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ーチーム（協働）を意識した学年主任の教育活動を通して一

How to Deal with a Teacher Group Focused on School Duties as a Middle Leader Effectively 

: Educational Activities with Awareness of the Team (Collaboration) of the Head Teacher of a Grade 

屋 宜 勝

MasaruYAGI 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・沖縄市立コザ中学校

1 . テーマ設定の理由

中央教育審議会「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）」（平成 27年 12月）

において，「学校がいじめ・不登校，特別支援教育，貧困間題などの複雑化・多様化した課題を解決し，

子供たちに必要な資質 ・能力を育成するための 『社会に開かれた教育課程』を実現するために，学校の

マネジメントを強化し，心理や福祉等の専門スタッフなどと連携・分担する体制を整備するなどの『チ

ームとしての学校』が求められている」と記されている。

このような「チーム学校」が謳われてから，筆者自身を取り巻く教育環境において，実現のための 3

つの視点のなかの「専門性に基づくチーム体制の構築」と「学校のマネジメント機能の強化」は進んで

きているが，「教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備」については，筆者の実践を含めて改善の余

地があると感じている。

これまでの筆者の教育実践を振り返ると，学年集団としての教育活動では，学年主任個々の意識や経

験をふまえた運営法によって学年経営が営まれ，その中で学級担任個々の成功体験・失敗体験を踏まえ

た学級運営が行われていることがほとんどであった。そのことは理論的に考えて積み上げることなく，

筆者の経験としてしまい込み，他の教師ともそのような「実践」という財産が共有されず，積み重ねが

乏しかった。

また「技術科教諭Jという筆者の専門性から，「環境整備」「情報(ICT)担当」などの校務分掌を継続し

て行ってきた。また，「準僻地校」で勤務していた時期は，その特性を生かして，「小中連携（校種間の縦

の連携）」や「教科間連携（横の連携）」，「伝統行事への参両（地域に根ざした教育活動）」を行うことで

様々なカリキュラムマネジメントのもと，教育活動の実践を取り組む機会を持つことができた。

近年は経験を積んできたこともあり，スクールミドルリーダー（以下，「ML」と記す）として「研究主

任」「進路指導主事」「学年主任」「生徒指導主任」「教務主任」など，後輩教師への指導・助言やカ リキ

ュラムの調整など，学校運営に関わることが増えてきた。

しかし，それぞれの実践の中で「ビジョンに基づいた『教育的効果』」を考えたとき， PDCAに基づく 実践

がなされていないものがあった。学校教育での業務が多忙で複雑になったこともあり，複数の教師が連携・

協力して取り組む必要性のある校務分掌にも関わらず， 一人で抱え込んで業務を行うこともあった。また

学校評価の結果を重視せず，従来の教育計画をそのまま踏襲する場面もあった。その中で同僚性が高く，

報告・連絡・相談など，業務の忙しさに関わらず実践できていた時は校務分掌がうまく機能していた。

これらのことから，校務を効果的・効率的に行うためには，チーム体制を理論的に構築し，学校での

校務分掌間の連携を充実させ，教師一人一人が力を発揮できる環境を作り上げることにより，生徒たち

への教育活動を充実させることに繋がると考え，本研究テーマを設定した。
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2. 研究の目的

校務の効果的 ・効率的な遂行のために必要な，「チームカ（協働力）」を MLとして発揮するための資源

及び実践的方策を明らかにする。そのことで校務の質の向上につながるよう検討し，モデルを提言する。

3. 先行研究と先行調査から

(1) 先行研究による MLの定義

屋亘 (2019) は，「MLを中間的立場を活かし，組織の理想形や淮むビジョンを明確に伝達し，同僚性

を軸にしながら，協働して目標達成 ・人材育成を行うリーダーである」と先行研究により定義した。よ

って本研究においても同様に定義する。

(2) 先行研究・調査から考えた核となる学校組織と MLとの関わり

中西 (2018)は，「ミドル ・アップダウン ・マネジメント（図

1)は，（中略）学校組織の特性を生かし，キーパーソンとなる

MLは，校長のビジョンをもとに，管理職と教職員をつなぐ役割

を担い，学校変革において重要な役割を持っており，主任クラ

スの MLの活躍が求められている。（略）」と述べており，本研

究における MLの定義や研究の方向性の上で核となる考え方と

なる。

また，露口 (2012)は，「分散された組織は，上からの指示に服

する他律的な組織ではなく， WHDCA(W: 問題発見， H:解決策の

立案， D:実施， C:評価， A:行動と説明）サイクルを自立的

に遂行する」という分散型組織について述べている。学年運

営での短期スパンとして捉える日々の教育活動や学年行事等

図1ミドル・アップダウン・マネジメント
（中西の図を筆者が修正）

では，この WHDCAサイクルが重要と考え，取り組んだ。また年度開始時から 11月までの 8ヶ月間を長期

スパンの PDCAサイクルとして調査を行い分析した。

(3)先行調査からの MLが持っているリーダー像と課題

屋亘 (2019)は，「チームづくりでの意識 ・実践」

と「MLの行動様式と MLの実践と理想の差異」と

の先行調査の結びつけを行い，研究における調査

校を通した現状での MLが持っているリーダー像

や課題を以下に整理し焦点化した（表 1)。

表1分析による MLのリーダー像と課題

(4) 研究方法へ向けて

.,,..,,,,,). 

①リーダー的な機能
ビジョンの確認と教師の特徴を生かした活動
任せて，フォローしながら育てる視点

②マネージャー的な機能
•他のミドルリーダーとの連携や情報共有
③メンター的な機能
・メンター的な視点での教師との関わり
※生徒を通した教師理解の必要性

漏
①リーダー的な機能
・ピジョンをチ＿ムに具現化して示す
②マネージャー的な機能
・チームの能力を高める目標設定や振り返りの指標提示
③メンター的な機能
・適性に応じた役割を与えて責任感を高める
・チームで協働することによる活性化

榊原 (2008) は，「学校経営の実態は，極めて多種の変数から構成され，影響を受けている。（中略）

そのため，実践的方略を他の学校に転用することが困難である」と述べている。このことから，先行研

究と同様に，質的 ・量的研究の双方を効果的に活用すべきだと考えた。

そこで，上記(3)で焦点化した視点と課題を軸として，より検証が必要だと思われる調査内容を絞り，

今年度の実践研究の質的および量的アンケート調査を実施した。そして，学年主任という筆者の立場を

踏まえた教育活動を通した教師集団づくりや， ML同士の連携のあり方に関して研究を行った。また， ML

としての「ミドルアップ ・ダウン」を考えたとき，「ミドルアップ」つまり，管理者との連携も大切であ

り，その視点も含めた MLとしての教師集団づくりも研究と絡めた。

4. 研究方法
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(1) 対象者及び実施期間

対象者は，沖縄県内の公立中学校で，筆者が主に関わる教師集団

（表 2) である 。 内訳は，学年担当教師 (A~H), 他学年主任 (I• J), 管理

者 (K・L) である。調査は， 2019年 4月下旬から 11月中旬に実施した。

(2) 検証方法

検証方法として，「 3つの視点Jを設定し検証する。

第 1の視点として，学年教師集団に対して，学年主任 (ML)を核とした学

年集団のチームとしての関わりを，「主任を除く教師集団へのアンケート

（抽出・選択式）」を前年度と同様 (5月 ・11月）に行い，比較・分析した。

また，行事などの大きな教育活動後に，「教育活動におけるチームカ向上に関わるアンケート（選択式 ・

聞き取り）」 (OPPシート）を用いて，量的調査及び質的調査 「テキストマイニング」（以下 TMと記す）

を用い，キーワードの相関関係に留意して分析する。学年運営の核となる 「学年会」 においては，マイ

ケル ・A・ロベルト (2006) の 「チームの任期と異論や討議のレベルの関係は曲線で示される。」という

論から，討議レベルが高くなる年度の中間での学年会のやり取りを抽出し，分析した (TM)。

第 2の視点として， 「各学年主任」に対して，「MLとして校務分掌を核とした教師集団づくりに関する

質問（聞き取り）」， 「リーダー ・マネージャー ・メンター的な機能に関する捉えのアンケート（選択式）」，

「MLとしての立場での『現状』と 『理想』についてのアンケート（選択式）」を前年度と同様に実施し，

合わせて分析をした。また， 3名の各学年主任の授業が空いている時間に，定期の「学年主任会」を設

定し，内容に対して質的調査 (TM) を行い，横の連携という視点から成果 ・課題を分析した。

第 3の視点として，不定期の「管理者とのミドルアップ・トップダウンのやり取り（質的調査）」から，

連携のあり方を分析した。

なお，検証方法として， 学年主任が関わる，年間を通した実践と 学校行事における実践とを意識した

校務及び教育活動，チームカを高めるための実践の内容を以下にまとめた（表 3・表 4・図2)。

表2筆者（学年主任）に関わる教師
性別 年齢 教職年数 校務分掌衿

A 女 45 21 学級担任

B 男 46 20 学級担任

C 男 31 l 学級担任

D 女 38 ， 学級担任

E 男 35 II 特別支扱

F 男 42 3 生徒指迫

G 男 42 8 生徒会

H 女 28 7 養護教諭

I 女 42 16 学年主任

J 男 47 24 学年主任

K 男 55 

---------
教珀

L 男 58 

-------
校長

ー＿
2
-
3
＿4
-
5
-
6
-
7

5. 実践

(1)視点 1: 学年主任 (ML)を核とした学年教師集団との

関わり

① 学年教師集団との取り組み。

② 「行事ごとの振り返りアンケート」行事終了後

提案等の事前活動は学年会を中心に行い，学年分掌をも

とに教師個々への活動の分担を行い，責任を持たせた。

③「教育活動におけるチームカ向上に関わるアンケート（聞

き取り）」 (5月 ・11月）

実践した行事及び学年会を右図で示す（図 3)。

図2チームカを高める学年主任としての実践

図3学年経営の計画・実践・振り返り
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(2) 視点 2:量的・質的調査を通した学年主任のあり方と他学年主任との連携

① 「MLとして校務分掌を核とした教師集団づくりに関する質問（聞き取り ・TM)」

② 「リーダー ・マネージャー ・メンター的な機能に関する捉えのアンケート（選択式）」

③ 「MLの立場での『現状』と『理想』についてのアンケート（選択式）」（先行研究データも使用）

④ 「学年主任会」を設定し，その内容や 11月での振り返り（聞き取り ・TM)。

(3) 視点 3:不定期の「管理者との相談」を通した連携のあり方

不定期の「管理者とのミドルアップ・トップダウンのやり取り」を質的調査を行った。

6. 結果と考察

(1) 「視点 1 : 学年主任 (ML) を核とした学年教師集団との関わり」から

①学年会内容分析（学年運営の核となる学年会でのやり取りから教師集団との関わりを見る）

10回目の学年会ということもあり，全ての学年職員が積極的な提案や意見を述べていた。その中

の「議題 2:講演会の講師依頼」を分析対象とした。TMによる分析で「地域人材活用」「進路」「コミ

ュニケーション活動」に関する内容について活発な意見が出てきていることが確認できた。また，議

論しているキーワードによって内容に特徴があった。

「地域人材活用」が焦点になっている場面では，本市在住の教師や， 学校外との交流を積極的に行

っている教師から様々な提案がなされ，それを初見の教師が興味深く聞いたり質問したりする場面が

多く見られた。

興味深い提案として「ある店舗で，投票日に投票したことを証明できるものを持ってきたら店の商

品を配るという活動をしていた。全国的にも有名な店舗で地域に貢献する意識が高いと感じた (G)」

が挙げられる。自身の地域とのつながりで得だ情報を， 学年に還元することや， 学校 ・学年目標と結

び付ける意識が感じられる。また，意見として興味深いのは，「広い世界を見てまた地域に戻ってき

た著名人がいい。本校の進路や学年での進路調査を見ても通信制が多く，（中略）進路の意識が低い

と感じる。距離の近い地域の人材から，夢を持たせるような明るい話をして欲しい (D)」である。こ

の教師は，今年度から本校へ赴任してきた教師であり，半年間で感じている生徒の課題である「進路」

と，地域人材を用いた講演会を結びつけて相乗効果をあげたいと考えている。

「コミュニケーション能力」に関しては， 学年生徒の課題と結びつけての意見がほとんどであった

が，筆者が学年行事として計画している県内の表現活動団体の「表現体験学習」に対して肯定的な意

見も多かった。そして学級でのレクリエーションを，もっと生徒が主体的に楽しめるようにするため

の「レクリエーション指導の勧め (G)」などの意見もあった。全ての提案や意見において，上位目標

となる「生徒の伸長」「学校・学年教育目標」への意識や方向性が一貫しており，学年会の運営や目

的も達成されていると考えられる。

②学年行事を通した量的・質的調査の分析

学年行事の

後， 9項目の振

り返りアンケ

ート（表 5)を

1 2 3 

4 5 6 

表5学年行事毎の振り返りアンケート9項目
MLの3機能 学年敏鰤集団に対する 9つのIt間項目 （抽出）

学年主任から．チームが力を合わせて達成すべきビジョンを明確に与えられている．

リーダー的機能 学年主任から，チームの個 に々， 必要に応じて教育実践のモデルを提示されている。

学年主任は．チーム（分掌）での必要なポイントや問題点に精通している．

自分の教師のスキルを上げるためには， 学年職員（同僚）間の学びが重要である．

メンター的機能 学年主任から． 高い期待を寄せるような接し方をされている。

学年主任は，チームのメンパー間に個人的不和が生じないように絶えず配慮してくれる。

3.60 

3.l/J 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
=←  ~ ~ . L - r~』 -←~ - • ~ - =冨•-- -~- ~ - --

1一了っ卜 t~゚ 委;1~; 且マネーパ—的機能に五::: : こそう三丑云；:~~ ロ""・I ;: 東；；行亨；現体；；；；発` 平；；、学； ；

価（図 4) を全体的に見たとき，ほとんどの項目で， 3.0以上

の評価である事から， 学年運営上はうまくいっていると読み取れる。これは，先行研究によって明ら

かになった「表 1: リーダーの視点」を筆者自身が学び，意識して取り組んだことが良い影響を与え
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ていると考えられ，逆に調査校の MLの実践が正しいことを証明している。

細かく見ると，特に「 6.チームのメンバー間に個人的不和が生じないように絶えず配慮してくれ

ている」の項目は，すべての行事において高い数値である。質的調査からも「生徒や教師をまとめ，

的確な指示や調整をしていた (D)」「多くの担外や支援員のサポートがあり， 一人で抱え込まない配

慮がある (A)」等が挙げられ，教師集団への配慮に関しては，一定の評価が得られた。これは，目標

達成のためのミドルダウンマネジメントに関わることであり，メンター的機能の個別配慮としても重

要である。福岡県教育センター (2016) は， 「自信や達成感は自己肯定感につながり，メンバーを成

長させる。（中略）自信や達成感は壁の前ではなく，向こう側にある。」と述べられており，前述した

「①学年会分析」において教師集団の積極的な学年運営への関わりにも関連していると考えられる。

また，「 8.分掌経験が浅い教師に助言や指導をしている」の項目では，行事が進む毎に数値が上

がっている傾向がある。質的調査からも「初めて経験する行事で，学年主任が意見を出してくれて分

かりやすかった (F)」「アイスプレイクの参考資料が頂けて助かった (C)」「年齢や経験の差による必

要なポイントの差異も上手にとりまとめてくれた (B)」などの発言があり，教員としての能力や経験

を見極めながら学年運営をしていくことの重要性が確認できた。小島ら (2012)は「MLはこれまでの

教職経験や教育実践をふまえ，（中略）状況の処理や解決に必要な実践知（個別知 ・現場知）を解釈，

加工して新たな実践知を創造変換する役割がある。」と述べている。筆者自身も，行事や教育活動

が進んでいくことで，教師個々の職能について理解し，配慮も行いやすくなった。

しかし，行事全体を通して「 5. 個々に高い期待を寄せて接している」「 7. 個々の教育実践の特

徴と課題の情報をチームにフィードバックしている」の項目が，相対的に低い値を示している。「5」

に関しては，同時に行った質的調査で出てきた発言の「主任が抱えすぎている (G)」「一緒に動いて

助かるが，逆に主任に対して甘えが出ている (A)」「役割を振ってもいいのでは (A)」などから，教

師個々の職能を見極め，役割分担を行えていなかったと同時に，教師自体が役割を欲し，学年運営に

携わっていきたいという意識を持っていることが伺える。堀 (2013) は「『お任せします』がチーム

をつくる（中略）人間が最も力を発揮するのは『信頼されること』『全面的に任されること』の両方

を得られたとき」と述べている。チームの職能向上や，学年主任の負担軽減にもつながり，今後改善

し，推進していく必要がある。

「7」に関しては，数値を細かく見ていくと，学級担任からの数値は高く，その他の教師との評価

の差が顕著であった。具体的には，学年室には日頃不在である特別支援学級職員から「担任や協力学

級との連携をしつかり枠を取って話し合いして欲しい (E)」などの意見があった。筆者自身，担任と

の連絡 ・連携は密に取っていたが，全ての学年職員に対して，筆者自身が積極的に足を運んで連携を

取る必要がある。

③5月・ 11月の量的調査， 1学期終了後の質的調査を通した分析

今年度の教育活動のスタート時の 5月と，ある程度

活動が終わった 11月でのリーダー ・メンター ・マネー

ジャー的機能の抽出項目数値評価（図 5) から， 学年

主任として実践した内容との繋がりが見えてきた。

項目「 1.達成すべきビジョンの提示」に関しては，

日頃の教育活動や各種行事に関して，実践目標を提示

し，先を見通した計画の作成など効果があったと考え

られる。質的調査からも，「行事の計画 ・運営もとても

［扇I鵬Ill111圃11圃111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ロ実践前 3.50 3.50 3.50 3.67 3.33 4.00 2.83 3.50 3.83 

Ill実践後 3.75 3.25 3.88 3.38 3.00 3.75 3.00 3.88 3.63 

口実践前 111実践後

図5 抽出項目の実践前・後の変化

細かく，生徒の成長に繋がる企画を準備した (A)」「生徒のモチベーションを上げ，効果に繋がるイ

ベン トやレースなどを計画してくれた (B)」I進捗状況が一覧にして提示され，学年全体の様子がわ
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かった (C)」など，計画や実践の経過を紙面などで提示したときの評価が高い。特に学級の様子に対

して，学年で共通理解するための資料の提示や話し合いを評価する発言が多く見られた。比較的長期

にわたる実践である修学旅行の活動においても，全体の進捗状況が見える資料を提示し，それを踏ま

えて生徒への対応を行った事が，評価に繋がっていると考えられる。目標を明確にし， WHDCAサイク

ルを繰り返し，フィードバックを行うことの重要性が読み取れる。

項目「 3. チームでの必要なポイントや問題点に精通している」に関しては，筆者自身の教職経験

によるところが大きいと思われる。実際，年度により訪間する中学校や計画 ・対応が変わる「沖縄市

東海市交流」や，担任が中心で学年主任の関わりが薄い 「音楽発表会」では，若干数値が下がってい

る。逆に筆者自身が 3年前から関わっている「表現体験学習」や，教職生活において複数回運営に関

わっている「修学旅行」に関しては，比較的自信を持って助言などを行うことができるため，学年職

員も安心して教育活動に向かう事が出来ると考えられる。このことから「経験」は，学年主任 (ML)

にとって，学年運営を行っていく上でとても大きな要素となり得る。しかし，その経験を含む職能を

学び，共有する場面が，学年主任はとても少ない。先行研究における他校への質的調査でも同様の悩

みが出ていた。そのため，本研究でも実際に行った「学年主任会」での，共通理解・実践や経験の共

有を通した職能向上は，これからの学校での ML育成の対応の一つとして重要になると考えられる。

項目「 7」「8」においては，前述の「②学年行事を通した量的 ・質的調査の分析」で示したとお

り，行事や教育活動のサイクルが進むことで学年職員の理解度が向上し， 学級担任との日頃からの報

告 ・連絡 ・相談 ・実践が密であることから，評価が上昇していると推測される。

数値が低下している項目の中の 「5.個々に高い期待を寄せて接している」は「4.教師のスキル

を上げるためには同僚間の学びが重要であるJとの関連が考えられる。この同僚間の関わりについて

は，久冨ら (2018) が「（前略）職場の同僚関係が持つ求心力の低下の進展というべきものであり，

その傾向は中学校で顕著である。」と論じていることや，筆者が教職についてから今日まで，年々教

師間の学びと人間関係が希薄になっていると感じていることと無関係ではない。同僚性が大切である

ことが謳われながら，数値が低いのは，何らかの外圧がかかっている事も考えられる。現代の学校の

実態に即した，同僚性を高める教師集団づくりを模索する必要がある。

(2) 「視点 2:量的・質的調査を通した学年主任のあり方と他学年主任との連携」から

① 「TMの共起ネットワークの相関関係」と「量的調査の因子の数値を用いた学年主任と他 MLと

の差異（因子番号は省略）」からの分析

ア「相関 ：チーム ・方向」から，方向性を示し協力して教育活動に当たることの大切さが見て取れ

「チームが力を合わせビジョンを明確化」の学年主任の数値にも表れている。(ML意識 ・実践）

イ「相関：確認 ・大事 ・伝える」から，確認の大切さを意識していることが伺える。これは，「チーム

では目標の観点から自らの実践を振り返る習慣がある」の学年主任の数値が，他の分掌と比べて

も裔くなっていることからも伺える。(ML意識 ・実践）

ウ「相関 ：体験 ・先輩・悩み ・話」から，悩みを共有することや先輩教師としての体験を伝えること

の大切さが読み取れる。これは「自分の過去の教職経験についての話を後輩の教師によくする」

「分掌経験が浅い教員に助言や指導をしている」の学年主任の数値に表れている。(ML意識・実践）

エ 「相関 ：期待 ・部分 ・頼る」から，個々の教員に対して期待できる部分は頼ることが重要であると

考えている。これは，「個々に高い期待を寄せて接している」の数値が高いことからも伺える。(ML

への期待）

オ「相関：相談 ・一緒 ・対応 ・（面談）」から，保護者対応などの難しい場面において一緒に相談し対

応していることが読み取れる。これは「絶えず個人的な悩みに耳を傾け，支援的に対応している」

の学年主任以外のミドルリーダーとの明らかな違いからも見て取れる。(MLへの期待）
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カ「相関：雰囲気・仕事・ 主任」から， 学年主任の主となる役割の一つとして， 学年集団の雰囲気づ

くりを重視している事が伺える。これは，「リーダーとしてチームのメンバー間に個人的不和が生

じないように絶えず配慮している」「チームのメンバーにいつも気軽に話しかける」の数値が他の

MLよりも高い数値からも読み取れる。(MLへの期待）

キ「相関：得意・分野・フォロー」の高い相関から， 苦手な分野をフォローするより，得意分野をう

まく組み合わせてフォローし合う事が大切であるという考え方が見て取れる。これは，「個々に裔

い期待を寄せている」「チームのメンバーの考えや人柄を理解している」の数値の高さからも読み

取れる。（チームヘの配慮）

ク「相関： 管理（者）・必要・ 言える」から， 方向性が一致しない教師へは管理者からの伝達が必要

と感じている。しかし「管理者層との意思の疎通を図っている」において，他の MLの数値よりも

低い値を示している。パイプ役としての学年主任の立場の難しさを示していると思われる。（コン

センサス対応）

ケ「相関：考え方・実践・共通・理解」から，考え方を共通理解して共通実践に繋いでいくことを大

切にして対応している事が読み取れる。「チームが力を合わせて達成すべきビジョンを明確に示し

ている」という数値は他の MLと比べて高いが，「チームで達成すべき目標の重点を明確にしてい

る」の数値は他の MLと比べて低い。ビジョンに対してどのようなアプローチをするかという面に

おいては難しいと感じているのか。（コンセンサス対応）

②他学年連携としての学年主任会の分析(「TMの共起ネットワーク」及びアンケートから）

各学年主任は「学年主任会」自体が初めての試みのため，当初は想像できない様子だったが，情報

交換の場が少ないため，開催自体に賛同してくれた。

実践後の評価としては，「他学年での実践や課題などが明白になり参考になった (I.J)」「ミドル

アップの必要性のある内容を確認し実践できた (I)」「同じ立場の悩みを共有できた (I. J)」「行事

等の見通しを持った相談ができた (I• J)」などがあった。また，初めての学年主任である教師から

「学年主任の職能や心がけをメンティーとして学ぶことができた。本当に支えになった (I)」という

意見もあった。しかし，他教師の出張等での補欠授業等で， 実際に全員が集まることができない日が

あり， 実施できない日も多かった。より効果的・効率的な方策を考える必要がある。

(3) 「視点 3:不定期の「管理者との相談」を通した連携のあり方」から

学校運営と学年運営をつなぐために，管理者とのミドルアップ・トップダウンを必要に応じて不定期に行

い，内容をまとめて学年運営に生かした。以下は，管理者の指導・助言を分析し，まとめたものである。

①校長のビジョンを学年主任が理解した上での， 学年教師集団への伝達と 実践。(K・L)

②同僚性を重視した学年経営の推進。(L)

③学年だけでなく， 学校全体の教師との協力を通した同僚性。(L)

管理者とのやり取りを通して一貫して報告・連絡・相談を密にすることが，管理者との相互信

頼関係の醸成につながり，学年運営に良い影響を与える。また， トップダウンとミドルアップの

バランスを MLとして見極めることも重要である。

7. 成果と課題

(1) 成果

①学年主任として， MLの役割を実践することはもちろんのこと，他の教師集団に対して，役割を分

散し，承認することが同僚性やチームカを高めるための有効な手段であることが明らかになった。

②生徒理解に関わる事 （生徒指導・教育相談）への課題や悩みに対して，共通理解することや， 学

年主任の立ち位置を明確にした対応をする事が，学年主任への信頼を大きくしている。
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③厳しい日程ながらも，調整しながら学年主任会を行うことにより，毎日の教育活動や行事に対す

る共通理解と実践がより良くなり，管理職へのミドルアップもより具体的に行うことができた。

(2) 課題

①教師集団づくりにおいて，インフォーマルな場の活用が少なくなり，職員個々において意識の差

が大きく配慮に苦慮した。教師集団づくり（特に初期）のあり方を再考する必要があると感じた。

②職員集団は，個々の教育活動に対する評価を，学年主任に対して求めている。しかし，評価を職

員集団に伝達することは難しい。効果的なフィードバックの方策を，研究 ・実践する必要がある。

③学年主任会の日程の調整が難しかった。学年会においても同様であり，負担軽減を配慮しながら，

より効果的 ・効率的な環境 ・システムづくりが必要である。

(3) 学年主任と教師集団との関わりのモデル

結果と考察を受け，学年主任 (ML) と教師集団との

関わりのモデルを図 6に提言する。いずれの学校行

事や校務分掌も，それぞれ担う役割があり，全員が一

体となって参画し，役割を方向づけるモデルを内包

している。

8. 今後へ向けて

筆者自身，これから MLとして学校運営・学年運

営など学校教育に関わっていく中で， ML同士のつな 図6 学年主任(ML)と教師集団との関わりのモデル（筆者作成）

がりを持つ方法を模索し，同僚性を高めることで職能向上をめざしていきたい。また，効果的 ・効率的

なMLのための評価・フィードバックの方策を考えていきたい。
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