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校長の立場から「学校マネジメント」を問い直す
── 東日本大震災以降の学校の現状と課題を踏まえて ──

丹　野　　　学

　教育改革の大きなうねりの中で，各学校は「生きる力」育成のために，学校独自の課題解決に向けて「特
色ある学校づくり」に努めている。本稿では，まず始めに，学校運営の根幹をなす我が国の「学校マネジ
メント」の取り組みを概観する。それを踏まえ，東日本大震災以降の，特に小学校における教育復興への
具体的な取り組みを振り返り，「学校マネジメント」の機能がどう果たされてきているのか，また，取り組
み上の課題は何なのかを考察する。更には，「学校マネジメント」の機能を生かした学校運営改善のための
方策について，教育課程改善の視点を踏まえた提案も試みていきたい。
［キーワード］　 学校マネジメント　学校は復興の最大の拠点　自己管理能力　チーム学校　同僚性　危機

管理　教育課程改善　子どもの学び  学校運営

I　問題の所在

　筆者の手元には，平成 25年 1月に福島県小学
校長会で刊行した東日本大震災記録集「ふくしま
の絆～学校は，復興の最大の拠点～」（1）が置いて
ある。これは，千年に一度と言われる大災害の中
で，校長や教職員，そして子どもたちが，どのよ
うに過酷な状況を把握したり判断したり，行動に
移したりしたのかを詳細な記録にとどめ，後世に
伝えるために発刊したものである。
　浪江町立請戸（うけど）小学校。この学校は今，
地域の瓦礫が校庭にうず高く集められ，波により
破壊された窓からは，教室に太平洋を旅する風が
飄々と吹き渡っている。午後 3時 38分で止まっ
たまま，子どもたちの学習道具だけが残る二階教
室と，激しい波が全てを破壊し，流してしまった
二階フロアが，インターネットで虚しく映し出さ
れている。
　その瞬間を振り返るM教頭の手記を掲載する。

　あの日，携帯電話の地震警報とほぼ同時に激
しく揺れ，尋常ではないその揺れの振幅に，よ
ろめきながら机や壁づたいに，這うように放送
機へ近づいた。「大きな地震です。机の下など

で安全に心がけて待機してください」それ以上
の指示は不可能なほどの振幅が三分以上続い
た。
　職員室のドアから，廊下を確認しても，壁や
窓などの損壊の気配はない。それでも，あまり
の大きな揺れに津波を想定し，「全校避難だな」
という想いが頭をよぎった。地震が弱まりだし
た時，情報収集のためにつけたテレビからは，
津波警報が発令されていた。
　本校校舎二階への避難では危険と判断し，校
長の指示のもと，即座に近くの太平山に向けて
避難することが決定され，全児童の校庭への集
合と太平山への避難を，緊急放送により指示し
た。午後 2時 52分のことであった。私は，と
りあえず不測の事態に備えて学校に留まった。
　子どもたちの避難から数分後，次々と保護者
が学校へ押し寄せる。太平山へ向かうように指
示しながら，自家用車の誘導が，20分程度近
く続いた。3時 20分過ぎ，教育委員会の担当
者と消防団が駆けつけ，津波の大きさが重なり
合うことが想定されることから，学校から避難
するよう促された。午後 3時 30分を過ぎると，
学校近辺が不気味なほど静まりかえり，35分
過ぎ，児童の後を追って太平山へ向かった。津



人間発達文化学類論集　第 22号 2016年 3月66

波到達の数分前のことであった。…（以下，省
略）（2）

　今，その瞬間を振り返ってみると，大きな自然
災害に遭遇した時，私たち人間は如何に無力であ
るかと痛感させられる。無力である私たち教師が，
目の前のかけがえのない子どもたちの命を守るた
めに，その瞬間何をすべきなのか，どう行動する
ことが正しいのか。実は，今でもその答えを導き
出すことは難しい。「想定外」を「想定内」にし
ていくことが危機管理であるとするならば，必要
な情報が入手困難な状況下においてでも，今まで
の経験知や体験知，ありとあらゆる手段・方法を
駆使して，全ての子どもの命と安全を守り通す使
命が学校には課せられている。これが，本県特有
とも言える大きな教育課題ととらえている。
　本稿では，東日本大震災という未曾有の大災害
の中で，「学校マネジメント」の機能を生かした
学校の組織力がどのように発揮されていったの
か，また，その取り組みの過程における課題は何
だったのかを振り返って検証する。
　そのために，まずは，各学校が独自に抱える喫
緊の課題解決のために，各学校の組織力を向上さ
せて取り組む「学校マネジメント」の重要性を整
理する。このことを踏まえ，「学校マネジメント」
に関する我が国の取り組みを概観することから論
を進めていく。
　なお，本稿における「学校マネジメント」の規
定は，

　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，
子どもたちに良質な教育を提供し，教育効果を
上げること。（3）

とおさえることにした。

II　 未曾有の大災害時における「学校マネジ
メント」の重要性

　20世紀に求められた資質・能力は，その多く
に正解が用意され，それを素早く正確に理解し，

正解である知識をより豊富に身に付け，活用する
ことが要求されていた。しかしながら，21世紀
では，急激な社会の変化に対応していくために，
他者と豊かに関わりながら，必要な情報を的確に
入手・分析・統合し，新しい考えを生み出す資質・
能力が求められている。
　本県においては，平成 23年 3月 11日に発災し
た東日本大震災により，放射能汚染が拡大し，学
校の機能が全面的に停止する大きな打撃を受け
た。このような状況の下，学校の機能回復のみな
らず，大震災後の復興の担い手を育成する学校の
使命は，今まで以上に大きなものとなってきてい
る。
　正に，「急激な社会の変化」の最中にあるのが，
福島県である。
　福島の復興を託す目の前の子どもたちへの充実
した教育活動の実施に向けて，各学校では，復興
を協働で成し遂げることができる資質・能力を育
成していくための学校運営の基盤づくりを早急に
整備していかなければならない。福島県小学校長
会が，震災後一貫して主張してきている「学校は，
復興の最大の拠点」は，このような根拠に基づい
ている。
　このような状況のもと，各学校においては急激
な社会の変化に対応し，協働する学校組織を形成
することが喫緊の課題となっている。しかしなが
ら，このような課題を解決していくためには，大
きく 2つの課題を学校現場が抱えていることを認
知しておく必要がある。
［学校現場が抱える 2課題］

①　人材の育成
　急速に世代交代が進み，若手教員やミドル
リーダーなど，これからの学校経営を担う教員
を育てる人材育成のシステムづくり
〈公立小中学校年齢別教員数文部科学省調べ〉
　20代………… 6.6万人（11.8%）
　30代…………11.8万人（21.1%）
　40代…………15.5万人（27.7%）
　50代…………20.0万人（35.6%）
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　　　　　　　　※　平成 24年 3月 31日現在
②　チーム学校の充実
　学力低下やいじめ，不登校，教職員の多忙化
などの学校課題を解決していく，教職員を始め，
学校関係者を含めた全員の協働型の学校組織

　このような状況のもと，これからの学校におい
ては，同僚性を大切にしながらも組織力を高め，
チームによる活動（協働）を学校の核として取り
組んでいくことが重要である。
　多様な資質能力を有する個々の教職員が学校課
題解決に向けて貢献していくために，学校経営改
善を目指すシステムと期待されている「学校マネ
ジメント」は，今後益々重要性を増していくに違
いない。

III　 「学校マネジメント」に関する文部科学
省の取組

　「学校マネジメント」に関する我が国の施策動
向をとらえることは，学校独自の課題解決に向け
て，実効性の高い学校運営を推進していくために
は欠かすことができない。我が国においては，平
成 8年度から新たな教育改革がスタートし，学校
が地域との連携を更にすすめ，学校の自主性，自
律性を確立していくことが強く求められている。
　以下，教育改革の動向，近年の「学校マネジメ
ントに関わる文部科学省の施策」，更には，これ
らの施策に付随する「学校評価」，「学校マネジメ
ント研修」についての施策の歴史的経過を概観す
る。

1　教育改革の動向
　近年の教育改革において，学校は地域の中で学
校の関係者とともに連携を図りながら運営し，学
校自体の機能を見直していく構造改革の必要性が
示されている。その歴史的経過並びに提言内容は
以下の通りである。
⑴　 「21世紀を展望した我が国の教育の在り方に

ついて」第一次答申　平成 8年
　⃝　今後の教育の在り方の基本方向

　　　 　子どもたち一人一人の個性を尊重し，「ゆ
とり」の中で自ら学び，考える力や豊かな
人間性などの［生きる力］をはぐくむ教育

　⃝　�家庭や地域社会の教育力の充実を図るため
の学校，家庭，地域社会との連携

⑵　 「21世紀を展望した我が国の教育の在り方に
ついて」第二次答申　平成 9年

　⃝　�子どもたちにゆとりを取り戻すための高等
学校・大学の入学試験の在り方の改善

　⃝　中高一貫教育制度の導入
⑶　 「新しい時代を拓く心を育てるために」（幼児

期からの心の教育に在り方について）（答申）
平成 10年

　⃝　心の教育の充実
　⃝　�家庭におけるしつけの在り方や心を育てる

場としての学校の見直し
⑷　 中教審答申「今後の地方教育行政の在り方に

ついて」第 3章「学校の自主性・自律性の
確立について」　平成 10年

　⃝　学校運営組織の見直し
　⃝　校長・教頭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
⑸　「教育改革国民会議報告」　平成 12年度
　⃝　�学校運営を改善していくためには，現行体

制のまま校長の権限を強くしても大きな効
果は期待できないとの認識のもと，校長の
独自性とリーダーシップが発揮できる，「組
織マネジメント」の発想を学校に導入

⑹　 「学校の組織運営の在り方について」（作業部
会の審議まとめ）　平成 16年度

　⃝　�主体的な学校づくりが行われるよう，学校
の裁量権の拡大とその権限の強化

　⃝　�学校の自主性，自律性を確立するため，校
長のリーダーシップのもと，教職員が一致
団結した組織的，機動的な学校運営

　⃝　�地域に根ざした特色ある教育を行う，地域
との十分な連携を図る学校運営（4）

　以上の提言を達成していくためには，校長の経
営権の拡大，権限委譲が喫緊の課題であり，これ
らの体制整備が急速に進められることになった。
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　宮前（5）は，今まで，教育課程が承認制から届
け出制に変わったにも関わらず，「経営」に関わ
る教職員の給与，学校予算，人事等にかかる権限
が校長にほとんどないことの矛盾を鋭く指摘して
いた。まだまだ，多くの課題を抱えていることも
事実ではあるが，ようやくその体制整備の出発点
に立ったとの実感を持つことができるようになっ
てきたと考えることができる。

2　 近年の「学校マネジメント」に関わる文部科
学省の施策」

　平成 18年 12月の教育基本法改正により，「学
校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育に
おけるそれぞれの役割と責任を自覚するととも
に，相互の連携及び協力に努めるものとする」と
示された。この条文により，学校マネジメントに
おいても，家庭，地域社会と協働しながら取り組
んでいく必要性が明示され，以下の施策が展開さ
れてきている。
⒧　 「学校マネジメント支援に関する調査研究事

業」開始　平成 21年
　教員が児童生徒に向き合う時間を確保するとと
もに，心身ともに健康な状態で児童生徒の指導に
当たることができることを目的として，35の都
道府県教育委員会等に調査を委託し，以下の調査
研究が始まった。
　⃝　学校事務の外部委託
　⃝　校務分掌の適正化
　⃝　保護者への対応の在り方
　⃝　メンタルヘルス対策　等
⑵　 「学校運営の推進に資する取組の推進事業」　

平成 22年
　教員の勤務時間負担軽減等により，教員が子ど
もと向き合う時間を確保し，質の高い教育活動の
展開を図ることを目的に，15の都道府県教育委
員会等に調査を委託し，以下の調査研究が始まっ
た。
　⃝　組織的な学校運営
　⃝　教員が児童生徒に向き合う時間の確保
　⃝　専門的な役割を担う教職員の配置

　⃝　業務の遂行方法の改善
　⃝　教職員の働き方の見直し
　⃝　教育委員会の学校サポート体制の整備　等
⑶　 「地域とともにある学校づくり」推進協議会

の立ち上げ　平成 23年
　⃝　�「コミュニティ・スクール実施協議会」及

び「学校評価推進協議会」の統合・一体化
⑷　 「学校運営の改善の在り方に関する調査研究

委託事業」　平成 23年
　⃝　�地域と連携した学校運営改善に関する調査

研究
　⃝　�学校経営と学校評価を一体化させたマネジ

メント支援システムの研究開発
　⃝　�震災時における学校対応の在り方に関する

調査研究
　⃝　�学校の現状と課題を踏まえた学校の改善策

の実施に対する教育委員会の支援に関する
調査研究　等

⑸　 「学校運営の改善の在り方に関する取組」事
業　平成 24年

　⃝　�実効性の高い学校評価の推進及びマネジメ
ントの体制整備に関する調査研究

　⃝　�地域と共にある学校づくり，学校からのま
ちづくりの推進に関する調査研究

3　学校評価制度の整備
　教育改革を実効性の高いものとしていくため
に，校長の権限委譲の受け皿となる学校評価制度
確立のための作業も加速していく。
⑴　 中央教育審議会答申「今後の教員免許制度の

在り方について」　平成 14年度
　⃝　学校からの情報提供の充実
　⃝　授業の公開の拡大
　⃝　学校評議員制度等の活用
　⃝　学校評価システムの確立
　⃝　新しい教員評価システムの導入
⑵　 文部科学事務次官通知「小学校設置基準及び

中学校設置基準の制定等について」　平成 14

年 3月 29日
　⃝　自己評価の実施と結果公表
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　⃝　公表結果に基づいた学校運営の改善
　⃝　開かれた学校づくりと説明責任
⑶　 「義務教育諸学校における学校評価ガイドラ

イン」　平成 18年度
［学校評価の目的］
ア　 各学校が，自らの教育活動その他の学校運営

について，目指すべき目標を設定し，その達
成状況や達成に向けた取組の適切さ等につい
て評価することにより，学校として組織的・
継続的な改善を図ること。

イ　 各学校が，自己評価及び保護者など学校関係
者等による評価の実施とその結果の公表・説
明により，適切に説明責任を果たすとともに，
保護者，地域住民等から理解と参画を得て，
学校・家庭・地域の連携協力による学校づく
りを進めること。

ウ　 各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じ
て，学校に対する支援や条件整備等の改善措
置を講じることにより，一定水準の教育の質
を保証し，その向上を図ること。

　 ※　 「義務教育諸学校における学校評価ガイド
ライン」は，その後，平成 20年 22年に改
訂を行っている。（6）

⑷　学校教育法改正　平成 18年
　⃝　第 42条で「学校評価」の法的位置づけ

　小学校は，文部科学大臣の定めるところによ
り当該小学校の教育活動その他の学校運営の状
況について評価を行い，その結果に基づき学校
運営の改善を図るため必要な措置を講ずること
により，その教育水準の向上につとめなければ
ならない。

　この教育基本法改正の法的整備をもって，学校
評価の仕組みは一応の確立を果たしたと言える。

4　「学校マネジメント研修」に関する動き
　平成 8年の「21世紀を展望した我が国の教育
の在り方について」第一次答申が起点となる教育
改革を受けて，学校マネジメント研修は平成 10

年から本格的に実施されている。

⑴　 中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の
在り方について」「第 3章　学校の自主性・
自律性の確立について」「3　校長・教頭へ
の適材の確保と教職員の資質向上」　平成 10

年
［具体的改善方策］
　⃝　 校長，教頭の学校経営に関する資質能力を

養成する観点から，例として，企業経営や
組織体における経営者に求められる専門知
識や教養を身に付けるとともに，学校事務
を含めた総合的なマネジメント能力を高め
ることができるよう，研修の内容・方法を
見直すこと。

　 　　※　下線筆者，以下同じ
　この提言を受け，公立諸学校においても，民間
企業のマネジメント手法を導入することが明らか
にされた。
⑵　 教育職員養成審議会　第 3次答申「養成と

採用・研修との連携の円滑化について」「IV　
研修の見直し」「3　具体的方策（3）教職経
験者研修等の見直し　③　管理研修」　平成
11年

［管理研修の見直し］
　⃝　 校長，教頭の学校運営に関する資質能力や

新しい教育課題に対応できる能力を養成す
る観点から，これからの学校教育や学校経
営に在り方についての理解に加え，一般に
組織体の経営に必要とされる専門知識や教
養を身に付け，学校事務を含め総合的なマ
ネジメント能力を高めることができるよ
う，管理職研修カリキュラムの開発を行う
とともに，例えば，他部局，他校種，異業
種等の管理職等と合同で研修を行ったりす
るなど，研修の内容・方法を見直すことが
必要である。　

　この提言により，従来から行われてきた管理職
のマネジメント研修の研修内容や方法を，民間企
業のマネジメント手法を導入して見直す契機と
なったことは間違いない。
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⑶　 「教育改革国民会議報告－教育を変える 17

の提案－」「4　新しい時代に新しい学校づ
くりを」　平成 12年

［組織マネジメントの発想導入］
　⃝　 学校運営を改善するためには，現行体制の

まま校長の権限を強くしても大きな効果は
期待できない。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
はなく，教育行政機関も同様である。行政
全体として，情報を開示し，組織マネジメ
ントの発想を持つべきである。また，教育
行政機関は，多様化した社会が求める学校
の実現に向けた適切な支援を提供する体制
をとらなくてはならない。

　この提言は，学校のみならず，教育行政機関も
組織マネジメントの発想を導入すべく体制整備を
進める必要性を示したものであるととらえること
ができる。
⑷　 中央教育審議会答申「今後の教員免許制度の

在り方について」「II　教員免許更新制の可
能性」「4　教員の資質向上に向けての提案
（2）　教員の専門性の向上を図るために　①　
新たに教職 10年を経過した教員に対する研
修の構築」　平成 14年

　⃝　 ～（略），特に重要な時期である教職経験
10年を経過した教員に対し，勤務成績の
評定結果や研修実績等に基づく教員のニー
ズ等に応じた研修を各任命権者が行うもの
とする。すなわち，一定の力量を備えた教
員に対しては，更に指導力を高めるための
研修や，これからの学校や教員に求められ
るマネジメントや学校の説明責任に関する
素養を身に付ける研修などその得意分野作
りを促し，苦手分野や弱点を抱えている教
員に対しては，その分野に必要な指導力等
を補うことができるような，個々の教員の
力量に応じた研修を各任命権者において実
施することとする。

　この提言は，学校の中堅教員（ミドルリーダー）
に対しても，「学校マネジメント研修」を拡大し
て積極的に行うよう中央教育審議会が明言した内
容であると受け止めることができよう。
⑸　 「マネジメント研修カリキュラム等開発会議」

設置　平成 14年
　⃝　 校長，教頭，主任クラスを対象とした学校

組織マネジメント研修のカリキュラム開発
　⃝　 教育委員会で実施する「組織マネジメント

研修」の支援方策の検討
　平成 15年 10月からは，全ての教職員を対象と
した組織マネジメント研修のカリキュラムが開発
されたのを受け，そのモデル・カリキュラム案の
検討が行われ始めている。
　同会議は，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年には，
　⃝　 「学校組織マネジメント研修－すべての教

職員のために－（モデルカリキュラム）」
　⃝　 「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）」
をとりまとめている。
⑹　 独立行政法人教員研修センターで「マネジメ

ント指導者研修」を開始　平成 17年
　⃝　 「各地域において組織マネジメント研修を

円滑に実施するための指導者の養成を目的
とした研修」の実施

　これらのカリキュラム開発を受け，学校マネジ
メント研修の重要性は更に高まり，全国各地で積
極的に研修が行われるようになってきている。（7）

　ここまで，文部科学省の「学校マネジメント」
の施策に関して，各種答申等を中心に，歴史的経
過をたどってきた。
　平成 8年の中教審第 1次答申「21世紀を展望
した我が国の教育の在り方について」を起点とす
る新たな教育改革が，学校現場の必要に迫られて
行われた改革であったことは紛れもない事実であ
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る。
　いじめや不登校などの問題行動の多発や，学力
低下の問題，貧困化などによる教育環境の二極化
などの教育課題が山積する中，急激な社会変化に
対応していくことができる［生きる力］を子ども
一人一人に育成することは喫緊の課題である。
　その中心的役割を担う学校において，学校の自
主性・自律性の確立，学校自体の機能の見直しを
図る構造改革の必要性が文部科学省により示され
たと同時に，このような歴史的な流れの中で，学
校の主体性・自律性を保障するため，学校の裁量
権の拡大とともに，学校の運営体制も整えられた。
このことは，学校の判断や責任の重さが今まで以
上に強調されてきているとも言える。
　また，それぞれの地域の中にある学校は，地域
に根ざした特色ある学校づくりを一層展開してい
くために，保護者はもとより，地域住民の信頼を
得ながら，行動連携を重視した学校づくりを行っ
ていくことも提言されている。
　このように歴史的経過をたどってみると，学校
の裁量権の拡大や権限委譲の行政施策は，学校の
業績・結果を重視する考えへの大きな転機となっ
たことも事実であろう。正に，学校に対して，真
の意味で，「自由と責任」が与えられたのである。
だからこそ各学校は，校長のリーダーシップのも
と，教職員が一致協力し，組織的，機動的な学校
運営が行われるよう，一層の努力や工夫が求めら
れる時代へ入ったとも言える。

IV　  東日本大震災以降小学校における教育復
興への具体的な取組

　東日本大震災における筆舌に尽くしがたい小学
校の学校現場の記録を記載し，その時，校長を始
めとする教職員がどう動いたのか，校長の節々に
おける状況の変化を受けた対応がどうであったの
かを振り返ってみたい。そして，これらの考察を，
後述する「学校マネジメント」の機能を生かした
学校運営改善につないでいきたい。
　なお，基本的には，筆者が勤務した福島市立福
島第四小学校の状況を中心に論を進めていきた

い。

1　3.11当日以降の学校
　東京電力第一原子力発電所と第二発電所の間に
位置する富岡第一小学校。当時のY校長の手記（一
部要約）から，震災後の「学校」について振り返っ
てみたい。
　⃝　 大津波警報発令による避難で，町体育館を

経て富岡第二中学校へ避難。翌 12日早朝
現在，30名程度の児童が保護者に引き渡
せないまま体育館に残る。

　⃝　 12日早朝，町の広報無線で，「原発が危険
な状態なので，川内村に避難するように」
という放送あり。この時点で，引き渡せな
い子どもは 7名。校長と教頭とで児童を引
率し，川内村へ向けて自家用車で避難開始。
通常は 30分で到着するのが，約 5時間か
かる。

　⃝　 13日は情報がまったく入らず，電話も携
帯もつながらず，食料も乏しい。40歳以
下の人々へヨウ素剤が渡される。

　⃝　 14日に新聞配布。ようやく原発の状況や
津波の被害が分かるようになる。

　ラジオも持ち込まれ，原子炉の危機的な状況も
刻々と入ってくる。この日，ようやく最後の女子
児童を親に引き渡すことができた。

　未曾有の大震災ではあったが，けが人を出さず，
児童全員を親に引き渡すことができた。このよう
な当たり前と思われる行為が，実は，当たり前で
はないのが非常時である。教育委員会などの行政
機関とは一切連絡が取れず，最小限度の必要な情
報すら得られないまま，校長としての独自の判断
を迫られる場面が多々生じてくるからだ。

　私が勤務していた福島市立福島第四小学校は，
福島駅から約 1 kmに位置している。学区が狭い
ため，児童の保護者への引き渡しは，午後 5時に
は終了していた。海辺に位置していた富岡第一小
学校とは違い，津波の心配もなかったが，避難者
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の受け入れが想像を絶するほどの困難を極めた。
　午後 6時現在，本校には約 1,500名ほどの避難
者が押し寄せた。新幹線が不通になってしまった
福島駅や駅周辺のホテルから締め出された避難者
たちだ。直前に警察官が来校したが，これから避
難者が来ると告げると，すぐに立ち去ってしまっ
た。本校体育館は事前に指定されていた避難場所
ではあったが，耐震工事もされていなかったため，
その後の余震に耐えられるのかという不安があっ
た。体育館の水銀灯は数カ所破損して落下寸前の
危険な状況であったし，停電で真っ暗闇。その上，
厳寒の中，暖房器具もない状況で土足で体育館に
入り込んだ避難者たちは，ほぼ立っているしかな
い劣悪な状態であった。
　このような状況の中で，受け入れに対応できた
のは本校職員だけ。市教委へ連絡しても，人手が
足りないとの回答。30分もしないうちに多くの
避難者からは不満や批判の声が上がった。校長で
あった私は，劣悪なこの環境を改善する術を見い
だせないまま，多くの叱責を受け続けた。その後，
2時間ほどして，近隣の高等学校への受け入れが
決まり，移動を開始したのが，午後 8時 30分。1,500

名の避難者を 20名程度のグループに分け，本校
職員が何度も繰り返し高校まで送り届けた。その
時も，終始避難者からは罵声を受け続けた。
　避難者全員を無事に高校に送り届け終わったの
が，午後 10時 30分。この時点で，女性教職員を
中心にほとんどの教職員を帰宅させた。
　しかしそれからが，また，大変な状況であった。
本校の前には，国道 13号線が通っている。山形
方面への基幹国道だ。停電で信号が消えていたた
め，至る所で衝突事故が発生。本校近くで起こる
事故への対応が待ち構えていた。警察に通報して
も，重大な事故でなければ学校で処理してくれと
の依頼。この対応は，朝方まで続いた。
　このような非常時には，教育公務員としての
しっかりとした自覚がないと対応できない様々な
困難な状況が待ち受けている。教職員は，学校と
子どもだけを守れば良いと思っていたら大間違い
だ。地域の中で，学校の存在は極めて大きいもの

だと痛感させられた一夜であった。

2　校長を中心とした教職員の復興への取り組み
　翌朝土曜日，何も指示を出してはいなかったが，
全職員が自主的に出勤。校舎内の後片付けや，児
童の安否確認を行う。震度 6を越える巨大地震は，
教職員の自宅にも多くの被害を出したが，児童や
学校の対応を優先している教職員の姿を見て，各
家庭の状況が気にはなったが，教職員の真摯な姿
に大きな感動を受けたことも事実であった。
　その後の復興への取り組みを時系列で振り返っ
てみたい。
⒧　困難な状況の中での学校再開の見通し
　原発事故がこれほど大きな影響を及ぼすとは考
えていなかった当時，教職員は学校再開に向けて，
授業を行うための校舎内外の後始末に追われてい
た。市教委からの「学校再開」の指示は，必要な
情報が不足する中で何度も変更を余儀なくされて
いた。この時，教職員は児童の安否確認とともに，
児童を励ますために家庭訪問を同時に頻繁に行っ
ていた。
⑵　卒業式の実施の有無
　卒業式の日が近づいてくると，原発事故による
放射能汚染が深刻化してきた。このような時に，
校長として不用意に放射線被曝を受けてまで学校
に登校させ，卒業式を行っても良いものなのかど
うか，判断に迷う場面が多々あった。児童にとっ
ては一生に一度の卒業式。できれば学校で卒業式
を行い，学校から送り出してあげたいという気持
ちは，教職員も同じであった。しかし，放射線量
の確かな情報が乏しい中，何度も卒業式の会場変
更（放射線量の比較的に低い場所への会場変更）
を行ったが，断腸の思いで学校での卒業式は見送
ることにした。
　卒業式を行うかどうかは校長の判断に委ねられ
ていたため，各学校の判断はまちまちであった。
筆者の校長としての最終判断は，児童の自宅を一
軒一軒訪問して，個別に卒業式を行うという方法
であった。当時，幼稚園長も兼務していたため，
ほぼ 1週間ほどをかけて，この業務にあたった。
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⑶　定期人事異動の凍結
　東日本大震災前に人事異動の内示は済んでいた
が，県教委は人事異動を凍結せざるを得なかった。
退職校長も異例の定年延長を余儀なくされた。と
いうよりも，児童を守るためには，これしか方法
はなかったのである。結果的には，ある程度見通
しが持てるようになった 8月に人事異動を行うこ
ととなった。
　児童にとっては，中途半端な時期の担任との別
れとなり，離任式の取材の折には，マスコミから
児童の心情無視との厳しい非難を校長は浴びた。
⑷　学校再開へ向けて
　市教委は，4月 6日からの学校再開を決めた。
これと同時に入学式も行うことになった。この判
断については，放射線量に対する不安から市民の
考えは二分し，学校に対しても多くの批判が寄せ
られた。しかしながら，この市教委の判断は，結
果的には正しかったと実感している。この判断に
より，各学校は再開に向けての諸準備等の動きが
加速したからである。

3　再開後の課題
　学校は再開したものの，児童の転出入が著しく，
結果的には，著しい児童の減少を避けることはで
きなくなった。また，特に放射線量が下がらず，
校舎外における教育活動を行うことができなく
なったため，教育活動が極端に制限されることと
なった。いくら工夫を凝らしても，児童の体力低
下や不安定な精神状態を改善することの難しい状
況が続いた。最も苦慮した点は，数値的に決して
低くはない放射線量に不安を抱える保護者への対
応であった。
　前述の通り，落ち着いて教育活動に取り組む環
境にはほど遠い状況にあった当時を振り返ってみ
ると，「授業どころではない」状況が続いてしまっ
た時期があったことも事実である。その結果とし
て，学力低下を招いてしまったことは，忸怩たる
想いとして，今も当時の児童に申し訳ない気持ち
を抱いている。（8）

　以上，東日本大震災直後の筆者が勤務した小学
校における教育復興への具体的な取組を概観して
きた。こういう非常時においてこそ「学校マネジ
メント」が機能する学校組織でなければならない
と痛感している。
　しかしながら，非常時においては必要な情報が
ほとんど入手できない緊急事態となる。このよう
な状況下において，目の前の子どもたちを守り育
てることが最大の使命である学校運営は困難を極
める。「子どもたちを守り育てる」という学校に
おける最低限の目標を明確に持ったとしても，そ
の目標を達成する方策が見いだしきれない状況が
続くことになる。
　東日本大震災以降の学校では，試行錯誤を繰り
返しながら，職務に果敢に取り組む校長を始めと
する教職員のひたむきな姿があった。今振り返っ
てみると，方向性を明確に示せなかったという校
長としての反省点は数多くあるが，どのように進
めれば最善であったのかという答えは，現在に
至っても見いだすことは難しい。
　しかしながら，震災直後の厳しい状況の中で，
ひたむきに職務に精励する教職員の姿から，筆者
が学んだ「学校マネジメントが機能する基盤」は
以下の 3点である。

①　 管理職と教職員の「同僚性」を基盤とした
良好な人間関係の構築

②　 様々な資質・能力を有する教職員の，教育
機能回復のための主体的な経営参画への実
践意欲の醸成

③　 教育機能の回復へ向け，教職員のベクトル
をそろえて実践意欲を高める管理職のリー
ダーシップ

V　 「学校マネジメント」の機能を踏まえた，
震災後の学校運営の課題解決のために

　震災直後の学校は，震災前と同じ教育課程を実
施することが「教育機能」の回復だと考え，その
ための教育環境の整備が大きな課題となった。
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　原発事故により，本県からは多くの児童の他都
道府県への流出が見られ児童数が減少したが，各
学校では，児童数の減少よりも，実際に学校に在
籍する子どもたちへの教育活動の回復及び充実へ
の対応が喫緊の課題であった。
　しかしながら，各学校では，喫緊の課題である
教育環境整備を行いながら，教育活動充実への取
り組みを強化する中，他都道府県へ避難した子ど
もたちへの対応も同時に行っていた。
参考 :［震災直後の本県の在籍児童数の推移］（1）

年　月　日 児　　　童　　　数

22.5.1 117,668名

23.5.1 108,428名

24.5.1 103,324名

1　 震災後だからこそ重視にしたい「学校マネジ
メント」の考え方

　東日本大震災を受け，福島県は，正に「急激な
社会変化」の最中にある。しかも，この状況を教
職員のみならず全ての県民が実感している。この
ような厳しい状況の中で，校長を始め教職員は，
東日本大震災に起因する実感を伴った数々の困り
感を抱いている。それぞれの困り感の一つひとつ
は，それぞれが深刻化した問題であり，解決して
いくのも一筋縄ではいかないものばかりである。
しかしながら，それぞれの課題解決に取り組む校
長を始めとする教職員の根底にあるのは，目の前
の子どもたちに対する教育的愛情であった。
　これからの予測不能な「急激な社会変化」の中
でも，自尊心を持ち続け，他者と協力し合いなが
ら，英知を結集してより良く生きて欲しいと願う
気持ちは，各学校の教職員には極めて強いものが
ある。しかしながら，震災直後は教職員のその気
持ちとは裏腹に，教育環境整備が思うように進ま
ないというジレンマがあった。
　東日本大震災発災から 5年が経過しようとして
いる現在，十分とは言えないまでも，教育環境の
整備は大分進んできている感がある。このような

状況に落ち着いてきた今だからこそ，「学校マネ
ジメント」を踏まえた実効性の高い学校運営が求
められる時期にきているのではないかと考えてい
る。まさに，学校のチーム力を強化し，数々の課
題解決に立ち向かう学校運営の質的改善が求めら
れている。
⑴　 教育目標具現のための「学校経営・運営ビジョ

ン」の作成
　学校独自の課題解決に取り組んでいく上で，「戦
略マネジメント」の手法を用いている学校は多く
見受けられる。
［戦略マネジメントの内容］

⃝　 学校経営を進めるにあたっての，ミッショ
ンやビジョンを明確にし，学校の教育目標
を設定する。

⃝　 学校の教育目標実現のために，年間を通し
ての全教職員の具体的な取組や取り組む方
針を明らかにする。

　　 ※　熊本県立教育センター資料による（9）

　筆者は，この考えを踏まえて，取り組むべき実
践事項の検討に，「焦点化」「重点化」「具体化」「序
列化」の 4要素も含めていくことを主張する。
　震災前の多くの学校では，教育目標が形骸化し
ているという指摘が多かった。そのため，毎年た
めらいなく同じ内容の教育活動を繰り返し行って
いる学校も数多く見られた。その結果，以下のよ
うな課題が指摘されていたことも事実である。

　⃝　 教育目標が形骸化し，年度ごとの重点教育
目標も一部の管理職等だけで作成され，そ
のため教職員全体に学校が抱える課題が共
有化されにくく，その結果として課題解決
のための共通実践が浸透しにくかった。

　⃝　 子どもたちの実態とかけ離れた例年通りの
経営ビジョンを作成し，教育目標と乖離し
がちなものであった。

　⃝　 子どもたちの現状把握が十分になされたも
のではなく，その結果として，実態と遊離
しがちな方策に取り組む危険性をはらんで
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いた。
　しかしながら，現在の状況は，震災前と大きく
異なり，目の前の子どもたちの教育活動に対する
教職員の数々の「困り感」が明確になってきてい
る。すなわち，「戦略マネジメント」に 4要素を
加えて，明確な行動指標を包含した学校経営・運
営ビジョンの作成に取り組みやすい環境が整って
いる状況であると考えられる。
　以下，その手順を考えてみたい。
①　 全教職員参加のワークショップによる自校の

売り（得意性や卓越性）の開発
　ここでは，「困り感」のみならず，学校・子ども・
教師・授業・地域の得意性や卓越性についても議
論を重ねることが大切であると考えている。
実践例 : 小規模 A小学校「学校再発見」

教職員の議論 地域の評価

強み

・ 子ども一人一人の思
いや願いを大切にし
ている。

・ 教職員が明るく，活
発である。など

・ 学校の教職員が地域
の行事にい積極的に
参加してくれる。な
ど

弱点

・ 授業研究が活発でな
い。

・ 地域教材を生かした
授業が不十分であ
る。

・ 教師主導の教え込み
の授業を脱皮できな
い。など

・ 学校の教育活動が，
地域にあまり理解さ
れていない。

・ 学校に対する地域や
保護者の意見を十分
に聞いてくれない。
など

　このような議論を進めることで，学校が抱える
現実的な課題も共有化できながら明らかになって
いく。これらを総合的に踏まえて，学校の重点目
標を作成する。
②　 ワークショップや学校評価を踏まえた学校の

重点目標づくり
　学校が有する「強み」や「弱点」を踏まえ，プ
ラス思考で学校の重点目標を明らかにする。
　重点目標の要件としては，

学校で目指す教育活動の目標設定

例 :  震災後の変化の激しい世の中で，協働による
より良い社会を築くことができる人間を育
成する。

　　　　　　↓

目標達成のための方策の明確化

例 :  地域と連携した教育活動の展開や，アクティ　
ブラーニングを基調とする授業の質的改善
へ積極的に取り組む。

　　　　　　↓

小学校段階における目指す子どもの姿の設定

例 :  地域社会に貢献する自覚と誇りを持ちなが
ら，主体的な学びを獲得し，確かな学力を身
に付ける子どもを育成する。

　これらの要件を踏まえて，重点目標を教職員全
体で作成する。
重点目標の例 :

　震災後の変化の激しい世の中で，協働によ
るより良い社会を築くことができる人間を育
成する。そのために，地域と連携した教育活
動の展開や，授業の質的改善へ積極的に取り
組む。そして，地域社会に貢献する自覚と誇
りを持ちながら，主体的な学びを獲得し，確
かな学力を身に付ける子どもを育成する。

　このようにして，教職員全体で作成した「重点
目標」が，以後で作成する「学校経営・運営ビジョ
ン」の全ての拠り所（指針）となる。
③　「学校経営・運営ビジョン」の作成
　学校経営・運営ビジョンを作成する目的は，全
教職員のベクトルを同じ方向に向かわせ，実効性
の高い共通実践をしていくことにある。
　ここでの要件として欠かせない要件は，
　⃝　 目指す学校像
　⃝　 目指す児童像
　⃝　 目指す教師像
であり，これらの事項を具体的に示すことにより，
ビジョンの実効性は更に高まると考えている。
　如何に具体的に表すことができるかどうかは，
目の前の子どもを中心とした学校のあらゆる精度
の高い実態をどれだけ詳しく把握できているかに
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かかっており，そのための前述した「ワークショッ
プ」の作業は極めて重要であると言える。
④　重点目標達成を目指す具体的手順
　課題解決のための多種多様な方策を，どのよう
な手順で展開していくかを考えるとき，課題解決
のための方策の優先順位（序列化）を考えなけれ
ばならない。喫緊の課題が最優先となるわけだが，
その課題がどれなのかを全教職員で考えることが
極めて大切であろう。
　その議論のプロセスで，全教職員の共通理解が
図られ，教職員の実践意欲も高まっていく。

　このように，① から ④ までのプロセスを経る
サイクルが，今，本県の小学校教育に欠かせない
学校経営上の有効な方策であると考えている。
　このことを図示すると右上のようになる。
［これからの小学校運営のサイクル］

学校の重点目標づくり

得意性・卓越性　　経営・運営ビジョン

重点目標の具体的手順

⑵　 学校マネジメントを強化する，組織や教職員
一人一人の自己管理能力の育成

　組織や教職員一人一人の組織や自己の管理能力
を高めるマネジメントのことを「機関マネジメン
ト」とよんでいる。（9）

　機関マネジメントは，全教職員が主体的に運営
参画する上で欠かせない取組である。しかも，そ
の取組が教育活動の中で有効に働いているかどう
かを節々で評価し，その都度方策の内容や方法に
ついて改善を図っていくマネジメントの進行管理
を行う機関マネジメントは，学校経営の中枢的機
能となる。
　そのためには，個人やチームの具体的な目標設
定が重要になる。しかも，具体的な目標達成のた
めの取組の姿も標記できるようにすると，実効性
は更に高まるっていくだろう。
　なお，機関マネジメントで行う進行管理で，校

長の立場で最も大切にしたい視点は，最終的には
以下の二点であると考えている。

 ・ 教職員一人一人の職務に継続的に立ち向か
う職務遂行のための実践意欲の管理

 ・ 教職員一人一人の資質・能力の高まりの把
握を踏まえた（ポートフォリオ評価等の導
入），更なる高まりを促す教職員評価の改善

⑶　個人やチームの目標設定と進行管理
　組織並びに自己の管理が有効に働いていくため
には，自己や組織の目標を達成する必然性を個人
や組織が納得して共有（共通認識）し合うことが
前提となる。
　自己管理能力を高めていくためには，自分の仕
事や教師としてのそれまでの成長までをも含めて
自らを振り返る「内省」が重要であり，子どもや
保護者と関わりながら，自律的に自己を高めてい
くことが基本となる。
　ここでいう「仕事」とは，教育活動の根幹をな
す日々の「授業」そのものであり，もっとも重要
な内省の視点は，授業の計画・実践・評価である
ということは言うまでもない。
　また，組織管理能力を高めていくためには，自
分の仕事を越えて，行事や教科，学年，校務分掌
等のチーム単位でマネジメントを行うため，自己

［機関マネジメントの内容］

⃝　 学校の重点目標で示された方向性に基づい
て，進行管理を実施する。

⃝　 教職員一人一人の自己管理能力や組織体と
しての組織マネジメントが機能しているの
かどうか，地域との行動連携の実施状況な
どを進行管理する。

〈自己管理能力〉
 ・ 担任が，子どもや保護者と関わりながら思い
や願いを共有し，自律的に自らの仕事や成長
について内省し，改善を図っていくこと。

〈組織管理能力〉
 ・ 行事，教科，学年，校務分掌等でチーム全体
で，改善を図っていくこと。
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管理能力を高め続けているということが必須の前
提条件となる。
　ここでは，現職教育主任の自己目標設定と具体
的な取組の内容例を示す。
［目標］
　授業改善を推進するための実効性の高い校内研
修計画の企画と推進を図る。
　・ 確かな学力を身に付けさせていくために，学

習意欲や知的好奇心が高まる授業の質的改善
に努め，アクティブラーニングの考えを踏ま
えた，学びがいのある授業を目指す。そのた
めに，関係部会と連携し，形成的評価を随時
行い，その都度改善すべき点が生じた場合は，
それらを取り込んだ改善計画に修正し，授業
改善に果敢に取り組む。

　・ 経験や勘にたよらず，全教職員による客観的
な指摘を重視し，協働で授業の質的改善に取
り組み，その都度，研修内容や方法の改善を
図っていく。

　・ 目の前の子どもたちの学習結果や日々の学び
の様子から，授業の質的改善のための方策の
有効性を考え，状況によっては，方策の改善
を図る。

　このような具体的な目標の設定と具体的な取組
を全職員同士で共有し，共通実践を行うことによ
り，協働性や同僚性は更に高まっていくに違いな
い。
2　 教育課程経営の視点を踏まえた学校マネジメ
ントの在り方を問う

　宮前貢は，以下のように「教育課程経営」の重
要性を述べている。（4）

　これまで校長の任務については「校務をつか
さどり，所属職員を感得する」ことを根拠に「学
校経営」が最大の任務といわれてきた。そして
この考え方に基づき「学校経営の診断」の在り
方などについて議論されてきた。（略）
　しかし，校長の任務を「学校経営」というと
き，「経営」に直接関わる教職員の給与，学校
予算，人事等にかかる権限が校長に保障されて

いないのであるから，それがどれだけ的を射て
ないか直ちに明らかである。行政の地方分権化
が進むのと同様に，教育行政の分権化が進み，
特色ある学校づくりが求められ，校長に多くの
権限が委譲されてきてはいるが，校長裁量で決
済し，執行できる事項はごく限られている。
　学校教育は学習指導要領に基づき，その学校
の教育目標具現を目指して営まれる教育活動を
行っている。その中核は日々の「授業」であり，
わたしが「学校の生命は，授業である」と主張
する所以である。校長が最も深く関わらなけれ
ばならないことは，日々の授業の「計画・実施・
評価」につながる教職員への働きかけであり，
教育課程に基づく授業がどのように営まれてい
るかを評価し，こに見られる課題把握とその解
決策を検討することである。
　私は，校長の任務をあいまいな「学校経営」
という言葉で言うのではなく，校長の最も切実
で重要な任務として「教育課程経営」を位置づ
けていかなければならないと考える。

　学校運営の中核をなすものが，日々行っている
教育活動の根幹を示す「教育課程」であることを
忘れてはいけないということを，宮前は強調する。
　現在，本県においては「学力向上」が喫緊の最
重要課題であるといわれている。このことは児童・
生徒の学力の結果が低迷している事実を踏まえる
と，そのとらえは間違っているとは言いがたい。
しかしながら，ただ単に学力の数値にだけ目を向
け，教育課程のマネジメントを踏まえた授業の質
的改善を図ることを見失ってしまっては，本末転
倒である。教育課程経営が充実していけば，それ
に伴って，子どもたちの学力は向上する。すなわ
ち，日々の授業の充実なくして，学力向上はあり
得ないというのが宮前の主張であり，筆者もまっ
たく同じ考えに立つ。
　ここでは，宮前の主張を踏まえながら，「教育
課程経営」を中心に据えた学校マネジメントの在
り方を問うてみたい。



人間発達文化学類論集　第 22号 2016年 3月78

⑴　 大前提として，「時を失う」授業を行う覚悟
を持つことの大切さを問う

　ルソーは「エミール」（上巻）において，

　教育全体のもっとも重大な，もっとも有益な
規則，それは時をかせぐことではなく，時を失
うことだ。

と述べている。「時を失う」ことを忘れてしまう
ほど，子どもたちが学びに没頭する授業は，子ど
もたちの「主体的な学び」からしか実現するもの
ではない。このような授業を求め続けて，日々の
授業改善に取り組んでいけば，間違いなく，「新
しい学力観」に基づく諸能力が高まって行くに違
いない。
　最近の学校では，指導内容が増え，それに伴っ
て指導時数が増えたことが要因の一つとは言え，
教職員に精神的な部分も含めて，余裕がなくなっ
てきているように思えてならない。それどころか，
見えない圧力に押しつぶされそうな恐怖心を抱き
ながら日々の授業に取り組んでいる教師も少なか
らずいるのではないか。それ故，「時をかせぐこ
と＝効率化」にばかり目を向けてしまい，その場
しのぎの学力をつけることに全精力を注ぐことが
教師の使命だと考える教師が増えてきているので
はないかと危惧する。
　子どもたちの学力向上には，必然的にそれなり
の時間を要することを忘れてはならない。（10）

⑵　「思いや願い」を取り入れた教育課程経営
　宮前は，今までの教育課程経営の議論が 4Mの
視点からなされてきていると指摘している。
　すなわち，
　人………man

　物………material

　金………money

　経営……management

である。これに，「思いや願い」（mind）を含め
た 5Mで教育課程経営に取り組む必要性を強調し
ている。
　このことについて宮前は，「もっとも重要視し
ていることは，子どもの実態，とりわけ子どもの

学ぶことへの思いや願い（mind）である。併せて，
教職員や保護者の，そして地域の人々の学校教育
への思いや願いを教育課程の編成・実施に組み入
れること」が大切であると指摘する。
　「思いや願い」を取り入れた教育課程経営を有
効に進めていくために，筆者は，学校の卓越性な
どを自覚できる「全教職員参加のワークショップ」
や，学校マネジメントを強化する組織や教職員一
人一人の「自己管理能力の育成」，学校評価を踏
まえた「学校の重点目標の作成」「学校経営・運
営ビジョンの作成」といった一連のマネジメント
が有効であると考えている。
　特に，全教職員参加による自由討議において，
日々の目の前の子どもたちの学びの事実を基にし
た，子どもたちの思いや願いの達成度が種々の角
度から検討され，共有されるることは，教育課程
の改善にはかかせない重要な取組であると考えて
いる。

VI　 「学校マネジメント」を有効に機能させ
ていく上で校長に必要な心構え

　学校にとって最も大切なものは「児童の命」で
ある。「児童の命」を守り通すことができない学
校は，その使命を失い，信頼が根幹から崩壊する。
これは，震災時に痛感させられたことである。
　しかしながら，震災から 5年目の春を迎えよう
としている現在，日々の授業の充実（教育課程経
営の充実）が，各小学校における最重要課題であ
ると受け止めている。
　最後に，震災を経験した筆者が校長職を担うに
あたって大切にしなければならないと思うこと
を，以下 4点に絞って述べてみたい。

1　逃げない気概を持つ
　過酷な状況下において，混迷する課題が山積す
る中，校長自身の精神状態も極めて厳しい状況に
置かれる。しかしながら，このような状況は同僚
である教職員もまったく同じである。
　仮に，校長が一瞬の気の迷いから，その状況下
から逃げ出そうとする意識が芽生えてしまった
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ら，その意識は，教職員がいち早く察知するもの
である。誰よりも，強靱な意志を持つことが求め
られよう。

2　先送りしない「決断」を持つ　
　先送りをすれば，混迷する課題は間違いなく増
幅する。諸課題処理の優先順位はあると思うが，
安易に先送りをする校長としての弱さを持たない
ように自分を律する強さが必要である。

3　組織全体で役割分担し合う協働がある
　協働の基盤は，揺るぎない同僚性を培う校長と
しての日頃からの関わり方にある。校長の使命の
ひとつに，教職員を「守り，育てる」ことがあげ
られる。一人一人の教職員を大切にすると言うこ
とはどういうことなのか，改めて今までの自分を
振り返って考察し，できることから即実践してい
くことが求められる。教職員の校長に対する信頼
をなくして，非常時の対応は不可能である。

4　ぶれない
　状況が刻一刻と変わり続ける非常事態におい
て，ましてや必要最小限度の情報も入手困難な状
況において，校長としての「判断」がその都度変
わっていくことは想定されるものである。ここで
言う「ぶれない」とは，そのような状況下におい
てですら，判断を変えてはいけないと言うことで
はない。
　それは，「観」を変えないということである。
児童観や教育観など普遍的な考え方がぶれないと
言うことは，非常時には極めて重要である。（8）
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