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　教員同士のコミュニケーションは学校改善の１つの要因とされてきたが，その意義や性質，教職
員間の協働との関係を直接の分析対象とした研究は管見のところみられない。そこで本研究では教
職員のコミュニケーションと学校改善との関係を捉えるために，コミュニケーションの要素を学校
課題の共有化プロセスに位置づける。研究方法としては修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー
チを用いた。これにより，教員同士の協働性構築のためのコミュニケーションが明らかにされ，ま
た，「チームとしての学校」として多様な専門家による学校での課題共有への示唆が示された。
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１　研究の背景・目的
　現実の学校が抱える問題群の解決を個々の教師の資
質や力量に頼ることは難しく，組織的な対応が必要と
され，教員以外のスタッフと教員が協働する「チーム
としての学校」の構築が求められている。そこでは学
校の多様な面において中核的な位置を占めてきた教員
の業務を見直し，多様な人材が連携・協働可能な体制
整備が目指されている。教員が担ってきた業務を一部
専門スタッフに移譲し，教員の業務を授業や学級経
営など子どもに関わる分野に特化させ，複雑化・多
様化する課題に対応しようとする（中央教育審議会
2015）。こうした学校での組織マネジメントは多様な
スタッフを含めた学校目標・課題の達成・克服を目指
すものとなる。学校組織がチームとして機能するため
に教員は，学校目標や方針等を理解・共有し，さらに
は教員以外との協働が求められる。
　しかしながら，学校組織は個業型組織⑴で個々の裁
量性が高く，教員の相互性が弱いとされてきた。（佐
古1986）。あるいは協働がなされていたとしても，同
調圧力下での受動的協働と特徴づけられてきた（今津
2000）。これらを踏まえるのであれば，多様な専門家
によって学校を支えようとする「チームとしての学校」
としての課題は，専門スタッフの自主性・自律性を確
保しつつ，学校課題の解決・学校目標の達成に向けた
協働的取組を学校組織内部に生み出すことと言えるだ
ろう。
　ただ，いかなる専門スタッフの配置が有用かを考え
る前に，学校組織の現状を確認しておくことが必要
である。実践レベルでは協働性を向上させ，教育活
動を充実させている例が報告されている（例えば堀

2013）。例えば学校支援員などが学校組織に配置され
たことで，すでに学校組織に変容がもたらされている
可能性も無視できない。また，スクールカウンセラー
と学級担任が連携し，不登校対応に効果をあげた事例
に見られるように，専門スタッフと教員との間には，
教員同士とは違った関係性が示唆されている（山本
2012）。学校では「チームとしての学校」以前から組
織的な対応が求められ，実際の教育現場でも個々の学
校に応じて協働性向上や学校課題の共有化が図られて
いると考えられる。
　そこで本研究では，教職員間のコミュニケーション
が学校課題の共有化にどのように機能しているかを，
生徒指導の諸問題における教職員のコミュニケーショ
ンに焦点化し，その要素や構造を明らかにする。生徒
指導上の問題は問題行動をする生徒に個別的に対応す
るだけでなく，圧倒的多数を占める中間集団⑵に対し
ての指導が重要だと指摘され，それゆえ学校全体とし
て共有化し課題解決が必要とされる（柏木1998）。そ
の学校の文脈に即した生徒指導上の課題がどのように
共有され，解決に向けたコミュニケーションがどのよ
うな形で現れるかを明らかにする。それは専門スタッ
フを含めた学校組織がいかに学校課題の共有化を図っ
ていくかの統一した知見を得ることになり，それに基
づいて他の場所でのコミュニケーションに活用できる
ように再構成することで「チームとしての学校」を考
える際の有用な視点にもなると考えられる。これによ
り個業性の課題を乗り越え，学校の目標達成・課題解
決に関わるビジョンを共有するコミュニケーションの
在り方が明らかとなるからである。
　尚，本論文は久保木が主に研究計画を立案し，デー
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タ収集および分析と論文執筆を行った。阿内はデータ
分析と論文執筆に関わった。

２　先行研究の検討
　教員間コミュニケーションについての先行研究はそ
の種類や特徴について明らかにしてきた（例えば淵上
1992，ベッケネスら1999）。油布（1988）は学校内で
の管理職や同僚教師との普段のコミュニケーションに
よって教員集団の在り方が規定されるとし，淵上ら

（2004）は自らの学校組織を同調的ではなく協働的と
捉える教師は同僚と話し合う雰囲気もち，自由に意見
を交換できるという。そして，それが職務意欲や役割
意識に肯定的に影響するとし，その因子に「普通のコ
ミュニケーション」をあげている。また，増田（2007）
はインフォーマルなコミュニケーションが外在的な情
報を内在化させるとする。江頭（2014）は教師間のイ
ンフォーマル・コミュニケーションが生徒に与える影
響と学校組織の変革（行動）意識の関係について示し
ている。
　このようにコミュニケーションについての研究で
は，その性質や組織に与える影響に関心が寄せられ，
コミュニケーションそのものが協働性構築の鍵概念で
あるとされている。これらの研究が示しているのは，
学校組織のメンバーが教育実践上の課題意識や困難
さ，目標について相互に交流することで，ビジョンが
共有され自律的な教育活動が可能になるということで
ある。
　一方で，多忙化や小規模化により教員間コミュニ
ケーションが希薄化し，先輩教師が他の教員を指導
する機能の低下が指摘されている（中央教育審議会
2006）。そのような状況の下，学校改善過程において
どのようなコミュニケーションがなされているかに注
目が集まっている。例えば，教員同士が学校課題につ
いて率直に語り合うことや校内研修による密接な関わ
り合いで協働性が構築されることを示した研究がある

（浜田2004，葛上2009，鈴木2003）。これらの研究に共
通するのは，教員同士のコミュニケーションが学校組
織内に協働性を生む１つの重要な要素だと指摘してい
ることにある。確かに，学校改善につながる協働性構
築の道筋において教員同士のコミュニケーションが欠
かせないものではあろう。しかし，協働（性）の実現
過程に「本音を語る」（浜田2004）や「仕事以外のこ
とでも多くの同僚と話す」（淵上ら2004）との記述に
留まるように，どのようなコミュニケーションの要素
が必要であったのかは解明しきれていない。本音を語
る前の条件や多様なコミュニケーションの在り方の関
係性については明示していないのである。どのような
コミュニケーションが協働を導くかのプロセスを直接
の分析対象としていないため，協働性構築に成功した
学校にはいかなるコミュニケーションの動態があるの

か，あるいは協働性が弱い個業的な学校ではどのよう
なコミュニケーションがなされているのか（いないの
か）が捉えられていない。本研究は学校全体での課題
の共有化プロセスを分析し，それらの構造やプロセス
を明らかにする。
　そのために本研究では学校改善マネジメントにおい
て「意識の共有化」（大野2012：25）が重要な視点で
あることを踏まえ，これと実際の教員間コミュニケー
ションの関係を捉えることを課題とする。このような
視角から教員間のコミュニケーションを捉えた研究と
して畑中（2012）があげられる。畑中は本研究で用い
るM-GTAの分析手法（後述）を利用し，ミドルリー
ダーとその他の教員の間の相互性による学校経営現象
を描きだしている。確かに，対象をミドルリーダーと
いう特定の立場の教師に限定することで学校経営プロ
セスの動態を理解しやすい形で表すことは有効であろ
う。だが，ミドルリーダーに対象を限定しているため，
学校組織全体のコミュニケーションは捉えられていな
い。教職員同士の多様なコミュニケーションを促し，
目指す方向性・目標を形づくるリーダーシップを想
定したとき，多様な教職員のコミュニケーションの実
態に着目しなければならない。本研究では従来の研究
において着目することの多かったトップリーダーやミ
ドルリーダーによるコミュニケーションに留まらず，
フォロワーの在り方までも対象に含め，学校組織全体
がいかなるコミュニケーションによって協働を導くか
について明らかにする。

３　研究の方法―データの概要と分析
　手順
　本研究の対象は公立Ａ中学校（以下，Ａ中）の全教
職員18名（校長１名，教頭１名，教諭13名，養護教諭
１名，支援員１名，事務職員１名）である。表１に年
齢構成を示す。尚，調査内容の性質上，教職員の教育
観や人間関係などの事項が含まれるため調査対象校に
ついては匿名として取り扱うこととした。
　学校選定にあたっては特
別な状況下でない学校を優
先した。例えば，特定の研
究を継続している学校では
研究活動を媒介として相互
性が強まったり質的に大き
く変容したりすることが考
えられる。そのような特殊
性はＡ中にはみられない。
また，Ａ中校長は課題の共有について次のように語っ
ている。

一番いいのはミドルアップダウンだと思ってい
る。自分たちでチームを組んでいるのだから，自

表１　Ａ中の年齢構成 
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分たちで考えて（中略）実践したりしていかない
と。言われたからやるでは（いけない）。きちん
と話をして，みんなで決めて，みんなで実践しま
しょうと言ってきた。魂をこめて生徒に接せるこ
とで生徒も（中略）かわるだろうし。（A中校長
インタビューより）

　よって学年や分掌ごとではなく課題の共有化を学校
全体で図り，実践するよう方針は示されているが，そ
のための特殊な実践はなされていないと考えられる。
また，

以前は，上から必ず担任に通してから行動してっ
ていうふうなことを言われていたこともあったけ
れど（中略）今は，養護として担任と連携をとり，
それに対して委員会で（情報を）流しても担任を
通せてはなかったので養護としての対応に専念す
ることができ（る）。（養護教諭インタビューより）

と語られるように，ある程度，専門スタッフを尊重し，
学校経営がなされていると考えられる。
　インタビューは半構造化面接法によって１人につき
１回40～70分程度実施し，音声をスクリプト化した。
質問項目は「本年度１年間の取り組みでうまくいった
活動やそうではなかった活動について具体的にお話く
ださい」，「その活動がうまくいったのは（いかなかっ
たのは）どうしてでしょうか」，「貴校での課題や問題
はどんなことがあるでしょうか」を主に問うた。結果，
各教職員からのインタビューで課題とされていたこと
の多くは，いわゆる生徒指導上の諸問題およびそれへ
の対応であった。この点でＡ中は課題が共有化された
状態であるかのように見えるが，より詳細に検討する
と，効果的に対処できた場合とそうでない場合があっ
た。これを別けるものとして教職員間コミュニケー
ションがどのように関わったのかを分析することで，
学校課題の共有化プロセスを明らかにできると考えら
れる。
　このような方法をとったのは以下の理由による。１
年間の振り返りからＡ中において生徒指導上の対応を
めぐって，どのような教職員間コミュニケーションが
学校課題の共有化を促したかを導出するためである。
もちろんそのためには，コミュニケーションを網羅的
に採取することが理想である。しかし，生徒指導上の
諸問題は日常的に起こるわけではなく，問題発生の現
場に偶然に居合わせることを期待できない。そこで，
具体事例を可能な限り深く聞き取り，それらの出来
事との関連において多様なコミュニケーションがあっ
たことを引き出す。これにより教職員のコミュニケー
ションがどのように課題の共有化につながるかを探る
ことを企図した。よって，本研究における学校改善の

含意は，生徒指導上の取り組みにおいて望ましい変化
が認められたこととなる。
　全ての教職員を対象としたのは，前述したように特
定のリーダーによるコミュニケーションではなく，
フォロワーの在り方までも考察の対象にするためであ
る。同一の学校に所属し，同じ問題・課題状況におか
れた教職員によるコミュニケーションを分析対象とす
ることで，個人がどのように課題を認識し，それが統
合されていくのかの過程に着目する。
　分析方法として修正版グラウンデット・セオリー・
アプローチ（以下，M-GTA）を採用する。この方法は，
元来，データに密着して分析を行い，理論の検証では
なく理論の発見・産出を重視する手法であった（Glaser
＆Strauss1967＝1996）。しかし，分析手法が複雑かつ
不明確であるという課題があり，木下（2003）により
修正が図られ，M-GTAとして分析過程・方法が明示
されるようになった。すでに教育経営学の分野では，
畑中（2012）がM-GTAを用いてミドルリーダーによ
る学校改善プロセスを明らかにし，手法の有用性を示
している。本研究においてもインタビューデータから
多様なコミュニケーションの性質を析出し，学校課題
の共有化プロセスとどう関係するのかを明らかにする
ために適合的な方法であると考えられる。
　M-GTAの分析に当たってはインタビューデータか
ら「概念」を作成し，分析の基礎的な単位とする。そ
の際，以下に示す分析ワークシートを用いる（表２）。
　まず，１人分のインタビューデータを検討し，生徒
指導上の課題解決が図られた場合及び図られなかった
場合のコミュニケーション在り方を分析し概念を生成
する。例えば，「〇年生の先生はあんまりそういう場
面を見ても，いったり（何かしたり）っていうのはし
ていないので。僕も〇年生の（先生方が）いる前でわ
ざわざ（生徒に）言いに行くのもどうかな，なんて思っ
て」（Ｕ氏）という部分に着目し，この部分を「指導
の在り方についての意見を出すことに抵抗感があるこ
と」と定義し，思いの投げかけ躊躇と概念名をつけた。

（下線は概念）。これを１人分のデータ全体において分
析し，複数の概念を生成した。尚，分析ワークシート
は概念１つに１枚ずつ作成される。１人分のデータの
分析が終わり次第，次の対象者の分析に移行する。新
たに概念を生成する場合，既成の概念との相違が検討
され，さらに分析済みのデータに具体例が出現してい
ないか再び確認した上で，概念名と定義を検討する。
その結果，相違が認められない場合は既成の概念にそ
のバリエーションとして包摂される。
　１つずつの概念の有効性は新たなデータからバリ
エーションを見出せるかにより検証する。この例では

「〇〇先生には愚痴りますね。でも，それぐらいかな，
あんまり他の学年には（言わないし），（同じ）学年（内
の先生にも）言わない。」（Ｉ氏）などバリエーション
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を複数見出している。バリエーションが新たに見出さ
れるごとに複数の具体例に対して適切に概念名と定義
づけがなされているかを検討する。バリエーションが
極端に少ない場合は他の概念と統合されるかを検討す
る。十分なバリエーションが見いだされない場合，そ
の概念は棄却される。
　また，概念の生成時には解釈の恣意性を防ぐために
可能な限り解釈の対極例や類似例を考え，そのような
概念がデータから生成できるかどうかを検討する。そ
の都度，その内容は分析ワークシートの理論的メモ
欄に記されていく（表２参照）。つまり，データの一
部分に様々な解釈が想定されるが，その解釈が成り立
つかは別な複数のデータにより裏付けられなければ概
念が生成されない。このような例として，思いの投げ
かけ躊躇概念では対極比較により，何らかの方法で積
極的に課題を指摘し解決へ導こうとするコミュニケー
ションが想定された。そこで，実際にデータと照らし
合わせた結果「（生徒指導上の）問題は（中略）言い
づらい部分もあるけれども，生徒指導主事が〇君だっ
てことでアドバイス的にね。そういうので言える」（Ｎ
氏）というデータが見出され，意見表出スキルの生成
につながった。一方，この部分は「自分の立場を悪く
しないように振る舞うこと」とも解釈されたが，他の
データと照合した結果，他のバリエーションは見つか
らずこの解釈案は不成立とした。
　それでもなお分析には分析研究者のバックグラウン
ドなど個人的特性，あるいは教職員間コミュニケー
ションに関する捉えが入り込む可能性がある。そこで
本研究では概念生成やカテゴリー化（後述）に関する
分析について教員経験のある大学院生とディスカッ
ションを行い，客観性を高めるよう努めた。

４　分析結果と考察
　以上のような手順で全てのデータを分析した。結果，
概念は計22個であった（表３）。その検証と同時に，
概念間の関係性を考え複数の概念のまとまりにする。
これをカテゴリー化と言う。
　カテゴリー化は以下の手順により進められる。先に
示したようにM-GTAでは１つの概念が生成されると
きに，同時に対極・類似比較により新たな別の概念の
存在を検討する。そして，検討中の概念と新たな概念
が対立や類似，因果関係にあるなどの関係性が示され
る。これを利用し類似的な概念，因果関係にあるなど
関係性の近い概念同士を同じカテゴリーにまとめる。
あるいは，そのカテゴリーに相反する概念同士をまと
める。さらに，カテゴリー同士の影響関係が示される。
　分析の結果，カテゴリー間の関係性は分析結果図（図
１）の通りである。なお，下線は概念，＜　＞はサブ
カテゴリー，［　］はカテゴリー，→は影響関係を表す。
分析によって関係が近いサブカテゴリーをカテゴリー

としてまとめた。以下に，分析結果をプロセスに沿っ
て説明する。
　教職員としての共有化プロセスは教職員各自の＜課
題意識化＞を端緒とする。Ａ中のＩ氏は全校行事の生
徒の様子を観察するなかで「結構足を投げ出したりし
て，もうだらしない感じが前面に出てて」と眼前の状
況に疑問を感じていた。この疑問の認知が契機となり，
その個人内において「Ｂ中とかを先に経験しているか
ら，ここに来て生徒指導がすごく緩いなと」に見られ
るように自身の持つ既存の基準との比較を行い，なお
かつ「自分はどういう風に対応すればいいのかなと本
を読んだり」という外部情報を参照することで＜課題
意識化＞が進む。
　そして，この課題意識により解決へ向け何らかのア
クションがおこされようとする。ただ，すぐには共有
化へ向かうわけではない。「（生徒指導は）厳しくやる
ものと自分で勝手に思っていて。例えば，単に給食だ
から教室に（生徒を）入れる（ように指導を行う），っ
ていう風に」（Ｏ氏）のようにまずは個人レベルにお
いて解決を図ろうと個人に依存した実践が行われる。
これによって課題解決につながることもあろうが，多
くはその実践への意義や価値について周囲と共有度が
低いため，個人の考えや経験に依存する部分が大きい。
そのため，「気が付いた人が（生徒指導を）やればいいっ
て，やる人が偏ってしまう」（Ｓ氏）といった限定し
た役割意識が組織に広がる状態になる。このせいで，

「結局，自分の仕事で一杯いっぱいになって」（Ｓ氏）
や「自分としてはいろいろやってはいるんですけれど，
何が効果あるのか分からなくて」（Ｋ氏）といった多
忙感や徒労感を募らせることになる。また，なおかつ，

「自分がポッと出て，言っていいものかなって」（Ｗ氏）
といった他者の行動に対して意見することが控えられ
てしまう（＝思いの投げかけ躊躇）。助言などの支援
的なものであっても，相手方に指導の不足や方法の誤
りの指摘として捉えられてしまう可能性があるからで
ある。この個人レベルにおける対処の仕方は＜個人に
よる解決の限界＞とサブカテゴリー化された。 
　以上の個人レベルでの課題認知から行動化までの

［各自の実践による課題解決］は個業性のデメリット
である。個々の教員の個別的で自己完結的な教育上の
職務遂行の発現プロセスが明らかになったといえるだ
ろう。また個業化の帰結として多忙感や徒労感を募ら
せるといった弊害があることも看取された。
　これに対し，集団レベルで学校課題が共有化された
状態は［協働する組織］と表すことができる。［協働
する組織］は３つの概念により構成される。まず，「学
年主任と私で，ちゃんと同じ考えで指導できたことと
が（中略）でもよかったのかなと」（Ｓ氏）といった
凝集性の手ごたえ感を持ち，ビジョンを内在化し効力
感を得ている状態である。また，「私に求められるも
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のが増えて」（同）に見られるように組織内での役割
変容が促され，自ら必要な役割を見出す積極性が生ま
れる。さらに，「自分以外の仕事もやっていきたいと
思って」（Ｙ氏）といった役割外の仕事までにも関わ
ろうとする言動や相手の支援を気兼ねなく行う，ある
いは受け入れられるカバーリングが多くみられるよう
になる。この状態が形成されると「そういう考え方も
あったかということも新たに考えたり」（Ａ氏）といっ
た自己変容をもたらす。
　協働論では「統制」・「合意形成」・「自律性」の３つ
の関係性によって協働の質が規定されるとされる（藤
原2000）。そして，それらをいかに同時に確保するか
という課題が追及されてきた（佐古2003）。それに対し，
本研究は協働が実現されたときの組織状態の記述と位

置付けられる。同僚性の深まりが課題を共有していく
中でお互い実践を補い合い（＝カバーリング），それ
までは気づかなかった仕事内容・役割行動を主体的・
自律的に見出す（＝組織内での役割変容）過程で，そ
の組織的対応の効果が認知されていく（＝凝集性の手
ごたえ感）。このように本研究では協働により何が学
校組織にもたらされるかが示された。
　［各自の実践による課題解決］と［協働する組織］
の違いは次の３つのコミュニケーションの在り方に
よって決められる。この３つの強弱・蓄積によっては

［協働する組織］に移行せず，［各自の実践による課題
解決］に留まると考えられる。組織内に協働を促すコ
ミュニケーションが少なく，なされたとしても断続的
なものである場合，個業から協働へ変質を妨げると考

表２ 分析ワークシート例 

 
図１　学校課題の共有化プロセス（分析結果図） 
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えられる。
　第一に＜提案を巡る関わりあい＞によるコミュニ
ケーションである。「生徒が自分自身で変われるよう
に，みんなで示していけるように先生方がある程度歩
調を合わせられるように（話し合う）」（Ｄ氏）のよう
にアクションプランの保持者がそれを材料にコミュニ
ケーションを図り，課題解決の糸口をつかもうとす
る。なおかつ「Ｋ先生はこの学校の流れが分かってい
て，それで意見を言ってもらえるから」（Ｎ氏）に見
られる文脈性の理解と「私の方が先輩なので（中略）。
服装だらしないから釘刺すのも必要じゃないかとか」

（Ｋ氏）に見られる意見表出スキルの２つが加わるこ
とで提案が共有化されやすくなる。これらを受けた者
は現状に対する認識を揺さぶられ提案への関与が促さ
れる。提案者はこれを足掛かりとして，「最初は威圧
的な感じで（問題行動を行う生徒に）言ってた，で
も，それ（を）やっても（指導が通らない）からしっ
かり（生徒と関係づくりのために）話して。（中略）
気長に（時間をかけて生徒との関係をつくる）って。
そう（他の先生と）話し合って」（Ｈ氏）などに見ら
れる解決へ向けてのコーディネーションを行う。この
際，「具体的な話を時間をかけてやる。それで本音が
聞き出せるっていうか。そして，じゃ，どうするって」

（Ｓ氏）に見られる他者の思いの把握が行われる。コー
ディネーションを円滑に行うために，それを行う側が
受けての考えや意見を認識し，それを加味してコミュ
ニケーションを行おうとするのである。
　第二に＜親和的雰囲気＞である。これは，「〇先生
とは同時期に転勤してきたのでそういう話はしやす
い」（Ｍ氏）といった教職員が身近と感じる者同士の
結びつきを基軸とするコミュニティーである。また，

「（相手の先生が）聞く耳を持って下さっているので（話
せます）。いやこういう風な考えがあるんですけどっ
て逆に（反論する時もある）」（Ｔ氏）といったオープ
ンマインドでの交流や「持ち場持ち場で実践していっ
て（中略）。それがないと（相手に）何やってんの（と
否定的になる）。少なくとも，やろうとはしてくれな
いと」（Ｄ氏）と，お互いの責任の所在が明示的であ
り，かつ各自の役割を果たしていこうとする意識があ
ることによって集団的効力感が醸成される（＝持ち場
責任による親和）。これらの概念が合わさると＜親和
的雰囲気＞が醸成され，課題の共有化を支えるコミュ
ニケーション要素となる。
　第三に＜子ども意識を持った話し合い＞である。こ
れは「目の前の子ども達のことをどうにか（したい）
と思えば率先して（中略）行動できる」（Ｈ氏）に見

表３　学校課題の共有化プロセスを構成する概念
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られる。子どものための前向きな姿勢で貢献する意思
を持ちつつも，それが独善的にならないために「（う
まくいったのは）いつも一緒にいて（中略）話をして
やっていた部分がある」（Ｋ氏）という他の教職員と
話し合う志向性を持ち，「自分だけでやってると不安
ですし，（中略）こうやっていいかなというのがあり
ます。だから（他の教師と話す）」（Ｍ氏）という裏付
けをとるコミュニケーションにより他の教職員と協調
した上で実践を行おうとすることである。
　これら３つの要素は相互に必要な条件である。例え
ば，＜親和的雰囲気＞のみであれば，いわゆる軋轢の
少ない組織状態ではあろう。それのみでは確かに組織
内の人間関係に関わる調整は円滑に進む。だが一方，
他の２要素による課題共有につながる子どもの成長を
意識した話し合いが十分でなく，実効性のある実践行
動を導く課題の共有化のためのコミュニケーションが
なされないと考えられるからである。

５　結論
　本研究では従来見落とされがちであった教員以外の
全教職員を含め，学校組織内のコミュニケーションに
よる学校課題の共有化プロセスを示した。また，その
プロセスを促すコミュニケーションの性質を明らかに
した。確かに，これまで学校組織が持つ共通要素とし
て個業性が指摘され，組織的統合を図ることが考究さ
れてきた（佐古2011）。先行研究ではその動態にコミュ
ニケーションが重要な位置を占めると指摘されてきた
が，どのような要素によって何がもたらされるのかに
ついては明らかにされてこなかった。本研究は，学校
組織の個業性をベースとしつつも組織的対応へ向かう
ためのコミュニケーションの性質をその一連のプロセ
スのなかで明らかにした。これにより教職員相互のコ
ミュニケーションが存在しない，あるいは成り立たな
い状況であれば，各人がその基準や思いによって解決
行動をとり，協力的関係は生まれず閉塞的状況を招く
ことが示唆された。一方で，教職員のコミュニケーショ
ンの中に目の前の子どもたちのために具体的なプラン
を巡る関わり合いによって教職員同士のつながりを創
ることで学校課題の解決へ向けた取組が自律性・主体
性を損うことなく統合され，組織的対応が引き出され
るということも見て取ることができた。
　このことは教職員が協働して学校課題の解決や目標
達成が可能となる学校と個業性の強い学校が別個に存
在するのではなく，教員間コミュニケーションの状況
によりその差異が生じることを示唆している。換言す
れば，同じ学校組織であっても時期や取り組んでいる
課題などをめぐるコミュニケーションの在り方によっ
て，閉塞状態に陥ることも，組織的対応が引き出され
ることもあることを示唆する。例えば，年度当初に生
徒指導に関する考えが集団的に統合されていなくて

も，上で示したコミュニケーションが行われるなら，
学校としての組織的対応が生みだされていく。反対に，
教職員が分散的な取組みに陥りそれぞれの活動が齟齬
をきたす場合，コミュニケーション上の問題が指摘さ
れうる。このように現実の学校組織を分析する視座と
しても活用が期待できる。
　これを「チームとしての学校」論の文脈上に捉える
のであれば，いかに多様な専門家が学校組織に位置付
けられても，そこに生じるコミュニケーションによっ
てはマネジメント不全に陥ることを示す。専門性の発
揮により学校課題の解決・学校目標の達成を果たす立
場に立てば，これまで以上に各自の裁量性と責任が強
調され，「全体性の統合の維持」よりも「個別性の尊重」

（いずれも淵上1992：17）が高まり，それはつまり個
業性を強める作用をもたらす。それに対し，専門性を
いかしつつも組織化を図るために本研究が示すコミュ
ニケーションの在り方は参照されうるだろう。
　本研究では，学校組織全体のコミュニケーションを
捉え，既存のリーダーシップ論では持ちえなかった
フォロワーを含めた課題共有化に必要な要素を明らか
にした。リーダーシップに応じるフォロワーの動態と
していかなる要素が必要かについて，フォロワーは
リーダーシップによる＜提案を巡る関わりあい＞を受
けつつ，＜親和的雰囲気＞に支えられた＜子ども意識
を持った話し合い＞で各自の課題意識などを出し合う
ことで，組織的な対応を担う存在になりえる。このよ
うなフォロワーの動態を踏まえれば，協働性構築にお
いて上述したコミュニケーションを促進するような
リーダーシップが重要である。同時に，スクールリー
ダシップを論じる際，リーダーによる協働性構築を記
述するだけでは不十分であると言えるだろう。フォロ
ワーの側に，例えばオープンマインドや話し合う志向
性が無い場合，リーダーシップが無効化されると考え
られる。つまり，リーダーシップの発揮はリーダーだ
けによるものではなく，フォロワーとの関連性の上に
成り立つもので，リーダーのコミュニケーションへの
貢献を明らかにしただけでは不十分であるとも言える
だろう。
　本研究の限界としては，提出した知見がＡ中におけ
るコミュニケーションに限定されることがあげられ
る。学校規模によって教員同士のコミュニケーション
に違いがあるとする研究（江頭2014）もあり，本研
究の知見を全ての学校に一般化はできない。ただ，
M-GTAによりつくられた理論は実践現場に還元され
ることで検証される（木下2003：29）ものであるから，
本研究の知見を実践に活用する方法の開発が必要であ
ることを指摘して，今後の課題としたい。 

［付記］インタビュー調査にご協力いただいたＡ中学
校教職員の皆様に記して御礼申し上げます。
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［注］
⑴　教育目標の曖昧さ・多義性，教育技術の不確実性等か

ら，教員の一定の裁量性・自律性を基盤とする組織構造
が適合的とされる。しかし，これは学校組織の理念的解
釈にすぎず，学校の教育活動が個別教員に拡散し，それ
ぞれが自己完結的に遂行してしまうデメリットが指摘さ
れる（佐古2003）。佐古（2003）はこのような組織状態
を個業型組織とし，別の組織状態（統制化や協働化によ
る組織）と比較している。

⑵　問題行動に否定的でも肯定的でもない意見や考えを有
し，第３者的な見方をしている生徒集団。
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