料，その他の

教材に関する代⾦は自⼰負担しなければなりません。派遣の形式で教職大学院に入学するの 
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で，教職大学院修了後は，A4 ⽤紙１枚程度の報告書に，修⼠論⽂のコピーを添えて，B 県

に提出しなければなりません。また，教職大学院修了後に現場復帰しても，必ずしも，指導

主事やミドルリーダーになれるとは限りません。 

あなたは，A ⾼等学校，B 県，あるいはあなた自身のために，教職大学院に入学します

か？次の選択肢から適当だと思うものを一つ選び，その理由を述べて下さい。 

=================================================== 

ア． 勉強の必要性を感じていた教育学について学ぶために教職大学院に入学する。 

イ． A ⾼等学校の管理職の期待に応えるために教職大学院に入学する。 

ウ． B 県がせっかく派遣してくれる（しかも修了までの 2 年間，給料を出してくれる）のだ

から，教職大学院に入学する。 

エ． 頭の隅に教職大学院への入学を考えてはいるが，いまではない。 

 

成果と課題 

＜「第 12 回：学校の中での対人関係」の成果＞ 

第 8 回から「⽣徒の問題⾏動の対応」や「⽣徒指導」をテーマにした授業

だったため，学⽣は取り組みやすかったようです。第 11 回の授業内レポー

トでは，⽣徒や保護者の対応を扱ったため，⽣徒指導で⾏き詰まっている教

師への対応を考えたことは，学⽣にとって興味深かったようでした。 

2 年⽣対象の授業であるため，教師の仕事を想像できず，非現実的な意⾒

を記したり議論したりするように予想していたが，実際はそうではなく，そ

れぞれの選択肢を選んだ理由もしっかり持っていたようです。その理由は，

個別で選択肢と理由を考えさせているので，自身の意⾒が明確であることと，

この授業までにペアを組ませて意⾒交換をさせてきたので，自身の意⾒が洗

練されていたことの 2 点です。ひとりひとりが当事者になりきり，その⽴場

ならどのように考えるかを言語化（⽂字や発言）し，意⾒交換して刺激され，

自身の意⾒を固めたり揺らいだりする様⼦が観察されました。同時に，⼦ど

もだけ，あるいは必要に応じて保護者だけを相⼿にする職業と思い込んでい

る受講⽣も多かったようで，メンターとして同僚の教師を相⼿にしなければ

ならない状況を作ることができ，メンターの役割や，同僚の教師・管理職の
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存在に気づいた受講⽣がいたことは，2 年⽣を対象にした授業に本ワークを

取り入れた意義のひとつと考えられます。 

学⽣の回答の傾向 

ア イ ウ エ 

7 % 4 % 55 % 34 % 

 

＜「第 13 回：教師の成⻑のための制度」の成果＞ 

制度は，「決まり」であると同時に「可能性」を有していること，ひとつ

の「機会」にもなり得ること，そしてときには，その制度を適⽤する際の

「障害」や「しがらみ」があることを，ほかの受講⽣との意⾒交換を通して

知ったようです。学び続けること，あるいはそのような意思を持つことは，

教師が成⻑するためには重要な事柄であり，ハンドブックを通して学ばせる

ことができるように思われます。 

その一⽅で，置かれた状況をどうするか，意思と可能性とが相反する状況

に置かれた場合にどのようにするかまで踏み込めず，もう 1 つ⾼次の教師像

へ押し上げるパワー（適切なアドバイスや判断材料）が物⾜りないように感

じます。当然ながら，各人によって価値観が異なるため，ピンポイントでの

呈⽰は難しいと思われますが，もう一歩踏み込む「何か」があれば「機会」

を知ったり「障害」や「しがらみ」の存在に気づいたりするだけに留まらず，

自身のキャリア（人⽣そのもの）を深く考えさせる材料になると思います。 

学⽣の回答の傾向 

ア イ ウ エ 

50 % 9 % 37 % 4 % 
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  事例３教員養成（学部） 

教育の方法と技術 

ハンドブック関連箇所 

第３部第 10 章 

意識を「個」から「同僚」・「協働」へ 
プログラム設計：坂本將暢（名古屋大学） 

 

目的 

非教員養成大学で教職課程を受講している学⽣（2 年⽣以上，15 名）を対

象に，「個」で取り組みがちな授業に対して，教師として働く上でキーワー

ドとなるであろう「同僚」や「恊働」について学ばせるため，教育の⽅法と

技術の総括に位置づけて取り組みました。 

実施プロセス 

授業の流れ 

1. 教育実践の豊かさ：授業の分析からみる授業の⽅法 

2. 授業の全体に着目した⽅法１（導入-展開-まとめ） 

3. 授業の全体に着目した⽅法２（授業の分節と構造） 

4. 教師の発言に着目した⽅法 

5. ⼦どもの発言に着目した⽅法 

6. 教師の⾏動に着目した⽅法 

7. ⼦どもの⾏動に着目した⽅法 

8. 教材に着目した⽅法１（⼦どもの身近にある教材） 

9. 教材に着目した⽅法２（教材研究の⽅法） 
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10. 指導案の作成１（全体の流れ） 

11. 指導案の作成２（個の学び・集団の学びをつくる発問） 

12. 模擬授業１（小学校⽣活科の模擬授業） 

13. 模擬授業２（小学校社会科の模擬授業） 

14. 授業をよりよくするための工夫★ 

15. まとめ 

 

ハンドブックの活用場面 

 

 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

導入 

 

授業をより良くするための工夫 

（講義） 

 

 

 

展開 対人関係アプローチにもとづく実践事例

のワーク 

1）全員で⽂章を読み，状況を想定（約

5分） 

2）個別で，ア〜エのうち適当なものを

選択させ，理由を記述（約10分） 

3）ペアでの意⾒交換（10分毎） 

4）授業者によるまとめ（約5分） 

5）自身の意⾒の整理（約5分） 

ワークシート  

まと 授業をより良くするための工夫として，

同僚の存在や研修の存在を再確認する 
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ワークシート 

あなたは，現場で働き始めて 10 年が経過した，A ⾼等学校の教員です。現在は，1 年⽣

の授業を担当しており，若⼿教師を⽀援する「メンター」の役割も担っています。 

あなたが勤める A ⾼等学校に今年度，教歴 1 年目の X 教諭が着任し，1 年⽣の授業を担当

しています。X 教諭は，授業づくりや，ホームルームを担当しているクラスの運営に一⽣懸

命に取り組んでいる様⼦でしたが，X 教諭のメンターであるあなたは，X 教諭の学級におい

て授業規律がいまひとつ定着／機能しておらず，そのことが授業や学級の雰囲気に好ましく

ない影響を及ぼしているように感じていました。このことは，ほかの教師からも，同様の意

⾒が聞かれました。 

 そこで，ある日の放課後，あなたは「X 先⽣の授業や学級がもっと良くなるように，授業

規律の定着に⼒を入れてみたらどうか？」と X 教諭にアドバイスをしました。しかし，X 教

諭は，「自分なりのやり⽅でやっていきますから」と答えたきりでした。しかも，これ以降，

X 教諭はあなたと関わることを避けている様⼦です。 

メンターであるあなたは，X 教諭を何とか⽀援したいと考えていますが，今後，どのよう

に X 教諭に関わっていけばよいでしょうか？次の選択肢から適当だと思うものを一つ選び，

その理由を述べて下さい。 

=================================================== 

オ 授業規律についてメンターであるあなたとともに学ぶよう，管理職から X 教諭に伝えて

もらう。 

カ X 教諭に対して，授業規律の大切さについて改めて説明し，それを学ぶ必要性について

理解してもらうように試みる。 

キ A ⾼等学校の若⼿教師を対象として，授業づくりについての悩みを共有し，解決策を探

る勉強会を開催する。 

ク 自分なりにやっていこうとする X 教諭の姿勢や気持ちを尊重し，⾒守る。 

 

成果と課題 

それまでの指導案の作成や模擬授業を通して，教えることの難しさを経験

させた後に，ハンドブックの活⽤を取り入れるように工夫しました。そうす

ることで，教師の仕事が容易ではないこと，教師が「個」ではなく「同僚」
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や「協働」のもとでこそ成り⽴っていることを意識させられるのではないか

と考えたからです。 

本実践では 14 回目という授業の終盤で実施しましたが，それまでの回の

何回かで取り入れることも検討すれば，より「同僚」や「協働」を効果的に

伝えることができたのではないかと感じました。 
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  事例４ 教員養成（学部） 

教職実践演習 

ハンドブック関連箇所 

第２部 第４章 

第３部 第 10 章 

教育実習を通して学んだことを意識化・⾔語化させ

るツールとしてのプログラム 
プログラム設計：坂本將暢（名古屋大学） 

 

目的 

教育実習を経験した学⽣が，教えることや⽣徒のこと以外に，ほかの教師

のことをどのように捉えているのかを教職課程の教員として知りたく思い，

学校の中での対人関係のワークシートに，19名の学⽣を対象に取り組ませま

した。 

そこで，教職実践演習の担当回で，本プログラムを取り入れました。オム

ニバス形式で実施した授業のうちの 1 回で，担当した回は，教育実習をただ

振り返るというよりも，大学の授業を通してというよりも教育実習を通して

こそ知り得た教師の仕事を意識化あるいは言語化させようとする回でした。 

実施プロセス 

授業の流れ 

オムニバス形式で実施した授業のうちの 1 回で，担当した回は，教育実習

をただ振り返るというよりも，大学の授業を通してというよりも教育実習を

通してこそ知り得た教師の仕事を意識化あるいは言語化させようとする回で

した。原則として，教職論（事例２参照）の授業と同様の流れで実施しまし

たが，そのときと比べて，ペアで意⾒交換をしたり，受講者全員で議論をし

たり，自身の意⾒を整理したりする活動の時間を多く取り，経験したことを
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自分の言葉として話させたり，ほかの受講者からの意⾒を刺激に自分のもの

にさせたりできるように⼼がけました。 

ワークの進め方 

1. 全員でワークシートに書かれた⽂章を読み，状況を想定する 

2. 個別で，ア〜エのうち適当なものを選択し，理由を記す 

3. ペアを組ませ，意⾒交換をする（３回〜４回） 

4. 学⽣の中から司会者を選び，質問の共有や意⾒交換をする 

5. 授業者が議論を整理する 

6. 学⽣が自身の意⾒を整理する 

ワークシート 

あなたは，現場で働き始めて 10 年が経過した，A ⾼等学校の教員です。現在は，1 年⽣

の授業を担当しており，若⼿教師を⽀援する「メンター」の役割も担っています。 

 あなたが勤める A ⾼等学校に今年度，教歴 1 年目の X 教諭が着任し，1 年⽣の授業を担当

しています。X 教諭は，授業づくりや，ホームルームを担当しているクラスの運営に一⽣懸

命に取り組んでいる様⼦でしたが，X 教諭のメンターであるあなたは，X 教諭の学級におい

て授業規律がいまひとつ定着／機能しておらず，そのことが授業や学級の雰囲気に好ましく

ない影響を及ぼしているように感じていました。このことは，ほかの教師からも，同様の意

⾒が聞かれました。 

 そこで，ある日の放課後，あなたは「X 先⽣の授業や学級がもっと良くなるように，授業

規律の定着に⼒を入れてみたらどうか？」と X 教諭にアドバイスをしました。しかし，X 教

諭は，「自分なりのやり⽅でやっていきますから」と答えたきりでした。しかも，これ以降，

X 教諭はあなたと関わることを避けている様⼦です。 

メンターであるあなたは，X 教諭を何とか⽀援したいと考えていますが，今後，どのよう

に X 教諭に関わっていけばよいでしょうか？次の選択肢から適当だと思うものを一つ選び，

その理由を述べて下さい。 

=================================================== 

ア 授業規律についてメンターであるあなたとともに学ぶよう，管理職から X 教諭に伝えて

もらう。 

イ X 教諭に対して，授業規律の大切さについて改めて説明し，それを学ぶ必要性について

理解してもらうように試みる。 
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ウ A ⾼等学校の若⼿教師を対象として，授業づくりについての悩みを共有し，解決策を探

る勉強会を開催する。 

エ 自分なりにやっていこうとする X 教諭の姿勢や気持ちを尊重し，⾒守る。 

 

成果と課題 

対象が非教員養成大学の教職課程の学⽣だったため，学部 4 年⽣の教育実

習（6 月や 9 月）まで，「教師」や「⽣徒」などのことを考える際には，自

身が受けてきたそれまでの教育からイメージするしかありませんでした。そ

れまでにも，⾼校の授業の映像や，彼ら／彼⼥らの先輩の教育実習での授業

あるいは模擬授業の映像を⾒せることで，可能な限りの範囲でイメージさせ

てはきましたが，それらはすべて教師の仕事の表面的な部分で，もう一歩入

り込んだ事柄についての学びは，教育実習による現場頼みのところがありま

した。そのため，学⽣のやる気やパーソナリティ，実習先が⺟校かそうでは

ないか，実習担当の教師が実習⽣を知っているかどうかなどの要因で，個人

差があるのではないかと親⼼的に⼼配をしていました。 

ところが，本プログラムを実施したところ，「ウ」と答える学⽣が多く，

教育実習の経験にもとづいた理由を挙げ，ほかの受講者と議論をしており，

抱いていた⼼配が一掃されました。 

むしろ，豊かな教育実習を経験している学⽣に対して，彼ら／彼⼥らの学

びや考えを十分に引き出し，議論を活発にさせる内容のワークシートも作成

しておく必要があると感じました。 
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  事例５教員養成（学部） 

教職実践演習 

ハンドブック関連箇所 

第１部第１章 

教職⽣活のスタートラインに⽴つにあたって 
プログラム設計：深⾒俊崇（島根大学） 

 

目的 

X 大学教育学部にある小学校教員養成のコースでは，教職実践演習のうち

数科目を選択できるシステムとなっています。その選択科目の中にハンドブ

ックを活⽤した 2 時間の演習をデザインしました。教職⽣活のスタートライ

ンに⽴つにあたって，改めて教師像を問い直し，自分はどのような教師を目

指していくかを再検討してもらいました（受講者５名）。2 回の演習のねら

いは次の通りです。 

 

（第 1 回） 

・「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像の 5 つの要素について具体

例を挙げながら説明できる。 

・初任教師が直面する課題の課題に資する⼿⽴てを構想・検討することがで

きる。 

（第 2 回） 

・ある教師の事例から 5 つの教師像のバリエーションについて考察できる。 

・あるベテラン教師の授業実践を視聴した上で，そこに至る自身のキャリア

プロセスを検討することができる。 
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実施プロセス 

授業開始前 

第 1 回の事前課題として，ハンドブック第 1 章の「1.2 教育工学的な視

点に基づく教師教育研究が抱く教師像」を受講者に配付し，講義までに読ん

でくるよう指⽰しました。 

第 2 回では，『三宅貴久⼦という教師』（さくら社）の「学校放送番組を

活⽤した実践」を受講者に配付し，それを読んで事例から 5 つの教師像にあ

たる部分をまとめてくるように指⽰しました。 

 

ハンドブック活用場面 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

第1回 

導入 「あなたが考える目指すべき

教師とは？」 

ワークシート ワークシートに

記入後，グルー

プで共有 

展開1 「多元的・持続的に省察を繰

り広げる教師」像の5つの要素

を解説する。 

スライド それぞれの内容

について具体例

を挙げながら確

認 

5つの教師像を基に導入で考え

た課題を分類する。 

その上で，⾜りなかった点に

ついては補⾜する（色ペンで

分かるように）。 

ワークシート ワークシート記

入後，グループ

で共有 

展開2 初任教師が直面する課題につ

いて検討・協議する。 

ワークシート ワークシート記

入後，グループ

で共有 
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まとめ 「多元的・持続的に省察を繰

り広げる教師」像によって教

師に求められる様々な側面を

理解できると同時に問題解決

にあたっての視座となる。 

スライド 本時で学んだこ

とのコメントを

Google Formに

登録する。 

第2回 

導入 前時課題の共有と協議 事前課題  

展開1 教師のライフサイクルを確認

した後で，三宅⽒の実践VTR

を視聴する。 

VTR 

ワークシート 

 

ワークシートにまとめた内容

を基にグループでディスカッ

ションを⾏う。 

  

展開2 自分自身が仮にVTRのような

実践ができる教師になるため

にはどのような関係性や学習

環境が必要となるか。 

ワークシート ワークシート記

入後，グループ

で共有 

まとめ 5つの教師像の視点から反省的

に実践や自身の教師としての

あり⽅を問い続けることがで

きるかが継続的な成⻑を促す

土台となる。 

 本時で学んだこ

とのコメント登

録を伝達 

 

 

導入として受講者に対して，「あなたが目指すべき教師像とは？」と問い

かけ，その内容を記入してもらいました。それを再検討してもらうために，

ハンドブックで⽰された「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」像の５

つの要素を解説しました。その解説を踏まえて，自身が記した内容では反映

できていなかった点を追記してもらい（表５-１），それをグループで相互

に確認し合いました。 
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表５-１ ５つの教師像に関する記入例 

 
 続いて，以下の課題について個人の考えをまとめた上で，グループで協議

しました。 

 

4 月から 3 年⽣の担任となりました。教育実習や大学の授業で指導案を

書く等，実践経験もありますが，1 日すべての授業を 1 週間続けていくと

いう⽣活がいよいよスタートしました。 

皆さんが直面する課題は何でしょうか？その課題解決のために具体的に

どんな⾏動が取れるでしょうか？ 

 

 4 月からの教職⽣活では，毎日授業をし続けなければならないという現実

に直面していきます。それの現実に対していかにアプローチしていくかを考

えていくものでした。例えば，ある受講者は，「教材研究に費やす時間がな

い」という課題を挙げ，「教材研究のコツ，素早く計画的に⾏う⽅法を先輩

教員に訊く」を考えたり，「⽣活リズム」を課題に挙げ，「今のうちから想

定しておく」といった対応を考えたりする受講者がいました。 

 第 1 回のまとめとして，5 つの教師像を基に課題解決につながる可能性を 
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確認しました。例えば，「先輩教員に訊く」は「専門的な学習共同体のメン

バー」の視点につながり，「⽣活リズム」は「よき社会人」につながるとい

ったものです。 

続く第 2 回では，あるベテラン教師の事例として，三宅貴久⼦⽒を 1 つの

モデルとして提⽰しました。先に述べた通り，事前課題を読み，5 つの教師

像に該当する部分を抜き出してくるよう指⽰しました。 

第 2 回の冒頭では，それぞれがまとめてきた内容を共有し，ベテラン教師

の実践を考えていく視点としても 5 つの教師像が有効であることを確認しま

した。 

 そして，実際に三宅貴久⼦⽒が過去に⾏った実践の VTR を視聴しました。

事前課題とは異なるものでしたが，授業での⼦どもたちへの働きかけや事前

準備や教材研究の工夫を⾒ることができました。 

 事前課題と VTR を基に，5 つの教師像の視点を踏まえつつ，初任以降のキ

ャリアプロセスを検討してもらいました。そこでは，「自分の実践を発表す

る機会を多くもつ」，「同じようなモチベーションの仲間を⾒つけられるか

（若⼿？中堅？）」，「自分の授業の特徴や流れが確⽴しそうな時に，全く

違う形の授業実践に出会う」，「研究などの機会に恵まれること」等の考え

が挙がり，将来に関するビジョンを獲得することにつながったと言えるでし

ょう。 
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成果と課題 

教師イメージの問い直し 

２時間の実践から 5 つの教師像の視点は，教員志望学⽣にとって自身の目

指そうとする教師像の曖昧な点を具体化したり，教職⽣活に臨むにあたって

⾒通しを持ったりするために有効な視点であることが確認できました。例え

ば，ある受講者は第１回のふり返りのコメントとして以下のように記してい

ます。 

 

今日の講義を受けて，読んできた資料にあるような教師像を参照しながら自分

の中にある教師像を問い直すことは大切だなと思いました。同僚との間でそれぞ

れの教師像をすり合わせるのもそうだし，今の時代に国や社会（国際的な⽂脈も

踏まえて）で求められている教師像は何かを捉えるのもそうだし，教師像の検討

は実は何よりもまず教師自身がやらなければならないことだと思いました。 

 

キャリアイメージの具体化 

第２回で取り上げた実践例では，教師の実践からそれを⽀える環境や共同

体を分析的に捉えることにつながりました。その中で，教師としてどのよう

なキャリアを歩んでいくかの問い直しにもつながりました。ある受講者は次

のようなコメントを残しています。 

 

５つの教師像を踏まえると，三宅先⽣のようにパワフルでタフに⾏動する人間

だと全ての教師像に当てはまっていくのだが，私自身はどのような教師⽣活をし

ていくべきか改めて考える必要があると感じた。そして，教師という職業には，

三宅先⽣のように大きくて熱い教育論のようなものが必要であり，それこそが教

師という仕事の原動⼒になるとわかった。ワークライフバランスも考えながら，

教師像の再検討をしていこうと改めて思った。 



 

 21 

 

 本実践は，受講者のスケジュールと思うように合わず，受講者５名と少な

くなりました。同一の内容をより多くの受講者で⾏った場合，異なる評価が

得られる可能性もあります。 

また，題材設定についても検討が必要です。今回の教職実践演習では，優

れた実践者を題材としましたが，それゆえハードルの⾼さを感じさせてしま

ったかもしれません。どのような教師をモデルとして設定するかによって 5

つの教師像の視点の捉え⽅も変わってくると考えられます。それゆえ，題材

設定についてはさらに検討が必要です。 
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  事例６ 教員養成（教職大学院） 

校内研修のマネジメント 

ハンドブック関連箇所 

第３部第９章 

授業研究会（事後協議会）の進⾏の理法と技法を学ぶ 
プログラム設計：⽊原俊⾏（大阪教育大学） 

 

目的 

いわゆるミドルリーダーの⽴場にある現職教員 9 名を対象として，校内研

修の企画・運営を担当する教師（研究主任等）に必要とされるマネジメント

に関する知識やスキルを獲得してもらうための教職大学院の授業科目です。

以下の到達目標を定めています。 

①わが国における校内研修の実践史，その特徴等を理解できる。 

②校内研修を企画・運営するための⼿続きを会得する。 

③受講⽣自身がたずさわってきた校内研修に関して，その問題点を振り返

るとともに，それを改善するための⽅途を検討できる。 

ハンドブック活用場面の目標は，②のうち，事後協議会の進⾏に関する理

法と技法を参加者に獲得してもらうことです。 

 

実施プロセス 

プログラム全体の流れ 

講義全体は，次のような内容で構成されています。 

第１回：オリエンテーション（講義概要の確認）  

第２回：校内研修の歴史的検討       
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第３回：校内研修の国際比較 

第４回：校内研修のサイクルのモデル化 

第５回：校内研修の企画・運営（１学期）の検討  

第６回：校内研修の企画・運営（１学期〜夏休み）の検討 

第７回：校内研修の企画・運営（２学期）の検討  

第８回：校内研修の企画・運営（３学期）の検討  

第９回：校内研修のすぐれた事例の分析１（好事例をあらかじめ探して

おくこと）  

第 10 回：校内研修のすぐれた事例の分析２（好事例をポスターにまと

めておくこと） 

第 11 回：所属校等の校内研修の現状分析 

第 12 回：所属校等の校内研修の現状報告及び相互評価 

第 13 回：所属校等の校内研修の改善プランの作成１ 

第 14 回：所属校等の校内研修の改善プランの作成２ 

第 15 回：所属校等の校内研修の改善プランの報告・相互批評 

 

ハンドブック活用場面 

ハンドブック活⽤場面は，上記の第6回に位置づくものです。その流れは，

表６-１の４段階で構成されています。ハンドブックの第９章の演習問題＜

ワークショップ型授業研究会の企画・運営＞を，展開１における教材として

活⽤しました。 

 この演習問題は，ある学校の授業研究会の事後協議会の構成をデザインす

るものです。100分間の中にいかなる活動をどのように盛り込むかについて，

その構成案が⽰されますが，二箇所だけ欠けています。当該学校の置かれた

条件や授業研究会全体の流れを踏まえて，当該学校の研究主任として，それ

部分を構想するという活動を，この日のプログラムに導入しました。 

 

 

 



 

 32 

表６-１ ハンドブック活⽤場面（展開１） 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

復習 

20分 

「研究授業後の協議会の問題点

を，その改善の⽅途」について考

えてきたことを交流する。 

前回のパワーポイントスライ

ド（配付資料），前回ワーク

シート問１ 

 

展開

１ 

45分 

研究授業後の協議会の充実の⽅途

について，事例をもとに考える。 

①演習問題 

②パワーポイントの事例解説 

 

パワーポイントスライド（配

付資料），ワークシート問2

（演習問題），テキスト 

①演習問題

について

は，個人作

業→数名で

交流→全体

で交流とい

う流れとす

る。 

展開

2 

20分 

１学期の校内研修の企画・運営等

の評価についてのその考え⽅を会

得する。 

パワーポイントスライド（配

付資料），ワークシート問

３，テキスト 

 

次回

への

導入 

⻑期休業期間における校内研修の

推進について，その視点を吸収す

る。 

パワーポイントスライド（配

付資料），ワークシート問

4，テキスト 

ワークシー

ト問4，テ

キスト該当

部分の読解

について

は，次回ま

での課題と

する。 

 

上記の展開１において，プログラム設計者から，まず，上記の演習問題が

紹介されました（資料参照）。次いで，講義参加者はそれぞれ，写真①のよ

うに解答した。例えば，ある参加者は，「結果から次時以降（もしくは同授

業）の改善案（授業）を考える（グループで）」「講師の助言を踏まえて，

もう一度授業を考え直し，次回以降もしくは，その学年の授業を考え，発表

（提案）する」と書きました。また，別の参加者は，「整理した結果が研究

テーマのどこと関連しているのか，各グループの結果を関連づけて課題や成

果を明確に」「講師の先⽣のお話もきいた上で明日からすぐに取り組むこと
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ができる具体案を出し合う（グループで結果発表）」と記していました。こ

れらは，間違いではないですが，演習問題の事例となった学校の状況を踏ま

えるならば，望ましいとは言えません。演習問題の解説に⽰されているよう

に，「論点整理」「自分化（各教師の授業改善の具体的構想）」といった活

動がベターです。 

 次いで，３人程度の小グループを構成して，記述内容を交流してもらいま

した。自分のものとは異なるアイディアについては，朱書きするよう，指⽰

しました（写真②）。その後，三者の意⾒を整理させ，全体発表に備えさせ

た（写真④）。 

 その後，プログラム設計者は，各グループが整理して構想した，活動案を

報告させ，それを一覧化しました（写真④）。その共通点を探った後，ハン

ドブックの当該演習の解説を参加者に紹介しました。 

写真①② 

  
 

写真③④ 
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成果と課題 

上述した活動の後に，「この問題を考えてみて，研究授業後の協議会のあ

り⽅について，何が新たに分かりましたか？」と問いました。その回答には，

以下のような叙述が確認されました。 

 

【H⽒】 

研究授業。討議会の時期。規模。年齢（経験年数）によっても。持ち⽅が

異なること。また全員か自分自身の学びとなるか。テーマに即しているの

か等を考えること。研究主任はそれを考え。コーディネートしていく難し

さも感じた。活動内容の引き出しをたくさんもっておくことが大切。 

 

【T⽒】 

⾒通しや仕掛けが大切。運営⼒が求められる（研究授業の準備の段階か

ら。協議会は第二の研究授業）。 

「自分化」全員が振り返りは気づきができるように。 

 

【N⽒】 

条件や学校の状況に応じてどのような協議会を設定するのかということを

考えるために「引き出し」をもっと持っていなければいけない。 

協議会の中で。「自分化」をして。自分の中に落とし込むという⽅法はと

ても魅⼒的だと感じた。「自分ならどうするか」と考えることで。協議会

での学びを整理しながら自分の実践へとつながっていくことができるの

で。より充実した（みんなにとって意味のある）校内研修になると感じ

た。 

以上のような叙述が多くの参加者の回答に確認されたことから，本プログ

ラムを通じて参加者が事後協議会の進⾏に関する理法と技法を獲得したこと

が確認されます。 
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資料 当該講義で利用したワークシート 

校内研修のマネジメント ワークシート６ 
 

   番号（     ） 名前                
 

問１．前回ワークシートの問 5「あなたの学校における研究授業後の協議会の問題点を確認

し，その改善の⽅途について考えてください」に対する記述を交流しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２．下の演習問題に取り組んでみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．「校内研修の計画と運⽤－チェックリスト－」を⽤いて，所属校等の校内研修の状況

を点検してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４．所属校等の校内研修の次の活動のうち，本年度の夏休みに予定されているものに○を

つけましょう。 

 

①学⼒調査や授業評価アンケートの結果の分析 

②「先進校」の教師等の招聘 

③異校園種の教師との連携 

④セミナーへの参加，そこでの発表 

⑤２学期以降の研究計画の再構築 

⑥読書等による学校研究推進の基礎体⼒の向上 

⑦１学期の実践の交流（共有化） 
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演習問題 ＜ワークショップ型授業研究会の企画・運営＞ 
 

T 小学校は，人口 50 万の地⽅中核都市に位置する大規模校です。全ての学年が４学級以上

あり，特別⽀援学級 2 学級を含めると合計 30 学級になります。教諭は 42 人を数えます。本

年度から T 小学校は，市の研究指定校になりました。4 月当初に研究主任の K 教諭は，学校

⻑から，「昨年度までの校内研修では，授業研究に積極的に参加していない教師がいた。研

究授業を担当するのはいつも若い教師になっている。これでは，ベテラン教師の実践知がう

まく継承されない。さらに，学校現場は多忙化しており，授業研究を⾏う機会も減少してい

る。そこで，今回の研究指定をきっかけに，教職員間のコミュニケーションを活性化できる

授業研究会の企画と運営をお願いしたい」というリクエストを受けました。つまり，学校⻑

は，教職経験に関わらず，誰もが授業づくりに関する知識や技術を⾼めることのできる授業

研究会を実現したいようです。 
早速，K 教諭は研究推進委員会を組織し，授業研究会の刷新に取りかかりました。研究推

進委員の一人から「最近よく耳にするワークショップ型の授業研究会を実施しましょう」と

いう意⾒が出されました。そこで，K 教諭は，5 月に，T 小学校で初めて，ワークショップ

型の授業研究会を実施することにしました。この会では，5 時間目の第５学年国語の説明的

な⽂章を題材とする研究授業を全員で⾒学し，児童を下校させた後，15:30 から 100 分間の

事後協議会を開催します。なお，当日は，この年度に T 小学校の授業研究会に継続して協⼒

することになっている大学教授が講師として参加しています。 
その進⾏案を K 教諭は，次のように考えています。 

時間 活動 具体的な内容 

10 分 1. オリエンテーション 授業研究会の趣旨を共通理解する 

5 分 2. 授業者の自評 授業者が授業を振り返り，まずは自⼰評価を⾏う 

5 分 3. 質疑応答 授業者の意図や授業の実際について確認する 

10 分 4. ワークショップ① 研究授業に関する気づきを付箋紙に記す 

15 分 5. ワークショップ② グループに分かれて，気づきを模造紙に整理する 

15 分 6. ワークショップ③ グループの代表７名が，整理の結果を発表する 

10 分 7.   

15 分 8. 講師の指導助言 専門的な⽴場から研究テーマに関連した助言を受ける 

10 分 9.  

5 分 10. 次回に向けて 次回の校内研修の日程や内容等を確認する 

7 と 9 にどのような活動を導入すべきでしょうか．当日の進⾏案を完成させてください． 
＊この問題を考えてみて，研究授業後の協議会にあり⽅について，何が新たに分かりました

か？ 
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  事例７研究者養成 

授業研究と教師の成⻑ 
ハンドブック関連箇所 

キーワード，第１部第１，２章 

第４部第 15 章 等 

リサーチプロポーザルの作成と発表 
プログラム設計：⽊原俊⾏（大阪教育大学） 

 

目的 

当該プログラムは，ある大学院の教育学研究科の大学院⽣（27名）を対象

として，2017 年に，13 回（1 コマ 105 分）の集中講義として実施されたも

のです。そのねらいは，以下のとおりです。 

論⽂や資料の読解，受講⽣間の協議によって「授業研究と教師の成⻑」

に関する研究知⾒を理解し，リサーチプロポーザルの作成・発表等を通じ

て，それを発展させるための研究を構想できる。 

具体的には，次のような目標を満たすことが期待される。 

・「授業⼒量」，すなわち，授業の設計・実施・評価に関する教師たちの

信念・知識・技術とその形成に関する諸研究の知⾒を整理できる。 

・若⼿・中堅・ベテランの各段階における，主たる授業⼒量の形成課題を

理解するとともに，その課題克服へのアプローチについて考察できる。 

・我が国の校内研修の特徴を「専門的な学習共同体」の⾒地から把握し，

それを事例に適⽤できる。 

・授業研究と教師の成⻑に関する研究の動向を踏まえて，それを発展させ

るための研究計画を策定できる。 
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実施プロセス 

プログラム全体の流れ 

講義全体は，次のような内容で構成されています。 

表 7-1 講義 13 回の流れ 

回 内容 

第 1 回 講義内容・⽅法に関するオリエンテーション，診断的評価（キ

ーワード） 

第２回 今日の教師像についての解説（第１章） 

第 3 回 「授業⼒量」の要素や構造についての解説（第 14 章） 

第４回 教師の実践的知識・思考に関する比較分析 

第５回 「若⼿教師」の授業⼒量の形成課題と課題克服へのアプローチ

の考察 

第６回 「中堅教師」「ベテラン教師の授業⼒量の形成課題と課題克服

へのアプローチの検討 

第７回 今日の教師教育のアプローチについての解説（第 2 章等） 

第８回 教員研修の分類，比較検討 

第９回 「専門的な学習共同体」理論に基づく校内研修の分析，校内研

修の発展要因の検討（第 15 章） 

第 10 回 授業研究と教師の成⻑に関するリサーチプロポーザルの作成１

〜問題の所在の明確化〜（さらに深く学ぶために） 

第 11 回 授業研究と教師の成⻑に関するリサーチプロポーザルの作成２

〜研究⽅法の検討〜 

第 12 回 授業研究と教師の成⻑に関するリサーチプロポーザルの作成３

〜結果の予想〜 

第 13 回 授業研究と教師の成⻑に関するリサーチプロポーザルの報告と

相互批評 
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講義の実際 

例えば，第1回では，「反省的実践家しての教師」等の講義のキーワード

の診断的評価を実施し，その定義

等を『ハンドブック』の「キーワ

ード」のパートを⽤いて説明しま

した。 

また，第2回では，『ハンドブ

ック』の第1章に載っている，今

日の5つの教師像を提⽰し，解説

しました。また，それについて，

ワークシートにいくつかの問いを

定め，参加者に考察してもらいま

した（写真①）。さらに，第７回

では，『ハンドブック』の第２章

を⽤いて，「今日の教師教育のア

プローチ」について解説するとと

もに，第９章等に収められている

演習問題に個人や小グループで取

り 組 ん で も ら い ま し た （ 写 真

②）。 

当該プログラムの終盤（第10回

〜第13回）では，参加者は，グル

ープを構成して，授業研究と教師

の成⻑に関するリサーチプロポー

ザルを作成します（写真③）が，

彼らは『ハンドブック』を先⾏研

究として⽤いていました。また

写真① 

 

写真② 

 

写真③ 
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「さらに深く学ぶために」のパ

ートを⽂献研究のためのツール

としても利⽤していました。最

後に，プロポーザルを10分程度

でプレゼンテーションしました

(写真④)。 

彼らが定めた研究課題は，以

下のとおりです。 

A班：既設の教育学の大学院と教職大学院のカリキュラム比較とその効果

検証 

B班：若⼿教師にとってメンタリングが機能する要件－メンティーの受容

に着目して 

C班：教員のライフステージに関する自⼰認識と他者認識の齟齬－N県の

公⽴中学校教員を対象に－ 

D班：教師の熟達と授業場面での統制に関する実証的研究－教師の統制⾏

動および統制観の特徴と差異に着目して－ 

E班：教員養成における学⽣の語りにみる「専門的省察」と「一般的省察」 

F班：中堅・ベテラン教師像と授業⼒量形成の⽅向性との関連 

G班：校内研修の発展に携わる教育委員会指導主事が抱える困難について

ー経験値の差に注目して 

H班：実技研修プログラムの開発－理科授業に対する技術と意欲の向上を

目指して－ 

 

例えば，A班のプロポーザルは，「制度的アプローチで既設の大学院と教

職大学院のカリキュラムを比較したうえで（質的分析），そのカリキュラム

で学んだ卒業⽣へのアンケート調査（量的分析）を⾏い，その効果を検証す

る」ことをめざすものでした。また，H班のものは，「理科に苦⼿意識を持

つ教員の理科授業への意欲を向上させる」ことをめざした研修プログラムの

写真④ 
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開発研究でした。８班のうち，記述研究を志向したものが６つ，開発研究の

性格を帯びたものが２つでした。いずれのプロポーザルも，講義の内容に関

連するものであり，そのうち５つのものはハンドブックの内容を引⽤・参照

していました。 

 

成果と課題 

成績評価から 

その⽅法は以下のようにシラバスに記載してあります。 

１）講義における積極的な発言等。（30％） 

２）講義の終盤に作成する，「授業研究と教師の成⻑」に関する研究のプ

ロポーザルを，妥当性，新規性，実現可能性等を規準にして，評価す

る。（70%） 

２）については，グループごとの評価ではありますが，55点〜70点の範

囲になりました。 

 

『ハンドブック』の内容や利用可能性に関するアンケートから 

『ハンドブック』の有⽤性について，１）講義内容の理解，２）講義にお

けるリサーチプロポーザルの作成，３）今後の研究活動という３つの観点で

確認しました（４件法）。その結果，いずれの観点についても，回答者の

85％以上から，肯定的な回答（評定３ないし４）が寄せられました． 

各観点の評定の度数分布は以下の通りです。 

表7-2 講義内容の理解に対しての回答分布 

 
 

理解 度 数 相対度数
3 2 8%
4 24 92%
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表7-3 プロポーザル作成における活⽤に関する回答分布 

 
表7-4 今後の研究活動における活⽤可能性に関する回答分布 

 
理解＞プロポーザル作成＞将来の研究活動という結果になりましたが，最

も評定の低い，将来の研究活動における利⽤に関しても期待値をかなりの程

度上回っています。それゆえ，ハンドブックは，教育工学的な視点に基づく

教師教育の理論と実践に関する大学院レベルの学びに資すると言えましょう。 

 

全体的な印象から 

プログラム終了時に講義を振り返り，「全体的な印象，学びの成果やさら

なる課題」について，受講者に叙述してもらいました（受講者中24名が回

答）。その叙述が，A: 講義内容の独自性に関して，B: 講義⽅法の工夫に関

して，C: 教師教育の知⾒の獲得について（C-1: 教育工学的，C-2: それ以

外），D: 自身の研究への展開について，E：自身の教育者としての取り組み

への適⽤について，という6つのカテゴリーに該当するかを点検しました。

その結果，いずれの参加者も，講義の成果に関する，C-1，C-2，D，Eに該

当する内容を述べていました。そして，受講者のうちの約半数がC-1の内容

にあてはまる叙述を残していました。 

 

 

 

 

プロポーザル 度 数 相対度数
2 2 8%
3 8 33%
4 14 58%

研究活動 度 数 相対度数
2 4 15%
3 12 46%
4 10 38%
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  事例 8 現職教育 

校内研修 
ハンドブック関連箇所 

第２部第７章 

高等学校の初任期教員チームによる学び合い 
プログラム設計：古田紫帆（大⼿前大学）,⾼橋朋⼦（近畿大学）※実施：⾼橋⽒ 

 

目的 

⾼等学校の教員同⼠が，教科を超えて学び合う事例は極めて少ないです。

そのため，ある⾼等学校で初任期（１〜３年目）の先⽣（当時７名）でチー

ムを作り，教科を超えて⽣徒目線で授業づくりをしたり相互に授業観察がで

きるようにしたりしました。研修の目的は下記の通りです。 

・⽣徒の思考⼒を⾼める授業を設計する技術を⾼めるため 

・先⽣お一人ひとりがご自身の授業の課題を抽出するため 

・継続的に授業研究に取り組むため 

実施プロセス 

 事前 当日 事後 

１回目 
・チーム内授業参観 

・質問項目※に回答 
課題の特定と目標設定 

学習⽀援システムで振

り返り 

２回目 授業の準備 
卓上シミュレーション

と改良 
同システムで振り返り 

３回目 授業の実施 

・設計の改良 

・質問項目※に回答し

変化を確認する 

同システムで振り返り 

※ ハンドブック表 7-1 を参考にしながらプログラム開発者と協⼒者が作成（協同研究の経

験を確認したり，コミュニティ作りに必要なことを確認したりするための質問項目） 
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３回の課題抽出場面をつくる 

 目的の１つ目（⽣徒の思考⼒を⾼める）を達成するためには，授業に関す

る課題を明らかにし，継続的な研究（目的の２・３つ目）が必要でした。研

修の事前・事後の時間も利⽤して，課題抽出場面を３回設定しました。その

うち，最初と最後の課題抽出場面において，ハンドブック第７章で⽰された

学習コミュニティ構築の指標（表 7-1）を参考にして開発した質問項目で自

身の課題を記述できるようにし，その変化も確認できるようにしました。 

１回目  ２回目当日・３回目事前  ３回目 

課題抽出１ → 課題抽出２ → 課題抽出３ 

授業参観 

質問調査 

事後省察 

 授業前の卓上シミュレーション※ 

 
↓ 

授業の実施・記録 

 

設計改良 

質問調査 

事後省察 

※ 出典は p.40 を参照 

チーム構成 

７人の先⽣を２つのチームに分け，教科を超えて学び合いました。 

 
教員 経験年数 担当教科 

第 1 回目 第 2 回目 

 授業実践，協議 卓上シミュレーション 授業実践，協議 

チ
ー
ム
① 

A 教諭 １年目 国語 授業担当者 ⽣徒役 観察 

B 教諭 １年目 英語 観察 授業担当役 授業担当者 

C 教諭 ３年目 社会 観察 ⽣徒役 観察 

チ
ー
ム
② 

D 教諭 １年目 社会 観察 授業担当者役 授業担当者 

E 教諭 １年目 数学 授業担当者 ⽣徒役 観察 

F 教諭 ２年目 国語 観察 ⽣徒役 観察 

G 教諭 ３年目 国語 観察 ⽣徒役 観察 

ハンドブック使⽤ ハンドブック使⽤ 
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成果と課題 

チーム②の D 教諭に着目しながら，授業に関する課題がどのように変化し

たのかを紹介します。下記にあるように，自分なりの課題を具体化すること

ができましたが，継続的な学習に発展するためにはさらに工夫が必要です。 

授業について自覚している課題が増加（＝具体化） 

 ハンドブックの表７-１の１では日常の教育実践上の課題を具現化するこ

とが指摘されているので，質問項目に授業に関する課題を記述できるように

しました（付表網掛け部）。D 教諭の場合，研修の最初よりも最後の記述量

が増加していることから，課題が具体化したと考えられます。事前・事後に

同じ質問項目を⽤いて省察することで，課題が具体化したことが視覚化でき

ました。 

D 教諭が自覚する教育実践上の課題数の変化（単位：個） 

研修前 研修後 
２ １３ 

 

課題が「自分ごと」になる 

 D 教諭が３回抽出した課題を，質問調査の記述や省察⽂から分類すると，

とくに自身の能⼒や学びに関する内容に関する記述が増えていきました。つ

まり，課題が徐々に「自分ごと」に変容していったのだと解釈できます。 

D 教諭の省察の記述内容毎の推移（単位：個） 

記述内容の分類 課題抽出１ 課題抽出２ 課題抽出３ 

教科内容に関する記述 0 4 3 

学習活動に関する記述 3 2 2 

自身の能⼒や学びに関する記述 0 0 8 
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D 教諭の省察⽂例 （ ）は著者による補⾜【 】は著者による記述カテゴリー 

課題抽出１ 課題抽出１ 課題抽出１ 

アクティブラーニングを

取り入れると,系統的な知

識が身につかない．バラ

ンスをとるのが課題【学

習活動に関する記述】． 

（略）国家によるリアリズム・リ

ベラリズム・マルキシズム・コン

ストラクティヴィズムと列強間の

勢⼒均衡について触れてから考察

すべき事柄である．【教科内容に

関する記述】 

（自分の）思想

や，哲学，倫理学

的配慮がない【自

身の能⼒や学びに

関する記述】 

 

※ （p.38）卓上シミュレーションについては以下の知⾒に基づくものです。 
⻄之園晴夫（1975）授業設計のためのシミュレーション・ゲームと授業過程設計書の修正⽅法.京都教育大學紀要. 

A, 人⽂・社会 46: 47-61 
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付表 質問項目 
アンケート項目：自由記述及び４件法 

（１：できない〜４：できる）で調査 

「部会の継続と発展を⽀える原則」 

（「教育工学的な視点に基づく教師教育ハンドブック」p.81 表７１） 

１．日頃の授業における実践において，その中での課題

を自分の言葉で表現してください．（できない場合は，

できないと回答してください） 

１．日常的実践⾏為からの出発 

日常の教育実践に即して教育実践上の課題を取り出し，実践を通してその意味を追究するとと

もに，ねがいや意図を日常的教育実践における⾏為として具現化する．授業における一連の⾏

為を貫く日常的合理性に焦点を当て続け，そこで得られた実践的命題あるいは知⾒を自分の言

葉で語る． 
２．設問１において，日頃の授業における実践の課題を

自分の言葉で表現することができましたか？ 

２．授業で起こっていることや，学習者が何を学んでい

るのか（事実）を，記録することができますか？ 

２．⼦どもの学びを中⼼に据える 

⼦どもに起こっていることは何か，⼦どもは何を学んでいるのかについてそれぞれの「⾒取

り」と「語り」がある．「理論」や「信念」（思い・意図）は，⼦どもの「事実」というフィ

ルターを通して，その存在や意味，有効性が初めて問題にされる． 

３．授業における学習者の学び（実態）について，解釈

したことや課題点を指摘することができますか？ 

３．自分の言葉で語る 

何よりも自分の経験に価値を置き，その経験からの必然としての自⼰表現を⾏う．すなわち，

教育実践上の出来事を「他人事」としてではなく「自分事」として語る．このような言葉を獲

得することこそが，教育実践の研究者である教師（teacher as researchers）であることの

具体的根拠を与える． 

４．学習者の学び（実態）から課題を⾒出し，その課題

を解決するための具体的な「しかけ」を設計したり，開

発したりすることができますか？ 

４．教育実践研究のツールの開発 

自らの実践を振り返り，問題の所在を⾒出し，評価する実践的で具体的な「道具」「⼿段」，

「しかけ」を開発し，導入する．これらのツールは，授業の中での⼦どもの具体的な「事実」

に出会うこと，⼦どもにとっての必要を探ること，授業における自分自身に気づくことの必要

性によって⽣み出される．また，⼦どもの事実を中⼼に置いてメンバーが共同し，仲間と共に

成⻑するための「しかけ」でもある． 

５．日頃の授業における課題について，同僚の先⽣と定

期的に共有するための場が必要だと感じますか？ 

５．フォーマル，インフォーマルに集う「場」の確保 

先輩研究員（メンバーOB)は知らずしらずのうちに，後輩の抱える実践的課題の共同の探求者

であり，後輩の職業上の悩みや人間的な悩みの相談者である．自分たちの獲得した実践知を後

輩に伝え，後輩の人間的成⻑を⽀え，そのことを通して自分の実践を⾒直し自分の人間的成⻑

を図っている．こうした部会の特徴が独特の隠されたカリキュラムを⽣み出しており，それが

教師の成⻑の場になっている． 

6．日頃の授業での課題や研究成果について，校内研修

や公開授業などの共有する場で発信することができます

か？ 

６．教育実践研究と教師の成⻑の統合 

授業研究と教師の成⻑を統合することによって，教育研究を前もって与えられた課題を首尾よ

く達成する「作業」から開放し，授業の現実の中から，問題を⽣成し，その問題との格闘の中

で自らも変容するような「実践」研究（自らが構想し実現した授業の振り返りの中から新たな

知⾒を⾒出していくような「問題解決・発⾒型のアクションリサーチ」）として機能する． 

7．授業研究を協同で⾏うことについて，あなたの考え

を記述してください． 

７．⻑期にわたる中⼼の存在 

「ねがうこと」「こころざすこと」を一貫して貫き，研究知⾒を蓄積し，共有していく上での

中⼼となる交代しない担当者が存在する．彼らを軸に研究者と実践者が共同して研究の⽅向を

打ち出し，実践の遂⾏と修正を図り，⽣まれているものの意味づけと評価を通して，理論と経

験の蓄積，その受け継ぎと新たな実践の創出が可能となる． 

８．成果の発表と批判にさらす 

研究の成果は毎年刊⾏物として言語化される．市レベル，県レベル，全国レベルでの研究発表

が⾏われる．これらには部会としてのリフレクションの機能があり，教育実践研究の評価と計

画が大きく前進する． 

９．大学研究者と教育実践者の共同 

教育実践研究の成否を分けるのは，大学研究者と教育実践者の共同のあり⽅である．部会にか

かわる大学研究者は「教育実践の研究の主体は教師でなければならない」とする点で⽴場が共

通である． 
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  事例９ 現職教育 

⾏政研修 
ハンドブック関連箇所 

第 3 部第９章 

校内研修の推進について学ぶ 

プログラム設計：⽊原俊⾏（大阪教育大学） 

 

目的 

このプログラムは，校内研修を推進するミドルリーダーを対象とするもの

現職教員研修（約80名）です。S県教育委員会による新任校内研修担当者研

修として実施されました。プログラムは２回で構成されますが，そのねらい

は，以下のとおりです。 

「校内研究の意義及び研究主任の果たすべき役割等を学ぶとともに。授業

改善を目的とした校内研究の企画・運営上の工夫を学び，校内研究を推進す

る指導⼒を身に付ける。」 

また，ここで報告するプログラムは，第２回目の研修として実施されたも

のですが，そのねらいは，次のとおりです。 

「１学期の取組を振り返り，２学期以降の校内研究を推進するための⽅策を

考える具体的な⼿がかり等を⾒付ける」 

実施プロセス 

プログラム全体の流れ 

プログラム全体は，教育センターで催される１日の⾏政研修です。それは，

開講⾏事，講義（午前，約 2 時間）と協議・演習・振り返り（午後，3 時

間），そして閉講⾏事で構成されています。 
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ハンドブック活用場面 

プログラムのうち，講義部分でハンドブックを活⽤しました。講義は，以

下のような構成ですが，そのうち，展開２において，ハンドブックの第９章

の演習問題＜ワークショップ型授業研究会の企画・運営＞を教材として⽤い

ました。 

表9-1 １日のプログラムの流れとハンドブック活⽤場面 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

導入 

 

はじめに 

・校内研修の企画・運営に関

わる基本的な考え⽅について

確認する。 

パワーポイントスラ

イド 

 

展開１ 

25分 

校内研修の企画・運営上の工

夫１ 

・研究テーマの設定や研究組

織の編成，年間計画の策定に

関して講ずる。 

パワーポイントスラ

イド 

 

展開2 校内研修の企画・運営上の工

夫２ 

・授業研究会のデザインに関

して解説し，事後協議会の進

⾏について事例研究を進めさ

せる。 

パワーポイントスラ

イド，ワークシート 

演習問題について

は，個人作業→数名

で交流→全体で交流

という流れとする。 

展開3 校内研修の企画・運営上の工

夫３ 

・研究発表会等の開催，研究

紀要等の作成等に関して講ず

る。 

パワーポイントスラ

イド 

 

まとめ おわりに 

・実践研究を継続・発展させ

ている学校の共通点，研究推

パワーポイントスラ

イド 
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進リーダーに期待されるアク

ション等に言及する。 

 

ハンドブック活用場面 

講義中の展開２において，プログラム参加者の現職教員たちは，写真左

上・右上のように，まず個人で演習問題（35ページのものと同様）に取り組

みました。そして，２名の参加者に，記述内容を報告してもらいました（写

真左下）。例えば，写真の教師は，授業についての気づきをグループで集約

し，発表した後，その内容の共有化を強化するために「ポスターセッション」

の導入を構想していました。その後，ワークシートに記した事後協議会活性

化のために構想した活動を数名で交流させ（写真右下），最後にプログラム

設計者が模範解答を⽰し，それを解説しました。 
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成果と課題 

当該プログラム終了後，「理解した内容・新たに意識した内容」「校内で

の実践・普及の具体案」といった観点で，参加者に，研修を振り返ってもら

いました。32人から回答を得ましたが，そのうち，75％の受講者が，授業

研究会の事後協議会活性化のアクションについて言及していました。それは，

例えば，「KJ法の活⽤。シートに視点を⽰すこと。自分化。焦点化を取り入

れ充実した会にしたい」「研究主任・研究部員→授業を⾒る視点を共通理解。

協議中の論点整理。前回協議のまとめ確認。授業前にも⾒る視点を共通理解

する」といったものでした。 

また，１日のプログラムの最初と最後に，参加者に，ねらいである「１学

期の取組を振り返り，２学期以降の校内研究を推進するための⽅策を考える

具体的な⼿がかり等を⾒付ける」に関して，４段階で自⼰点検してもらいま

した。すなわち，「４ 十分できている ３ ほぼできている ２ あまりで

きていない １ できていない」で評定してもらいました。その結果，プロ

グラム前の平均値は2.33だったものが，プログラム後はそれが3.15に上昇

しました。 
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  事例 10 現職教育 

⾏政研修 

ハンドブック関連箇所 

第３部第 10 章 

メンタリングの考え方を学ぶ 
プログラム設計：島田 希（大阪市⽴大学） 

 

目的 

W 市の小学校，中学校，⾼等学校における初任者研修拠点校あるいは校内

指導教員 57 名を対象として， 

・初任あるいは若⼿教師への⽀援を充実させること 

・初任者研修指導教員がメンタリングの考え⽅を理解すること 

・初任者研修指導教員が抱える不安を解消すること 

以上の目的を達成するために実施されている⾏政研修です。とりわけ，初

任者研修指導教員が，メンターとして果たすべき役割のうち，アセスメント，

ガイディング，ファシリテーリングに課題を抱えているという現状を改善さ

せることを意図して，本プログラムは企画されました。 

 

実施プロセス 

全体の流れ・グループの構成 

W 市では，初任者研修指導教員を対象とした研修を年に３回実施していま

す。ここでは，筆者が担当した 1 回分を取り上げたいと思います。ここで取

り上げる研修は，講義，個人およびグループでの活動から構成されています。

研修時間は 90 分です。今回は，同じ校種の 3〜4 名を 1 つのグループになる
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よう割り振りました（※校種によって，初任者研修に関わる現状が異なるた

め，今回は同じ校種ごとにグループを編成しました）。 

 

ハンドブック活用場面 

 本プログラムの演習部分で，ハンドブック第 3 部第 10 章の演習問題「メ

ンタリングの考え⽅にもとづく若⼿教師⽀援」を活⽤しました。ハンドブッ

クでは選択肢により解答する形式となっていましたが，本プログラムでは，

グループでの議論を活性化させるために，あえて選択肢は⽰さずに，自由記

述による解答を求めました。当日配布したワークシートは最後に添付してい

ますので，ご参照ください。 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

導 

入 

①  

・メンター⽤チェックリスト（以

下，チェックリスト）を⽤いて

振り返る。 

・「メンタリングが効果をあげた

と思われる項目」および「その

工夫点」を個人で整理し，グル

ープで交流する。 

・グループでの交流を経て，「私

も取り入れてみようと思ったこ

と」について，全体で共有を⾏

う。 

・パワーポイント 

・チェックリスト 

 （メンター⽤） 

・ 4 名 グ ル ー プ

（同じ校種）で

の振り返り 

・全体での共有 

導 

入 

② 

・メンターの定義，役割の特徴，

具体的なアクション，求められ

る理由について説明する。 

・パワーポイント 

 

 

展 

開 

① 

・演習問題（事例）に取り組み，

メンターに求められる初任教師

への関わりについて考える。 

 ＊ハンドブック10章対人関係ア

プローチの演習問題＜メンタ

リングの考え⽅にもとづく若

・パワーポイント 

・演習問題プリント 

・4名グループで

の話し合い 

・個人→グループ

→全体での共有 
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⼿教師⽀援＞を若⼲アレンジ

して使⽤する。 

展

開 

② 

・以下の内容について，解説す

る。 

－メンターが抱えやすい不安や

負担およびそれらへの対処 

 －アセスメントを充実させる⼿

⽴て 

 －校内における⽀援体制構築の

必要性 

 －他地域における事例 

・パワーポイント 

・チェックリスト 

（メンター⽤，メンテ

ィー⽤） 

 

ま 

と 

め 

・チェックリストを⽤いて，今後

のアクションについての⾒通し

をもつ。 

 －校内における役割分担，連携

状況をふまえて 

 －若⼿教師が自⽴できるよう，

徐々に関係を変化させる必要

性があることをふまえて 

・パワーポイント 

・チェックリスト 

（メンター⽤） 

 

 

 先述のように，演習問題について

は，まず個人で解決策を検討してもら

い，その後，4 名のグループにて考え

を共有してもらいました（写真①）。

演習問題を自由記述による解答とした

ことで，多様な解決策が⽰され，グル

ープ内で交流がなされていました。ま

た，演習問題の内容について，参加者

のうち，とりわけ小学校の教師からは

写真① 演習問題を解いている様⼦

（個人による検討） 
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「身近な事例」「よくある事例」であるという反応が⽰されました。 

 

成果と課題 

本プログラムに関するアンケートを実施したところ，おおむね肯定的な評

価が得られました。例えば，本プログラムに関して，以下のような感想がア

ンケートに記されていました。 

＜メンタリングの考え方についての理解の促進＞ 

他の学校の先⽣⽅との意⾒交流で答え合わせの部分だったり，事例研を通して具

体的な対応について様々な角度からお話が聞けて良かった。メンタリングの考え

を通して，初任の先⽣⽅への課題提供の⽅法，自分を⾒つめなおすきっかけにな

りました。 

 

新しい視点での⽀援⽅法として「メンタリングの考え⽅」を教えていただいたの

で活⽤したいと思います。グループワークでの話し合いもすごく参考になりまし

た。 

＜初任教師への関わり方についてのイメージの広がり＞ 

メンターとしての役割が複数ある中，自分自身の実践がコーチング中⼼になって

いることに気づかされました。これからは初任者の先⽣⽅の課題を指導するより

も，課題を初任者の先⽣自身が気づき，それを共有して初任者の先⽣⽅の成⻑を

⽀援していくことを大切にしていこうと思いました。 

 

 本プログラムで扱った演習問題は，「若⼿教師が自らの実践を振り返るこ

とを可能とするリソースや機会を提供する」というメンターの役割について

理解することを意図したものでした。言い換えるならば，初任教師をはじめ

とする若⼿教師を取り巻く環境を整備することの重要性について，初任者指

導教員である参加者が理解することを促そうとするものでした。先に挙げた

アンケートからは，そうした意図が一定程度達成されたことが確認されます。 
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 一⽅，今回の演習問題は，小学校を対象としたものであったため，中学校

や⾼等学校において初任者指導教員を務めている参加者からは，校種によっ

て状況が異なる場合もあるのではないかという意⾒も出されました。今後，

演習問題を校種ごとにアレンジするなど，より効果的な活⽤⽅法を検討する

必要があるでしょう。 
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資料 当日配布したワークシート 

演習問題①＜メンタリングの考え⽅にもとづく若⼿教師⽀援＞ 

【問題】 

 近年，大都市圏を中⼼として，熟練教師の大量退職に伴い，若⼿教師が急増しています。

こうした中，急増する若⼿教師への⽀援をこれまで以上に充実させようとする取り組みが，

様々に展開されています。大都市圏に位置する P 市では，メンタリングの考え⽅にもとづく

若⼿教師⽀援の取り組みを進めています。 

例えば，P 市内にある X 小学校には，12 学級あり，教職員 20 名がつとめています。そし

て，ここ数年のうちに，その約半数ちかくを５年目以下の若⼿教師が占めるようになりまし

た。 

 X 小学校につとめる若⼿教師の１人である Y 教諭は，教職歴１年目で，今年度３年⽣を担

任しています。Y 教諭は，授業づくりや学級経営に注⼒している様⼦でしたが，初任者研修

指導教員の Z 教諭（教職歴 20 年目）は，Y 教諭の学級において授業規律がいまひとつ定着

しておらず，そのことが授業や学級の雰囲気に好ましくない影響を及ぼしているように感じ

ていました。Y 教諭と同じ学年を担任する同僚教師からも，同様の意⾒が聞かれました。 

そこで，ある日の放課後，Z 教諭は，「Y 先⽣の授業や学級がもっと良くなるよう，授業

規律の定着に⼒を入れてみたらどうかな。」と Y 教諭にアドバイスをしてみました。しかし，

Y 教諭は，「自分なりのやり⽅でやっていきますから。」と一言述べたきりでした。加えて，

それ以降，Y 教諭は，Z 教諭と関わることを避けているような様⼦です。 

メンターである Z 教諭は，Y 教諭を何とか⽀援したいと考えていますが，今後，どのよう

に Y 教諭に関わっていけばよいでしょうか. そのように考えた理由もあわせてお答えくださ

い。 

Y 教諭への関わり⽅： 

 

 

 

上記のように考えた理由： 

 

 

 



 

 58 

  事例 11 現職教育 

⾏政研修 

ハンドブック関連箇所 

第 4 部第 15 章 

メンタリングの PDCA サイクルを学ぶ 
プログラム設計：島田 希（大阪市⽴大学） 

 

目的 

W 市の小学校，中学校，⾼等学校において初任者研修拠点校あるいは校内

指導教員を務める参加者を対象として， 

・初任あるいは若⼿教師への⽀援を充実させること 

・初任者研修指導教員がメンタリングの考え⽅を理解すること 

・メンタリングに関する他校，他地域の実践を学ぶこと 

以上の目的を達成するために実施されている⾏政研修です。「事例 10 現

職教育」のプログラムでは，筆者が関わりをもったのは 1 回に限られていま

した。本事例は，年間を通じて初任者研修指導教員を⽀援することを目的と

して，年 3 回（4 月，10 月，2 月）⾏われる研修内容の連続性をより意識し

て企画され，筆者も全 3 回の内容に関わりをもつことができました。 

そのために，本プログラムでは，「各自の取り組みを振り返るワークシー

ト（以下，ワークシート）」を使⽤し，メンタリングの計画，中間評価，改

善策の策定，総括的

評価に関する記録を

蓄積していくことに

しました（右図，一

部抜粋）。 
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実施プロセス 

全体の流れ（年間 3 回実施，1 回目は 60 分，2〜3 回目は 90 分） 

【1 回目（4 月実施）】 

1 回目の研修では，W 市教育センターの指導主事より，W 市における初任

者研修の概要や初任者指導のポイントについて，メンタリングの観点をもと

に説明がなされました。 

本プログラム参加者の初任者研修指導教員の経験の有無は様々でした。そ

こで，初めて初任者研修指導教員を務める教師には，若⼿教師⽀援のイメー

ジを掴んでもらうために，これまでにも初任者研修指導教員を務めた経験が

ある教師には，他市の動向についても知ってもらうために，「15 章 教師教

育の⽅法に関する理論的動向－授業研究と専門的な学習共同体の接点－」を

「読み物教材」として参加者に配布しました。 

 また，研修の最後には，ワークシート「第 1 回目：計画」に記入してもら

い，初任者への関わりを構想してもらいました。 

【第 2 回目（10 月実施）】 

２回目の研修では，ワークシート「第 2 回目：中間評価」への記入への記

入を事前課題としました。当日は，記入済みのワークシートを持参してもら

いました。 

その上で，まず指導主事から初任者を対象としたアンケート等の結果から

彼らがどのような状況にあるのか情報提供がなされました。そして，事前課

題として記入したワークシートをもとに，4 名程度のグループに分かれて，

これまでの進捗についての情報共有が⾏われました。各グループにおいて，

「共通して進められている取り組み」「共通して困っていること」について

整理してもらい，全体交流を⾏いました。  

その後，初任者研修指導教員としての指導のポイントや初任者への⽀援に 

関する事例を筆者が紹介しました。最後に，ワークシート「第 2 回目：改善 
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案」を記入してもらいました。 

【3 回目（2 月実施）】 

3 回目の研修では，ワークシート「第 3 回目：総括的評価」への記入への

記入を事前課題としました。当日は，記入済みのワークシートを持参しても

らいました。 

 その上で，小学校および中学校における初任者指導の実践報告が⾏われま

した。その後，実践報告の内容と自身のワークシートへの記入を比較しなが

ら，「自分自身の実践との相違点」「学んだところ」をグループおよび全体

で交流しました。 

 その後，筆者が実践報告へのコメントと来年度以降求められる若⼿教師⽀

援について解説しました。 

 

ワークシートへの記述や参加者の様子 

 ワークシート「第 1 回：計画」には，以下のような記述がなされていまし

た。以下に取り上げるのは，いずれも初任者研修指導教員をはじめて務める

教師による記述です。 

 

時間割を調整し，同学年の他の教員が授業を⾒学できるように調整したり，教材

研究の際には同教科の教員同⼠で相談できる時間をつくる。 

 

担当学年主任を中⼼に，教職員から初任者へ働きかけてもらうよう依頼し，職場

の中で気軽に相談できるネットワークをつくっていく。 

 

必要に応じ，同学年や他の教員にも協⼒を求める。 
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 1 回目の研修では，すでに述

べたように第 15 章を読み物教

材として配布しました。ここで

は，「専門的な学習共同体」と

いうコンセプトにも言及しなが

ら，教師が学び合うための環境

や雰囲気づくりの重要性が⽰さ

れています。上記の記述から

は，ネットワーク，協⼒，教員

同⼠といった点への言及が確認

されました。 

 2 回目の研修では，互いの実

践を交流するためのグループワ

ークが設定された。そこで，コ

ーチング，アセスメント，ネッ

トワーキング，ガイディン 

グについては，進められている

取り組みおよび課題が⽰されま

した（写真①）。一⽅，ファシ

リテーティング，カウンセリングについては，ワークシートには取り組みが

記入されていたものの，全体交流ではそれらへの言及はほとんど確認されま

せんでした（写真②）。 

先述のように，「グループメンバーが共通して進められている項目」につい

ては，その具体的な取り組みが⻘色の短冊に書かれています。「グループメ

ンバーが共通して進めるのに困っている項目」については，共通して感じて

いる難しさが⻩色の短冊に書かれています。 

3 回目の研修では，メンタリングの実施に関して，「（指導教員だけで初

任者をサポートするのではなく）学年の協⼒が必要」「学校全体で取り組め

るようにするべき」「指導するというよりは対話することが重要だと思う」

写真① 全体交流の様⼦ 1 

写真② 全体交流の様⼦２ 
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といった感想が出されました。一⽅，「周囲の協⼒を得ることが難しい」

「時間を確保することが難しい」「（初任者の授業を同僚に参観してもらお

うと細案を配布しても）参観してくれる人がいない」といった難しさについ

ても意⾒が出されました。 

 

成果と課題 

本プログラムでは，『ハンドブック』15章を「読み物教材」として参加者

に配布し，メンターとしての年間を通じた取り組みを構想，振り返る際の参

考としてもらいました。それは，他校，他地域の取り組みを知りたいという

参加者のニーズに応えるものになったと考えられます。 

すでに述べたように，本プログラムの参加者は初任者研修指導教員として

の経験，さらには本プログラム参加の有無についても多様でした。それゆえ，

例えば，「メンタリングとは何か」ということの説明に多くの時間を割いて

しまうと，これまでも研修に参加したことがある初任者研修指導教員によっ

ては退屈してしまう可能性がありました。 

第 15 章を読み物教材として配布したことで，メンタリングやメンターの

役割に関して，ある一定程度の理解がなされたと考えます。 
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  事例 12 FD 活動 

教職大学院 
ハンドブック関連箇所 

第１部第１・２章，第２部第３

章，キーワード等 

実務家教員等が教師教育研究について学ぶ 
プログラム設計：⽊原俊⾏（大阪教育大学） 

 

目的 

学校教員の経験を有する教師教育者が教師教育研究の枠組みを会得するこ

とが，このプログラムのねらいです。このプログラムに，B大学の教職大学

院に属する実務家教員及びそれに準ずる⽴場の実践家14名がプログラムに参

加してくれました。 

当該プログラムは，具体的には，以下を目標としています。 

・教師教育研究の枠組みを構成する，教師像（目的，内容）と具体的なアプ

ローチ（⽅法）を理解する。 

・教師教育研究の実践的なリサーチプロポーザルを作成できる。 

 

実施プロセス 

プログラム全体の流れ 

プログラムには，3 時間を費やしました。その流れは，以下のとおりです。 

段階 教授－学習活動 利⽤メディア等 備考 

導入 

15分 

・プログラムのねらいと流れを確認

する 

・ハンドブックの

「キーワード」

・教師教育研究

のうち，教育工

学的な研究に焦
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・教師教育者としての教育実践の課

題を語ってもらう。 

（「教師教育者」

等） 

・ハンドブックの第

1章 

・パワーポイント 

点化することを

伝える。 

展開1 

45分 

・教育工学的な視点に基づく教師教

育研究を構成する教師像を解説す

る。 

・教育工学的な視点に基づく教師教

育研究の具体的アプローチ（⽅法）

について演習を交えて詳しく解説す

る。 

・ハンドブックの第

1章，2章 

・パワーポイントス

ライド 

・ワークシート 

・事前に2つの

章を読んできて

もらう。 

展開2 

40分 

教育工学的な視点に基づく教師教育

研究の具体的アプローチについて事

例を紹介する。 

・ハンドブックの第

2部第3章 

・ワークシート 

環境設定アプロ

ーチによるもの

を扱う。 

展開3 

50分 

グループを組んで教育工学的な視点

に基づく教師教育研究の研究計画を

策定してもらう。 

・ハンドブックの第

2部第3章 

・研究計画策定（改

善）⽤ワークシート 

ハンドブック第

2部のある事例

を取り上げ，そ

の特徴と課題

（改善点）を考

えてもらう。 

振り

返り 

15分 

本日の感想や今後の教師教育研究に

関する展望を述べてもらう。 

振り返りシート 事前のイメージ

確認⽤シートの

記述と比較検討

できる問いも必

要。 

 

プログラムの実施の様子 

導入には20分を費やしました。まず，本プログラム参加者（以下，参加者）

に対して，スライドを提⽰しながら，プログラムのねらいと進⾏を確認しま

した（写真①）。そして，教職大学院の実務家教員は「教師を育てる教師」

と性格づけられる「教師教育者」であり，「教師を育てる実践研究」に従事
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する人材であることを解説しまし

た。その際には，『ハンドブック』

のキーワードの同⽤語の定義部分を

⽤いました。さらに，教師を育てる

営みへの従事は「教育工学的な視点

に基づく教師教育研究」に他ならな

いことを確認しました。その際に

は，ハンドブックの叙述（pp.7-8）

を参照しました（写真②）。それ

は，教育工学が「教育改善のための

理論，⽅法，環境設定に関する研究

開発を⾏い，実践に貢献する」学問

であると定義されている点です。 

 次いで，参加者に，「これまでの

教師教育者としての教育実践上の課

題とそれに対する取り組み」と「教

師を育てる教育実践に研究的に取り組む上で重要なこと」について記しても

らい，それをグループや全体で語り合ってもらいました。後者については，

例えば，参加者1は，「先⾏的な研究論⽂等の調査による研究⼿法」「学

校・地域の実情を踏まえた，より現実可能な教育改善に役⽴つこと」といっ

た，学術研究や実践研究の原理や基本活動に言及していました。 

 

 展開１では，教育工学的な視点に基づく教師教育研究を構成する教師像と

具体的アプローチ（⽅法）を『ハンドブック』の第1章，第2章の内容をもと

に解説しました。参加者には，当該の章を読んでプログラムに参加するよう，

依頼してありました。それゆえ解説自体は，それらの章の内容の概要を確認

することに限定しました。 

解説に加えて，第1章の内容を補⾜しました。それは，教職スタンダード

に関するものと，プログラム設計者の研究事例です。後者は，「批判的実践

 

写真① プログラムのねらいの確認 

 

写真② 『ハンドブック』の参照 
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家としての教師」像に関わる，ICT活⽤に関する教師たちの熱意に影響を及

ぼす要因を明らかにした研究，授業づくりに関するレジリエンスの実態を把

握し，それをモデル化した研究です。次いで，教師像に関して，ワークシー

トを⽤いて，演習を⾏いました。「あなたは，５つの教師像のうち，どれに

共感しますか。それは，なぜですか。」であり，もう1つは「あなたは，こ

れまで，教員志望学⽣や現職教員がその資質・能⼒を⾼めるために，どのよ

うなことをやってきましたか。それは，教師教育研究の5つのアプローチと

何か接点を有していますか。」でした。例えば，参加者3は，教師像に関し

て，「4 批判的実践家（政治的社会的反省）」と「5 専門的な学習共同体

のメンバー」を選択し，「教師はよりよく変容することが大切であると思う

ので4はなくてはならぬと考える。また，教育は，ある教師一人ではなかな

か成果が上がらないと思うので5」と，その理由を述べていました。 

さらに，第2章の内容を補いました。プログラム設計者は，環境設定，対

人関係，フィールド，制度的，⽂化的という5つのアプローチについてそれ

ぞれ，『ハンドブック』には記載されていない研究や実践の事例を紹介しま

した。例えば，環境設定アプローチの事例として，プログラム設計者が実施

した，「『大学院レベル』の体系的な教師教育プログラムの開発研究」のデ

ザインを⽰しました。また，フィールドアプローチの代表事例として，プロ

グラム設計者が⾒学した，中国のハルビンのエリート教育実習について言及

しました。 

 

 展開 2 では，教育工学的な視点に基づく教師教育研究の具体的アプローチ

に関する事例を紹介することにより，教育工学的な視点に基づく教師教育研

究のイメージを参加者がいっそう明確にすること，展開 3 における研究計画

の策定の⾜がかりとなることを意図しました。 

 まず，「教育実践研究のタイプとその特徴」（吉崎 2002）を⽰し，教育

工学的な視点に基づく教師教育研究は，「実践研究Ⅲ（応⽤）」および「実

践研究Ⅳ（応⽤）」に位置づくことを確認しました。そのうち，本パートで

扱う環境設定アプローチによる教師教育研究は，「実践研究Ⅲ」に位置づく
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ことを確認しました。その上で，開発の対象として「教育システム」「授業」

「研修プログラム」「教材」等が挙げられることを提⽰しました。その際，

ハンドブック p.37 以降を参加者に参照してもらいました。 

 次に，「学校研究を推進するリーダー教師を対象とした自学自習⽤教材の

開発（以下，自学自習⽤教材）」（ハンドブック p.41〜）を事例として取り

上げ，以下の点について解説しました。 

・本研究は，研究主任に代表されるミドルリーダーの⼒量形成が求めら

れるという背景にもとづくものであること 

・経験と勘にもとづいて「改善に資する」と主張しても研究としては成

⽴しないこと 

・自学自習⽤教材の章⽴ては，「学校研究の企画・運営モデル」（⽊原 

2009）にもとづいて構想されており，理論的根拠が明確であること 

・本研究の（実践的）意義として，自学自習⽤教材が稀少である点が挙

げられること 

 さらに，自学自習⽤教材に収録されている演習問題についても，「研究指

定期間の終了，リーダーの異動等により，授業研究の継続・発展が実現しな

いケースが多い」という課題をふまえた上で設定されていること，つまり，

その必要性や初級，中級，上級問題のレベル分けの根拠が明確であることを

解説しました。あわせて，演習問題の例（ハンドブック p.42）を参加者に参

照してもらいました。 

 以上をふまえた上で，自学自習⽤教材の開発プロセスについて解説し，そ

こでは学校研究の企画・運営に関わる教育関係者を対象とした中間評価が実

施されたことを伝えました。その上で，「同様の取り組みを進めるとしたら，

誰に中間評価を依頼しますか」という課題に，最初に個人で取り組んでもら

い，その後，グループで協議してもらいました。 

 グループ協議では，いずれもグループでも，「多様な評価者」の必要性に

ついての検討が⾏われていました。その中で，「企業の人とか？」という意

⾒を出しているグループが⾒られたので，「自学自習⽤教材を適切に評価で
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きる必要があるので，評価者が多様であれば良いというわけではない」とい

う趣旨のことを伝え，軌道修正を促しました。各グループからは，「管理職」

「若⼿教師」（これらは多様な教職経験の人に評価してもらうことを意図す

る考え）「（同様の）教材をつくったことがある人」といった意⾒等が出さ

れました。 

 最後に，例えば，自学自習⽤教材等の評価を⾏う際の検討事項も解説しま

した。 

展開３のワークは，「若⼿教師⽀援に取り組むメンターの育成を目指した

プログラムの開発」を題材に，教師教育研究の研究デザイン（実施前調査の

デザイン）をグループで協議することによって，研究デザインの可能性を拡

張することをねらいとするものです。 

 
写真③ プログラムの課題点等の協議 

 ワークは，まず，各自でハンドブック p.39 に掲載された，メンターの育

成を目指すプログラムの事例を読み，その課題点や改善点（もしくは事例か

ら⾒えない部分）を⾒つけ出すことを，7 分間⾏いました。 

その後，各々がどのような課題や改善点を書き出したかをグループで共有

し，あるグループが代表して発表しました。そこでは，例えば「研修の実施

回数が少ないのではないか」「実施時期はこれでよいか」などが課題点とし

て指摘されました。担当者がそれらをテーマとした調査⽅法の事例として

「さまざまな場で異なる回数や時期で実施し，報告会を⾏い，妥当な回数や

時期を模索する」「先⾏研究を調査し，そこから推測できる回数や時期で実

施する」といった調査計画を例⽰しました。そして，グループごとに「誰に，
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何を，いつ，どのように」という視点で調査計画を⽴案してもらいました。

最後に，調査計画を考えるプロセスで難しかったことなどを参加者にたずね，

まとめに代えました。 

 

 振り返りにおいては，参加者に，教師教育者としての教育実践を展望して

もらいました。導入と同じ問い，「教師を育てる教育実践に研究的に取り組

む上で重要なこと」を投げかけ，彼らに検討してもらいました。例えば，あ

る参加者は，「自分がどんな教師を育てていきたいのかを明確にとらえる

（教師像），また，それについてどのようにアプローチをかけているかを考

える，そのことによって研修内容が整理され，振り返りの視点となっていく

と考える，また，それらを通して育成指標にあてて，それぞれの教員が自分

の状況を確認できるようにしていけるとよい」と述べています。 

 また，「教師教育者として，これから取り組んでみたいこと」もたずねま

した。例えば，ある参加者は，「教師教育者として，現職教員や学⽣，学校

のニーズ・実態を踏まえながら，各々に応じた様々なアプローチから教育に

取り組んでいくことが必要と感じた」と述べていました。また，別の参加者

は，「教師のニーズを踏まえながらも，⾏政の⽴場での教師教育者として施

策を意識した（根拠をもった）教師教育を⾏う，前年度と同じではなく！」

と記しています。 

 

成果と課題 

プログラムの実施後，参加者に，本プログラムについて，次の4点から，4

段階で評定してもらいました。 

①今日のプログラムを受けて，教育工学的な視点に基づく教師教育研究

（教育実践研究）について理解できたか？ 
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 【とても理解できた，まあまあ理解できた，あまり理解できなかった，

理解できなかった】 

②今日のプログラムを受けて，教育工学的な視点に基づく教師教育研究

（教育実践研究）に取り組めそうな目処が⽴ったか？ 

 【とても思う，まあまあ思う，あまり思わない，思わない】 

③今日のプログラムを受けて，教育工学的な視点に基づいて，リサーチプ

ロポーザルを作成できそうか？ 

 【とても思う，まあまあ思う，あまり思わない，思わない】 

④今日のプログラムを受けて，教育工学的な視点は，教師教育研究（教育

実践研究）の拠り所になりそうか？ 

 【とても思う，まあまあ思う，あまり思わない，思わない】 

 ③を除く項目のすべてについて，参加者は，「とても」「まあまあ」と回

答していました（③は，13名が回答したが，そのうち1名のみ「あまり思わ

ない」と回答していました）。これらの回答結果から，参加者は，今回のプ

ログラムは，教育工学的な視点に基づく教師教育を理解するためにも，それ

を実⾏するためにも，有意義であると考えていることが分かります。 

また，前述したように，プログラムの「導入」と「振り返り」において，

参加者に，「教師を育てる教育実践に研究的に取り組む上で重要なこと」に

関して自由に記述してもらいました。それらの叙述を，本プログラムの目標

に照らして評価しました。すなわち，「教師像（目的・内容）」「具体的な

アプローチ（⽅法）」に言及しているかどうかについて点検しました。その

結果は，表12-1の「重要なこと（事前）」「同（事後）」のとおりです。い

ずれの参加者も，導入時には，例えば「理論と実践のバランス」等を述べて

はいるものの，教師像やアプローチには言及していません。一⽅，「振り返

り」においては，14名中2名がそれらに言及しています。また，それに準ず

るものとして，残る12名のうち1名が「教師像」にふれていました。 
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表12-１ 「導入」と「振り返り」における回答 

番

号 
重要なこと（事前） 重要なこと（事後） 取り組んでみたいこと 

1 △ ○ ◎ 

2 △ △ △ 

3 △ △ ◎ 

4 △ △ △ 

5 △ △ ○ 

6 △ ◎ ◎ 

7 △ △ × 

8 △ △ ◎ 

9 △ △ ○ 

10 △ △ ◎ 

11 △ △ ○ 

12 △ △ △ 

13 △ ◎ ◎ 

14 △ △ △ 

 

さらに，「振り返り」においては，「教師教育者として，これから取り組

んでみたいこと」をたずねました。自由記述で回答してもらいましたが，そ

れを「開発」や｢改善｣といった教育工学的な⾒地から構想しているか（○），

それが教師像やアプローチの吟味を伴っているか（◎）といった点から，確

認しました。例えば，参加者3は，次のように述べているため，上述した視

点に即して，教師教育研究の実践的な構想を有していると言えます。 

・対人関係アプローチの追求。教師として⽣徒に対する⽴場では，指導⼒

に関する技術向上。他の教師に対する⽴場では，教育工学的な内容。対人
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関係の向上によって，教育全般で良い影響が出ると感じる。それを追求し

ていくべき（社会性，異⽂化理解，コミュニケーション⼒）。 

◎と判断できる回答が，14名中6名に確認されました。また，それに準ず

る記述（○）が2名の回答に確認されました。残る回答は，効果測定等の活

動について一般的に言及したもの（△），「実践したい」等の思いを綴った

もの（×）でした。 

 表12-1が⽰すように，本プログラムのねらい，すなわち「教師教育研究の

枠組みの理解」「実践的なリサーチプロポーザルの作成」の少なくともどち

らかを満たしたものは，参加者14名中の9名を数えました。このことからも，

本プログラムは参加者にとって，かなりの程度，教師教育研究の枠組みを会

得する機会となり得たことが確認されます。 
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