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今求められる校内研修の企画・運営上の

工夫 

－「専門的な学習共同体」の成立と発展を

目指して－ 

 

大阪教育大学教授 木原俊行 

 

 本稿では，中高等学校における校内研修

の現状と課題を整理するとともに，それを

充実させるための「専門的な学習共同体」

としての校内研修のあり方について論述す

る。平成 24 年度以降，中高等学校では新し

い教育課程が本格的にスタートする。それ

ゆえ，ここでは，授業づくり（授業の設計・

実施・評価）に関する校内研修に焦点をあ

てる。 

 

１．中高等学校における校内研修の現状と

課題 

 

 中高等学校における校内研修の課題は，

量的課題＝研修時間を確保できない，質的

課題＝教科を越えた議論等が成立しがたい，

創造的な取り組みが生まれにくいといった

点に代表されよう。その原因や実情，解決

の方針等をここでは考察する。 

 

（１）研修時間を確保できない 

 学校現場は忙しい。そして，教師たちの

仕事は多岐にわたっている。一般的には，
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中高等学校では，小学校に比べて，例えば

部活動の指導，進路指導等に，教師たちが

より多くの時間とエネルギーを割くことに

なる。人が使える時間は有限であるから，

他の仕事が多ければ，当然，研修に費やせ

る時間は少なくなる。 

 しかし，研修の時間を確保できないとい

う問題は，そのスタイルを見直すと多少な

りとも解決する。例えば，授業研究は，そ

の企画・運営を工夫すると，比較的実施し

やすくなる。学校のスタッフが一堂に会し

て，誰かの授業を見学して意見を述べ合う

ものだけが授業研究であると固定的にとら

えると，多くの中高等学校では，その機会

は，極めて限定されよう。 

 授業づくりをめぐる教師間コミュニケー

ションを増やそうと考えている中高等学校

では，授業研究の概念を拡張している。研

究授業はその時間に授業担当がない教師や

研究授業を実施する教師と同じ教科・学年

の教師だけが見学する，指導案を見ただけ

でも協議会でコメントしてもよい，協議会

に出られない（そもそも協議会を開けない）

場合には，コメントシートを通じて授業や

指導案に関する感想を当該教師に伝える

等々，研究授業と事後協議会のスタイルを

多様化し，研修時間を確保できないという

問題を克服している学校が少しずつではあ

るが，増えてきた。 
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（２）教科を越えた議論やアイデア交流が

成立しがたい 

 「教科が違うので，（研究授業を見学して

も）コメントできない」という言い回しを

中高等学校ではしばしば耳にする。それは，

ある程度は，正しい。各教科の授業づくり

には，固有の論理がある。異なる教科の研

究授業を見学する際に，教師たちが，それ

に通じてないがゆえに，当該授業を解釈し

づらい，評価しにくい，その改善点を考え

にくいと感じるのも，無理からぬことであ

ろう。 

 けれども，およそ授業である以上，たと

え教科が違っても，その授業づくりには共

通する考え方や手法も存在する。例えば，

指導者と生徒の間に双方向のコミュニケー

ションが成立しているか，授業のねらいが

開始時に確認されているか，個に応じた手

だてが取り入れられているか等々，授業づ

くりの基本原理は，異なる教科の教師間で

も共有すべきであるし，それを基にして互

いの授業を相互評価しうる。 

 さらに，言語活動の充実や思考力・判断

力・表現力の育成，ICT 活用といった，今

日的な授業に期待される指導と評価につい

ても，教師たちは，汎教科的に検討すべき

である。i要するに，授業づくりの論理には，

教科による独自性と，教科をまたいだ共通

性がある。たとえ教科が違っても，後者に

ついては，教師間で共同的に検討できるし，
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またすべきである。 

 

（３）創造的な取り組みが生まれにくい 

 中高等学校の教師たち（とりわけ，いわ

ゆる５教科の担当者）は，生徒の進路を念

頭に置くと，教科書の内容をすべてカバー

する，彼らに練習問題の量をこなさせると

いった点を授業づくりで優先することにな

る。入試のシステムは多様化しつつあるし，

テストの問題も思考力や表現力を問うもの

が増える傾向にあるが，それでもなお，全

体としては，ペーパーテストにより知識・

理解の習得の程度を確かめるスタイルの入

試が一般的だからだ。 

 だから，教師たちは，生徒が思考や表現

にたっぷり時間を費やすような教材を導入

するのをためらう。いきおい，教材内容を

解説し，それを生徒に吸収させ，その定着

を図る授業スタイルに，自らの授業を限定

することになる。そして，それが続くと，

いつしか，授業づくりに創造的に着手する

姿勢を忘れたり，そのアイデアが不足した

りする事態に陥ってしまう。 

 そのような事態を回避するためには，授

業づくりを，年間計画，カリキュラムレベ

ルで検討するとよい。上述したような授業

づくりは，教材開発，学習環境の整備，授

業の複線化等を伴う場合が多い。それゆえ，

毎時間，毎単元（題材）において実現でき

るものではない。筆者の経験則では，「学期
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に１回」程度，教科書の内容の習得等から

発展して生徒が思考・判断・表現を繰り広

げる取り組みを成立させていれば，中高等

学校の教師は，創造的な授業づくりに着手

していると言えると思う。 

 

２．「専門的な学習共同体」の成立と発展を

目指して 

 

 １では，中高等学校における校内研修の

課題の原因や実情に加えて，その解決につ

いても若干考察した。それらの課題の解決

にいっそう本格的に取り組もうとするなら

ば，教師たちは，専門職集団として，同僚

との共同的な学びを尊び，それぞれが有す

るアイデアやリソースを共有化する文化を

豊かに育む必要がある。それは，今日，「専

門的な学習共同体（Professional Learning 

Community）」として概念化されるものだ。ii 

学校が専門的な学習共同体として成長と

遂げるために，校内研修は，どのように企

画・運営されるべきであろうか。以下，授

業研究とそれ以外の研修活動に分けて，そ

の原則を語る。 

 

（１）参加型の授業研究の企画・運営 

学校で生徒が過ごす時間の大半が授業時

間である以上，校内研修の主柱には，もち

ろん，授業づくりを具体的に検討する研修

である授業研究が位置づく。 
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しかしながら，「授業研究会におけるディ

スカッションが盛んでない」と嘆く教師た

ちの声をよく耳にする。それを回避すべく，

研究授業後の協議会に，いわゆる「ワーク

ショップ」を，つまり能動的な活動を導入

し，教師たちが積極的に意見やアイデアを

交換する場面を構成する営みが普及しつつ

ある。iiiそのような営みには，参加者が授

業についてのアイデアを積極的に共有する

ような仕掛け，環境，手続き，道具の準備

が切望される。こうした考えに根ざして，

写真１のように，研究授業の見学中（後）

に記した付箋紙を分類したり，それをもと

に授業評価を繰り広げたりする活動等を事

後協議会に採用する学校が増えている。 

また，いくつかのは，研究授業の見学や

協議会における議論から，各教師が自身の

写真１ ワークショップ型の事後

協議会 
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授業改善を展望することを促すために，「振

り返りタイム」を事後協議会に設定してい

る。そこでは，教師たちが，当該研究授業

や事後協議会を経て自身の授業改善を今後

どのように進めるつもりであるかを相互に

語る。写真２は，その様子である。彼は，

この日，自身のものとは異なる教科の授業

を見学したが，その様子や同僚のコメント

に学んで，自分の授業改善の方針を定め，

その具体化の構想を仲間に語っている。 

 筆者は，このような「自分化」を重んじ

る中学校をいくつか知っているが，そのう

ちのある学校では，それを研究授業見学時

から各教師に促すために，「自分化シート～

私の授業改善プラン」を作成し，配布して

いる。このワークシートには，当該研究授

業に関する気づきとともに，それを踏まえ

た，自身の授業改善の構想をメモする欄が

用意されており，研究授業を見学する教師

は，見学中から
．．．．．

，その欄に書き込みをして

いく。 

 

（２）授業研究を連続・発展させるための

写真２ 研究授業を見学した教師

が自身の授業改善を宣言 
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装置の整備 

 上述したように，授業研究は，専門的な

学習共同体としての学校が成立し，発展す

るための文化的装置である（前述したよう

な企画・運営上の工夫を伴えば）。 

 そして，それは，図１内の他の活動と連

動することで，いっそう豊かに機能する。iv

例えば，研究紀要等の文書に，研究的実践

の足跡を残し，その総括を記すことで，教

師たちは，自身の過去の実践と向き合える。

また，同僚の実践と自身のそれを比較検討

できる。研究紀要等を作成するという活動

は，書くことを通じた，授業づくりに関す

る対話と探究の継続・発展に他ならない。 

 あるいは，研究発表会の開催によって，

教師たちは，専門的な学習共同体を学校外

にも拡充する契機を手にできよう（他の学

校の教師たちと授業づくりに関して十分に

語り合う機会を保証できるプログラムなら

ば）。 

 各学校では，研究推進リーダーのイニシ

アチブの下，授業研究の成果をこれらの活

動によって増幅させて，専門的な学習共同

研究紀要
等の作成

授業研究会の企画・運営
研究テーマ
の設定

年間の活動計画の策定

学⼒調査の
有効利⽤

研究発表会
の開催

部会等の構成

図１ 校内研修の企画・運営モデル 
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体を成熟させるとよろしかろう。 

 

注 

                                                  
i 例えば，木原俊行（2011）『活用型学力を

育てる授業づくり』（ミネルヴァ書房）を参

照されたい。 
ii その概念は，次のような著書に学ぶとよ

ろしかろう。 
Hord, S. M. & Sommers, W. A. (2008) 
Leading Professional Learning 
Communities: Voices from Research and 
Practice, Corwin Press. 
Katz, S., Earl, L. M. & Jaafer, S. B. 
(2009) Building and Connecting 
Learning Communities: The Power of 
Networks for School Improvement, 
Corwin Press. 
iii 木原俊行（2004）「研究授業の実施と結

果の活用」木原俊行編『［学習指導・評価］

実践チェックリスト』（教育開発研究所）や

村川雅弘（編）（2005）『授業にいかす教師

がいきる ワークショップ型研修のすす

め』（ぎょうせい）を参考にしていただきた

い。 
iv 木原俊行（2009）「授業研究を基礎とし

た学校づくり」日本教育方法学会編『日本

の授業研究＜下巻＞授業研究の方法と形

態』学文社や木原俊行（2006）『教師が磨

き合う学校研究』（ぎょうせい）を参照して

いただきたい。 


