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【実践報告】

スクールリーガルマインドの育成と養護教諭と協働できる教諭の養成を志向した教師教育実践
―教職大学院授業科目「学校安全管理」における法科大学院教員や医学部保健学科教員による特別授業―
吉田

安規良１・和氣 則江２・武田 昌則３，４・田中 洋１・
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Practice for Teacher Education to Develop School Legal Minds and Collaborate with
Yogo Teacher（School Nurse Teacher）
─ Special Classes Given by Professors of Law School and Health Sciences in the Class
Subject“School Safety Control”at Graduate School for Teacher Education ─
YOSHIDA Akira１, WAKE Norie２, TAKEDA Masanori３，４, TANAKA Hiroshi１
SHIMOJI Toshihiro１, NISHIYAMA Chie３，５, YOKOI Masato４，６

要

約

「チームとしての学校」には，専門スタッフと協力，連携，協働しながら複雑化，多様化，困難化している学
校をとりまく課題に最前線で立ち向かう中核的人材たる教員が必要となる。教職大学院での中核的人材の育成
の在り方を検討するために，琉球大学の教職大学院の授業科目「学校安全管理」の中で，法科大学院及び医学
部保健学科の教員による特別授業を２回実施した。特別授業は，受講者（３人）が専門家から学びたいことに
担当者が答える形で構成した。学期末に実施した授業評価アンケートの結果から，受講者は方法，内容両面で
肯定的に評価し，「学校安全管理」の授業に総合的に満足していた。「事前の準備がきちんとできている」とい
う状況の重要性を受講者が再確認できたこと，「受講者に知らないことがありすぎる」ことを授業担当者が把握
できたことが成果として挙げられる。教員は学習指導や生徒指導の専門家として，それ以外についてはその分
野の専門家を頼ることが中核的人材に必要であり，専門スタッフ側も学校教育に特化した高度で専門的知識や
経験を有した上で，学校文化についての深い理解が不可欠である。こうした必要な資質・能力の育成には，専
門的な学びの質や量，経験，立場が異なる者が交わる合同授業の実施が考えられる。
キーワード：教師教育，専門職大学院，資質・能力，高度化，チーム学校，外部専門スタッフ

１．はじめに
⑴

問題意識の背景

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」
（いわゆる「給特法」）により，
公立の義務教育諸学校等の教員は，その職務と勤務態様の特殊性に基づき，勤務時間の長短にかかわら
ず，教員の勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとして，給料の４％を教職調整額として支給
１

琉球大学大学院教育学研究科 教職実践講座・高度教職実践専攻； Department and Professional School for Teacher Education, Graduate
School of Education, University of the Ryukyus
２
琉球大学医学部保健学科 地域看護学講座 臨床心理・学校保健学分野； Clinical Psychology and School Health Major, Department
３

４

of Community Health Nursing, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, University of the Ryukyus
琉球大学大学院法務研究科 法務講座・法務専攻；Department and Professional School for Judicial Professionals（Professional
Degree Programs; Law School）, Graduate School of Law, University of the Ryukyus
琉球大学教育学部附属学校スクールロイヤー；
“School Lawyer”for Faculty-Affiliated Elementary and Junior High Schools, Faculty

of Education, University of the Ryukyus
琉球大学教育学部附属学校スクールパラリーガル；
“School Paralegal”for Faculty-Affiliated Elementary and Junior High Schools,
Faculty of Education, University of the Ryukyus
６
弁護士法人サイオン総合法律事務所；Saion Law Offices
５
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する制度を設け，超過勤務手当を支給しないことになっている。その代わりに公立の義務教育諸学校等
の教員は原則として時間外勤務を命じられない。例外的に時間外勤務を命じる場合は，⑴生徒の実習に
関する業務，⑵学校行事に関する業務，⑶教職員会議に関する業務，⑷非常災害等のやむを得ない場合
の業務－いわゆる超勤４項目－に限定されている。４％の積算根拠は1966（昭和41）年の勤務状況調査
で示された１週間あたりの平均超過勤務時間から算定されたものである註１）。しかし，経済協力開発機
構（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）が行っている国際教員指導
環境調査（Teaching and Learning International Survey，TALIS）の結果註２）や文部科学省の「教員
勤務実態調査（平成28年度）」の分析結果・確定値註３）が示すように，給料の４％相当分をはるかに超
える超過勤務の現状は，給特法を有名無実化させるだけでなく，最近では「ブラック職種」の１つに教
職を位置付けてしまっている註４）。
こうした状況に対して，2015（平成27）年に中央教育審議会（2015a）は「教職員定数に係る緊急提
言」の中で，児童生徒数の減少に合わせて加配定数も含め教職員定数を機械的に削減すべきとの財政制
度等審議会の考え方に対し，「厳しい財政状況を踏まえ，限りある財源を有効に使うことは必要である
が，教職員定数の機械的な削減という主張は，今後の日本社会の発展のために，子供の実態や学校現
場・地方の実情に応じて教育が果たさなければならない役割についての認識が全く窺えないばかりか，
各学校の厳しい実態を無視した，あまりにも非現実的なもの」であり，加配定数を含む教職員定数の充
実を強く求めた。さらに「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」（中央教育
審議会 2015b），「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員
育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」（中央教育審議会 2015c），「新しい時代の教育や地方創生
の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」（中央教育審議会
2015d）の３つの答申を同時に示した。「チームとしての学校」が求められる背景には，新しい時代に
求められる資質・能力を育む教育課程を実現するための体制整備，複雑化・多様化した課題を解決する
ための体制整備，教員が子供と向き合う時間の確保等のための体制整備がある。その改善方策として，
教員が学校や子供たちの実態を踏まえ，学習指導や生徒指導等に取り組むことができるようにするため
の指導体制の充実と心理や福祉等の教員以外の専門スタッフの参画による専門性に基づくチーム体制の
構築が示された（中央教育審議会 2015b）。この「チーム学校」の実現に向け，
「教員は学校で育つ」と
の考えに基づいて，教員の学びを支援するために養成・採用・研修を通じた方策や学び続ける教員を支
えるキャリアシステムの構築のための体制整備が具体的方策として示された（中央教育審議会 2015c）。
また，地域社会のつながりや支え合いの希薄化等に伴う地域の教育力の低下や学校が抱える課題が複雑
化・困難化しており，学校と地域がパートナーとして相互に連携・協働していく必要性と社会総掛かり
で教育の実現を図る必要性を示し，「地域とともにある学校への転換」，「子供も大人も学び合い育ち合
う教育体制の構築」，「学校を核とした地域づくりの推進」を求めた（中央教育審議会 2015d）。
溝部・梶田・財津ほか（2018）は，上述した３つの答申（中央教育審議会 2015b，2015c，2015d）を眺望し，
「チーム学校」を進める上での課題を，⑴「教員の専門性」の明確化に関する課題，⑵教員，職員，専
門スタッフ等構成員のチームとしての連携・協働の在り方に関する課題，⑶学校マネジメントに関する
課題，⑷業務改善・勤務時間の適正化に関する課題，⑸人材育成・人材確保に関する課題，⑹経費・予
算に関する課題の６区分に整理した。さらに実際の小中学校の教職員が学校のチーム化にどのような意
識をもっているのかを質問紙調査により明らかにした（溝部・梶田・石井ほか 2018；溝部・梶田・酒
井ほか 2019）。
樋口（2018）は，「給特法の抜本的見直し」とあわせて教員の長時間労働縮減のために講ずべき措置
として「学校の役割の明確化と教員の職務の精選・見直しを図ること」，「教員の受け持ち授業時間を縮
減するなど，教職員定数を改善充実すること」，「教員の業務負担軽減のための外部専門スタッフの配置
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を拡充すること」を示している。佐久間（2019）は，「先生たちの仕事の仕方を効率化することなどで
はなく，何人の先生が最低限必要なのかを計算する基準を，仕事量の増加に応じて適正に改善していく
こと」の必要性を示し，外部専門スタッフの配置人数が少なく，週１日勤務程度の非常勤配置しか実現
しなかったことから，その間の１週間の子どもの生活を伝える業務連絡ですら大変な時間を要する仕事
になることを指摘している。
「チームとしての学校」を組織する教員以外の専門スタッフには，心理や福祉に関する専門スタッフ
として，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，授業等において教員を支援する専門
スタッフとしてICT（Information and Communication Technology）支援員，学校司書，英語指導な
どを行う外部人材と外国語指導助手（Assistant Language Teacher，ALT）等，補習など学校におけ
る教育活動を充実させるためのサポートスタッフ，部活動に関する専門スタッフとして新たに学校教育
法施行規則第78条の２に制定された部活動指導員，特別支援教育に関する専門スタッフとして医療的ケ
アを行う看護師等（看護師，准看護師，保健師，助産師），特別支援教育支援員，言語聴覚士（SpeechLanguage-Hearing Therapist，ST），作業療法士（Occupational Therapist，OT），理学療法士（Physical
Therapist，PT）等の外部専門家，就職支援コーディネーターが例示されている。これに留まらず学校
や児童生徒等の状況の変化等に伴い，例示された専門スタッフの役割の見直しや新たな専門スタッフが
求められることがあり得ることも言及している（中央教育審議会，2015b）。その一つに学校で発生す
る様々な問題について，子どもの最善の利益を念頭に置きつつ，教育や福祉等の視点を取り入れながら，
法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士であるスクールロイヤーがある。中央教育審議会（2019）
は，学校への過剰な要求も含めた学校を取り巻く諸問題について法的助言等を行うスクールロイヤーの
配置とその活用促進をはじめ法制的な観点から学校をサポートすることを可能とする教育委員会の機能
強化を文部科学省に求めた。これを受ける形で，文部科学省は2020（令和２）年度からスクールロイヤー
を各都道府県の教育事務所や政令市など，全国に約300人配置できるようにする方針を決めた。だが，
国内トップクラスの難関試験である司法試験を突破した弁護士といえども「専門性」はあり，オールマ
イティーではないことは周知の事実である。どの弁護士も「強み」を育み，それを武器にして業務を遂
行しており，全員が学校教育に特化した高度で専門的知識や経験を有しているわけではなく，児童生徒
学生や保護者以外の立場で学校教育現場を経験しているわけではない註５）。日本弁護士連合会（日弁連）
（2018）は，「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」の中で，スクールロイヤーが，子どもの最
善の利益を図るために，学校，保護者，児童生徒から中立の立場に立ち，学校側に法律上適切な対応に
ついて内部的に指導・助言を行う点を強調している。なによりも弁護士は弁護士法や弁護士職務基本規
程で利益相反行為が禁止されている。「継続的な法律事務の提供を約している者」（上記規程第28条第３
号）である設置者や学校との関係に照らし，学校側の代理人として対外的に対応することはできないが，
同時に教職員，児童生徒，保護者からの相談を一定の段階で受けられなくなることもありうる。
複雑化，多様化，困難化している学校をとりまく課題を解決していくために，教員以外の専門スタッ
フが関わるようになれば，教員だけで課題を解決していた時代以上に，情報共有や調整のための業務が
教員に付加されていくことは容易で想像できる。専門スタッフも学校教育や学校文化についての深い理
解が不可欠であり，職業倫理が異なる専門職を仲介しながら子どもの最善の利益を図る教員の資質・能
力の向上が必須となる。前者としては専門スタッフの養成機関が教師教育を知ることからはじめる必要
があり，後者としては校長等のトップマネジメント能力の育成よりも協力，連携，協働しながら学校を
とりまく課題に最前線で立ち向かう中核的人材を育てることが想像できる。とりわけ，スクールロイヤー
との関係性では，圧倒的大多数の初等中等教育諸学校は公立であり，そこで働く教員が地方公務員であ
るがゆえに，地方公務員法に明示されている「法令等及び上司の命令に従う義務」を履行するための法
令等の理解や知識の修得やコンプライアンスマインドの育成に留まらない，法令等の実際の適用に必要
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とされる柔軟・的確な判断力（スクールリーガルマインド）が不可欠となる。当然，ここで指し示され
る「法令等」とは，教員採用試験の教職教養の頻出問題レベルの教育法規に留まらない。また，学校に
必置の教員は教諭と養護教諭に大別できるが，教諭と養護教諭もその専門性や職能が異なる。今日では，
保健教育，安全教育及び給食指導などを統合した概念として「健康教育」が学校に位置付けられている。
健康教育は，学校が組織体としての教育機能を発揮すべき典型的な実践の場である。保健管理，安全管
理といった管理運営面に留まらず，教育活動までも包含した形で幼児・児童・生徒が安全で安心できる
学校生活を営むためには，「教員以外の専門スタッフが加わる以前から学校の中に存在しており協力，
連携，協働してきた相手（＝自分以外の教員）」についての一層の理解も不可欠である。
⑵

目的

筆者らの所属する琉球大学は，専門職学位課程として法科大学院と教職大学院の両方を設置している。
また，養護教諭養成は教育学部ではなく医学部保健学科で看護師の国家試験受験が可能なカリキュラム
で行われている。専門性の高い教員を養成することを目的とする教職大学院において，法曹養成や養護
教諭養成に携わる者が，教諭に対して特別に授業を担当することで，「チーム学校」を担う人材養成に
ついての何らかの知見が得られることが期待できる。
そこで，教職大学院における「チームとしての学校」をまとめていく中核的人材の育成の在り方を検
討するために，琉球大学に設置されている教職大学院（大学院教育学研究科高度教職実践専攻）の授業
科目「学校安全管理」の中で，法科大学院（大学院法務研究科）の教員及び医学部保健学科で養護教諭
養成に携わる教員による特別授業を実施した。この実践を踏まえて，スクールリーガルマインドや「チー
ム学校」時代の中核的人材たる初等中等教育諸学校の教員に必要とされる協力，連携，協働に必要な資
質・能力の教職大学院における育成について概観した。本報はその実践と概観の報告である。

２．科目の概要
「学校安全管理」は，毎年度後学期に開講されている学校経営に関する科目群に属する選択必修科目
である。「学校安全管理」では，学校現場が対応しなければならない安全管理について，児童生徒が被
害者となりうる事象について，これまで起きた事件・事故（いじめ，正課中の事故など）や受講者の経
験を元にその対応策を学び，想定外の事象が生じた際の在り方をイメージすることを通して不測の事態
に対応する資質・能力を養うことをねらいにしている。また，これらのことを元に，とりわけ沖縄県の
教育課題にある「学習指導の充実」や「生徒指導の充実」に，ここで養われた資質能力が下支えになる
ことをめざすものである。さらに，安全管理に関わる受講者自らの経験を振り返りながら，それが危機
管理の理論的視点からどのように裏付けられるのか，あるいは見直されるべきなのかについて学ぶこと
を通して，将来的に起こり得る課題に応えられるような危機管理能力を修得することを目指している。
この科目は，琉球大学に教職大学院を設置・開設した2016（平成28）年度から開設していたが，過去３
年間受講を希望した者はいなかった註６）。そのため2019（平成31・令和元）年度に初めて受講者を迎え
て開講した科目である。
受講者は３人で，その内訳は現職院生２人と非現職院生（学卒後間を空けずに進学した，いわゆるス
トレートマスター）１人である。３人とも教諭の教員免許のみ所持している。
2019（平成31・令和元）年度の「学校安全管理」では，救急活動（外部専門家）との連携と救命救急
技能の習得を図るため，2019年11月９日（土）に，琉球大学が所在する西原町を管轄する沖縄県東部消
防組合の消防本部（南風原町）にて，主に成人救護を対象とした普通救命講習Ⅰの受講を組み入れた。
これに加えて，2019年11月25日（月）には武田が，2019年12月16日（月）は和氣がそれぞれ担当する特
別授業を実施した。
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３．授業実践
⑴

授業の前準備

２回の特別授業は，いずれも「学校安全管理」の授業での学びから生まれた新たな疑問，この間の教
職経験から感じていた疑問や授業内容に関連して専門家から学びたいことを受講者が事前に担当者に投
げかけ，それを担当者が答える形で構成された。実施時期も踏まえて換言すれば，「学校安全管理」で
の学びの中間まとめ的な扱いの位置付けともいえる。いずれも特別授業の約３週間前に授業担当者（吉
田）宛に電子メールで受講者から送信されたものをとりまとめて特別授業の担当者（武田，和氣）へ送
付した。特別授業の担当者はそれを基にしながら授業内容を構成していった。
⑵

11月25日

法務研究科

武田による授業

３人の受講者から武田に寄せられた質問事項や学びたい内容は以下の通りであった。このうち，「東
日本大震災の津波被害に関して大川小学校の訴訟」に関してはこれ以前の「学校安全管理」の授業で授
業担当者（田中）が教材として取り扱った内容に関連しており，それ以外の質問は，これまでの教職経
験から寄せられた安全教育実践に関するものや同僚の対応や同僚との関係性に関するものだった。
⃝

東日本大震災の津波被害に関して大川小学校の訴訟があったように，災害に対する学校側の責
任が問われるようになっています。沖縄では，台風の時に子どもたちを帰すか否かの判断が迫
られることは多々あると思いますが，万が一問題が発生した時に，学校はどのように対応すれ
ばよいのでしょうか。あるいは，どのような心構えでいるべきなのでしょうか。

⃝

安全主任を担当した時（小学校），不審者訓練の計画案を作成する中で，不審者役を例年警察側
に依頼し，実施していたが今年からは警察側が出来ないことになり，その年は，ＰＴＡ会長に
やってもらった。次年度は，不審者役がなかなか決まらずに，最終的にどうしようもなく身内（自
分の弟）にやってもらった。（それはそれで問題だと思いましたが．．．） そこで質問です。不審
者役を必ず設けないといけないのか？

⃝

危機管理に関して２点質問。突然，事が起こった時（例えば，大阪教育大学附属池田小学校事件）
に，自分だったらパニックになり声が出ないと思う。人間の心理から。Ｑ１：そういう状態の時，
声が出るのか？また，Ｑ２：子どもたちを守るためにどう対応すればいいのか？そういう状況
にならないように未然に防ぐ対策を各学校で取り組んでいると思いますが，それでも万が一に
そういうことになった場合，２番を特に教えてください。パニックを起こさないように日頃か
らメンタルを鍛えたほうがいいのかな？

⃝

教諭が授業に取組まない生徒に「この授業でおまえの存在はない。」などの言葉を発し生徒が訴
えた場合，教師はどのような処分を受けるのだろうか。

⃝

教諭が清掃をしない生徒に「考えられない」と言った時，生徒が「うるさい」と器物に衝撃を
与え破損させ，教師を威嚇した場合，教師は生徒を訴えることができるのだろうか。

⃝

学校帰りに他人の自転車に乗り，その自転車に乗って登校した生徒を全校生徒の前で逮捕した
警察，職員の対応は正しいのか。その件で学校を辞め定時制高校へ転校してきたことを保護者
がとても辛そうに話していた。

⃝

いじめによる自殺があっただろうと予測されるのに管理者に「いじめはなかった」というよう
にと指示された場合，どう対応したらいいのだろうか。

⃝

職員室で教師による無視や聞こえるように文句を言われた場合その教師を訴えることができる
のだろうか。
［文章表現については全て受講者から寄せられた原文のママ］

これに対して，武田から授業準備に際し，「学校安全管理」以外を含めて教職大学院の授業で，①沖
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縄県教育委員会が発行している「児童生徒等の安全確保対策緊急関連マニュアル」註７）の内容，②「大
川小学校の訴訟」に対する司法判断である2018（平成30）年４月26日の仙台高裁の判決（同高裁平成28
年（ネ）第381号国家賠償等請求控訴事件；最高裁が2019（令和元）年10月10日付で上告を棄却すると
ともに上告審として事件を受理しない旨の決定を下したことにより確定した）の内容の２つの取り扱い
について確認があった。授業担当者（吉田，田中）から，受講者から寄せられた質問等については，授
業担当者のほうで調整していないため雑多なものが混じっていることを詫びた上で，危機管理の具体的
なイメージを受講者と授業担当者の間で共有するため大川小学校の裁判や一般的なマニュアルについて
の話を「学校安全管理」の初回授業時に実施したが，①については特段具体的に教材として取り扱って
いないため，受講者が個々にどこまで知っているのかを含めてそれ以外のことについては不明であるこ
と，②について判決内容について深く取り扱ってない旨を武田に回答した。それに加えて，弁護士の目
から見て，学校（初等中等教育諸学校）がどのように見えているのかを口述してほしい旨も伝えた。
当日の授業は，上述した寄せられた質問事項や学びたい内容に回答する形を軸に展開していった。ま
ず，大川小学校の訴訟について簡潔に説明した。大川小学校の判決の精髄の説明に関しては，静岡県弁
護士会に所属する永野海弁護士が大川小学校の訴訟について講演された際の資料を，武田がご本人に直
接連絡を取り，了解を得た上で使用した。特に第一審（仙台地裁平成28年10月26日判決

同地裁平成26

年（ワ）第301号国家賠償等請求事件）では津波を想定した内容に災害マニュアルを改訂しなかったこ
とについては過失を認めないものの，地震発生後の避難の仕方（個々の教員の判断）に過失があったこ
とを認めたが，控訴審では，地震発生後の個々の教員の判断が適切であったか否かを問題にせず，地震
発生前の段階で教育委員会や学校がなすべき防災対策を怠ったことを違法と判断したという，
「原告（遺
族側）勝訴」という結論には差がないもののその判断理由が，現場の個々の教員の判断ミスを責めるも
のから教育機関の事前防災の怠慢に対する組織的責任を問うものに大きく変わったこととそれが意味す
るものとして，教養として一般市民に求められる防災のレベルと，子どもの命を預かる教育機関に求め
られる防災のレベルは本質的に異なるものであることを説明した。これを踏まえる形で，マニュアルの
内容を事前に検討しておくことの重要性に触れ，沖縄県教育委員会のマニュアルの一部を紹介していっ
た。その後，他の質問に回答していく中で，パニックを防ぐために「人のことも考える。自分だけ助か
ろうとしない」旨の心構えや，公益通報者保護法や文部科学省の子ども安全対策支援室を紹介し，この
特別授業で扱われた内容全般について質疑応答や討論を行っていった。

写真１

⑶

12月16日

医学部保健学科

武田による授業の様子

和氣による授業

３人の受講者から和氣に寄せられた質問事項や学びたい内容は以下の通りであった。この内容から教
諭側も養護教諭との「連携」の取り方に困っている様子がうかがえた。そのため，「教諭と養護教諭と
の連携」に焦点をあてた授業展開となるように準備を進めた。
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⃝

小学校の担任をしていた時に感じたことです。勤務先学校によって養護教諭の仕事内容が違う
のでしょうか？例えば，身体測定の時間に，測定のみの方とその時間内に測定と，養護教諭の
話（児童向けに）をしてくださる方がいらした。また，
「虫歯０を目標」にのスローガンのもと，
治療すみの児童に対しても養護教諭が賞状を作成してくれた方と，それは自分の仕事ではない
と，やらない方がいました。

⃝

学校の実態に応じて保健室の役割は異なってくるのでしょうか。事例も含めて，教えてください。

⃝

担任と一緒で仕事にきりがないと思いますが，養護教諭の仕事とは？お聞きしたいです。

⃝

生徒の事故（指の切断や火傷など）が起こった場合，養護教諭の先生は落ちついて対応するの
ですが，実践などの講義が行われているのですか。

⃝

養護教諭の先生方は，心が優しい方が多くいらっしゃいますが，優しさを身につける養成など
も行われるのですか。

⃝

養護教諭と連携を上手く行っていく為に教諭が行ってほしいことはどんなことですか。

⃝

教諭と養護教諭はどのように連携をとるのが望ましいのでしょうか。特に，不登校の場合，保
健室へ通う生徒を通常学級へと戻していくためにどのように連携をとるべきですか。

⃝

保健室の在り方について質問です。近年，不登校の生徒の居場所としても利用される等，学校
保健室のニーズは増えており，養護教諭の業務は多忙化したと思います。そのような状況で，
養護教諭の側から，学校や教職員に対する要望がありましたら教えてください。
［文章表現については全て受講者から寄せられた原文のママ］

当日の授業は，①保健室の機能，②養護教諭についての説明後に，③児童生徒の安全・安心をはかる
上でどのように連携したらよいだろう？というテーマで受講者との討論を志向する展開で進められた。
特に，②に関しては，養護教諭が置かれた経緯と職務の説明に際し，1872（明治５）年の学制公布以降
の日本の学校制度の変遷と照らし合わせながら，学校看護婦（衛生婦，養護婦），養護訓導，養護教諭
とその名称と役割の変化を説明した。とりわけ琉球大学が所在する沖縄県は，戦前において教職ベース
で養成・配置して実績をあげていた「学校衛生婦（養護教諭の前身）」が壊滅状態になり，さらに1945（昭
和20）年から1972（昭和47）年の本土復帰にかけてアメリカ合衆国による占領統治時代を経ており，他
県とは異なる部分が存在する。そのため1952（昭和27）年の琉球政府設立前後で大別する形で当時の沖
縄の情況についても説明した。例えば，1947（昭和22）年の学校教育法施行に伴い，日本で養護教諭が
配置されるようになっても，当時の沖縄では，1946（昭和21）年の「学校衛生婦について」通達に基づ
き，病院勤務の看護婦が学校事務に従事することとなり，学校衛生については近在の病院と連絡を取ら
ざるを得なかったという，「養護教諭誕生（配置）の時期の差」を口述した。また，教育職員免許法に
基づいているとはいえ，養護教諭免許は教諭とは異なり，看護職養成との関わりもある。養成機関の違
いが養護教諭の資質形成に及ぼす影響は大きく，採用後もほとんどの勤務校で「一人職種」，
「一人職場」
であるがゆえに，個人の資質や能力・仕事への取り組み方が保健室経営に反映されやすくなる。さらに，
勤務校の児童生徒の健康実態によって優先的に取り組むべき課題は異なり，それに応じて養護教諭の職
務の重点も変わるので，教諭側からすると仕事の内容そのものが違うように受け取られやすくなること
を説明した。
学校教育法に定められている養護教諭の職務である「養護をつかさどる」については，「養護：心身
ともに発育発達途上の子どもたちに対して，子どもの健康を守り健全な発達を促すために，『守る』視
点と『育てる』視点とを併せもちながら，教育的に働きかける行為」と「つかさどる：単にルーチンワー
クをこなすのではなく，子ども達のよりよい健康・発育発達を支援するための課題を考えながら，主体
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的に取り組むこと」というように分けて説明した。これに続けて，学校保健や学校安全の領域が教育活
動―特に各教科や学級経営―の中でどのように関連しているのか具体例をあげて説明し，教諭と養護教
諭との連携や役割分担について討論していった。学校安全管理面では，事故防止の観点から日々の教育
活動において児童生徒の最も身近にいる「教諭による児童生徒の健康および行動観察」と「安全点検に
基づく環境整備」が基本にある。これは学校において予防すべき感染症の蔓延防止すなわち保健管理と
も深く関係し，①養護教諭は教諭らが行った健康観察結果を集計して学校全体の動きを把握し，いち早
く注意喚起・対処することで学級閉鎖や学校閉鎖を防ぐことにもつながっていくこと，②養護教諭は保
健室利用状況から児童生徒の安全上の問題を把握して教諭に提示し，ホームルームや学級指導での安全
指導に役立ててもらうように働きかける必要があること，③事故発生時における応急処置や取巻き児童
（生徒）の管理における連携や役割分担など，基本的なことが確認された。

写真２

和氣による授業の様子

４．考察
⑴

受講者の学びから振り返る成果と課題

学期末に実施した，「学校安全管理」の授業評価アンケートの結果を以下の表に示す。
表 「学校安全管理」の授業評価アンケートの結果
評価項目

５：
強くそう思う

⑴

 ラバスに記載された目的や趣旨
シ
が活かされた授業であった

３人

⑵

使用した教材は適切であった

３人

⑶

教員の説明はわかりやすかった

２人

⑷

 解を促すための方法上の工夫が
理
よくされていた

３人

⑸

 合的に判断してこの授業に満足
総
している

３人

⑹

⑺

４：
そう思う

３：どちらと
も言えない

２：そう
思わない

１：全く
そう思わない

１人

・救命講習を実演したことがとてもよかった。現場に戻った時に，即，
実践に活かせるので。
・又，ゲストティーチャーとして，武田先生と和氣先生の講義も大変良
かったです。
この授業で特に良かった点，また
・児童・生徒の健康管理，安全対策を学ぶことが出来，これからの教員
は印象に残った点［自由記述］
生活に活かせる授業内容でした。
・専門的に法律的なことで講義をして下さり大変勉強になりました。
・救命講習やゲストティーチャーなど，工夫をこらした授業で，意欲的
に学習できました。ありがとうございました。
 の授業で改善すべき点（設備・
こ
・特になし
備品等を含む）［自由記述］
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設問⑶「教員の説明はわかりやすかった」のみ評価が分かれたが，他の設問は３人の受講者全員が
「５」と評価しており，全ての回答が肯定的なものだった。設問⑹の自由記述での回答からも，
「救命
講習」を含めてこの科目の特徴的な取組に対して，方法，内容両面で肯定的な評価を得たことが読み取
れた。設問⑺で具体的改善点が指摘されなかったことから，「学校安全管理」の授業そのものに対して
受講者は総合的に満足していたと評価できる。
学期末の授業評価アンケート以外にも，２つの特別授業後には，その都度受講者に感想文の提出を求
めた。
武田による特別授業後の感想文の中には，報道から未曾有の災害であるのに学校の責任が問われてい
ることに少し負担感を感じていたものの，事前防止の段階に過失が認められたことや予見できなかった
ことには過失はないことがわかり，事前の対策を講じてさえいれば，想定を超えたものに関して学校は
責任を問われないことが「学び」であったと記されたものがあった。その上で，学校側の心構えとして，
子どもたちの命に対する責任感を持ち，普段から災害に対する備えをしておく必要があること，忙しさ
のあまり蔑ろになってしまうことが多々あると予想されるが，国や県の防災マニュアルをそのまま踏襲
するのではなく，これらのマニュアルを参考に，学校の実態に即し追加したり省いたりしながら，地域
に合わせて学校独自のマニュアルを作成し，シミュレートし，行動するとともにその学校に適したもの
となっているのか再検討することの必要性を理解したことにも触れられていた。また，子ども安全対策
支援室の存在やその連絡先を知ったことや公益通報者保護法に関して，学校の隠蔽体質がよく指摘され
ているが，勇気を出して告発した者を守ることまで目を向けている管理者は少ないように思うため，そ
ういった教育現場で，自分の身を守っていくためには「仲間」をつくる必要があることを「学び」とし
て示したものもあった。
一方，授業技術に際して，「弁護士ということで難しくかたい話なのかと身構えていたのですが，そ
れどころかとても分かりやすく，先生の言葉や話し方も柔らかくスーッと入ってきました。誰にでもわ
かるように話す，説明する先生の講義を受けて我を振り返り反省しました。どの子にもわかるように話
ができるように努めたいと思いました。」と教育職としての自らの授業技術そのものを省察する姿勢も
確認できた。弁護士でありながらも実務家教員として実際に法科大学院で教壇に立っている武田による
専門性に裏打ちされた授業は，スクールリーガルマインドの育成に留まらず，教職生活の振り返りにも
寄与していた。
和氣の特別授業後の感想文の中では，学校安全管理にかかわる学校保健の視点と，養護教諭の職務を
踏まえた連携のあり方について学んだことへの記述が見られた。特に，「養護教諭の配置の経緯」につ
いて，戦前の沖縄では教職ベースに養護の知識を学ばせており，感染症の蔓延を防ぐために子どものみ
ならず各家庭の衛生指導を行い，医者が少ない当時，大きな効果を発揮していたことや生徒達の健康を
守り健全な発達を促すために大切な存在であり，学校における養護教諭の必要性を改めて認識したこと
を「学び」として明示した者もいた。また，養護教諭は「養護をつかさどる教諭」であるということを
理解し，養護教諭の職務には子どもたちの健康を「守る」視点と「育てる」視点があり，受講前では「守
る」視点を重視した指導を行っているイメージはもっていたが，実際は「育てる」視点も持った指導も
行っており，教職員全体で連携のあり方を考えることが重要であることを「学び」として記した者もい
た。養護教諭の「職務」の広範さから多忙さがわかったと同時に，養護教諭に負担を強いることなくチー
ムで動いていく必要性や，学校において予防すべき感染症の蔓延防止のための視点や養護教諭との協力，
連携，協働の在り方を学べたことに言及しているものもあった。
また，体調の悪い生徒も心因性の問題を持つ生徒も生徒指導の必要な生徒も「とりあえず，保健室に
行って養護教諭の先生と話して」ということが学校現場では日常的な対応として行われるため，生徒達
で常にいっぱいになる保健室の状況を改善するために，学校全体で「保健室経営」を考え，生徒達の健
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康・発育発達を支援するための課題を考えながら主体的に取り組むことや，学校安全管理に関する校内
研修を行う必要性に触れ，体調不良から心の悩みに気づいて教諭につなげる役割を行っている養護教諭
と一緒に子どもが安全に安心して過ごせる学校づくりを行うことについて言及したものもあった。しか
しながら，「養護教諭との連携」に関しては，受講者が想像しやすい具体的な日常の光景である「応急
処置時における取り巻きの管理」に討論が収束してしまいがちとなり，「学校安全管理における連携」
について希薄になってしまった部分があることを反省しなければならない。次回以降は，
「学校安全管理」
における養護教諭の関わりとして，例えば，発作を伴う疾患（てんかんや心臓病，アレルギー等）のあ
る子どもへの教育活動における保健・安全管理の視点や，医療的ケアを要する子の受け入れに関する留
意点や事故対応などを題材にした授業内容等が考えられる。特別支援学校のみではなく，通常の学校に
も医療的ケアを要する子の通学が増えると思われる中註８），医療的ケアを要する子に関する学校事故の
扱いについては法的な観点からも難しいことが多々あることも想定できる。そこで，今回のように２つ
の特別講義ではなく，教諭，養護教諭や栄養教諭とスクールロイヤーが一堂に会して学ぶような授業ス
タイルが考えられよう。
以上のことから，２つの特別講義の成果として，「事前の準備がきちんとできている」という状況
－すなわち普段からの準備と訓練が必要で，危機管理をしっかりと身に付けておくことによって救える
命があることを忘れないこと，子どもたちが安心・安全に一日を過ごし帰宅できるように過ごせる環境
や体制を学校全体で職員が一丸となって取り組むべきであること－の重要性を受講者が再確認できたこ
とが挙げられる。その一方で，重大な事故がおきた時の責任の問われ方以前に，子ども安全対策支援室
や公益通報者保護法についてなど，コンプライアンスマインドやスクールリーガルマインドの育成に際
して，「受講者に知らないことがありすぎる」ことは今後の「学校安全管理」の授業内容を構成する上
での課題である。しかし，このことを授業担当者が把握できたことは成果でもある。教職課程コアカリ
キュラムの導入に伴い，学士課程段階で「教育に関する社会的，制度的又は経営的事項」の中に「学校
安全の対応」が含まれ，そこでは，学校安全への対応に関する基礎的知識を身に付けることが目標に示
されている（教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会 2017：13）。だが，当面教職大学院に
進学してくる現職教員のほとんどは教職課程コアカリキュラム導入以前に教員免許を取得しているた
め，教職課程コアカリキュラムの中で示されている一般目標「学校の管理下で起こる事件，事故及び災
害の実情を踏まえて，学校保健安全法に基づく，危機管理を含む学校安全の目的と具体的な取組を理解
する」ことや到達目標に示されている学校安全の必要性と安全管理及び安全教育の両面から具体的な理
解を促すことも大学院教育として必要とされることに留意しなければならない。
⑵ スクールリーガルマインドと「チーム学校」時代の中核的人材に必要とされる協力，連携，協働
に必要な資質・能力の育成について
教職課程コアカリキュラムでは，チーム学校運営への対応について学士課程段階で「学校の担う役
割が拡大・多様化する中で，学校が内外の専門家等と連携・分担して対応する必要性について理解す
る」ことが一般目標として定められており（教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会 2017：
12），「校内の教職員や多様な専門性を持つ人材と効果的に連携，分担し，チームとして組織的に諸課題
に対応することの重要性を理解している」ことを到達目標に定めている。教員免許を取得する（未就職）
段階では，「必要性や重要性の理解」が最低到達目標であるが，就職すれば「知っている」や「分かる」
に留まらず「できる」ことが求められ，（習得した知識や技能，組織の構成員という両方の意味で）「使
える」人材でなければならない。もちろん「できる」にも最低到達目標はあるが，個々の教職員レベル
では得手不得手や教職経験の差もあるため，求められる及第点は異なってくるだろう。教職の高度化を
志向する教職大学院においては「チームとしての学校」をまとめていく中核的人材の育成が求められる。
さらにそれは，知識として理論を学ぶだけの「頭でっかち」や拙い実践をただ繰り返すだけの「尻すぼ
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み」に終わらないことが求められる。当然それは多肢選択方式で出題される教職教養に関する教員採用
試験問題を「勘」で解答するのではなく「論理的に思考した結果」として解答できる資質・能力註９）を
基盤に育成することに他ならない。それは，多肢選択方式以外の方法を安易に用いて試験することで見
極めるものでもない。大野（2020）が指摘するように，「短文記述式」では正答に行き着けても論理的
思考力や概念や法則の理解まで評価できないため，正しく理解しているのか，それとも誤解しているか
どうかの確認ができない。つまり，評価の方法や実際と組み合わせて中核的人材の育成実践を具体的に
示す必要がある。
まず，「チーム学校」時代の中核的人材となる教員には，一人の教員として以上の様々な知識や技能
の習得が要求される。今回の実践でも垣間見られたように子ども安全対策支援室や公益通報者保護法な
ど教員にとって「知らなくていいこと」で済まされないものもたくさんある。だが高度な実践力を備え
た初等中等教育諸学校の教員を育成する教職大学院の教員であっても，その専門性から少しズレれば「知
らないこと」があることも事実である。「チーム学校」のねらいの一つは初等中等教育諸学校の教員が
学校や子どもたちの実態を踏まえ，学習指導や生徒指導等に取り組むことができるようにするための指
導体制の充実であるため，心理や福祉等の教員以外の専門スタッフの参画を促す－換言すれば，教員は
学習指導や生徒指導の専門家としてそれ以外については一次的には担当したとしても，その分野につい
ての専門家を頼る－ことが「チーム学校」時代の中核的人材に必要である。一方で頼られる側である専
門スタッフも学校教育に特化した高度で専門的知識や経験を有した上で，学校文化についての深い理解
が不可欠である。幸いにして琉球大学は法科大学院と教職大学院という二つの専門職学位課程を設置し
ている。今後スクールロイヤーの整備が本格化し拡充していくのであれば，法科大学院教育として学校
教育に特化した高度で専門的知識や経験を有した法曹人材を，教職大学院教育として「チーム学校」時
代の中核的人材をそれぞれ養成していくために，例えばこの「学校安全管理」の授業の中で，訴訟沙汰
になった学校教育に関する実際の事例を題材にして，スクールロイヤーに興味や関心がある法務研究科
院生とグループワーク（合同授業）の実施が考えられる。このように専門的な学びの質や量，経験，立
場が異なる者が参加する合同授業の実施によって，教員のスクールリーガルマインドの醸成やスクール
ロイヤーの専門性の構築，さらには協働できる関係性の構築に寄与するか否かを実証的に確認できる。
さらに，教員やスクールロイヤーが協力，連携，協働していく上で必要な資質・能力が育成されること
を通して，それが具体的に「何」で「どのように育成されるのか」が鮮明になると考えられる。
一方で，学校には教諭以外にも養護教諭がいる。しかも養護教諭は「公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律」や「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法
律」で規定されているように，児童数が851人以上の小学校や，生徒数が801人以上の中学校，高等学校
のような比較的大規模な公立学校を除くと，「一人職場」に身を置き，職場に同じ専門性をもつ相談相
手がいない状況で「一人職種」として教職生活が始まり，協力，連携，協働していく。大嶋（2020）は，
養護教諭と理科教員が連携した「いのちの学習」の実践を報告する際に，「いのちに関わる専門職であ
る養護教諭として，子どもたちに伝えたい思いや内容があるにもかかわらず，『各学年のどの教科や単
元と関連させるのがより有効なのか』についての知識や指導技術は未熟である」と述べている。また，
「養
護教諭には保健室経営だけでなく自校の健康課題解決に後手に追われるのでなく，先手の健康教育に積
極的に関わってほしいという，各学校の教育ニーズがある」ことにも触れ，「養護教諭も各学年，各教
科の学習内容を理解するとともに，管理職はじめ多くの教職員と連携し，校内のカリキュラム・マネジ
メントに関わっていくこと」の必要性を指摘している。さらに，「教職員の多忙さをみるがゆえに健康
教育の相談もできないで遠慮している養護教諭も多い」と推測しており，一緒に授業をつくる楽しさと
価値を見いだすために教諭側から養護教諭への声掛けを要請している。
ところで，学校安全に関する組織的取組を推進していくには，文部科学省初等中等教育局長通知註10）
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で示されているように，全ての学校において，管理職のリーダーシップの下，学校安全の中核となる教
職員を中心として，組織的な取組を行えるような体制を構築するとともに，全ての教職員が，各キャリ
アステージにおいて必要に応じた学校安全に関する資質・能力を身に付けることが必須となる。チーム
としての学びを醸成する「学校安全管理」に関する校内研修は，学校安全に関する事項についての校務
を整理したり計画立案したり連絡調整及び指導，助言にあたる「主任」が置かれるのであれば，この「主任」
が担うべきものであろう。この「主任」や「保健主事」に（とりわけ中堅～ベテラン層の）養護教諭が
充てられる/担う/担わざるを得ない状況も学校の実態によってはあり得ることは容易に推測できるが，
養護教諭の本務たる「養護をつかさどる」に内包されるものでもない。学校安全管理は教育活動に不可
欠であり，各教科等で扱う内容に応じた特有の観点や管理の方法もあることは容易に推察される。その
ため，職種と関連させずにこの「主任あるいはミドルリーダーやポストミドルリーダー」に必要な資質
や能力を教職大学院で養成することを，この授業科目を実践していく中で検討しなければならない。
本学の教職大学院は，教諭以外に養護教諭や栄養教諭の専修免許の教職課程も整備しており，実際に
非現職の養護教諭免許取得者や現職栄養教諭もこれまで進学してきている。教諭以上に一人職種，一人
職場という中で職能成長をどのように自らの力で行っていくのかが問われる養護教諭や栄養教諭の教職
大学院への進学の契機となることも期待できるため，例えば，養護教諭志望の学部生や現職研修とタイ
アップするなどして現職養護教諭との合同授業を行うことで，学校現場での実際の事例を題材にしたグ
ループワークやロールプレイに現実味が増す。専門的な学びの質や量，経験，立場が異なる教員同士に
よる合同授業で扱う題材は，訴訟沙汰になるような「異常時」のものである必要性は必ずしもない。保
健指導の指導案検討などの「平時」の取組，あるいは想像し難い状況ではない，感染者が確認されたり
濃厚接触者が多数確認されたりするような緊急的な対応が求められる，新型コロナウイルス感染症への
感染拡大防止や予防対応のような，時代の要請として国民の素養として必要とされる事項のような，実
際にチームとして応える現実的に起こり得る内容で必要十分である。教諭とともに学ぶ環境でこうした
ことを一つ行うだけでも，養護教諭の職能成長を下支えすることが期待できる。養護教諭以上に少数派
となる栄養教諭も同様であろう。さらにこうした取組によって，協力，連携，協働していく上で必要な
資質・能力の具体が「何」で「どのように育成されるのか」が鮮明になっていくとともに，養護教諭や
栄養教諭と協働できる教諭が育成される。

５．おわりに
教員の多忙化の軽減のために外部専門スタッフを配置するならば，学校に常駐してくれなければ「先
生たちが担ってきた職務の肩代わり」にはならないため，外部専門スタッフを雇用する予算がつくなら
教員を雇ってくれたほうが，様々な業務を担えて助かるという現場の声がある（佐久間，2019）
。神内
（2018）は，「特に学級担任は日本の教育制度の最良の特徴でもあり，子どもに対して『教師』だけで
なく『カウンセラー』『ソーシャルワーカー』『親代わり』にもなれる『何でも屋』であるがゆえに，児
童生徒や保護者がいつでも気軽に寄り添える教員として，教師と子供，学校と家庭の信頼関係を構築す
るために必要不可欠の存在である」と評価している。しかしながら，
Kishida and Nishiura（2018）は，
日本が人口減少を迎える前の2002年から2006年の産業別従属人口指数を計算し，それを今後も維持する
と仮定して，未来の需要－2002～2006年相当の当該産業のサービス構造を維持するために「何人の当該
産業の労働者が必要か」－を計算した。その結果，2025年には330万人，2035年には520万人，2050年に
は930万人の労働人口の不足が見込まれるものの，少子高齢化に伴い，総体としての教育分野に関して
は需要が小さく供給が上回る供給過多となることを推定した。裏を返せば，「2002～2006年相当の当該
産業のサービス構造を維持する」という前提が変わらなければ，公立学校の教職員の標準定数が教員の
多忙化の解消に資する形で改善されることは期待できないであろうし，学校に常駐してくれる外部専門
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スタッフが配置できなければ教員の多忙化の軽減にはならない。さらに残念なことに，外部専門スタッ
フが学校に常駐できるかどうかは，予算の問題や適任者の配置が可能かどうかといった，個々の教員や
学校現場の努力ではどうにもならない部分が存在している。
そもそも教員の職務範囲が無限定性であるがゆえにオールラウンドな職務能力を身に付けることが教
員養成段階から期待されていたとしても，やはり「餅は餅屋」である。外部専門スタッフには教員が身
に付けてない高度な専門性がある。そのため，
「子どもの最善の利益」のために「チーム学校」体制下で，
多忙な教員を支援する専門スタッフと連携するには，「教育（保育）」なり「養護」なり「栄養の指導及
び管理」を「つかさどる」能力に「連携」能力が含まれており，「餅屋」としての教員に求められてい
ると捉えなければならない。こうした「つかさどる」能力の育成は，我々を含めた教員を養成する大学，
大学院の今後の課題である。この課題の解決には各大学，大学院の実践事例の共有，蓄積が必要である。
「棚からぼたもち」は期待できないため，我々も実践事例を報告しなければならない。神内（2020）は，
スクールロイヤーにふさわしい専門性についての論争があるものの，弁護士であること以上に特別の資
格も経験も専門性も必要とされていないことから，
「教員免許や教員経験を必要としないまでも，最低限，
教育法の専門知識を習得するための研修や，教育現場の実情を理解する機会として現職教員による弁護
士向けの研修を受講することを条件とすべきである」と提言するとともに，学校で実際に寄せられる法
律相談内容には，スクールロイヤーの雇用形態によって対応が難しい事案が存在していることを指摘し
ている。その上で，
「学校に定期的に来ることがスクールロイヤーの特徴であり，制度の重要要素になっ
ている」と論じている。こうした指摘を受けて，現状としてどのような雇用形態であっても弁護士のみ
が担うがゆえに，名称・業務独占資格となるスクールロイヤーの養成については，法科大学院の主体性
の発揮を期待したい。

註解
１）文 部 科 学 省 のwebサ イ ト（2020年 ９ 月30日 取 得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chukyo/chukyo ３/041/siryo/attach/1417551.htm）に簡略に経緯がまとめられている。
２）TALIS2018の結果，日本の中学校教員の通常の一週間における仕事時間は参加国中最長の56.0時間（小学校
教員は54.4時間）である。その内訳を見ると課外活動，事務業務，授業計画にかける時間の割合が参加国中
で最長である（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.nier.go.jp/kenkyukikaku/talis/pdf/
talis2018_points.pdf）。
３）文部科学省のwebサイト（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/component/b_
menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1412993_18_1.pdf）にその概要が示されている。小
学校，中学校とも教諭は１日あたり平均11時間以上学内で勤務している。
４）2019年12月に給特法は改正された。改正の要点は２つあり，①2020年４月（令和２年度）からは，所定の勤
務時間外に行う業務の多くが，超過勤務命令によらないものであること等を踏まえ，文部科学大臣は，公立
学校の教師の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため，教育職員の業
務量の適切な管理等に関する指針を定めることとなり，いわゆる「残業時間」の上限が明示された。しかし，
それに合わせた教職調整額の改定（支給割合の増加）は無い。②学期中の業務の縮減に加え，かつて行われ
ていた夏休み中の休日のまとめ取りのように集中して休日を確保すること等が可能となるよう,2021年４月（令
和３年度）からは地方公共団体の判断により，一年単位の変形労働時間制の適用が可能となる。これにより
教職調整額を改定しなかった代償措置的要素が期待されるが，有名無実化に拍車を掛ける可能性も否定でき
ない。またいずれも違反した際の罰則規定はない。
５）学校内弁護士として私立中学校・高等学校教員と弁護士を兼務している神内聡弁護士（2020年度はクロスア
ポイント協定に基づき兵庫教育大学の教職大学院の准教授として，教育法規，教育政策及びその他の教育学
に関する教育研究や教材開発等を担っている；詳細は兵庫教育大学プレスリリース：「本郷さくら総合法律事
務所と国立大学法人兵庫教育大学との『クロスアポイント協定』の締結について－スクールロイヤーとして
活躍する弁護士の招へいについて－」（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.hyogo-u.ac.jp/
topics/5274163.php）参照）は例外中の例外であろう。
６）受講（希望）者がいなかった理由は，主として大学院生個々人の課題研究の内容との適合性の問題から他の
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授業科目の履修が優先されたことが考えられる。だが，月曜日の１時限目という開講曜日時間があまり好ま
れていない可能性も否定できない。
７）「児童生徒等の安全確保対策危機管理マニュアル」は，沖縄県教育委員会のwebサイト（2020年９月30日取得，
Retrieved from https://www.pref.okinawa.jp/edu/hoken/jujitsu/data/kikikanri.htm）からダウンロー
ド可能である。
８）文部科学省初等中等教育局長通知（30文科初第1769号）「学校における医療的ケアの今後の対応について
（ 通 知 ）」（2020年 ９ 月30日 取 得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
material/1414596.htm）
９）これには「論理的思考に基づき確たる自信をもって正答を選び抜く」こともあるが，「勘」に頼らず他の選択
肢の全てが誤答であることを論理的思考に基づいて見抜き，「この解答が正答であるかどうかについては確た
る自信はないが，これ以外は全て誤答であることには確たる自信をもって解答する積極的消去法」も含まれる。
10）文部科学省初等中等教育局長通知（28文科初第1878号）
「第２次学校安全の推進に関する計画について（通知）」
（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1383652.htm）

謝辞・付記
本研究の一部は，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）で開講されている
授業科目「学校安全管理」の担当者のFaculty Development活動の一環である。また，本研究の一部は
JSPS科研費

JP20K02830「法科大学院と教職大学院の協働による島嶼型スクールロイヤーのあり方

に関する実践研究」の助成を受けたものである。
本報は次のように分担した。問題の所在については，吉田，武田，西山，横井，和氣が，
「学校安全管理」
の授業構成は，吉田，田中，下地がそれぞれ協議しながら素案を作成した。その上で，武田と和氣が特
別授業の内容を構成した上で実践した。受講者の提出物などから武田，和氣，吉田が考察を進めて，そ
れぞれの専門性を踏まえて著者全員で議論を進め，吉田と和氣が最終的にとりまとめた。

引用文献
中央教育審議会，2015a，「教職員定数に係る緊急提言」，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.
mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1363512.htm）.
中央教育審議会，2015b，「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」，（2020年９月30日取
得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afiel
dfile/2016/02/05/1365657_00.pdf）.
中央教育審議会，2015c，「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員
育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.mext.
go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/13/1365896_01.pdf）
.
中央教育審議会，2015d，「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後
の推進方策について（答申）」，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/01/05/1365791_1.pdf）.
中央教育審議会，2019，「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における
働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」
，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://www.
mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1412993_1_1.pdf）
.
樋口修資，2017，「教員の長時間労働の縮減をめざし，給特法の改正を：『働き方改革』と時間外労働の上限規制
について考える」『論座』朝日新聞社，2017年９月21日，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://
webronza.asahi.com/national/articles/2017091100008.html）．
神内聡，2018，『スクールロイヤー －学校現場の事例で学ぶ教育紛争実務Ｑ＆Ａ』日本加除出版，37.
神内聡，2020，
「スクールロイヤーの実態と全国的配置に関する問題点」
『スクール・コンプライアンス研究』8:73-84.
Kishida，N.，& Nishiura，H.，2018，Demographic supply-demand imbalance in industrial structure in the
super-aged nation Japan，Theoretical Biology and Medical Modelling，15:19，DOI: 10.1186/s12976-0180091-z.
教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会，2017，「教職課程コアカリキュラム」，（2020年９月30日取
得，Retrieved from https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfi
le/2017/11/27/1398442_1_3.pdf）.

－ 168 －

琉球大学教職大学院紀要

第５巻

溝部ちづ子・梶田英之・石井眞治・酒井研作・財津伸子・斉藤正信・道法亜梨沙，2018，「『チーム学校』に向け
た今後の可能性と課題（Ⅱ）～ 教育現場の質問紙調査から一考察 ～」『比治山大学・比治山大学短期大学部教
職課程研究』4:32-46.
溝部ちづ子・梶田英之・酒井研作・財津伸子・斉藤正信・道法亜梨沙，2019，「『チーム学校』に向けた今後の可
能性と課題（Ⅲ）─ 中学校教育現場の質問紙調査から一考察 ─」『比治山大学・比治山大学短期大学部教職課
程研究』5:178-193.
溝部ちづ子・梶田英之・財津伸子・酒井研作・斉藤正信，2018，「『チーム学校』に向けた今後の可能性と課題（Ⅰ）
─ 関連答申と先行研究文献から ─」『比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究』4:21-31.
日本弁護士連合会，2018，「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」，（2020年９月30日取得，Retrieved
from https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_180118_06.pdf）.
大野栄三，2020，「教育の都市伝説と大学入試改革」『理科教室』本の泉社，63（3）: 94-95.
大嶋智子，2020，
「養護教諭と理科教員の連携授業－“あなたが大切”を伝える『いのちの学習』－」『理科の教育』
東洋館出版社，69（5）
: 42-44．
佐久間亜紀，2019，「教員不足６つの処方箋：いま必要なのは『教育改革』ではなく『教育予算改革』だ。それ
こそ政治の責任だ」『論座』朝日新聞社，2019年６月15日，（2020年９月30日取得，Retrieved from https://
webronza.asahi.com/national/articles/2019060500001.html）

－ 169 －

