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学校経営の基本方針

目標 　Ⅰ：一人残らず質の高い学びを保障する。

　Ⅱ：一人残らず自己有用感を味わわせる。

　・子供たちには幸せを！　・保護者・地域には信頼を！　・教職員にはやりがいを！

考え 学校は，子供たち一人一人を「幸せにする学び舎」でなければならない

その成否は

日々子供たちの前に直接関わる教職員一人一人の日々の教育実践の充実にかかっている
⇒

認識⇒教職員一人一人は仕事のやりがいを求めている。

　↓

やりがいをもっている教師とは，「自己肯定感や自己有用感をもっている教師」である

　↓

　↓

　↓

研究の狙い

研究の仮説

実践の内容
（１）基本的な考え方

① 『一人残らず』を大切にする学校とは

○

○

○

○

○

牛久市立神谷小学校　平成２９年度　教育論文　長谷川校長

一人の子を全教職員・全児童で支え合う学校

一人一人の子供たちの違いを認め合う学校

子供の幸せとよりよい成長を中心に据えた教育支援ができる学校

一人一人の子供たちのよさを認め合う学校

本文は次の論文のダイジェストです：著者の承認を得てブログに掲載します

『幸せいっぱい夢いっぱいの学校づくり～「一人残らず」大切に～』

学校経営ビジョンの実現のために，サーバント・リーダーシップを発揮することにより，校長としての役
割とは何かを究明する

学校経営ビジョンの実現のために，子供たちや教職員を支え尽くすサーバント・リーダーシップを発揮
することにより．「一人残らず学びを保障する学校」と「一人残らず自己有用感を味わえる学校」の実
現に向かう教職員の取り組みが充実

本校の教育理念は，「一人の子を粗末にした時，教育はその光を失う」というものである。その教育理
念のもと，『一人残らず』の定義

教師にとって，大変で面倒な子・困らせている子を困っている子・助けを必要としている子ととら
える学校

教職員一人一人に，「自分はやればできるんだ・自分のことを誰かが必要としてるんだ」という思い
が醸成されていかなければならない。

子供たちにとって笑顔と幸せの溢れる学校にしていくためには，教職員の笑顔と幸せが根底に存在し
なければならない。

子供たちの『一人残らず』を実現するためには，直接指導に当たる教職員が経営ビジョンの実現のた
めに，やりがいを感じながら意欲的に取り組むことが不可欠である。

『一人残らず』をキーワードとして，学校のミッションとビジョンの実現のために，すべての子供たちを
支え，すべての教職員を支えるために，サーバント・リーダーとしての校長の役割とは何かを究明した
い
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② サーバント・リーダーシップとＥＳの重視

○
○

○

○

○

図１：　デビルリーダーとサーバント・リーダーの対比表

図２：　支配的リーダーとサーバント・リーダーに従うメンバー行動

次に大切なのは，ＥＳ（エンプロイ・サティスファクション：被雇用者の満足）の重視である。

実現したくなるようなビジョンを示し，説得力豊かに納得させる。（説得力）

学校・教師が社会に貢献する可能性を示す。（組織的貢献）

そして，サーバント・リーダーを理解するためには，その真逆とも言えるデビルリーダーとの比較
が有効である。

サーバント・リーダーシップとは、「ロバート・K・グリーンリーフ」が提唱した考え方で，「奉仕型リー
ダーシップ」というものである。サーバントとは「奉仕する」とか「尽くす」という意味である。リー
ダーである人は，「まず相手に奉仕し，その後相手を導くものである」というものである。以下の
ような子供・保護者・教職員の幸せと成長を第一に考えて行動するリーダーである。

子供・職員・保護者の精神的不安を未然に取り除こうとし安心感を醸し出す。人がしたくない仕事
を引き受け率先して行動する。（情緒的安定）

子供・職員・保護者の利益を常に本人の利益よりも優先している。（愛他的使命）

また，図２は支配的リーダーとサーバント・リーダーに従うメンバー行動を表したものである。その違い
は一目瞭然である。学校組織の活性化において，サーバント・リーダーのもとのメンバーの方が確実に
モチベーションが高くやりがいを感じている姿と言える。

現実を大局的に把握し，多様な危機に対して油断なく配慮している。常に先手を打っている。
（賢明さ）
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図３：　逆ピラミッド組織構造の考え方

③ 教職員のやりがい意識を高め，学校組織の活性化のための校長の関わり

図４：　学校経営ビジョン達成のための校長の関わり

　次に大切なのは，ＥＳ（エンプロイ・サティスファクション：被雇用者の満足）の重視である。従来，企業
をはじめとする組織の活性化において重視されてきたのは，ＣＳ（カスタマー・サティスファクション：顧
客満足）である。これは，「企業が提供するサービスや商品によって，顧客に満足してもらうこと」を目
的としたものである。

　学校組織においても，このＣＳに注目が集まり，「子供たちや保護者の満足度を第一に考えた教育活
動」に注目が集まる傾向にあった。子供たちに生きる力を身に付けさせるという目的は不易であるし，
保護者が我が子が通う学校に満足するかどうかは大切なことである。しかし，校長一人の力でその目
的を達成することは到底できない。実際に，子供たちや保護者を満足させるのは直接，指導・実践に当
たる教職員なのである。まず，教職員一人一人の仕事に対する満足度が高まり力量をアップしていか
なければ，とてもＣＳの向上は望めない。

従来の学校組織のピラミッド型を逆ピラミッド型にして，管理職，特に校長が経営ビジョンの具現化を目
指して，それに向かう教職員を「支える・奉仕する」という構造にすることが， 終的に子供たちと保護
者の幸せにつながる。そのためには，校長には，サーバント・リーダーとして，教職員が能力を発揮やす
い環境をつくりあげ，自ら率先垂範して，教職員を下から支えていくという使命感が必要

そこで，次の図４ように校長の関わりを整理してみた。スパイラル的なＰＤＣＡサイクルに基づいた教育
活動の協働実践を行う上で，「経営ビジョン実現のために，校長として教職員や子供たちに対して，ど
のような場面でサーバント・リーダーシップを発揮していけばよいのか」を常に意識して，実践していく
こと

そこで，ＥＳの充実を，何よりもまず図っていかなければならない。教職員の満足度の成否は，子供たち
の成長や管理職・保護者からの適切な評価にかかっていると言っても過言ではない。自分の努力に対
する適切な評価は，次の教育活動へのエネルギー源ともなり得る。そこで，できるかぎり教職員の仕事
を評価し励ましていく取り組みが，結果的に子供たちや保護者の満足度の向上につながる

サーバント・リーダシップの発揮とＥＳの重視により，教職員一人一人の勤務意欲が高まり，子供たちが
生き生きと充実した学校生活を送ることができる

「教職員のやりがい意識を高め，学校組織の活性化のために校長はどう関わっていけばよいのか」こ
のことは私自身にとって大きな課題
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（２）　実践研究
① 学校経営ビジョンの共有化のための取り組み

　↓

　↓
学校教育目標の見直しを図り，『未来をたくましく生きぬく力をもった児童の育成』とした。

教職員一人一人は仕事のやりがいを求めている。学校組織においても一人一人やる気が満ちていれ
ば組織は活性化する。また，人材育成の面でも，経営ビジョン実現の方向にいかにベクトルを揃え，教職
員のやりがい意識をいかに高めていくかという校長の役割

学び続け成長し続けようとするモチベーションの高い教職員の姿を次のような６つの姿としてとらえ，
校長としての人材育成の視点

サーバント・リーダーは単に教職員の仕事を肩代わりすることではない。ミッション・ビジョンの下に教
職員に尽くし支えるためには，教育理念や教育方針に関しては，トップダウン・リーダーシップが必要。
そうでなければ，教職員の進むべき方向が定まらず，学校組織としてはバラバラの状態になってしま
うから

年度当初の職員会議において，明確な学校経営ビジョンを示し，今年度の重点である組織目標を提示

自分の職能を高めようとしている教職員

子供たちの成長や保護者の信頼を実感している教職員

自分はやればできるんだと考えている教職員

同僚から慕われ尊敬されている教職員

自分のしたいことができている教職員

やりがいをもって学校を動かしている教職員

これは今後予測不可能な未来を生きていかなければならない子供たちに必要な資質能力を意識し
たものである。次期学習指導要領でも強調されている育成すべき資質能力として，『学びに向かう力・
人間性, 思考力・判断力・表現力，知識・技能』の３つの柱をもとに，自校化を図った。
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① 安心できる学校・職員室をつくろう

　☆大原則＝「自分がされていやなことはしない，言わない」

② 「訊くは一時の恥，訊かぬは一生の恥」を実行しよう

③ こうありたい自分の教師像の再確認をしよう

④ 保護者に，「我が子が大切にされているという思い」をもたせよう

⑤ 教職員にとっても，楽しく幸せな職場にしよう

⑥ すべての指導・教育活動におけるブレない判断基準をもとう

⑦ 何か問題が起きるのは当たり前の意識をもとう

⑧ 何度裏切られても絶対に子供を見捨てない気概をもとう

⑨ 学びの共同体の原点を確認しよう（カタチではなく本質と目的の確認）

⑩ 学びの共同体の原点を確認しよう（カタチではなく本質と目的の確認）

⑪ みんながつくるみんなの神谷小にしていこう

② 一人残らず質の高い学びを保障するための取り組み

ア 校内研修の充実

つまり，『未来をたくましく生きぬく力』を神谷小４つの力「
①支え合い学び合う力，
②自分で考えて行動する力，
③人を大切にする力，
④チャレンジしやりぬく力」に位置付けた。

『神谷１１のしよう』という以下のものを示し，これから一年間の教職員としての心構えについて説
明した。これは学級で言う学級開きであり，職員室開きでもあった。校長自身がどのような学校に
していきたいのか，そのためにはどのような教職員になってほしいのかという校長の思いや願い
をしっかりと伝えることができた

以上のようなことは，一度伝えて終わりではなく，具体的な場面で事実として示していかなけれ
ばならない。そこで，様々な会議や集会，校長通信で伝えることとした

今年度の本校の研修テーマは，「一人残らず質の高い学びを保障する授業をめざして～焦点化・
共有化・視覚化の視点を取り入れた授業づくりを通して～」である。このテーマの下，月１回以上
の授業研修会を実施している

スーパーバイザーの指導をもとに，この授業研修会のねらいを授業者のスキルアップから参観
者の子供たちを見取る力の育成にシフト

従来の授業者の指導力を交流し合う協議会から，子供たちの学びの見取りを中心に据え，以下の
ように研究協議会の改善を図った

教職員には校長通信によりこれから必要となる力について説明を行い理解を深めることとし、
また、月毎の学校経営案でも今月の努力点として，具体化を図っている。さらに，
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イ フラっと授業参観を通した日々の授業のスキルアップ

③ 一人残らず自己有用感を味わわせるための取り組み

ア 当たり前行動の推進

イ よさを認め合う学級・学校づくりの推進

当たり前のことが当たり前にできる（当たり前行動）として，『先にあいさつ』と『黙働膝つき清掃』
の２点に重点的に取り組んだ

全校集会で黙働の大切さについて,「もくどうで心をみがく」という話をした。その後，数名の６年
生をステージに上げ膝つき清掃のやり方を示してもらった

朝の清掃ボランティア活動にも力を入れたいと思っていた。まずは，私から毎朝昇降口の床を膝
つき清掃に取り組むこととした。そのうちに，数名の６年生が昇降口の清掃をしてくれるように
なった。今では５年生や４年生・２年生の子供たちも各場所に分かれ，黙働で朝のボランティア清掃
に取り組んでいる。

スーパーバイザーの指導をもとに，日々の授業で心がけるチェックシートを作成した。このチェッ
ク項目は，授業者にとっても参観する側の授業を観る視点としても有効に活用できる。特に以下
の７点について，意識してアドバイスするようにしている。

ねらいを明確にした研究協議により，授業参観の時に，それまで知らなかった子供たちの学びの
発見をしようとする意識が高まり，見取り会での全員発表の質もしだいに高まりつつある。また，
様々な見取りの交流により，自分の授業に生かしていこうとする意欲と日々の授業でのスキル
アップをしていこうという意欲も高まってきた

毎日約２，３時間は授業参観をし，子供たちの表情をデジカメで撮りながら，子供たちの学びの状況を
把握するようにしている。そして，学べていない子や気になる子を見つけるとともに，授業者への
ちょっとした声かけやアドバイスをするようにしている。教師の説明が長くなりがちな時には，その場
で「ペアやグループにしてみて。あの子が落ちているよ。」などの声かけをすることもある。デジカメ
画像は，すぐに校長室前のモニターで流した。また，校長通信の中の『今日のいいね』のコーナーで
日々の授業の何気ないよさを紹介し授業改善へのモチベーションを高めるようにしている。

　このような関わりにより，子供たちと教員に対して，いつも校長が見守っている状況をつくるよう心
がけている

授業の中で子供同士・子供と教師が一人一人のよさを見つけ認め合うことが日常的に繰り返さ
れることが大切である。そこで，安心して学び合える教室づくりを目指し，学び合う学びの充実
を図っている。具体的には聴き合う関係の構築である。どんな意見でも誰の意見でも，教師と仲
間がしっかりと聴いて寄り添うことを重点的に取り組むように働きかけた。また，よさを認め合う
場を積極的に設定することも大切と考え，学級や学校全体でのよさを認め合う場を意図的に設
定
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（ア） 「黒板メッセージ」の奨励

（イ） 「ほめ言葉のシャワー」と「きらり見つけたよ」の全クラスでの実施

（ウ） 「神谷っ子ハッピー賞」の実施

（エ） ３９（サンキュー）週間の設定

（エ）看護日誌への個人名の記入の奨励

④ 困っている子へのチームでの関わり

⑤ 「信・任・認・感」の教員評価の充実

ア 教員評価の目的の再確認

イ 目標設定面談の段階での校長の関わり

　 　

子供たちが登校する前の朝の教室訪問の際，黒板に子供たちのよさが書かれている黒板を　目
にした時に，教室に入って来てこれを目にする子供たちがどんなに嬉しい気持ちになるか　を想
像・・・

クラスの１人の子に着目して，その子のよいところを全員が見つけ伝える　活動である。「一人残
らず安心できる教室づくりと友達のよいところを認めることで，自分も  仲間も大切な存在であ
ることを実感すること」という２つのねらい・・・

毎月ちょボラ（ちょこっとボランティア）を行った子供たちに，  図５のような「神谷っ子ハッピー
賞」のミニ賞状と子供たちが考えた，神谷小のキャラクタ　ー「神葉くん」の手作りシールを渡す
ようにした。対象となる子の判断基準は，担任自身が　「褒めてあげたい，認めてあげたい」と考
えた子である。・・・

学校・学級が子供たちにとって安心できる居場所となり，いじめを根絶するための手立てとして，
今年度から毎月３日から９日を３９週間と位置付けた。代表委員が企画運営に当たり，啓発活動を
行った。その後，いろいろな人へのありがとうが書かれた葉っぱを貼り付けていく「ありがとうの
木」を掲示した。・・・・

毎日教員が分担して記録する看護日誌のマンネリ化を防ぎ，読む側が読んでみたくなる    内
容にするために，必ず子供たちのよいところを個人名を入れて記入するようにした。・・・

学校には様々な問題で困り感を持った子供が数多く存在する。その子供たちの問題行動は，教師
にとっては困った行動や面倒がかかる行動とみられがちである。しかし，本当は一番困っている
のはその子供自身である。教師の「困らせる子」という見方を「困っている子・助けを必要として
いる子」という見方に変えない限り，何の解決にもつながってはいかない。・・・

教職員一人一人が教員評価の目的や必要性を理解し，教員評価が単なる査定ではなく，自分の
ためになるものであることを意識づける必要がある。そして，教員評価をやってよかったと思え
るものにしていかなくてはならない。・・・

目標設定面談に向けては，事前に提出された自己申告書を熟読しておくことで，先生方がどんな
目標を設定し，その目標達成のためにどんな手立てを講じているのかが明確になっ た

自己目標の設定に関しては，経験に応じた目標の設定と昨年度よりもプラスワンの目標設定する
ように指導・助言を行った。また，数値化やスケジュール化にも留意した。そして共通事項として，
学校経営ビジョンに関わる，『学び合い・よさを認める活動・いじめ体罰の根絶』の ３項目を自己
申告書に入れることを確認した

組織を活性化させるためには，人材を育成し，教職員一人一人が組織目標を意識した教育活動が
展開される必要がある。そこで，学校経営の基本テーマ「幸せいっぱい夢いっぱいの学校づくり
～『一人残らず』を大切に～」を今年度の全教職員が目指すビジョンとした。組織目標は掲げただ
けでは，単なる「絵に描いた餅」になってしまう。全教職員の教育活動のベクトルをこの経営ビ
ジョンに向かわせるために，職員会議や校長通信を通して，意識化を図った。また，自己目標達成
のためには，お互いの連携・協力が必要なことから，学級経営案とのリンクを図り，教員評価の自
己目標を位置づけた。このことにより，教職員一人一人に，自分の日々の教育活動が，学校経営ビ
ジョンのどこにつながっていくのかという意識を高まるようにした
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ウ 進捗状況把握の段階での校長の関わり

⑥ アクティブ・ラーニングの視点からの校長講話と学校だよりの発行

⑦ 校長通信の活用による学校づくり

校長の理念や教育方針を理解してもらう一助として校長通信『神谷っ子ドリカム』を発行

⑧ 率先垂範の姿勢と働きやすい職場づくり

実践の成果と今後の課題

＜学校評価＞あり

○

○

・・・。子供たちや保護者を満足させる教育を行うためには，まず教職員一人一人が充実感や満足感が
実感できるような職場環境づくりが不可欠であることが分かった。そして，そのためには，校長自らが
サーバント・リーダーシップやＥＳの精神を常にもち，教職員一人一人に接していかなければならない
と確信した。なぜなら，子供たちへの日々の教育実践の中心となっている担い手は，学級担任を始め
とする教職員一人一人なのである。

今後の課題

一人残らず質の高い学びを保障する学校づくりに向けた校長としての関わりの強化

教職員の人材育成に生きる校長としての役割

「校長通信＋職員終会での話」をセットにすることで，校長が今大切に思っていることを明確に伝える
ことができた。

面談後には，低中高ブロック毎に，目標達成ミーティングを実施した。これは，お互いの自己目標
とその達 成のための手立ての交流により，他の教職員から協力を得られやすい状況をつくるこ
とをねらいとして実施

自己目標を互いに開示し共有化することにより，自分が目指す目標に対する協力やアドバイスが
得られるようになった。特に学年主任にとっては，同学年の職員への指導助言の視点を明確にす
ることができた。このことで，一人の目標達成に周りの職員の力を借りて実現していこうとする
チームワークも高まってきた。

内容としては，『学校経営ビジョン・主体的協働的な学び・危機管理意識の高揚・教職員への願い・学習
指導や生徒指導について・教師のよさ紹介「今日のいいね」と様々である。・・・

教職員が気持ちよく仕事ができる職場づくりにより，校長が目指す経営ビジョンの実現の近道なので
ある。そこで，毎日のルーティンとして，「始業前の教室訪問→校門でのあいさつ運動→昇降口の膝つ
き清掃→フラッと授業参観→業間・昼休みの時間での外遊びや観察→清掃の時間の各階廊下の床磨
きや各教室の窓掃除」というものを自分に課している。・・・

私の現在の行動の源は，担任教師時代に抱いていた当時の管理職への私自身の希望や要望そのもの

教員の負担感を減らすために，教員評価の面談のためだけの特設の授業参観は実施せ　ず，
日々のフラッと授業参観や研究授業・各種の訪問時を活用し，その代替を図った。・・・

・・・。校長講話を校長の授業と見なし，話題のテーマをしっかりと考え，子供たちの心に響くような話を
しようと心がけた。単に話をするだけでなく，できるだけ視覚に訴えるモノを必ず用意するようにし
た。・・・

講話の流れは，「テーマに関わる発問→個人での思考→ペアでの聴き合い→学年毎の発表による全
体での共有→まとめ」というもの

講義形式で一方的に伝える話から，子供たちに考えさせ対話する場面を取り入れることで，子供たち
も積極的に参加する姿が多く見られるようになり，校長講　話の活性化が図れてきた

校長講話での内容は，できるだけ学校だよりで掲載し保護者や地域にも発信するようにしている。月２
回の学校だよりでは，校長がどのような思いで子供たちに対しているのかという校長の考えの理解
につながるようなメッセージ性の強い内容にし，月の予定や連絡は学年・学級だよりやメール配信に
移行させている。
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