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 第 24回全教実習教員部学習交流集会が 8月 1日～3

日までの 3日間、22 組織から高等学校・障害児学校の

教職員 56 名が参加し愛知県蒲郡市内「蒲郡荘」で開

催されました。 
今回の集会では「どの子にも分かりやすい実験実習

をめざして」をスローガンに全国の実習教員の現状や

意見を交流し、実習教員運動を発展させるものとして

大きな成果を収めました。 

集会は名古屋第一法律事務所弁護士の森田茂氏に

よる「18 歳選挙権と主権者教育」という講演で始まり、

政治が自分たちの暮らしの中にどう深く関わってい

るのかを学び、主権者教育の重要性が強調されました。

また、有権者となった彼等が選挙権を行使することの

大切さが語られました。 
講演後の基調報告では、この間の情勢や運動が語ら

れ、夕食交流会では実験・実習を行う上での工夫や各

県や学校での問題点などを楽しく交流しました。 
2 日目は分科会ごとに普通教科、職業教育、教科外

教育、実習教員運動・制度改革とそれぞれで活発な意

見交換が行なわれました。例年に比べ各県からのレポ

ートの数は減少しているものの手作り実験キットの

持ち寄りで、低予算でもより分かりやすい実験の交流。

水産高校の実習船見学・「海の生命科学館」・地域の観

光案内の方との交流などのフィールドワークを行っ

た分科会もあり、各分科会担当者の臨機応変な対応で

実りある交流ができました。 

3 日目は分科会の残りの討議やまとめ、または各学

校の話などがされ、今年で 2回目となる障害児教育の

分科会では、たくさんの参加者が日頃の問題点などに

ついて意見交換を行ないました。 

今回は「教育予算・子ども達の貧困と格差の問題」

と「実習教員の力量向上と待遇改善の問題」「実習教

職員の定数と兼務の問題」を集会の柱として、これま

でとりくんだ「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換

が行われました。 

分科会では「18 歳選挙権について、どう生徒たちに

働きかけて行くことができるか」、「ボランティア活動

を通して、生き生きと活動する生徒たちの様子」や、

教育予算や定数削減により兼務を余儀なくされ、実

験・実習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」、「より良い実

験・実習教

育を行うた

めの条件整

備」につい

ても報告が

ありました。 

～「戦争する国」ではなく、憲法を守り生かした平和な社会と子どもたちが 

生きいきと学ぶことができる学校教育、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！  ◆◆ 
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■第１分科会  

「普通教科（理科・家庭など）と実験・実習教育」 
 

第 1 分科会は、29 人の参加で、提出レポート 5 本、

さらに当日手づくりキット（お土産用）の持ち込みも

あり、日頃の実験・実習の教育実践が持ち寄られ、大

盛況の分科会でした。 

 
 
   
異動により、2016 年よりエンパワメントスクール

（学び直し）を主眼とした学校として再編整備される

成城高校へ転勤しました。 

生徒のレベルが違うということはない。どの子もや

ろうとする気持ちがあれば、実験にとりくむことは可

能。ただ生徒が近年不器用になっていることは否めな

い。教諭と 2 人 3 脚で、丁寧に説明をしていくこと。

さらには、1時間で修めていた実験内容を2回に分け、

時間をかけて実施することで、生徒の理解が進むよう

工夫している。来年度のレポートでは、タブレット端

末や電子黒板を導入した、さらに進化したとりくみを

報告できたらと考えています。 

 
 
 
学期毎に 1回。基礎的操作の習得を目的とした実験

を構築しています。 

1 年「化学基礎」（蒸留・物質量の測定・中和滴定） 

「地学基礎」（太陽熱の測定・分光器の製作） 

2 年理系「物理基礎」 

（自由落下の加速度・運動の法則・気柱共鳴） 

2 年コース選択「生物基礎」 

（顕微鏡の使い方・体細胞分裂・ＤＮＡの抽出） 

 
 

実習教員自身が実験プリントの作成を行っていま

す。これまでは、実験実習もまかされてきたが近年は、

「教諭が説明をできないとだめではないか。」と考え

が変化してきています。生徒については手先が不器用

なので、実験中は気を使います。安全でしかも実験時

間内に実験が終了できるように配慮に心がけていま

す。実験にかかる予算が、周りの学校に比べると潤沢

に使えるので、実験内容へ直接還元できるよう日々考

えて仕事にとりくんでいます。 
 
   
今年度工業高校へ異動。実験室には充分な実験器具

が揃っているものの近年使用した形跡がなかったの

で、時間をかけて物理室・化学室の実験器具の整理を

行なった上で、前任校同様実習教員自らが実験の説明

を行いました。当然担当教諭とは、予備実験を一緒に

行いながら準備します。実験の出来そうな器具を揃え、

生徒のやる気を出させる種類を工夫しました。 

実験を行うまえに、プロジェクターを使用して実験

器具の説明をしました。生徒はそれなりにやっていま

した。 

来年度以降、学校の隣に「科学博物館」があるので、

これを利用した授業を手続きを含め計画進行中。 

 
 
 
異動を重ね 5校目になり、「理科実験実施内容」す

なわち 1年間分の 1年生から 3年生まで年間を通して

の理科実験予定表を4月当初の時間割配布後に作成す

ることに成功し、「青木先生は実験のプロなので、わ

からないことがあったら何でも教えてもらってくだ

さい。」と言ってもらえるほどにまでなりました。 

これまでに、多くの自主研修を積み上げ、教員とし

ての資質も身につけ、生徒・教員とも関わりをしっか

り持ち、さらには組合運動を通して前に進むための希

望を感じ取ることを実感しています。 

 

 

 

 

「生徒の実態に合わせた実験レポートの工夫」 

大阪府成城；弓岡優子さん 

 

   

「化学実験の基本操作習得のための 

『化学基礎（2 単位）』実験」      1

愛知県惟信；浅井裕見子さん

 

   

「新たな学校での実験授業の試み」 

岐阜県岐南工業；高岡由紀子さん 

 

   

「理科の授業で実験をどう取り入れるか 

《仕事に自信と誇りを持つために》」

埼玉県羽生実業；青木洋子さん 
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長野県の組合加入率は 71％と高い。しかし、実習教

員の働き方は様々であり採用のされ方から、職務への

理解度まで多種多様です。アンケートを実施し、これ

らをもとに、実習教員部定期大会議案書の中身を検討、

運動方針へ理科助手職務統一の確認事項を組み込み

ました。（理科実験、校務分掌、クラブ指導、教育セ

ンター活用）そして状況の把握と問題点を話合い、改

善するとりくみが進み、講習会や各支部の研究会を設

定できるようになり、さらに教育センターでの「基礎

から学ぶ化学実験～薬品管理と事故防止法～」の講座

を要望し実施へと要求が通りました。 

 

終日には、長野の登内さんの実験成果を存分に味

わうことができました。一つひとつの実験の結果を出

すまでには、ありとあらゆる実験方法にとりくみなが

らすべての実験成果を写真に収め、誰が見ても理解で

きるように整理されてありました。 

丁寧な実験方法を積み重ねていく過程で、教科書や

図録・図説の間違いを見つけだし、販売元へ通告する

こともしばしばとか。 
登内さんの報告の中に「退職前にあたり後輩に資料

を残したい。良いものを伝えていき、実験実習の継続

性を訴えたい。」「生徒の反応が生きがい。」「生徒のた

めに役立ちたい。」という言葉が強く印象に残りまし

た。 
1 日半にわたる分科会は、充実した濃密な集まりと

なりました。5本のレポートの他にも愛知県鶴城；村

越さんからも手づくりキットのお土産実験器具が提

供され、休憩中も分科会の中身で盛り上がりを見せる

ほどでした。 

レポート発表の話合いの中身から、各県の実験実習

費の内訳予算額。毒劇物の帳簿作成、監査、廃液の有

無。理科教員の各職場の年齢構成や専門分野と指導教

科のずれ、理科教員自身が実験実習の経験度。異動先

での器具や薬品の整備状況。及び生徒のやる気度など

ありとあらゆる問題が噴出しました。 
実験室において生徒と向き合う時、対象生徒は 1ク

ラス 2展開以上の少人数が望ましく、指導教員は複数

を必要とし、例えば顕微鏡が生徒 1人に 1台が必要で

あり、この状況のなかで私たち全国にいる実習教員が、

教諭と同等に研修が義務化され日々研究会を各都道

府県が実施されることを組合運動の中で強く要求し

ていくことの重要性を感じた時間でした。 

今や、理科教諭との連携をリードしているのは、ま

ぎれもなく私たち実習教員であること、その私たちが

実習教員になったころは、官制の研修は教諭にしかな

く自主研修や、小さな声掛け集団の中で貪欲な情報交

換により自分を磨く努力を惜しまずにしてきました。 
しかし、その努力の成果は同職種すべての人たちに

まんべんなく手に届くように今まで組合運動を通し

て声をあげてきましたが平等ではありません。教育研

究活動と実践的力量を高めていくためには、「全国学

習交流集会」の意義をひろめるために意見交換の場を

持つ努力を継続していくべきでしょう。 
「実習助手」制度改革を求める署名のとりくみは、

これらの課題やアンケートからの疑問に答えていく

うえで重要な内容です。これまでも、これからも追求

し続ける「実習助手」制度を廃止し教諭一元化する制

度改革の到達先に、実験・実習の予算の確保があり、

教諭を含めた教職員定数が保障され、ゆとりある教育

条件の条件整備のとりくみを訴える署名にもなって

います。 
提出されたレポートのすべてで言えることは、理科

の授業にいかに実験・実習を効果的にとりいれ、生徒

が生活概念でとらえている事象を科学の概念で理解

してくれるかに日々奮闘している様子が伝わってき

ました。 
理科科目の単位数の減少が気になるところではあ

りますが、それもうまくとらえ直し十分に吟味された

数々のレポートと、担当者が説明していく過程に直接

携われたことは大きな喜びであり、満足感でした。 
集会の 後には、来年度も愛知県での開催が報告さ

れました。予定が合わず今回の機会を見合わせてしま

った全国の実習教員のみなさん、来年度、愛知県でお

会いしましょう。            （鷲津） 
 
 
 
 
 
 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「長野県における理科実習教員の研修会について」 

長野県高遠；登内美枝子さん
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■第２分科会 

「職業教育（専門教育）と実験・実習教育」 

 

第 2分科会は、延べ参加人数 177名、レポート 4本、

参加者は農業、工業からの参加者のみでそれぞれの学

科の事情を詳しく知る良い機会になりました。自己紹

介の後に提出されたレポート 4本の発表、討議に入り

ました。 

レポートは「実験・実習をいかに充実させるか」の

内容で青木祐太さん（岐阜県大垣養老）が、少ない実

験実習費の中で高価な分析機器を動かすための消耗

品の購入やメンテナンスが行き届かない現状をうけ

て、NPO 法人と協力して安価な装置を作ることで実験

実習の充実を図っているとりくみが紹介されました。 

次に「香川県立農業経営高等学校の現状と問題点」

として糸川健二さん（香川県農業経営）が科目に対し

ての実習教員の配置数や寮や、休日農場実習当番での

生徒指導について発表されました。また、「競争につ

いていけない生徒たちにどういう学習をさせるか。課

題研究のとりくみから」戸井田政則さん（茨城県水戸

農業）は生徒と課題研究を通して向き合い、熱意を持

って生徒と関わることで信頼関係が築けると発表さ

れました。 

後に「知識、技能技術を身につけるための指導」

で小原二郎さん（岡山県高梁城南）が資格取得や、も

のつくりコンテストでの指導方法についての発表が

ありました。 

レポート発表後の討論では農業、工業それぞれの

「課題研究」を通じて生徒が自ら考えて行動できるよ 

 

 

うな環境作りをするためには、私たち実習教員も常に

向上心を持って技術、知識を身につける努力をして生

徒の信頼に答えていかなければという前向きな意見

の一方、「各種コンテストで上位に入賞するために放

課後、土日指導があり休みが取れない」「管理職は中

学校へのアピールとしてコンテスト上位の結果が欲

しいだけで実際に誰が技術指導しているかも知らな

いし様子も見に来ない」などの怒りや不満の報告もあ

りました。 

その後の分科会では各組織における役員体制の在

り方や各県の動向など様々な意見交流を行いました。 

◆役員体制について 

◎2 年間の部長任期はあるが前部長が事務局として

役員に残りサポートしてくれるので部長になっ

た不安はあまり無い。 

◎2 年ごとに部長を交代しており教科で輪番するよ

うにしている。 

◎前部長は 15 年程、現部長は 5 年目。基本的には

後任は自分で探す。 

◆組織の取り組み 

◎実習教員の採用試験対策講座を実施して期限付

き実教の方の採用を後押しする事で採用時には

組合にも加入してもらい実験・実習においても即

戦力として考えることができるので混乱が少な

い。 

◎女性が集まりやすい環境作りとして組織拡大の

予算を昼食会やケーキパーティーに充て交流し

ている。 

◎実教部ニュースを月に1回発行して今後の活動予

定や実現したとりくみなどを発信している。 

◎個人のつながりを強化しながら声掛けしている。 

◆教員免許状の扱いについて 

◎新免許については 10 年で更新しないと「実習助

手」に戻り給与も下げる。免許更新講習の時間数

は教諭と同じ。旧免許所有者は 45 歳の時点で更

新講習に行く。 

◎2 級格付けの条件として免許を所有しているので

更新しないと 1級に格下げ。更新に懸かる費用に

ついては県より 1万円補助あり。 
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免許更新制度の中での我々実習教員の免許状の更

新について文部科学省が「各都道府県に任せている」

と回答していることから、第 2分科会でも情報収集し

ましたが、回答はそれぞれ違いがあります。今後のブ

ロック集会などでも、この問題に対しての方向性を検

討していけると良いと思います。     （舟川） 

 

 

■第３分科会 「教科外教育」 

 
第 3 分科会は、2 日間で延べ 8 人の参加、提出レポ

ートは 1本で「ボランティア活動（ハートネット運動

のとりくみ）」（長崎県佐世保工業：東川隆則さん）で

した。 

東川さんは、第 22 回日高教実習教員全国教育研究

集会でもレポート発表をされており、今回のレポート

は、第 22 回以降におけるボランティア活動の継続報

告をされました。 

レポートの内容は、長崎県立佐世保工業高等学校で

2007 年度からはじまった生徒会による「佐工ハート

ネット運動」の報告です。 初はアルミ缶の回収にと

りくんで「車いす」を福祉施設へ贈っていました。2009
年度からは、ペットボトルのキャップ回収にもとりく

み、恵まれない子どもたちへ「ワクチン・教材・栄養

食品」を贈っています。東川さんは、長年にわたり生

徒会顧問に携わられており、そこで得たノウハウをも

とに企画をすすめ、現在では生徒会のみならず、会計

委員会やボランティア同好会、その他の生徒にもとり

くみの輪を広げ、教職員・保護者・近隣の方々・卒業

生など多くの方々の協力を得ながら「ハートネット運

動」を展開されています。参加者は、長年にわたる地

道な活動が、大きな力になることを感じました。 
その他の交流では、「実習教員の専門性を無視した

兼務実態があること」「実習教員の仕事（分掌）が固

定される傾向にあり、仕事の引き継ぎができにくくな

っていること」「実習教員の部活動引率で、単独引率

を認めてもらえない」など、実習教員についてのさま

ざまな処遇問題についてふれ、参加者数こそ少なかっ

たものの活発な交流がすすめられました。また、「経

済格差と奨学金問題」「18 歳選挙権に向けた動き」「再

任用問題」などについても意見交流をすることができ

ました。 
第 3 分科会では、初の試みとしてフィールドワーク

を企画し、水産高校の実習船見学、「生命の海科学館」

などを行いました。とくに実習船見学では乗組員の方

のご厚意で、船内をご案内していただき、水産高校生

の漁業実習の様子や船内での生活の様子、水産高校に

勤務する教員の、勤務実態の様子などをお伺いするこ

とができ、大変有意義な学習となりました。（藤元） 
 

 

■第４分科会 「実習教員運動・制度改革」 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 分科会は、レポ－ト 5本の発表があり、21 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 本目のレポートでは「府高教実習教員部の活動につ

いて」の内容で大阪府高教の佐多美也子さんと山田泰

彦さんから、退職者が不補充という中で「実験・実習

に関するノウハウや技術を次世代に継承できない」と

いう声もあり、新規採用者復活の運動を行っている。

今年度、4 月に行ったアンケート内容では、ハローワ

ークの求人で採用された実習教員が実験・実習や校務

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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分掌などで戸惑っている現状があきらかになり、実習

教員の兼務の実態や配置の問題点についても話され

ました。また、対府交渉では、採用試験の実施、長時

間過密労働の解消、賃金リンク、人事異動、学校図書

館法の一部改正に伴う学校司書の配置などについて

交渉を行っていると報告がありました。 

2 本目のレポートでは「実習教員の 2 級任用におけ

る『有効な諸資格』の見直し交渉について」という内

容で岡山高の池田勉さんから、2 級職(主任実習助手)

任用条件として、教職勤務年数、教職給料表(一)、職

務遂行上有効免許状・諸資格を有する必要があり、県

教委と話し合いを行って有効な諸資格を改定するこ

とで、2 級任用の道が閉ざされている実習教員の 2 級

任用を可能にした報告がありました。 

3 本目のレポートでは「岐阜県の実習教員運動の現

状と展望」という内容で岐阜の安江清仁さんから、

2012 年に 2級ワタリ(格付け)の改悪が提示され、短期

間に 2回の懇談と 2回の交渉を行い、経過措置を認め

させることができたが、無資格者のワタリ廃止、有資

格者については 5年の後退と報告があり、実習教員が

かかえる様々な問題に対して今後も要求を続け、仲間

を増やして今後の実習教員運動を展開していきたい

という展望についても話されていました。 

4 本目のレポートでは、「実習教員 2級昇任基準（専

門科）問題について」という内容で長野高の工藤和俊

さんから、長野県では 2010 年に「実習助手及び寄宿

舎指導員の昇任に関する確認書」が県と組合の間で取

り交わされ、理科実習教員に新たな任用基準の適用を

勝ち取ったが、専門科に関しては昇任年齢が大幅に後

退する内容であり、実施時期を先送りさせ、県との話

し合いやとりくみを行ってきたが、2014 年 3 月に県か

ら実施案が示された。長野高教組実習教員部がこれま

で行ってきたとりくみと経過、専門高校の現場におけ

る問題点や新採用者への影響、実習教員の採用の問題

点について話され、困難な状況の中で、この問題が山

場を迎えようとしていると語られました。 

5 本目のレポートでは「18 歳選挙権と教育現場」と

いう内容で愛知高の藤城美好さんから、240 万人の若

い有権者が加わるが、各方面より浮き彫りにされてい

るメリット・デメリット・課題、主権者教育のあり方、

教職員の「政治的中立」の問題、教員の政治活動に規

制強化しようとする動き、実際の運用についての課題

などが述べられ、教育現場として生徒に質問された場

合、どのように対応するのかを今から考える必要性を

話されていました。 

参加者からは 2日間にわたって、実習教員の採用や

配置の問題、兼務に関する問題、実験・実習のノウハ

ウ・技術継承の問題、免許更新制に関する問題、アン

ケートの実施、2級ワタリ・格付けの見直し、18 歳選

挙権の課題と問題点、実習教員部の役員構成や組織率

低下の問題、加入へ向けてのとりくみ、制度改革のあ

り方や賃金問題などについて熱心に話し合いが行わ

れました。実習教員が抱える問題は沢山ありますが、

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

性を再認識する分科会となりました。 

（相馬） 

 

■特別分科会 「障害児教育」 

 

特別分科会は、 終日の 1 時間 50 分のみの開催で

参加人数は 9 名で、レポート 2 本。時間が短いため、

自己紹介は省略してレポート報告から始めました。 

「神奈川県内の実教及び横浜の実教」と題した、小

島さん（横浜市：港南台特別支援）のレポートでは、

神奈川県内の横浜市立・神奈川県立・横須賀市立の特

別支援学校について問題点などが報告されました。 
呼称に「教」の字を入れるように交渉していました

が、今年から突然「実習指導員」に変わりました。 
小・中学部では、「実習教員の仕事が理解されてい

ない」「政令都市移管で県費と市費には差があり待遇

の悪い方に足並みをそろえる」「学校の過大・過密・

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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老朽化」など、どこの県の特別支援学校でも同じよう

な問題をかかえており、特に過大・過密問題は待った

なしの問題であることが再認識されました。 
「特別支援学校に通う子どもたちの関わりについ

て」と題した、久保さん（香川高：高松養護）のレポ

ートでは、現業職のころから実習教諭に任用替えされ

た苦労話を交えながら、子どもたちとの関わり方の報

告がされました。突然の任用替えでたいへんだったが、

スクールバスの添乗・介助・指導で、生徒の安全のた

めに奮闘している様子がよく分かりました。また、現

業職からずっと組合員であり、仲間がいることの大切

さを話されました。 
そのほか、特別支援学校の実習教員の定数が充足さ

れていない問題や普通高校に入学してくる特別な支

援が必要と思われる生徒の就職問題などが話されま

した。 
後に、特別分科会の今後のあり方について、参加

者のみなさんに意見をいただきました。「障害児学校

の実習教員の方を学習交流集会に誘いやすくなる」

「工業からの参加だが勉強ができた」などの発言があ

り、分科会参加者全員が、障害児教育に関する分科会

は今後も継続してほしいという意見でまとまりまし

た。 
時間が限られていたため十分な討論はできません

でしたが、障害児学校・普通高校ともに、今後も必要

な分科会になるのではないでしょうか。   （仲） 
  

《 参加者の感想 》 

■第１分科会  

「普通教科（理科・家庭など）と実験・実習教育」 

参加者 １日目 １３名  ２日目 １０名  

計 ２３名  レポート数  ５本 

司会者 坂田麻起子（京都）  ・弓岡優子（大阪） 

感想文 浅井裕見子（愛知高） ・西村麻子（大阪） 

まとめ 分科会担当常任 鷲津康子 （愛知高） 

◎久しぶりに参加しました。同じ仕事に携わる者同志

あっという間に会議は盛りあがりました。 
各方々が違う県・違う学校に働きながら自分の居場

所を定め、実教としてあるべき姿を求め続けている

様々なレポートの発表がされました。ある方は勤務校

と前任校での職場環境、自分の立場の大きな違いに戸

惑った経験を述べ、またある方は日々の熱心な実践の

紹介をし、ベテランのある方は長年積み上げてきた経

験や知識を後から来るものに伝えていく活動を始め

たという。各方々の立場で自負・自信を持って働く実

践を、皆の今後の糧となるものを伝えてくれました。 
そして、私が一番驚いたのは「実験実習重視！」と

いわれる中、各県の理科実験実習費のあまりの少なさ

です。授業のための研究・準備のためにやむなく自腹

で材料・資料を購入している人、染色液（生物実験用）

も高くて購入できない人もいました。ＳＰＰやＳＳＨ

で多額の予算を使っている学校がある反面、多くの学

校が日常の授業のための物品を購入するのにも困っ

ている現状なのです。 
各県・各学校で大きく異なる待遇や仕事の環境の中、

孤軍奪闘しているけれど、各方々が負けずにおかれた

立場で咲いていることを知って自分も頑張ろうと気

持を新たにしました。 
   （愛知高：浅井裕見子） 

 
◎昨年の京都に続き 2 回目の参加です。 

今回は実験のネタ探しに第 1分科会に参加しました。

実験の紹介ではどこも色々な工夫をされていてとて

も参考になりました。 
また、予算の事や実験試料の購入のしかたなど、「府

県が違えばこんなに変わるの？」という驚きもあり、

楽しく学習させていただきました。 
そして再認識したのが「大阪府の貧しい教育行政」

「実験で必ず出る廃液の処理や薬品管理簿」などにつ

いて、とても遅れている事。もっともっと粘り強く教

育委員会に働きかけていかなくてはいけないと思い

ました。 
          （大阪：西村麻子） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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■第２分科会 

「職業教育（専門教育）と実験・実習教育」 

参加者 １日目 １１名  ２日目  ８名  

計 １９名  レポート数  ４本 

司会者 糸川健二（香川高） ・田中智則（富山高） 

感想文 江口高根（佐賀高） ・青木祐太（岐阜）  

まとめ 分科会担当常任 舟川智成 （富山高） 

◎①岐阜、青木さん（農業）から「実験実習をいかに

充実させるか」の発表があり分析機器を頻繁に利用す

るが高価な機器は消耗品の購入、メンテナンス代に費

用がかかりすぎて満足に機器を稼働できなかったた

め、安価な機器をＮＰＯ法人と共同開発をおこない生

徒一人一台ずつの導入を考えているとの発表があり

ました。 
ハイスペックの機器などは特殊な技術・操作を必要

とするものがあると職員が異動した場合に稼働され

なくなることもあるので高校生用機器としては簡易

検査でも操作・維持管理費が少なく誰にでも操作方法

が分かりやすい機器の方が長く使用できるように思

えました。 
②香川、糸川さん（農業）から勤務校の概要・特色

の説明がありました。特色として「1 年時は全寮制で

農業科に入学して 2年時より農業生産・環境園芸・動

物科学・食農科学の 4学科に編成されること」や、「1

クラス 30 人学級である」「生徒の変化としては動物科

学科に女子生徒が増えているそうでその背景には畜

産施設の充実が図られ作業が清潔に保たれている」と

発表がありました。 

農業高校では「動植物の生命を教材として利用して

いるため日々の管理・世話・観察などが必要になって

くる」「その中で生徒たちが愛着を持ちやすい環境作

りも大切だ」また「実習施設の更新や充実は生徒の意

欲にもつながっていること」、現在の農業経営スタイ

ルに合った設備で経験させることで農業の魅力を伝

えるために必要だと思った。 
③岡山、小原さん（工業）から「電気科希望の中学

生が募集定員を割り込んでいる現状でいかに魅力あ

る学科づくりの中で第二種電気工事士取得や課題研

究の一環で各コンテストに出場しているが資金のや 
 
 

りくりが大変だが経験もさせてあげたい。」など限れ

た予算の中でいかに沢山のことを経験させてあげら

れるかバランスが大切と発表された。 
よく体験入学では、製作などが行われるが、「身近

な電化製品を分解してみよう！」などを体験させると

電気をもっと身近に感じてもらえるのでは？と思い

意見交換を行った。 
その他にもたくさんの先生方の発表や各県の昇級

基準問題等の意見交換などが行われ今まで知らなか

ったことをたくさん教えて頂きました。今回、第 2分

科会に初めて参加して普段は聞くことの出来ない他

県・他分野のとりくみ、工夫など現場の状況など貴重

な話を聞くことができ大変勉強になりました。 
（佐賀高：江口高根） 

 
◎農業や工業など幅広い分野の先生方が集まり、学校

名と自分の専門を紹介した後、普段の実験実習の様子

や学校でのとりくみを交流した。レポートの発表では、

各先生方が用意されたレポートに沿って進行、岐阜か

らは実験実習費の不足に伴いＮＰＯ法人と協力して

安値な実験機器を開発した経緯を発表。香川県の糸川

さんからは、学校の概要について報告され、寮での教

育が特徴的で各学校の先生方からは自校の様子や他

校との比較としての違いを活発に交流される姿が見

られた。次回からは自己紹介の時それぞれの学校要覧

を配布すると分科会での意見交換がより活発化する

のではないかと思った。 
茨城県の戸井田さんからは、競争原理の中で取り残

されてきた生徒を課題研究で伸ばしていこうという

先生の情熱が伝わってきた。各校の課題研究に対する

取り組み方違いも交流することが出来、参考に出来る

部分は自身のとりくみにしっかりと反映したい。 

岡山県の小原さんからは資格取得と休日の補修手

当について交流が出来た。ものづくりコンテストや農

業クラブの休日指導で手当が出る学校と出ない学校

があり、学校間で大きな格差があることが分かった。

また各県の組合活動については、組合員の拡大方法を

各県独自の手法を交流することが出来参考になった。 

2 日目は長野県の工藤さんより実習教員 2 級昇任基

準問題について報告があり、昇任基準の中で昇任年齢 
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が大幅に後退する内容が県から提案され、それに対す

る組合のとりくみを紹介された。昇任基準の改悪は各

県で発生している問題で、団結してとりくんでいかな

ければならないと実感した。 

  （岐阜：青木祐太） 

 

■第３分科会  

「教科外教育」 

参加者 １日目  ４名  ２日目 ４名  

計 ８名  レポート数  １本 

司会者 高橋信夫（新潟高） ・古村卓也（青森高） 

感想文 宮下朋也（名高教）  

まとめ 分科会担当常任 藤元広明 （岡山高） 

今回初めて全国集会に参加させていただきました。

日々の職務について、他県での様子などを勉強したい

という思いで参加をしたのですが、分科会の部屋には

参加者が 5人、少し拍子抜けしてしまったというのが

率直な感想です。しかし拍子抜けとは裏腹に、いざ始

まってみると少人数が幸いしたのか、一つ一つの話題

をとても濃く深く聞くことが出来大変勉強になりま

した。また、私自身が普段感じている違和感などを発

言することもでき、それに対する皆さんのお答もいた

だけたことで本当に参加して良かったと思っていま

す。 

長崎高教組の東川さんが発表されたボランティア

活動「ハートネット運動のとりくみ」のレポートの内

容は頭が下がる思いでいっぱいでした。全国的にこう

いった活動が減っているとの報告があり、その背景に

仕事が人についているということをおっしゃってい

ました。結果として一人で仕事を抱えてしまうことは

どの仕事にも言えることなので、改めて問題意識を持

つことが出来ました。2 日間の参加でしたが、討論あ

りフィールドワークありととても充実し楽しく勉強

させていただきました。機会があればまたぜひ参加さ

せて頂きたいと思います。本当にありがとうございま

した。          （名高教：宮下朋也） 

 

■第４分科会  

「実習教員運動・制度改革」 

参加者 １日目 １８名  ２日目 １３名  

計 ２１名  レポート数  ５本 

司会者 安江清仁（岐阜）  ・島津隆博（長崎高） 

感想文 熊野明美（香川高） ・具志堅秀彰（山口高） 

まとめ 分科会担当常任 相馬浩明 （北海道高） 

◎大阪府、岡山県、岐阜県、愛知県、長野県から寄せ

られたレポートを基に 17 名の白熱した議論が交わさ

れた。大阪府では、新規採用者の復活や長時間の過密

労働への抗議を中心に運動されている一方で、非正規

実助の募集をハローワークで実施している事に落胆

した。大阪府は家庭科や理科・司書等の兼務が余儀な

くされている中で、さまざまな技術や能力を要する職

業がパート感覚で採用されている実態がある。誇りを

持ち仕事をされている先生方が怒るのも無理はない

と思う。また学校図書館法の改正により、全国的に司 

 

 

書の資質が問われている今、未だ勤務形態が改善され

ていないことに驚いた。 

岡山県では現状に沿った2級任用への条件の見直し

を、県教委と組合が献身的に行っている事に見習う点

が多くあった。他県には見られない新システムを本県

においても提案してみたい。又、実教部から未組の職

員も含めて全員にアンケートを取り、隠れている声を

も調査するという姿勢は大切なことだと感じた。 

「18 歳選挙権と教育現場」という愛知高教組の提案、

レポートを受けて自分の勤務する学校に戻り早速に

「18 歳のための選挙コーナー」（仮）というブースを

図書館にて設けようと思った。さまざまなヒントをも

らえた分科会となった。ありがとうございました。 

（香川高：熊野明美） 

 

◎山口県に還元できるものはないかと思い、今回根本

的な問題である実習運動、制度改革の分科会に初参加

させていただきました。正直話が難しかったですが、

岡山実習教員部等の様々なレポートを聞くたびに「あ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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きらめなければ、やり方次第で要求は必ず実現する」

ということに深い感銘を受けました。分科会中考えて

いたことですが、実習教員の採用をストップしていた

状況で組合の頑張りにより、2008 年から採用が再開さ

れ、私は 2014 年に採用されました。賃金のことなど、

組合の頑張りから、私は計り知れないほどの恩恵を受

けている事を知りました。その恩を忘れず微力ながら

少しでも組合の力になれたらと思います。 終日には、

話が難しいと発言した僕に対して、わかりやすく制度

改革について話をして下さり、とても感謝しています。

ありがとうございます。 

  （山口高：具志堅秀彰） 
 

■特別分科会  

「障害児教育」 

参加者 １日目    名  ２日目 ９名  

計  ９名  レポート数  ２本 

司会者 筒井顕治（愛知高） ・小島 純（横浜市） 

感想文 中西和美（京都）  ・町田 俊（佐賀高） 

まとめ 分科会担当常任 仲 幸秀 （愛知高） 

◎各都道府県により補職名や呼称が違うというのは、

私たち実習教員だけではないでしょうか。呼ばれ方で

テンションも変わってきます。神奈川県や横浜では実

習指導員に 近変わったそうですが、どなたかがおっ

しゃっていたように「“教”を一文字入れた呼名がふ

さわしいかな？」と思いました。また、高松養護学校

の久保さんが、子どもたちとのかかわりの中でその成

長をやさしく見守られている様子がよくわかりまし

た。何かしらの障害を持ちながら地域の一般校に通学

している生徒が多々いる中で高校の先生に良いアド

バイスをして頂きました。来年度以降も是非「障害児

教育」分科会を継続していただきたいです。 

（京都：中西和美） 
 
◎今回初めて全国学習交流集会に参加しました。分科

会では特別支援に参加希望を出しました。特別支援は

普段関わりを持つことはありません。なので、どのよ

うなことが行われているのか興味があり参加しまし

た。神奈川県の実教および横浜の実教の実態は教諭と

同じような動きをしている。実習指導員の仕事をあま

り理解されていない、人事交流なりにくい等の問題が

ありました。また 近では生徒数増大のため、施設が

リフレッシュ工事だけでは間に合わなくなってきて

いる。 

香川県特別支援学校に通う子どもたちとの関わり

について、ケガにとても気を使っている。車椅子の移

動、トイレ介助、食事の補助では時間の制限のある中、

生徒の協力もありながら頑張られている事がわかり

周りの先生との連携が大切だと感じました。また、呼

称のこと、2級ワタリのことが話題となりました。必

ずこの二点の話が出てくるなと思いました。 

（佐賀高：町田俊） 

 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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【集会アピール】 

「戦争する国」ではなく、憲法を守り生かした平和な社会と 

子どもたちが生きいきと学ぶことができる学校教育、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」ここ愛知県蒲郡市で開催した第 24 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 22 組織 56 名が参加しました。 

本集会は、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。 

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 16 日、安倍政権は、憲法 9 条を踏みにじり、日本を「海外で戦争する国」につくり変え

る戦後 悪の違憲立法、戦争法案の採決を強行しました。どの世論調査でも、5 割以上が「憲法

違反」と批判し、6割以上が「今国会での採決はやめるべきだ」という国民の声を無視した、国

民主権をも蹂躙（じゅうりん）する暴挙です。 

安倍内閣が採決の強行に踏み込んだのは、国民の空前のたたかいに追い詰められた結果です。

安倍内閣は参院での強行採決か、衆院での再議決を企んでいます。国民の空前の大きな運動で成

立を阻止し、安倍内閣を退陣させましょう。 

 

「18 歳選挙権と主権者教育」と題した森田茂弁護士の講演では、自分とは異なる意見も「話

し合って理解していく」という民主主義の基本や、政治が自分たちの暮らしとどう深く関わって

いるのかを学ぶなど、主権者教育の重要性が強調されました。そして有権者となった彼らが選挙

権を行使することの大切さが語られました。参加者からは「自らも学習して子どもたちに働きか

けていきます」などの感想が寄せられました。 

 

分科会では、「教育予算・子どもたちの貧困と格差の問題」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。 

18 歳選挙権について、どう生徒たちに働きかけていくかが話し合われました。 

手作り実験キットを持ちよったわかりやすい実験の交流、水産高校の実習船や「海の生命科学

館」を見学するフィールドワークなども行いました。特別分科会では障害児教育について語られ

ました。 

各県の実教部組織をより確立させ、組織拡大を進めていくことの重要性が話し合われました。 

 

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「戦争する国」ではなく、「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。 

 

2015 年 8 月 3 日 

第 24 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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2015 年 6 月 17 日、改正公職選挙法(18 歳選挙権)が

国会で可決成立、6月 19 日公布。施行は、一年後の 2016

年 6 月 19 日。 

初に適用される選挙は、この法律が施行されてか

ら 初に行われる国政選挙となる。予定されている選

挙では来年の参議院選挙になる。 

公布とは、「成立した法律を一般に周知させる目的

で、国民の知ることのできる状態に置くことをいい、

法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布

されることが必要」と内閣法制局が説明。要するに、

法律を国民に知らせることが公布と考えてよい。 

公布はどのようにしているか。一般的に国民は、新

聞等の報道で法律の改正などについて知る。これは国

が行っているものではなく、民間でしているものだ。

(NHK も国営放送ではない)国は「官報」を発行するこ

とにより国民に発表している。「官報」は、国が発行

しているが、書店ではなく、「白書」などの政府刊行

物などで販売している。その販売箇所は少なく、名古

屋でも 2カ所。「官報」を個人で買うことはほとんど

ない。建前としては、この「官報」に掲載して、「買

おうと思えばいつでも買える状態に置くことで国民

に知らせる」という理屈になっている。 

「官報」には、今回成立した法律の正式な名称は「公

職選挙法等の一部を改正する法律」とある。「公職選

挙法」の他に、「地方自治法」「漁業法」「農業委員会

等に関する法律」それぞれの改正が含まれており、こ

れが「等」の意味だ。附則には、いつから施行される

かが書かれており、「この法律は、公布の日から起算

して一年を経過した日から施行する」とある。施行と

は、「法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用す

ることになること」をいう。 

では改正内容はどんなものというと、まず 18 歳、

19 歳の国民にも選挙権が認められた。投開票日が 18

歳の誕生日の前日なら投票できる(例：7/20 が投票日

なら、7/21 誕生日だと投票可)。また、18 歳、19 歳の

国民は選挙運動ができることになった。このため新聞

等では連座制が適用されると報道。しかし大人と同じ

ようになる訳ではない。選挙違反があれば、一旦家庭

裁判所に預けられ、そこで審判を開く。家庭裁判所が

刑事処分にすべきと判断すれば、検察官送致となる。 

選挙権を「18 歳以上」としている国・地域は 8割以

上で、世界の趨勢だ。日本もようやくこの水準になっ

た。法律は成年か未成年かで適用されるかの違いがあ

る。民法には 20 歳以上を成年と規定しているが、少

年法などを除き多くの法律には規定がなく、民法の規

定を準用している。 

選挙権が 18 歳以上と認められたので、他の法律で

もこれにあわせるべきか議論となっている。例えば、

親権能力、契約などの法律行為、公認会計士・医師に

なる要件、少年法の対象年齢などは、18 歳への引き下

げ対象にあげられているようだ。逆に、20 歳以上のま

まがよいとされているものには、飲酒・喫煙、猟銃所

持、妊娠中絶、養父母になる要件、国民年金保険料の

支払いなどがあり、今後の課題だ。 

主権者教育の課題は、「政治的中立」との両立。政

治問題を教えるには、その内容に踏み込まなければ困

難だが、政党ごとに課題や、異なる意見もあり、双方

がどうなのかということに踏み込めば、「政治的中立」

を保つことが可能なのか、誰しもが指摘している問題。 

また教員の過重労働の問題がある。2013 年 OECD 調

査結果では、日本の教員の仕事時間はダントツに多い。

しかも実態はこの結果以上だ。このような状況では、

主権者教育を十分に深める時間が確保できない。組合

の運動が大変重要だ。 

主権者教育へ希望を弁護士経験から話すと、まず

「自分の頭で考える(唯一絶対の正解はない)」という

こと。TV などで弁護士が法律問題の黒白をはっきりつ

ける内容のものがあるが、実際にはそのようなことは

ほとんどない。弁護士や判例で意見が分かれる場合が

多く、唯一絶対の正解がないのが当たり前。相談を持

ち込まれる場合などで、明確な判断を示さないことに

不満を言われる場合がある。裁判しないのも、労力・

時間・金銭が節約できる選択であることを話す。主権

者教育でも、その人の価値観、環境、経験などで考え

方など異なるのは当たり前ということを、理解しても

らうことが必要だと考える。 

二つめは、「コミュニケーション能力の向上」だ。

弁護士の仕事では、判決までいって解決するのは 1割

程度で、話し合いでの解決がほとんど。裁判を起こし

たとしても、和解で解決する道をまず追求する。弁護

士の仕事は、依頼者や相手方、関係者との話し合いで、

相互理解を深めより良い解決方法を見いだすこと。そ

のためにはこちらの意見の押しつけではなく、相手の

考えも理解しようとする姿勢が重要。民主主義には

「自分とは異なる意見も理解する」という前提がある。

主権者教育では意見の異なる人との議論も怖がらず

に、相手の意見を理解できるようにする訓練が重要。 

後に、「政治に関心が持てる環境作り」が必要。「政

治に関心を持て」と言われても、関心が持てるような

環境がない限り、無理な話だと思う。「政治的中立性」

の問題はあるが、時事の政治問題の具体的な内容に踏

み込み、それが自分たちの暮らしにどのように関わっ

てくるのかを考えることは不可欠だと思う。それなく

して十分な主権者教育を行えないともいえる。（仲閒） 

講演「18 歳選挙権と主権者教育 ～主権者教育について弁護士からの希望～」 

           名古屋第一法律事務所 弁護士 森田 茂氏


