
持続可能な学校改善の取組
～教職員の働き方改革を出発点に～

北海道釧路湖陵高等学校

学級数 1 8（全日制）

（校長 遠藤 孝一）

１ はじめに

学校が今後も成果を上げ活力ある状態を維持するには、業務の効率化と学校改善が継続的に進め

られる体制が求められる。

そのためには、業務を可視化して重複を省くとともに、組織の中に改善機能が組み込まれている

必要がある。また、教職員が主体的に改善に関われるよう、学校経営に参画するしくみも重要であ

る。

それらにつながる端緒として有効なのが、教職員の働き方を見直すことだと考えている。それは、

教職員の多忙感を払拭することと、学校改善は同じ線上にあるからである。

２ 学校改善を進める上での課題

(1) リーダーシップの形

１人のキーパーソンによるピラミッド型の組織では、異動後の継続性を維持したり、教職員個

々が主体性を発揮した改善を行うことは難しい。ミドルリーダーを介した組織的で協働的なリー

ダーシップの形が求められる。

(2) 多忙感の払拭

疲労を増大させている要因が、徒労感や無力感であることは教職員の聞き取りから分かる。改

善が目的化したり、参画意識がないままに一方的な指示が続くと多忙感が増すようである。また、

個人にひとかたまりの業務を割り当てていき、業務上孤立した状態を作り出すと、行き詰まった

ときに疲労感につながるようである。業務の効率化が重要なのはもちろんだが、学校運営への参

画を可能にし、チームで仕事をする組織に変わることが必要である。

(3) 立場を超えた対等な議論

学校には様々な業務があり、教科教育はもちろん、分掌業務においても高い専門性が必要とな

る場合が多い。それゆえ、互いに口を挟みにくく、立場を超えた対等な議論をしにくい状況があ

る。対話による合意を目指すには、自由で闊達なコミュニケーションの場をつくることから始め

る必要がある。

３ 本校の取組

(1) 課題の掌握

学校課題を明らかにするため、令和２年前期の期首面談の際に「生徒に関する課題」、「改善

すべき課題」について全員から聞き取りをした。

(2) コアチームの結成

令和２年11月に学校改善について討議するチームをつくった。メンバーはミドルリーダーを中

心とするため、部長主任会議の構成者である分掌部長・学年主任・理数科長とした。

(3) 課題の分類と優先順位

聞き取った課題を全て付箋紙に書き、コアチームがＫＪ法を使って仕分けをし、討議する優先

順位を決めた。
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(4) 討議の概要

およそ週１回50分間でコアチームによる討議を行った。毎回、具体的なテーマを設定し、討議

の過程をホワイトボードにまとめていき、最後に記録として写真に収めた。それを校長通信に掲

載することで、全教職員に討議の経過を周知した。

日付 テーマ 討議の到達点

令和２年 教育活動の改善 改善点を次の視点で整理する 本校が教育活動で目指すべきこと
11月30日 (1)方向性 「何を行うか」・「何のために行うか」・ 学年・教科・進路指導で改善すべきこと

「方法」・「方策の糸口」
12月７日 (2)生徒への指導 生徒をやる気にするための改善点 生徒のやる気に火を付けるために、工夫・配慮すべきこと
12月14日 (3)教育活動改善 学習面で生徒が身に付けるべき力 身に付けるべき力を３つの階層に整理
12月21日 の具体化 学習面で生徒が身に付けるべき力のうち 「inputする力」「outputする力」「継続する力」に整理

「最も基本的な力」を身につける方策 読解力向上には地道な練習が必要で、あらゆる活動の中で取

り組む必要がある。
冬休み グループ「教科指導」「探究活動」「進路
の宿題 指導」「学年指導」に分かれて討議

『学習面で生徒が身に付けるべき力のう
ち、より高次の力を身に付けるための、
教育活動と指導方法の改善』

令和３年 各グループの討議内容を発表 能動的な学びの必要性を確認

１月25日 教科指導の具体策について
２月２日 (4)教科指導の具 能動的な学習を可能にする具体的な方法 授業場面と家庭学習場面に分けて方策を列挙

体策 教科内の一致した指導が課題
２月８日 教科内の指導方針を一致させる まず同一科目の教科担任が指導について協議する。

授業や各種講習の関係を整理する 進路指導部と教科が主導する。
２月18日 (5)探究活動・進 教科の学習と探究活動の関連を整理 学問分野は探究の切り口

路指導の具体策 進路選択の指導方針・指導力 何を学びたいかで進路を選択する。
２月22日 (6)学年指導の具 指導する内容 ３年間で育てる力の計画をたて、分掌計画に反映
３月２日 体策 指導体制 副担任の役割を見直す。

学年教科担任会議を実施
属人的なしくみをやめる。
データの共有と保存
面談と生徒間の学び合い活用

３月11日 組織体制 組織体制の課題の確認 学校課題の原因となる８点を確認
急ぐ課題と次年度継続課題の仕分け 年度内に委員会の構成について見直す。

３月15日 委員会改善の原案作成 ５つの委員会について検討し、構成員の改善、委員会の廃止
及び継続検討の案を作成

令和３年 組織体制 昨年度の組織体制討議の確認 協働に必要な要因は、
６月14日 (1)仕事の進め方 組織的に仕事が進まない理由 改善意識・計画性ある仕事分担・実施方針と方策・次の展開

への意識（引継ぎ）

６月21日 意見が吸い上がらない理由 小さな改善はできている。
業務をスクラップできない理由 大きな改善が進んでいない。

・部長主任が討議する。
・試しにやめる気持ちを持つ。

６月28日 問題の核心は何か 具体的目標を共有していない。
何を変えるか ・時間をつくり出す。

・ルーティーン化の活用する。
・やらないことを決める。
仕事の分担を見直す
・部長主任が主導する。
・気付き合う関係をつくる

７月５日 仕事を効率化する方法 効率化
・毎年必要なデータの標準化

・データの保存ルール見直し
・ツールの活用研修

業務をスクラップする方法 スクラップ
・検証し判定する根拠を持つ。
・反省会議の内容を見直す。

７月14日 (2)業務分担 業務軽減のためにできること ・目標とねらいを全体共有
・事務機器の整備

・データの保存（フォルダ構造、不要データの切り分け、個
７月19日 別データにＩＤ付与）

・充て職の見直し
・分掌構成の見直し
・委員会の削減

夏休み (3)組織づくり 次年度校内人事を各自が作成してみる 組織編成の難しい点に気づく。

の宿題 仮想校内人事
８月23日 (3)組織づくり 組織編成の難しさはどこにあるか 教職員の関係性を考慮

教職員の長所を生かす。
条件バランスの優先順位
配置の自由度の維持



８月30日 組織体制 本校にとって最適な組織とは 進路実現のため重視する点
(3)組織づくり ・授業の重視

・キャリア活動

それがやりやすい組織
９月６日 学年分掌組織はマトリクス型

・メリット：少人数で組める。
・デメリット：指揮系統が競合する。
委員会はプロジェクト型
・メリット：別働隊として動ける。
・デメリット：組織が複雑になる。

本校では
・マトリクス型の縦糸である分掌が、方針をつくって主導す
ることで継続性を確保

９月13日 分業の在り方 ・リーダーの下にサブリーダーを置きチームを統括
分業と進捗管理のバランスをとる ・リーダー・サブリーダーの裁量を拡大し意欲向上
リーダーの多忙軽減 ・チームで担当し指示待ちメンバーを減らす。

メンバーのモチベーション向上 ・チーム分けは分掌の仕事の特徴に応じて変える。
メンバーの指示待ち低減

９月21日 一体感ある人間関係 ・心の余裕・チーム作業・共通の課題が必要
会話が生まれるときとは ・話しに反応し合う気持ち
その状況をつくる方法 ・話題を共有する気持ち

・一緒に何かする機会

９月27日 提案事項のまとめ ・部長主任会議の機能に大きな改善検討を加える。
大きな改善を行う道筋 ・分掌が主導し学年を支える体制
分掌主導のしくみ ・分掌・学年内のチーム制

10月５日 分掌内の仕事分担 ・教職員親睦会の立て直し

(5) 教育活動改善の実行

ア 令和３年３月までの討議内容をまとめ、コアチームから教職員に説明した。

イ 討議内容と年度末反省の内容を、分掌・学年ごとに、新年度準備のための改善点としてまと

め、新年度教育計画に反映するよう指示した。

ウ 以上を反映した学校経営シラバスを配布し説明した。

(6) 組織改善の実行

令和３年10月にコアチームから次の内容を教職員に説明し、決定した。

ア 部長主任会議を、学校全体に関わる改善検討の場とする。

イ 今後想定される大きな改善点を列挙した。

・組織のスリム化（委員会、充て職の見直し）

・年間計画の整理（行事・探究・LHRの在り方）

・指導の在り方（クラス分け・クラス替え・類型分け・担任の持ち上がり等）

・業務の軽減（事務作業の軽減・データの保管）

・人間関係の醸成（親睦会の在り方・親睦の内容等・職員室のレイアウト等）

ウ 継続的な計画と改善を可能にするために、分掌が主導する体制を確認した。

エ ミドル層の主体的な経営参画と進捗管理の確立のため、分掌・学年内に業務を分担するサブ

チームをつくる。

(7) 今後の展開

令和３年度の後半で、列挙した改善点に着手する。大きな検討課題もあるので、部長主任が継

続的に検討に参画できる体制を維持する。

４ おわりに

学校改善は突き詰めていくと、教職員のコミュニケーションが鍵であることに行き着く。課題や

目標の共有も、一致した指導も、自然で丁寧な意思疎通が欠かせない。学校改善の第一歩は意思疎

通である。

そのような教職員集団ができるには、危機感の共有が必要である。教職員の働き方の改善は、危

機感を共有できる程の大きな課題である。それを入り口に、一体の問題として学校改善に取り組む

のが有効ではないだろうか。

コアチームでの討議を続けて感じるのは、メンバーどうしのコミュニケーションが活発になるこ

とである。改善討議だけでなく、職員室でも様々な課題について自由に取り上げ、話し合う空気が

生まれてきた。これは本取組の最初の成果だと言える。これが教職員集団全体に広がることを期待

している。
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