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＜研究の概要＞

本校に校長として赴任した昨年度，学校経営の基本方針として「幸せいっぱい夢いっぱいの

学校づくり」を掲げた。そして，今年度は，その具現化を図るために，『一人残らず』をキーワ

ードとして，教育活動の充実を図ってきた。その裏付けとなる教育理念は，『一人の子を粗末に

する時，教育はその光を失う』というものである。

子供たちにとっての幸せな学校づくりの成否は，日々子供たちの前に立つ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。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。教職員一人一人は仕事のやりがいを求めている。

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。

いかに協働意識を高め，教職員のやりがい意識を醸成し，日々の教育活動を充実させていくための

サーバント・リーダシップやＥＳの重視が課題である。

そこで，本校の経営ビジョン達成の過程において，校長はどのように教職員や子供たちに関わり，

どのような意図的な働きかけをしていくべきかを究明したいと考え，本主題を設定し２年間の実践を

試みた。

実践研究として，

①学校経営ビジョンの共有化・②一人残らず質の高い学びを保障するための取り組み・③一人残ら

ず自己有用感を味わわせるための取り組み・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・⑥全校集会での講話と学校だよりの発行・⑦校長通信の活用・⑧率先垂範

の姿勢と校内環境づくり等に取り組んだ。

経営ビジョンの実現のために，その 前線に立つ教職員を支え尽くすサーバント・リーダーシップ

の発揮により，校長として関わってきた結果，次のような成果が得られた。

１ 全教職員が共有ビジョンの下，「一人残らず」に向けた教育活動の充実が図られ，どのク

ラスの子供たちも安心して学べる雰囲気が高まってきた。

２ 人材育成につながる「信・任・認・感」教員評価の充実により，教職員一人一人の学校

経営への参画意識と誰かに必要とされるという自己有用感が高まりつつある。

３ よさを認め合う学校全体の雰囲気づくりの取り組みにより，子供たちのよさや成長を感

じる機会が多くなり，教職員自身が子供の成長を実感でき，やりがい意識の向上が図られ

た。

４ 授業研究での見取り力の育成する場が保障され，それを生かした日々の授業でのスキル

アップが図られるようになってきた。

５ 以前に比べ，校長の指示を待っての子供たちへの関わりが少なくなり，自らその時々の

子供たちにとっての 善策を考えた主体的な取り組みができる職員が増えてきた。

今後の課題としては，次の２点が挙げられる。

（１）一人残らず質の高い学びを保障する学校づくり向けた校長としての関わりの強化

（２）教職員の人材育成に生きる校長としての役割

これからも，子供たちや教職員あっての校長であることを肝に銘じ，自分が子供たちと教職員に支

えられてることに感謝しながら，子供たちと教職員の幸せにつながる真のサーバント・リーダーを目

指して，日々励んできたい。
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１ 主題設定の理由

本校に赴任して２年目，学校経営の基本方針として『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～』を掲げた。その具現化を図るために，今年度の組織目標とし

て，「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。」

という２つの組織目標を設定した。そして，『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！』をモットーとして取り組むこととした。

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。幸せな学校づく

りは，どんなに社会の状況が変わろうとも，今もなお変わらない不易のテーマであると考え

る。そして，子供たちにとっての幸せな学校づくりの成否は，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。

本校は，児童数４８８名・教職員４０名の中規模校である。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。

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。そのためには，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。

そこで，『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と考え，本主題を設定した。

２ 研究のねらい

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。

３ 研究の仮説

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していくであろう。

４ 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

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』を大切にする学校を以下のようにとらえた。

○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

○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

○一人一人の子供たちのよさを認め合う学校

○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

② サーバント・リーダーシップとＥＳの重視

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
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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・保護者の利益を常に本人の利益よりも優先している。（愛他的使命）

○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）

○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）

○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。図１はその対比である。

（図１：デビルリーダーとサーバント・リーダーの対比）

デビルリーダー サーバント・リーダー

【利己主義】】自分の利益を常に 優先する。 【受他的使命】子供・保護者・職員の利益を

無謬意識が強く，失敗を他人のせいにする。 常に自分の利益より優先している。

【情緒的不安定】リーダーの存在が職員のス 【情緒的安定】職員らの精神的不安を未然に

トレスや不満感を充満させる。自分がしたく 取り除き，また相談に対するコメントが示唆

ない仕事は部下にさせる。 的。組織に安心感を醸し出す。人がしたくな

い仕事を引き受ける。

【硬直性】些細な出来事に感心をもち，それ 【賢明さ】現実を大局的に把握し，多様な危

にこだわる。思考が硬直的で部下の話に耳を 機に対して油断なく配慮している。有言実行。

傾けない。言葉と行動の乖離。

【強制】自分の意思を権限や権力によって実 【説得力】実現したくなるビジョンを示し，

現しようとする。 説得力豊かに人々を納得させる。

【組織私物化】学校は自分のステップアップ 【組織的貢献】学校・教師が社会に貢献する

のための道具。学校に絶望感をもたらす。 可能性を示す。学校に希望と可能性をもたら

す。

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。

（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）

支配的リーダーに従うメンバー行動 サーバント・リーダーに従うメンバー行動

主に恐れや義務感で行動する 主にやりたい気持ちで行動する

主に言われてから行動する 主に言われる前に行動する

言われたとおりにしようとする 工夫できるところは工夫しようとする

リーダーの機嫌を伺う やるべきことに集中する

役割や指示内容内容だけに集中する リーダーの示すビジョンを意識する

リーダーに従っている感覚を持つ リーダーと一緒に活動している感覚を持つ
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リーダーをあまり信頼しない リーダーを信頼する

自己中心的な姿勢を見に付けやすい 周囲に役立とうとする姿勢を見に付けやすい

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。

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ものと考える。

以上のような，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のである。

つまり，図３のように，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になってくる。

（図３：逆ピラミッド組織構造の考え方）

子供・保護者

校長

教頭 教職員

省令主任 省令主任

教頭

教職員 校長

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

「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である。

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
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のか」を常に意識して，実践していくことが大切であると考えた。

（図４：学校経営ビジョン達成のための校長の関わり）

＜学校教育目標＞

未来をたくましく生きぬく力をもった児童の育成

〔育てたい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

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 ～

＜組織目標＞

① 一人残らず，質の高い学びを保障する。

② 一人残らず，自己有用感を味わわせる。

＜ビジョン達成のための校長の関わり＞

教 １ フラっと授業参観・コメント

スパイラル的な 育 ２ 校長通信の活用

ＰＤＣＡサイクル 活 ３ 「信・任・認・感」の教員評価

動 ４ 全校集会・学校だよりでの語り

５ 働きやすい職場づくり

６ 率先垂範の姿勢

＜協 働＞（チームワーク・同僚性）

校長のサーバント・リーダーシップの発揮

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が大切である。

そこで，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とした。

ア 自分の職能を高めようとしている教職員

イ 子供たちの成長や保護者の信頼を実感している教職員

ウ 自分はやればできるんだと考えている教職員

エ 同僚から慕われ尊敬されている教職員

オ 自分のしたいことができている教職員

カ やりがいをもって学校を動かしている教職員
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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（資料１)

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になってくる。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である。

そこで，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した。

まず，何十年間変わらなかった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。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。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。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た。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，『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。

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 小善大悪・大善非情を意識しよう

⑪ みんながつくるみんなの神谷小にしていこう

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。

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

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。そして，スーパーバイザーの指導を
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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

育成にシフトを変えてみた。

つまり，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。

ねらい：◎「今日の子供の学ぶ姿から自ら学んだこと」を明確にする。

・授業を見る前には知らなかったことと出合う

・ 終的には，学べていない子にすぐに気づいて支援を行える見取りの力を養う

＜見取り会の流れ＞

① グループで，「今日の授業で発見した新しいこと・自分が学んだこと」の交流

② 一人３０秒で発表（ワン・エピソードに絞る）

・必ず全員が発表する。

・順番発表ではなく，自主的発表をする（教師がアクティブ・ラーナーとなる）

・自分が見取った子やペア・グループにつなげるように発表する。

③ 全員の発表を聴いた後に，授業者が学んだことを発表する。

④ 講師指導

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。

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（資料２）

今までの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。

☆学べていない子・困っている子に気付き，何らかの働きかけをする

① 声の高さ（テンション）を下げているか？

② 教師の説明を減らしているか？（先生が説明する部分を子供に任せる）

③ クラス全体を俯瞰し，学べていない子学べていないぺア・グループを見つけているか？

④ 必ずペアやグループを入れて，子供の学びの姿に気づいているか？

・分かっていない子・学べていない子は誰かな？それはなぜかな？）

⑤ 分かった子，できた子を中心にして授業を進めていないか？

⑥「分からない」をクラス全体で共有し，学びを深めようとしているか？

・「分からないなあ・間違い」がみんなの学びを深めてくれる（価値付け）

⑦ 先生の説明ではなく，子供のリボイス（今の○○さんの考えをもう一度言って

みて）を心がけているか？

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
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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。

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（資料３）

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。

本校に赴任してきた昨年度の第一印象は，明るい元気なあいさつのできる子が少ないと

いうものであった。私も４月当初から子供たちの登校時に正門前であいさつ運動を行って

きたが，あまり効果が見られなかった。そこで，生活委員会の子供たちにあいさつがよく

できた子の名前をチェックしてもらい，給食のお昼の放送の時間によくできた子の名前を

発表してもらうこととした。また，その後，日替わりでクラスごとに子供たちと担任があ

いさつ運動を実施するようになった。私も「あいさつうちわ」を持って，毎日参加してい

る。その結果，今では昨年の年度当初とは別の学校の朝の風景と言えるほど，元気なあい

さつが校舎内外に響いている。

当たり前行動でもう一つ力を入れて取り組んできたのが黙働膝つき清掃である。昨年度

の４月当初は高学年のみがこの黙働膝つき清掃に取り組んでいた。６年生の子供たちの清

掃の姿を見て，これを全校に広めるための具体策を実施した。まず，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。

黙働は一朝一夕には実現しないが，今では１年生の教室も静かに黙々と清掃に取り組む

姿が見られるようになった。また，黙働膝つき清掃の取り組みと同時期に，前任校でも実

施してい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。６年職員や教務主任も一緒に膝つ

き清掃をしている姿が，子供たちのよいモデルとなり，相乗効果が表れていると思われる。

イ よさを認め合う学級・学校づくりの推進

まず，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した。

（ア）「黒板メッセージ」の奨励（資料４）

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

を想像してみた。単なる指示や提出物忘れの連絡が書かれている黒板と担任が見つけた子供

たちのよさや感謝の言葉が書かれている黒板とではその教育効果は雲泥の差である。

そこで，黒板は子供たちの学びを促すために使う物であり，単なる連絡の掲示板ではない
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ことを教員に伝え，黒板メッセージの教育的効果の大きさを呼びかけた。その結果，黒板メッ

セージを記録に残して掲示する工夫や毎日欠かさずメッセージを書く担任も増えつつある。今

後も奨励していきたい。

（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（資料５）

学級でのよさを認め合う場として，今年度は「ほめ言葉のシャワー」を全クラスで実施し

ている。これは，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つのねらいで行った。全クラスで実

施できるように，その内容や手順については，校長通信で詳しく提示した。特に，伝える内

容については，見つけた事実だけではなく，その事実に自分が感じたことを加えることで価

値付けすることの大切さを伝えた。「ほめ言葉のシャワー」の実際の風景では，全員から自分

のよさを伝えてもらえる嬉しさや幸せ感が，どの子の表情からもうかがうことができた。ま

た，よさを伝える側も人の真似ではなく，様々な視点からその子のよさを見つけ伝えようと

する姿勢を感じることができた。また，教室の道徳コーナー「きらり見つけたよ」では，年

間を通して，互いに見つけた子供たちのよさを掲示するようにしている。この２つの活動に

より，クラス全体が安心感のある支持的雰囲気となり，一人残らず自己有用感を味わわせる

ために有効な手立てとなっている。

（ウ）「神谷っ子ハッピー賞」の実施（資料６）

学校としての取り組みでは，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。その子の名前を校長に申告し，私

が賞状を作成するという流れで実施している。年４回実施し，毎回２００ 枚近くの賞状を作

り，教室を訪問して手渡すようにした。校長の私にとっては，子供たちの顔と名前を覚えた

り，触れ合ったりできる貴重な機会となっている。また，「神谷っ子ハッピー賞」の実施によ

り，意図的に子供たちのよさを発見しようとする教職員の温かな眼差しにつながっている。

（図５：神谷っ子ハッピ－賞のミニ賞状と神葉くん）

＜校章をもとにした神葉くん＞

（エ）３９（サンキュー）週間の設定（資料７）

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
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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。また，全校集会での校長の話の中に，ありがとうの大切

さについての話をして，子供たちの意欲を高めようとした。また，11 月に実施した感謝の集い

の際には，自作の詩を子供たちに紹介しながら感謝することの大切さを伝えた。また，普段学

校のために様々なボランティアを行ってくれている方への感謝の言葉で，「ありがとうの木」を

作成した。ボランティアの方々の嬉しそうな表情が印象的であった。

これらの活動により，学校中で「ありがとう」の言葉が溢れ，誰かのために何かをしようと

いう意識も高まりつつある。この活動は，子供たちの自己有用感を育てるために大変有効であ

ると考える。

（オ）看護日誌への個人名の記入の奨励（資料８）

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。自分

のクラスの子の名前を見つけると，それをもとにクラスで称賛することもできに，学校の全

職員で子供たちを褒めて育てる場の設定としても有効である。

また，よさを見つけ認める視点を広げるために，校長通信の中で話題として取り上げたり，

『逆転の発想で魔法のほめ方・叱り方』をリレー読書を行なったりして全教職員の意識を高

めるようにした。

④ 困っている子へのチームでの関わり（資料９）

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。

まずは，教師サイドの子供を見る目・とらえる目を変えていくことが必要であると考えた。

４年生のＡ子は３年生の後半から登校しぶりがしだいにひどくなり，母に連れられて泣き

ながら登校する毎日が続いた。やっと昇降口まで来ても，教室に行くことを身体全体で拒み，

別室で１・２時間過ごし帰宅するという日々が続いた。その子の対応は当時の教頭が担当し

親身になって対応してくれていた。しかし，今年度に入りその教頭が異動となってしまった。

私は職員会議で，「今までは教頭先生一人に任せてしまった感じがあります。でも，その教頭

先生はもういません。これからは学校全体でＡ子のことを支えていかなければなりませんの

で，よろしくお願いします。」という旨の訴えをした。その後，Ａ子に対する教師やクラスの

子たちのよい対応について，校長通信で取り上げることを増やし，学校全体でＡ子を支えて

いくという意識を高めていった。その後，しだいにＡ子に対する周りの子たちの反応が変化

していき，遅れてきたＡ子を温かく迎える姿や教室でのペアやグループでの親身なケアの姿

が増えてきた。ある日を境に，それまでは毎日泣きじゃくりながら，手を引っ張られながら

やっと教室に入っていたＡ子が，自分から自然に教室に入れる日が来た。その後も周りのケ

アが続き，今では全く泣くこともなく教室で１日を過ごせるようになってきた。教室がやっ

とＡ子にとっての安心できる居場所となったのである。

６年生のＢ子も登校をしぶり，なかなか教室に入れない子であった。いやいや昇降口まで

来ても，そこから先，頑として動かなかったり家に帰ると言って大暴れしたりする日々が続
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いた。その度事に，担任の周りの子たちへの呼びかけや担外の教師の温かな関わりが続いた。

教師と数名の子供たちが，毎朝昇降口の前でＢ子を待ち温かく迎える風景が見られた。Ｂ子

の場合は未だに教室で過ごせる時間は少ないが，多くを過ごす特別支援学級では，下学年の

子たちの面倒を見てくれる優しいお姉さんとしての存在を見せている。今では身体を硬直さ

せたり大暴れすることもなく，安心して支援学級の中で過ごす姿が見られるようになった。

ここに取り上げた２人の子以外にも，困り感をもって生活し，問題行動を起こしてしまう

子はたくさん存在する。しかし，その都度チームで関わる態勢が自然にとれる教職員が多く

なってきた。以前はこちらが「あの子はどうなっているの？こういう対応をしてほしい。」と

いちいち指示をしなければなかなか動けなかった教職員たちが，明らかに変わってきたと思

う。今ではそれぞれの立場で自ら考えて行動できる教職員が増えてきたのである。「校長先生，

○○さんがまだ登校していないので，ちょっと迎えに行ってきます。」という言葉に有り難さ

を感じている今日この頃である。困っている子たちのおかげで，「共通の目標ができ，本当の

意味でチームになることができた」という思いをしみじみと感じることができた。

⑤ 「信・任・認・感」の教員評価の充実（資料１０）

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。

ア 教員評価の目的の再確認

まず大切なことは，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。そこで，校長通信で話題

として取り上げ，教職員が教員評価への新たな気づきをもてるようにした。

イ 目標設定面談の段階での校長の関わり

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。

また，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。そのため，どんな指導・助言をしたらよいのかの見通しをもつことができた。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

いとして実施した。従来は，自己目標は閉鎖的であり，同学年の職員が何を目指し何に力を入

れていこうとしているのかが見えないために，指導助言のポイントが分からずズレてしまいが
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ちであった。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。

ウ 進捗状況把握の段階での校長の関わり

自己目標の見える化や学級経営案の中間評価により，自己目標をより意識させながら，日々

の実践に当たることができるようにした。また，学年会の話題にもしてもらい，お互いの自己

目標達成への意識化を促した。

また，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。これは，

教員評価の自己目標達成の取り組みは，日々の授業で実現していくことが大切であるという考

えに基づいている。また，公式な面談ではなくても，日頃から気軽に子供たちを話題にした声

かけをしたり，校長通信「今日のいいね」で教職員を承認・称賛する機会をつくったりしてい

る。さらに，２回目の目標達成ミーティングを実施し，進捗状況の共有化と意欲の喚起を図っ

た。今年度の終わりには，達成度の評価について５段階で伝える形でフィードバックする予定

である。日々の授業参観や面談の実施はかなりハードではあるが，教員評価を人材育成の中核

をなすものととらえ，しっかりと実施していきたいと考える。また，人を評価することの重さ

を常に考え，評価者としての力量をアップさせていくことや教職員を「信じて，任せて，認め

て，感謝する」教員評価が，人材育成にとって不可欠なことであると肝に銘じていきたい。

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（資料１１）

校長が直接子供たちに語りかける機会は，本当に限られている。その意味で，全校集会や

始業式・終業式等での校長の講話は貴重な機会ととらえなければならない。これまでの私自

身の経験での校長の話の印象は，「話が長くてつまらない。思いつきの感が否めない。一方的

な話で終わってしまう。」等，あまりいい印象をもっていなかった。それを一方的に聞かされ

ている子供たちの気持ちはどんなだろうかといつも考えていた。そこで，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。

演台を利用して紙をめくったり，ホワイトボードに拡大した詩を提示したりしながら話をし

た。そして，こちらの一方的な話やお願いではなく，子供たちが思考し対話する時間を確保

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」というものである。今まで話してきたテーマとしては学校

経営ビジョン達成に関わる事柄が多く，『人のよいところを見つけよう』『あいさつの大切さ』

『黙働の大切さ』『命・助け合い・協力・努力・やる気をもつことの大切さ』等を詩を提示し

ながら考えさせた。時には，パワーポイントや図書館司書の読み聞かせ・CD での音楽などを

活用した話も実施した。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。また，学級通信で授業の内容を発信するのと同じように，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
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よりやメール配信に移行させている。

⑦ 校長通信の活用による学校づくり（資料１２）

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

している。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。紙媒体を配布しただけでは日々の忙しさに流されてしまうことが多いため，「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。「今回の校長通信，すごくためになりました。全部閉じてあります。」等の教

職員からのちょっとした一言に意欲を燃やす毎日である。

⑧ 率先垂範の姿勢と働きやすい職場づくり（資料１３）

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

そのものである。「こんな ことをやってほしいな。こんな声かけをしてほしいな。」と度々思

っていたが，自分が望む校長・教頭の姿はそこにはなかった。管理職の仕事の大半は，「いか

に教職員に気持ちよく仕事をしてもらうか」にかかっていると自分では考えている。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。大部習慣化が図ら

れており，一つでも抜けてしまうと気持ちが悪い状態になってきている。これらの校長の行

動は，目には見えにくいが確実に教職員や子供たちのよりよい行動への意欲づけにはなって

いると感じている。学級担任が教室環境を整えるのと同じように，校内環境づくりにも取り

組んだ。まず，何年間も変えられてなかった職員玄関の模様替えとして，子供たちの学び合

いの様子や行事での活躍の様子をモニターで流した。また，校長室前と昇降口の壁には，「神

谷小の一年間」と題し，主な行事の写真を掲示するようにした。その他，研究授業での授業

風景や全校集会で使った視覚資料の掲示等，教育活動の見える化を図っている。

５ 実践の成果と今後の課題

『一人残らず』を大切にする学校づくりのために， 前線に立ち直接指導を行うを教職員

を支え尽くすサーバント・リーダーシップの発揮により,子供たちと教職員にどのように関わ

り，そんな働きかけができるかを考え実践してきた結果，次のような成果が見られた。

＜学校評価：児童アンケートから A＋ Bの割合＞（資料１４）

○先生は，いろいろな学習を，みなさんに真剣に教えてくれますか？〔97.1％〕

○先生は，悩みや困っていることがあった時などに話を聞いてくれますか？〔93.1％〕

○先生は，みなさん一人一人の成長を考えて指導してくれていますか？〔96.9％〕

○先生は，休み時間にいっしょに話したり学んだり遊んだりしてくれますか？〔87.7％〕

＜学校評価：保護者アンケートから A＋ Bの割合＞（資料１５）

○神谷小は，児童のよさを認め，一人一人を大切にした教育をしている。〔97.4％〕

○神谷小は，児童がペアやグループで聴き合う授業の工夫を行っている。〔97.5％〕

○神谷小は，児童に読み･書き･計算などの基礎学力が定着するようにしている。〔91.3％〕

○教師は，児童が安心して学校生活が送れるよう努めている。〔92.5％〕

○教師は，めあてに向かってがんばることを伝え，児童の努力や成果を評価している。〔93.7％〕
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以上のように経営ビジョンに関わる項目では，ほとんどの項目が９割を超え，昨年度比もアッ

プしている。この数値の上昇の 大の要因は，教職員一人一人が経営ビジョンを共有し，それぞ

れの立場での取り組みを充実させた教職員の努力の成果と言える。

具体的には以下の５点である。

① 全教職員が共有ビジョンの下，「一人残らず」に向けた教育活動の充実が図られ，どのクラ

スの子供たちも安心して学べる雰囲気が高まってきた。

② 人材育成につながる「信・任・認・感」教員評価の充実により，教職員一人一人の学校経

営への参画意識と誰かに必要とされるという自己有用感が高まりつつある。

③ よさを認め合う学校全体の雰囲気づくりの取り組みにより，子供たちのよさや成長を感

じる機会が多くなり，教職員自身が子供の成長を実感でき，やりがい意識の向上が図られた。

④ 授業研究での見取り力の育成する場が保障され，それを生かした日々の授業でのスキルア

ップが図られるようになってきた。

⑤ 以前に比べ，校長の指示を待っての子供たちへの関わりが少なくなり，自らその時々の子

供たちにとっての 善策を考えた主体的な取り組みができる職員が増えてきた。

この実践研究を通して，気軽に使われている『一人残らず』という言葉の重みを改めて感じ

ることができた。『一人残らず』を実現することは，本当に，言うは易し行うは難しである。強

い意志と覚悟をもち，その子に応じた様々な経営戦略を立てることなしには，『一人残らず』の

実現に近づくことはできない。（資料１６）

そして何より，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。

今後の課題としては，以下の２点を挙げたい。

○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

近読んだ本の中で，次のような文章に目が止まった。

『組織のリーダーとは，自分がリーダーと思うことではない。あなたの周囲にいる人たちが，

あなたについていきたい，この人のもとで仕事がしたいと思うようになること，つまり，「リー

ダー」とは，あなた以外の人が使う言葉なのだ。』

この言葉は，まさにこの実践研究を通して，私が学ばせてもらった大切なことである。リー

ダーシップとは，自分の中にではなく，自分の外にあるのである。

つまり，校長のために教職員が存在するのではなく，子供たちや教職員がいてくれてこその

校長なのである。支えられていることに感謝し，子供たちと教職員に対して，さらに真摯に誠

実に対応しなければならない。

今後も，『一人の子を粗末にする時，教育はその光を失う』の教育理念の下，校長としてのそ

の職を終える瞬間まで，子供たちと教職員の幸せにつながる真のサーバント・リーダーを目指

して，日々励んできたい。




