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第 23 回全教実習教員部全国学習交流集会が、７月

26 日（土）～７月 28 日（月）の３日間、高校・障害

児学校の教職員 60 名が参加して京都府京都市の「ル

ビノ京都堀川」で開催されました。 

今回の集会は、集団的自衛権の閣議決定や教育委員

会制度の改悪が強行される情勢の中行われました。こ

のようなか京都府高教組執行委員長の佐古田博氏に

よる「安倍『教育再生』と『戦争する国づくり』への

対抗軸を考える」という演題で講演していただき、私

たち教員は、まず子どもたちの生長を第一に考え、教

育のプロ、実験・実習のプロとして、子どもたちに誠

実に接することを学びました。 
また、どんな時も子どもをいつくしみ教育の専門家

として集まる・繋がる・語り合うことが教職員組合の

意義であることを説かれました。 
各分科会では、日頃の実践と子どもたちのいきいき

とした活動の報告がされ、交流しました。また、学校

統廃合や予算が削減される中でもよりよい実験・実習

教育を実現するために工夫を重ねている仲間の報告

など、活発な意見交換や討論が行われました。 
今年度は全教と日高教が一体化したこともあり、よ

り幅広い実習教員の参加ができるように障害児教育

に関する特別分科会を３日目の午前中に設けました。 
特別分科会では各県、各学校の現状や障害児学校の

採用や専門性について、生徒の具体的な事例など短い

時間でしたが実りある交流が行われました。（末本） 

 

■第１分科会  

「普通教科（理科・家庭など）と実験・実習」 

第１分科会は、１日目 15 人、２日目 10 人、延べ 25

人の参加で、提出レポートは１本で、「生徒の自然認

識を高めるための実験など」（岐阜：高岡由紀子さん）

でした。 

今年度の第１分科会は、前日の夕食交流会の前に、

「実習教員の一日」と題して生物、化学の実験におけ

る工夫を紹介した寸劇に、色濃く影響を受けたものと

なりました。寸劇は、この３月まで千里高校（総合科

～ 憲法を守り、憲法が生かされる学校教育 
子どもたちがいきいきと活動できる学校づくりをめざそう ～ 

どの子にも楽しく学ぶことができる実験・実習教育を！  
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学科・総合文化科）という非常に実験の多い学校で勤

務していた筆保洋子さん（化学）、朝田純子さん（生

物）が、準備・後片付け等の負担を減らす次のような

工夫を紹介したものでした。 
・試料の配布、赤虫の切断などには、裏がビニルコー

ティングされている更紙などの包装紙を利用する。 
・プラスチック製の波板を切り取って、ピペット台に

利用する。 
・尿検査で使う採尿容器は、点眼ビンのかわりに染色

液や試薬の滴下に使う。また、採尿コップは試料の

配布に利用できる。検査で余ったものを保健室から

分けてもらい利用する。 
・ガラス器具やスライドガラスを自然乾燥させるのに、

芝生などにおく「猫避け」が便利だ。 
など、分科会では冒頭の自己紹介で、職場の状況、抱

えている問題・課題などについて時間を取り話してい

ただきました。 

 

その中から、前日の寸劇の延長線上の話として、実験

授業の運営について話題が広がりました。 
「片付けについては、元あった所に器具を生徒にし

まわせるようにしている」「机の上も拭かせるが、雑

巾の絞り方まで教えなければならない」「準備から後

片付けまでを生徒がするよう指導を教諭に依頼して

いるが、不十分な場合があり、どうすればよいか迷っ

ている」「予備実験しながら、片付けなどについても

時間配分を決めている」「４月当初に『片付けまでき

ちんとできてこそ実験』『薬品をこぼしたままにはし

ない』などの話をさりげなく科の教諭全員がいる場で

している」などの交流がされました。 
大阪・千里高校では、実験に必要な器具の選択・抽

出と洗浄・返却も生徒にさせ、実験授業丸ごとを生徒

が学習できるようにしているという工夫も紹介され

ました。（もちろん返却された器具はこちらで再洗浄

します） 
また、実験内容の生徒説明をどのようにしているか

も話題となりました。実習教員がする、教諭がして補

足を実習教員がするなど参加者によりまちまちでし

た。若い教諭が実験の内容、方法などをよく知らない

ので、学習の意味であえて説明は教諭にしてもらって

いるという意見もありました。 
その後、高岡さんのレポート発表に移りましたが、

まず顕微鏡を使って口腔粘膜上皮細胞の観察実験を

全員でおこないました。これは、スライドグラスにメ

チレンブルーを２滴のせ、綿棒で採取した頬の内側の

口腔粘膜上皮細胞をその中に入れてスライドグラス

に擦りつけ、プレパラートにして観察するというもの

でした。染色時間も短くてすみ、細胞の重なりもほと

んどなくきれいに見えました。染色液を先に滴下して

試料を擦りつける点が、参加者の関心を引きました。 
レポートでは、顕微鏡観察におけるスケッチの重要

性について「スケッチを丁寧にすることにより、細部

まで観察でき、記憶にも残る」と強調されました。 
その後分科会は、様々な分野について、各県の実態

を交流しました。 

◆薬品管理 
和歌山、山梨、京都などでは、管理簿を作成し、外

部監査や薬剤師による点検、年度末における管理簿チ

ェックなどがおこなわれているということです。例え

ば管理簿は教科主任、管理職まで含めたチェックをお

こなうところもあるなど、県により程度の差はありま

すが、実施しているところは学校全体、県全体で管理

体制が取られているようです。 
一方で、管理簿自体が学校任せのところもありまし

た。 

◆廃液処理 
年に１回は、事前に調査用紙が下ろされ、容量や廃

液の中身などについて申告をし、県費あるいは管理費

でもって回収・処理がされている県と、学校任せにし

ている県がありました。 
厳密な薬品管理をおこなっている県は、廃液回収も

一定のシステムがつくられているという、相関がある

ようです。 
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「科内でなかなか合意の得られない改善も、薬剤師

さんに相談し、校長などに進言してもらうと実現でき

た」などの経験も出されました。 
＜実験・実習予算＞ 

近年、特に実験・実習予算の削減が激しく、その確

保にどことも苦心しているという状況が出されまし

た。SSH 校などとの学校間格差が大きな点も特徴です。 

また、学校予算の執行をガラス張りにするという視

点からさまざまな制限が加えられ、「指定業者以外か

らしか購入できない」「業者と直接やりとりできない

ので、思惑とはちがうものが届けられた」などの不具

合が起こっているなどの報告もされました。 

特に困るのは、ちょっとした試料や予備実験の材料

など、少額・少量のものの購入です。「いけないこと

だが、自腹を切って買っている」などの経験も出され

ました。県によっては、そういったものについては現

金で直接購入を可としている県もあるようです。 

◆採用について、兼務等の実態 
ほとんどの県で実習教員の新規採用をしなくなり、

それにかえて非常勤、期限付きの実習教員を配置して

いるという県が多くなっています。 
一方で、再任用制度により、本来フルタイムで配置

されるはずのものが、短時間勤務の再任用者を配置す

るということもおこっています。（もちろんこれは、

再任用された方ではなく、定数内でこのような制度を

つくった政府の責任です） 
分科会では、この点についても問題点として出され、

これが原因で兼務問題がある点も出されました。 
分科会では特に、新規採用がない状況で、自分たち

の専門性をどのように継承していくかについて、新規

採用を要求しつつ、「新採の教諭に習得してもらう」

ことを強調する発言もありました。 

◆県内での実習教員の交流 
数少ないながらも新規採用されている県などでは、

組合員拡大も視野において、交流会、学習会を粘り強

く開催しています。京都、兵庫、福島などでは、研究

会の中に実教部会があり、そこで学習・交流できてい

るようです。和歌山・大阪などでは、組合主催の教研

(学習会）を開催しています。 

◆まとめにかえて 
参加者の、「生徒がワクワクして実験することが少

なくなった。生徒がワクワクできる実験を考えている」

という発言がありました。 
実験・実習は、座学とちがうときめきのある学習で

す。興味本位やおもしろさではなく、知的関心を高ぶ

らせる「ワクワクできる実験」は大切なものだと、本

分科会の参加者は言葉にしなくとも感じて参加され

ていたようです。そのための工夫が、様々紹介されま

したし、実験授業の運営に関わる討論で追究されてい

ました。 
来年は、ぜひレポートを持って、みなさんもご参加

ください。                （仲間）

 
■第２分科会 

「職業教育（専門教育）と実験・実習」 

 
 

◎提出レポート：３本 

◎延べ参加人数：10 名 

◎司会：高橋信雄 （新潟）、本村一政(佐賀) 

◎担当常任:安江 

１．１日目（27 日） 

１）自己紹介 
２）レポート＆討議 

①新潟、高橋信雄先生（高田農業高校）のレポート

「教科『農業と環境』の展開を考えて」の発表では、

ペットボトルを利用したベビーリーフを考案して、

（実物を会場用意していただき、参加者が試食しま

した。＝ガーデンミックス、ハックル）１年次の「農

業と環境」の授業にどのように生徒を引きつけるか

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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を考え、野菜を食べたり、生徒に家庭に持ち帰らせ

料理をさせることで、「環境という部分で、家庭に農、

食育を持ち込み、実態感のある『食育』『農業』のを

掴ませたい」とする発表でした。これについての質

問討議では、農業高校の先生方から、この「農業と

環境」の教科になってからの農業高校におけるプロ

ジェクトの基礎的な内容が薄れているとの問題点や

意見が出されました。 

②長野、工藤和俊先生（北佐久農業高校）から「統

合を控えた本校の現状及び長野県の情勢報告」と「職

業科実習教員の２級昇給の問題」という２つの内容の

レポートがありました。来年度北佐久農業高校を含め

た農業高校、工業高校、農業、家庭コースを持つ３校

の極めてわかりにくい（３校２キャンパス化）高校の

統廃合が進められていて、多くの課題が山積みの中、

関係する職員全員が戸惑っている様子を話されまし

た。これについて、参加者の各地の様子や問題点が出

されました。 

各地で高校の統廃合が依然として進められていて、

異教科間の職業高校の統廃合が目立ち定時制高校が

極端に減らされている。といった問題のある中、クラ

スの人数構成を 35 人にした県(新潟)もあるとの報告

もありました。また、続いて「職業科実習教員の２級

昇給の問題」では、第４分科会でも報告がされた職業

科実習教員の２級昇級の改悪案が今春県から提示さ

れたことの報告とその交渉の困難さや、今年度の交渉

が山場であることが話されました。 

③岐阜、安江清仁先生(大垣養老高校)から「総合実

習にフリー観察タイムをいれて」と題したレポート報

告がされました。総合実習の時間の中で、牛に対して

いかに興味を向けさせるか。一方的な講義ではなく、

生徒に牛を観察させる自由な時間を設ける。という報

告でした。この報告をきっかけに生徒の実習時間の様

子に話が進み、実習の中でのちょっと困った話などが

参加者から出され、「貧困が家庭の教育力を失わされ

ていて、それが学校での成績不振、学業拒否などにつ

ながっている面が強い、そんな子ども達が多い職業教

育の現場では、実習をとおして、『仲間と共に動き、

学ぶための基本的なルール』などを、しっかり伝える

べきことは伝え、そして実習で出来たことをしっかり

と評価してやることこそが大切なのでは」などの共通

理解がすすみました。 

３）討論の柱についての討議 

レポートの報告と討論が終わったので、第２分科会の

討論の柱①～③について残りの日程で討議しました。 

①の柱（新指導要領、等の職業教育の問題点を明ら

かにする---） 
インターンシップについて滋賀県では、特にキャリ

ア教育の一環としての強い位置づけで行われており、

１年次には週１回のコミュニケーション講座が持た

れ、２年次には５日間の学科関連産業でのインターン

シップ。さらに３年生では、選抜された１から２名が

デュアルシステムに入っているとのことでした。３年

次デュアルシステムの受け容れ事業者捜しが大変と

の報告がありました。また、山梨からは、全員のイン

ターンシップは１年次で実施されるが、２年次でのイ

ンターンシップは企業実習として生徒の取得単位が、

増単の対象になるとのことでした。名古屋市では、イ

ンターンシップ(２年次)は企業との結びつきが強く

なり、そこで見込まれ就職につながることもあるとの

ことでした。資格取得については、「本当に学校教育

に必要なことなのか大いに疑問で、資格取得を前面に

出すことによって、本来学校で享受する教育内容から

逃げているのではないか」との疑問点もあげられまし

た。佐賀の本村先生からは、「これらの一連のことは

ニート対策としての側面が強い、高校を卒業する生徒

に、いい就職先が準備されていないことが問題で、進

路指導で徹底した面接指導をする中で『ニートでもい

いや』との生徒が出てきてしまうことがある」と話さ

れました。 

②～④の柱（学科改編、統廃合、特色有る学校づく

り、人事、安全衛生問題等、職業教育の問題点を---） 
「特色ある学校づくり」で名古屋市では、工業高校

で「飛行機プロジェクト」をやっている。上級ソフト

を使用しながらのもので生徒の関心は高いとの報告

がありました。また、茨城県や滋賀県の農業高校では、

学校や生徒の状況を無視したトップダウンの「特色あ

る学校づくり」が各学校に押しつけられ（「花いっぱ

い運動」「農業の６次産業化を目指す」等）現場の教

職員、特に実習教員は困っている(茨城県では自殺者

も---)ことも報告されました。 

※以降 2 日目の討議 
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施設設備について、学校の施設設備の管理整備に関

して各学校が、老朽化したものや安全性が怪しいもの

をムリして使用している現状が話されました。これに

対し佐賀県の工業高校では、年１回、県の労働検査官

が学校へ施設管理のために巡回検視を実施している

とのことでした。公的機関の実習作業機等の検査は他

の府県でも見習うべきです。 

その他職場の労働安全を的確に実施することは生

徒にとっても教育的なことだと思われました。 

以上第２分科会は、人数が少ない割に論議が盛り

上がり、いろいろな現状が出されそれぞれ興味深い

内容の討議となりましたが、教科が異なることで聞

いたことがないような言葉や内容が出てくるので、

どこかでだれかが説明する場面をつくることが大

切な分科会だと思いました。       （安江） 

 

 

■第３分科会 

「教科外教育」 

 
第３分科会には９名の参加者と３名の常任委員が

参加、事前にレポートがなかったので司会をお願いし

た群馬高教組の中曽根先生より２本、常任山梨高教組

の佐藤先生より急遽１本作っていただき、３本のレポ

ートを元に話し合いを行いました。 
１本目は中曽根先生より生徒会活動の取り組みと

言うことで７年間担当してきた生徒会係の様子の中

で、生徒がなかなか動いてくれないことや中心となる

リーダーがいなかったこと、生徒会活動をやりたいと

集まった生徒が工業科だったので科の繋がりがない

こと、話し合いが持てない状況から、やる気を引き出

し何とか魅力ある活動ができるように続けてきた様

子を報告していただきました。また、参加していただ

いた各校の先生から、生徒会活動の様子やボランティ

ア活動の様子など特徴ある内容を報告していただき、

そういった中から高校生の自主活動の様子を知るこ

とができました。 
２本目は、同じく中曽根先生よりダンス部の設立と

いった内容で発表していただきました。ダンス部を作

りたいといった生徒がいて、生徒会顧問だった自分の

ところへ相談に来た。すぐあきるだろうと思ってかん

たんに引き受けてしまったが、その後友達や後輩に伝

えて７年目を迎えた。指導者がいない中で校内発表を

続け、学校外の発表にも本年度より出たいという部活

動の様子が紹介されました。 
そういった中から、各校の部活動の様子や部長をど

のように決めているかなど、色々な状況を各先生から

聞くことができました。 
「指導者がいなくても環境がそろってさえいれば

生徒が自主的に活動していける」といった実態を報告

していただきました。 
３本目は、山梨県の佐藤先生より、生徒主体の生徒

会活動を行うために。部活動から何を学び、どう社会

に生かすか。というテーマをいただき、参加していた

だいた先生方より色々な意見をいただきました。また、

もう一つのテーマとして、先生は普段生徒とどのよう

に接しているのかといった少し難しいテーマでした

が、そのような話の中で先生方と意見交換をすること

ができました。 
２日目は、特にレポート等がなかったので、何か話

したい話題はないかと問いかけ、携帯電話、特にスマ

ートフォンの利用が急速に普及し、生徒達も持ってい

る。そういった現状から各校の指導の様子や実態、ト

ラブルの対処など各校の様子を発表していただきま

した。佐賀県からは、すでに生徒用タブレット端末が

配布されていることから、問題点なども発表していた

だきました。 
２日間を通して、非常に濃密な意見交換ができた分

科会となりました。           （岩下） 
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■第４分科会 

「実習教員運動・制度改革」 

 
第４分科会は、３本のレポート発表があり、20 名の

参加者が、熱心な討論と活発な意見交換を行いました。 

１本目のレポート発表は「専門科２級昇任基準の改

悪に対する取り組みの現状」という内容で長野県高教

組の山岸富佐夫さんから報告があり、長野県では 2010

年度の県交渉で理科実習教員の昇任（２級格付け）を

勝ち取ったが、専門科の実習教員の２級昇任基準を現

状から大幅に遅らせる「是正措置」も提案され、実施

は見送ったものの、３年間の留保期間を経て、2014 年

３月に県から「是正措置」の実施案を示してきた。こ

れまでの県との交渉の現状、歴史的なあゆみ、実習教

員部のとりくみと経過、今後の交渉などについても説

明があり、今後の交渉で山場を迎えようとしていると

現状報告がありました。また、今回の専門科２級昇任

問題を通じて、教諭採用の抑制の影響、実習教員応募

者の高学歴化、格段に高い実習教員の講師比率、時代

の変化と実習助手制度など、これまでの背景と実習助

手制度についての思いも話され、あらためて制度改

革・教諭一元化を考える必要性についても語られまし

た。参加者からは、在職年数の考え方の問題点、各県

の２級ワタリ・格付けの現状や経緯について発言や意

見交換がありました。 

２本目のレポートは、「大阪の実習教員をめぐる状

況」という内容で大阪府高教の山田泰彦さんから報告

があり、橋下「維新の会」は、大阪都構想で幻想をふ

りまいているが、この間の総選挙で票を大幅に失い、

人気にも陰りが見えてきている。大阪の教育について

は、学校組織の指針を改定し、管理強化の道をつきす

すんでおり、実習教員のおかれている状況は、各校に

実習教員が４名（理科２名、家庭１名、図書１名）配

置されていたが、定数を国なみの基準にするために退

職不補充としたため、実習教員の職務の実態は、教科

や部署を越えての兼務が増え、職場が違えば兼務の形

態も違うという状態になり、図書館の専任者は２割を

割り込み、開かずの図書館となっているところが年々

増えている。また、この３年間での実習教員の現職死

が５名と教諭よりも割合が高い状況になっており、超

過勤務の実態や休みたくても休めない状況が蔓延し

ている実態や対府交渉の様子も話されました。教研や

レクレーションなどを行って実習教員との交流を深

めている様子についても話され、今後の展望として、

府政革新、アンケートをもとにした交渉、定員増・学

校図書館法の一部改正を利用した学校司書配置の要

求実現へ向けたとりくみの発言がありました。参加者

からは、教諭一元化の必要性や定数が削減されること

で発生する問題の発言もあり、一元化へ向けたとりく

みについての意見交流や定数が削減されて兼務が増

えると専門性が奪われ、超過勤務につながることなど

が話し合われました。 

３本目のレポートは、「実習教員部ニュース」をも

とにした内容で兵庫県高教組の池田千晶さんから報

告があり、兵庫県では、平成 19 年から 25 年にかけて

教育費関係予算が 20％も減らされていて、実習費や図

書の購入費も減らされ、県費で図書館の本を購入でき

ない。新規採用も工業や農業で若干名採用されている

が、普通科や特別支援の実習教員の採用は 11 年くら

い無く、臨時の教員も多数となっている。実習教員の

再任用についてはフルタイムしか行なわず、１級職の

給料表に下がる。実習教員を複数配置している学校が

減ってきているので兼務は横行し、正規で理科や図書

館だけという専門性を重視した仕事ができなくなっ

ている現状を話されました。学校図書館法の一部が改

正され「・・・学校司書を置くように努めなければな

らない。」となったため、要望書をとりまとめて、７

月 22 日に県教委へ持っていきましたが、図書館に関

していえば行政職というのが国の方針だから補職辞

令も難しい、新規採用は財政状況が厳しいので良い回

答が得られなかったと報告がありました。最後に昨年

は３名の組織拡大があった旨の報告があり、もっと組

織拡大をしなければということを話されていました。
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参加者からは、図書館のことについて、法律的には授

業にも入って教育的分野の仕事もするという論議を

していて、文科省が出している冊子にも記載している

内容なので、教育職として雇用するべきという追求が

できるのではという発言もありました。 

教職員評価や賃金リンクについては、教職員評価と

賃金がリンクしている（大阪）、査定昇給はあるが教

職員評価は賃金リンクしていない（京都）などがあり、

若い先生方は能力給を求めている人が多い（兵庫）な

どの発言もありましたが、職場の雰囲気が悪くなり、

やる気もなくなるので、「教職員評価制度」や「査定

昇給制度」、「賃金リンク」は教育現場に馴染まないと

の意見交流が行われました。再任用については、2 級

に格付けされた場合、再任用でも２級の給料表が適用

される県（岡山、京都、埼玉、長野）と１級の給料表

が適用される県があり、埼玉では退職時の給料を下回

らないことを条件に交渉したと発言がありました。 

２日目には、部活動引率について発言があり、問題

なく引率ができている県もある中、制限をかけられて

いる県などもあり、実習教員の教育活動が制限されて

いることも浮き彫りになりました。また、各県の教研

や学習会などのとりくみが組織拡大のポイントにな

っているという意見交流も行われました。２級ワタ

リ・格付けの見直し、教育予算の削減や定員削減、賃

金問題など、様々な攻撃が行われ困難な状況ではあり

ますが、全国的に情報交換を行い、問題を解決するた

めのとりくみや攻撃をはね返すようなとりくみを強

める必要性を再認識することができました。 

（相馬） 

 

■特別分科会 

「障害児教育」 

 
今年度は全教と日高教が一体化したこともあり、よ

り幅広い実習教員の参加ができるように障害児教育

に関する特別分科会を３日目の午前中に設けました。

特別分科会では各県、各学校の現状や障害児学校の採

用や専門性について、生徒の具体的な事例など情報交

換が行われました。 
内容は、障害児学校の人事異動と専門性、免許取得

に関する単位認定、一般の高校との連携教育など障害

児学校に関することと、一般高校に在籍する特別な支

援を要する生徒への対応についてと、大きく分けると

２つに分かれました。時間が短かったため十分な話し

合いはできませんでしたが、生徒とのかかわりの中で、

生徒理解、発達保障、向き合う・寄り添うことがどう

いうことか、ヒントがあった分科会でした。 
今後、特別分科会のあり方について、障害児学校と

一般の学校の事例をどう扱っていくのか、障害児学校

に勤務する実習教員にどう参加を促すか、検討してい

く必要があります。            （仲） 
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《 参加者の感想 》 

【第１分科会】 

◎４月に普通教科の実習助手として採用されて初め

ての全国学習交流集会参加となりました。所属してい

る高校の実習教員以外で他県の実習教員の先生たち

はどのような先生たちがいるか知りたくとても楽し

みでした。 
第１分科会では、実際に実験の授業を担当されてい

る実習教員の先生がいてとてもびっくりしました。ま

た、大阪府では実習教員の採用がなく、最後の実習教

員になるのではないかと心配されている先生がいて、

とても厳しい現実を知ることができました。 
交流会では工業、農業の先生のお話を聞くことがで

き、実習教員としてのあるべき姿などについていまま

での自らの実習教員としての見方、考え方が変わりま

した。 
何よりも、味方がたくさんできたことが、これから

仕事をしていくうえで、心の支えになると思います。

今回の貴重な経験を子どもたちに還元します。ありが

とうございました。      （山口高・具志堅） 

◎全体集会では、佐古田先生が「安倍『教育再生』と

『戦争する国づくり』への対抗軸を考える」と題され

た難しい内容の話をわかりやすく伝えてくださって

よかったです。 
職種を問わず、教育の専門家として軸をもって、

日々励む事が大切との言葉に同じ学校に勤務１０年

目にして、ブレすぎている自分に喝をいれなくてはと

思いました。 
第１分科会では、理科の実験等について、細かな質

問から細かなアドバイスまで聞けて、大変参考になり

ました。 
参加された先生方の明るさに助けられ、より楽しい

時間となりました。 
（富山高・河原） 

 
 
 

 
【第２分科会】 

◎全体会の京都の佐古田先生による講演では、21 世紀

になってからの政治・経済界の流れ、教育・学校をと

りまく環境の話を伺うことができ、勉強になりました。

また、それらに対する新しい方向性も示され、目指す

べき方向も見えてきたのではと思います。 
分科会では、新潟高の髙橋先生による農業教育につ

いての発表、長野高の工藤先生による学校統合につい

ての現状についての発表、岐阜の安江先生による養牛

実習等ともなうフリー観察タイム導入の発表があり

大変興味深く聞くことができました。 
どの発表の内容でも述べられていましたが、特徴・

成果の長・短所が各学校・各県であるようで、そんな

中でも、皆さんが生徒と一緒に頑張っている様子が伺

えました。他の話題でも２級ワタリ（格付け）の件や、

特色ある学校づくりの現状について各県の取り組み

を聞くことができ、今後の活動・業務に活かしていき

たいと思います。皆さん、お疲れ様でした。 
（青森高・古村） 

 
◎普段は、聞くことが出来ない分野の、現場の状況を

聞くことが出来、大変勉強になりました。 
私は工業ですが、今回は中でも農業分野の詳しい教

育内容や、実践されている工夫等のお話を聞いて、命

や食べる事、環境科学が有機的に結びついた農業教育

こそが今、注目されるべきジャンルではないかと感心

いたしました。来るべき労働者不足時代に向けて、職

業教育はより一層その重責を担うのではないかと考

えています。 
地道な活動を継続し、一歩一歩、働きやすい環境を

勝ち取っていくことが、よりよい教育に必要なのだと

思いました。 
そして今回、何よりも先生方の熱いハートに触れさ

せて頂いた事に感謝いたします。明日の教育への新た

な活力を頂きました。ありがとうございました。 
（山梨高・卯月）
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【第３分科会】 

◎２日目に行われた第３分科会では、「教科外教育」

について 10 名の先生方と語り合った。司会の北海道

高教組の筒渕先生と群馬県高教組の中曽根先生の進

行により、午前は、中曽根先生のレポート「生徒会係

の取り組みについて」と題して、高崎工業高校の生徒

会活動を中心にして、それぞれの学校での生徒会活動

を各先生方が紹介した。生徒会主任として熱心に指導

されている中曽根先生のレポートには、生徒会活動を

盛り上げるために苦労し、また生徒と共に喜びを感じ

てみられる姿が目に浮かびました。 
生徒達をやる気にさせ、自立した運営が出来るよう

にと、様々な工夫をされていることには、大いに共感

させられた。話しは生徒会活動のみならず、ボランテ

ィア活動や部活動、PTA 活動、平和活動、東北震災、

オスプレイ問題と様々な話題にのぼった。午後も中曽

根先生の二つ目のレポート「ダンス部の設立について」

更には山梨県高教祖の佐藤先生レポートをもとに、生

徒会活動と部活動指導について、時間一杯まで語り合

った。参加された先生方の貴重な話しを私自身の今後

の生徒への指導に生かしていきたい。 

（長崎高・馬場） 
◎群馬県の中曽根先生のレポート２本を中心に第３

分科会を開催しました。１本目は校務分掌で生徒会の

主任をされているという報告です。多くのご苦労や失

敗を重ねながら、生徒達のやる気を起こさせ、会議の

中身を充実させることができた。そんな中で生徒会へ

の立候補者の数が増え選挙ができるまでになった。２

本目は部活動設立の様子を伺うことができました。生

徒たちに対して、「しっかりとした目的を持たせて活

動を続けています。人間が生きていくための大切な学

校生活を守らせる努力をしなさいと言って指導をし

ている。生徒の声もきちんと取り入れていくと、中曽

根先生自身も今後につながる技も手に入れることが

できた」と語られました。 
山梨県の佐藤先生のレポートは「教科外活動で生徒

に伝えなくてはいけないことはなんなんだろう」生徒

自身の主体性を信じて、１つの行事をまかせて考えさ

せ作らせる。教員側が先に作ってしまうことをなるべ

く無くしていきたい。佐藤先生のレポートの質問１）、

２）、３）は、私たちの普段あたりまえにしてきてし

まっている仕事の仕方について、一度立ち止まらせて

もらえる良い機会になりました。 
良いとか悪いとかではなく今日まで続けてきてし

まっている働き方を問われた気がします。 
各自参加者が現在の仕事について、改めて言葉にす

ることは、大切な時間だったと思いました。自分で自

分のことを皆さんに説明していながら、自分自身に問

いかけることが出来ました。 
同じ職種ながら、10 人 10 色のお話を聞くことがで

きたことは大きな力です。ありがとうございました。 
P．S．教科外の分科会だけ、言えることなのかもし

れませんが、当日までに一つもレポートが提出されな

くても、ムリに誰かにお願いしなくても、分科会の内

容からいって、学校の中でやっているありとあらゆる

仕事（私たちの立場では給料に入っていない余分な働

きも含めこれが多いのでしょうが）について語りあえ

るでしょうから、ムリなお願いのレポートを書かされ

なくても良かったかもしれませんね。今回生徒会と部

活動だけに話が集中してしまい、この話題には、自分

が学校の中で取り組んでいなくて、話を振られても提

供するものが無く困られた方々もいたのではないで

しょうか。レポートがなくても自己紹介プラス自分が

学校の中で兼務している事柄（やらされているが、気

がついていないものも含め）について話していただけ

たら参加したみなさんが気にかかる所で質問がある

でしょうし、参加者全員が今やっている仕事（教科外）

についてみなさんに聞いてもらえて「すごいね」とい

ってもらえて、元気に帰って行けたと思いました。 
（愛知高・鷲津） 
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【第４分科会】  

◎第４分科会に、今回初めて参加しました。和やかに

自己紹介から始まりレポート発表等進行するに連れ、

同じ職種でありながら、こんなにも職務内容や賃金に

違いがあるのかと痛感しました。 
実習教員の採用時の条件の違いから始まり、定数や

配置教科、図書館との兼務問題の有無、呼称の使用状

況等異なり、また、給与の面でも２級昇格の年令や条

件、教職員評価制度の賃金へのリンクの有無、再任用

時の号給等各県によって状況は様々でした。 
一方、首長の政策により、職場での締め付けが強ま

る中でも、組合の活動（教研・レク）にしっかり取り

組んでいる県の報告等があり、大変勉強になりました。 
 この分科会で交流した各県での様々な取り組みを

持ち帰り、一歩でも前進できるよう地道に活動を継続

していかなければと感じました。 
（埼玉高・岩下） 

◎今回、名高教実習教員部の常任委員になったという

こともあり、私自身初めて参加しました。全体集会で

行われた佐古田先生（京都府高）の講演の最後に話し

たことが心に残りました。 
演題が「安倍『教育再生』と『戦争する国づくり』

への対抗軸を考える」ということで我々教職員として

の軸をもつということでした。どんな時も子どもをい

つくしみ教育の専門家として、集まる・繋がる・語り

合うことが教職員組合の意義である。という言葉に心

を打たれました。またその後の夕食交流会のおかげも

あり、翌日以降の分科会（第４分科会実習教員運動・

制度改革）はとても活発な意見交換が行われました。

他府県の現状や取り組みを知ることができ、有意義な

交流集会になりました。 
（名古屋市・宮田） 
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【集会アピール】 

憲法を守り、憲法が生かされる学校教育、実験・実習教育を実現しましょう 

「どの子にもわかりやすい実験・実習教育をめざして」ここ京都市で開催した、第 23 回全教

実習教員部全国学習交流集会には、組織をこえて全国から 25 組織 60 名が参加しました。 

本集会は、全教に組織統一して初めての集会であり、全国の実習教員の状況や意見を交流し、

実習教員運動を発展させるものとして大きな成功をおさめました。 

 

7 月 1 日安倍政権は多くの国民の反対を押し切って「集団的自衛権」の閣議決定を強行しまし

た。安倍首相は「任務遂行のため戦闘現場での武器使用を認める」と発言し、これが「自衛」に

名を借りた「戦争する国づくり」であることがあきらかになりました。 

安倍政権は、教育委員会制度の改悪、キャンプ・シュワブでの米軍基地建設工事着工、オスプ

レイの佐賀空港配備など「戦争する国づくり」へと暴走しています。一方で、福井県大飯原発の

運転差し止めの判決が出たにもかかわらず、鹿児島県川内原発の再稼働を、「世界最高水準」の

安全基準を満たしたとして強引に進めようとしています。 

7 月 13 日の滋賀県知事選挙で、県民が安倍政権に NO をつきつけたように、国民との乖離はま

すます大きくなっています。私たちは、さらに「安倍政権 NO」の運動をすすめていきましょう。 

 

佐古田博氏(京都府立高等学校教職員組合執行委員長)の「安倍『教育再生』と『戦争する国づ

くり』への対抗軸を考える」と題した講演では、安倍政権の政治的特徴と狙い、「戦争する国づ

くり」へのシナリオを解明し「教職員が子どもたちの成長と発達を願い、教育の専門家として誠

実に歩んでいくことが対抗軸である。」ことが提示されました。 

 

分科会では、「教育予算・子どもたちの貧困と格差・授業料無償化等の問題」や「実習教員の

力量向上と待遇改善の問題」「実習教員の定数と兼務の問題」を集会の柱とし、これまでとりく

んできた「憲法が生かされる学校教育、実験・実習教育の実現」について、実践報告と熱心な意

見交流をおこないました。 

部活動を通して、生きいきと活動する生徒たちの様子や、教育予算や定員削減により兼務を余

儀なくされ、実験・実習教育が困難となっている中でも、どうすれば生徒の理解が深まるかを追

求している姿、よりよい実験・実習教育をおこなうための条件整備についても活発な意見交流が

行われました。 

 

教育の目的は、人格の完成をめざし、平和な国家と社会の形成者を育むことです。  

私たちは、今集会で学んだことを持ち帰り、子どもたちが夢と希望をもって生きいきと学ぶこ

とができる「ゆきとどいた教育」の実現に向けて、教職員・父母・国民と共同のとりくみをすす

めます。 

今こそ「憲法を守り、国民が安心して暮らせる平和な社会の実現」をめざしたとりくみをすす

めようではありませんか。 

 

2014 年 7 月 28 日 

第 23 回 全日本教職員組合 実習教員部 全国学習交流集会 
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暴走する安倍政権を、軽視してはいけないが、恐れ

る必要もない。そのことは、この間の選挙結果に現れ

ている。 

2012 年の総選挙で３分の２の議席をとったが、比例

区の得票率は 27.6％で 2009 年の総選挙得票率とほぼ

同じ、得票では 220 万減らしている。2013 年の参議院

選挙でも得票を若干減らしている。獲得した 65 議席

の内 47議席が選挙区で、そのうち一人区が 29議席だ。

どちらの選挙も小選挙区が落とし穴であり、大勝・圧

勝とはいいきれない。 

民主党は本来、自民党の対抗政党として支持を集め

たが、野田政権のときには対抗軸がなく自民と同じに

なってしまった。それゆえ、参院選で決定的な敗北を

喫した。維新などの第三極は、自民でも民主でもない

という主張だが、これも自民との差がみられない。橋

下氏の憲法 96 条の先行改訂論や慰安婦発言で批判が

高まり凋落した。 

これらの選挙で、自民・民主の「保守二大政党制」

が崩壊した。2003 年から 2013 年までの選挙で、自民・

民主は７割の得票率が５割を切るまでに後退してい

る。 

「得票率と実際の議席のズレが大きい」ところに、

安倍政権のジレンマがある。この「政権と民意のねじ

れ」は深刻であり、民意に即した政策の修正・是正が

できない政権であるから、暴走せざるを得ない。多数

議席をたのみ次の選挙までの３年間に、懸案事項の一

挙解決をめざしている。 

しかし、最後には国民の意思が決め手になる。 

安倍政権のめざしているのは改憲であり「戦争する

国づくり」である。 

保守二大政党制崩壊後は保守多党制となっている。

共産・社民以外の大多数の国家議員は改憲派だが、改

憲ですぐ一致できるものではない。「96 条改憲先行論」

も根強い反対論にあい明文改憲が即おこなえない。そ

のため解釈改憲を前面に押し出す手法をとった。これ

は「憲法を守らなければならないのは権力をもつ者で

ある」という「立憲主義」に背くことだ。 

安倍政権は、「防衛計画の大綱」や「日米防衛協力

のガイドライン」の改訂、「特定秘密保護法」や「国

家安全保障会議（日本版 NSC）」の設置などを先行させ、

解釈改憲に先行し、実態づくりを強行してきた。 

しかし憲法は「戦争しない国」を前提としているた

め、九条のみの改憲でも「戦争する国づくり」を完成

することはできない。まして解釈改憲では無理だ。日

本国憲法全体の転換が必要となる。それを踏まえてい

るのが自民党の「日本国憲法改正草案」だ。 

安倍政権は教育面でも暴走している。「教育再生」

では、①高校授業料無償化への所得制限導入など福祉

国家路線からの撤退、②全国学力テストの強化など競

争の過熱化、③教育委員会改革などの決定権限の集中

による政治的リーダーシップ、④道徳の教科化にみら

れる国家による価値統制が推し進められている。 

安倍政権のこれらの教育政策は、教育そのものが標

的ではなく、「戦争する国づくり」の一環である。 

安倍「教育改革」と「戦争する国づくり」への対抗

軸として、めざすべき「社会像」「学校像」を明らか

にすることが必要だ。例えば、研究者でつくる福祉国

家構想研究会では、構造改革政治に対抗する新しい福

祉国家構想を検討している。その中身は国民本位の雇

用・社会保障・税制などだ。 

私たちは、「学校づくり」にとりくみ、地域の将来

を担う高校生をどう育てるのか、学校はどうあるべき

かを追及してきた。 

教職員一人ひとりにも軸が必要だ。どんな困難な中

でも、子どもたちを慈しみ、教育の専門家として誠実

にあゆむことが、教育に携わる者の軸であると思う。

またこれは、一人でできることではなく、集まり語り

合うことが必要で、教職員組合の存在意義がそこにあ

る。教職員の悩みは、その根源にある歪んだ社会や政

治をかえないと解決しないが、運動することにより、

かえていくことができる。 

（文責：編集部） 

講演「安倍『教育再生』と『戦争する国づくり』への対抗軸を考える」 

           佐古田 博（京都府立高等学校教職員組合委員長）


