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要約
本稿の目的は，学校現場におけるよりよい組織的意思決定について検討するための基礎資料とし

て，事例を元に考察を試みることである。琉球大学教職大学院選択科目「組織的意思決定マネジメン

ト」において，現職院生によって提出された事例に対して，主にロベルト (2006) の観点で考察を行っ

た。それらに対して，問題の場面，問題の時間軸，問題の解決，という観点から検討を行い，そこか

ら見える学校現場における意思決定の特徴について論じた。

1. はじめに

本稿の目的は，学校現場におけるよりよい組織

的意思決定について検討するための基礎資料とし

て，事例を元に考察を試みることである。本稿に

掲載した事例は，琉球大学大学院教育学研究科高

度教職実践専攻（教職大学院）の選択科目「組織

的意思決定マネジメント」において提出された事

例である。受講生の経験が元になっている場合も，

まったく架空の事例である場合もある。

まずはこの授業を開設した経緯について触れて

おこう。第一筆者は長年，本学部附属小学校の校

内研究に共同研究者として関わっていた。その関

わりは，研究内容よりも研究の運営に関すること

が多かった。年度によってさまざまな運営の工夫

がなされるものの，必ずしも円滑に校内研究が運

営できるとは限らないことを感じていた。そのよ

うな状況に対して第一筆者は，研究推進委員会の

なかで研究の運営について提案や情報提供を行っ

てきた。

提案を行うために，さまざまな機会に情報収集

を行った。他校の研究推進について直接聞き取り

を行うこともあれば，書籍や Web ページなどから

情報を得ることもあった。書籍は，教員研修（校

内研修）そのものを扱ったものもあるが（たとえ

ば村川， 2005），学校現場に限らない一般的なワー

クショップやファシリテーション，会議運営など

に関するもの（たとえば堀， 2004; 釘山， 2006; 中
野， 2001），企業などの組織改革に関するものもあ

った（たとえば伊藤， 2000）。それらを参考にしな

がら，附属小学校の校内研の現状を踏まえ，より

よく議論しよりよい意思決定が行える場にできる

よう，第一筆者なりに研究推進委員会で提案を行
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ってきた。提案に際しては，あくまでも一つの意

見であること，最終的には研究推進委員自身で最

適と思うものを選ぶようにしてほしいことを伝え

た。

第一筆者の提案は，うまくいく場合もあればそ

うでない場合もあったが，この経験を通して，校

内研運営のやり方にはさまざまな方法があり，さ

まざまな工夫が可能であり，やり方によって，良

くも悪くも異なった結果を生むことを学んでき

た。また，ある手立てを打ってその結果を見取り，

それを踏まえて研究推進委員で議論し，次の手立

てを打つ，という試行錯誤を繰り返していくこと

で，多少なりとも良い方向に向かっていく可能性

が高いことも学ぶことができた。

琉球大学に教職大学院を設置することが決ま

り，第一筆者もそのメンバーとして移籍すること

になったとき，この経験を活かせる授業科目を設

定したいと考えた。本教職大学院では，授業担当

は基本的に複数教員（できれば研究者教員と実務

家教員）で行うことになったので，研究主任経験

が豊富であり，研究にさまざまな工夫を持ち込ん

でいると感じていた比嘉俊氏（第二筆者）とペア

を組むことにした。ただし比嘉氏の赴任は教職大

学院開学と同時となる2016年4月であるため，授

業内容の構想はその1年ほど前に，第一筆者のみ

で行った。

授業を構想するにあたっては，学校における校

内研そのものに焦点を当てるのではなく，さまざ

まな組織における運営や意思決定などが扱えるよ

うなものにしたいと考えた。それは先に述べたよ

うに，第一筆者自身，学校現場以外のさまざまな

組織におけるファシリテーションのあり方から学

んだことが大きかったからである。それに加えて，

学校内にはさまざまな組織がある。学校全体だけ

でなく，学年という組織，〇〇委員会という組織。

これらは教職員を主たる構成員とした組織である

が，それ以外に，教員と子どもからなる学級とい

う組織や，学級内における班や係といった組織も

ある。学級全体に働きかけるときにも，目的に応

じて構成員やリーダーは変わる。児童会・生徒会

にも執行部，専門部会などの組織がある。それぞ

れの組織に対応した教育書は多数存在する（学校

経営の本，学級経営の本，授業に関する本など）。

これらの組織はいずれも，集団があり，リーダー

がおり，達成すべき目標や解決すべき問題があり，

そのなかでさまざまな意思決定がなされるという

意味では同じと言えるが，しかしそのような状況

横断的に組織マネジメントを学ぶ機会は多くない

のではないかと考え，校内研など特定の目的に絞

らずに，組織におけるマネジメント全般を扱う科

目とした。

授業は，教科書を指定し，それを読み深めてい

く形とした。それは，大学院修了後，学校現場の

さまざまな局面で，日常的に参照可能なリソース

とするためには，書籍の形が最適と考えたからで

ある。教科書は，『決断の本質』（ロベルト， 2006）
とした。著者の，「プロセス重視の意思決定」「主

張型ではなく探求型の意思決定」（ガービン & ロ
ベルト， 2006）という考え方が，学校現場におけ

る組織的意思決定の困難さに対する非常に有用な

処方箋になりうると感じたからである。著者の所

属がビジネススクール（経営大学院）であり，教

職大学院と同じ専門職大学院として，理論と実践

（事例）がうまく融合されている点も魅力に感じ

た。なお同書は，大きく4部からなっている。第1
部は，第1章「リーダーシップへの挑戦」，第2章
「決定する方法を決定する」で，「意思決定プロセ

スを導く」という導入的なパートである。第2部
は，第3章「硬い壁と柔らかい壁」，第4章「アイ

デアの衝突を促す」，第5章「対立を建設的に解決

する」という意見の対立を促すことに関するパー

トである。第3部は，第6章「優柔不断の力学」，

第7章「正しいプロセスを追求する」，第8章「実

行につながる決断」という，コンセンサスを形成

することに関するパートである。第4部は，第9章
「自制心を持って導く」という，リーダーの条件を

中心としたまとめのパートである。

2回目からの授業では，あらかじめ各自が1章ず

つ読み，気になったところの抜書きとそこから考

えたことを各自がA4用紙1枚程度にまとめたもの

を持参し，それを紹介しながら，お互いの考えや

経験を交流することを中心とした。全部で9章あ

るため，第10週でこれは終わるが，次の4回は，

特定事例に対して「解決策を策定」するワークシ

ョップ的な時間とし，第15週をまとめの時間とし

た。第1回は，授業概要説明のほかは，第11週以
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降で扱いたい事例を考え，口頭で報告する時間と

した。ここで挙げたのは「とりあえず思いついた

もの」であり，事例についてはその後の授業でも

随時話題にすることにより，より適切な事例を考

えられるようにした。

第11週からの解決策策定では，受講生が事例を

挙げ，教科書を参考にしたときに，それに対して

どのように考えられるかについて皆で考えた。な

お実際の授業では，話題提供者が本人なりの解決

策を持ってきていたため，一から皆で考えるので

はなく，次のような流れとした。（1）話題提供者

による事例の紹介，（2）受講生や担当教員が，こ

の事例と関わる教科書の記述を探し，抜き書き，

（3）抜き書きと，それに関わる解決策などの紹介，

（4）話題提供者による解決策の紹介，（5）全体討

論。事例は，受講生の今後の学びにつながるよう，

特殊なものではなく学校現場で少なからず遭遇す

るような一般的なものとした。そのため，受講生

が体験・見聞した事例に創作も加えられているこ

とをお断りしておく。

以下に，受講生があげた事例，ならびにそれに

対する考え方について提示していき，最後に，学

校現場での意思決定に見られる問題や有用な解決

策策定の考え方について論じていく。なお事例を

論じるに際しては，院生にあらかじめ川野（2012）
と赤井・柴本（2014）を配布した。必要に応じて

適宜参照してもらったが，基本的にどう論じるか

や，どのぐらいの情報を盛り込むかは，各院生に

任せた。

2.�事例1: 学級担任は生徒の意思決定にど

のように関わるべきか
事例

A 中学校2年1組で12月に行われた学級会での

出来事であった。A 中学校では，1月末から2泊3
日の日程で修学旅行が予定されていた。旅行2日
目の夜には，学級対抗のパフォーマンス大会があ

り，各学級が創意工夫を凝らした出し物を披露し

団結力を競うとともに，修学旅行の楽しい思い出

作りの場とした。生徒たちは，先輩たちから「修

学旅行でパフォーマンス大会が一番楽しかった

よ。」と聞いており，とても楽しみにしていた。

修学旅行出発まで約1か月，そろそろ出し物を

決めなければならない時期であった。担任の B 教

諭は，朝の会終了後，レク係のリーダーの C 子を

職員室に呼び，今日の6校時の学活を利用して出

し物を決めるように指示した。

学級会はC子を司会にして話し合いが始まった。

「レク大会でやる出し物を決めたいと思います。

グループで話し合って意見を出してください。」

修学旅行のグループは1グループ6～7名で，学級

は男女3つずつの6グループに分かれていた。

学級の中でも活発なD子が「ダンスがいいと思

います。」と発言した。どうやら女子の3つのグル

ープはみんなダンスがいいようだ。野球部の E 太

は「先輩たちから聞いたんだけど，去年は劇をや

ったクラスが優勝したらしいよ。俺たちも劇にし

ようぜ。」と提案した。男子のおとなしめのメンバ

ーがそろっているグループの F 男は，「クイズ大会

がいいです。」と発表した。

結局，各グループから出てきた意見は，ダンス

が4グループ，クイズが1グループ，劇が1グルー

プであった。劇を提案した E 太が，「劇の中にダン

スを入れればいいんじゃないか?」と提案すると，

ダンスを提案したグループはその意見に同意し，

学級としては劇（とダンス）に落ち着きそうな雰

囲気になった。しかし，クイズを提案した F 男は

劇をすることに猛反対して，「おれは絶対にやりた

くない !」と言い出した。結局，他のグループに押

し切られる形で，クラスの出し物は劇に決定した

が，F 男たちのグループは納得していないようで

あった。

担任のB教諭は学級全員が楽しい思い出になる

ように自分たちで話し合って決めてもらいたいと

思っている。しかし，今日の話し合いでは学級全

体の合意が図られておらず，F 男のグループは不

満を持っており修学旅行を楽しめないかもしれな

い。生徒全員が納得して出し物を決定するために

は，学級担任は今後どのようにクラスの意思決定

に関わるべきだろうか。

解説

この事例の問題は，F 男が「絶対にやらない」

と言っているにも関わらず，周囲に押し切られる

形で出し物が決められており，学級全体の合意に

至っていない点であると考える。F 男たちのグル

ープは学級に自分たちの意見を無視されたと感じ
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ており，学級の他の生徒たちは F 男たちのグルー

プが自分たちの意見が通らないことで意固地にな

っていると感じている。両者の間には感情的な対

立が起こっており，これでは学級が団結するどこ

ろか，修学旅行を楽しむことすらできないであろ

う。担任はこの感情的な対立を取り除き，学級全

員の合意が得られるよう意思決定に関わっていく

必要がある。

学級は教員と生徒からなる組織である。学級は

生徒たちの自治的活動によって運営されていくこ

とが望ましいが，学級という組織における意思決

定の最終的な決定権を持つという意味でのリーダ

ーは担任であろう。つまり，担任は学級における

意思決定の主体は生徒に委ねつつ，それがどのよ

うな方向に向かって進んでいくのかはしっかりと

リーダーシップを発揮してコントロールしなくて

はならないということである。担任は生徒たちに

よる意思決定をコントロールしつつ，学級のすべ

ての生徒の意見に耳を傾けたり，生徒が問題を

「自分ごと」と捉え自分たちの力で問題を解決し

ていこうと思ったりするようなはたらきかけをし

ていくべきであろう。

では，F 男たちと学級の間の感情的な対立を解

消するために，担任は具体的にどのように意思決

定に関わっていくべきなのだろうか。まず，本事

例において感情的な対立が起こってしまった原因

を考える。F 男たちのグループは自分たちの意見

を学級に尊重してもらえなかったことにより疎外

感を感じており，学級は F 男たちの意見を単なる

わがままと受け止め，不当な主張だと捉えている。

F 男たちも学級の生徒も，自分たちの意見に固執

しており相手の立場を受け入れようとしていな

い。対立の原因は，話し合いの焦点が，立場の主

張になってしまい，本来の目的である「レク来会

で学級が団結し楽しい思い出作りをするためには

どうすればいいか」ということからずれてしまっ

たことであると考える。つまり，担任は本来の目

的にもう一度注意を向けさせるよう学級にはたら

きかけるべきである。ロベルト（2006，第5章，

p.184）は，相手の注意をもう一度本来の目的に向

けさせる最もよい方法は，質問することであると

述べている。担任は学級の生徒たちに対してレク

大会の目的やどのような結果が得られたら成功と

いえるのか問いかけてみるといいだろう。レク係

のリーダーである C 子なら，「修学旅行の楽しい思

い出を作るため。クラスが団結するため。」と答え

てくれるであろう。「では，どんな決め方でクラス

の出し物を決めていったらいいかな ?」と，意思決

定の過程で大切にすべきことは何かを質問するこ

とで，互いの意見を尊重することが重要であるこ

とに気づかせ，感情的な対立を回避することがで

きる。

クラスの雰囲気が悪くなることを回避できたら， 
F 男にも「クイズも面白そうなんだけど，どうに

か劇に組み込むことができないかな ?」と問いか

けてみるとよいだろう。F 男が「できると思う。」

答えれば，次は「どうしたらクイズと劇をつなげ

ることができるか ?」という問題を学級に問いか

けてみることで，互いの意見を尊重しながら学級

全体で意思決定していこうという雰囲気をつくる

ことができる。

教師が学級に質問をすることで，目的や意義，

どのような問題がるのかを学級全体で検討しやす

くなる。この場合，教師は何も意見を押し付けて

いない。あくまで決定していくのは学級の生徒た

ちである。教師は生徒たちの意思決定をコントロ

ールしつつ，子どもたちの意思決定を促していく

ことができる。

この学級会で学級全体の合意形成ができたとし

ても，これでレク大会が終わりではない。この先，

生徒たちはどのような劇にするのか，だれがどの

ような役割をするのかなど，決めていかなくては

ならないことがまだたくさんある。しかし大事な

ことは，たとえ小さくとも意義ある成功を積み重

ねていくことである。ロベルト（2006，第8章，

p.273）は，「・・・小さな成功をひとたび勝ち取れ

ば，もう一つ小さな成功を生み出そうとする力が

動き出すのだ」と述べている。小さな成功を積み

重ねることで，大きな問題をスモールステップで

解決していくことができるのである。

教師は，生徒たちに質問することで学級におけ

る意思決定をコントロールすることができる。生

徒たちは，質問に答えることで意思決定の過程に

おいて相手の意見を尊重することが重要であるこ

とに気づく。そしてさらに，自分たちの力で小さ

な問題を解決していくことを積み重ねることで大
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きな成功を手に入れる。生徒たちは教師のはたら

きかけによって，意思決定の正しいプロセスを学

ぶのである。この事例の当事者である B 教諭が望

むような「自分たちで話し合って意思決定できる

学級」は，この正しいプロセスを経た意思決定に

よる小さな成功を積み重ねることでつくられてい

くだろう。

3.�事例2: 研究主任が校内研修に関して，同

僚からクレームを受けた場合
事例

A 中学校は中規模校で，研究主任を務める B 教

諭は20年目の中堅教諭である。B 教諭は，A 中学

校に勤務して3年目，赴任してから3年間研究主任

を務めている。この規模の学校では，研究主任は

他分掌と平行して行うことが恒例で，B 教諭も，

1年目は1年担任との兼務，2年目は2年担任との

兼務，3年目は3年担任を兼務し，日々奮闘してい

た。3年担任として，子どもたちへの進路指導面が

忙しくなることから，11月頃までには研究主任と

しての業務を計画的に進めることに力を注いでい

た。また，B 教諭は，校長や教頭，教務主任と密

に連携しながら先生方が校内研修に意欲的に取り

組めるよう心がけた。一方，生徒指導面が忙しく

なると放課後の家庭訪問や子どもたちとの時間が

増えるため，研究主任として，先生方へのアプロ

ーチが消極的になることが悩みでもあった。

1学期も終盤となったある日，校長より，当初計

画していた夏休みの校内研修の予定を変更してく

れるように B 教諭に申し出があった。当初の計画

では，AED の活用の仕方や生徒理解を促すカウン

セリングの手法を学ぶ予定であったが，校長から

は①学年主任による学年経営案，②学級担任によ

る学級経営案，③教科主任による教科経営案の発

表を行う内容に変更の申し出があった。校内運営

委員会では，教頭，教務主任から校長の提案への

反対意見はなく，校長の意見が通った。研究主任

の B 教諭自身もその提案には賛成であった。なぜ

ならば，A 中学校では，学年経営案や学級経営案，

教科経営案の提出はなく，どのようなビションで

各先生方が経営を行っているのか，見えにくい部

分があったからだ。そのため，この機会に各先生

方の経営の目標や計画が見えることで，互いのビ

ジョンの共有が行えると考えたからだ。そこで，

夏休みも迫っていた職員朝会で，研究主任からの

連絡として，夏季研修の内容の変更と，学級経営

案，学年経営案，教科経営案の発表，夏休み第1週
目に経営案の提出をお願いした。

夏休みに入り，学年主任，学級担任，教科主任

は各経営案を提出した。すべての学年と学級，教

科が経営案を準備して，全職員が校内研修に臨ん

だ。一人の持ち時間は，5分の説明と5分の質疑の

10分を設定した。各経営案の発表の後，質疑の時

間に入ると質問をするのは校長だけで，司会進行

をつとめた研究主任は，先生方の意見が少ないこ

とに驚いた。そのような中でも，自覚をもって経

営案を発表することは，各経営案の共通認識，共

通理解という意味で意義があると感じていた。

研修の二日後，湯茶室で50代の教諭が研修会の

内容について意見を述べた。「学級経営案を書くこ

とは当然のことではあるが，全職員の前で発表す

る必要があるのか。また，経営案の記述の仕方が

曖昧で，校長の意図する内容であったら良いが，

意図する内容でなかった場合は指導を受けている

ようで辛かった。」との内容だった。また，別の50
代の教諭からも，「校長の意図する研修内容」への

変更に対する不満の声も聞かれた。校長のやりた

いものをすぐに取り入れた研究主任の姿勢に対す

る不満であった。

解説

このケースの一番の問題点は，研究主任 B 教諭

も自覚しているが，夏休みの研修内容の急な変更

と研修の進め方の2点である。校長から相談され

た経営案の発表は，とても良い企画だと教務主任

や教頭，他の先生方も自覚していたが，計画の急

な変更は速やかに職員へアプローチすべきだった。 
また，研究通信を活用して常に情報を流すのも職

員の不満を解消する一つの手である。研修内容の

変更は職員朝会で伝えるのは当然だが，学年主任

を通しての根回しも必要であった。また，学級経

営案や学年経営案，教科経営案を互いが共有する

ことのメリット，根拠などを丁寧に説明すべきで

あった。今回の事例のように，事前に計画されて

いた内容の変更，変更する場面における意思決定

プロセスの構成感を高めるためにリーダーがすべ

きことは何であろうか。それは，他人の意見を本



琉球大学教育学部紀要　第91集

― 224 ―

当に尊重している姿勢をはっきりと見せることで

ある。リーダーは同僚やアドバイザーから寄せら

れた提案に十分な注意を払い，しかも行動方針を

選択する前にその提案を熟慮して判断したことを

示さなければならないとロベルト（2006，第7章，

p.235）は述べる。つまり，研究主任は，校長から

言われた提案をすぐに受け入れるのではなく，同

僚からの意見を聴く姿勢が必要であった。運営委

員会の中で提案された研修内容へ変更する判断が

速すぎたことも，先生方の主体的な研修意欲を高

めることが出来なかった理由と言える。

では，研究主任はどのような研修内容（報告会）

にすべきだったのか。報告会では，校長のみの発

言に頼るのではなく，互いの仲間による自主的な

発言を促す工夫が必要であったと思う。必ず1度
は発言をすることや，自分の経営に参考になりそ

うなものへの積極的な質問を促す工夫，例えば自

分と共通する提案への質問等が必要であったと考

えられる。また，学年混合のグループに編成して，

ワークショップ形式で少人数にする工夫も必要で

あったと考える。全体の場であると発表する教師

も緊張するであろうし，質問する教師も勇気が出

ない。力のある，声の大きな教師のみが発言する

典型的な研修になってしまったので，運営の仕方

にも課題があったと考える。ここでは，コンテキ

スト（背景）を作り出すことの重要性を確認した

い。グループ討議での自分の発言について，他人

から叱られたり，無視されたり，罰せられること

はないと予想できれば，個人は安心できるとロベ

ルト（2006，第2章，p.79）は述べる。心理的に

安全を感じさせるような雰囲気を作り出せば，組

織内の全員が意見を言い，学習する雰囲気を起こ

すことが出来たであろう。校長の発言は極力控え

てもらい，同僚からの質問やアドバイス，気づき

が発言できるような支持的雰囲気を築く必要性を

感じる。このような場面は，校内研修の授業研究

会などでも言えることである。発言力のある教師

のみに頼るのではなく，協働的に意見を述べ合え

る教師集団の構築が必要と考える。

さらに，研修後に不満をもっている先生方には，

どのような対応が求められるのか。先輩教師の不

満は，研修内容と組織的な体制の不満が重なって

いる。不満はあるがきちんと業務をこなす先輩教

師の意見には耳を傾けたい。内容のどこに不備が

あったか，また，組織的な取り組みに関しては，

研究主任だけでは偏った運営や業務内容，連絡体

制になるため，その都度相談にのってもらう必要

があるだろう。さらに，リーダーは，組織内でコ

ンセンサスを得る必要もある。ロベルト（2006，
第1章，p.35）は，人々がその決定の実行に同意し

て協力するということがコンセンサスの意味と述

べ，その決定に満足していなくても，人々が最終

的な選択としてそれを受け入れていればよいとし

ている。つまり，研修後に多少の不満はあったに

せよ，全職員で取り組んだ校内研修は，初めての

取組とともに職員同士の共通認識という意味では

意義深いものがあり，全員が経営案を報告するこ

とができたことには高い評価を得られた。重要な

ことは，今後の研修の持ち方を反省的に捉えるこ

とだ。ロベルト（2006，第1章，p. 41）は，重要

な会話は「オフライン」，つまり1対1の対話や小

グループによる非公式なミーティングで行われる

と述べる。今回の研修の企画運営や内容について

の不満を非公式のミーティングととらえ，今後は，

リーダーは，会議の前に同僚や上司に根回し，提

案する前に提案をぶつけ合うことが必要であろう。

4.�事例3: 校内研修会で研究主任が提案し

た研究計画に対して否定的意見が出さ

れた事例
事例

A 中学校では，学校全体で取り組むべき授業改

善に関する研究内容を深めていた。昨年度，研究

テーマや方向性が決まり，今年度（2年目）は，校

内研修推進委員会で計画したことを実践に移すべ

く校内研修会は進行していった。校内研究主任か

ら学校全体としての，授業改善に向けての方向性

が示された。「A 中学校の教員としての資質・指導

力・授業力の向上に向けて，しっかりと取り組ん

で行きましょう !!」「そのためには，年2回以上は

公開授業日を設けてお互いを高める必要があると

思います !!」と校内研究主任が方向性を確認した。

多くの職員がうなずき賛同を得たかに見えた。

しかしベテラン教師Yから大きな声で一喝「そ

んな理想論を並べても実際に計画倒れで全く意味

がない。やる人はやる，やらない人はやらない。
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そんなだったらやるだけ無駄 !!」と会議の場が凍

り付き，シーンと沈黙が続いた。その言葉に校内

研究主任は反論できず，再考すると述べ会議は終

了した。ベテラン教師 Y は提案者から提案や意見

があると，現在の役職やこれまでの経験から助言

やアドバイスをするのではなく，提案者に対して

マイナスの意見や中傷的な言葉を頻繁に出す人で

あった。他方で，時には自分の考えに近い案に対

してはプラスの意見や，賛同し提案を押してくれ

ることもあった。

解説

ベテラン教師 Y はなぜ，上記のような言動をと

ったのか。彼の言動を整理してみると，①自分の

考え方とは違う意見に対しての拒否反応。②事前

に知らない事案（検討案）に対しての不安や拒否

反応（自分は聞いていない，今からはできない）。

③自分の考えを押し通そうとする。ロベルト

（2006，第6章，p.207）はこのように述べている，

「ノー」の文化は，最大の権力を持つ者，または一

番声の大きな者に自分の意思を押し通す力を与え

てしまうのだ。「ノー」の文化の特徴として，①一

人の反対者が事実上の拒否権を持つ。②反対者が

より強い権力を持ち，高い地位にあれば，あるい

は「他人よりもテーブルを強く叩けば」それだけ

で影響力は強まる。③反対者は代案を提示するこ

となく現在の提案を中傷する。④反対者は，自分

が反対する提案のマイナス面にしか注目しない，

などがあげられている。ベテラン教師 Y のとった

言動は，反対者は代案を提示することなく現在の

提案を中傷する。反対者は，自分の反対する提案

のマイナス面にしか注目しないなど，「ノー」の文

化に類似していると感じられる。

実際に我々がとった行動は，ベテラン教師 Y と

の良き関係づくりをどう深めるかにあった。学校

運営に対する考えを事前に話し合ったり，研究に

対する協力のお願いを素直に述べる場を設けるな

どした。そのような行動は，ロベルト（2006，第

1章，p.41）が述べている，重要な会話は「オフラ

イン」，つまり一対一の対話や小グループによる非

公開なミーティングで行われることが分かってい

る。人は会議の前に同僚や上司に根回ししたり，

マネジメントチームに提案する前に互いに提案を

ぶつけ合う必要性を挙げている。我々のとった行

動が，ベテラン教師 Y が感じている，事前に知ら

ない事案（検討案）に対しての不安や拒否反応を

和らげる手段になったと感じた。ロベルト（2006，
第5章，p.173）は感情的対立を抑制するために有

能なリーダーは，まず会議で問題を討論する前に

基本ルールを決め，役割と責任を明らかにし，担

当教師同士がお互いに尊重し合う気持ちを植え付

ける，と事前準備の必要性を述べている。こうし

た準備行為をA中学校においても行うことによっ

て，お互いの行動に対する背景を作り出すことに

つなげることができた。

また，職場の立場や肩書を離れて，ざっくばら

んな雰囲気で，気楽にまじめな話をするミーティ

ング。ロベルト（2006，第4章，p.134）のいうオ

フサイトミーティング（A 中学校ではノミニケー

ションと呼んでいる）を開催し，職員間の相互理

解や信頼関係づくりに生かすことができた。今回

の事例で学んだことは，他の組織マネジメントの

場でも重なる部分がある。意見の対立を促しつつ

も，感情的な対立によって会議が機能不全に落ち

ることなく，ルールと役割をしっかりと把握し，

お互いを尊重し合う環境づくりに努めることが大

切である。

5.�事例4: 学年主任による学年経営に関す

る事例
事例

中堅の A 先生（40代）は，今年度から3学年主

任となった。学年所属の職員は，学級担任9名，

副担任5名（学年主任・進路指導主任・研究主任

（学力向上推進兼任）・学年生徒指導（地域連携推

進兼任）・生徒指導主事）の計14名であった。学

級担任は，20代・採用2年目の若手（B 先生）か

ら，過去に他校で学年主任を経験した50代のベテ

ラン（C 先生）まで，年齢・性別等を考慮してバ

ランスよく配置された。

A 先生は，年度初めの学年会において「3年生

は，校内推薦の基準や，進路関係の提出物の期限

等，学級間の差があってはいけない」と考え，「特

に進路に関する学年の取り組みは統一して行う」

ということを提案し，所属の職員全員の同意によ

って確認された。

推薦入試の校内申し込みが近づいた10月の下
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旬，学年で確認された取組の一部が，各学級で統

一されない場面が起こった。校内推薦の申し込み

において，「学級担任との相談をしっかりと行った

うえで受け付ける」ことを確認していたが，C 先

生が学級担任をしているクラスでは，「まずは希望

者全員の申し込みを受け付ける」と生徒との相談

を省いたことで，学級間での対応に差ができてい

た。

この生徒への対応について，C 先生は「A 先生

は学年主任が初めてだから推薦の判断を厳しくし

ていると思う。校内推薦の希望者を全員受け付け

て，推薦委員会で可否の判断したほうが生徒たち

も納得する」と B 先生に説明していた。また，C
先生は，学級の様子や学年統一の取り組み状況に

ついて，A 先生からの確認に対し，「ちゃんとやっ

てますから，大丈夫ですよ～」と話すものの，C
先生自身の経験から判断し，時折学年の取組とは

異なる「独自の方法」で生徒へ対応している様子

が伺えた。

B 先生をはじめ，他の学級担任も，「統一した取

組とは異なる指導を続けるC先生との違い」を生

徒たちから指摘され，どう対応して良いのか，悩

み始めていた。また，副担任同士の連携も，それ

ぞれの校務分掌が大きいため，それぞれが担当し

ている学級が中心となってしまい，学年全体とし

ては十分ではなかった。

このケースでは，学年団で確認した方針や取組

が実行できてない，つまり，学年団の意思決定後

の決定内容の実行がうまくいっていないことに課

題があると考えられる。学年主任として，実行を

うまく軌道に乗せる（特に，C 先生も共通した取

組ができるように方向づける）ためには，どのよ

うなことを意識し，先生方と関わっていけばよい

だろうか。

解説

「学年主任の示した方針（学年団の意思決定）

が実行できてない」ことを解決できた様子を具体

化すると，「C 先生も含め，学年で統一した取組が

できれば，B 先生をはじめとする他の学級担任も

生徒から信頼され，学年経営がうまくいく」とい

うことになるだろう。ここでは，学年で統一した

取組を，「意思決定」として考えてみよう。

意思決定が成功するかどうかは，意思決定の質

と，決定された行動方針を推進する際の実効性の

関数で決まるとロベルト（2006，第1章，p.33）は

述べている。ここでいう意思決定の質は，主に学

年主任が示す，効率よく学年団の目的を達成する

ための取組の選択であり，行動方針推進の実効性

は，学年職員が選択した取組内容の実行に成功し，

学年団の目的を達成することである。

新任の学年主任である A 先生は，これまでの経

験に基づいて，取組の方針を考えている。しかし，

ベテランのC先生も学年主任の経験から自身の考

えを持ち，自分なりの方法で取り組んでいると思

われる。ここで確認しておきたいことは，C 先生

の考えも，A 先生と同様，「同じ目的に対しての取

組」であるということである。つまり，目指すゴ

ールは同じだが，その筋道に違いがあるというこ

とである。

ロベルト（2006，第1章，p.46）は，GE（ゼネ

ラル・エレクトリック）の CEO を引き継いだジャ

ック・ウェルチが，マネジャーたちに対して，「現

実を直視せよ。…（中略）…世界をありのままに

見よ，こうあってほしいという目で見てはならな

い」と熱心に説いたという事例を示している。こ

れを学年主任の立場で整理すると，学年団の目指

す目的に対し，学年主任である自分の考えや取組

だけにこだわらず，学年職員の考える様々な意見

を受け入れ，うまく擦り合わせて意思決定の質を

高めていく必要があると考える。意思決定の質を

高めることが出来れば，学年職員の共通理解は深

まり，取組の内容も統一され，組織の実効性も高

くなると考えられる。

そこで，A 先生が学年主任としてリーダーシッ

プを発揮するために，意思決定の質を高めること

について考える。A 先生はどのように C 先生の意

見を引き出し，学年全体の方針として取り入れる

ようにすればよいだろう。

1つの方策として，ここでは「悪魔の代弁者」を

紹介する。「悪魔の代弁者」とは「わざと異論を唱

える人」「難癖をつける人」を指す。ロベルト

（2006，第2章，p.66）は，ケネディ大統領が行っ

た意思決定プロセスの改善について以下のように

紹介している。ケネディ大統領は，弟のロバート・

ケネディとセオドア・ソレンセンの2人に，キュ

ーバ危機における意思決定プロセスでの「悪魔の
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代弁者」の役割を与えた。ケネディは，2人にそれ

ぞれの提案の弱点とリスクを見分け，重要な前提

条件を残らず洗い出して，徹底的に分析させた。

この事例を踏まえて，A 先生は学年会における

提案内容を検討する際に，主任経験のある C 先生

へ事前に相談を行い，課題や改善点がないかを聞

き出しながら，修正を試みる作業を行うと良いだ

ろう。C 先生に，様々なリスクや課題等へのアド

バイザーとしての役割である腹心として学年経営

に関わってもらうことで，ミドルリーダーである

A 先生の危機を救う役割も担うようになると考え

られる。

さらに，A 先生が C 先生を腹心として活用する

ことは，別の面でも効果が期待できる。ロベルト

（2006，第8章，p.288）は，スタンフォード大学

のキャサリン・アイゼンハートの言葉を紹介して

いる。「リーダーが相談役として利用できる経験に

富んだ腹心を持っていれば非常に役に立つ」，「信

頼できる相談相手は，精神が動揺しているときに

自信と安心感を取り戻させてくれ，また，代償の

高い意思決定の遅延や優柔不断の原因となる，〈間

違った結論を出すかもしれない〉という不安を乗

り越えさせてくれる」というものである。これら

の言葉が示すように，A 先生が C 先生と意見を交

流し，よりよい選択肢を作っていく作業を積み上

げていくことで，A 先生が学年会において提案す

る内容に対しても自信を持つことができ，今後，

リーダーシップを発揮できるようになると考えら

れる。

次に，組織の実効性について考えることにする。

組織の実効性を「学年職員が選択した取組内容の

実行」と考えるとき，学年所属の職員間では，同

じ視点からの共通した理解が求められる。理解の

状況や「形だけの選択肢」が存在していないか確

認する意味でも，学年の所属職員間での意識の乖

離をチェックする必要がある。具体的な方法とし

てロベルト（2006，第7章，pp.257-258）は，①意

思決定プロセスの進行に応じて，時々「プロセス

を点検する」習慣をつける，②メンバーと個別に

面談して認識の食い違いを調べる，③リーダーを

除いて，メンバーだけで意思決定プロセスについ

て問題点を話し合ってもらう，④会議中やその他

のコミュニケーションで，メンバーや部下が見せ

るボディランゲージ（身振り）や，その他の言葉

以外の合図にもしっかりと注意を払わなければな

らない，を紹介している。これらの活動を通して，

リーダー（学年主任）とメンバー（学年職員）が

同じ視点に立ち，学年会で確認した取組や指導が

統一されたものになっているか，随時チェックを

行うとよい。

意思決定の質と，行動方針推進の実効性を高め

ることができたチームは，意思決定がうまく成功

し，チームの意識も高くなっていく。ロベルト

（2006，第7章，p.258）は，リーダーだけでなく，

すべてのメンバーが積極的に聞くという技術を身

につけ，他人の意見を本当に尊重する姿勢を示す

ことが，チーム全体の利益になるのだと指摘する。

A 先生が学年リーダーとして，学年職員間の意見

交換を促し，それぞれの意見を尊重しながら取組

を進めていくことで，学年団の意思決定がうまく

いき，学年団で確認した方針や取組が実行される

ようになる。また，学年団の方針や取組が統一さ

れることで，学年職員や学級担任間での取組の差

や生徒からの不満が減少し，良好な学年経営が実

践できるだろう。

6. 討論

これまで，院生から学校現場での4つの事例を

あげてもらった。これらの事例から学校での意思

決定について分析してみる。

（1）　問題の場面

「1. はじめに」で述べたが，学校には様々な組織

があり，これらの組織が機能することにより，学

校が教育機関として運営できる。これらの組織に

は，子どものみからなる学級や児童会（生徒会），

専門委員会などがある。また，教員集団からなる

学年集団や委員会，教科の集団など多種存在し，

子ども集団であっても大人集団組織であってもこ

れらの組織には円滑な活動が求められる。このよ

うな組織のどのような意思決定の場面で問題事例

が起こったか確認しよう。

まず，事例1では生徒集団である学級での問題

場面を取り上げていた。中学校で，生徒は学習活

動や係活動，部活動など様々な教育活動に取り組

んでいる。多様な考えや資質を持った生徒が存在

する集団なので，しばしば生徒同士の意見の衝突
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も起こりうるだろう。事例1では，修学旅行レク

大会の学級の演目を決定場面でする学級会で，ク

ラスの多数意見への反対の態度をとり，猛反発を

行う F 男グループの存在があった。他方，事例2
～4は生徒集団の問題場面ではなかった。教員と

いう大人集団の意思決定場面での問題事例であっ

た。

事例を総括すると，学校現場で，組織的意思決

定での問題場面は子ども集団でも教員集団でも起

こり得る。本稿の事例は学校内のみの場面であっ

たが，現実の学校では保護者や地域との問題場面

も考えられる。特に，PTA 組織においては，多様

な活動が予想される分問題場面も多いと考える。

（2）　問題の時間軸

4つの事例1～4は，いずれも意思決定と関わる

問題場面ではあるが，時間軸で見ると異なってい

た。事例1と事例3は意思決定そのものの場面であ

る。事例1は学級会で「絶対にやらない」と言っ

ている生徒がいる場面であった。事例3では，校

内研修会で校内研担当の提案が力のある先輩教員

に反対された場面であった。

それに対して事例4の問題場面は意思決定の場

面ではなく，学年会で決定された内容が学年の全

職員でもって実行へ移すことができていなかった。 
ここでも，決定内容を遂行しなかったのはベテラ

ンの教員であった。事例2では，決定事項が遂行

された後での問題場面であった。校内研修後に，

その内容などに関して先輩教員から校内研担当教

員が苦言を受けていた。ミッション終了後の問題

場面であった。

事例2～4から，学校現場では意思決定場面，決

定内容の遂行，ミッション終了後など多くの場面

で問題が起こることが理解できる。また，上述し

た事例2～4に共通点が見られる。それは，反対を

した教員・遂行しなかった教員・苦言を発した教

員は全て先輩教員（50代）であった。一人の反対

者が拒否権を持っている状況をロベルト（2006，
第6章，p.206-208）は「ノー」の文化と分析して

おり，この「ノー」の文化の存在を事例3では言及

している。このように「ノー」を発信する先輩は

仕事の能力も高いので，周りの職員への影響力も

持っていそうである。

またロベルト（2006）は，基本的には意思決定

そのものに至る場面を扱うのと同時に，第8章で

「実行につながる決断」という章を設け，意決定場

面においてありがちな，「決めたことが実行されな

い」ことに対する対処法も論じられている。これ

がまさに事例4で扱われているものである。本稿

事例ではそれに加え，決定事項が遂行された後に

生じる問題も扱っている。それはそのときの決定

そのものに影響を与えるものではないが，次に同

様の意思決定を行うときに配慮しないと，同じこ

とが繰り返される可能性が高いものであり，学校

場面では対応を考えておく必要性が高いものとい

えよう。

（3）　問題の解決

ここで，問題への解決策をみていく。事例1で
は生徒の意思決定場面の問題に対して教師がどの

ように対処するかを述べていた。ここでは，学級

担任をリーダーとして位置付けていた。生徒の中

にもリーダーは存在する。しかし，学級担任は生

徒リーダーを含めた学級全体のリーダーとして存

在しているのだ。学級担任を学級のリーダーとす

ることは，学級担任が生徒に対して上に位置する

縦の関係ではなく，生徒集団に対して学級担任は

横や斜め上からの関係になる。学級の決定に猛反

発する F 男グループや他の生徒，これらをまとめ

る生徒リーダーに学級担任は権威的に意思決定を

意のままに押し付けることも可能である。しかし，

学級担任がリーダーである以上この権威的な押し

付けは不可能となり，生徒とともにレク大会に向

けての取り組む姿勢が学級担任には求められる。

事例1での解決策として，学級担任が生徒に質

問すること（ロベルト，第5章，p.184）をあげて

いた。ロベルト（ロベルト，第5章，p.184）によ

ると，議論が白熱すると，人は相手の言うことを

聞かなくなる。この時にリーダーが目標や前提，

根拠などの質問をし，その場の雰囲気を切り替え

るとある。ここでは，学級担任の質問で学級会の

雰囲気を変え，生徒に別の視点で考えさせ，この

問題場面を解決しようとしている。学級担任の質

問により，生徒は議論の方向性を確認し，相手の

意見に耳を傾けるようになるだろう。また，生徒

に質問をするということは，前提となっていた修

学旅行レク大会の意義の再確認につながるであろ

う。ここでの教師からの問い直すという行為は，
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学級演目の前提であるレク大会の意義を捉え直す

ということである。道田（2012，p.114）は，クリ

ティカルシンキングにより前提を踏まえて議論を

組み立てるようになると述べている。それは，ク

リティカルシンキングにより，より良い意思決定

や問題解決が可能になると考える。さらに，事例

1での解決策として小さな成功（ロベルト，第8
章，pp.271-273）もあげていた。ロベルト（第8
章，pp.271-273）は，「小さな合意により，新しい

協調関係を作り，（中略）進展を維持・強化しよう

とする力が生まれる」としている。ここでの小さ

な合意は小さな成功も含んでいる。事例1でも述

べられていたが，学級での活動はレク大会で終わ

りではない，彼ら彼女らはレク大会後も様々な意

思決定場面に遭遇し，そこで，学級の一員として

議論に参加する。このような未来の意思決定場面

を予見すると，学級による意思決定を小さな成功

につなげ，一つ一つ積み重ねることが理想だと思

われる。この小さな成功の積み重ねは事例4におけ

る校内研の実施でも必要となるものである。事例

1であげられている解決策の「質問する」と「小

さな成功」にはある特徴がある。それは，学級担

任が持っている教育者としての眼差しである。教

育者として権威的に物事を生徒へ下さず，質問か

らの生徒自身に意思決定をさせ，小さな成功を積

み上げていこうとしている。このような教育者の

眼差しは，後々の生徒の成長を射程に入れている

ものである。

事例2～4は教員集団の問題場面となっており，

その解決策は事例1とは異なるように思われる。

これらの三事例の解決策をキーワードにし，表に

まとめた。

表1は事例2～4に登場した解決策であるが，こ

れらの解決策の特徴を捉えるために，これらのキ

ーワードを「意思決定手法」「リーダー」「人間関

係」「その他」にカテゴライズした（表2）。「意思

決定手法」はより良い意志決定を行うための方法

や意思決定のルールである。組織にポリシーがあ

り，そのポリシーを守って，組織の活動が円滑に

行われる。「リーダー」は学校長や担当主任などが

より良い意思決定のために採る行動である。ポジ

ションとして上に位置する管理者や主任は，相対

的に下に位置する教員への態度も重要となる。ま

た，「人間関係」は他者を意識したもので，特に他

者の情意面を大切にしているものである。一人一

人のモチベーションやパフォーマンスを高めるた

めに集団には不可欠な要素である。「意思決定手

段」「リーダー」「人間関係」どれにも該当しない

項目を「その他」とした。

事例2 事例3 事例4
・コンセンサスの意味（p.35）

・オフライン（p.41）

・個人の安心（p.79）

・提案の熟慮（p.235）

・オフライン（p.41）

・オフサイトミーティング（p.134）

・基本ルール（p.173）

・意思決定の質と実効性（p.33）

・現実の直視（p.46）

・悪魔の代弁者（p.66）

・意思決定プロセス（pp.257-258）

・他者の尊重（p.258）

・腹心（p.288）

表1　各事例における対処（括弧内はロベルト（2006）の頁）

表2　問題対処への要素（括弧内は出現数）

意思決定手法 リーダー 人間関係 その他

・基本ルール

・悪魔の代弁者

・意思決定プロセス

・腹心

・現実の直視

・提案の熟慮

・オフライン（2）

・個人の安心

・オフサイトミーティング

・他者の尊重

・コンセンサスの意味

・意思決定の質と実効性



琉球大学教育学部紀要　第91集

― 230 ―

事例2～4において，問題解決策のキーワードは

13出ていた。カテゴリーで多かったは「人間関係」

が5，続いて「意思決定手法」の4となっていた。

ここに，事例1とは異なる教員集団が問題場面に

直面したときの解決策の特徴が出ている。「人間関

係」が解決策のトップとなっている。学校という

組織を運営するためには教師の協働体制が欠かせ

ない，と院生は判断している。先述したが，教員

は様々な組織に分かれて，活動をしている。そこ

では色々な問題が起こる。それは，保護者との個

別なやり取りなど組織的な意思決定とほとんど関

係のない場面でもあり得る。このような多様な問

題に教員集団は，平素から協働体制で取り組まな

ければならない。教員個人で問題解決にあたると，

問題解決の質が低かったり，問題がより大きくな

る可能性もある。「人間関係」は意思決定場面のみ

ならず，平素から求められるものとして院生には

捉えられ，これが，表2での「人間関係」の数の

多さにつながったと考えられる。この「人間関係」

は様々な場面に必要で汎用的ない解決の要素だと

思われる。しかし，人間関係が良好であっても，

様々な問題を上手く解決できるとは限らない。そ

こには，問題を解決する方法論が求められる。ロ

ベルト（2006）はその著書『決断の本質』の中

で，組織の意思決定においての多くの方法論を紹

介している。事例1～4では，これらの方法論の中

かから，各事例に応じた解決策の方法論を探し出

し，各事例の問題の解決を図っている。学校での

問題解決には人間関係と共に解決方法論も必要で

ある。

本稿では，院生が現場で体験した（または架空

の）事例を基に，学校現場での問題場面とその解

決策について考えてきた。ここでまとめると，子

ども集団の問題場面では，教師は権威的に物事を

進めず，且つ，子どもの成長を視野に入れた解決

策を提案している。教師集団の問題場面の解決で

はでは，教員の協働体制に重みを置いた中で，そ

の状況に応じた解決方法を設定している。子ども

に対しては教育者として，同僚に足しては協働者

としての姿勢がみられた。

今回は，学校現場での問題への解決策を4つの

事例で検討してきた。今回の解決策はあくまでも

案である。今後，この解決案（またはある特定の

解決案）を実施し，教員組織がどのように意思決

定を行ったかのケーススタディが求められると考

える。教師集団の意思決定に関する研究はまだま

だ少なく，この領域の研究の蓄積が必要となると

考える。教員集団がより良い意思決定ができると

いうことは，より高次な教育活動の展開が期待で

きる。教師の意思決定能力育成は，子どもたちの

成長の一助となるに違いない。
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