研究領域

〈学校経営

Ⅰ

学校経営

第１分科会

経営ビジョン〉

未来を拓く力を育成するための『貫く』学校づくり
～小中一貫教育を推進する義務教育学校経営ビジョンの構築～
提案者

１

鳥取県鳥取市立久松小学校長

大

髙

勝

エ保健指導・健康相談である。校区により

はじめに

取組の違いはあるが，小中・小小をつなぐ

近年，情報化やグローバル化など社会の変化は

大きな役割を担っている。

加速度を増し，複雑で予想困難なものになってき

③

ている。このような時代を生き抜く子どもたちに

小中一貫校・義務教育学校

は，様々な変化に主体的に向き合いながら未来を

平成20年度，県内初の小中一貫校として

切り拓き，よりよい社会の創り手となる資質・能

湖南学園小・中学校が開校し，パイロッ

力が求められる。これからの教育は，保幼～大の

ト校的な役割を担ってきた。平成28年度に

各校種間の接続を重視しながら全体をシームレス

は，幼稚園も含めた10年一貫校，福部未来

に捉え，長いスパンで子どもの育ちを見ていく必

学園小・中学校が開校し，平成30年度，鹿

要があり，義務教育学校等「貫く」学校づくり

野小・中学校を加えた３校が義務教育学校

は，その先導役を果たすことが期待されている。

となって現在に至る。令和２年度には，１

２

中・２小が一つとなる「江山学園」が開校

研究の概要

する予定である。

本研究は，前任校における平成30年度の学校経
営を中心に，一貫教育推進のビジョン構築・校長

⑵

義務教育学校経営ビジョンの構成要素
福部未来学園経営ビジョンの構築に向け

の役割等について考察するものである。
鳥取市における小中一貫教育

て，まず市内義務教育学校の比較・検証を

特色ある中学校区創造事業

行った。３校に共通するのは，学校存続・地

９年間を見通した「小中一貫教育」の取

域活性化への強い思いが創立の背景にあり，

組を核に，家庭・地域と連携した活動を融

学校経営にも大きく影響している点である。

合させることで，中学校区が一体となった

形態は，２校が一体型，１校が分離型であり，

特色ある教育を創造し，推進することを目

区分はブロック制をとっている。職員は，基

的とする。校区の課題解決・自治力の育成

本，小学校＋中学校の定数で，校長・副校

等に向けて小・中の校長が連携を深め，創

長・教頭は各１名である。カリキュラムの特

意ある活動を行っている。

徴は新設教科の存在であり，特色ある学習が

⑴
①

中学校区兼務教員の活用

実践されている。前後期（小中）相互乗り入

各中学校区の教育課題に対応していくた

れ・ＴＴ等も行われ，成果を上げている。こ

め，学校の枠を超えて指導及び情報の伝達

れらを一般的な７つの構成要素に照らし，必

と共有等にあたる兼務教員が配置されてい

須要素を決定した。

②

る。主な職務内容はア生徒指導，イ特別支
援教育・教育相談，ウ学習指導・学力向上，
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⑶

学園経営ビジョン「MIRAIプラン」
校種による文化等の違いから生じる見え
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た。

ない壁，ＣＳとして地域の理解・協力を得る

⑤

等，新しい学校づくりの課題は内外に山積し

カリキュラム・研究

ていた。明確で納得できるビジョンの提示に

新設教科「みらい科」は，当初，実践的

よって全員のベクトルを一つにすべく，以下

伝達力と人間力の育成を柱としていたが，

の５要素を核とする「MIRAIプラン」を策

評価・改善を重ねて「思考」を中心とする

定し，実践を進めた。

内容に再編成し，これを核とするカリキュ

①

ミッション

ラムをデザインした。教科担任制・相互乗

開校前の教育を考える会・一貫校推進委

り入れ等も成果を上げているが，特に学

員会から学園運営協議会に至るまで，地域

習・教育相談等，幼稚園への乗り入れが効

との協働による学校づくりを進めてきた。

果的であることは大きな発見であった。

校名への思いも含め，常に地域と共に在り，

校内研究は，設定したテーマに各教科が

子どもたちと地域の未来を創ることこそ，

アプローチする形で推進した。PDCAサイ

学園の使命だと考える。

クルを意識しながら全員が研究授業を行う

②

中期プラン・重点

中で，少しずつ前・後期課程の相互理解が

３年単位で構成するプラン・目標におけ

促進された。

る，併設型一貫校３年目・義務教育学校初

３

校長は学校のビジョン＝未来像を描く芸術家で

年度という位置づけから年度重点事項を設

あり，糸を紡いで布を織る巧の職人である。

定した。
③

校長の役割

行動指針（目指す教師像）

□縦の糸

行動の拠り所として３つの
“Ｃ”
（Challenge・

・９年間の系統性（保・幼～高・大も視野に）

Creation・Communication）を示し，新し

・建学の精神を引き継ぐ（過去→未来）

い学校づくりに挑む気概，独自の教育を創

□横の糸

る意欲，報連相＋確認を常に意識させた。

・家庭，地域との連携（学校経営に巻き込む）

④

組織・運営

・他の小，中，義務教育学校との切磋琢磨

福部未来学園は幼小中一貫校でもあるた

□糸の張力
・根拠に基づくリーダーシップ

め，10学年を初等（５歳～２年）中等（３
年～５年）高等（６年～９年）に分けるブ

４

おわりに

ロック制をとった。初・中等にも後期課程

義務教育学校を離れた今，その存在及び取組が

籍教員を配置し，ブロック長を中心とした

小中一貫教育推進や学校・地域活性化への大きな

自治を重視した。校務分掌には学力・自治

力となり，それを支えるのが明確なビジョン提示

力・健康力向上の３部会を設け，バランス

と校長のリーダーシップであることを強く感じて

良く人員配置することで，10学年の系統性・

いる。私自身，現任校の学校経営に教育相談体

つながりを意識した取組を進めるようにし

制・キャリア教育等，義務教育学校を経験した強

た。また，学園の主役たる児童生徒の学園

みを活かそうと努めているが，今後，人事異動も

自治会と，ＣＳの要である学園運営協議会

含めた校種間の交流が拡がる中で，成果を共有し

の学校経営への参画を促し，目指す学園生

ながら，各々の学校経営・一貫教育に波及させて

像・学園憲章制定等の動きにつなげていっ

いくことが肝要だと考える。
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Ⅰ

学校経営

第２分科会

組織・運営〉

学校経営ビジョンの具現化を図るために，
学校経営への参画意識をどうもたせるか
提案者

１

岡山県美咲町立加美小学校長

はじめに

梶

並 裕

子

のもつ本来の願いに立ち返る機会を設

岡山県のほぼ真ん中に位置する久米郡には，美
咲町と久米南町があり，それぞれ５校，３校の小

けた。
ウ

校長の学校経営ビジョンを元にした新

学校がある。純朴で素直な児童が多いが，少子化

たな取組で成果を上げることで，教職員

に伴い児童数は年々減少している。反面，どの学

の意識をそろえる。

校でも特別支援児童が増加傾向にあり，長欠や不

・課題だった特別支援教育の改善

登校，家庭問題等多くの課題を抱えている。また，

・児童と保護者の劇的変化

小中規模のため校務分掌が教職員にかかる負担も

・「教師が変われば子どもは変わる」

大きく多忙であり，毎年の教育計画は，例年通り

・成果が未来の変革への予感を生んだ

または昨年を踏襲したものになりやすい。
２

②

研究の概要
⑴

夢（ビジョン）の共有と具現化

ア

研究課題の設定

「加美MIRAIミーティング」を開催

・「Society 5.0の社会」等来る未来を動

今未来を見据えた改革が求められる中，久

画で示し，未来を見据えた教育の創造

米郡小学校長会では，平成30年度，諸々の課

を呼びかけた。

題に向き合い学校経営ビジョンの具現化を

・自由参加だがほとんど全員参加

図るためには，校長のトップダウンの指示で

・校長がファシリテーター

はなく，教職員一人一人が学校経営への参画

・「どんな力をつければ加美小学校の学

意識をもち主体的に行動することが重要で
あると考え研究を行った。課題を解決し未来

校教育は満足するか」討論
・キーワード「幸せを創り出す力を子ど

を見据えた学校経営をするために，校長とし
て，どうしたら教職員がやる気をもって学校

もたちにつけよう」誕生
イ

夢（ビジョン）の具現化

経営ビジョンの具現化に取り組むことがで

・10月に学校改革校長宣言

きるのか，その手順や組織づくり等を各学校

・「MIRAIミーティング２・３」開催

で工夫し実践していった。
⑵

知・徳・体の３つのテーマ別に開催

実践例：加美小学校の改革
①

し，自由参加でつけたい力とは何かを

教職員の意識改革

ア

討論し，出た意見を全体で検討した。

課題を見極める

その後そのつけたい力がつくための施

・児童の課題，教職員の課題

策を話し合った。

・組織の課題，仕組みの課題
イ

ウ

校長の学校教育ビジョンを伝える

教育課程の創造

・新しい学校教育目標の制定

・校長通信「LEADER IN ME」で校長

・新旧施策をカードにし，そのカードを

の学校経営ビジョンを語り，学校教育

使って効果が上がる教育課程をスク
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ラップ＆ビルド

参画意識を持たせる工夫

ア

世界や地域，学校の未来を示す

イ

「めざす子ども像」の話し合い

ウ

学校経営ビジョンへの意見交換

エ

教育活動の見直しと創造

オ

教育活動アンケートの実施

②
・「加美地域MIRAIミーティング」を
開催し地域保護者の考えを知る。

３

組織・会議の見直し

など

評価検証の仕組み作り

ア

評価書の作成

イ

検証会議の設定

など

校長の役割
⑴

未来を見据えた教育のあり方を示す。

校務分掌の大幅改革

・「Society 5.0の社会」等未来社会

全ての教職員が何かリーダーとなる校

・地域の未来（過疎化・少子化）

務分掌の仕組みを作成
イ

第２分科会

各学校の取組
①

ア

学校経営

・自主性が育っている
⑶

③

Ⅰ

・教育改革の必要性

「MIRAI楽力部会」（知）「幸せ人間

・新学習指導要領の示す方向

力部会」（徳）「元気生活力部会」（体）

⑵

「リソース・マネジメント部」（環境整備）

学校の課題を明確にする。
・児童の実態，地域の実態

の誕生

・教育活動の成果と課題
⑶

教職員と学校経営ビジョンの共有を図り
参画意識をもたせ，具現化を進める。

・現状の課題，教育への夢，子どもの未来を
語る機会を設ける。
・「めざす子ども像」を共有
・目標を意識した取組の再構築
・評価検証し次回に生かす仕組み作り
４

おわりに

ウ

３か年計画の作成（年次計画も）

エ

新しい会議の形を創造

ア

教職員の参画意識が高まった。

カリキュラム編成会議，カリキュラム

イ

それにより学校経営ビジョンの具現化を

⑴

成果

推進会議，目標達成会議，マネージャー

模索し，これまでの教育を問い直して新し

会議，リーダー会議等

い教育課程の創造ができた。

④

教職員・児童の変容

ア

⑵

教職員の変容

毎年人事異動があっても学校経営ビジョ

・一人一人がリーダーで活躍

ンを共有していく仕組み作りが必要。

・「やりがいがある」「楽しい」
イ

課題

児童の変容

・笑顔が増え落ち着いた日常
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Ⅰ

学校経営

第３分科会

評価・改善〉

学校教育の充実を図る評価・改善の推進
～めざす学校像に迫るための効果的な学校評価の在り方と校長の役割～
広島県廿日市市立四季が丘小学校長 倉

提案者

１

はじめに
これからの変化の激しい社会を生き抜くために

は，習得した知識・技能を活用して新たな課題を
解決する力や創造性を育む教育が求められてお
り，学校ではその取組について絶えず評価・改善
しながら教育活動の充実に努めていかなければな
らない。そのために校長が学校の充実・改善に向
けて強い意志と使命感を持ち，学校評価システム
を効果的に活用していく必要がある。また，社会
に開かれた学校，保護者や地域との信頼関係の構
築のために説明責任を果たしていく上で学校評価
は有効なツールと言える。
しかし，大竹市・廿日市市共通の課題として，
次のようなことが挙げられた。
・自らの意志や方向性が明確でない。
・力を入れていることが目標・指標に表れてい
ない。
・評価のための評価になっている。

等

そこで，自校の学校評価をより効果的にするた
めの具体的な取組について研究を進めるととも
に，学校を経営するリーダーとして校長の果たす
べき役割を明らかにしていく。
２

研究の概要

本

樹

① 戦略と戦術
・戦略は現状からビジョン（めざす姿）へ
とどのように至るかを示すもので，戦術
は目標を達成するための具体的な方策で
ある。
② 学校教育目標と学校経営目標
・教育目標は「わが校はこんな人間を育て
たい」というもので植物に例えると作物
にあたる。
・経営目標は「その人間形成のためにわが
校の姿をこうしたい」というもので土壌
にあたる。
③ 組織の成熟度
・組織の成熟度により取り組むべき方策が
変わる。
④ 成果のとらえ（二面性）
・成果には「子どもの育ち」と「それを支
える土壌（場・環境・文化）の育ち」の
二面があり，学校評価はこの二つの確か
めである。
⑤ グランドデザイン
・学校経営の全体を可視化することで，ぶ
れない経営ができる。
⑥ 学校評価自己評価表は「指導案」
・状況に応じて修正を図りながら進めてい
くことが大切である。

【学校評価の基本認識】
本研究にあたり，学校評価に関して共通認識

改めて学んだこれらの共通認識のもと，次の

を図ることから始めた。平成30年６月に，広島

３つの視点から，学校評価の見直しを試みた。

大学大学院教育学研究科教授の曽余田浩史先

⑴

学校の自らの意思を表現するグランドデ

生より「学校評価の基本的な考え方」について

ザイン

改めて学ぶ機会をもった。集約すると次の６点

【課題】
・「何をめざしているのか」「何に価値をおい

にまとめられる。

ているのか」が不明確な学校経営計画
・グランドデザインが作成されている学校
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と，作成されていない学校。また，数年来

の構想及び運営に役立っている。

焦点をしぼって，学校が大切にしたいこ

最後に現時点で，学校評価が学校経営のツー

とを明確にする。

ルとしてどのように有効に活用できているか

つけたい資質・能力を明確にし，教育課
程と連鎖させる。

⑵

報告する。
３

現状から未来を見取ることができる学校

校長の役割
・学校経営と学校評価を一体的に進める。

評価自己評価表

・校長が何を大事にして，何を目指して学校経

【課題】

営を行うのかというぶれない道を明確に示

・評価表の項目の決定や結果の周知，改善策

す。

協議が全教職員で行われていない。

・焦点をしぼったグランドデザインを作成する

・評価項目を各部任せにしている。

ことにより，どんな学校を目指し教育活動を

【改善策】
①

第３分科会

から今年度はじめにかけて，各校長の学校経営

【改善策】

②

学校経営

以上，３つの視点からの見直しは，昨年度末

リニューアルされていない学校
①

Ⅰ

行っているのか，学校経営の責任者である校

経営目標に向かうストーリーを描く。

長自身が重点を明確に示す。

・学校自らの意思・方向性を明確にする。

・手順やスケジュールの見直しを含めた活用し

・見通しを持った実情に即した経営目標を

やすい効果的な学校評価自己評価表を作成

設定する。

し，管理職，主任層だけでなく，全教職員に

・描いたストーリーに対しての評価を行

自校の課題や取組の方向性，内容等について

う。
②

共通認識を持たせる。

PDCAサイクルで次年度へ生かす。

・学校評価の評価・改善を通して，教職員の人

・ビジョンや目的や戦略は，固定的なもの

材育成を図るという視点をもつ。

ではなく，常につくり続けている途中で

・ＣＡ段階においても地域・家庭の声を聞き学

ある。

校づくりに生かしていく。

・戦略（現状のとらえ，ビジョンや目的）が

４

妥当であったのか。（ダブルループ学習）
⑶

人材育成に資する学校評価

おわりに
昨年度より，大竹市・廿日市市に共通する課題

である“効果的な学校評価の在り方”について研

【課題】

究を進めてきた。

・管理職の側に，学校評価を通して人材育成
する意識が低い。

自校の学校評価を見つめ直すことを通して，私
たちは学校経営について自信をもって語ることが

・学校評価に対して，当事者意識が低く，他

できるようになってきた。それは，今年度の各校

人ごとになってしまっている教職員が多

で作成されたグランドデザインや学校評価自己評

い。

価表に象徴的に表れている。

【改善策】
①

しかし，忘れてはならないのは，子どもたちが

教職員の参画意識を高める評価項目等の
設定のプロセス

めざす姿に近づいているかどうかである。立派な
構想を打ち立てたものの，それらが機能している

②

業績評価への反映

か，子どもたちが育っているかということについ

③

学校関係者評価委員会での説明

て常に現状を把握しながら，今後も「評価・改

④

学校評価の作成過程

善」に努めていく必要がある。
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評価・改善〉

共通指標を根拠とした学校改善のグランドデザイン
～未来の創り手としての資質・能力の育成を目指して～
鳥取県西伯郡伯耆町立岸本小学校長 小

提案者

１

はじめに

ア

本研究は，平成28年11月，中国地区小学校長教

彦

小教研専門部の研究推進の後押し
・体育部会「体力向上の取組」

育研究（広島）大会において，「健やかな体」分
科会で，西伯郡校長会としての取組を紹介したこ

澤 敦

・養護教諭部会「相談活動の活性化」
イ

とが背景となっている。

小教研会員への趣旨説明と取組
・各校で校長が取組の趣旨を説明

当時，郡校長会は，郡小教研専門部の取組に光

・小教研総会で全会員に趣旨を説明

を当て，郡全体の児童に豊かな学びと育ちを享受

・各校で共通実践，校内研修の実施

するために，郡内学校が共通して取り組むための
仕組みづくりを各校に提案し，各校が連携して，

②

共通指標の作成と取組

ア

成果指標「自己肯定感アンケート」

自校の課題解決の方策として共通して取り組む，

①最後までやりとげて，うれしかった

そのプロセスを紹介したのが発表の要旨であっ

②失敗をおそれないで挑戦している

た。その取組の検証として，共通の指標を作成し

③自分には，よいところがある

たことが，本研究に発展している。

④自分の考えを発表することは好き
⑤友達の話を最後まで聞いている

郡内全児童約２千人を対象に，主に自己肯定感
をテーマに設問を構成し，共通アンケートとして

⑥夢や目標をもっている

実施・集計・分析し，成果を検証している。その

⑦学校に行くのは楽しい

取組の副産物として，思わぬ効果を得ることがで

⑧みんなで何かをやりとげて，うれし
かった

きた。

⑨こまっている人を助けている

西伯郡小学校長会は，３町１村の12小学校の校

⑩話を聞いてくれる人がいる

長により構成されている。多くの学校で児童数の
減少が進み，殆どが小規模校であり，複式学級を

・９／10問は，全国学力・学習状況調査
の児童質問紙から引用

有する学校もある。児童数が少ないがゆえに，児
童一人の影響力が大きく，年によっては学校の実

・郡内全児童約２千人を対象に調査

態が大きく変わり，調査による児童の実態や自校

・６年生約350人の回答傾向は，全国調

の学校評価の結果からのみでは，中・長期的な視

査と有意差がない。他学年の回答傾向

点をもつことはなかなか難しい。しかし，12校で

の信頼性の裏付けとなる。
・学年の発達段階の特質を確認できる。

設けた「共通指標」が，学校改善にも活かせる確
かな根拠となると確信し，本研究は，その一端を

校の集計結果を比較することで，学年

研究の概要
⑴

や学級集団の特性，指導の成果や課題

目標設定と共有の在り方
①

郡集計と各校集計の比較から

・確かな指標としての郡集計の結果と各

紹介するものである。
２

イ

を明らかにすることができる。

郡校長会の提案と仕組みづくり
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郡校長会で取組を情報交換

・精度の高い評価を前に，各校の取組を
情報交換することで，適切で効果的な
指導の在り方を共有し，各教員の指導
力向上に活かすことができる。
⑵

具体的な取組と資質・能力の育成
○

学校改善のグランドデザイン
ア

新学習指導要領改訂の趣旨を重視

・志を立て，多様な人々と協働しなが
３

ら，未来の創り手となる力を育成
イ

校長の役割
⑴

共通指標を根拠とした取組の重点

ア

・めざす子どもの姿
わ
か
あ
ゆ

っしょい岸本
がやくひとみ
かるい笑顔
めに向かって

課題の共有・意識の共有
・共通指標や教育アンケートから見える課
題を学校運営協議会やＰＴＡ総会等で説
明し，意識の共有を図ることで，連携し

日々全力

て課題解決に取り組む仕組みづくりに役

・校長の学級活動授業

立った。

全学級で，校長がめざす子どもの姿に

イ

ついて授業実施
ウ

中学校区の取組への働きかけ

・児童の自治的実践力を高めるために，児

「わかあゆ」力の育成を目指して

童の生徒会訪問について提案し，児童会

・伝え合う力の育成

活動の充実に繋げることができた。

（道徳教育の研究・学力の向上）

⑵

・認め合う力の育成
（自治力の向上・自己肯定感の向上）
・高め合う力の育成
エ

学校運営協議会・ＰＴＡとの共有

教職員の育成
ア

先進校視察等で情報収集～成果還元～

イ

目標面談の活用

・面談時間を活用し，個人研究や学級経営

（凡事徹底の日常化・家庭，地域でも）

の達成状況等について，効果的に行われ

推進のエンジンはプロジェクト会議

ているか話し合う場とした。
⑶

伝え愛プロジェクト
認め愛プロジェクト
高め愛プロジェクト

働き方改革の視点から

・アンケートの入力・集計を事務の共同へ依
頼→ＳＱＳソフトの活用へ

・各部会にベテランから若手が所属し，

４

おわりに

取組の交流を行い，評価や改善案の検

校長会で作成した共通指標が，各校の課題解決

討を行ったりすることで職員の資質能

に役立ツールとして活用され，同じベクトルに進

力の向上を図ることができた。

む根拠となり，各学校の組織活性化に貢献するた

・取組の成果指標を数値で明示した。

めに，校長会のリーダーシップは欠かせない。子
どもたちが自らの未来を切り拓き，持続可能な社
会の創り手となるために，今後とも，学び続ける
校長でありたい。
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