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【実践研究】

教師としての楽しさを感じる支援プロジェクトの課題
丹野清彦
A Problem of the Support Project to Feel the Pleasure as ａ Teacher
Kiyohiko TANNO

要 約
研究の目的は、教師力向上に関する支援活動のあり方である。
沖縄県では、新任教師の採用者数が小学校では200名を超えている。学生たちも、
「学校で働くのが夢だった。先生になりたいから、仕事を教えてください。」
と、積極的に話しかけてくる。しかし、
「うまく子どもたちと、つきあえるでしょうか。トラブルがあった時に、
どう解決したらいいんですか。不安です。」と、話してもくる。しかし、このような悩みを抱えているのは、決して
若い教師だけではない。
そこで、沖縄県の各地域と連携して、すべての教師を対象とした教師支援の研究プログラムを立ち上げること
はできないだろうかと考え、各地域と連携した研究体制を試験的に行う体制を整え、スタートした。しかし、ど
のような教師支援が求められているのであろうか。あるいはどのような参加組織づくり及び会の運営を行うこと
で、よりよい支援活動が行えるのだろう。支援活動をスタートするにあたり、若い教師の求めていることや、十分
経験を重ねてきた人たちが抱えている悩み、管理職など学校を運営する側の課題に焦点をあて取り組みを進めた。
その結果、若い教師がどのような力量をつけたいのか、要求を聞き、それにもとづいた講座を連続で企画した。
また、研究会の運営を若い教師にも任せ、共同で運営にあたると参加への意識が変わった。このことから、共同
責任者として取り組み、要望から出発することが主体的に学び、教師として自立していくために大事であること
が明らかになった。さらに経験を重ねて働いている人たちが抱える課題には、解決すべき課題と気持ちの持ち方
による課題とがあり、自己をコントロールする気持ちの面を重視し、アドバイス的な講座だけでなく、悩みを語
り合うおしゃべり交流会が必要であることなどが明らかになった。また、校内の職員全体を集めた研修会だけで
なく、課題を抱える教師を対象とした個別及びグループ相談会が有効であり、そのことによって、学校の運営に
かかわる相談を管理者とともに解決の方向を模索することができたなど、教師支援のひとつの筋道を見出すとと
もに、今後の課題を明らかにした。
キーワード：教師支援

学級づくり

１．教師力向上に関する支援の目的
本研究は、沖縄の教育現場で働く教師が、教師としての喜びを感じ、子どもとの授業や学校生活にの
ぞむためには、どのような学級づくり、授業づくりの力量形成が必要か、その支援に関する実践的研究
である。沖繩県では、27年度から200人を超える新任教師を小学校教諭として採用している。この状況
は、もう数年続くとみられている。しかし他方で、新採用者や採用３年未満の学級で授業が成り立たな
くなり、学級崩壊が起こり、担任が病気休職に入ることや、担任が変わることも珍しくない状況であり、
現場の課題となっている。そこで、
・教師は,仕事において何を悩むのか
・それを乗り越えるには、どのような力量形成が必要か
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・力量をつけるための支援内容及び研究会づくりの課題
に研究の焦点をあて、追究していこうと考えた。
学力向上を合言葉に教師がチームとして子どもたちに接し、徐々に効果を上げようとする一方で、
「い
じめ」や「不登校」
「学級崩壊」などの生活指導上の問題が困難を極めている。それだけに教育をめぐる状
況に社会が注目し、教師の役割や力量を取り上げ問題にしている。
なかでも沖縄県では、貧困の問題も加わり教員の病休率が全国最悪と報告された。
（2016年10月８日沖
縄タイムス社） 報告によると、2014年度に公立学校職員の病気休職発生率は、2.86％でこれは全国の約
３倍以上であり突出している。しかし、大分県や北海道で勤務した経験があるわたしにとって、沖縄県
の教職員は、職場にどのような課題や悩みを持ち、働いているのか、その実態は明らかではなかった。そ
のため、この数字の判断に困るところだった。しかし、実際に学校現場を訪れると、学級崩壊とまではい
かなくても、反抗的な子どもに振り回され、無秩序的な学級を見ることがあった。しかも、担任は疲れ果
て、なかには病気休暇をとる人もいた。このようなことは、新採用者や経験５年未満の若い教師にもあ
てはまった。他方、沖縄県の小学校の新採用者は、ここのところ200人以上で推移し、これからも退職者
が増え入れ替わりがあと数年続くと予想されている。この新採用者たちが、学級崩壊等の危機を乗り越
え、教師として独り立ちしていくには、どのような力量を身につけることが、必要なのだろうか。追究し
たいと考えた。
教師支援の研究を探していくと、関係性に基づいた教師の支援法の中で若い教師ほど児童の視点に立
つ指導を心がけていると報告している。さらに、学級崩壊について家庭や子どもに原因を帰属させない
教師の方が、子どもの視点に立った学級経営を行っていることを明らかにしている。
庄井（2004）は、教師のメンタルヘルスについて、それぞれがどのような不安を抱えているのか、調査
を行っている。ここには、学級や子どもの問題を自分の責任ととらえ、そのことによって、心を病む傾向
が伺えることを示している。子どもの側に立とうとする教師ほど、自分を責める傾向があるようだ。大
和久（2008）は、
「困った子は困っている子」と表現し、困った言動を子どもの意見表明と受け止め、困っ
ているから問題行動で表現していると表している。篠崎（2014）も、様々な家庭事情を背負った子どもた
ちが、満たされない幼児期をすごし、その結果、問題行動という形で表現していると「甘えったっていい
んだよ、困らせたっていいんだよ」の中で示している。これらのことは、子どもたちの行動をどう読み解
くかという読み取り方を示しているといえよう。しかし、このように読み取り受け止めることが教師と
して大切なことであるが、それを理解している教師ほど悩み対応に苦慮しているのである。
このようなことを踏まえ、わたしは昨年度から沖縄市と共催し、教師支援の教育セミナー「がんばれ
先生、応援セミナー」を開催してきた。ここでは、新任の教師に限らず、沖縄県中頭地区で働く教師の支
援・応援セミナーを連続して開いてきた。そのなかで、多くの教師が、子どもたちの問題行動に悩まさ
れ、そのうえ、沖縄の抱える貧困問題が拍車をかけ、押し寄せる学力問題などと相まって、一層の疲労感
を感じ、なかには病気休暇をとるに至る教師がいることなどを知った。教師もだが、学校を運営する管
理職や関係機関の方の困りも相当なものだと推察できる。そこで、このような現場教師の方を定期的に
支援する応援プロジェクトはできないか、と考えるようになった。教師としての指導力を高め、子ども
と関わり働くことの楽しさを感じる教師支援のために何が必要か、その条件を明らかにすることに取り
組もうと考えた。

２．教師力向上の支援プロジェクト構想
⑴

支援プロジェクトの全体目標
わたしは、先のようなことから、支援プロジェクトの目的を次の２つに分け、それぞれに構想を

立て取り組むことにした。
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新任教師が、新採３年を無事に終え、教師としての基本的な指導力、授業力を身につけるための支
援セミナーづくり。また、何を行えば、若い教師は教師としての力をつけることができるのか。彼ら
の求めているつけたい力は何か、を教師としてひとり立ちし、自立する方向とともに探る。
１）沖縄市の教育現場で働く教師や学校を支援するためには、どのような活動を行えばよいのか。い
くつかの学校を研究対象として取り上げ、支援活動を積極的に行い、現場が求める必要な教育活
動を整理し明らかにする。
２）このような研究活動を通して、わたし自身が沖縄県の子どもたちと直接関わり、実際に授業を行
い、子どもたちの置かれている状況を把握する。

このようなことを考えながら、まず今年度は、試行的に研究会を立ち上げ、沖縄県の現場で働く教師
たちが抱える課題を把握し、次年度は、それを生かして改善を図り、３年度には一定の形と内容をつく
りあげたいと考えた。
教師力向上の支援プロジェクト、３つの構想

⑵

では、３年度にわたる計画は、どのような構想を持ち、進めていこうと考えているのだろうか。わ
たしは、支援プロジェクトを定期的な新採用者の支援と沖縄市を中心とした教師の支援、そして、
子どもの状況を把握する活動の３点に分け、次のように構想を立てた。
①若い教師を対象にした新任教師応援セミナーの構想
琉球大学教育学部附属実践センターでは、毎年卒業し教育現場で働くことを志している大学生
に、11月から、教育現場で働く先生応援セミナーを開催している。そこでの学生の学ぶ様子を見
ながら、次のことを計画した。
●新採用の教師を支援する研究会をつくる。そのため、新採用の教師が、無事に新採用3年を終えるこ
とができるように支援する研究会を試行的に立ち上げ、新採用の教師たちが、どのようなことに困
り、悩むのかを把握し、どういう支援を行うことが必要なのか明らかにする。

②継続的に沖縄市と連携した教師・学校の支援の構想
沖縄市と昨年から連携し、協力関係を築いてきた。その昨年度の関係をさらに今年はすすめよ
うと次のような構想を持ち臨むことにした。
●学校現場で働く教師たちは、どのような支援体制や内容を求めているのか、を明らかにする。その
ため、学校現場で働く教師が、無事に一年過ごし、充実した学級づくりと授業づくりを行えるには、
どのような連携が必要か、試行し明らかにする。なかでも、沖縄市の教師たちを研究的に取り上げ、
どのようなことに困り悩むのかをインタビュー等で把握し、具体的な支援内容を明らかにする

③沖縄の子どもたちの特徴を把握する活動を構想する
いつもわたしが、自分に問い続けていることがある。それは、わたしは大分県や北海道の学校
現場で働いてきた。いろいろな子どもたちに、そのなかで出会った。しかし、沖縄県の子どもたち
の実情をその物差しで測っていいものだろうか。
沖縄の子どもたちに関わり、それを通して、沖縄の子どもたちの傾向や抱えている問題を整理
する必要があるのではないか。そのためには、数年かけて、現場に足を運び授業観察や、わたしが
授業を行うことを通して、自分の目で確かめ、肌で感じることが大切だと考えた。それに向けて、
次のようなことを構想した。
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●沖縄の子どもたちの考えていること、思っていることを把握するために、子どもたちに詩を書く
機会を設け、それを通して把握する。特に、沖縄の子どもたちが、どのような生活を送り、何を感
じ考えているのか、を把握するために、沖縄県内の市をまわり、子どもたちの生活や考えているこ
とを詩や作文に書いてもらい、ためていく。数年かけて、子どもの書いた作文や詩を読み取ること
を通して、子どもたちの生活背景に迫っていこう。

３．試験的に追求する具体的な方向性
では、具体的にどのようなことを試験的に行う予定なのか。また、どういった方法や形をとりながら
迫っていこうと考えているのか。説明する。
⑴ 若い教師を対象とした新任教師応援セミナー
ここでは、新採用の教師を支援する研究会をつくることを考えた。それは、
・４月から月に１回、沖縄市を会場にして研究会を開く。そのため、沖縄市の教育委員会にお願い
し、市役所の会議室を会場として借りる。
・わたしが個人的に主催するのではなく、大学として支援するために、大学内に有志の支援協力者
を募集し、支援グループを立ち上げる。その方が継続できると考えた。
・また、大学側が一方的に主催するのではなく、他の市町村と連携し研究会を開催することは、地
域連携の視点からも望ましいのではないか。
と、いうものである。というのも、
●追究したい課題
・その考え方からいけば、新採用の教師グループからも、世話人を出してもらい、研究会の運営や内
容等について、ともに考えて行くことが、彼らが自分たちで研究会を組織する方法を学び、教師と
して自立することではないかと考え、そのための連携の仕方を試行する。
・定期的に内容等について、振り返りを行い、それを生かして研究会を運営する。こういうことをし
ていくと、人が育つのではないだろうか。

と、考えたからである。
⑵

継続的な関わりを重視した沖縄市との連携・学校の支援
沖縄市と昨年から連携し、協力関係を築いてきた。その昨年度の関係を、さらに今年はすすめよ

うと、次のような構想を持ち、４つの仕方を考え臨むことにした。
＜構想＞年に２回、沖縄市を中心に教師支援の大きな研究会を開く。また、要請があれば、他の市町
村へ支援プログラムを広げることを考える。
＜支援方法＞
１学校及び管理職への支援
・沖縄市の小学校へ、４月から定期的に通い、現場教師との交流を密にする。また、学校の管理職の方
とも連携し、どのような支援が求められているのか、インタビュー調査を行う。
２校内研修を通した支援
・校内研修に積極的に継続して関わり、そのなかで沖縄市の子どもの実態や教師の教育活動の特徴を
把握する。
３関わり方の分類と関係づくり
・継続し中心となって関わる学校と、年数回関わる学校、年一回程度関わる学校、沖縄市を通した研
究会で全体的に関わる、この４段階に関わり方を分類し、それぞれの良さ等について追究しまとめ
る。また、この活動を通して、わたしたち大学と市町村の学校との距離がいい方に縮まり、信頼関係
が構築できるのか試してみる。
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４授業づくりや学級づくりに関する支援
・沖縄市のすべての教職員に対し、年に６回の大学と沖縄市教育委員会をとの共催の学習会を開催す
る。それを新採用教員の支援研修会と重ね、呼びかける。
●追究したい課題
この４つの視点で現場支援を行えば、相手に喜んでもらい、実践上本当に役に立つのだろうか。試
験的に実践することにした。

⑶

子どもたちの実態を把握する活動
そのため沖縄県のいろいろな学校を回り、子どもたちと授業を通して触れ合い、実態を把握して

いこう。具体的には、作文や詩を書かせるために次のことを行う。
・沖縄タイムス新聞社と連携して、子どもたちが書いた詩を「うちなー言葉でワラビーの詩」として
定期的に掲載することができないか。新聞に載るとなれば、それを目的に意欲も高まる。また、わ
たしの方も、学校を訪れるいい説明にもなるだろう。
・仮に沖縄タイムス新聞社と連携できれば、そこから、沖縄県内の市町村を順にめぐり、低学年か
ら高学年、中学生などに詩を書く授業を行うことができる。
●追究したい課題
このような現場へ行き、授業を行う研究活動を通して、沖縄の子どもたちと直接関わることで、沖
縄の子どもたちの特徴がわかる。また子どもたちに関わり、詩を書いてもらう活動を通して、沖縄
の先生方が抱えている課題に直面し、そのとらえ方がわかるだろう。わたしも、子どもたちの課題
とともに、現場の課題等にも直接感じることができると考えた。

４．教師力向上に関する具体的な実践
⑴

教師支援プロジェクトの提案
そこで、支援プロジェクトを行おうと、教職大学院の会議に次のような提案を行い、協力をお願

いしたところ、多くの人たちが賛同してくれ、協力体制が整い実行するために動き出した。
このため原案は、関係する大学院の担当者で何度も話し合い、大学院の会議に提案した。こうし
て、わたしと担当グループ、教職大学院の方々という円を描きながら、教師支援プロジェクトはス
タートした。
教職大学院オープン講座

フレッシュ先生応援セミナー

１
◆

活動計画のコンセプト
教職大学院のオープン記念として、このセミナーでは次の３つのことを考えています。
① 教職大学院が琉球大学にオープンしたことを広く沖縄の人たちに知ってもらう。
② 知ってもらうための活動として、おもに教職10年ほどの方たちを対象に、生活指導や授業づくりなどの
セミナーを行い、現場の力になりたい。
③ 教職大学院が沖縄の方たちの役に立ち、受け入れられることを願い、大学院の教授陣の豊かさを感じて
もらい、大学院に興味を持ってもらう。

２
◆

学習計画
このような考えと、これまで行ってきた経過から沖縄本島だけでなく、離島にも広げることを考え、次の
ように計画を作成しました。また、昨年度も行いましたが、県外からゲストを招いて刺激し合うことを考え
ています。
月

沖縄市

９月

●

10月

沖縄本島

石

垣

宮

古

与那国

●
名

護

●
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11月

●

島

尻

●

名

護

●

島

尻

●

●

12月
１月
２月

●

●

３

具体的な行い方
●名称
フレッシュ先生応援セミナー
●時間
土曜日の10時から12時半
●場所
現地の方と相談する
●タイムテーブル例
講座１・・・約50分
講座２・・・話は30分以内。そのあとはワークショップをたっぷり入れ実際にやってみる。交流する
時間にする。
ユンタク・・ラスト30分は、みんなでサータアンダギーを食べながら交流会（おしゃべり）をする。
● 話を聞くだけの講義・講座にせず、ワークショップを取り入れ参加者が実技やグループワークによっ
て、技術を身につけられるようにする。また、最後にユンタクを設け、お互いの近況を交流する時間を取
ることで悩み相談や情報交換をすすめ、実践の幅を豊かにする。
● 主催は、琉球大学教職大学院ですが、一方的に主催するのではなく、参加者の悩みや課題を共有し、テー
マづくりを行い、つながりをつくることも考えています。

実際に行われた教師力向上に向けた支援プロジェクト

⑵

４月からはじまった支援プロジェクトは、大学院から10人が協力し、沖縄県内６カ所で開催され、の
べ11か所、295人が、11月末までで参加し、今後も１月、２月と予定している。参加者は400人を超えると
思われる。
（次の表を参照）
回数
１
２
３
４
５
６

日にち
４月
５月21日
６月18日
７月２日
９月３日
10月３日

７

11月５日

８

11月12日

９
10
11
計

11月12日
11月12日
11月19日

学習テーマ
はじめての授業 学級づくりのポイント
算数の授業
クラスの係り
困った子は、困っている子 実践報告（新川颯人）
成績のつけ方
ほめ方＆しかり方
９月の見通し 授業で書かせることを増やそう
子どもが学ぶ気になる授業づくり荒れる
子どもの背景を理解する
アクティブ・ラーニングの基本的理論
アクティブ・ラーニングの授業実践
子どもたちがわくわくする協働学習クラスルームイン
グリッシュ
学級づくりアクティブ・ラーニング
子どもが学ぶ気になる授業づくり
落ち着かない子どもわたしの実践を聞いてください
県内６地区、延べ11か所

開催地
沖縄市
沖縄市
沖縄市
沖縄市
沖縄市

参加数
32人
26人
40人
23人
25人

石垣市

31人

久米島地区

8人

宮古地区

20人

名護市
島尻地区
沖縄市

5人
27人
58人
295人

予想を超える大きな成果を得ることになった。わたしたちが強調して、取り組んだのは、次のことであ
る。
琉球大学の教職大学院がリードするが、一方的な「してあげる講座」にならないよう、各地区の教育
委員会や参加者とテーマや学習会の運営の仕方について相談し、共同的な研究会をつくりあげる。

また、沖縄市を拠点地（ホーム）ととらえ、定期的に継続して行うことを意識し、そのため、新採用の
教師のリーダーと３回に一度、会の内容など運営について見直し、修正をおこなうミーティングを取り
入れた。
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このことによって、新採用の教師グループにも、当事者意識が生まれたと、考えられる。 次の写真
は、研究会の写真である。
話を聞く講座と
ワークショップ
に分けている

▲石垣島の小学校

⑶

▲ 沖縄市での研究会

▲実践検討会

実際に行った沖縄市を中心とする教師・学校支援プロジェクト
教師の支援プロジェクトとして、定期的な研究会とは別に、沖縄市の学校へ定期的に通い、授業

づくりの支援を行う。具体的には、授業を観察させてもらい、アドバイスすることや、授業研究会に
積極的に参加し、授業づくりの時から関わる。また、夏季研修会などでも、学級づくりや授業づくり
の視点から講座を積極的に行った。さらに、講座等を聞いた人たちに対して、相談会を開き、個別の
悩みやグループ相談に応じようと、各学校と連絡を取り合い実践し始めた。
回数

⑷

日にち

学校名

内

容

対

象

備

考

１

５月から 宮里小学校

授業づくり支援

全職員

毎週金曜日午前中

２

７月１日 宮里小学校

授業研究会

全職員

大学から５人で参加

３

７月21日 宮里小学校

夏季校内研修

全職員

（沖縄市）

４

７月27日 諸見小学校

夏季校内研修

全職員

（沖縄市）

５

７月27日 長田小学校

夏季校内研修

全職員

（宜野湾市）

６

８月10日 沖縄市

夏季教育講演会

市内全職員 沖縄市教育委員会主催

７

８月26日 コザ小学校

夏季校内研修

全職員

８

10月17日 中城南小学校 授業研究

希望者７人 （中城村）

９

10月19日 中城南小学校 授業研究

希望者８人 （中城村）

10

11月１日 宮里小学校

全職員

11

11月２日 中の町小学校 授業・学級づくり相談会

希望者６人 （沖縄市）

12

11月４日 コザ小学校

授業・学級づくり相談会

希望者７人 （沖縄市）

13

11月16日 諸見小学校

授業・学級づくり相談会

希望者６人 （沖縄市）

授業研究会

（沖縄市）

６人で大学から参加

沖縄の子どもたちの傾向を把握するプロジェクト
沖縄タイムス新聞社からも協力していただき、沖縄市の小学校から順により多くの学校を訪問す

ることにした。授業のテーマは、
「詩を書こう」であり、書いた詩は沖縄タイムス新聞社の水曜特集
で紹介されることになった。このようなやりがいもあり、わたしは毎月学校を訪れた。子どもたち
は、自分の言葉を探し、詩を書いてくれた。詩を書いてもらうことも目的だったが、自分の暮らしを
見つめ、生活を表現することや自分の思いを書くことで、わたしはその詩から子どもたちの抱えて
いるものを読み取り、子どもたちの状況を知ることができた。
回数

月

学

校

学年

１

６月

沖縄市立宮里小学校

４年

わたしの好きな沖縄

２

７月

沖縄市立諸見小学校

６年

沖縄の紹介か自分の生活

３

７月

沖縄市立コザ小学校

５年

金子みすゞさんの詩を替え詩に

４

７月

うるま市立赤道小学校

５年

金子みすゞさんの詩を替え詩に
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５

７月

うるま市立赤道小学校

２年

毎日の暮らし

６

９月

琉球大学附属小学校

４年

運動会で苦労したこと

７

10月

中城村立中城南小学校

２年

授業の一場面

８

11月

琉球大学附属中学校

３年

わたしたちの未来

９

12月

琉球大学学生

２年

詩のリズムを生かして表現する

▲中学校での授業

▲詩を書かせている授業

▲授業を見に行った場面

毎月１回程度、
学 校 へ 授 業を
実施しに行き、
子 ど も た ちと
触 れ 合 っ てい
る。

５．教師力向上にむけた支援方法の分析
まず、参加者たちの代表的な感想をいくつか紹介する。
ア）この子さえいなければ、という現実とそう考えてはいけない、変えたい、という自分がいるのは、
篠崎先生も同じと知り、そんな自分が悪いと思う必要がない気がしてきました。
教師自身が、
「学力調査の結果が近隣校より低いから対策する」、
「今回はよかった。悪かった」
と、競争に乗ってしまっている。だから、子どもたちにも、
「負けたくない」
「間違えたくない」
「失
敗したくない」と、心のうちに持って登校している現状があることをあらためて知りました。
イ）トラブルがあるとその場でおさめることにしても、
「集団の関係性が変わらないと、トラブルは繰
り返す」ことも実感して聞いていました。
「子どもをよく観察して」とか「見方を変えて」と言われ
ても、毎日精いっぱいの中では、考えることができませんでした。ひとりで何とかしようと思って
いました。
ひとりで抱え込まずに、協力を求めることやその子の背景を理解することが大切であると思い
ました。どうしたら、そういう関わりができるのか、少し考えてみたいと思います。
ウ）話を聞いて、教師の在り方を改めて考えさせられました。この子の行動の背景にまで、目を向けら
れる先生になりたいと強く思いました。家庭では厳しい子でも、先生や仲間との関係をつくって
いくことは、大事とわかったので、これから意識していきます。
エ）お話の中で、多くの失敗談を聞くことができ、これからのわたしの長い教師人生が始まるのです
が、みんな様々なことを抱えながら、乗り越えたのだとわかり、大切なのは、ひとりで頑張らず、
相談して助けを求めることだとわかりました。特に、勝てないけど負けないの言葉が心に残り、学
びどころでした。
オ）今まで講座を聞く機会はいくつかありましたが、今回ほど、より現場に添って、わかりやすく実践
できそうなものは、なかった気がします。授業のつくり方では、国語で悩むことが多くあったので
すが、話を聞いて、もっと楽につくれる気がしてきました。
また、教室で怒ってしまう自分があり、反省が多いのですが、アプローチや考え方を変え、自分
のカードを増やしていきたいです。
カ）授業づくりでは、お話にあったすでに知っていることを使う、感性に訴える実践をし、形式的な授
業にならないようにしたいです。
キ）授業の中で、どこに視点をあてるべきか、学ぶことができました。子どもの立場でわくわく楽しみ
ながら「次の授業では、こうやってみよう」と、思いました。また、次回も受けたいです。子どもの
内面では、わかりたい、もっとかかわりたいと思いました。
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ひとりひとりが輝けるように、自分も仲間も大切にした学級をつくりたいです。でも、子どもた
ちが、自分の有用感をもっと持てるようになるには、どうしたらいいのかわからず、もやもやして
います。次回お願いします。
ク）今日の講座は、あっという間でした。日頃の自分の授業、子どもたちとの接し方について振り返る
貴重な時間になりました。
先生の「つまらない授業とは？」の問いかけに、わたしは、日々どういう印象を子どもたちに与
えているんだろう、と反省する気持ちになりました。
授業でも、子ども理解でも、何年たっても「正解」を追い求めているわたしです。子どもに寄り
添えるひとりの大人として、がんばろうと思います。
ケ）自分のやり方でよかったんだと、ほっとする部分もあり、安心しました。これを励みにして、頑
張っていきます。石垣島まで来ていただき、ありがとうございます。
コ）子どもとの接し方の話を聞きながら、クラスの子どもの顔が浮かんできました。言葉かけや子ど
もの見方の中にも、自分がこれまでしてきたことがあり、自分の指導が間違っていなかったんだ、
とわかり、安心しました。毎日迷いながら実践していましたが、ひとつの道が開けた気がしまし
た。もう少しやれそうです。
サ）休みの日なのに、参加者がいて驚きました。校長先生までセミナーに参加するのが、すごいと思い
ました。受け付けしていて、笑顔であいさつしてくれる先生方がいると、手伝ってよかったなと思
います。話を聞いて、当たり前に小学校や中学では子どもの名前を呼ばれていて、自分の名前を呼
ばれることは大切なつながりであることを、大学生になって、なかなか名前で呼ばれなくなって、
一層実感しました。

▲石垣市立宮良小学校

▲八重山支所・研究会

⑴

▲登野城小学校

▲講座の受け付け

▲学校の掲示板

上 段 の 写 真 は、
石垣市での研究
会 に 先 立 ち、前
日に小学校を訪
問した際の写
真。こうやって、
事前に学校を訪
れ、そ の 土 地 の
様子や実態を把
握 し て い る。下
段は石垣市での
研究会当日の様
子。準 備 を 自 分
た ち で 行 い、受
け付けも担当し
ている。

▲講座の場面

成果と課題を明らかにする
このような感想を読むと、参加者が抱えている毎日の苦悩と疲れが伝わってきた。そんな中、こ

の研究会に参加し、何かを得ようと期待してくれていることが、うれしかった。しかし、現場の人た
ちは、どのような具体的な課題を抱えているのだろう。感想をもとに分析すると、次の３つの特徴
があることがわかった。
１ 現場で働く人たちの置かれている職場の状況が書かれている
２ 教育実践を行う中で、抱えている課題が現れている
３ 教師自身が不安であり、自己肯定感の低さが感じられる
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それでは、このような特徴があると考えたのはなぜか。また、そうだとしたら、どのような支援が求め
られているのだろうか。そこに迫ってみたい。
⑵

現場で働く人たちの置かれている状況、その答えはつながり
まず、現場で働く人たちの置かれている状況である。置かれている状況とは、教育現場として、ど

のような人たちに囲まれ働いているのか、という職場づくりや同僚との関係性についてである。最
初に、感想の㋐を読んでみよう。㋐では、この子さえいなければ、という現実とそう考えてはいけな
い。そんな自分が悪いと思う必要がない気がしてきました。と、書かれている。クラスの状況がどん
なに困難でも、ともに考え悩んでくれる他者がいると、人は立ち直ることができる。けれどもここ
では、そのあとの記述にもあるように、競争の渦に巻き込まれ、生き延びようとしている自分がい
る。けれど、生き延びることができないかもしれない、と絶えず不安でたまらない、と告白してく
れ、子どもの世界と同じ競争の中にいると冷静に自己を分析している。
ここには、ともに考える職場や学年づくりの必要性が裏返しの形で語られ、それを感じずにはい
られない。職場づくりや同僚性という言葉では片付けられない、沖縄の教育現場の一端が読み取れ
る。
続いて㋑では、精一杯やっているのにうまくいかない。それをさらに、自分を変えろと指摘され
ることは、否定されること以外の何ものでもない、という嘆きとも読み取れる内容が書かれている。
職場の共感がなく、
「責められているわたし」が存在している。人は、どういった時に人と連帯し、
生きることができるのか、とわたしたちに、課題が問いかけられている。
㋒では、それに対応するかのように、ひとつの答えを出している。それが、教師のあり方であり、
先生や仲間とのつながりである。子どもの社会に目を向けながら、抱えている問題を解く鍵は、実
は、同じところにあった。それは、人とのつながりをつくることであり、職場で共感してくれる他
者、ともに悩み考えてくれる他者をつくることである。このようなことから、職場の人とつながり
をつくる、学年集団をどうつくるのか、といった課題が浮き彫りになってきた。
⑶

教育実践を行う中で、抱えている課題、それは共同
それでは、㋔に注目してみよう。ここでは、次のように書かれていた。
今回ほど、より現場に添ってわかりやすく、実践できそうなものはなかった気がします。

こういった記述は、多くの人に書かれていた。この感想はその代表である。では、なぜこのような感
想が多く寄せられたのであろうか。まず注目したのは、より現場に沿ってというところである。こ
の研究会を行うにあたって、考えたことに、
①

対象とした参加する人たちの側の要望を聞き取る

②

そのために、参加者の中に世話人を置き、共同して運営する。また３ヶ月に一回修正する

③

研究会の中で実践を交流できるユンタクの場やワークショップを必ず取り入れる

ことなどを実行してきた。ここが、与えられた研究会ではなく、自分たちで運営する研究会の目
指す方向だと考えたからである。
そのため、参加者の要望に沿ったきめ細かな会が運営できているのではないかと考える。しかも、
ワークショップ等で、参加者同士が交流することを通して、講座では得られなかった学びが広がり、
参加者の満足感を広めたとも考えられる。そういう意味では、参加者が主催者になる、共同して運
営する研究会が必要であるといえよう。しかし、そのためには、どういったテーマや運営方法が重
要なのか。何を明らかにしたらいいのか。現在の研究を、もう少し継続して資料を集め、検討してみ
たい。
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教師自身の自己肯定感、それは方法と意味づけ
いよいよ課題の最後である。㋖や㋗、㋘や㋙に注目してみよう。㋘では、自分のやり方でよかった

んだと、ほっとする部分もあり安心しましたと、書かれている。また㋗でも次のようなことが書か
れていた。
授業でも、子ども理解でも、何年もたっても「正解」を追い求めているわたしです
わたしは、これらを教師としての自己肯定感が満ち足りていない、ととらえた。それは、常に迷い
ながら実践するのは、実践なので、そこに答えがなく当たり前である。けれど、㋖の感想のように、
まるで暗闇をさまようかのような思いで過ごしている教師たち。そこには自分の実践としての確信
がない。それで、㋚に書かれているように、休みの日に研究会に出かけてくる面もあるに違いない。
彼らが求めているのは、自分の実践への確信であり、自信である。誰かが彼らを認めてくれれば、そ
れが自信となるのだろうが、そういった職場や同僚に巡り会えてもいなければ、つくり方も知らな
いし、なによりそれどころではない。ここで必要なのは、自分がもとめる自信を得るために学ぶこ
とである。㋙は、それを物語っている。自己肯定感を高めるためには、仕方やスキルを学び豊かな実
践が臨機応変にできることかもしれない。しかし、それだけでは十分ではない。参加者が求めてい
るのは、今の自分の実践への意味づけであり、実践している方向を確かめたいのではないか。この
ようなことから、教師の自己肯定感を高めるためには、いろいろな方法と実践の方向を示す意味づ
けが、研究会に求められていると考えられる。

６．おわりに
沖縄県の小学校を回りながら、子どもたちの実態を把握する資料を集めている途中である。今回は、
その資料をもとにまとめるには、まだ資料が不足していると考え、ここでは支援研究に重きを置き、計
画のみを書き、課題には触れなかった。しかし、そこで出会った子どもが、こんな詩を書いていた。
大切なもの
６年

太陽に照らされて

きれいな海

わたしが

一番好きな場所

おきなわの海は

すきとおっていて、

青い

太陽に照らされて

きれいな空

わたしが

一番好きな空

空は、真っ青で

いろんな形の

雲がある

太陽に照らされて

きれいな

タコライス

おきなわがつくった

美味しいたべもの

わたしが

一番好きな沖縄料理

沖縄の子どもたちは、ふるさと沖縄を愛している。この土地で生まれ、育っていく子どもたち、その子
どもたちを、家庭や地域と連携して育てるのが学校である。そこで働く教師たちは、自分なりの夢を持
ち、仕事を選んだ。けれど、思ったより多忙な仕事や様々な子どもたち、保護者と出会い、自分の夢を忘
れ、人と共同できず、不安な日を送っている。こういう教師に、一緒に悩みましょう、そう呼びかけ、夢
を思い出し、子どもと関わる楽しさを伝えるプロジェクト、それがこの支援プロジェクトである。

[注]
１）沖縄タイムス新聞社

2016, 10, 朝刊

[文献]
大和久 勝,
篠崎 純子,
庄井 良信,

2008, 年 『困っている親と困っている教師』新日本出版
2014, 年 『甘えたっていいんだよ、困らせたっていいんだよ』高文研
2004, 年 『自分の弱さをいとおしむ』高文研

－ 123 －

