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【実践報告】

職員会議に対する学校長の経営方針の一考察
－教職員への質問紙調査と学校長へのインタビューを基に－

比嘉　俊1 ・川上　一2

A Study of the Management Policy of Principals for Staff Meeting
: Based on Questionnaire Survey for Teachers and Interview to Principals

Takashi HIGA1 ,  Hajime KAWAKAMI 2

キーワード：職員会議　発言回数　運営委員会

１．はじめに

　現在，世の中には多くの組織がある。榊原（2010）は「組織は一人だけではできない課題を実現するた
めの道具であり，組織を通じて広義の生産性を高めるために，ムダとムリを避け，できるだけムラを抑え
ることが重要である。」としている。多くの組織は，組織としての意思決定を行い，諸活動を遂行するこ
とが一般的である。活動の原点となる組織の意思決定は，組織自体のみでなくその周りやときには社会に
も大きな影響を与えるのでとても重要であり，この意思決定に関する研究の成果も数多く見られる１）。こ
れらの研究成果を全て俯瞰していないが，意思決定に関する研究成果の領域はビジネスや企業経営に関す
るものが多いようである２）。また，ビジネスや企業経営の文献に関しては，その著者が外国人のものも多い
３）。どの分野の組織の意思決定に関する研究論文が数多く出ているか，筆者らが論文検索サイト CiNii 
Articles で，論文タイトルに「組織　意思決定」のキーワードを入力し検索をかけると，407 件がヒット
した（2018 年９月 23 日）。組織の分野をみると，企業がもっとも多く 217 件４），続いて，医療機関 51 件５），
大学 22 件６），自治体 20 件７），学校 16 件８）の順となっていた。企業活動は経済と結び付き，市民生活を豊
かにすること，医療機関は人の生命に関連することから，これらの分野の意思決定の研究が多く行われて

要　約

　本稿の目的は，学校現場の職員会議において教職員の発言回数に着目し，その回数を教職員や学校長が
どのように捉えているかを確認した。研究の方法として，最初に教職員に対して職員会議での発言回数や
それに関わる質問紙調査を行った。この調査結果を学校長へ示し，学校長から職員会議での発言に対する
聞き取り調査を行った。その結果，教職員は職員会議における現在の自分の発言回数に満足しており，こ
の回数は自身や教員組織にとって好ましいと判断していた。他方，学校長は職員会議で発言する教職員の
キャリアや心情を理解し，学校経営を行っているようだった。職員会議の審議内容を事前に検討する運営
委員会を教職員も学校長も肯定的に捉えており，この委員会により職員会議が時間内に多くの審議事項を
こなせることがわかった。今後は，職員会議で教職員がどれくらい意思決定に関わっているかなどの検討
も望まれる。

1 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践講座
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いることが理解できる。
　学校の意思決定の具体的例を挙げると，向山（1997）は自然災害の恐れがある際の下校判断，杉崎ほか

（2008）は法定伝染病への対応を取りあげていた。学校では日々，多様な問題が起こり，それへの対応が
教職員に求められると考える。これらの対応に向けて組織的な意思決定が教職員に求められる。そのため
には，教職員によるミーティングが不可欠となってくる。問題状況や対応する教職員の構成によって，ミー
ティングは職員会議，学年会，委員会など異なってくると考えられる。その中でも，学校のミーティング
で一番多くの教職員が参加するのが職員会議である。
　ここで，職員会議についてふれる。文部科学省は 2001 年に学校教育法施行規則の改正を行い，同規則
第 48 条で職員会議を「設置者の定めるところにより，校長の職務の円滑な執行に資するため，職員会議
を置くことができる。」と位置づけ，第 48 条の２では「職員会議は，校長が主宰する。」としている。こ
の規則からは，職員会議は学校長の円滑な学校経営の為にあるように解釈もできる。北神（2009）も学
校教育法施行規則の改正を受け，「職員会議が校長の補助機関として法制化された」としている。しかし，
筆者らは，現実の教育現場ではそのようになっていないと考える。筆者らの地域では職員会議は教職員の
共通理解や意思決定を図る場となっている学校が多い。
　また，職員会議についての論文も散見され，前田（2014）は，８割超の教職員が職員会議を学校改善に
つながる重要な機会と報告している。職員会議を通した意思決定からの学校改善により，教職員は職員会
議を肯定的に捉えているのであろう。他方，職員会議の課題への言及も多い。名和ほか（1982）は，職員
会は教職員の意見を積極的に反映させる場になっていないとし，風間（2009）も同様に，「昨今の会議で
は協議事項においても教員からの質問や意見等が少なく，議論することなく，挙手や採決もほとんど行わ
れず，決定される」と職員会議の様子について述べている。比嘉・土屋・世嘉良（2018）の報告では，学
年会議で発言しない理由を現職教員の大学院生にインタビューしたところ，「会議をスムーズに終わらせ
たい」「発言をしても覆らない」という回答を得ていた。上記の報告から，学校現場の意思決定に重要な
場となる職員会議ではあるが，課題も存在すると考える。そこで，本稿では，この職員会議について教職
員と学校長とがどのような意識を持っているかの基礎調査を行う。ここでは，風間（2009），比嘉・土屋・
世嘉良（2018）の報告に登場していた会議における発言数に着目した意識調査を行った。

２．研究の目的

　本稿の一つ目の目的は，教職員が職員会議における自身の発言回数をどのように捉えているかを調べ
る。二つ目の目的としては，学校長が職員会議における教職員の実態をどのようにみているか，また，現
在の職員会議の運営をどのように考えているかを把握することである。

３．研究の方法

　⑴　教職員への質問紙調査

　教職員が職員会議での自分自身の発言頻度をどのように思っているのかを国立大学附属Ａ中学校，
ｂ市立Ｂ中学校，ｃ市立Ｃ中学校の教職員に下記の８項目の質問内容で調査した（表１）。調査の際
には，各中学校の副校長（Ａ中学校），学校長（Ｂ中学校，Ｃ中学校）から大学教員による職員会議
に関する調査研究の旨を伝え，副校長，学校長から教職員へ質問紙を配布してもらった。さらに，質
問紙の冒頭には調査協力への依頼と研究の趣旨を文章で明記し，無記名による回答を行った。また，
質問紙の回収は質問紙配布日から２週間以内とした。

質問１：あなたの性別に○をつけてください　　　男性・女性
質問２：あなたの年齢に○をつけてください　　　20 代・30 代・40 代・50 代・60 代

表１　教職員への質問内容
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　⑵　学校長へのインタビュー

　⑴の教職員への質問紙の結果を各中学校毎にまとめ，まとめた内容をＡ中学校の副校長，Ｂ中学校
とＣ中学校の学校長へそれぞれ提示し，職員会議に対するインタビューを行った。このインタビュー
において，「自分の学校の結果をどう考えるか」「教職員をどのようにみているか」を核の質問とする
半構造化インタビューを行った。インタビューの時間は 30 − 60 分とし，第二執筆者がインタビュー
を行った。ここでも，本研究の趣旨を副校長，学校長へ事前に文章で説明し，インタビューを進めた。

４．結果

　⑴　教職員への質問紙調査

　教職員への質問紙調査は 2018 年の６月中旬から７月中旬にかけて行った。Ａ中学校，Ｂ中学校，
Ｃ中学校の沖縄県採用教職員合わせて 74 名に質問紙を配布し，Ａ中学校で 21 名，Ｂ中学校 24 名，
Ｃ中学校６名，計 51 名分の質問紙が回収できた（回収率 68.9％）。51 名の回答の内，９名による無
回答が 12 ヶ所あった。回答した教職員は男性が 27 名，女性 24 名となっていた（グラフ１）。その年
齢構成は 20 代２名，30 代 18 名，40 代４名，50 代７名だった（グラフ２）。職員会議１回あたりの
発言回数は平均 1.0 回，標準偏差 1.0 で，39.6％（19 名）の教職員が職員会議での発言は０回と回答
していた（グラフ３）。

　職員会議の発言回数の理由に対する教職員の回答の例を以下にいくつかあげる（表２，括弧内は筆
者らの補足）。

グラフ１　教職員の性別（N=51） グラフ２　教職員の年齢（N=51） グラフ３　平均発言回数（N=48）

質問３：あなたは１回の職員会議で平均どの程度発言しますか○をつけてください
　　　　０回・１回・２回・３回・４回以上
質問４：３で答えた理由を書いてください（記述）
質問５：あなたは職員会議での自分の発言回数をどのように考えていますか
　　　　発言を増やしたい・今のままで十分・発言を減らしたい
質問６：あなたの職員会議での発言回数は，あなた個人にとって好ましいですか
　　　　大変好ましい・少し好ましい・どちらとも言えない・あまり好ましくない・全く好ましくない
質問７：あなたの職員会議での発言回数は，職員組織にとって好ましいですか
　　　　大変好ましい・少し好ましい・どちらとも言えない・あまり好ましくない・全く好ましくない
質問８：職員会議でのあなたの発言がもっと増えた方がよいと仮定すると，何かよい案はありますか
　　　　（記述）
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　教職員Ｄのように「運営委員会で吟味」された内容と理解の上で発言を控えると回答した教職員は，
７名いた。殆どの学校では，職員会での審議内容は，運営委員会（または企画委員会）で前もって検
討し，内容を練り上げた後に職員会議で提案している。また，教職員Ｅのように，職員会議を長引か
せるのを避ける為に発言をおさえているといった回答は６名いた。職員会議が長引かせないように，
会議内で発言せず，後で質問する（教職員Ｆ）という回答も３名いた。職員会議を長引かせない為に，
教職員Ｇは発言せず，隣の教職員に相談するとあった。
　職員会議での発言回数については，「今のままで十分」と認識している教職員が最も多かった（45 名，
91.8％，グラフ４）。また，自分の発言回数が自分や教職員組織にとって好ましいという質問に対し
ては，自分にとっても好ましいかどちらとも言えない（32 名，71.1％，グラフ５）が最も多く，組織
にとっても好ましいかどちらとも言えないも最も多かった（28 名，57.1％，グラフ６）。

　「職員会議の発言が増えることが良いと仮定すると，発言回数を増やす案はありますか」という質
問に対して，以下のような回答があった（表３，括弧内は筆者らの補足）。

教職員Ｄ：提案内容が運営委員会で吟味がなされているため，特に発言する必要性がない。
教職員Ｅ：提案内容や伝達事項が多いため，一人一人が（発言を）多くすると，（会議に）時間がか

かり公務の効率化を目指せない。
教職員Ｆ：後で個人的に質問している。
教職員Ｇ：隣の人に相談する。
教職員Ｈ：説明が丁寧であるため，しっかりわかるから。
教職員Ｉ：疑問や提案する力がまだない。
教職員Ｊ：大きな校務分掌を持っていないため，発言する機会も少なくなる。
教職員Ｋ：発言しづらい雰囲気。
教職員Ｌ：疑問に思った点や気になる点は確認することが大事だし，全体のためにも良いと思う。
教職員Ｍ：あとで文句を言うのが嫌なので，納得いかないなら発言するようにしている。

表２　職員会議発言回数の理由

教職員Ｎ：資料を事前に配布する。
教職員Ｏ：教職員が受け身ではなく，自分ごととして会議に参加する。
教職員Ｐ：会議時間の確保。
教職員Ｒ：発言によって会議の雰囲気が悪くならないこと。
教職員Ｓ：審議事項を減らす。
教職員Ｔ：発言が増えると，（時間内に）会議が終わらない。

表３　職員会議で発言を増やす案

グラフ４　今後の発言回数（N=49） グラフ５　回数の好ましさ（個人，N=47） グラフ６　回数の好ましさ（組織，N=49）
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　教職員Ｎと教職員Ｏは，「資料の事前配布」「自分ごととして会議に参加」と教職員個人で出来るこ
とをあげている（表３）。他方，教職員Ｐ−Ｓは個人ではなく，組織として取り組めそうな案をあげ
ていた（表３）。また，職員会議で発言回数を増やす案への質問であったのだが，教職員 T は「会議
が終わらない」としていた（表３）。

　⑵　学校長へのインタビュー

　上記の教職員への質問紙調査の結果を各学校毎にまとめ，それを各学校長に提示し，学校長へのイ
ンタビューを行った。この時のプロトコルを下記に示す（表４，表５，表６）。下記の表で，Ｉは第
二執筆者を表し，副校長ＡはＡ中学校の副校長，学校長ＢはＢ中学校の学校長，学校長ＣはＣ中学校
の学校長を示す。また，アルファベット右隣の数字は発言の順番を示す。

　副校長Ａは，職員会議での発言回数より，その「中身」が重要だとしていた（表４）。また，職員
会での議題は予め運営委員会で検討するとしていた（表４）。続いて，Ｂ中学校長へのインタビュー
を表５に記す。

　　　Ｉ１：職員会議における職員の発言回数についてどう思いますか。
副校長Ａ１：発言回数が少ないのは新任か臨任の教員になると思うが，中には新任でもしっかり発言

する者もいる。・・・（中略）・・・発言回数が少ないから問題というよりも，提案され
た議案に対して納得しているから取り立てて質問するに至らないという可能性もある。

　　　Ｉ２：殆ど発言しない，もしくは発言を控えている職員についてはどうみますか。
副校長Ａ２：特に若手の教員は，職員会議の場で発言するのは緊張するだろうから，周りの様子を見

ているのではないだろうか。ただ，本校では「わからないことは聞いて確認する」を共
通確認しているので，控えているということではないと思う。

　　　Ｉ３：回数よりも重要視していることは何ですか。
副校長Ａ３：発言の「中身」というか本質が重要だろう。議題に即した質問であることや，建設的で

且つ向上・改善するような質問であることが重要だと思う。
　　　Ｉ４：運営委員会の役割と，職員会議の発言回数との関係性についてはどう考えますか。
副校長Ａ４：本校の場合，職員会議に提案する議案は予め運営委員会に申し込むことになっている。

運営委員会において中身を検討し，提案順序や提案時間の割り振り等を行う。・・・（中
略）・・・ちなみに，職員会議は行事や生徒指導等に関することを中心に話合うように
しており，研修等に関することは全て校内研究会で行うように区別している。・・・（中
略）・・・仮に職員会議で審議した議案が審議未了になった場合は，改めて運営委員会
もしくは４者会議（校長，副校長，教頭，教務主任）で決定するか，再提案するかのい
ずれかで対応している。

表４　Ａ中学校副校長へのインタビュー

　　Ｉ１：職員会議における職員の発言回数についてどう思いますか。
校長Ｂ１：一概に，職員会議での発言回数が少ないからといって，職員会議が低迷とか不活発になる

とは限らない。逆に，発言回数が多いから活発になる訳でもない。
　　Ｉ２：殆ど発言しない，もしくは発言を控えている職員についてはどう思いますか。
校長Ｂ２：職員構成も影響しているのではないだろうか。若手教員とベテラン教員とでは，その経験

の差からどうしてもベテラン教員が発言する回数は多くなる傾向にある。キャリアのある
教員ほど質問することがある。他方，教員経験が浅くても参画意識の高い人は，適宜発言

表５　Ｂ中学校長へのインタビュー
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　学校長Ｂは，職員会議における発言回数が少ないからといって，職員会議が不活発ではないと判断
していた（表５）。学校長Ｂは運営委員会で職員会議での議案が事前に練られていれば，職員会議で
の発言は自ずと減るとしていた（表５）。Ｃ中学校長へのインタビュー結果を以下に記す（表６）。

　学校長Ｃは，職員会議での発言の少なさは，審議事項の数の多さに起因していると考えていた。発
言する教職員は限られていることにも言及していた（表６）。

５．考察

　⑴　教職員への質問紙調査より

　教職員の職員会議での発言回数が，１回の職員会議あたり１人平均 1.0 回という数字を比較する資
料がないので，発言回数が多いのか少ないのか本稿では判断できない。職員会議での審議事項は職員
会議にあがる前に，運営委員会（または企画委員会）で管理者や主要主任９）などでの検討を経て職員
会議にあげられ，職員会議では練り上げられた内容で提案されている。よって，練り上げられた審議
内容にそんなに発言を加える必要はない，と教職員は判断しているようだ（教職員Ｄ）。また，職員
会議は月１，２回のペースで行われる。多様な教育活動へ向けての審議事項が多い職員会議であるが，
その割りには会議の時間は少ないと考えられる。会議を時間内にスムーズに進めるために，会議での

するものである。質問や意見，または感想を述べている。
　　Ｉ３：回数よりも重要視していることは何ですか。
校長Ｂ３：回数の多い少ないよりも，職員会議に提案する議案が事前にどれだけ練られたか，検討さ

れてきたかということがポイントになる。要するに，校長や教頭，各主任等で構成してい
る企画委員会において，しっかりと事前に審議し検討が尽くされたかによって，職員会議
での発言回数に影響を与えるのではないだろうか。

　　Ｉ４：企画委員会の役割と，職員会議の発言回数との関係性についてはどう考えますか。
校長Ｂ４：職員会議で提案する予定の議題は，全てこの企画委員会で事前に審議・検討したうえで，

職員会議に提案してもらっている。これは非常に重要で，職員の発言が建設的な意見であっ
たり，対案となる意見を述べたりすることにつながっていると思う。企画委員会を経ずに，
いきなり職員会議に議題を提案した場合は，ダラダラと時間がかかり，質問や意見ばかり
に偏った発言になりがちである。もちろん，どんなに企画委員会で事前に練った議題であっ
ても，質問や意見などは出る。それはそれで丁寧に審議しているという表れだと思う。ただ，
限られた時間内で審議しなければならないので，ある程度納得が得られたと判断した場合
は，審議を終了する場合もあるし，再度，企画委員会に差し戻して検討した結果を職員朝
会等において結果を報告することにしている。改めて職員会議を開催するということはし
ない。

　　Ｉ１：職員会議における職員の発言回数についてどう感じますか。
校長Ｃ１：確かに，全体的に発言の回数が少ないと感じることはある。また，特定の人が発言すると

いう傾向にあるような感じもするが，月１回の職員会議で多くの議題を審議する必要があ
るので，それが発言を控える要因の一つではないかと考える。

　　Ｉ２：殆ど発言しない，もしくは発言を控えている職員についてどう思いますか。
校長Ｃ２：本校の場合，どちらかというと経験年数の豊富は教員が発言をしている。その中でも限ら

れた職員が質問や意見を述べている。それぞれの議題が，練り上げられた内容であればあ
るほど，質問や意見などは少なくなり会議もスムーズになる。

表６　Ｃ中学校長へのインタビュー
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発言を控えている教職員の様子も教職員Ｅの回答からうかがえる（表２）。
　質問４の発言回数の理由についての教職員のコメントは，発言回数が少ない事に対するコメントが
殆どであった。教職員は職員会議における自分の発言が少な目と捉えているようだが，反面，その回
数については十分と判断している（グラフ４）。表２の教職員のコメントからも分かるように，教職
員は会議の進行を意識して発言のタイミングを判断しているようである。しかし，この発言回数が教
職員自身や教員組織にとって好ましいかどうか，の判断はできないようである（グラフ５，グラフ６）。
　「質問３：発言回数」，「質問５：発言の満足度」，「質問６：回数が自身にとって好ましいか」，「質問
７：回数が組織にとって好ましいか」の回答において，Ａ中学校，Ｂ中学校，Ｃ中学校に有意差があ
るかを一要因分散分析を用いて分析したところ，全ての質問において有意差はみられなかった（表７）。
勤務校が異なっていても，職員会議に対する発言回数の意識には教職員集団としての有意差は無い。

　「質問５：職員会議での発言回数をどのように考えていますか」で「増やしたい」，「今のまま」，「減
らしたい」に差があるかカイ二乗検定を用いて確認したところ，有意差が見られた（χ２⑵ =75.599，
p<.01）。さらにライアンの名義水準を用いた多重比較で項目間をみると，「今のまま」＞「増やしたい」
＝「減らしたい」の関係となっていた（p<.01）。また，「質問６：あなたの職員会議での発言回数は，
あなた個人にとって好ましいですか」の質問に対して「大変好ましい」「少し好ましい」の回答数を
合計して「好ましい」とし，「あまり好ましくない」「全く好ましくない」の回答数合計を「好ましく
ない」とした。「好ましい」，「どちらとも言えない」，「好ましくない」に有意差があるか，こちらも
カイ二乗検定を用いて確認した。これらには有意差があり（χ２⑵ =30.393，p<.01），こちらもライ
アンの名義水準を用いた多重比較で項目間を比較すると，「どちらとも言えない」＞「好ましい」＞「好
ましくない」で有意差が見られた（p<.01）。さらに，「質問７：あなたの職員会議での発言回数は，
教員組織にとって好ましいですか」の質問でも「項目６」のように「大変好ましい」「少し好ましい」
を「好ましい」とし，「あまり好ましくない」「全く好ましくない」「好ましくない」とし，「好ましい」，

「どちらとも言えない」，「好ましくない」をカイ二乗検定を用いて確認すると，有意差がみられた
（χ２⑵ =19.390，p<.01）。さらにライアンの名義水準を用いた多重比較で項目間を見ると，「好ましい」
＝「どちらとも言えない」＞「好ましくない」（p<.01）の関係となった。これらのことから，教職員
は現在の自分の職員会議での発言回数は自身や組織にとって「どちらとも言えない」または「好まし
い」と捉えており，この回数を今後も維持する方向であるようだ。
　教職員が現在の発言回数を好ましいとしている理由の一つに，表２の教職員Ｄのコメントにあるよ
うに，職員会議の審議内容が前もって他のミーティングで練られているからである。秋山（2015）は，
運営委員会において職員会議で臨む内容を整理検討し，職員会議が円滑に行えると報告している。ま
た，鈴木（2015）も同様な報告を行なっている。秋山（2015），鈴木（2015）両者の報告から，全国
の多くの学校現場で，職員会議の審議内容を前もって練られ，職員会議がスムーズに進行できるよう
な方法が採られていると考える。先の比嘉・土屋・世嘉良（2018）では，運営委員会の機能の報告は
なく，表２の教職員Ｅのように時間的制約から職員会の進行を妨げない配慮による発言回数の抑制が
報告となっている。これらをまとめると，教職員は練り上げられた提案やスムーズな職員会議の進行
を理由に，職員会議での発言の回数を選択している。この回数に教職員は概ね満足しており，また，
この回数は教職員自身にとっても教員組織にとっても大枠ではどちらかといえば好ましいと判断し

表７　学校間質問項目に対する一要因分散分析の結果

　 質問３ 質問５ 質問６ 質問７
Z 値　　 1.498 .603 .648 1.128
p 値　　 .208 .551 .528 .332

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　df=2,45
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ているようだ。
　また，表３の教職員Ｔのコメントでは，職員会議を時間通りに終わらせるためには，発言は増えな
くてよいとなっていた。ここでも，職員会議における現在の発言回数を妥当と判断する教職員がみら
れる。職員会議が学校という職場文化の中で，歴史を経て洗礼され，現在のスタイルになり，このス
タイルが今の学校にマッチしていると考えられる。

　⑵　学校長へのインタビューより

　３名の学校長のインタビューの中で，３名に共通していたのは，職員会議の発言における教職員の
キャリア（経験年数）である。副校長Ａは若手職員は緊張するのではないかと述べ（表４），学校長
Ｂはベテラン教員が発言する回数が多くなると述べ（表５），学校長Ｃも経験年数豊富な教職員が発
言していると言っていた（表６）。表２の教職員Ｉは「疑問や提案する力がまだない」とコメントし
ていた。おそらく，教職員Ｉは若手で，自分の力量と発言回数とを関連づけていた。この力量はキャ
リアと大いに関係があるだろう。学校長ら教職員Ｉのコメントから学校現場の職員会議ではある程度
キャリアのある教職員からも発言が多いとうかがえる。学校長はキャリアと発言回数の関連を認識し
ているようである。
　また，副校長Ａと学校長Ｂの発話には共通する部分が２つあった。１つ目は，職員会議にかける審
議内容は事前に運営会議で検討しているといことである。先述したが，運営委員会での検討により職
員会議のスムーズな進行が可能になるのであろう。このことは，教職員アンケート結果にも表れてお
り，運営委員会の機能は学校長，教職員で共有していると考える。２つ目は，職員会議での発言の中
身の質を両者はあげている。これは重要だと考える。学校現場でない他機関や企業の会議であっても，
発言の回数より，会議における発言の質が重要であろう。学校長は教職員より，発言の質の重要性を
意識して学校経営に取り組んでいると考える。学校長は教職員よりも広い視野を持って，職員会議に
参加している可能性が示唆される。
　学校長Ｃは，「月１回の職員会議で多くの議題を審議する必要があるので，それが発言を控える要
因の一つではないか」と述べていた（表６）。月１回の限られた時間内で，職員会議が行われる。そ
こでは，多くの審議内容が登場する。時間内に職員会議を終了させるためには，職員会議での発言の
回数は自ずと減るのだろう。教職員アンケートでもこのようなコメントはあった（表２）。学校長Ｃ
は時間を勘案している教職員の心情をまで理解していると思われる。

７．まとめ

　本稿をまとめると，以下のようになる。
○教職員は職員会議での発言回数を妥当と捉え，また，この回数は教職員自身にとっても教員組織にとっ

ても大枠では好ましいと判断している。
○教職員が職員会議での発言回数を妥当と判断している理由は，審議内容が事前に企画委員会で練られて

いることや職員会議をスムーズに進行させるためである。
○学校長は，発言回数や発言する教職員のキャリアや心情まで理解し，学校経営を行っている。
○学校長は，職員会議での発言回数同様に，その中身を重視している。
　筆者らは本研究を行うにあたり，職員会議での発言の少なさは好ましくない教職員などに判断されると
仮説を立てていた。しかし，結果は逆となり，学校がスムーズに運営されるためには妥当な発言回数であ
ると教職員は判断している。多忙により勤務時間が長い10）教育現場にとっては，洗礼された職員会議シス
テムであろう。このシステムは，多様な教育活動を行っている学校にとって効率的であると考える。しか
し，榊原は（2011），「意思決定における教職員の主体性は十全ではない」としている。今後，教職員の立
場からの職員会議のあり方の検討も望まれるであろう。
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分担

　本稿を執筆するにあたり，１節，２節，５節，６節，７節を比嘉が，３節，４節を川上が分担した。
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