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【実践報告】

特別支援学校における学校組織マネジメントを活かした学校経営 I
佐和田　聡１・城間　園子２
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Akira SAWADA1・Sonoko SHIROMA2

キーワード：学校組織マネジメント、人的環境、学校経営への参画意識、カリキュラム・マネジメント

Ⅰ　はじめに

　科学技術の急速な発展、経済社会のグローバル化・情報化や価値観の多様化など変化の激しい社会情勢
の中、教育機関である学校も変化を求められる時代となっている。こうした状況を踏まえ、組織マネジメ
ントを導入した学校経営の声が叫ばれるようになって久しい。平成 10 年の中央教育審議会（以下、中教
審とする）答申「今後の地方教育行政の在り方について」では、学校の自主性・自律性の確立について言
及し、学校運営組織の見直し、校長・教頭といった管理職の適材確保と教職員の資質向上、学校の事務・
業務の効率化などの方策を提言している。さらに、平成 12 年の「教育改革国民会議報告」では「学校に
組織マネジメントの発想を導入し、校長が独自性とリーダーシップを発揮できるようにする。組織マネジ
メントの発想が必要なのは、学校だけでなく、教育行政機関も同様である。」として、本格的に組織マネ
ジメントの導入について踏み込んだ提言を行った。
　こうした中教審等の答申や提言を受けて、文部科学省は教育委員会等における教員等に対する学校組織
マネジメント研修への取組を促進することをめざし、平成 14 年 6 月に「マネジメント研修カリキュラム
等開発会議」を設置した。同会議では、平成 16 年に「学校組織マネジメント研修−これからの校長・教
頭等のために−（モデル・カリキュラム）」平成 17 年「学校組織マネジメント研修−すべての教職員のた

要　約

　特別支援学校においては、子供たちの障害の重度化・多様化に伴う指導改善に向けての取り組みに加え
て、保護者からの教育に対する期待度の高さ、多様な要望への対応等といった教育に関する様々な対応が
求められているのが現状である。学校組織マネジメントはこうした学校の諸問題を効果的かつ効率的に解
決し、加えて学校教育の確かな成果を導き出す方法である。本稿では第一筆者自らの特別支援学校経営実
践を通して、学校組織の体質を踏まえたマネジメント手法の導入を容易にする手立てについて探ろうとす
るものである。そのための第一段階として今回は、特に組織マネジメントや学校経営に関する理念や理論
的な内容について整理をした。まず教育効果の観点から見て、子どもの学習活動を内面的に支える人的環
境（教師・学友等）は極めて重要な要素であることが再認識された。その上で、教職員間のいわゆる協働
意識や学び合い、学校経営への参画意識などの職場風土の形成、換言すれば成熟した組織づくりが学校経
営を行う校長の役割の一つであることを明らかにした。さらにカリキュラム・マネジメントの導入にみら
れるような、マネジメントの視点よる授業構想やさらに大きく、「教育課程におけるカリキュラムデザイン」
への意識を高めながら、学校経営に対して取り組むことが重要であることを指摘した。

１沖縄県立宮古特別支援学校
２琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻
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めに−（モデル・カリキュラム）」と「学校組織マネジメント研修−すべての事務職員のために−（モデル・
カリキュラム）」を取りまとめ、これによって全国での学校マネジメント研修実施の流れができた。
　一方、学校においてはいじめや不登校、学力向上などの教育課題に加え、保護者や地域からの過大な
期待や要望等、解決すべき問題を抱えて直近の事案への対応に追われているのが現状である。その結果、
諸問題への対応に伴う業務の多忙化、ひいては教職員の疲労感が蔓延している状況にある。とりわけ特別
支援学校においては、子供たちの障害の重度化・多様化に伴う指導改善に向けての取り組みに加えて、保
護者からの教育に対する期待度の高さ、多様な要望への対応等といった教育に関する直接的・間接的に関
わりなく対応が求められているのが現状である。本来、学校組織マネジメントはこうした学校の諸問題を
効果的かつ効率的に解決し、加えて学校教育の確かな成果を導き出す方法として有効であると言われてい
る。しかし、学校現場でじっくりと学校経営についての検討や議論を展開することが十分ではないという
のが現状であろう。無論、特別支援学校も同様であると言える。
　そこで、第一筆者は自らの特別支援学校経営実践を通して、学校組織の体質を踏まえたマネジメント手
法の導入を容易にする手立てについて探ることとした。本稿では特に、マネジメントや学校経営に関する
理念や理論的な内容について整理する。具体的な学校経営の実際を通した検討については別稿で詳細に述
べる予定である。本稿が学校経営についての問題提起となり、今後の学校経営に対する議論の参考になれ
ばと考えている。

Ⅱ　理論的整理

１  マネジメントと学校経営に対する考え方

　学校マネジメントとは、「学校における資源、ヒト・モノ・時間などを最大限効果的・効率的に活
用することにより、子供たちに良質な教育を提供し、教育効果を上げること」とある。つまり、限ら
れた人材や施設、予算などを効率的に生かし、子供たちの成長・発達につなげていくための有効的な
手法であるということであろう。しかし前述したように学校を取り巻く環境は、多様な問題が発生し
その対応に追われているのが現状である。こうした状況では、当該職員のみの対応では問題解決の糸
口を掴むのにかなりの時間やエネルギーが必要となり、ひいては教職員の疲弊に繋がってくる恐れも
ある。沖縄県教育委員会が平成30年２月に策定した「沖縄県公立学校教員等育成指標」においても、「学
校は複雑化・多様化する課題に直面している」とした上で、「教員一人一人が資質能力の向上を図り、

（中略）互いに連携・協働することが必要である」と課題解決に向けて人材育成と協働意識の必要性
に言及している。このことから、限られた人材を効率的かつ効果的に生かす、ということは、人材育
成も協働意識の醸成も学校マネジメントの重要な要素であると言えよう。
　ここで改めて学校経営について触れてみたい。これまで教育の内容や方法等に関する実践研究は、
全国各地でその研究発表や報告会等が開催され、教育実践力の向上につながっている。しかし一方で、
校長の学校経営に関する実践発表に限っては、資料等が極めて少ないのが現状である。第一筆者は、
これまで学校経営に関する組織的な事例研究や議論に少なからず物足りなさを感じてきたのは事実
である。例えば、学校経営が何たるものか。学校経営に対するどんな考え方あり、どういう議論がさ
れているのか、といった情報の収集に戸惑いを覚えている管理者は少なくないものと考える。これら
のことを踏まえて、これまでの情報と経験等に基づき、第一筆者なりの特別支援学校経営に対する基
本的な考え方をまとめる。

２ 学校組織の体質

　学校組織は民間企業や行政機関などのいわゆるピラミッド型とは違い、フラット型あるいはマト
リックス型と言われている。また、教育活動における教職員に任された授業実践や校務分掌上の役割
分担など教職員一人一人の力量に委ねられる場合が多く見られる。こうした組織構造は一方で、役割
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等の重複が存在し、業務の偏りや一定の時期に集中してしまうという状況に陥りやすい傾向になる。
また、授業実践や学級経営等において、他の教職員が介在することが難しく業務の個別化や問題の抱
え込みといった孤立化に繋がりやすい。そのために一人一人の教職員の協働意識の高い学校風土の形
成が必要不可欠となる。
　一方、中教審答申（2004）は、学校組織の特徴として「学校本来の目的である教育活動の実施は、
教職員の個々具体の活動に収れんされる側面が強く、他の組織よりも組織的な運営を難しくしている
と考えられる」と、学校組織の個別的な対応体質について見解を示している。また学校組織を構成す
る教職員間の関係性については、多忙化に伴い業務遂行にゆとりを見いだせず教職員間の協働関係が
希薄になる傾向が見られる。このことが、学校組織を構成する教職員の経営参画に対する意識が高ま
りにくい傾向の原因になっているのではないかと推測する。
　こうした学校の体質は、前述した学校を取り巻く状況と同じくマネジメントの導入を困難にする原
因の一つになっているのではないか。中教審答申（2004）は主体的な特色ある学校づくりに向けての
学校の権限拡大について触れた上で「主体的な学校づくりの観点から　（中略）　各教職員の活動を有
機的に結び付け組織的な学校運営を行う体制の整備と透明性の高い運営が必要である」と組織的な学
校運営の重要さについて言及している。これからは、教職員の経営に対する参画意識や協働意識を視
野に入れた学校経営が求められるとも言えよう。すなわち、「特別支援学校を含めた全ての学校によ
る主体的な学校づくりの実現」である。

３ 学校の存在意義

　教育基本法には、前文に「前略　個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、
豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成」そして、第1条に教育の目的を示している。このことから、
その中核である学校は子供たちの成長・発達にどれだけ寄与できるか、というところに存在意義を見
出すものと考える。そのためには、子供の発達段階や実態を踏まえた指導内容・方法等に関する研
究・研修が求められている。また特別支援学校では、それらに加えて特別支援教育に関する地域のセ
ンター的役割のほかにも、教育相談等を通しての保護者支援等も求められるケースが多く見られる。
このように現代の学校、とりわけ特別支援学校には、子供たちの健全な成長・発達に加えて家庭や地
域などから多様なニーズに応えることが求められている。こうした現状を踏まえて、「良い学校とは」
の問いからスタートする学校経営に関する基本理念を検討し、その基本理念に基づいた学校経営方針
等を打ち出し、実際に学校経営に取り組んだ。

４ 「良い学校」とは

　自らが経営する学校を「良い学校にしたい」という気持ちは、多くの校長が抱いている希望であり、
目標でもあるだろう。ここで「良い学校」とは、誰にとって「良い学校」であるべきかがポイントと
なる。当然、在籍する子供たちにとって「良い学校」にするべきである。一方でそこに勤務する教職
員にとっても「良い学校（職場）」であり、保護者からみてもそうであると同時に地域からみても「良
い学校」を目指すことになる。しかし、それぞれの立場からみた「良い学校」の条件に違いがあるの
も事実であろう。例えば、子供たちからすると子供たち自身の充実した学校生活等の保障であり、居
場所であり、一人一人の可能性を伸ばしてくれる場所であろう。一方、教職員の立場からみると、学
校の教育活動の充実はもちろん、自身の業務に対する充実感・成就感などといった教職員としての実
績に加えて、内面的な成長を自覚できることも条件に入るであろう。保護者からは子供の確かな成長
がみられることが前提となるであろうし、地域からすると、特別支援教育に関する高い専門性を活用
しながら、地域の特別支援教育の充実に貢献できる学校ということになるであろう。このようにそれ
ぞれの立場からの学校評価の観点には違いがある。仮にこれらすべてを網羅しない限り、どこから（誰
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から）みても「良い学校」にはなり得ないとすれば、現実的には極めて困難であるといえる。
　しかし、これを学校の構成員としてのキーパーソンに位置づけられる教職員の視点からアプローチ
してみると「良い学校」の要素全てがつながっていることが見えてくる。確かに学校の主体は子供た
ちである。その子供たちの学校生活における活動の充実を支えるのが教職員である。とりわけ教師の
質の高い効果的な教育実践は、子供の確かな成長を促すことになる。それは、保護者の安心や今後の
成長への期待の高まり、学校への信頼につながる。同時に、その高い教育力（専門性）に地域の特別
支援教育の充実に貢献できる要素となる。したがって「良い学校」を創りあげていくには、そこに勤
務する教職員を起点に学校経営の計画を検討していくことが効果的であると考える。

５  学校経営における管理者の役割

　学校教育法には、学校経営における校長や教頭の役割が示されている。しかし、これらはあくまで
法的なとらえ方である。学校での教育活動は「人」である教職員が「人」である子供に対して行う意
図的な取り組みである。そこに質の高さを求めていくには、教育活動に関わる「人」たちの喜怒哀楽
といった感情、意識や意欲、期待感や希望などといった内面的な要素も考慮することが必要不可欠で
ある。
　このことをふまえて第一筆者は、学校における管理者の役割は「子供たちの充実した学校生活を支
える教職員の活動を支えていくことにある」と考えた。言い換えると、学校を経営する上で教職員が
勤務しやすい環境（状況）づくりが、管理者の一義的な役割であるということになる。例えば、学校
における教育活動の柱を明確にして目指す方向性を具体的に示すことや、的確な教育実践に関する指
導助言、教職員の業務に対する充実感に近づける状況づくり、教育実践を展開する上で必要な施設・
設備といった環境づくり、それに伴う予算の確保、といった多岐にわたる対応が求められる。さらに
重要なことは、職場風土の形成である。山積する教育課題への取り組みに対して、単独による対応で
は良い結果を得にくいばかりで無く、当該職員の疲弊につながる可能性が高い。そのことで教職員集
団のバランスが崩れ、組織的活動が困難な状況に陥る場合も少なくない。したがって、個の取り組み
が多い学校現場においては、「チーム対応」を基本原則とし、教職員間における協働意識を高める視
点での組織づくりが管理者に求められると考える。とりわけ、特別支援学校にはこうした教職員によ
る職場風土が必要であろう。このような子供たちの支えとなる教職員を支える取り組みは、効果的な
教育活動といった学校の活性化につながり、ひいては子供たちの確かな成長・発達へと広がっていく
ものと考える。

Ⅲ　宮古特別支援学校における学校経営の実際

　これまで述べてきた学校組織マネジメントに関する理論的背景や第一筆者の考えから、実際の学校経営
における取り組みの概略について提示する（表）。ここでは、学校経営の核である管理職の基本的な考え
を踏まえ、その方針（ビジョン）を実現するための具体的な方策について示している。前述した「良い学校」
を作り上げていくためには、管理者単独で実現できるものではない。管理者の方針が教職員に浸透される
ことが必要不可欠であり、協働意識を高め、教職員が主体的に動く職場風土の形成も重要となる。つまり、
基本的な考えと具体的な実践は学校経営においては表裏一体と言えよう。そしてそのことが学校組織マネ
ジメントの「要」になると考える。
　筆者は、基本的な考え方及び具体的な実践を教職員に周知し、現在学校経営を進めている。「良い学校」
に向け教職員が主体的に取り組む姿勢について、少なくとも学校の中核的な存在となる教職員は意識して
きているのを見て取ることができる。今後はどのように継続していくか等、さらなる具体策を提案してい
くことが必要であろう。宮古特別支援学校における詳細な学校経営の内容や具体的な取り組みについては
別項で述べる予定である。
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　筆者は、基本的な考え方及び具体的な実践を教職員に周知し、現在学校経営を進めている。「良い学
校」に向け教職員が主体的に取り組む姿勢について、少なくとも学校の中核的な存在となる教職員は意識
してきているのを見て取ることができる。今後はどのように継続していくか等、さらなる具体策を提案し
ていくことが必要であろう。宮古特別支援学校における詳細な学校経営の内容や具体的な取り組みについ
ては別項で述べる予定である。

Ⅳ　まとめ

　ここまで「特別支援学校における学校組織マネジメントを生かした学校経営」という、テーマのもとに
筆者の特別支援学校における学校経営についてまとめた。執筆作業をする中で、改めて学校経営における
マネジメントとは何か、という問いに対して端的に答えを未だ見いだせないというのが本音である。「確
かに限られた人的・物的資源を効率的・効果的な最大限の活用を通して、より高い教育効果を上げる」と
いった定義付けは可能であろう。しかし、前述したように教育は、人である教職員が人である子どもたち
に人としての成長・発達に向けて意図的に行う行為である。そこに、当事者としての教師や学習者として
の子どもの想いや意欲といった内面的な要素が大きく影響してくる。特に教育効果の観点から見れば、子
どもの学習活動を内面的に支える人的環境（教師・学友等）は極めて重要な要素であると考えられる。
　また、学校組織を構成する教職員の関係性も重要な要素である。「校長が替われば学校が変わる」とい
う言葉を学校現場の教職員や保護者の話としてよく耳にする。確かに校長によって教育観や経営に対する
考え方の違いは異なり、その結果として経営方針や運営が変わる場合もあり得る。しかしここで大事なこ
とは、校長自身が持っている能力を遺憾なく発揮し、カリスマ的な存在として教職員を引っ張っていくこ
とが重要なのではないということである。もちろん、学校改革や各種プロジェクト等の推進、重大な問題
等への解決に向けての対応といった場合、校長のリーダーシップの発揮は不可欠である。しかし、学校づ
くりの観点で捉えたとき、カリスマ的な校長による学校経営は、ややもすると教職員の「受け身」や「依
存度」を高めることにつながる場合がある。そうなると教職員の主体性が失われかねず、業務に対する充
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実感は薄れてしまう可能性がある。教職員間のいわゆる協働意識や学び合い、学校経営への参画意識など
の職場風土の形成といったいわゆる成熟した組織づくりの促進こそが学校の経営者としての校長の役割
だと考える。
　一方、教育実践における効果的な取り組みへの工夫も学校経営を進める上で重要な課題である。例えば、
教育課程について以前第一筆者が行った養護学校（当時）の教員に対する意識調査の結果 7）、教育実践
に対する自己評価の高さが明らかになった。反面、深めたい研修内容についての関心の低さも浮き彫りと
なった。このことは実践面における評価は高く、その向上に向けての関心度は高いが、教育実践の拠り所
となる教育課程に関する研修等の関心度は低いということを示している。この調査は約 10 年前の調査で
あり、現在の状況との比較は確認できないが、ほぼ同様な傾向があると考えられる。このことについては、
教育課程というテーマについて、あまりに内容が広範で論点が絞りにくく、内容のイメージが描けにくい
ことにあると考えている。また「教科等を合わせた指導」や「準ずる教育」「自立活動」といった特別支
援教育独自の解釈すべき用語が数多く存在することも要因の一つであろう。さらに言うと、教育課程編成
の考え方や具体的な手順について、各学校で方針が曖昧であることなども考えられる。こうしたことが、
カリキュラム・マネジメントを導入した教育課程の改善作業が進展しにくい大きな要因となっていると推
察される。
　最後にマネジメントの考え方と教育実践について触れてみる。学校現場には多くの目標（ねらい）や指
導等に関する計画が存在している。例えば、学校や各学部、そして日常の授業に加えて個別の教育支援計
画、個別の指導計画などそれぞれの実践や計画に目標やねらいがある。本来、これらの目標等はそれぞれ
関連づけられているはずである。しかし、多くの目標等の存在や目標と手段の重層化から、目標のおざな
り化や手段の目的化状態になるという状況が散見される。これらのことは、校内での日頃の授業等が「何
のために」「その結果どうなる」といった教育実践の見通しにつながりにくい。何よりそれぞれの実践の
方向性、すなわちベクトルの統一性が失われることに繋がりかねず、その結果、教育効果の期待できない
ということになるのは必然であろう。目指すことの明確化やその達成に向けた方法の検討といったマネジ
メントの視点よる授業構想やもっと大きく教育課程におけるカリキュラムデザインへの意識を高めなが
ら、このことに対する取り組みの必要性を強く感じる。
　以上、特別支援学校の経営における考え方や経営の実際を整理したが、その中で学校における教育課題
が改めて浮き彫りになった。今後これら教育課題への具体的な取り組みについて理論的背景を基に改善に
向けての研究に取組む予定である。今回の報告が今後の学校経営に関する論議の材料になれば幸いであ
る。
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