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｢最終報告｣に対する職場討論と意見集約について

日高教は、高校・障害児学校ではたらく実習教員問題の解決と教育の拡充をはかる見地

から、「教諭一元化」の制度改革にとりくんでいます。「教諭一元化」要求をすべての実

習教員の要求としていくうえでも理科担当実習教員の制度改革への道すじを明らかにする

ことが必要となっていました。この度、日高教が設置した理科実験と理科担当実習教員問

題検討委員会から、制度改革にむけた問題の解決政策を提示していただきました。

この「最終報告」について、すべての理科教員のみなさんをはじめ、職場での討議をす

すめていただきますようお願いたします。日高教は、全国の討論をふまえて１年後の2000

年度運動方針案として確定する予定です。集団・個人問わず「最終報告」に対するご意見

を積極的にお寄せください。
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理科実験と理科担当実習教員問題検討委員会

Ｉはじめに

文部省は、1989年の学習指導要領と指導要

録の改定で「新しい学力観」を教育活動の中

心に掲げました。この改訂は、「個性」重視

と多様化への対応をうたい、学習内容だけで

なく総合学科や新しいコースの設置など高校

制度のあらゆる側面で多様化するなど、財界

の要求を実現するものです。このような「個

性化」や多様化を推進する学力観は、すべて

の生徒に国民として必要な学力を等しく保障

することを否定し、高度に発達した現在の自

然科学や社会科学の基礎的な概念や知識を獲

得することを困難にします。

教育課程審議会の答申（1998年７月）は、

小学校からの学校選択、公立の中高一貫枝の

新設、中学校からの科目選択の拡

ｶｺなものを信じる者が少なからずいます。ま

た、理科離れや理科嫌いといわれる現象が社

会的にも問題になっていますが、教育課程審

議会の答申はこの傾向を一層加速します。

このような情勢にある時、日本高等学校教

職員組合実習教員部（以下・日高教実教部）

は、理科問題対策委員会を設置し、実習教員

の制度改革に取り組んできました。職業科の

「実習助手」の場合は、免許取得による教諭

任用への道が開かれていますが、理科の「実

習助手」には「教諭免許」取得の道も教諭へ

の任用も閉ざされ、問題はより一層深刻にな

っています。また、理科の実習教員の問題は、

職場の民主化の問題や賃金問題などと深〈か

新設、中学校からの科目選択の拡

大など今までの「横の複線化」か

ら「縦の複線化」ヘと選別・差別

の教育をより一層すすめることを

意図しています。この教育課程の

改訂は、これまでの教育を根本的

に問い直すのではなく、「総合的

な学習」や「情報」を新設したた

め、教科の学習時間とりわけ理科

の学習時間はより一層少なくなり

ます。現在の若者の中には、科学

的なものの見方や考え方ができな

くなり、将来に展望がもてず不確

④



かわり、理科教育の考え方や理科の実験・実

習の在り方についても密接な関連を持ってい

ます。

このような課題を受けて日高教中央執行委

員会は、1995年３月、「高校の理科実験と理

科担当実習教員についての実態と問題を明ら

かにし、すべての国民に科学の基礎を身につ

けきせる教育と教育条件要求と実習教員制度

改革に向けた具体的政策を提起する」ことを

目的として、本検討委員会を設置しました。

本検討委員会は、「実習助手」制度の歴史

的経過や実習教員の現状を考察し具体的な対

策を検討し'996年５月に「中間報告」をおこ

ないました。「中間報告」は、２年余に渡っ

て関係の組織で検討きれ、ざまざまな質問・

意見・感想が寄せられそれらを集約しました。

しかし、報告された組織的な検討は、道府県

によって取り組みに差があります。この「改

革」が高校教育に少なくない影響を及ぼすこ

とを考えるとき、本検討委員会は、日高教の

関係組織がこれまで以上の機会を設け検討さ

れることを切望します。

この報告では、制度や法律上の名称として

は「実習助手」を、それ以外では労働組合の

用語である「実習教員」を使っています。

２「実習助手」制度の改革の概要
Ｐ

理科の「実習助手」制度は、「実習助手」

が実験・実習を自らの意志で計画し実施する

ことができないこと、また、学校教育に携わ

る教職員として学校内での位置付けにおいて

も、多大な矛盾と課題を内包しています。本

検討委員会は、この矛盾と課題を解決するた

めに、「実習助手」制度の改革を検討しまし

た。その概要は、次のとおりです。

（１）理科の実験・実習は、教諭が複数で担

当し指導します。実験・実習の複数指導

体制にともなう持ち時間数は、実験・実

習の準備、後片付け等を含めて各科目の

単位数の１／２とします。理科の実験・

実習にともなう薬品・備品・消耗品等の

管理、準備・後片付けは、教諭が分担し

て行います。

これを実現可能にするために、「公立高

等学校の設置・適正配置及び教職員定数

の標準等に関する法律及び同施行令」の

第５条４項の５に「理科教育加配」を設

け、理科教諭を増配します。その数は、

１４学級以下は２名、１５～28学級は３名、

２９学級以上は４名とします。

(2)学校教育法、公立高等学校の設置・適

正配置及び教職員定数の標準等に関する

法律及び同施行令等を改正し、「実習助

手」制度を廃止します。現在の実習教員

は、認定講習等を受講して単位を取り高

校理科の教諭免許を取得して理科教諭に

なります。すでに、教諭免許を取得して

いる実習教員は、希望によってその教科

の教諭として任用されます。

(3)この改革は、「実習助手」制度の改革

にとどまらず、理科教育や他の教科、ざ

らに高校の教育活動全体にも大きな影響

を及ぼします。このため、都道府県高教

組及び関係組織は、学習会等を開催して、

各職場で検討する機会を設け、理科の職

員だけでなくすべての構成員による議論

を行い「改革」の内容が合意されるよう

に運動を進めることが求められます。
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３より豊かな理科教育のために

います。

日本における理科の実験・実習は、－人の

教諭が40名を単位として実施しなければなり

ません。このような実験・実習の指導体制は、

諸外国では考えられない劣悪な教育条件であ

り早急な改善が求めらます。特に、実験・実

習の機会を増やすためにも、危険を防ぐため

にも、実験・実習の教育効果を上げるために

も、複数教員による指導が必要不可欠である

ことはこれまでの幾多の実践で明らかです。

義務教育から高校までの教育においては、３０

人以下の学級の実現が求められています。特

に実験・実習を伴う授業においては、対象生

徒数を直ちに15名以下にして複数の教員によ

る実験・実習の指導ができる教員配置増が求

められます。

(2)高校における理科教育と

実験・実習

学習指導要領は、理科教育を自然科学の学

習とは見なきず、心情や態度の育成をめざし、

すべての子どもが自然科学の基礎的な概念や

法則を身につけることを目標にしているとは

いえません。理科教育で「自然科学を学習す

る」とは、次の４点にまとめることができま

す。

ａ自然科学の基礎的な事実や概念や法則

を体系的に学ぶ。

ｂ自然科学の基礎的な方法を習得する。

ｃ自然科学的な自然観を身につげる。

（科学的世界観の基礎としての物質観、

宇宙観、生命観など）

ｄ自然科学の社会的機能を認識する。

理科教育は、自然や物質を法則的に認識す

るために学ぶ教科で、そのためには自然や物

質を観察したり、変化させてものの性質を明

らかにするという実験・実習を欠くことはで

きません。物質の性質は、例えば食塩の融点

（１）実験・実習で豊かな理科

教育を

高校の理科教育は、1989年の学習指導要領

で「理科Ｉ」（1980年の改訂で導入）の必修

を止め、理科の科目を13科目に多様化して理

科の共通履修科目をなくしました。今回の教

育課程審議会の答申は、総単位数の削減に加

えて、「基礎理科、理科総合Ａ，理科総合Ｂ」

（各２単位）を新設して１科目のみを共通必

修にし、物理、化学、生物、地学などの系統

的な科目を学ぶ機会を狭めました。今回の学

習指導要領の改訂で、小・中学校の理科教育

においても、学習時間の大幅な削減と学習内

容の先送りによって自然や物質を認識するた

めに大切な概念・知識を学習することができ

なくなります。単位数と学習内容の削減は、

具体的な事物を通して学習する機会を失うだ

けでなく、自然科学の概念と科学的なものの

考え方を習得する上でも計り知れない問題を

はらんでいます。受験競争の激化に伴って実

験・実習をできない高校が多くなり、物質そ

のものを知らないとか、実験・実習の初歩的

な操作ができないなどの生徒が増えています。

学習時間の削減と具体的な自然や物質から離

れた理科教育が、子どもの「理科離れ」を助

長する－つの原因にもなり、自然科学教育と

しての理科教育がその役割を担えなくなって
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が800℃であることは、「理科年表」でもわ

かりますが、融点を表の数値で覚えるよりも、

食塩そのものを試験管に入れて800℃以上に

加熱し、目の前で自分の手で食塩が液体にな

ることを感動をもって体験することの方が、

食塩の状態変化をより良く理解し納得できま

す。このように感`性的認識をくぐった物質認

識は、理性的認識としての物質概念の形成に

欠かせません。物質や自然を法則的に認識す

ることは、映像や写真よりも具体的な事物を

対象に生徒の五感を刺激することによって確

実なものになります。

高校における実験・実習は、理科教育の学

習過程の中に位置付けられ、学習の導入や概

念形成を完成する役割を担っており、多くの

生徒は、実験・実習を通して自然や物質に興

味と関心をもち、理科の学習意欲を深めてい

ます。さらに実験は、私達が自然や物質を科

学的に認識する「科学の方法」の一つとして

理科教育の重要な内容です。理科教育におけ

る実験・実習は、自然や物質を認識する手段

としてだけでなく、次のような役割を担って

います。

①生徒が獲得している生活概念を科学の概

念に変える。

②仮説を検証したり法則を確認し、実験技

術を獲得する。

③自然や物質の変化を五感によって感性的

に認識し経験を豊かにする。

④自然や物質についての興味・関心を引き

出し、学習の動機づけや意欲を喚起する。

⑤結果をレポートに書くことによって、感

性的認識を理性的認識へと発展きせる。

⑥高校までの実験・実習は、理論と共に学

習することによって、導入に使ったり理

論を実証するという内容からも、単位数

においても、座学と切り離すことができ

ず、独立きせた実験・実習体系をつくる

ことは困難です。

ところが、現実には、入試問題の演習など

に時間をとられ、まったく実験・実習をしな

い理科の授業が行われているなど、高校理科

教育には多くの問題点があります。

表－１は、日高教実習教員部が1992年に実

施したアンケートの集約ですが、この表から

も明らかなように、物理や理科Ｉでは生徒実

験が年間０～５項目しかやられていない学校

が50％を越えています。しかし、アンケート

に答えた理科教諭が理想と考えている生徒実

験の年間項目数で０～５項目は、化学でわず

か６％しかなく、物理でも13％にすぎません。

11項目以上を実施することを理想と考えてい

る教諭は、化学で60％に達し、理想と現実の

格差は非常に大きいことがわかります。

また、現在の理科教育では実験・実習が十

分行われているとはいえません。その理由は、

各種アンケートから次のように考えられます。

①実験・実習を効果的に行うための教材開

発の時間的余裕や実験技術を身につける

公的研修の機会が極めて少ない。

②教諭が一人で指導する体制では、指導が

行き渡らず、間違った操作を改めたり、

質問に答える余裕がなかったり、危険を

回避するなど細かな指示ができない。

③指導要領の改定に伴って理科の科目の単

位数が減少し実験・実習ができなくなっ

ている。とりわけ、理科の科目が大学受

験のための学習になっている場合は、教

科書の内容に追われて時間がなく実験が

できない。

④「理科の実習教員がいないため、生徒の
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このような傾向は、学習指導要領が改訂き

れても変わらず、むしろ次の改訂で必修にな

る「理科基礎」や「理科総合Ａ・Ｂ」という

科目は、その内容から実験・実習の機会が少

なくなると考えられます。

現状から見て危険でとても一人ではでき

ない」「準備と後片付けの時間が必

要だが、授業と諸会議、生徒の指導など

で余裕がない」など実験・実習を行う諸

条件が整っていない。

表－１普通科単独校の実験項目数と回答者数
鰍(酪鍬)￥卵蝋Ｏ～５６～1011～１５１６～２０２１以上
物理（283）５８６％２８５％７８％３２％１７％

化学（457）２９８３８０１４９８３９０

生物（417）４５６３９８７９４８１９

地学（９４）７０２２０２６４３２０

理科Ｉ（471）６８２２５５３６２３０４

校では、教諭だけで実験・実習を行っていて

もその回数が少なく、決して満足できるもの

ではありません。

(4)実験・実習の複数指導に

ついて

(3)実験・実習と実習教員

高校における実験・実習は、多くの器具類

と試薬、材料を使って進められます。例えば、

化学の中和滴定の実験では、生徒実験のため

に９種類、約230点のガラス器具と４種類の

試薬の調製と準備をし、実験が終わればその

全てを洗浄し片付けなければなりません。ま

た、生物の細胞の学習で、顕微鏡を使わせる

とき、試料の準備や40台の顕微鏡の調整や指

導は、－人の教諭でできることではありませ

ん。野外で観察を行う場合には、必ず下見を

しなければならず、少なくとも生徒を指導す

る場合と同じ時間が必要です。野外観察・実

習の引率と指導は、教諭一人ではできません。

高校の実験・実習はこのような実態にある

にもかかわらず、今まで「実験ができるため

の条件整備」や「実験・実習の時の生徒数の

削減」、「準備と後片付けの時間を持ち時間

に入れることや実験科目のもち時間の軽減」

等の願いはあっても要求として組織されませ

んでした。なぜなら、実験・実習に必要な薬

品・器具管理、準備や後片付けなどの仕事は、

すべて実習教員に依存してきたからです｡ま

た、実験・実習の準備、後片付け、予備実験

等は、理科教育そのものでありながら実習教

員の休憩なしの勤務や準備室での超過勤務に

よって成り立っているからです。小規模の高

実習教員がいる場合は、実験．実習の準備

と後片づけはすべて実習教員に任せてしまっ

ているのが現状ですが、これは講義と実験の

一体化としての教科教育という点から見ると

本来のあるべき姿ではありません。理科の実

験．実習は、それぞれのクラスの実態に合わ

せた実験のねらいや方法があり、試料の作成

などそれにあわせて準備を進めなければなり

ません。

生徒がどのように実験．実習に取り組んで

いたか、後片付けをどのよう,こを進めたかな

ども実験の評価項目の一つになります。､この

ように、実験．実習は、教諭が指導計画から

準備、実験・実習の指導、後片付け、評価ま

で一貫しておこなう方がより効果的だと考え

られます。高校理科教育の実験．実習が抱え

ている上記の矛盾や課題を解決する方法とし

て、実験．実習の複数の教員による指導が考

えられます。実験．実習の指導を複数の教員

で行う実践は、教諭と実習教員との複数指導

としてすでに幾つかの都道府県で取り組まれ

ています｡京都府の研究会が1995年に実施し
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た複数指導の調査では、実習教員が担当して

いる内容は、「実験・実習の計画立案を教諭

と共に」（67％）、「指導書の作成」（40％）、

「実験室での説明」（22％）、「実験室での

直接の指導」（77％）、「レポートの評価」

（５％）、「レポートは評価しないが見てい

る」（９％）などです。全国的に実施されて

いる複数指導の成果から、教諭間の複数指導

について次のことが考えられます。

①年間指導計画の立案と指導案作り

年間指導計画は、学習進度や実験材料の準

備、クラスの実態などを勘案して実験・実習

の指導案、指導の方法、指導の分担など複数

の教諭で協議しながら立案します。年間計画

や具体的な実験内容を互いに協議することに

よってその後の分担も協力・共同して行うこ

とができます。複数の教諭による指導では、

指導の目的や指導の内容を十分理解し合って

おくことが大切で、単に一つの実験室に二人

の教諭が入っているというだけでは不十分で

す。複数の教諭が教育内容を協議し共同して

実践することを通して、教材に合った効果的

な実験・実習の内容や方法を検討することが

できます。さらに、複数の教諭が経験を交流

し、各自の教育観や方法論を披瀝することは、

新しい実験の開発にもなり、研修の機会にも

なります。

②準備・後片付け・薬品等の管理

実験・実習の準備は、生徒実験であっても

演示実験であっても実験の目的を達成するこ

とができるかどうかを決める重要なことの一

つです。複数の教諭が協力して実験の準備を

進めることは、実験指導の方法や内容を意思

統一し共通に理解する機会になります。例え、

それぞれの教諭が異なった導入や実験をする

場合であっても、準備や後片付けと実験・実

習の指導を協力して行う中で、互いの優れた

ところを学び合う絶好の機会になります。1

時間の実験のための準備や後片付けに要する

時間は、１時間以上の場合も少なくなく、そ

の労力は講義の１時間に相当する場合もあり

ます。教諭が協力し、分担して準備や後片付

けをすることは、相互理解という範囲に止ま

らず実験の成果と問題点を明らかにする実験

指導の評価の場になり指導の効率化にもつな

がります。また、薬品や備品・消耗品の購入

と管理は、他の教科にはない理科教育に特有

の職務です。

③実験・実習の直接指導

実験・実習の複数の教諭による指導は、実

験の目的や方法を徹底することができ、生徒

の疑問・質問にも即答できるなど実験の効率

化と生徒の理解を深めることが可能になりま

す。また、実験室に複数の教諭がいることはく

危険なことについても事前に予防できたり適

切な注意を与えることができ、一人の教諭で

は不可能な内容を指導できます。

講義の過程で行う演示実験は、危険を伴う

ものやダイナミックなものは一人でできない

場合もあります。しかし、複数の教諭が担当

することでそれも可能になり、充実した説明

と実験を組み合わせて行うことができます。

このように、実験の複数指導は演示実験の可

能性を広げ、授業の質を高め生徒の理解を豊

かにすることができます。さらに、フィール

ドワークにおいても複数で指導することは、

生徒を少人数に分けて指導・説明することが

でき自然観察の効果を上げることができます。

フィールドワークにおける危険防止などのた

めにも、複数指導は欠くことができません。
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われています。上記のような複数指導を可能

にするためには、対等な立場の教諭で複数指

導することが望ましく、実習教員をすべて教

諭にする制度改革が必要です。

複数指導は、お互いの理科教育観や実験観

を話し合い、共通に理解することが前提にな

ります。一人の教諭が自分の教育観や教育内

容と方法、準備等を一方的に他の教諭に押し

つけないことが大切です。複数指導体制が、

教育内容を統制したり教職員の管理につなが

れば、複数指導の理念に反するだけでなく別

の問題がでてきます。複数教諭による指導は、

このようなことに陥りやすい欠点があります

が、教員の自覚と民主的な職場づくりによっ

て克服できる課題です。すでに、地域によっ

ては家庭科や保健体育科で、複数の教諭によ

る授業が行われています。

④評価

評価は教科教育にとって不可欠の教育活動

です。実験・実習の評価は、レポートだけで

なく実験・実習中の操作、問いかけに対する

反応などで行います。実験中の評価は、確か

な評価基準を設けることと、それらを複数の

教諭で行うことでより確かなものになります。

生徒のつまづきの原因を明らかにしたり実験

の過程や教授過程を評価する場合は、複数の

教諭で行うことによってより明確にでき、実

験・実習の改善を進めることができます

⑤複数指導の課題

複数指導は、私たちが抱えている実験・実

習についての幾つかの問題点と矛盾を解決す

ることにつながります。しかし、現在行われ

ている複数指導は、教諭と実習教員の場合が

多く、実習教員は教諭の指導計画に従って実

験・実習をするという「対等でない型」で行

４「実習助手」制度の歴史的経過

「実習助手」は、1947年に制定された学校

教育法の中に「その他必要な職員」として含

まれたのが法令で規定された最初でした。そ

の後「実習助手」は、1948年に定められた高

等学校設置基準の中に必置職員として「実習

助手」という呼称で明文化されましたが、職

務規定も身分規定もありませんでした。「実

習助手」の身分規定は、1949年に制定された

「教育公務員特例法施行令」の中で、「大学

以外の助手、実習助手……は、法に規定する

大学以外の学校の教員に関する規定を準用す

る」と明記されました。

1950年６月に朝鮮戦争が始まると、日本は

国連軍（米軍）の後方基地となり、日本を兵

姑基地化するための軍需産業が復活し、それ

を人的に支えるために産業教育振興法（1951

年６月）が公布ざれ工業高校の整備が始まり

ました。さらに産業教育手当支給法がつくら

れ教諭を対象に手当が支給きれましたが、労

働運動の高まりの中で農業、水産、工業等の

職業教育に係わる「実習助手」に対しても産

業教育手当支給法（1957年）が制定され、産

業教育手当が支給されるようになりました。

同時にその支給規則の中で、「実習助手」の

職務を「実習の指導、並びにこれに直接必要

な準備及び整理」、「実習の指導計画の作成

及び実習成績の評価」と明示し、その職務内

容は教育の本質に係わる極めて専門的な教育

労働者であることを示しました。

また、工業教育と同時に科学技術を振興す

るために理科教育を推進させる要請が財界か

らあがりました。さらに教育現場からも戦災

で荒廃していた理科の施設・設備を充実きせ

る要求が出きれました。こうした背景の下で、

「理科教育振興法」（1953年８月）が制定さ

れ、理科教育の施設・設備の整備が始まりま

した。ところが、この「振興法」は、施設・

設備の整備を目的としたもので教諭の増員の

規定がなく、理科教育や理科実験・実習の充

実は不十分なものでした。この意味で、「理
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科教育振興法」は片

手落ちの法律だとい

えます。教諭の増員

がなきれなかったた

め、実験・実習を充

実したい現場の教諭

は、理科の研究会な

どを通して「実験の

「助手」を置いてほ

しい」という要求を

学校の設置者である

地方自治体に出しま

した。それを受けた各地の自治体は、「教諭

を配置する財政的余裕がない」として定員制

の厳しくない、賃金の低い「実習助手」を配

置しました。そのあいまいな対応が、今日に

至る矛盾となって「実習助手」のみならず理

科教育に問題を山積きせました。その後、学

校教育法施行規則の改正(1957年)の中で｢実

習助手」は、「実験、実習について教諭の職

務を助ける」と職務が明記されました。

1958年、日高教と日教組の共催による第一

回全国実習助手大会が衆議院会館で開催きれ、

そこでは「３等級（現行１級）改善、２等級

ワタリを実施せよ」「実習助手の職名を変え

よ」「職業科の実習助手と同様に、理科の実

習助手に免許をつくる道をつくれ｣など、「実

習助手」制度がもたらす矛盾を解決するため

の切実な要求が寄せられました。全国的な要

求実現のたたかいの高まりのなかで、教育職

員免許法附則11項の制定、産業教育手当の支

給、「実習助手」の産休法適用などを力も取

ることができました。しかし、その後、学校

教育法施行規則の改廃（1974年）によって、

学校教育法50条３項の本則に「実習助手は、

実験又は実習について教諭の職務を助ける」

と明文化きれ、「実習助手」という差別的な

職名と職務が固定化きれてしまい差別性を存

続きせることになりました。理科の「実習助

手」は、産業教育振興法の対象にならないた

め教育職員免許法附則11項にも当てはまらず、

教諭になる道もなく終身「実習助手」のまま

です。

このような矛盾を解決するためには「実習

助手」制度を改革する以外になく、1980年５

月の通常国会に初めて「実習助手制度改革法

案」（学校教育法などの一部を改正する法

案）が議員立法として提案されました。しか

し、その後この改革法案が６回国会に上程き

れましたが、文部省や校長協会の反対もあっ

て継続審議、廃案を繰り返し、1993年６月の

国会解散で廃案になり、その後は提案されて

いません。

５理科実習教員の実態と

「実習助手」制度の改革

毎日の仕事の中で多くの矛盾と問題を抱えて

悩んでいます。実習教員は少数職種の一つで

もあり、同じ立場の人がいない場合もありそ

(1)「教諭の職務を助ける」とは

高等学校で教育に携わっている実習教員は、
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みると理科の実習教員の約32％が教諭免許を

取得しています。また、京都府ではおよそ２０

年以前から大学卒又は短期大学卒業が「実習

助手」の受験資格になっており、理科実習教

員の約56％が教諭免許を取得しています。し

かし、「実習助手」からの教諭への任用替え

はなく、「教諭への道」は閉ざきれ、教諭に

なるためには改めて採用試験を受けなければ

なりません。

の問題や悩みは教諭に理解されにくいのが現

状です。

文部省は「実習助手」の職務については、

学校教育法に「実習助手は、実験又は実習に

ついて教諭の職務を助ける」と規定きれてい

るため、学校の教育活動やその他の行事につ

いても「責任をもってやるのは教諭であって、

実習助手などはそれを助ける補助職であ

る。」と解釈しています。このため、実習教

員は学校内で教諭より－段低い職制として扱

われ、教科指導の面でも補助的な立場に追い

やられ、校務分掌においても責任ある仕事が

分担きれなかったり、部活動の顧問として生

徒を直接指導しているのにもかかわらず大会

への引率ができないなど不当な扱いを受けて

います。

ところが、学校教育法のどこにも「実習助

手は教育に責任をもたない」という文言はな

く、「助ける」ということは「無責任」とか

「補助職」とか教諭の「指示や命令を受けて

働く」ことを意味するものではありません。

「実習助手｣の名称を"責任ある教育の仕事”

にふざわしい名称にしてほしいという要求運

動が全国的に取り組まれており、都道府県に

よっては、「実習教諭」「実習教師」「実習

講師」「実習教員」等を使っています。

「実習助手」の呼称を持つ教育職員は、文

部省の学校教員統計調査報告書（95年度）に

よると全国で15,274名で､この中で理科の｢実

習助手」は約30％を占めています。岐阜県で

(2)実習教員の労働条件

「実習助手」に適用されている賃金表「教

育職（二）表1級」は、教育職員の賃金表の

中でも低額であり、昇給は40歳代でほぼ頭打

ちとなり昇給額も初めから教諭よりも低く押

さえられています。1級と２級の生涯賃金格

差は、２２歳を起点にして計算すると文部省の

試算でもおよそ3,000万円（日高教実習教員

部の試算では約4,000万円）の格差が生じま

す。しかし、全国的な要求運動によって、「実

習助手」の賃金は一定の資格条件を満たすと

いう限定はあるものの、全ての都道府県で２

級への「ワタリ」（格付け）を実現きせてい

ます。この２級への「ワタリ」は、都道府県

によって経験年数や単位修得などの条件をつ

けているため早くても40歳後半から50歳以上

にならないと実現しません。ざらに、教諭は

賃金の上でも昇給する管理職などの上級職が

ありますが、現行の「実習助手」制度では上

級職への昇任がきわめて困難な制度におかれ

ており、上級職にすすむこともできず一生｢実

習助手」という「地位」に甘んじなくてはな

りません。

理科担当の実習教員は、職業科の実習教員

に比べ、いくら教育的な力量を高めて免許を

取得しても教諭になることは困難です。この

ことが実習教員をさらに補助的な立場に固定

化することにもなり、理科の実験・実習の指

導計画や方法などに主体的にかかわることが

できません。実験・実習の準備と後片付けで
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あっても教諭の指導計画に従って行うため、

仕事の段取りすら自分で計画できない状態で

す。

(3)定数の問題

し改革しなければなりません。

(4)制度改革の必要性

「実習助手」制度は、すでに見たように身

分上の問題と職務上の問題を制度的に内在し

ています。これらの諸問題を解決し、実習教

員が教育職として理科教育を担当するために

は、理科実験・実習の方法の改善と合わせて

「実習助手」制度を廃止して教諭に一元化す

る制度改革が必要です。実験・実習の補助的

な指導であっても、教諭免許を持った教諭が

指導することが望ましく、薬品等の管理にお

いても免許等を持った専門家が担当すること

が必要です。

実習教員のこのような実態に対して、実験

・実習を担当する教諭という意味での「実習

教諭」ヘの呼称変更の動きがあります。現行

制度のもとでは、理科の実験・実習が授業の

一環として行われており、職業学科のように

実験・実習の科目を独立して置くことはでき

ません。単に「実習助手」の呼称が「実習教

諭」に変わって賃金等の労働条件の改善がな

きれても、実験・実習と座学が切り離せない

以上職務内容の実態は変わりません。理科の

「実習教諭」制度は、理科の実習・実験を科

目として独立できないため教育職員免許法上

も難しく、むしろ職務内容においても「実習

助手」制度の固定化につながる恐れがあり、

理科教育と実験・実習の改善にもつながりま

せん。差別を許ざないための教育を行ってい

る学校教育の中に「実習助手」という差別的

な職種を認めることは、教育活動としての矛

盾であり、決して望ましいことではありませ

ん。私たち教職員は、よりよい理科教育を進

めるためには、民主的な教育環境の中で、免

許に裏付けられた責任と自信を持って教育に

当たることが望まれます。

理科担当「実習助手」の定数は、２５学級以

上では２名ですが、２４学級以下では１名にな

り、物理・化学・生物・地学をすべて担当し

なければならず、多忙極まりない状態です。

実習教員が－人になり理科の実験・実習の回

数が減ったり準備が簡単にできる実験に限定

きれるなど、理科教育にとって大きな影響が

出ています。一方、教諭が実験をしなければ、

実習教員は準備や後片付けの仕事もなく、進

路指導部や学校事務などへの配置換えや兼務．

が押し付けられ、学校の都合や教諭の教育観

によって職務内容が変わってしまうという不

安定、不確実な立場に置かれています。

多くの実習教員は、このような立場でも生

徒にとって分かりやすい効果的な実験・実習

ができるように研究と研修を積み重ねて教育

力量を高め、理科教育と理科実験の専門家と

して活躍しています。多くの実習教員は、各

地域ごとに独自の研究会を組織して実践を交

流し、理科実験の方法や教材の開発などを行

って研究成果を積み上げています。

教諭と実習教員の実験・実習の複数指導は、

互いに協力・共同しながら先進的に実践ざれ

大きな成果をあげています。実習教員は、こ

のような教科指導だけでなく、校務分掌を分

担したり部活動でも直接生徒を指導していま

す。しかし、実習教員は、このような実態が

あるにもかかわらず学校教育法50条３項の規

定と定数法上の制約もあり主体的に実験・実

習にかかわることができず、自己の教育観を

仕事に反映させられません。これを改善する

ためには、理科教育と実験のあり方を考え直

すと共に「実習助手」制度そのものを再検討
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６「実習助手」制度改革について

以上に述べた高校の理科実験・実習Iこかか制度を廃止する改革が必要です。その制度改

わる諸問題を解決するためには、理科の教育革は、下記に示す「Ｉ」「Ⅱ」「Ⅲ」を合わ

内容と方法等の改善とともに、「実習助手」せて実施することが必要です。

｢---~－－－－－－－~~~~－－~~￣~~~~－－－－－－－~－－－－－－－－－－－~--~~￣~~－－~~~---~-----~---~~~~~~---~~~~~~----~~￣－－~----－一－---~--’

’１理科の実験・実習'よ、教諭が複数で指導し、薬品管理と実験・実習の準備・後片付｜
けができるように関係法規を改正します。

｜Ⅱ「実習助手」制度を廃止して、教諭への一元化を図ります。

｜Ⅲ実習教員の教諭への一元化は、別表の過程で進めます。
Ｌ----------､---------___-.----===＝====＝＝＝===＝＝－－＝－_＝＝＝＝＝＝－＝＝－－＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝－－－－－－－＿＿＿＝＝＝＝＝___------－－－－－－－－－－－＝---=ニーーーーーーーーニー」

Ｘ実験・実習は、必ず複数で指導

理科の実験・実習は、教諭が複数で指導で

きるように関係法規を改正し制度化します。

実験・実習を複数で指導するために、理科の

科目を担当する教諭の持ち時間数は、下記の

複数指導の例で示したように計算し、理科教

諭の定数を決めます。そのためには、現行の

教職員の定数を増やすことが必要です。その

方法は、「公立高等学校の設置、適正配置及

び教職員定数の標準等に関する法律・施行令

第５条４項５」に「理科教育加配」の項を

設け理科教諭を増員します。

《理由》

「実習助手」制度が廃止きれることによっ

て、実験・実習の複数指導、実験室等の管理

運営、薬品・備品・消耗品等の管理、実験準

備、後片付けが教諭の職務となります。とり

わけ、薬品の管理は専任の担当者の配置がで

きるような教諭の増員が必要です。教諭によ

る複数指導を行うためには、教諭一人当たり

の「持ち時間」を削減して教職員定数の加配

が保障きれなければなりません。高校の理科

教育においては、座学といわれる講義と生徒

の実験・実習を分離することはできません。

そのため、生徒実験・実習を座学を担当する

教諭と別の教諭との複数で指導するため、実

験・実習を担当する時間を単位数のｌ／２程

度に換算して持ち時間を計算することが必要

です。演示実験でも複数の教員で行うことが

できるように下記の例で示したような計算方

法で実験時間を持ち時間に入れます。

現行の教諭一人当たりの持ち時間数は、各

自治体によって差がありますが、この例では、

教諭一人当たりの最大の持ち時間を14時間と

して計算しています。

具体例｢No.1」（表－２）では、教諭「ア」

は、Ａ，Ｂ，Ｃクラスの授業（実験を含む）

を担当し、さらに教諭「イ」が担当するＤク

ラスの実験の指導（イとの複数指導）をしま

す。教諭「イ」は、Ｄ，Ｅクラスの授業（実

験を含む）とＦ，Ｇ，Ｃクラスの実験の指導

（アやウとの複数指導）をします。準備や後

片付けなどは、教諭「ア，イ，ウ」がそれぞ

れ分担しておこないます。それぞれのクラス

の化学の単位数は、教諭の持ち時間換算とし

て示しており４単位科目を「標準単位４＋実

験時間２＝６単位」として計算して理科教諭

の定数を配置します。薬品、備品等の管理を

担当する教諭は、実験クラスを削減するなど

３人で協議することが必要です。
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表－２

冨員含ｆ本仮１１〈<Ｎｏｌ力化学(4単位）７クラスの場合

qＬＢ

具体例「NO2」（表－３）は、複数の科

目のもち方を示しましたが、化学を専門とし

ていても物理や生物等の実験・実習の指導を

行うことを前提にした例です。実験・実習の

複数指導の方法は、それぞれの職場で工夫し、

より良い指導方法を研究し実践することが必

要です。

表－３

具ご仁伝侈ﾃ'１〈<ＮＱ
化学(4単位)４クラス、

２＞

物理(4単位）５クラス、生物(4単位）５クラスの場合轡
イ
ゥ
エ
時

， 刀孝Ｈｉｌ

具体例《No.3》実験のクラスを分割す ・実習に限ってクラスを分割し、少人数で実

験を行う方法も考えられます。しかし、少人

数であっても実験・実習は複数で指導します。

る

施設・設備にゆとりのある学校では、実験

Ⅱ「実習助手」制度を廃止して、教諭へ一元化

現行の「実習助手」制度を廃止して教諭へ

の一元化を図るために、①教諭の免許を持っ

ている「実習助手」は直ちに教諭に任用替え

をします。②大学卒業者（学位を有する者）

で理科の教諭免許がない「実習助手」は、臨

時免許を取得して理科の助教諭になるか、特

別免許を取得して理科教諭になります。③以

上に該当しない場合は、臨時免許を取得して

理科の助教諭になります。②③の場合は一定

期間中に所定の単位を修得できるように行政

機関による講習、公開講座、認定試験を開設

したり、大学等の講座を受講できるように配

慮することが必要です。

現在の制度では、実習教員が講習や公開講

座を受講するのが困難で、単位の修得も教職

員検定の合格率も低くなっています。実習教

員が所定の単位を修得できるようにする勤務

条件等の整備と教職員検定の在り方の見直し

が必要です。また、実習教員瀬教諭免許を取
、；

得できるまで15年の猶予期間を設ﾙﾅ、実習教

員はその間臨時免許状や特別免許状を付与き

れ、「助教諭」免許を付与きれない場合は、

当分の間現行の「実習助手」制度を継続きせ

理科の実験・実習を担当します。

⑭

● 上記の表－２，表－３の教諭には、表－４で示す「助教諭」を含む。

教； ＃ 且当クラス 実験クラス 合計
ア Ａ，Ｂ，Ｃ（4追i位×3） Ｄ （2単位×l） １４時間
イ Ｄ，Ｅ，（4上４位×2） Ｆ，Ｇ，Ｃ（2単位×３） １４時間
ウ Ｆ、Ｇ（４ 上 i位×2） Ａ，Ｂ，Ｅ（2単位×３） １４時間

教；釘 担当クラス 実験クラス 合計

ア 化学Ａ ， Ｂ（4１４位×2） 化学Ｃ，，物理Ａ （2単位×3） １４時間

イ 化学Ｃ，，（4k 』̄ 位×2） 化学Ａ、Ｂ物理Ｅ（2単位×３） １４時間

ウ 物理Ａ，Ｂ，Ｃ（4造i位×3） 物理Ｄ （2単位×１） １４時間

エ 物理， ， Ｅ（4とi位×2） 物理Ｂ、Ｃ、生物Ｅ（2単位×3） １４時間

オ 生物Ａ，Ｂ，Ｃ（4１２位×3） 生物Ｄ、 （2単位×1） １４時間

力 生物， ， Ｅ（4１i位×2） 生物Ａ，Ｂ ， Ｃ （2単位×３） １４時間



Ⅲ「教諭一元化」ヘの過程

☆４５単位の取得について

教員免許法別表３－備考５により「臨時

免許状取得後５年を経過して」から「在職期

間年数×５単位」を最高35単位まで認められ

るので、残り１０単位を別表３－備考４に従っ

て、「文部大臣認定の講習」「大学の公開講

座」「通信教育」「認定試験」で取得します。

現行の教職員免許法に従って、高校理科一

種免許を取得し理科教諭になるためには、次

のような過程を経なければなりません。これ

を実現するためには、高卒及び、短大卒業の

資格のある「実習助手」は可臨時免許状を取

得し、助教諭として任用されます。大学を卒

業している「実習助手」は、特別免許状を取

得し、理科教諭として任用きれます。

表－４

MiA豈篶曇ii祷奪
《現

《改
理科免許あり

検定｜｜教育職

競詮蝉Iii鯛'： 遡
一
麹

理鰯鵜4識jiiiil鼻同法附則８

轍一一鵬一幻

教育職員検定

雰雰一
理科教論

●

）(任用

教諭へ一元化

了克服しなければならない課題

「実習助手」制度の改革のために、私たち

は次のような課題を克服しなければなりませ

ん。

（１）理科実験・実習に伴う問題

かどうかにあります。実習教員の実態と悩み

を理解し制度改革の合意を得るためには、そ

れぞれの職場で理科の実験・実習がどのよう

に行われているか、理科教育にどのように位

置づけるかを教諭と実習教員が対等な立場で

点検することが必要です。さらに、現在では

実習教員が担っている実験・実習の準備や後

「実習助手」制度の改革の成否は、実習教

員の実態について理科教諭の理解が得られる
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片付け、備品・薬品などの管理の役割を教諭

が分担することも必要です。薬品の管理や準

備・後片付けが特定の教諭に集中したり、複

数指導を嫌悪して実験・実習をしなかったり、

安易な実験で済ませてしまうようなことにな

れば、この制度改革の意味がありません。

(2)実験・実習の複数指導制

制度改革によって「実習助手」が廃止され、

実験・実習は複数の教諭で指導が行われるこ

とになります。これには，理科教育における

方法論と内容論と指導論の相互理解、準備や

後片付けを指導内容として授業過程に組み入

れることなど教諭の集団的な指導が必要にな

ります。教諭による複数指導は、危険を防止

し実験に関して生徒の理解を援助し、理科教

育の成果を上げるためのものですから、例え

教育論や指導論が違っていても互いの考えを

尊重して実施することが望まれます。また、

実験・実習の複数指導体制を実施するために

は、授業の過程でいつ実施するかが確定しな

いままその時間を時間割に明記しなければな

らないなど、時間割の編成の上でも課題があ

ります。

(3)職場での合意

理科教諭の実験・実習を複数で指導する時

間を「持ち時間」に換算（単位数の0.5倍）

することに伴って、現在では他教科の教諭の

納得と職場での合意を得ることが課題になり

ます。この「制度改革」で示したように、理

科教諭の増員は、他教科の教諭を減員するこ

とによって実施されるのではなく、教職員定

数の改善（理科教育加配）によって実現しま

す。理科実験の複数指導の取り組みが、家庭

科、体育科、芸術科など他の実習を伴う教科

への波及効果を考えるとき、学校全体でこの

制度改革を考え理解を得ることが必要になり

ます。

８制度改革のための法的整備と課題

ます。

ざらに、教諭免許の取得を可能にするため

には､文部大臣が認定する｢単位認定講習会」

を教育委員会が開催すること、放送大学の受

講や一般の大学等が実施する「講座」を受講

できるように勤務条件等を保障する支援制度

を作ることが必要になります。免許を取得し

ない実習教員の身分保障は、本人の意向を尊

重する方法等を別途検討する必要があります。

(2)学校教育法

学校教育法50条－２項の「実習助手」を削

除する。

(1)経過措置（猶予期間）と

単位取得のための講習会等

「実習助手」制度を廃止し、教諭への一元

化を行う場合、下記のような法律上の改定が

行われますが、実習教員が教諭免許を取得す

るまでの15年間の猶予期間が設定きれなけれ

ばなりません。これは、臨時免許を取得して

から５年を経過しないと一種免許が取得でき

ないこと、単位取得にかかわる「在職期間年

数」の最大幅は７年間（５単位×７＝35単位

分）であることから最低12年間を保障する必

要があり、ゆとりをもたせて15年間にしてい
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同第50条－３項を削除する。

(3)公立高等学校の設置、適性配置

及び教職員定数の標準等に

関する法律

「実習助手の数の規定」を削除する。

第２条１項「実習助手」を削除

第11条１項「実習助手」の削除

(4)公立高等学校の設置、適正配置及び教

職員定数の標準等に関する法律及び同

施行令「同．施行令第５条４項」に

『五理科教育加配』の項を設ける。

加配の人数は、例えば「２×学級数÷

１４」とし、端数を切り上げる。

わせてｌ学級４単位とし、その’／２の２単

位を実験・実習に当て、複数指導ができるた

めには、「４単位×１／２×学級数」の理科

の授業時間が増加すると考える。教諭の持ち

時間を週当たり14時間とした場合、その数を

14で除した数が必要な教諭の数になる。

《根拠》理科の履修単位数を選択科目も合

例全日制普通科18学級の場合で考えると

Ａ第９条１項２号《教諭の基礎数》３３＋（18-15）×1.667＝38人

Ｂ第９条１項４号、６号《学級補正》１８学級～29学級では、２人

Ｃ第９条１項７号、８号《専門（職業）学科補正》

，普通科に対する加配

ア同・施行令第５条２項一《情報処理、美術、音楽、理数などの学科補正》

イ同・施行令第５条４項一《専門教育類型加配》

ウ同・施行令第５条４項二《多様化加配》

エ同・施行令第５条４項三《選択科目加配》

オ同・施行令第５条４項四《単位制加配》

力同・施行令第５条４項五《理科教育加配》２×18÷14＝2.6＝３人

Ｇ

ｇおわりに

(1)本検討委員会は、高校理科教育の実験・実

習と実習教員の課題に限定して検討しました。

そのため、家庭科や養護学校、盲・聾学校に

おける実習教員の問題については検討してい

ません。家庭科や養護学校等における実習教

員についても理科の実習教員と同様の課題が

あり、別途検討する必要があります。このよ

うな職種は、学校教育の現場に多くの矛盾と

課題をもたらすもので早期の解決が望まれま

す。

(2)本検討委員会は、1996年に中間報告を作成

し、全国の各組織に検討をお願いしました。
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中間報告の検討状況を集約した結果、独自の

検討委員会を設置して実習教員の問題だけで

なく理科教育の課題と併せて学習会等を開催

した京都府立高教組や、「中間報告」の学習

会のみを開催した府県もありましたが、一方

では中間報告を組合員に配布するだけにとど

まり組織的な検討にまで至らなかった高教組

もありました。

この「制度改革」は、理科の実習教員の制

度や身分の改革にとどまらず、理科教育や学

校組織の在り方にも大きな影響を及ぼすもの

です。特に、複数教諭による実験・実習指導

体制は「制度改革」実現の要であり、理科の

教諭がこの「制度改革」を理解し、自らの問

題として位置付けられるかが「制度改革」実

現の成否を握っています。その意味でも、各

高教組が組織をあげて学習会等を開催し、こ

の理科担当実習教員の「制度改革」を検討し

ていただくことが期待されます。

(3)この「制度改革」の①理科教諭の加配によ

って実験・実習を教諭の複数指導で行うこと、

②実習教員を対象にした教育職員免許取得の

ための認定講習会の開催や大学の講義を受講

できる条件整備などは、高教組と各都道府県

の教育委員会との交渉によって実現可能な部

分です。既に、部分的に認定講習等に参加す

る勤務条件の保障を実現させている県があり

ます。

特に、教育職員免許法４条、５条による臨

時免許や特別免許の付与、助教諭への任用は、

都道府県教育委員会の権限に属することであ

り、各都道府県高教組は、検定等｢制度改革」

への条件づくりを教育委員会との交渉ですす

めていくことも必要です。

以上

日本高等学校教職員組合

理科実験と理科担当実習教員問題検討委員会

検討委員 今井滋行

大嶋正紀

小野英喜

後藤次郎

坂眞一郎

坂本景

畑井喜四郎

林淳一

林万里

浜島勇

田村ユミ子

(岐阜教組・岐陽高校）

(北海道高教組・小樽商業高校定時制）

(京都府立高教組・朱雀高校）

(京都府立高教組・南丹高校）

(大阪府立高教組・山本高校）

(佐賀高教組・佐賀北高校）

(埼玉高教組・久喜工業高校）

(東京歯科大学名誉教授）

(岐阜教組・中農西高校）

(日高教本部）

(日高教本部）
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この｢最終報告｣に対するご意見．ご感想を日高教本部までお寄せください。

宛先曰本高等学校教職員組合旧高教）

理科問題担当宛

住所東京都千代田区２番町１２－１全国教育文化会館

電話Ｏ３－Ｓ２ＳＯ－Ｏ２Ｓ４
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