
1.問題設定

日本の学校では，学校単位や学年単位で協働しながら

指導のありかたを追求する。しかしながら，同僚教師と

協働的関係を築くことは容易ではない。葛上は，複数の

教師が協力して授業改革に取り組む時に，問題点を明ら

かにせず臨んだ場合，その授業改革はスムーズに実行さ

れないことを明らかにした1）。しかしながら同時に，問

題点を明らかにしようと議論しても意見の一致をみるこ

とが非常に困難であるという趣旨の発言をベテラン教師

の一人から引き出している。また，宮本は，教師に対す

る面接調査の中で，「表面上は協調しているようなふり

をしているが、実際ちょっと奥に入ると全然違うことを

言っていたりする」という発言を引き出している2）。

日本の学校における協働について，小島は，「教育活

動上の実際の必要から自生的に協働がつくられた部分と、

経営の必要から教育目標達成に向けて協働がつくられた

部分」があり，「経営の観点から協働を求める意味合い

が強くなっている」と指摘している3）。言い換えるなら

ば，教育実践を自主的に進めるための手がかりとなる協
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入れている。

近年，東京や大阪など大都市では，教員の年齢構成のドーナツ化現象とトップダウンの指揮系統の強化に
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働よりも，管理的側面の強いトップダウン的に求められ

ている協働が重要視されているということだろう。小島

の指摘を裏付けるかのように，黒羽の研究は，正にトッ

プダウン的な教育目標達成に向けての協働に焦点化した

ものである。この研究では，30年以上の伝統のある

「学習意欲の育成」という教育課題を追求する小学校の

教育課程開発において，個々の教師が価値・信念を共有

していく過程を対象として，協働の内実を明らかにして

いる4）。

しかし，日々の教育実践のために協働を模索する自主

的な協働が必要でなくなったわけではなく，その研究の

充実が求められている。しかし，これまでの先行研究で

は，自主的な協働的関係を形成していくという目標が固

定されていないために，「不確実性（uncertainty）が協

働的な教育実践を妨げ、個別化を促進するものとして捉

えられることが多かった」5）し，個々の教師に着目しな

がら自主的な協働的関係の構築の実態を明らかにしよう

としたものは，筆者の管見の限りではあるが，存在しな

い。

よって本稿では，教師が自主的な協働的関係を構築し

ようとする際に，どのように進めていこうとしているか

について面接調査したデータをM-GTAによって分析

し，その戦略的要素を実証的に明らかにすることを目的

とする。協働的関係の構築を研究対象とするならば，本

来，同僚教師との間に生まれる相互作用にも着目しなけ

ればならないが，本稿では自主的な協働的関係構築のた

めの研究の第一段階として位置づけ，協働的関係を構築

しようとする教師の働きかけの戦略を明らかにすること

に焦点化する。

なお，本研究は次の2点において，都市文化研究とし

て意義あるものである。第一に，都市に著しい教師の年

齢構成のいびつさによる経験の伝達を理論的に助けるも

のとなっている6）。第二に，自主的な協働的関係の構築

をめぐって研究することは，東京や大阪など大都市を中

心にすすめられているトップダウンの管理体制強化 7）

による同僚性の崩壊に対抗するものとなる。

2.研究方法

（1）研究方法と本稿の構成

本稿では木下が考案した修正版M-GTAを研究方法

として用いている。これまでの協働的関係構築をめぐる

研究は，エスノグラフィー研究が多い8）。しかし，それ

はトップダウン的な協働的関係を対象としたものであり，

分析対象は限られた時間と空間における場所であった。

一方，自主的な協働的関係構築をめぐる場は学校内にと

どまらず，また時間も問わない。そのため，エスノグラ

フィー調査は限界がある。よって本稿ではデータを面接

調査で集めることにした。そして，これらのデータを

M-GTAで分析した。

そもそもGTAとは，グレイザーとストラウスによっ

て考案されたものである9）。この研究方法は，データか

ら一定の時間で区切ったコードを抽出し，コード同士を

関係づけてカテゴリーを生成し，考察を促す研究方法で

ある。プロセス的性格を持つ領域に密着した理論を生み

出すといった特性から，今日においては，看護や福祉の

領域だけでなく，その応用が教育学領域においても期待

されるものである10）。

木下による修正版M-GTAは，時間ではなく意味単

位でコードを抽出することで，GTAよりもさらにコン

テクストを重視した分析手法となっており，GTAより

も面接調査の分析に適している11）。

M-GTAではデータを意味単位で区切ったコードが理

論的飽和化したことを確認されるまで続けられる。本稿

における理論的飽和化は，コードから生成した概念を比

較検討していくことで，新たな概念が見つからないこと

を確認することで判断している。

本稿は三段階で構成されている。第一段階では，ジェ

ンダーやセクシュアリティをめぐる教育実践に対して協

働的関係の構築を目指す教師に面接調査し，コード及び

概念を生成している。第二段階では，特別支援学級担任

に面接調査し，第一段階でのコード及び概念を検証し，

洗練している12）。第三段階では，以上の手続きで理論的

飽和化に達した概念から，さらにカテゴリーを生成し，

教師の協働的関係の構築過程について考察する。

（2）面接調査・分析の手続き

調査対象者の選定は調査者の研究目的に照らして，グ

ループごとに任意に選定される13）。

本稿の調査協力者は，大阪府と川崎市の公立の小学校

の教師である。どの教師も教職歴 15年以上の経験を積

んでいる。第一段階ではジェンダーやセクシュアリティ

をめぐる教育に取り組む教師，第二段階では特別支援学

級担任の経験のある教師に協力を依頼した。

第一段階の調査協力者のグループを選定した理由は，

ジェンダーやセクシュアリティをめぐる教育がバックラッ

シュの影響などで，教育実践の中でも協働的関係を築く

ことが，ことさら困難な状況にあるためである14）。また，

ジェンダーやセクシュアリティをめぐる教育に取り組む

ことは教師自身に価値観の省察をせまるものであるから，

それに対して抵抗感を抱く教師が多い分野ということも

ある。これらのことから，同僚教師と自主的な協働的関

係を構築しようとする場合に特に困難さが顕れると考え

た。

また，担当教諭と勤務地の属性に幅をもたせることで
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一般性の確保をねらっている，

第二段階での調査協力者のグループを特別支援学級担

任の経験のある教師としたのは，そこに在籍する子ども

を教育するためには，少なくとも原学級と特別支援学級

の担任が協働的関係であることが求められているためで

ある15）。さらに，特別支援学級担任が協働的関係を構築

する難しさは当然存在するものの16），ジェンダーやセ

クシュアリティをめぐる教育とは異なって，学校教育法

に特別支援教育が位置づけられていることなどから，学

校現場でも，特別支援教育のために自主的な協働的関係

を構築する必要性については一定の理解を得やすいとい

う条件では好対照となっており，理論的飽和化を確かめ

るのに適していると考えたためである。

調査協力者となった教師には，調査目的を伝えたうえ

で，面接調査の協力を依頼した。了解を得られた6名

（表1）の調査協力者に改めて研究の趣旨，調査で得ら

れたコードへの筆者の解釈が正しいかどうか確認を求め

ることを説明した。調査においては録音が可能である場

合は録音し，そうでない場合は調査後にメモを基にでき

るだけ詳細に思い出しながらインタビューノートを作成

した。

調査時期は，2007年3月から2010年7月までである。

面接調査方法は半構造化面接で，一人当たり1時間半か

ら2時間半の調査を1～3回行っている17）。面接・テー

プ起こしは筆者が行った。

コードからの概念生成，概念生成からカテゴリーを生

成するにあたっては，筆者のほかに教育学研究者2名が

分析の妥当性を検討した。

3.結果

（1）第一段階

① 目的

ジェンダーやセクシュアリティをめぐる教育を実践す

るにあたっての同僚教師との協働的関係を構築しようと

する過程を対象にしてコードを抽出し，概念を生成する

ことが第一段階の目的である。

② 面接方法

面接調査は半構造化面接によっておこない，これまで

の教師生活の中でジェンダー・セクシュアリティの教育

に関して，同僚教師と協働的関係を構築しようとする場

合に同僚教師にどのように働きかけるのかについて自由

に語ってもらった。

③ 結果と考察

第一段階の面接調査により得られたデータをコード化

した。（表2）はそのコードと具体例を示したものであ

る。表中の（ ）はデータ元の調査協力者の教師を示し

ている。重複するコードも存在したが，紙幅の関係上，

一例を示すにとどめている18）。（表3）はコードから概

念を生成したものをまとめたものである。

「教育実践の公開」・「子どもの実態の提示」・「子ども

についての情報交換」は子どもが発達上どのような課題

を持っているのかを提示し，それにあわせてどのような

指導をおこなったのか，その結果，子どもがどのように

変わったのかということを説得的に示そうとしたもので

ある。これらのコードから「子どもと子どもをめぐる環

境についての認識の共有を目指す働きかけ」という概念

を生成した。

「自身の学習活動によって得た情報の提示」は，「自身

の学習活動を基本に理念の共有を目指す働きかけ」と意

味づけ，概念を生成している。

A教諭は一度だけ，卒業式の混合名簿導入の是非を

めぐって，数時間にわたる激論をとばしたことがある。

その結果，反対していた男性教諭が最後に折れることと

なったけれども，次の日の職員打ち合わせ後，雑談で周

りに聞こえるように，その男性教諭から「（男女混合に）

こだわっている人がいて仕方ないからやります」と言わ

れてしまう。共通理解をつくりだしたのではなく相手の

妥協を引き出したにすぎないことをまざまざと見せつけ

られたこの苦い経験は，「一方的に自身の理念の正しさ

を主張する」ことではうまくいかないという気づきを

A教諭にもたらした。このコードから「一方的に自身

の理念の正しさを主張」というサブテゴリーを生成した。

「文部（科学）省の方針の提示」・「所属する自治体の

方針の提示」・「所属する教員組合の方針の提示」・「外部

協働的関係を構築しようとする教師の働きかけの戦略（上森）
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講師の招聘」・「保護者の要求の提示」・「赴任している学

校の教育目標の援用」はいずれも，学校教育において一

定の権威をもつもの（尊重すべきとされているもの）の

方針・発言を活用もしくは利用したものである。いずれ

も教師が目指す理念に第三者（機関）から説得性を持た

せることが意図されている。これらから，「学校運営・

教師に影響のある機関・人物の方針等を活用しての理念

の共有を目指す働きかけ」という概念を生成した。

運動会や卒業式での男女混合名簿の導入など，学校全

体での取り組みとなるものは，「教師全員が参加する会

議での合意形成」が図られる。その会議などではあらか

じめ，「反対意見が出た場合に備えたルールづくり」・

「実践を共有するための場づくり」・「専門性を意識した

発言・役割分担を促すルールづくり」・「合意形成に関わ

る全ての教師が論議に同じ条件で参加することを要求」

などがおこなわれている。これらのコードから「学校を

あげて取り組みができるような民主的な議論の場づくり」

という概念を生成した。

また，同僚教師の個人的な事情に対応するための，

「すぐに使えるよう工夫した学習指導案の提示」・「反対

意見の内容を予想して折り合いをつけられる点を考えて

おく」というコードから「相手の状況に応じた提案の準

備」という概念を生成した。

「職場での同僚とのつきあい方」・「職場外での同僚と

のつきあい方」という概念では，教師たちのライフストー

リーの違いから同僚との付き合い方の違いが顕著であり

興味深い。しかし，その違いの根底にはいずれの教師に

も，同僚とのつきあいを通じて「自身への信用を深める

こと」がジェンダー・セクシュアリティの教育の説得性

を増すという思いがあった。

（2）第二段階

① 目的

特別支援学級の担任を経験した教師が同僚教師との自

主的な協働的関係を構築しようとする過程を面接調査し

たデータから，第一段階で生成した概念を検証し，理論

的飽和化を確認することを目的とする。

② 面接方法

特別支援学級の担任として，同僚教師と協働的関係を

協働的関係を構築しようとする教師の働きかけの戦略（上森）
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構築しようとする過程について，半構造化面接をおこなっ

た。

③ 結果と考察

第二段階の面接調査により得られたデータをコード化

し，第一段階で生成した概念と照らし合わせて検証した。

（表4）はその概念と具体例を示したものである。表中

の（ ）はデータ元の調査協力者の教師を示している。

「子どもと子どもをめぐる環境についての認識の共有

を目指す働きかけ」・「自身の学習活動を基本に理念の共

有を目指す働きかけ」・「学校運営・教師に影響のある機

関・人物の方針等を活用しての理念の共有を目指す働き

かけ」・「学校をあげて取り組みができるような民主的な

議論の場づくり」・「相手の状況に応じた提案の準備」・

「職場での同僚とのつきあい方」の概念では，それぞれ

コードが確認された。

「職場外での同僚とのつきあい方」・「自身への信用を

深めること」の概念では，特別支援学級担任としての協

働的関係の構築過程に直接かかわっているコードとして

は認められないけれども，意識的に活動していることが

確認されている。

「一方的に自身の理念の正しさを主張」の概念にあて

はまるコードは確認されなかった。

そして，第一段階で生成した概念に吸収されないコー
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ドの存在が確認できなかったことをもって理論的飽和化

の判断を行った19）。

4.総合的な考察

（1）カテゴリーの生成

これまで生成してきた概念を再編成し，カテゴリーを

生成した。（表5）はその再編成を示したものである。

概念の「子どもと子どもをめぐる環境についての認識

の共有を目指す働きかけ」はそのままカテゴリーとした。

このカテゴリーは，子どもの実態について認識の共有を

目指す働きかけを対象としたものである。

「自身の学習活動を基本に理念の共有を目指す働きか

け」・「一方的に理念の正しさを主張」・「学校運営・教師

に影響のある機関・人物の方針等を活用しての理念の共

有を目指す働きかけ」の概念は「教育実践の理念の共有

を目指す働きかけ」というカテゴリーに再編成した。こ

のカテゴリーは，様々な手法を用いながらも，同僚教師

との理念の共有を目指す働きかけを対象としている。

「学校をあげて取り組みができるような民主的な議論

の場づくり」・「相手の状況に応じた提案の準備」という

概念は，「民主的な合意形成をするための議論の場づく

り」というカテゴリーに再編成した。ここでは，協働的

関係を構築することとなる同僚教師が，特定の教育実践

を強制させられていると感じながら取り組むのではなく，

一定のルール・合意の上で教育実践に取り組むことがで

きるような，議論そのものではなく，その場を構成する

枠組みへの働きかけを対象としたものである。

最後に，「職場での同僚とのつきあい方」・「職場外で

の同僚とのつきあい方」・「自身への信頼を深めること」

という概念は，「同僚教師との信頼関係構築を目指した

交流」というカテゴリーに再編成した。特定の教育実践

に取り組む上での協働的関係を模索するときだけでなく，

常日頃から同僚教師と信頼関係を構築できるような交流

をしていくことを対象としたものである。

（2）カテゴリーの関連と考察

次に，生成したカテゴリーの関連を示したものが（図）

である。この（図）より，教師が協働的関係を構築しよ

うと働きかける実態をみると，4つの戦略をもってアプ

ローチしていることが浮かび上がる。

日々の教育実践について自主的に協働的関係を構築し

ようとする教師は，職員会議等のように「学校が公的に

設定している議論の場」と，休み時間での情報交換や世

間話などの「私的な交流の場」の双方から，「子どもと

子どもをめぐる環境についての認識の共有を目指す働き

かけ」・「教育実践の理念の共有を目指す働きかけ」を行

い，子どもと子どもをめぐる環境の実態と教育実践の理

念を共有しようと働きかける。

このように，日々の教育実践をめぐって自主的に協働

的関係を構築しようとする教師は，一方では教育実践を

めぐって子どもと子どもをめぐる環境の実態と教育活動

の理念を語りながら，他方では，議論や交流の場づくり

にも力を入れている。

「学校が公的に設定している議論の場」に対しては，

最終的な合意に至るまでの議論の枠組み・ルールを整備

したり，同僚教師の意見も反映できるような議論の着地

点を探したりして，「民主的な合意形成をするための議

論の場づくり」に力を入れている。同時に，「私的な交

流」の場では，同僚教師から自身の信用を得ることが，

協働的関係を構築して進めたい教育実践についても理解

を得ることにつながるという考えから，「同僚教師との

信頼関係構築を目指した交流」を常に行っている。

なお注目すべきは，このカテゴリー内の語りのデータ

は他のカテゴリーのデータと比較しても，教師の生活や

考え方を大きく反映しており，多様である点である。

例えば，A教師の「私生活の相談にも積極的にのる」

とB教師の「職場を離れた私生活には干渉しないよう

にする」は対極の関係にあるように見える。この違いは，

協働的関係を構築しようとする教師の働きかけの戦略（上森）
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（表5） 概念から生成したカテゴリー



ジェンダー・セクシュアリティに関心を寄せるようになっ

た背景が異なることにある。A教師には夫婦間の性別

役割分担への問題意識，B教師には職場での家父長的関

係への問題意識がそれぞれあり，この問題意識の違いが

同僚教師と信頼関係を構築しようとするときに対極の行

動として現れるのである。このように，「同僚教師との

信頼関係構築を目指した交流」は，各教師のライフストー

リーによって多様であるといえる。

（3）本稿のまとめと今後の課題

本稿では，日々の教育実践に基づいて自主的に協働的

関係を構築しようとする教師がどのような戦略をもって

進めようとしているかについて面接調査したデータを

M-GTAによって分析することで，実証的に明らかにす

ることが目的であった。その結果，教師が同僚教師と協

働的関係を構築しようとするとき，一方では教育実践を

めぐって子どもの実態と教育活動の理念を語りながら，

他方では，議論や交流の場づくりにも力を入れている実

態が明らかになった。

今後の課題となる点は2点ある。第一に，協働的関係

の研究ながらも，一方の教師の働きかけに焦点化したた

め，関係の相互作用が捨象されている。この点を M-

GTA分析で明らかにする場合，本稿の調査協力者から

同僚の反応とそれに対する応答をさらに詳しく聞き出す

ことから一定の知見を得ることは可能であるように思わ

れる。しかし，今回のインタビューの手法では，調査協

力者が働きかけの結果から逆算して物語をつくりだす可

能性を大きく秘めている。むしろ，協働的関係の構築過

程のダイナミズムを損なわないようにすることを考慮す

ると，木原が授業力量形成過程において1年間の成長の

特徴を追跡調査した手法を参考に20），教師の省察的文

章の分析，インタビューを継続的に追跡調査したデータ

をM-GTA分析にかけることが望ましいと考える。そ

の結果，自主的協働関係の構築をつまずかせる教師の応

答やその背景，またさらに働きかけをする教師の戦略が

明らかになるだろうと予測する。第二に，この面接調査

の協力者が皆，教職歴15年以上のベテラン教師を対象

であり，若手教師・中堅教師であっても同様の協働的関

係の構築の戦略を有しているかは明らかではない。この

2点を検証していくことが今後の課題である。
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StrategiesofTeachers・ApproachestoConstruct

aCooperativeRelationshipwithColleagues:

AnalysisofInterviewsbytheMethodofM-GTA

SakuraUEMORI

InJapan,teachersareneededtopursuepracticewithcooperationamongcolleagues,

butitisverydifficult.Thereare2typesofcooperativerelationshipsamongteachers.

Oneisusedforachievementoftop-downgoals.Theotherisservedforself-motivated

purposes.Somepreviouspapershavediscussedtheformer,buthavenotcoveredthe

latter.Thepurposeofthispaperistoclarifyactualconditionsofconstructingacooper-

ativerelationshipforself-motivatedpurposes.

Althoughthestudiesofcooperativerelationshipsshouldencompassinteraction

amongcolleagues,itisleftundiscussedinthispaper.Butthispaperwillfocusonini-

tialnecessaryproceduresbeforetheseinteractionscouldbepossible.Andthispaper

willsuggesteffectivestrategiesofteacherswhohavebeensuccessfulinshapingcooper-

ativerelationshipsforself-motivatedpurposes.

Withthisobjective,datawerecollectedthroughinterviewswith6teacherswho

workedatdifferentelementaryschools;3teachershavepursuedteachingpractices

focusingongenderandsexuality,andtheothershaveexperiencedteachinginclasses

withspecialneeds.Sixteacherswereselectedbecausetheyallhadgreatdifficultiesin

formingcooperationattheirearlystagesofconstructingacooperativerelationship

withcolleaguesbuttheyhaveovercomethedifficultiestobesuccessful.Theprocesses

ofthesegreatchangesareconsideredtobeappropriateforidentifyingeffectivestra-

tegies.

ThedatawereanalyzedbytheM-GTAmethod,withwhichindividualandspecific

datacanbemadeintogeneralcategories.

Withthisanalysis,theexaminationinthispaperhasmadeitpossibletoidentify2

effectivestrategies.Oneisanattempttoshareperceptionoftherealityofchildrenand

theidealfigureofgoodteachingpractices.Theotherisanattempttomakearelation-

shipfordemocraticdiscussionandmutualtrustofothers.These2strategiesarefound

tobeeffectiveinateacher・sformingcooperativerelationshipsatearlystages.

InJapaneselargecities,ithasbecomemoreandmoredifficultforteacherstoestab-

lishacooperativerelationshipwithcolleaguesinrecentyearsbecauseofaprogressing

donutphenomenaofteachers・agestructureandstrengthenedtop-downcommandand

control.Toovercomethedifficulties,thispaperwillshowstrategiesinteachers・ap-

proachestoconstructacooperativerelationshipwithcolleagues.

Keyword：teacher,cooperation,M-GTA,practicefocusinggenderandsexuality,

special-needsclass


