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第 26 回全教実習教員部学習交流会が 7 月 29 日

～31 日までの 3 日間、24 組織から高等学校・障害

児学校の教職員 57 名が参加し、京都府京都市「コー

プ．イン．京都」で開催されました。

平和憲法施行 70 周年の夏を迎えましたが、安部首

相は「積極的平和主義」の名で自衛隊を海外へ派遣し、

9 条を壊そうとしています。さらに教育活動に自衛隊

を取り入れる道筋となる校長会の自衛隊研修が呉市

でおこなわれたことも到底容認できません。

教科書採択においても「国旗・国家」が大きく扱わ

れ「君が代」の斉唱時の起立・礼の写真が掲載される

ことで、オリンピック・パラリンピックへの意図的な

構図が見えてきます。

返還の必要のない給付型奨学金が創設され、2017

年度から先行実施されています。しかし、条件が厳し

く文部科学省想定の半数にとどまっています。本格実

施の 2018 年度でも、給付対象者を 2 万人に限定、

給付金を 3 万円としており、貧困対策としては不十分

です。

子どもたちのための条件整備の実現が早急に求め

られています。これからの子どもたちが健やかに豊か

に育つためのゆとりを、学校生活全体を通して保障す

ることが大切です。教室での座学だけでなく、実験・

実習の授業を通じて科学的な物質観、思考力、判断力、

表現力を養うことも、大切な教育です。さらに充実し

た実験・実習教育のために毎年開催される学習交流会

が元気の源になることを心がけて今年度も作り上げ

てきました。

1 日目の全体集会は、日本でただ一人高等学校特別

支援員・進路支援教員になられている京都府在住の高

校教員、谷口藤雄先生による「【教えにくい】【指導し

にくい】生徒にはワケがあるー高校の支援教育とは」

と題して講演していただきました。講演では、今まさ

に困っている子どもたちへの支援の方法のそもそも

の出発点から話していただきました。「指導内容や指

導対象者との関わり方、学校全体の問題としていくこ

とが大切であり、それに加えて、親との教育的議論か

ら発展して通級への実施方法を確立していくことが

大事。困難校と特別支援学級・学校との連携など、基

礎的環境整備の必要性を訴え、学校からの排除をどう

するか・・・原点は、

迎え入れた生徒はすべ

て卒業させて社会に繋

げていくことが、学校

のあるべき姿だ」と話

されました。

2 日目は 4 つの分科会に分かれ、それぞれ持ち寄

った実践レポートの発表を聞き、参加者による活発な

意見交換や討論がおこわれました。今年度の特徴は、

分科会の 1 つとして「障害児教育」を独立させたこと

です。「生徒の認識を深めるために工夫した障害児教

育の実践や生徒の実態を交流する」「障害児教育の現

～憲法を守り生かし、子どもたちが安心して学べる学校教育の確立と

ゆきとどいた実験・実習教育を実現させましょう～

第 26 回 全教実習教員部全国学習交流集会

発 行

全 教 実 習 教 員 部
東京都千代田区二番町 12-1

全国教育文化会館

℡ 03(5211)0123

E-mail jikkyo@educas.jp

（ 主 催 者 挨 拶 す る 鷲 津 部 長 ）

（講演いただいた谷口藤雄先生）



2017 年 1２月 6 日

- 2 -

状を交流し、問題点や工夫している点について意見交

換する」を柱に付け加え、谷口先生より問題提起もあ

り、参加者の交流が活発におこなわれました。

26 回目の京都での学習交流集会へ提出された感

想文の 1 例を紹介します。「14 年ぶりに参加しまし

た。かつて実教部担当執行委員として 13 年間連続で

参加していたこともあり、今は一組合員の立場ですが

全国の運動の状況を知りたくて参加させてもらいま

した。なかなか進展しない課題もあれば少しずつ前進

している点もあり、実教部運動が途切れることなく続

いている事を嬉しく思いました。今後も一組合員とし

て微力ながら関わっていきたいと思います」

子どもたちが主人公の学校教育の中で、私たち実習

教員はとても大切な位置で働いていることを実感さ

せられた 3 日間であったと思います。参加されたすべ

てのみなさんが参加することの意義を改めて感じる

ことができたと推察できました。

来年度は、富山県で開催です。ぜひ参加してくださ

い。

■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、延べ参加人数 25 名、提出レポート

は 6 本でした。生徒へ配布するプリントを元にレポー

トの発表が進み、内容が理解しやすく、参加者が自分

の学校で参考にしやすかった点が第一に強調したい

部分です。質疑も活発におこなわれ、有効な時間を共

有できました。例年同様に持参していただいた実験材

料を手に取り、実験・実習の時間もありました。参加

者の方から「生徒の気持ちがわかる『まだできないの』

と追い込んではダメですね」と汗をかきながら持参し

ていただいた実験キットと格闘している風景もまた、

第 1 分科会ならではの紹介しておきたい場面でした。

自然科学部で白金コロイドの製作にとりくんでい

ます。ウィキペディアの記述を参考に、学校にあるも

のだけで工夫をして計画を立てた力作を紹介してく

れました。「最初の難題が『ロータリーエボパレータ

ー』という装置が必要（蒸留処理能力に加え、冷却水

調整・溶媒加熱防止機能が搭載）ですが、そもそも学

校にありません。しかし、三口フラスコ・撹拌機・電

気水槽・吸引器を用いて湯浴した溶媒の蒸発効果を上

げていくことに挑戦した」という報告でした。

実験完了後レーザーに当てられたチンダル現象が

「白金ナノコロイド」であったかの実証は、今後の課

題だとしても、生徒とともに果敢に挑戦した報告が印

象的でした。

実験に参加。それも 2 種類も・・・テーマは「人体

の不思議」。1 つ目は、手の甲や手のひらの皮膚に氷

水で冷やされた銅線の先を当て、被験者が冷たいと感

じたところを記録するものです。2 つ目は、2 本のつ

まようじの幅を変えたものを 5 種類作成し、被験者の

腕の内側、外側、手の甲、ふくらはぎなどへつまよう

じ 2 点の識別を記録させるものでした。どちらも値段

が安く、テスト後の時間調整などでもおこなえるうえ、

準備が簡単です。

実際に参加者が 2 人 1 組になって、実験をおこな

いました。このレポートの発表を機に、参加者から「安

価な材料を応用して、生徒実験へ提供している」話題

で交流が続き、そのメモしている方が大勢見えました。

100 均でのグッズは優れものが多いですね。実験

の後かたづけの工夫や、実験バットの準備の仕方にも

皆さんが日々工夫を重ね実験に力を注いでいる様子

をうかがうことができました。

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

「白金コロイドの製作に挑戦！」

岐阜 関高校；梅木えりかさん

「皮膚の冷点の分布を調べる 2 点弁別テスト」      1

大阪高 千里高校；朝田純子さん
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実験・実習時の事故は、大なり小なり起きてしまう

危険性を持っていることはぬぐえません。教科書やミ

ニ知識として理屈のみで知っている場合が多い中「事

故が起こる前に」「事故に遭遇する前に」と、今回高

岡先生から「実際はどのような事態になってしまうの

か」「危険を防ぐための知識として抑えるため」とし

て、多岐にわたり事故事例を実践してレポートをして

くれました。

薬品の危険については、濃度の種類を変えて「鶏肉」

を素材として扱い、肉質の変化の具合を写真で提示さ

れました。基本のガスバーナー使用時やアルカリ金属

（ナトリウム）などについては、ビデオに収めて危険

性を訴え、さらに、その後の安全対応についても記述

がされていました。

思った以上に危険性を訴え、さらに、その後の危険

性が関連付けられないものでも、生徒に報告する必要

はないが、私たち実習教員は、今後、恐怖で薬品と対

峙するのではなく、正面から劇毒物の薬品と冷静に向

き合えば良い例もあることを知る機会になりました。

本の知識だけではなく、実験での実例を目にするこ

とができたのは、大いに参考になり、役立つものにな

りました。

吉崎先生からは「原形質復帰の時に顕微鏡から外さ

なくてもよいように、カバーグラスへあらかじめビニ

ールテープを２か所貼り、ステージ上でスポイトによ

り真水を加え、片方から余分な水分を濾紙で吸い取る

ことができるような工夫」「方眼紙へ文字を書き込み

顕微鏡での工夫にしっかり時間を取っている様子」が

うかがえました。

続いて話題になった内容は、教員のなかで実験をや

らない人がいますが、生徒に不平等が生じるだけでな

く、テストの内容にも関係してくるのではないかとい

う心配についてです。また、若い先生たち自身が高校

生の時に実験を体験できないまま、座学のみで理科の

先生になった人が増えています。この解決法について

「学校によっては、生徒とともに覚えてもらっていま

す」と、現代版の悩みの交流もありました。

エンパワメントスクールという学び直しを主眼と

した学校へ改編された学校での、理科実験の様子を紹

介していただきました。エンパワメントスクールでは、

アクティブラーニングが推奨されていることもあり、

実験・実習であらかじめクラスから７～８人「先生役」

の生徒を選出し、彼らに事前講習をしたのち、実験に

臨むという方法を取っています。取り扱う実験は吟味

して「顕微鏡の使い方」「煮干の解剖」について実施

しました。

生徒たちは「いろいろ工夫を試みて当日は立派に

『先生役』をこなしていた」と、報告がありました。

生徒自身が理解を深め、自信につながるようになりま

した。エンパワメントいうことで「学校から強制や圧

力がかかった形にアクティブラーニングラーニング

であっても、実習教員の工夫１つで生徒のためになる

アクティブラーニングへと組み換えが出来た」という

弓岡先生の努力を聞かせていただきました。

参加者がそれぞれ製作し、そのままお土産にできる

レポート発表でした。作成するものは、発泡スチロー

ル球を使った「体心立方格子」と「面心立方格子」で

す。カードケースは 100 均の材料なので、カッター

ナイフで簡単に切れました。発泡スチロール球も実験

プリントに「4 分の 1」も「6 分の１」もカッターナ

イフを下ろす箇所が印刷されているので、1 人で黙々

と製作できました。作業が進み完成の形に近づくとや

はり達成感があり、毎年この時間が楽しみです。

この後の意見交換もビーズのストラップ（ＤＮ

Ａ）・骨格標本作りなど参加者のみなさんの実験のコ

ツなど意見交流が活発になりました。

自己紹介でも、個々の悩みについて参加者が解決の

ための事例を披露し、それぞれの組織での運動の方法

などの意見交換や交流ができ、参加者全員があらため

て交流と活発な意見交換が大切な基本なのだと共有

できた分科会でした。

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

「実験時の事故事例及び安全対策」      1

岐阜 高校；高岡由紀さん

「発泡スチロールの球による結晶モデル」      1

大阪高 東住吉総合高校；山田泰彦さん

「エンパワメントスクールの理科実験」      1

大阪高 成城高校；弓岡優子さん

「原形質分離の観察・原形質流動の観察」      1

大阪高 みどり清朋高校；吉崎康子さん
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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 29 名、提出レポート

は５本でした。

初日は 4 本のレポートが終わったあと、最後の時間

を使い、第３分科会へ全員で出向き「障害者差別解消

基本法について」のレポート発表を聴き、学習しまし

た。分科会の垣根を超えて、学びあい・語り合うとい

う大変貴重で有意義な時間を過ごすことができ、本学

習交流集会における分科会活動の新たな可能性を模

索できたとりくみになりました。

1 年次の「総合実習」という科目において「牛に対

する興味・関心をいかに育み向上させるべきか」「実

行性や仲間との強調性をどう養うべきか」をテーマと

しました。このテーマに対し「教員が楽しむ＝生徒が

共感する」をポイントにして実習をおこなっていった

実践経験の紹介でした。

天井川の廃川跡地の再利用依頼が市からあり、生徒

主体となって、設計・施工に携わって「草津川出会い

の広場」を完成させました。その管理を花緑科造園班

の授業の一環として生徒自らがおこなっている授業

実践が紹介されました。

農業科・総合学科を中心に統廃合が進んでいる茨城

県の現状に加え「『福祉』の専門教員がいないにもか

かわらず『福祉』の科目・時間数が増えています。し

かし、『福祉』に関する教員の採用はありません」と

いう「福祉」についての問題点も報告されました。

開校 2 年目をむかえ、全国的にも珍しい公設民営化

の専攻科を有する愛知総合工科高校の現状報告でし

た。

現在多数の学校において校内安全衛生委員会は設

置されていますが開催回数が少ない（＝機能していな

い）状況です。

教員が衛生管理者の資格を取得し、資格を持った教

員が衛生管理者として従事しています。それぞれの学

校の実情にあった組織にすることが必要あるという

意見が述べられました。

実験・実習教育を展開している現場では事故が起き

てからでは遅く、手遅れとなります。特に実業高校で

は安全・衛生面を充実させ、教職員の健康・安全を確

保するとりくみが急務です。さらには「教職員定数を

遵守し教員の適正配置を求めていく運動が必要」とい

う意見も併せて述べられました。

終わりにあたり、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跳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。

「総合実習 1 年生のとりくみ」

岐阜 大垣養老高校；安江清仁さん

「学校における労働安全管理体制の整備のために」

青森高 青森工業高校；三上賢一さん

「ステップアップ花壇設計施工」

滋賀 湖南農業高校；松本浩さん

「茨城県の現状報告 ～統廃合を中心に～」

茨城高 鉾田第二高校；横瀬健司さん

「あいちの工業教育の展望 ～愛知総合工科高校の創立２年目～」

愛知高 愛知総合工科高校；吉田等さん
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■第３分科会

「障害児教育」

第 3 分科会は、延べ参加人数 21 人、提出レポート

は 5 本でした。

昨年度まで「特別分科会」として「障害児教育」は

設定されていましたが、参加者から「ぜひ、分科会と

して開催し、討論する時間を作って欲しい」という声

があり、今年度から「第 3 分科会」として開催するこ

とになりました。

分科会の内容として、参加者がほぼ障害児学校勤務

の先生ということで、まずは自己紹介を兼ねて各校の

特徴や自分の働き方、今起きている問題につい討論し

ました。引き続きレポートの発表をおこないました。

異動になった勤務校で「窯業」を担当することにな

りました。「ゼロからのスタートした時の苦労」「今後、

引き継いでいく方のため『とらのまき』を作らないと

技術の伝承が現場ではできない」など「どの学科分野

においても必要になってきている時代に入っている」

とありました。

また、教諭と授業を展開していく中で「働く上で『コ

ミュニケーションが大事』という基本は『自分の想い、

意思を持つこと』それをどう表現するかが大事であり、

一緒に考えるようにしている」と報告がありました。

毎日のスクールバスの添乗業務での注意点や子ど

もたちへ配慮していること、また授業での担当業務に

ついて報告がありました。この中で「少しでも生徒た

ちに自信をつけさせて次のステージに送り出せるよ

うに手助けをしたい」と常に生徒目線になって寄り添

っている姿が伝わってくる内容でした。

1日目の最後は第2分科会の普通高校の先生方を交

えて「障害児教育」について学習する時間を設定しま

した。まず「障害児教育」を知るために筒渕さん（北

海道高・北海道白樺養護学校）からレポート発表して

いただき、その後に質疑、討論を進めました。特に職

業科の先生方から「発達障害」の生徒に対して職業科

の実習においての対応の仕方や評価の仕方などいろ

いろな発言があり、それに対して支援学校の先生や 1

日目に講演していただいた谷口藤雄先生、全教の土方

副委員長より専門的な立場から助言をいただき有意

義な時間を持つことできました。

残りの時間では、当初より参加されている分科会参

加者と「北海道の実習教員の現状と課題」と題した筒

渕隆一さんのレポートと「神奈川県における障害児学

校の問題」と題した小島純さんのレポートを基に実際

におきている問題について討論しました。

二人のレポートに共通しているのは先に挙げたよ

うに、京都高・新庄さんのレポートと同じく、技術伝

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

「物作りの授業のおもしろさを教諭とともにつくり、

この分野で何を教えるのかを考えながら

日々実践しています」

京都 中丹支援学校；新庄久美子さん

「特別支援学校に通う子ともたちとの関わり方」

香川高 高松養護学校；久保誠司さん

（1 日目、第２分科会の方をまじえて）

「神奈川県における障害児学校の問題」

横浜市高 港南台ひの特別支援学校；小島純さん

「北海道の実習教員の現状と課題」

北海道高 北海道白樺養護学校；筒渕隆一さん
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承をどうするかという深刻な問題です。教諭の先生方

に教えても異動になるケースが多く、１から伝授しな

くてはいけないという苦労が報告されていました。

2 日目は 1 日目の協議・討論の中で「先生方の中に

も・・・」という話題が出たので大人の「発達障害」

について討論をすることにしました。

支援学校ではコンビを組んで授業を見るが「相棒が

何もしてくれない」「授業にこない」「コミュニケーシ

ョンが取れない」のような発言がありました。また、

普通高校から支援学校に異動してくる教員は「発達障

害」の方が多いように感じるとも参加者からはありま

した。私たちは、生徒にも働く仲間に対してもいろん

な角度から学校自体を見ていく必要性を感じました。

分科会の最後に来年から第 3 分科会をさらに進化

したものにするにはどうしていくかを考えました。参

加者からは「普通高校の先生にもっと参加をうながす」

「討論する問題についてあらかじめ要項にいれてお

く」「今回のような他の分科会からの参加時間を設け

る」など意見が出されました。

私も普通高校に勤務する者として今回の第 3 分科

会は非常に勉強になりました。私の質問にもわかりや

すく「発達障害」の種類や内容を踏まえて説明してい

ただき、今の教育現場においては「障害児教育」はな

くてはならにものだと確信することができました。

■第４分科会

「教科外活動と実習教員運動」

第 4 分科会は、延べ参加人数 16 人、提出レポート

は 5 本でした。

昨年度まで、第 3 分科会で設定されていた「教科外

活動」が、今年から第 4 分科会で開催されることにな

り、１日目は、各県でとりくんでいる実習教員運動に

ついて、2 日目は、外国籍の生徒とのかかわり方や各

県の高校の現状について、レポート発表をおこないな

がら、熱心な討論と活発な意見交換がおこなわれまし

た。

佐賀県では、再任用されると 2 級に格付けされてい

る実習教員の賃金が 1 級になり、給与が 44％もダウ

ンしてしまいます。

2014 年度から再任用賃金の改善に向けたとりく

みをおこない、運動をすすめていく中で、2017 年度

は、再任用時の賃金について見直しを明言させる回答

を獲得したと報告があました。4 年前から採用試験対

策の学習会にもとりくみ、組織拡大につながっている

発表もありました。

愛知県では、2016 年 4 月 1 日から、職業科以外

の実習教員にも、一定の経験と選考により「実習教師

制度」実現したことや、実習教員採用試験時に必要だ

った健康診断書の提出がとりくみによって 2016 年

度の採用試験から廃止になりました。また、独立行政

法人教員研修センター開催の単位は認められないと

いう県の回答を、組合の働きかけによって単位が認め

られたという報告がありました。

また、組織拡大のとりくみとして、今年から実習教

員採用試験の情報交換会を開催したことや実習教員

の待遇改善の要求アンケートを一人ひとりに封筒で

おこなっているとりくみの発表もありました。

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

「佐賀高教組再任用実習教員の賃金改善と活動」

佐賀高 塩田工業高校；本村一政さん

「愛知高実習教員部のとりくみ」

愛知高 小牧工業高校；仲幸秀さん
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岐阜県では、数年前より「教員採用学習交流会」と

いう形で、教諭の採用試験の対策および情報交換する

場を設けていましたが、今年から実習教員についても

同じようなことを開催して、実習教員の採用試験の学

習や交流を深めながら「組合参加の呼びかけ」や「組

合活動の理解を得ること」「正規採用者を増やしてい

くこと」で、運動を広げて組合加入をすすめ、組織拡

大につなげていくとりくみの発表がありました。

実習教員運動の背景や「制度改革 最終報告」を基

軸にして討論をすすめました。

運動をすすめてきた歴史や「最終報告」の内容につ

いて説明があり「最終報告」以後の情勢や実験・実習

教育についてふれられました。「制度改革」の実現が

すすまない運動の現実にいらだちの声もよく聞かれ

ますが、私たち自身が「制度改革」に揺るぎない確信

を持って、それを実現するためのとりくみをすすめて

いくことの大切さを説かれました。

生活習慣の違いや言葉の壁がある外国籍の生徒が

入学してくる中で、どのように実験・実習を安全にす

すめていくことが大切なのか、様々な工夫をされて実

験・実習をおこなっている内容のレポート発表でした。

また、今の生徒は、私たちが想像もできないくらい

経験が少ない体験談も話され、その経験の少ない生徒

に実験・実習の楽しさを知ってもらうための工夫もさ

れている内容の報告もありました。

参加者からは２日間にわたって「再任用についての

問題点や賃金問題」「2 級ワタリ・格付けの見直し」「単

位認定講習に関する問題」「実習教員の採用試験対策」

「組合加入へ向けてのとりくみ」「実習教員待遇改善

に向けたアンケートの実施」「制度改革運動」を今後、

どのようにすすめていったらよいのか、実験・実習の

ノウハウや技術継承の問題、外国籍の生徒とのかかわ

り方、各県の高校の現状などについて、熱心な話し合

いと意見交換がおこなわれました。

実習教員が抱える問題は数多くありますが、全国的

に情報交換をおこない、問題を解決するための糸口や

とりくみ、攻撃をはね返すようなとりくみの大切さを

再認識する分科会となりました。

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

「岐阜教組『教員採用学習交流会／実教版』について」

岐阜 岐阜農林高校；杉山聡さん

「『制度改革最終報告』について」

大阪高 鳳高校；仲間保さん

「外国籍の生徒と実験・実習のとりくみ

―生活習慣やことばの壁を乗り越えて、

実験・実習を安全に行うためにとりくんでいることー」

埼玉高 川越工業高校；山田竹志さん

今年も、実教部事務局次長の

魚住さんに描いていただきました。
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《 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 15 名  2 日目 10 名

計 ２5 名  レポート数  6 本

司会者 鳥本紀子[1 日目] （和歌山高）、

山田 優[2 日目]（和歌山高）

・山田泰彦（大阪高） ・

感想文 森内陽子（長崎高） ・森田純子（長野高）

まとめ 分科会担当常任 鷲津康子 （愛知高）

◎実習教員のこれまでの苦労、これからの希望につい

て多くの意見が出ました。

◆これまでの苦労・・・学校裁量で全く仕事が違うこ

と（理科・事務・図書館など）。呼称について。

◆これからの希望・・・生徒は実験が好きだという事。

教室座学授業よりも実験をやりたいと思っている。

安全に解りやすく教える事ができ、生徒にいろんな

経験をさせる機会ができるなど。

また、実験のコツの情報共有ができました。たくさ

んの実験をしてきた先輩から聞くことができ、次の実

験に活かせると思いました。生徒実験の参考にしてい

きます。

悩んだりすることが多い中、同じ思いをしている人

がたくさんいることを知ると頑張っていける気がし

ました。悩みを伝えることが出来て心が軽くなり、自

分一人だけではないということを実感できました。

自分が生活している地域と違う他県の情報を知る

ことができ、有意義な時間を過ごすことができました。

次回もまた参加したい！

（長崎高 森内陽子）

◎いろいろな県の特色ある学科の先生方からレポー

トの発表を聞き、それぞれ器具を工夫し、身近な材料

を用いた実験など、大変参考になりました。

一番感動したのは、多忙な先生ほど実験に対する思

いが熱く、時間をうまく使っていることです。そのた

めの工夫は大変参考になりました。実験の事故事例に

ついては、動画での再現もされていていると聞き「是

非、その動画を見たい」との声も聞かれ、安全対策へ

の意識の高さを感じました。参考になる資料の紹介も

ありました。

1 日目の最後、発泡スチロール球による結晶モデル

の作成を大阪高の山田先生に指導していただきまし

た。その時に皆「やっぱり手を動かすのが一番！」と

感じたのではないでしょうか。作成しながら「生徒の

気持ちがわかるわ～」との声もあり、有意義な実習と

なりました。

他県の状況については、こういう場でなければ知る

ことができません。再任用の待遇、教員免許更新、配

置の問題など情報交換によって全国の実習教員がよ

りよい環境で働けるようにしていきましょう！！

（長野高 森田純子）

■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 16 名  ２日目 13 名

計 29 名  レポート数  5 本

司会者 三上賢一（青森高）

感想文 山内豊（静岡高） ・菅谷裕輔（宮城高）

まとめ 分科会担当常任 片桐和俊 （長野高）

◎レポートは 2 本でしたが、パワーポイントでの説明

があり、レポートはありませんでしたが追加の発表も

あり、解りやすくて良いものでした。

レポートやパワーポイントから見ることができた

先生方の苦労や苦悩は皆が感じていることであり、発

表後の意見交換や討論で出た内容で「共有できた話」

や「改善に向かえる意見」「専門が異なればこそ知り

得る話」など大変有意義でした。

実習教員や実習教諭が置かれている立場、やらねば

ならない仕事、悔しいが学校の良いように使われてい

る状況、管理職も知らない話も出されました。職場で

の改善が困難な話しも多く、県に違いはあるが全体で

働きかけなければならない問題だと感じました。

他にも身分によるものだけではなく「専門的なこと

を学ぶ高校が軽んじられているとも思える県の方針

はどこも変わらないのだな」「若手に協力性や向上心

が無いのもどこも同じなのだな」と悲しくもなりまし

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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たが、私も頑張って立ち向かおうと思いました。

発表に対する意見は当然ですが、そこから横道にそ

れて盛り上がる話もおもしろく楽しいのが、この全国

学習交流会の醍醐味だと思います。

実習教員・実習教諭の免許や認定、立場や扱いにつ

いて県によってどれだけの差があるか知ることがで

きてとにかく驚きました。

（静岡高 山内豊）

◎本分科会では、2 本のレポートの他、滋賀の松本先

生の発表と青森高の三上先生の発表、および私の疑問

を相談させてもらうという 5 つの問題あるいは課題

に対しての発表および質疑応答がありました。

1 つ目のレポートは愛知高の吉田先生から「あいち

の工業教育の展望」ということで新設校である愛知総

合工科高校について話がありました。くくり募集に関

する課題や入試の倍率、旋盤 44 台を使用した授業の

仕方、難関大学への進学できるレベルの生徒が入って

来るのかなどの質疑応答がおこなわれました。難関大

学への進学に際して「職業科の中に特別進学コースを

設ける必要があるのか」といった意見もありました。

「職業高校の持っている元々の使命・役割というのは

技術者養成で技術指導が大切なのではないか」という

意見もあり、白熱した意見交換となりました。

2 つ目のレポートは岐阜の安江先生から「総合実習

1 年生のとりくみ」でしたが、欠席のため滋賀の松本

先生が代わりに話されました。私も同じ農業高校の実

習教員として「1 年生の実習でいかに興味関心を持た

せ、高めるのか」また「実習作業における実効性や仲

間との協調生をどう養うのか」改めて考えさせられま

した。

滋賀の松本先生から課題研究についてパワーポイ

ントを使って話されました。過去には国土交通省大臣

賞を受賞している研究で長期的な継続研究がおこな

われていました。「行政や企業などと連携するときは

『これはやる。これはやらない』といった取り決めを

文書で残しておくことが大切で、そうしないとどんど

ん負担が増える可能性がある」と話され、私も課題研

究を教える者として気をつけようと思いました。

青森高の三上先生から「学校における労働安全衛生

管理体制に関して」について話されました。学校現場

でも衛生委員会の活用が大切なことを詳しく説明さ

れ、特に実業高校では未然の怪我や事故の防止のため

にも衛生と安全の管理が重要であるということがわ

かりました。

私からは現任校（畜産担当）において「搾乳時間が

朝は 7 時 30 分から開始で夕方の搾乳が終わるのが

18 時 30 分」ということで現任校の勤務時間である

8 時 15 分から16 時 45 分には絶対に収まりません。

「朝も勤務時間の 1 時間近く早く来ているのに 1 時

間早く帰れるわけではなく、畜産担当の先生がキツイ」

という話をおこない「解決策はないか」という質問を

おこないました。他の先生から「畜産ヘルパーを利用

するなどして搾乳を委託するのはどうか。ただし、現

任校だけではなくて県内の農業高校ではどうしてい

るのか調査することから始めることが大切。全てのお

膳立てをしてから校長先生に相談することが大切」と

教えていただきました。また「土日の管理については

現任校では日直制で 1〜2 ヶ月に一度担当することに

なるのだが、お金（手当）をもらうのではなく、代休

をもらうのが当たり前」という答えもありました。も

う一つ「薬品等劇物の取り扱い」について相談したと

ころ「機械警備の部屋に保存するのが当たり前で鍵も

個人では持たず、事務に保管しておくのが一般的」「ま

た資格についても劇物の資格が必要なので取得した

方が良い」と教わり、大変勉強になりました。

現任校には赴任してまだ 4 ヶ月にということで交

渉などはまだ難しいですが、本校の実習教員の先生は

私と同じ考えを持っている方がたくさんいます。時間

はかかると思いますが、頃合いを見計らって実習教員

同士団結して、本校における実習教員の労働条件・環

境が改善されるように交渉していきたいと思います。

昨年に引き続き 2 年連続で参加させていただきあ

りがとうございました。

（宮城高 菅谷裕輔）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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■第３分科会

「障害児教育」

参加者 １日目 13 名  ２日目 8 名

計 21 名  レポート数  5 本

司会者 筒渕隆一（北海道高）・小島純（横浜市高）

感想文 新庄久美子（京都高）・甲斐朋美（埼玉高）

まとめ 分科会担当常任 舟川智成（富山高）

◎1 年後には退職で、いよいよ店じまい・・・という

時に少しふりかえり、まとめでみたのですが、レポー

トというにはおはずかしいものでした。

しかし、みなさんのお話しを聞き「長くやってきた

分野（仕事）だったからこその実践ですよね」といわ

れ、「な～るほど。実習教員の特殊で様々な働き方に

も目を向け、少し余生を後輩の実習教員のために少し

でも力を尽くそう」と思いました。障害児教育の実習

教員の現状や課題を整理し、府教委交渉、学校現場で

の理解推進をすすめるために 1 歩踏み出さなけれ

ば・・・と思いました。

実習教員の顔は普段、相棒の 1 人しか見ていないの

で、今回、様々な学校でとりくんでおられる姿をみて、

「仲間」を感じました。ちょっとしゃべりすぎでいし

たがそれだけしゃべりたい仲間に出会えたというこ

とを感じました。お疲れさまでした！

（京都高 新庄久美子）

◎今回初めて参加させていただきました。特別支援学

校の実習教員の仕事内容が多岐にわたること、各学校

で抱えている問題について詳しく知ることができま

した。少数職種ゆえに他校の実習教員の方と話すこと

が無いので、今回全国の先生方の生の声を聞くことが

できてとても貴重な時間となりました。

特に印象に残ったことは、特別支援学校の実習教員

の先生方は生徒の安全や学習意欲の向上に深く携わ

っていて多様な仕事の中で日々生徒のために努力さ

れているということでした。

スクールバスの添乗の話や介護業務による腰痛の

リスクなど特別支援学校特有の問題から発達障害を

抱える子ども、教職員への対応など全体でも共有でき

る課題について深く掘り下げた話ができてとても勉

強になりました。話が尽きない分科会となり、次年度

もより多くの先生方のお話を聞けるのが楽しみです。

ありがとうございました。

（埼玉高 甲斐朋美）

■第４分科会

「教科外教育と実習教員運動」

参加者 １日目 9 名  ２日目 7 名

計 16 名  レポート数  5 本

司会者 仲間保（大阪高）・川越加世子（長野高）

感想文 本村一政（佐賀高）

まとめ 分科会担当常任 相馬浩明 （北海道高）

◎第 4 分科会に参加して、まず佐賀高から「再任用賃

金の改善にとりくむ活動」が報告されました。再任用

時給与削減の実態が示され、実習教諭の引き下げ率が

44.1%となり、再任用時月給が最低だったのに驚きま

した。

また、各県の再任用賃金の違いに活発な意見が出さ

れ討論においてさらに深めることができました。

岐阜県においては「任用試験を受けているのに 1 級

に下がる変なこと」になっており、埼玉県では「再任

用が始まった時から 2 級のままである」など再任用の

問題は大きな問題になっています。全国的に取り上げ、

文部科学省にも全教から進言して欲しいとおもいま

した。

愛知高の仲先生からは、実教部のとりくみについて

「認定講習にかかわる状況で講座数が減った」ことや

「組織拡大のとりくみ」や「採用試験情報交換会」「ア

ンケート」などたくさんの報告があり、大変参考にな

りました。持ち帰り、検討しようと思いました。

最後に 60 年の教職員組合の実教部のあゆみと運動

改革などが報告されました。また、原点に帰って「最

終報告」の内容を再度学ぶために「制度改革の考え」

を理解しなくてはならないと思います。制度改革の考

え方を考え直して各県統一した考えを持ちたいと思

いました。

（佐賀高 本村一政）

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

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

憲法を守り生かし、子どもたちが安心して学べる学校教育の確立と

ゆきとどいた実験・実習教育を実現させましょう

「どの子にもわかりやすい実験・実習教育をめざして」ここ京都市で開催された、第 26 回全

教実習教員部全国学習交流集会は、組織の違いをこえ全国から 24組織 57 名が参加しました。

本集会では、全国の実習教員が教育の専門職として奮闘している様子や、日頃職場で抱えてい

る問題などを交流しあい、今後の実習教員部運動をより発展させるものとなりました。

大企業優遇とアメリカ追随を唱え、「戦争する国づくり」に向け強行姿勢を崩さない安倍政権

は、国民生活の切り下げと弱者切り捨て、「環太平洋経済連携協定（TPP）・安全保障関連法案・

年金制度改革法案・特定機密保護法・（改正）介護保険法・共謀罪（テロ等準備罪）」と、数の力

による暴挙ともいえる強行採決を繰り返しました。

しかし、原発ゼロや安全保障関連法案廃止運動で全国に広がった、「安倍政治を許さない」国

民世論のうねりは、安倍政権打倒をめざす市民と野党の共闘に大きく発展し、東京都議会議員選

挙や仙台市長選挙では自民党政治に「ＮＯ」を突きつけ、国民不在の政治に審判を下しました。

今こそ「戦争する国づくり」ではなく、現行の平和憲法を守り生かし、国民が安心して暮らせ

る平和な社会の実現に向けたとりくみをすすめていきましょう。

「【教えにくい】【指導しにくい】生徒にはワケがある―高校の特別支援教育とは―」と題した、

谷口藤雄氏による講演では、2018 年度から実施される「通級による指導」への対応にあたり、

一人ひとりに応じた支援とともに、自立を促すための指導方法や、ゼロトレランスからの脱却、

さらに原点は入学させた生徒を必ず卒業させて社会へつなげることが、学校のあるべき姿だと説

明されました。

分科会では、わかりやすい実験・実習教育の実践紹介や、参加者が実際に手軽な理科実験を体

験し、学ぶことの楽しさについて触れました。また、さまざまな活動により子どもたちが成長し

ていく中で、私たち実習教員がどのように関わっているか、職業科における実験・実習教育の充

実では、教職員の労働安全衛生管理体制の確立に向けたとりくみをどのようにすすめればよいの

か、さらには、実習助手制度改革実現に向けた運動のすすめ方や、組織拡大の重要性について活

発な意見交換がされました。

今年から、新たに分科会として位置づけた障害児教育では、「通級による指導」の導入実施に

向けて、普通高校に勤務する私たちがどのように対応していけばよいのかという不安に対し、支

援学校の方々から、「特別な支援を必要とする子どもたちとの対話や接し方では、心にゆとりを

もって対応することが重要である」と、実践にもとづく対応事例の紹介があり、子どもたちが安

心して学べる学校教育の確立に向けて議論を交わすことができました。

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糧に、子どもたちが安心して生き生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ていきましょ

う。

2017 年 7 月 31 日

第 26 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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◆基礎的環境整備への出発点

一人ひとりに応じた支援や自立活動をうながすため

の授業を必要としている生徒がいるにもかかわらず、

基礎的環境整備がなされておらず、学校からの排除を

どう克服して行けば良いのかという、この思いを出発

点として、日本で初めての進路支援教員として動き始

めた。

自分で社会に向き合う力を付けていくために、本

人・保護者とともに周囲の理解が必要である。

だからこそ、学校という職場で生徒と向き合ってい

る大人たちが意識を高めあい、学校のあるべき姿を保

護者の理解と寄り添いながらすすめていくことが「通

級」には必要な問題だと提起している。

また、その学校からの排除をどうするのかにつて、

問題意識を持っておきたい。

◆京都府における支援学校のいま

全般的に生徒の減少は続いているが、義務制の支援

学校や通級指導教室の生徒は増加の一途をたどってい

る。（全国の中学校における通級指導生徒は平成 5 年

296 人→平成 26 年 8386 人）

また、中学校特別支援学級の卒業生が普通高校へ進

学するパターンが増加し、発達障害をはじめ生徒の抱

える困難が広範かつ重度化している実態でもある。一

方で、障害者や若者を守る法整備（障害者差別解消法

など）が進んでいることが挙げられる。

◆「通級による指導＝通級指導教室」について

「通級による指導」とは「自立活動」の指導を原則

とし、特に必要があるときは、障害の状態に応じた各

教科の補充指導をおこなうことをいう。

「インクルーシブ教育システム」の理念を踏まえ、

中学校における通級指導の生徒は増えてきているが、

高等学校では、障害による困難を改善・克服するため

の制度がないため、高等学校での適切な特別支援教育

の制度化が求められている。これらを踏まえ「高等学

校の特別支援教育推進に関する調査研究協力者会議」

（2016 年 3 月）の報告により、高等学校でも 2018

年 4 月から「通級による指導」が実施されることにな

った。

「通級による指導」は 1993 年に義務教育で導入さ

れ、2007 年にはあらたに発達障害なども対象とする

ようになった。高校においても基本的な考え方は同様

とし、障害による学習上または生活上の困難を克服す

るための教育をおこなうという規定のもと、高等学校

における教育の特徴を十分に踏まえて制度設計する必

要があるとされている。

2014 年度から全国で 22 校（ほとんどが困難校）

が研究指定され、とりくみがすすめられているが、ど

の研究指定校も通級対象生徒の選抜、自立活動の内容、

指導者等の問題で苦慮している。

では「通級による指導」の提起をどう見るのかとい

えば、通級ありきではなく、まず高校の特別支援教育

の充実が必要であるのと同時に、目の前にどのような

生徒がいるのか、その生徒たちに何が必要なのかを見

きわめることが大切であり、担当者任せではなく、学

校体制でとりくむ特別支援教育の創造性が必要である。

◆高校の特別支援教育の現状と課題

特別支援教育とは「特別な教育的ニーズを持つ生徒

の支援をおこなう教育」であり、その特別支援教育も

近年は〈既製服に合わせる教育〉から〈オーダーメイ

ドの教育〉への転換がすすんでいる。

いま高校教育の課題克服としては「生徒観」「生徒の

見方」の転換が求められている。

○教職員の力量向上

○「困難」を抱えている生徒をどう見るのか

〈困った生徒〉→〈困っている生徒〉がいる

○適格者主義〈排除と非寛容―ゼロトレランス 〉の克服

◆高校の特別支援教育の現状と課題

普通高校における「通級による指導」については職

員会議等で問題点を全教職員で共有し、特別支援教育

と通級指導の校内研修、導入する際の問題点、設備、

人的配置、困難を抱えている生徒の単位認定などにつ

いて明らかにし、必要なことを行政に要求していくべ

きである。

「通級による指導」は教育史上初めての試みであり、

教職員と保護者、本人の合意を得ながらすすめるべき

である。

講演「【教えにくい】【指導しにくい】生徒にはワケがある -高校の支援教育とは」
京都府立高等学校特別支援・進路支援教員

京都高 福知山高校分会（三和班） 谷口藤雄 氏


