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現状を把握する 議論する
教員の働き方について考える前に…

そもそも、教員（先生）って

どんな人たちで

どんな仕事をしているの？

教員として働くことを支えるモチベーションって何？

これらのことを教員同士が議論することから始めたい！



公立学校数 教員数 （平成２９年度学校基本調査より）

概数

33,920校 12,819,313人 986,577人

学校数 児童生徒数 教員数

小学校 １９，７９４校 ６，３３３，２８９人 ４１８，７９０人

中学校 ９，４７９校 ３，０６３，８３３人 ２５０，０６０人

高等学校 ３，５７１校 ３，２８０，２４７人 ２３３，９２５人

特別支援学校 １，０７６校 １４１，９４４人 ８３，８０２人



勤務実態調査（文科省）、「過労死防止白書」（2018年版）などから

勤務時間（労基法、勤務時間条例） 週38時間45分（1日7：45）

〇勤務時間週60時間以上の 「教諭」

小学校 33.5％

中学校 57.7％

〇１日当たりの平均勤務時間（繁忙期、通常期、休業期）

教諭 １１時間１７分

主幹教諭 １１時間４７分

副校長・教頭 １２時間３３分

月４5時間 年間３６０時間以内 どうすれば？



実は、教員自身が働き方改革を阻んでいないか？

〇 同じ学年、同じ教科の教材をそれぞれ独自に作成（融通しあわない）

どうして共有できないのか？（協働、分担できない？）

〇 学級目標、学習目標、生活目標、班目標、個人目標、…目標だらけ

目標の達成評価をしないで改善できる？（絵に描いた餅状態）

〇 連絡帳、生活記録ノートを毎日学級の全員に一言を記入している

教員の自己満足（言い訳）じゃないの？ 負担の割に効果薄？

〇 学習規律や生活ルールには厳しいのに、学力・学習定着には甘い

学習規律を身に付けないと学習はできないとは考えるが、学習
規律が身についているのだから学習ができないはずはないとは考えない？

〇 学習規律や学習態度が整わないと授業が成立しないと思い込んでいる

子供たちにとって楽しく、よくわかる授業であれば、学習態度
もよくなるという発想に至らない先生の授業ってどんな授業？



どうしてこんな状態に陥ってしまうのか？教育の原点を忘れていないか？

〇 指導方法、教材研究、生徒指導観など教職の専門性の議論を避ける

学びを仕事とする「先生」が、よりよい学びを求めて同僚と話し合ったり、議

論したりすることを避けている学校は学びの場と言えるか？

〇 担任王国の学習指導、生活指導、生徒指導から脱却できない

完璧な担任はいない！新任がベテランと同じ達成度であるわけがない！体調

不良、家庭の事情を抱えて担任独りでできるか？

〇 部活動では勝利主義、学習評価は平均点主義、仕事評価は時間量主義

子供の顔や声に、目と耳を傾けない独りよがりの指導の陰で、

不器用な子、弱い子、遅れている子が泣いているかもしれない？

〇 愚痴や苦労があいさつになっている職員室

改善しよう、変えてみよう、やってみようの意欲が湧かない？

改善や改革の機運が育たない職場では働き方改革は絵に描いた餅



教員の働き方改革について考える 2019.01.09

教職（教師の仕事）とは… 困難性 参考：久富善之「日本の教師」2016

〇 専門職であるが社会的評価は高くない（医師、弁護士との比較）

・教員数…約１００万人が従事

・仕事の評価が可視化しにくい（専門職としての医療、裁判結果など可視化）

・失敗のリスクも可視化しにくい（医療過誤、裁判敗訴）

〇 公教育（学校制度）の場での学び

・学校制度によって強制的に学校に集められた子どもたちは、

必ずしも全員が学びたいとは思っていない。

〇 学習内容（知識や諸価値）を活用できない学校という閉じた場

・生活の実感や必要感の乏しい知識を扱うための指導方法等を設定する

ことが難しい。

〇 教師（教える側）と学ぶ側（子供たち）を結ぶ心的作用は「信頼」

・教師の力量や仕事の成果は子どもたちの心的、知的レベルによって異なる

・数値化できない（感情 情緒 好き嫌い ）



教職（教師の仕事）の特殊性…

〇 専門職（教員免許） プライド感に謙虚さがあるか

・子どもたちの学びを支援するために教師自身が学び続ける必要

・教科領域の学習内容だけでなく、学ぶ子どもたち個々と集団に対応

〇 裁量性（時間、学習内容、指導方法、準備）こだわり感の調整

・教材作成などの裁量性をどうコントロールするか

・裁量を間違うと独りよがりの価値観、満足感に陥る

〇 経験の知見 職人感を伝授

・新人とベテランの格差をどうするか

・個々の個性や適性をどう組み合わせるか

〇 感情主体への対応 受容感からの出発

・相手は感情を持つ子供たち（場合によっては保護者等）



独りでは改善も改革もできない。チームでやるしかない！

どこから 何から 始めればいいのか…

新採用教員がいる 臨時的任用教員もいる

育児や介護を抱えた教員もいる

10年20年のベテラン教員もいる

支援員やボランティアスタッフもいる

そして、子供と保護者もスタッフとして活用する

学級を閉じない 学年を閉じない 学校を閉じない

成果も課題も悩みも話し合う、議論することが出発点！

教員同士がオープンに話し合えない組織は働き方を変えることはできない



例えば、 さあ、新学期がスタート

〇新採用２年目の教員は授業をこなすことだけで精いっぱいで、目の前の

子供たちを実はじっくりと見ていない。教科書を終わらせなくては…、

子供たちが言うことを聞くようにしなくては…、保護者からクレーム

が来ないように…

〇１５年目のベテラン教員は、この子はできる子、あの子はできない子、

その子は素直な子、あの子たちは学習意欲がない子、とすぐに安易にラ

ベリングして、そのラベルを基に授業をしている。

学年主任から、このような二人と学年を組んで三人で４月から３年生の
学年がスタートしますが、どんな学年経営をしたら子供たちも楽しく、ま
た教員も働き方改革（残業を減らし、教員としての充実感を持てる）に向
かうと思いますか？と相談されました。

副校長・教頭としてどんなアドバイスとサポートをしますか？



具体例で考える

〇 教育現場に特効薬はない（同じ現場はない）

〇 やってみなければわからない実践スピリット 教員の構え

〇 失敗は当たり前にある、と覚悟できるか

醸成 サポート

副校長・教頭に求められる構え

フットワーク 弾力的思考 理知と情熱を秘めた調整力



何を自覚したらいいの？（まず自助を行うために）

〇 仕事で楽しい、充実している、達成感を感じるのはどんな時（内容）

（できるだけ具体的に）

〇 仕事で苦しい、負担を感じる、疲労感を感じるのはどんな時（内容）

（できるだけ具体的に）

達成感（充実）－ 負担感（負担） ＝ 負担（残業感） → ＋ or －

（留意点）→ ○○感は個人差があること。

教員の仕事には裁量幅が大きいこと。

職場環境の違いからの影響（校種、規模、地域）

一人ではできない → 共助（学校組織） で改善点の洗い出し

達成目標と妥協目標（覚悟とあきらめ）



具体的な改革方策を考える 学校組織としての構え

例えば、学校組織として、各教員がどう働くのかの構えとしてスポーツで例示すれば…

（１）教員組織をどう組み立てていくか（団体スポーツを例に考える）

〇 団体戦（チームワーク）チームワークの様々なタイプ

ラグビー型 →様々な個性＜得手・不得手＞

アメリカンフットボール型 → 個人能力 徹底した役割主義

柔道・剣道型 → 対戦相手との比較・検討

バスケットボール型（攻撃中心）→ オフェンス重視 得点を取る

サッカー型（守り中心） →ディフエンス重視 得点を取らせない

野球型 → 時間無制限 作戦の多様性

（２）教員個々のモチベーションを喚起するには（役割分担と遂行達成感）

トライ タッチダウン 一本 シュート ゴール に至る一人一人のポジション



教員像の構築 実は教員各位が働き方改革を議論する前に教員像を確認
していないことが改革を困難にしていないか？

教師＝生産者 で 子供保護者＝消費者 という意識から

教師も子供も保護者も人材育成者（生産者でもなく消費者でもない）意識へ

教師は独りで働かない。それぞれが個性を生かしてチームとして働く。

こだわる場面＝裁量 チームで働く場面＝専門職

例えば、学級経営と学年経営は誰のためのものか? と問えば、

これまでの学級王国はチーム学校の足を引っ張っていないか？

新任と１０年経験のベテランが同列？

同学年を担当する教師は同学年のどのクラスの子の担当でもある。

どの子供も大事 誰も落ちこぼさない 保護者・地域がチーム信頼



教員の仕事の特殊性から 何が見えてくるか

実は教員の仕事は多くの顔を持つ
労働者（でも中身は…）

デザイナー（教育活動・教育経営）
クリエーター（教材作成・教室環境）
エンターテイナー（人間関係作り・教育相談）
研究者（教育実践研究・学びの開発者）

職場での働き方改革は、教員個人と教員組織双方から改革

コーディネーターが教頭（副校長）



それでも 教師を目指す人がいる？

かなり多忙で 多くの負担を感じている実態

なのに、もう一度生まれ変わっても教員になりたいか？

「もう一度仕事を選べるとしたら、また教員になりたい」と答え
た割合：参加国平均＝77.6％／日本＝58.1％（中学校教員）

国際教員指導環境調査（OECD 2013年調査）

本来は教職という仕事は魅力的な仕事である

では、教職の魅力って何？ 子供たちのために何でもやること？

何でもやっていたら 教職の魅力は色褪せ、負担感だけが増す！



さて、あなたは、あなたの学校は
どこから始めますか？

〇 教員の本来の仕事は何か？ 原点に返ろう

〇 「子供のためなら、子供のために」ではなく、

子供の何を伸ばしたいのか？ 子供にどんな力を付けたいの？

〇 教職の原点を支える教員免許を持つ者しかできないことは何？

〇 子供たちが過ごす学校生活の8割を占める時間は何？

目指す改革改善は 授業に始まり、授業で終わる。

授業について語り合うことから働き方改革が始まる。

語り合う職場になっていますか？


