情報化に向けた教員の自己研修とｺﾐｭﾆﾃｨｰ創り
‑「情報」関連の授業公開キャラバンの実践を通して‑
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〔概要〕 教員研修のあり方が，かなり工夫されるようになってきている。研修内容を決
め，適切な講師を選び，会場を設定して参加者を募ることは，必ずしも行政機関や各種学
会だけの役目ではなくなった。
「教える」より「学ぶ」が強調され，誰もがネットワークを
利用できる環境が整いつつあることで新しいタイプの研修可能性が生まれている。今回は，
大阪私学の実践を元にして，情報教員の自己研修に結びつくコミュニティー創りの要因を
分析してみる。
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免許講習会では，情報技術の講義や「個人

に多様性を内在させるメリットがコミュニ

作業としての体験的実習」が主として実施

ティー内で活かされてこない。

されたが，
「 生徒に情報活用能力を育てる方
法」について現職教員に十分イメージさせ
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ることが，結果的に極めて難しかったと言
わざるを得ない。

電子掲示板で様々な書き込みが，すぐに

閲覧できるというしかけは，上記の環境を

のバランスも重要になってくる。この２つ

サポートしていると言える。VBB ボードと

の環境を合わせた所に教員のコミュニティ

いう電子掲示板は，その画面設計に重要な

ーが存在していると言える。

工夫がある。その特徴は，記述内容が，容
易に把握できるところにある。また匿名性
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まとめ

を採用していることや，記入後に自分の意
見を削除することも認めているために，記

以上で見てきたように情報教員の自己

入者側からすれば，極めて書き込みやすい

研修に結びつくようなコミュニティー創り

環境が提供されている。

に大きく貢献した要因として，
（１）ネット

上記のような環境が整うことと，それを

ワークの有効活用と（２）ネット上で多様

運営していくこととは，相互に補完的な意

な意見を表明できる場の創造，そして（３）

味合いがある。つまり環境さえ整えれば，

誰でも参加できる雰囲気を持った対面の機

自然にコミュニティーが目指す方向に成長

会の提供，の３つがあることがわかった。

していくわけではない。

最近，ウェブを使った e‑Learning と呼

具体的には，環境を活かすには，様々な

ばれる教員研修形態も増えてきた。またト

意見を誘引するような書き込みが必要であ

ップダウン式で，受講者が講師の話を一方

る。そのことは，最初の意見がある程度書

的に聞く講義形式に対して，参加者が主体

き込まれないとその後の書き込みが順次増

的に関わるワークショップ形式の研修会も

えていかないことからもわかる。ある量を

人気がある。しかし実施形式でなく，研修

超えると自分と異なった視点の意見に面白

によって養いたい資質が従来と異なる教員

みを感じて書き込みが急に増えていく傾向

研修を目指すには，新しい枠組みをもった

がある

システムの検討が必要である。大阪私学が

ネット上と同様にお互いに対面してい

２年近く継続して実施してきた情報関連の

る意見交換会の場合にもそのような配慮が

授業公開キャラバンを通じた教員のコミュ

必要である。授業公開キャラバンには，情

ニティー創りは，今後の教員の研修のあり

報科以外の教員が多いことは前述したが，

方に重要な示唆を与えている。

それ以外にも企業関係者，大学生，大学院
生，学校事務職といった様々な立場からの
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教員は，そのバックグラウンドが私学教員
とは全く異なるために当然，別の意見を持
っている場合も多い。
このように見てくると「ネット上での意
見交換」と「対面式である授業公開当日の
意見交換」という「２つの意見表明の場」
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