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「カリキュラム・マネジメント」における
教員研修の進め方

「カリキュラム・マネジメント」における教員研修の役割について
理論的に学ぶ



本講義のめあて（ねらい）

Part 1.「社会に開かれた教育課程」のカリキュラム・マネジメントの事例を解釈し、
カリキュラム・マネジメントの具体的なイメージをつかむ。

Part 2. カリキュラム・マネジメント論の概要を理解する。

-「カリキュラム・マネジメント」のこれまで・現在・これから-

Prat 3. カリキュラム・マネジメントの中心概念は、リーダーシップ論であることを理解する。

-その理論・事例による「カリキュラム・マネジメント」の教員研修の進め方を考える-



「カリキュラム・マネジメント」の意味、解釈が広いゆえに、その実行・推進が目的化してしまうのではないかと思います。具体的にできることから少しずつ取り組むことが
重要であると言われている一方、一度にあれもこれもやらなければならないと言われているようにも感じます。

カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して、教育課程に基づき組織的勝つ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことが求められているが、この三つの側面
は、一つずつでも取り組んでいくことがいいのか、それとも三つを同時に取り組んでいくことがいいのか。

カリキュラム・マネジメントを行うにあたり、学校教育目標をもとに教科等横断的な視点でカリキュラムを組み立てないといけないことはわかるが、参考資料を見ると伝統文化、
食、環境教育など、多岐にわたり、どこから進めていけばいいのかがわからない。また、職員数も多いので、教員の共通理解を図るためにもその具体的な方策を学びたい。

「カリキュラム・マネジメントを学校評価と関連付けて行う」とあるが、カリキュラム・マネジメントを評価するために何を行えばいいのか、よくわからない。また、学校評価
にどのような項目を入れて評価していけばその評価につながるのかわからないので、カリキュラム・マネジメントと評価の関連について学びたい。

「カリキュラム・マネジメントの取組は、業務の効率化を伴って、より充実させることができる。その点からも学校の業務改善を図り、指導の体制を整えていく」とあるが、地
域の要望や学校の特色をだしたカリキュラム編成をすると、教師の多忙化は避けられない。カリキュラム編成を行う上で、職員の共通理解や賛同を得るための具体的な方策が知
りたい。

「各学校においては、校長の方針の下に、校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ、相互に連携しながら、各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行
うよう努めるものとする。

教科横断的なカリキュラムを作成するにあたって、どのように取り扱い、どのように評価に生かすのか。またＥＳＤやＳＤＧｓの取り扱いについても同様である。
・カリキュラム・マネジメントと学校評価の関連付けのイメージが持てず、全職員に具現化し、周知徹底するには、どうしたらよいか。

各学校が行う「学校評価」の実施法や留意点は記載されているが、行政の立場でそれぞれの学校のＰＤＣＡサイクル実施についてのチェック（指導・助言）はどのようにあるべ
きか。

これまでも、学期末の反省など行事の見直しを行っているが、終わってしまうと「例年通りでよい」のようになっている。行事の目的や学校の課題を考慮して調整していく必要
があるが、その視点に至っていない。今回はそのことの重要性が明記されている。カリキュラム・マネジメントを効果的に行っていくためにもコミュニティースクールの組織を
効果的に利用すること効果的だと思う。

また、学校教育を実際に担っているのは、学校、教職員であることから、学習指導要領がどう変わろうと日々の授業が変わらなければ、それぞれの時代の各学習指導要領が目指
す理念の実現は困難である。そう考えると、一人一人の教師の裁量が大きい。だからこそ学校では、一人一人の教師が、学校としての目標やカリキュラムを十分に理解し納得す
ることが大切であると考える。その上で、主体的自律的に取り組むようにマネジメントしなければならない。
しかし、実際には、取組における学校間・教員間の格差が大きい実態があるので、その格差を縮められるよう、学校現場の教職員に「カリキュラム･マネジメント」の趣旨や在り
方を伝えていき、実践の充実を図っていく必要がある。

教育課程の編成を行う上で、本校でも以前から、計画、実施、評価、改善を行っているのですが、どのような意図で特にカリキュラム・マネジメントの充実が図られるように
なったのかを教えていただけたらと思います。

学習指導要領（総則）/カリキュラム・マネジメントに関する疑問点（一部抜粋）



      

      

  
  

    

  

    

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

 

  

   

   

  

    
   

   

   

  

   

   

   

   
   

  

共起キーワード ：文章中に出現する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図。
出現数が多い語ほど大きく、また共起の程度が強いほど太い線で描画。

https://textmining.userlocal.jp/

事前アンケートのテキストマイニング



2次元マップ 文章中での出現傾向が似た単語ほど近く、似ていない単語ほど遠く配置。
距離が近い単語はグループにまとめ、色分けしている。

https://textmining.userlocal.jp/

事前アンケートのテキストマイニング



階層的クラスタリング ：文章中での出現傾向が似た単語をまとまりとしてとらえられるよ
う樹形図で表したもの。グループは色分けして表示。

https://textmining.userlocal.jp/

事前アンケートのテキストマイニング



カリキュラム・マネジメントとは、新しい理論でも、負担にな
る作業でもない。

これまでの「見えにくい学校経営の営み」を視覚化して、わか
りやすく整理したもの。

自分が理解できれば、教員研修を企画し、他の教育関係者に
「わかりやすく伝える」ことができる。

それによって、教育効果を上げることが期待できる。

端的に、なぜ、カリキュラム・マネジメンは必要か？



授業観察の視点
（Levels）

学術用語

１．学校理論の分析 Curriculum Management

２．指導案全体の分析 Curriculum Development

３．本授業の分析 Instruction Study

４．児童の心理分析
（カルテ座席表・発言記録）

Learning

Psychology
ここだけで議論しない

ことが大切

一人の10歩よりも10人の一歩＝カリキュラム・マネジメント
授業づくり・生徒指導等を通した学校づくり



愛知県知立市立八ツ田小学校の
研究事例

（2019年10月31日発表）



我が国のシステム なぜCMが必要か？ USAのシステム

１．カリキュラム目標 学習指導要領 教育の設計図 50州別（NS傾向）

２．カリキュラム内容 教科書（大部分） 理論嫌い？
明日、使える内容を知りたい。

私が教科書を選ぶから

３．カリキュラム方法 各学校・教師 自分の家を建築 学校裁量度が大

４．カリキュラム評価 業者（小学校）
自作（中高）

子ども・教師
保護者・地域に喜ばれる

学校裁量度が大

アメリカの高校教師の事例から
（教科書を選ぶから書店についてきて）

学校裁量の拡大に追い風（2000年頃）

総合的な学習・大綱化・自主・自律等の流れ

よって、カリキュラム・マネジメントの登場（チャンス）

「自分が描いた設計図で、自分の家を建ててみたいと思いませんか？」

我が国の教師の授業技術の高さを活かす



https://kigyotv.jp/news/ecrs/

E：Eliminate 排除できないか
C：Combine 統合できないか
R：Rearrange 並べ替えられないか
S：Simplify 単純にできないか
（4つは上から順番に改善効果が高い。）

E：Eliminate＝作業をなくせないか、やめられないか。
目的を再確認し、目的に対してあまり必要のない作業は排除。
コストや手間がほとんどかからないのがEliminateの特徴。

C：Combine＝複数の作業をまとめて同時に行えないか。
作業を統合して行うことで、より効率的なプロセスができ、リードタイム
の短縮につながる。Combineも比較的コストがかからない改善手法。

R：Rearrange＝作業の順番を変更できないか。
工程の変更によってリードタイムの停滞時間が大幅に削れるケースもある。
ある程度の変更を強いるが、全体的に見れば小さなコスト。

S：Simplify＝もっと簡単、単純な作業にできないか。
作業の一部を省略しても、生まれる成果は同じの場合もある。

「トヨタ」もECRSによる事業改革に取り組んだことは有名

カリキュラム・マネジメントに必要な配慮＝多忙化解消・緩和（ECRS論）





Part 1. 「社会に開かれた教育課程」と
カリキュラム・マネジメントのイメージをつかむ

‐講義者の実践事例：「水俣病」に正対する子どもたち‐



日本は、歴史・社会的背景が異なる。

その文脈で「社会に開かれた教育課程」を考えると？

アメリカへの移民は、地域で学校と教会（兼用）を建てた。
学校を「地域に開く」のではなく、そもそも地域のもの。

（コミュニティースクールの起源）

大草原の小さな家の画像
bing.com/images



『学習指導要領』(平成29年版)の前文
「社会に開かれた教育課程」の定義

• 教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現してい
くためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという
理念を学校と社会とが共有し、

• それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どの
ような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程にお
いて明確にしながら、

• 社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に
開かれた教育課程の実現が重要となる。(P2)





1997年、安全宣言が出され、同年10月に仕切
網が撤去され、漁業も再開された。

2008年、水俣湾は透明度・汚れの度合いが大幅
に改善され、有数のきれいな海。

（水俣再生・もやい直しの取り組み）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



中間理論

(水俣学習
Curriculum 

Development)

学術理論

Service-
Learning

教育実践

Action Research
Academic理論→中間理論→教育実践の構造

Goal

水俣病の状況固有性・状況論・主観
（主体）

Reflection・実証

Reflection

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント



水俣病問題は水俣市民には切実な問題であるが、香（仮名）にとっては尚更。

香の父親は水俣湾の漁師であり、患者団体の著作｢水俣市民はどう水俣病に向き合ったか」で水俣湾の漁が
できなくなった苦しみ･悲しみを訴えている。しかし、父親は｢海を汚さんことです。｣と結んで平成11年11

月永眠した。当時、11歳･５年生の香を残してである。

４月中旬、倉本は香に「お父さんの著書を読んだことがあるか」と聞いた。「ない」と答えた香は、複雑そ
うな表情を見せた。

香に何を望んでいいのか、どんな願いを持つべきなのか、倉本自身、心の整理ができなかった。

水俣市内の水泳大会に出場できないと告げに来た香に、その理由を聞くと水泳大会の日程が｢お父さんの初
盆に近くて忙しいから」と答えた。しかし、水泳大会の日程は初盆の３週間も前だったこともあり、倉本は
これをカウンセリング的に受け止めることはなく｢それでは理由にならない。」と一蹴してしまった。

おそらく、その伝え方・言い方・ニュアンスが悪かったのだろう。香の父親の件を軽く扱ったつもりは全
くなかったが、香は曲解したようだった。その日、香は半日泣いた。

これ以来、香は明らかに倉本を避けるようになり、倉本と香との信頼関係は難しいものとなっていった。

① 父親を水俣病で亡くした抽出児・香

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



②「加害者意識」と葛藤する抽出児・愛

熊本県水俣市内の小中学校では、水俣病学習があるたびに「何だか肩身が狭い」思いをする子ども達。

チッソ勤務の親を持つ子ども達。

特に、父親との仲も良く「お父さんっ子」でもある愛には、水俣病学習が直接的・間接的に父親批判の
ように聞こえるのだろう。

４月当初、環境ボランティアの授業を実施した際、「水俣病が起こった水俣の子どもだからこそ環境問
題に取り組もう」と水俣病が話題。

愛の表情が心なしか固かった。潜在的にある一種の「加害者意識」と考えられた。
（ネガティブな非認知）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



総合的学習の一環として、胎児生水俣病患者（A氏）に依頼し、
その生き様について話を聞く。

水俣病患者となって非常につらい思いをしてきたものの、現在は明るく強く
生きているA氏は、人権・環境問題へのメッセンジャ－でもあるとの思いを
子ども達に伝えた。（４月下旬）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）
New



国道3号は草ぼうぼう。 「これでは水俣が汚いと思われる。

だから花を植えよう。

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）
New



国際水銀学会のレセプションで
水俣の気持ちをダンスで表現

（小6と中１の体育）
（知識・技能・思考・判断・表現）

国際水銀学会にて水俣案内

（小学校英語）

（知識・技能・思考・判断・表現）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）
New



水俣病を意識した職業体験
（社会科・知識・技能・思考・判断・表現）

（写真は2学期）1月に2回目を実施

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）
New



長崎の平和教育と
水俣の人権・環境教育の交流
（修学旅行にて）

社会科と総合的学習における
（知識・技能・思考・判断・表現）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）
New



誠：

「僕が、鹿児島に剣道の試合にいったとき、水俣病のことでからかわれました。何人かの女の子に
取り囲まれて、『水俣病、水俣病』って手をたたきながら言われました。『何でそんなこと言うと
や』って言い返したら、そしたら『だって今、水俣病のこと社会科で勉強したもん』って言われ
て、何にも言えなくえなくなってしまった。何で言えなくなったかと言えば、自分でもよく分から
ないけど、悔しくて、悲しくて……。」

愛：

「誠君の話を聞いてその話の全てがおかしいと思いました。それに、このことについて（みんなの
前で）発表するのも、誠君じたいつらかったと思います。誠君の話でも、その女の子達はちょっ
とおかしいところがあると思います。

「それは、今だからこそ知って欲しい水俣がここにあるから、そのことをきちんと勉強して、
ちゃんとした答えを知って欲しいと思います。水俣病については水俣出身としては黙っていられ
ない言葉が山ほどうかんでくる。」

（１月下旬）

（学びに向かう力・人間性等）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



分析者Aは、香の「水俣病」に対する肯定感がみられるとする。

「抽出児２人（愛と香）に共通しているのはお父さんへの尊敬。バックボーンに親があ
る。親の死というものは思考のキャパシティーを変える。（香の場合、）これだけの短い
日数で、これだけのことが言えるというのは『たくましい』と言える。

「しかし、父の死の原因である水俣病。わずか１年くらいで受け入れられるのだろうか。
本音かどうかはわからないが…。本音で言っているとは思えないけれど、それに立ち向
かっているという『すごさ』を感じる。」

（学びに向かう力・人間性等）

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



助言者のN

「『水俣』とか『職業体験』とかは布石でしょう、あくまで。子どもにとってあまりに大
きな問題」

「むしろそれを通して自分なりに少しでも人間的に成長することが重要」

「たくましさ」を育む実践の展開を必要としたのであり、香も「自分に素直になって」自
分を見つめ自分の現状を受け入れ始め、自分なりに自立しようとしている姿。

「たくましさ」に関わって（学びに向かう力・人間性等）

分析者C

「香は水俣病について避けて通っていたのを『過去の自分を払拭した』という部分で成長
しているとは思うが………。香の卒業作文にもそれが出ている。」

分析者L

「そう。香の‘夢’作文。自分を探していたのだなあと思う。このことは（福祉作業所の
感想の）『私より自分の気持ちにはっきりしている』という表現からも読み取れる」

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム・マネジメント（深い学びの視点から）



自己の固有性を前提に他者の固有性を齧り取る。
教育実践の転移＝内的妥当性の転移

（普遍性・転用性を求めず、固有性・反復可能性を前提）

水俣だから

だから

生徒の実態が

優秀だから
あの先生

だから

川上・倉本 ２０１２





1.認知的学び 2.非認知と認知的学び

3.非認知的学び





子どもの
ニーズ

地域の
ニーズ

教科・領域
のニーズ

郷土水俣に正対し、主体的に関わることを通して、自分の良さ・水俣の良さを語れる子ども

水俣学習（サービス・ラーニング）



学校

1. 教科・領域の知識・スキル

2. 教科における振り返り
（学びに向かう人間力等）

地域社会

1.資質・能力
（社会貢献/開発）

2.自尊感情・自己有用感

学校も地域社会の資源・資本

保護者・地域社会からの教育貢献

サービス・ラーニングの
カリキュラム・マネジメント

相互便益（win-win)の関係

（地域に開かれた教育課程の一例）

アメリカ型の総合的な学習≒サービス・ラーニング



「郷土水俣（地域）を誇りに思い、水俣に主体的に関わり、自ら課題を見つけ、考え、実践できる子ども・生徒の育成」

（図１）つながり・ひろがる「水俣学習」の全体構造図

「水俣学習」で育つ子ども・生徒像

水俣の   源)（教科・領域） (

(つ がり①）（つながり②） ９年間の[つ がり]③

◎主体性 ●環境ＩＳＯ

◎計画力 ●環境マイスター中  の「水俣  」

◎情報活用能力 ●環境センター

◎人間関係調整力 ●もやい館

◎表現力 ●火の祭り

◎水俣（郷土）愛 ●ゴミの２４分別小中共通の「水俣  」

◎自己の良さ ○水俣病歴史考証

◎問題解決能力 ○水俣病資料館

◎社会的実践力 ○水俣病語り部小  の「水俣  」

◎ ○福祉作業所などコミュニケーション能力

水俣病学習｛ 水俣学習」との「つながり」①｝● 「

（１）「つながる（つながり）」

教科・領域で培う能力・スキルを活用し、水俣（地域）の教育的

資源を子ども・生徒の「学び」のなかに「取りこんでいく」こと。

（２）「ひろがる（ひろがり）」

「水俣病学習」から、教科的な能力・スキルが発展学習的・能動

学習的に伸長し、地域社会に主体的に貢献する積極的な態度が育

つこと。

◎地域（水俣）と子どもの生活体験をつなげて、子どもの視野に

ある切実な事柄を学習のテ－マに掲げて追求することで、子ども

が地域に働きかける主体的な実践力を育成する総合的学習である。

水俣病を切り口に水俣再生・創造の動向を踏まえ、そのテ－マ

を中心に据えた全教育活動がつながり・ひろがるものである。

また、「水俣病学習」のめざす子ども像に到達するために、図

に示すように教科内容と水俣病・地域性とつながり・ひろがり、

更に、小・中学校でつながり・ひろがる構造性をもっている。



組織構造のマネジメント
1.校務分掌（多忙化対策）
2.危機管理
3.チーム学校体制

MBB

「授業づくり・生徒指導（各教育活動）等」を通した「学校づくり」の構造

MBCO (No1)
ミッション

各教師による独自実践・「思い」のマネジメント

地域・保護者・行政
のニーズ

MBCO (No2)       
ビジョン・ストラテジー

Management By Curriculum Objects (MBCO・No3)
調査・計画・実践・評価・改善（R・P・D・C・A）

カリキュラムStudyの視点からみる学校マネジメント論=カリキュラムマネジメント論

各教師による実践活動

教育課程行政経営

外部的協働性
(Partnership)

予算・情報マネジメント
1.統括事務
（開発的な教育貢献）
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分析と計画(Plan) 日常の実践(Do) 評価・実証(Check) 改善(Action)

学校SWOT（間主観）
分析と実践計画

No1.

No2.

No3.

No4.

カリキュラムマネジメント
１．マネジメント(条件整備）系列

●組織文化(モラール/会議力等)

●組織構造 (研修・校務分掌)

●学校/人事評価(MBO)/３M/他

●地域/保護者/行政/NPO/企業等（連携・信頼)

●危機(Risk/Crisis)管理＋多忙化解消（緩和）

My leadership自己分析

●専門的な実証

１．量的検証

1)アンケート（数字）

・平均比較
・相関係数
・因子分析など

２．質的分析

1)アンケート（自由記述）
・テキストマイニング

2)観察
（抽出生徒・教師の成長）

3)半構造化インタビュー

1. 改善済み
(1・2・3次円）

2. 改善予定
(1・2・3次円)

3.課題(限界) 
(1・2・3次円)

２．教育実践(カリキュラム)系列
〇目標

〇内容

〇方法

〇評価

●一般的な評価
・学校評価
・学期末評価
・個人評価
・学校ポートフォリオ
（ルーブリック等）



ＣＭの項目               特徴・事柄 促進要因 阻害要因 

リーダーシップ   

 

２次円 

○トップリーダー校長の理解（水俣学習の必要性/重視） 

○ミドルリーダー（研究主任の専門的 vision） 

 

  

組織構造(校務分掌)  

 

２次円 

○管理職、及び教務主任・研究主任を中心とした運営委員会の活性化 

 

  

学校文化(雰囲気)  

 

２次円 

○研修に一定の理解（切実性・学年集団を中心に） 

●勤務時間に厳格なグループ 

●目上の先輩教師への配慮 

  

カリキュラム目標 

   

○郷土水俣に正対し、水俣を恥ずかしいと思うことなく、水俣に主体的にかかわり、

水俣の良さ・自分の良さを語れる子ども 

 

  

内容 

  

○全教科・全領域だが、中心は総合学習・道徳・特別活動 

 

 

  

方法 ○サービス・ラーニング（教科に始まり、教科に終わる統合カリキュラム） 

 

 

  

評価 ○ポートフォリオ（ノート） 

 

 

  

Lesson Study 

（校内研修） 

２次円     

○2 次円・校内研修・現職研修（小研・中研・大研の年間計画） 

 

 

  

学校外からの支援 

３次円 

○3 次円・外部組織との連携（進学先の中学もみなまた学習を必修化） 

 

  

危機管理 

１・２・３次円    

 

 

  

カリキュラム・マネジメントの主な構成要素



ＣＭの項目 特徴・事柄 促進要因 阻害要因

リーダーシップ

組織構造

学校文化

カリキュラム目標

内容

方法

評価

Lesson Study

（校内研修）
個人研修との融合

学校外からの支援
地域/保護者/行政/NPO/企業

危機管理
多忙化解消(緩和)

カリキュラム・マネジメントの主な構成要素



Part 2. カリキュラム・マネジメントの理論的検討

-「カリキュラム・マネジメント」のこれまで・現在・これから-

1．学習指導要領「カリ・マネ 3原則」

2．カリキュラムマネジメント論の先行研究・再考

（アメリカ教育学の影響）

3．Curriculum Management /Lesson Studyの国際的展開



カリキュラムマネジメントのこれまで・現在・これから（研究資料）

これまで

『アメリカにおけるカリキュラムマネジメントの
研究- Service-Learningの視点から -』

pp.1-345. ふくろう出版 2008年. 2018年

これから

Lesson Study and Curriculum Management in Japan 

-Focusing on Action Research-

pp.1-221.(2014)

現在

『教育課程論‐カリキュラムマネジメント入門‐』

pp.1-175. 大学図書出版 2018年

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%88Service-Learning%EF%BC%89%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89-%E5%80%89%E6%9C%AC%E5%93%B2%E7%94%B7/dp/4861867266/ref=sr_1_2?qid=1576022616&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.co.jp/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%AB%96%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BC-%EF%BB%BF%E9%BD%8A%E8%97%A4-%E7%BE%A9%E9%9B%84%E3%83%BB%E5%80%89%E6%9C%AC-%E5%93%B2%E7%94%B7%E3%83%BB%E9%87%8E%E6%BE%A4-%E6%9C%89%E5%B8%8C/dp/4907166869/ref=sr_1_1?qid=1576022616&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/Lesson-Study-Curriculum-Management-Japan/dp/4861866154/ref=sr_1_4?qid=1576022616&s=books&sr=1-4


「カリキュラム・マネジメント」の3 points 

1.各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏ま
えた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組
織的に配列していくこと。

2.教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関
する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価
して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。

3.教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部
の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364319.htm 

これまで・現在・これから



 

教育課程経営論 (高野@九州大学)

教育方法学と教育経営学との融合的領域・

学校経営論にカリキュラム・授業論のスポットライトを当てたもの
＝教育課程経営論（CM）

CM起源は高野
（昭和50年代）

これまで・現在・これから



中留

教育課程経営論から
CMへの転換方針

Point1

アメリカ教育学・示唆

Point2

国内調査（尺度の開発）
学校文化・リーダーシップ

1990年代後半

CM批判
日本の教育課程

硬直性

追い風（2000年頃）
総合学習の登場

大綱化・自主・自律等の
流れ

しかし、国内で終始
国際展開は残余部分

これまで・現在・これから



Ｓ Ｌ 教 育 目 標 のアウトプット(Output of SL curriculum Manegement)
●市民教育論 ●道徳（人格）教育論●アカデミックスキル・内容の獲得
●諸能力( )の獲得competence
・サービス能力( ) ・問題解決能力( )・追求能力service problem-solving
・批判的思考力( )・意思決定( )・積極的学習意 関心 態度critaical thinking decision-making / /
・学び方・情報処理能力・自己の生き方

・問題解決性( )学校改善 problem-solving

( ) ・教育経営の活性化School Improvement
・ポジティブ学校文化形成( )positive school culture
・自主的 自立的な組織体/
・開かれた協働性

ＳＬのカリキュラムマネジメント( )CurriculumManagement

( )計画（ ） 評価PLAN SEE

（ ）コミュニティー ・生徒のリフレクション Reflection
『学習活動の振り返り』ニーズ

・カリキュラム評価Relevant and Meaningful
Service with Community

SL

( )実施 DO
生徒の興味関心 教科内容 スキル/

・サービス活動Student's Interests Enhanced
（ ）Learning Academic Service with Community

Learning
「環境・福祉・多文化・ドラッグ・

政治的イッシュー( )」Social Issues

カリキュラム開発・経営上の要素
( ) ( )経営・条件整備系列 内容・方法系列Management Curriculum&Instruction

( ) ( )協 働 性 統 合 性Collaboration Integration
「内部的協働性」 教育目標 各教科 領域の統合カリキュラム/ /

プロフェッショナル文化 ・ 教 科 横 断 的 統 合 カ リ キ ュ ラ ム
( ) （ )Professional Culture Multidisciplinary Integrated Curriculum

・支援体制 ・学際的統合カリキュラム
・研修組織とＴＴ （ )Interdisciplinary Integrated Curriculum
・モラールとコミュニケーション ・ 転 移 学 際 的 統 合 カ リ キ ュ ラ ム
・管理リーダーシップ( ) （ )Principal Leadership Transdisciplinary Integrated Curriculum
・カリキュラムリーダーシップ ( )諸観念 Ideas

( ) ・学校観・学力観・教材観・指導観CurriculumLeadership
・教師協働(革新性・自律性・同僚性) ・カリキュラム観・評価観・生徒観

・学習形態 ・体験知・学習過程

学校とコミュニティーエージェンシー 教育行政
との 外部的協働性 連邦政府・州・学校区からの政策的支援( )Community Agencies 「 」
( )パートナーシップ Partnership

コミュニティーへの貢献 改善/
ＮＰＯ団体・父母団体・ビジネス団体・高等教育機関・コミュニティー住民

(Community Agencies)地域行政団体等

（ ． ）図２ 倉本Service-Learning & Curriculum Management, 2008

カリキュラムマネジメント=カリキュラムstudyに
焦点化し、教育方法学と教育経営学との融合的領
域 (@九州大学)

①研究対象の分化
（国内ではなく海外に特化)

②USA/CM
（SLに特化したCMを構築)

倉本哲男(2008) 「アメリカにおけるカリキュラムマネジメントの研究
- Service-Learningの視点から -」p.14.  

これまで・現在・これから



CMの海外展開

Tetsuo Kuramoto & Associates, (2014). Lesson Study and Curriculum Management in Japan 
-Focusing on Action Research- p12.

これまで・現在・これから



Lesson Study: A Knowledge Management Perspective 

The webinar was shared by Dr. Eric Cheng and Professor Tetsuo Kuramoto.

They will articulate the strategies to facilitate and sustain Lesson Study for teachers’ knowledge creation 

from the knowledge management perspective.

Knowledge management in school education focuses on leveraging pedagogical knowledge as resources for 

instructional design and curriculum implementation. 

https://www.walsnet.org/

Conference Dates: December 2-4, 2020

これまで・現在・これから New
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カリキュラム・マネジメントと、言っても…….。

倉本の場合は、学校マネジメントに特化



３次円：学校外組織との連携体制構築

○外国人生徒保護者へのメール配信システム
○外国人生徒支援ボランティア ○国際理解教育講師

２次円：学校内の組織改善

○外国人生徒教育部の新設
・国際学級部会の定期開催・国際通信(職員用)
・担任,学年，各部，四役五主任との連携
○外国人生徒教育に関する現職研修の充実(職員意識改善)
・研修会・国際理解教育・概念化シート生徒分析

１次円：共生の視点に立った教育実践

○個人カルテの作成 ○国際理解教育
○授業後や長期休業中の学習サポート
○国際委員会の新設と委員会活動の充実
○外国人生徒と保護者のための進路相談会
○日本語スピーチコンテスト
○２年生国際月間開催

②分析視点・共生

①研究対象
・学校における外国人
生徒の支援体制構築

③オリジナリティ
・協働体制の確立
（内部的協働性/外部的協働性）

・目指す生徒像
『good enough・受容・自立』

(Identityの気づきと Self-Esteemの高まり)

０次円：自己分析

カリキュラム・マネジメント（１・2・3次円）＆ 校内研修のアクション・リサーチ



３次円：学校外組織との連携体制構築
〇
〇

２次円：学校内の組織改善
〇
〇

１次円：児童生徒への教育実践

○
○
○
〇

②分析視点
・

①研究対象
・

③オリジナリティ
・

・

０次円：自己分析
(My leadership)

カリキュラム・マネジメント（１・2・3次円）＆ 校内研修のアクション・リサーチ



アンケート依頼「本校の強みと弱みを分析する」

下記の目的のため、本校の組織状態を分析するアンケートにご協力願います。教職員の皆様は、本校
の協力を得られる範囲で構いません。これを回答サンプル（参考資料）のようにまとめた上、●月●日
（●曜日）までご提出願います。

記

1. 目 的：本校の「強みと弱み」を分析することで学校改善・課題を明確化し、その課題の解決、
及び、長所・特性の伸長を図る方策を考案します。

2. 内 容：思いつくままに自由記述（例えば、以下の例）
１次円（生徒の特長・学力の定着・生徒指導・生徒の雰囲気・他）
２次円（教師の授業の様子・年間指導計画・分掌構造・職場の雰囲気・教職員の意欲・他）
３次円（保護者の期待/協力・地域の期待/協力、及び学校外/関係者からの信頼等）

3. 対象：本校の教職員全て（可能な範囲で、管理職・教諭・非常勤講師・養護教諭・事務職員等）

4. 方 法：別紙に自由記述

5. 今後の活用：本校の組織的な特徴、その「強みと弱み」について、主観的に考察するのではなく、
多面的（間主観的）で可能な限り客観的に分析する資料となり、これを活用して本校
の改善を図る基礎データの一つとします。

強み(Strength)
例）現職教育が充実している，小学校との連携が・・・

弱み(Weakness)
例）外国人生徒支援体制が不十分，教員への負担が・・



0次円（自分自身）・1次円（児童生徒） 2次円（教師集団・学校内） 3次円（保護者・地域・学校外）

強み(Strength)
《自分自身》
・勤務年数１２年目（生徒理解・地域理解）
・生徒指導主事３年、学年主任２年経験

（勤務校における様々な経験）
・ミドルリーダーとしての立場

（若手への指導力、信頼関係）
《子ども》
・先生の言うことを素直に聞く
・優しく、仲間思い

強み(Strength)

・管理職からのバックアップ
・小学校勤務経験者の知識

強み(Strength)

・豊田市全体の小中連携の取組
・地域行事（ボランティア活動等）

弱み(Weakness)
《自分自身》
・小学校勤務経験なし
・理論解釈不足
・批判的な思考が苦手
・データ処理等が苦手

《子ども》
・変化への対応の弱さ
・学習への意欲が低い

弱み(Weakness)
・大規模校ゆえに教職員の連携・統一が難しい
・行事、仕事の精選できていない
・個人の負担感を強く感じている教員がいる

弱み(Weakness)
・保護者・地域との連携少ない
・保護者間の格差が大きい

行事・仕事の精選必要

個人の負担感増 「抱え込み」

多忙化・多忙感緩和への

具体的な取組が必要

A中は、概して落ち着いている。雰囲気の良い学校になった。

主体性向上必要

学力向上

必要

勤務校分析 （学校ＳＷＯＴ・間主観）



分析と計画(Plan) 日常の実践(Do) 評価・実証(Check) 改善(Action)

学校SWOT（間主観）
分析と実践計画

No1.

No2.

No3.

No4.

カリキュラムマネジメント
１．マネジメント(条件整備）系列

●組織文化(モラール/会議力等)

●組織構造 (研修・校務分掌)

●学校/人事評価(MBO)/３M/他

●地域/保護者/行政/NPO/企業等（連携・信頼)

●危機(Risk/Crisis)管理＋多忙化解消（緩和）

My leadership自己分析

●専門的な実証

１．量的検証

1)アンケート（数字）

・平均比較
・相関係数
・因子分析など

２．質的分析

1)アンケート（自由記述）
・テキストマイニング

2)観察
（抽出生徒・教師の成長）

3)半構造化インタビュー

1. 改善済み
(1・2・3次円）

2. 改善予定
(1・2・3次円)

3.課題(限界) 
(1・2・3次円)

２．教育実践(カリキュラム)系列
〇目標

〇内容

〇方法

〇評価

●一般的な評価
・学校評価
・学期末評価
・個人評価
・学校ポートフォリオ
（ルーブリック等）

「思い」のマネジメント

New



Part 3. リーダーシップとカリキュラム・マネジメント

-その理論・事例による教員研修の進め方-

Keywords

1. 講義者の心残りの実践事例（サーバントリーダー）

2. リーダーシップ概論（PM理論）

3. ナレッジ・リーダーシップ（SECIモデル）と校内研修

4. 分散型リーダシップと校務分掌

5. 多忙化解消（ECRS）と学校マネジメント



Organizational Improvement by Leadership（リーダーシップによる組織改善論）
(Deal & Peterson, 1994).

(Leithwood, 1994; Kirgan 2010).

(Halverson and Clifford, 2006). 

1) Instructional Leadership（教育的・教授的リーダーシップ）
(Foster, 1986). 

(Hallinger and Heck, 1996;  Hallinger, 2005, Whiteman 2013) 

2) Transformational Leadership（変革的リーダーシップ）
(Leithwood & Steinbach, 1999).

(Sugrue, 2015).

(Leithwood, 2011)

3) Curriculum Leadership（カリキュラムリーダーシップ）
(Bernhardt, 1998; Gelsthorpe, & Burnham, 2003). 

(Canard, 1998; Henderson, 2000; Halverson and Clifford, 2006).



文部科学省

校長・教頭

担任・担当

トップ・ミドル
Leadership

カリキュラム・マネジメントの展開

こだわりと思い
（主観性）

実践的理論
（客観性・科学性）

問題解決力 創造力

カリキュラムをつくり、誰が動かすのか？（本講義の結論）



A小学校での様子を聞くと「みんながガングロっていってくる。」
と訴えていた。「やっぱり」と思わざるを得なかった。

真美さんは、４年生ごろから不登校傾向があることに加え、きわめて深刻
ないじめにあっていたからである。

●家庭科の作品をナイフで切り刻まれる。
●上靴を切り刻まれ捨ててある。
●ランドセルにマジックで「バカ」と大きく書かれている。
●鍵盤ハーモニカ等がゴミ箱に捨ててある。
●上靴の中に押しピンが入れてある等であった。

誰がやったかは特定できない。
わが娘に同じ状況が起こったかのようで、私は心を痛めた。

リーダーシップとカリキュラム・マネジメント（講義者の心残りの実践事例）



３学期になって順調に来ていたはずのクラスに、またしても事件が起
こった。真美さんの体操服が、家庭科室裏のISOゴミ箱に捨ててあったと
いうのだ。私はまたしても奈落の底に突き落とされたような感情を覚えた。
これまで私自身も傷つきながらも、「必死でクラスを指導してきたのに無
駄だったのか」という憤りも、正直、感じずにいられなかった。

ここで、ある疑問が生じた。捨てられていた体操服を発見したのは真美
さん自身であり、そういえば、上靴切り刻みにしろ、ランドセルにバカ落
書きにしろ大部分が「自己申告」であったという（５年生当時の事件。担
任からの報告）。更に、６年生になって、この子ども達を担任して意外
だったのは、真美さんの身の上にそんな大事件があったことを同じクラス
の子ども達はほとんど知らなかったし、その被害を受けた現物を実際に見
た子どもがいなかった。

他の様々な状況から判断して、「何かがおかしいな」とだんだんと私は
思うようになっていった。

リーダーシップとカリキュラム・マネジメント（講義者の心残りの実践事例）



６年担任になって以来、苦痛の日々だったことは否めない。しかし、校長直訴
をして担任になった私は、校長へ相談することには躊躇感があり、四面楚歌的
状況になっていた。

そんなある時、理科専科で教務主任の先輩教師が声をかけて下さった。
「最近、疲れていない？ よかったら理科室に来ない？」と............................。

思い切って私は、信頼する教務主任に全てを相談した。校長直訴をした以上、
弱音は吐けないものの精神的限界であること、何か実践が空回りしている。

そして、じっくりと私の話を傾聴してくださった教務主任のアドバイスは、
「実は、ずっと考えていたけれど、ひょっとして倉本先生の実践の前提が何か
違うのではないかな。心を開いて子ども達と話し合ってみてはどうだろう。客
観的に僕は、ある思うことがあるんだ。」

リーダーシップとカリキュラム・マネジメント（講義者の心残りの実践事例）



「先生は、真美さんの担任になって、真美さんの気持ちを考えて、これまで一
生懸命やってきたよ。先生の家庭も君と似ているし、他人事とは思えなかった
んだ。でもね、教えてくれないか。何か先生に隠していることはないかい？」

長い沈黙が流れた。そして、真美さんは何かを言いかけた後、涙がこぼれ
た。真美さんは、ただただ、泣き続けた。何かを言おうとしたのは、その表情
から、確かに読み取れた。

「何か」を感じた私は、「そうか。わかったよ。」とだけ言葉をかけた。

遠くで見かけて「にっこり？」挨拶をする。
何だか、失恋でもした彼女を見るような「ほろ苦い感覚」を覚える。

真美さんにとっては、あの一年ばかりではなく、人生において、あの意味は何
だったのか、その周囲の子ども達にとってはどんな思いがあったのか、
今でも答えはわからない。

リーダーシップとカリキュラム・マネジメント（講義者の心残りの実践事例）



１．サーバントリーダーシップ

２．技法としてのコーチング

３．ミドルリーダーによる客観性
の注入

シングルループ(Single Loop)とダブルループ(Double Loop)

主観性と客観性（間主観性）とリーダーシップ

リーダーシップとカリキュラム・マネジメント（講義者の心残りの実践事例）



Collaboration実践（学校内部）

Identity回復のカリキュラム（チーム学校）を
教育的リーダーシップで動かした事例

＜校長・カウンセラー・担任教師＞

＜Class/School＞ ＜保護者/Mother

＞

Identityの危機 (Help)

Super Star実践

僕、ばかだ。
英語読めない

読み書きボランティア



Identity回復のカリキュラム（チーム学校）を
教育的リーダーシップで動かした事例



PM型：目的達成機能と集団維持機能ど
ちらも強くリーダーの理想

Pm型：目的達成機能は強いが集団維
持機能が弱い

pM型：目的達成機能が弱いが集団維
持機能が強い

pm型：目的達成機能と集団維持機能ど
ちらも弱い

https://bizfaq.jp/pm-theory/

リーダーシップ論の
基礎基本



PM理論とECRS理論の具体的項目 〇△×

1 学年に新しいメンバーが入ってくれば格別の配慮をし、不安を取り除き融和を図る。

2 学年のメンバーが抱きがちな不平不満やモチベーション問題に敏感である。

3 役割を明確に分担し、その役割を遂行できるように対策をしている。

4 組織への貢献意欲を自然と引き出し、やりがいを実感させている。

5 一方的な命令をすることなく、メンバーとの合意と納得した上での協力を重視している。

6 強い語調で叱責したり、強制力を行使することはなるべく避け、温和な話し合いで事を進めている。

7 お互いに足りない部分を補い合いながら仕事をする雰囲気を自然と作り出している。

8 チームとしての一体感や協働関係を作り出している。

9 現状に甘んじることなく、より高い状態を目指している。

10 戦略とビジョンを明確に示し、学年の方向性を柔軟に変えていく。

11 改める要素を明確にし、代わりとなる価値観や行動スタイルをはっきりと示している。

12 学年全体を望ましい方向へと牽引している。

13 上司の方針を受けて、その明確化を図っている。

14 自らビジョンを示し、具体的なイメージを共有化している。

15 方針やビジョンの浸透を図っている。

16 ビジョンを共有するための話し合いを適宜行っている。

17 自分が言ったことには責任をもち、自らが率先して徹底している。

18 言行が不一致で信用を失ったり反感を買うことはない。

19 高い目標を掲げ、自らが率先して行動に力を入れている。

20 期待する成果を求めて、組織のメンバーと共に努力を傾ける。

21 組織における仕事の全体量を減らそうとしている。（Eliminate 削除）

22 既にある行事・会議などの仕事を組み合わせ、統合しようとしている。(Combine 統合）

23 何かの新しい仕事を立ち上げる際、既にある行事・会議等の仕事を廃止しようとしている。(Rearrenge 交換）

24 既存の仕事のかたちは残すものの、内容をできるだけ簡単に再体系化しようとしている。(Simplify 簡素化）

削除・統合・交換・簡素化の要素に

配慮し、少しでも、多忙化解消・多

忙感緩和の配慮をしつつ、仕事を進

める。

人材の定着化と戦力化に努め、新し

いメンバーに配慮し、その融和を図

り、貢献意欲を引き出していく。

コマンド・コントロールではなく、

メンバーが相互補完的に支援し協働

していくチーム方式を醸成し、一体

感を高めていく。

自分が言ったことは必ず実行してお

り、決めた目標に対して熱心に努力

を傾け、結果が出るまでとことんや

り通す。

現状に甘んじることなく、戦略とビ

ジョンを示し、その方向性に従って

組織を統合していく。

共有すべきビジョンを日頃から示

し、具体的なイメージを共有するこ

とに努め、組織内に浸透を図ってい

く。

リーダーシップ・コンピテンシーの多面評価－ＰＭ理論の再確認 (http://jexs.co.jp/column018.html)にECRSを追加して作成

ECRS理論

ビジョン共有

Performance

チームワーク

Maintenance

リテンション

マネジメント

Maintenance

　

有言実行

Performance

Maintenance

PM理論

イノベーション

Performance



Strong(強み・成果・＋)

Threat(脅威・阻害要因)Opportunity(機会・促進要因)

Weakness(弱み・課題・－)

WT（－が－のまま、更に－になるのは、なぜ？）

SO（＋をもっと＋にするために）

WO（－を少しでも＋にするために）

ST（＋が＋にならないのは、なぜ？）

カリキュラム・マネジメントの最重要項目＝My Leadershipの自己分析



校内研修・リーダーシップ（MBB・「思い」のマネジメント)

主任層リーダー

（教務主任・生徒指導主事・

小中一貫教育コーディネーターなど）

カリキュラムリーダー

※カリキュラムコーディネーター

（カリキュラムリーダーシップ）

人間性

職務専念・指導力・忍耐力

ポジティブ志向・言語能力

学級リーダー

（学級担任・教科担任）

管理層リーダー

（校長、副校長、教頭）

ボ

ト

ム

ア

ッ

プ

ボトムアップ

ト

ッ

プ

ダ

ウ

ン

ト

ッ

プ

ダ

ウ

ン

マネジメント

教授的・変革的

などのリーダー

シップ

職員の育成

（コーチング・

メンタリング）

マネジメント

教授的・変革的

などのリーダー

シップ

主任層リーダー

の育成

（コーチング・

メンタリング）

カリキュラムに関する

アイデア

協調性（促進要因と

阻害要因）

カリキュラムに関

するアイデア

職員の心情や組

織の状態の伝達

協調性（促進要因

と阻害要因）

カリキュラムマネジメント

（学校組織・学校文化）

職員の育成

（コーチング・メンタリング）

教職員の協調性を高め、

教育目標を具現化するた

めの研修計画とメンタル

サポート

主

任

層

の

ア

ッ

プ

ダ

ウ

ン

主任層のアップダウン

カリキュラムリーダー

カリキュラムマネジメント

（学校内部と学校外部）

カリキュラムリーダー

各学級のマネジメント

（各学級の児童・生

徒を中心としたリー

ダーシップ）

個人・思いを活かす

組織・思いを活かす



カリキュラム・マネジメントと校内研修（SECIモデル）



◆ＳＥＣＩモデル（ﾅﾚｯｼﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

Ｉ:個人 individual
ｇ:集団 group
ｏ:組織 organization

暗黙知：言葉や絵 表現    主観的 知識【例】頭の中 あ アイデア，現場のノウハウやコツ

形式知：言葉や数式 表現   客観的 知識【例】プロ ェク の企画書，具体的  ニ アル

表出化
（グループ）

共同化
（２人以上）

連結化
（学校組織）

内面化
（個人）

研究協議①

研究協議②授業実践

授業ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ

暗黙知

形式知

暗
黙
知

暗黙知

暗
黙
知

形
式
知

形
式
知

形式知

創発場 対話場

ｼｽﾃﾑ場実践場

久保 2017

New



“共体験”Ｓ
(共同化)

Ｅ
(表出化)

Ｃ
(連結化)

Ｉ
(内面化)

経験を共有することによって，暗黙知を創造するプロセス

創発場

『コツ』
の発見

久保 2017



Ｓ
(共同化)

Ｅ
(表出化)

Ｃ
(連結化)

Ｉ
(内面化)

暗黙知が形式知として明示的になっていくプロセス

対話場

三人分の レーをふ
作ったと ，水の量
は80mlがよ った！

 ャガイモの大 さは
5cm ら が  よ。

 レーの作り
方をノー  
記録  ね。

『レシピ』の作成

久保 2017



Ｓ
(共同化)

Ｅ
(表出化)

Ｃ
(連結化)

Ｉ
(内面化)

形式知同士を組み合わせて一つの知識体系を作り出すプロセス

ｼｽﾃﾑ場

『レシピ本』の編集

私たちの班 は，□□□□□を隠 味 
入れたらお    レーが  ま た！

僕たちの班は
○○○ た後
 ◇◇◇を 
たら，コクの
あ  レー 
 りま た！

各班が工夫 た 
レーの作り方を一
冊 まと  ね。

久保 2017



Ｓ
(共同化)

Ｅ
(表出化)

Ｃ
(連結化)

Ｉ
(内面化)

実践場

『スキル』の習得

形式知を暗黙知へ（身）体化するプロセス

レシピ本 あった
作り方  レーを
作ってみ ぞ！！

 レーのレパー  ーが
増 て，腕が上がった！

久保 2017



(Nonaka SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, p2)

ナレッジリーダーシップ≒カリキュラム・マネジメント



恒常的知識
学級運営ノウハウ
共有される思考

組織的な習慣など

定義し、再定義する

学校ビジョン・駆動目標

知識ビジョン

学校における
ナレッジ・

リーダーシップ

知識資産

・知的刺激を引き出す組織的カリ
キュラムの開発
・最良の実践モデルの開発と公開
・組織的省察を含む研修体制の
整備
・新人教員に対する師範授業

ＳＥＣＩプロセスを促進

コンテクスト

意味
材料

成果

経験的知識
教員としての信念・

情熱 心構え
立ち振る舞いなど

概念的知識
生徒を見立てる力
授業デザイン力

問題発見能力など

体系的知識
指導案 研究紀要
研修会資料 書籍
授業記録集 など

内面化（Ｉ）
実践による新たな

暗黙知の獲得

協同化（Ｓ）
直接経験を通じた

暗黙知の獲得

表出化（Ｅ）
対話や観察による
暗黙知の形式知化

連結化（Ｃ）
形式知を組み合わ
せたカリキュラム

教員文化 子ども文化

・教員間のコミュニケーション
の活性化
・教員の高いモチベーションの
維持
・教員への個別支援
・民主的な議論風土の維持
・施設整備や財政的支援の申し
出、時間調整による教員のため
の学習環境の整備

場の創造と活性化

学校の場（学校文化）
ＳＥＣＩ

00SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creationより小室加工

「教師文化」と「子どもの文
化」の関わりによる動的文脈
思考パターン・人間関係
価値観・指向性・行動様式など

ナレッジリーダーシップ≒カリキュラム・マネジメントの構造

小室 2017



状況

フォロワー
リーダーの
思想・行動

Ｊ・スピラーンのリーダーシップ実践における構成要素

（校務分掌等に）
役立つリーダーシップ



カリキュラム・マネジメントの最重要項目＝リーダーシップ



Project名 Leader (リーダー) Follower（フォロワー） 各プロジェクトの目標 組み合わせた理由

私にできる具体策
（状況を踏まえた分
散・育成・支援）

(自己分析も加える)

１学期・全学期の実践
の実際

考察

（目標対応の分析）

2学期・後学期

への改善策

Plan1 Plan2 Plan3 Do Check Action

分散型リーダーシップ（分掌表）

PDCA過程

カリキュラム・マネジメントの最重要項目＝リーダーシップ



https://kigyotv.jp/news/ecrs/

E：Eliminate 排除できないか
C：Combine 統合できないか
R：Rearrange 並べ替えられないか
S：Simplify 単純にできないか
（4つは上から順番に改善効果が高い。）

E：Eliminate＝作業をなくせないか、やめられないか。
目的を再確認し、目的に対してあまり必要のない作業は排除。
コストや手間がほとんどかからないのがEliminateの特徴。

C：Combine＝複数の作業をまとめて同時に行えないか。
作業を統合して行うことで、より効率的なプロセスができ、リードタイム
の短縮につながる。Combineも比較的コストがかからない改善手法。

R：Rearrange＝作業の順番を変更できないか。
工程の変更によってリードタイムの停滞時間が大幅に削れるケースもある。
ある程度の変更を強いるが、全体的に見れば小さなコスト。

S：Simplify＝もっと簡単、単純な作業にできないか。
作業の一部を省略しても、生まれる成果は同じの場合もある。

「トヨタ」もECRSによる事業改革に取り組んだことは有名

カリキュラム・マネジメントに必要な配慮＝多忙化解消・緩和（ECRS論）



行事（集会）のスリム化に関する方向性　　 職員会議提案資料　　

ＥＣＲＳ　Ｅ（削除）Ｃ（統合）Ｒ（交換）Ｓ（簡素化）

キーワード ＥＣＲＳ 方向性（案）

1 部活動紹介の集会　　　　　　　　 合体 Ｃ ・入学説明会で簡単に行い、新入生歓迎会で実施する。

2 学校公開日　                            １日のみ Ｓ ・各１日で年３回にする。実施日は用検討。

3 職場体験　　　　　　　　　　　　　 ３日間で　貴重な体験 Ｓ ・活動日を４日から３日にする。

4 部活動懇談会　　　　　　　　　　 必用な時期に　必要な部活で Ｓ ・各部顧問に必要かアンケートをとり、その状況をみて要検討。

5 食育講演会　　　　　　　　　　　　 単発　意義再検討 Ｅ ・このかたちでは廃止。キャリアスクールプロジェクトの一環として、別の方法での実施はあり。

6 集団宿泊 R ・集団宿泊の時期を4月から10月へ移行する。（体育祭との重複のため）

7 薬物乱用防止教室　　　　　　　　　 講師の検討　合わせて１日で Ｅ ・廃止が無理なら、講師・内容等の検討。

8 部活動新人戦壮行会　　　　　　　 不要　生徒会担当が大変 Ｅ ・保護者への説明が必要か。

9 生徒会アワー　　　　　　　　　　 省力化の方向　担当の負担大 Ｅ ・思い切ってやめてみる。もし、実施でも縮小。縮小しつつも、内容を精選して、それなりに意義のあるものにしていくという課題をクリアにしていく。

10 学校公開日　                              １日のみ Ｓ ・各１日で年３回にする。実施日は要検討。

11 授業参観・教育講演会　　　　　　 日程ハード　効果疑問 Ｅ ・廃止が無理なら、実施日、講師について、要検討。

12 非行防止教室　　　　　　　　　　　 合わせて１日で　講師による Ｅ ・廃止が無理なら、内容の検討。時間は短めにする。

13 地球環境講座　　　　　　　　　　　 意義再検討 Ｅ ・廃止が無理なら、内容の検討。逢妻中の教育活動（ＡＴ等）にリンクしたものになるよう、事前に相談させていただく。

14 人権を考える集い　　　　　　　　　 必要か？ Ｅ ・廃止が無理なら、実施日、講師について、要検討。または、人権に関わる取組を別のかたちでしっかりと行う。

15 地域への恩返し活動　　　　　　　　 妥当　縮小に成功 Ｓ ・今年度１日実施に縮小。ＡＴの年間計画にしっかりと位置付けたうえで実施しつつ、意義のある活動なので、継続したい。

16 逢妻地区ふれあい駅伝大会　　　　 行事の精選 再構築 地域に完全移行 Ｅ ・発展的解消し、継続なら完全に地域に移行する。

17 Ｅ

18 Ｃ

19 R

20 Ｓ

行事（集会）名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演習）以下に、ECRSの事例を述べてください。

カリキュラム・マネジメントに必要な配慮＝多忙化解消・緩和（ECRS論）



組織的学び
(公式OJT)
校内研修

組織的学び
(非公式OJT)
時間外研修

個人的学び
(公式OJT)

個人的学び
(非公式OJT)
時間外研修

Off-JT
（公式・非公式

学外研修）

1. 若手

2. 中堅

3. ベテラン

4. 管理職

カリキュラム・マネジメントにおける教員研修の機会



１.ベテラン教員 2.管理職

●学校管理職研修

　
●新任教頭・副校長・指導主事研修
●教頭・副校長・指導主事研修
●新任校長・園長研修
●校長・園長研修
●統括校長研修
●教育庁・教育長・教育委員長研修

●１８－２２年経験者研修
●２８―３２年経験者研修

●新任主幹教諭研修
●新任指導教諭研修
●新任教務主任研修
●進路指導主事研修
●特別支援学級担当教員初心者研修
●通級指導担当教員初心者研修
●情報推進担当者研修

●８－１５年経験者研修
●初任者研修
●２－５年教員研修

●６―１１年経験者研修

●特別支援学級担当教員初心者研修
●通級指導担当教員初心者研修
●高等学校実習教員研修
●公立学校の臨時教員等研修

●新任主幹教諭研修
●新任指導教諭研修
●新任教務主任研修
●進路指導主事研修
●特別支援学級担当教員初心者研修
●通級指導担当教員初心者研修
●情報推進担当者研修

●中堅教員研修
●新任主幹教諭研修
●新任指導教諭研修
●新任教務主任研修
●進路指導主事研修
●特別支援学級担当教員初心者研修
●通級指導担当教員初心者研修
●情報推進担当者研修

教職経験に応
じて体系的・
総合的な研修
を行い，教育
専門職として
の資質・能力
の向上を図
る。

学校経営に関
する資質・能
力や，職務に
応じた職責遂
行のために必
要な知識・技
能等の向上を
図る。

基
本
研
修

職
務
研
修

「
学
び
続
け
る
教
員
像
の
確
立

」

<目的>　学校の適切な運営、特色ある教員活動の推進のための知識・技能等を修得させ、各学校、地域の中核として「学び続ける教員」を育成する。

<内容>　各学校の直面している課題、難題に対して、組織的に対応し、総合的かつ自立的な学校の解決力と経営力の向上に寄与できる「学び続ける教員」を育成していくめあてを内容と
する。

　　　　　　段階
研修種別

文科省『学び続ける教員像の確立』プロジェクト版【 教員の経験に応じた研修体系表 】(素案)

Ⅴ【ベテラン段階から】
学校・地域などにおいて、より広い視野で役割を果たす段階Ⅱ【初任から数年目まで】

教員としての基本的な姿勢・態度を身に付ける
と同時に学級担任としての力量を身に付けてい

く段階

Ⅲ【10年目研修まで】
実践力を磨き重ね、教員としての専門性を

身に付けていく段階

Ⅳ【中堅段階から】
「チーム学校の一員」や「ミドルリーダー」とし
ての専門性を高め、連携・協働を深め、推

進力を発揮する段階



組織構造のマネジメント
1.校務分掌（多忙化対策）
2.危機管理
3.チーム学校体制

MBB

「授業づくり・生徒指導（各教育活動）等」を通した「学校づくり」の構造

MBCO (No1)
ミッション

各教師による独自実践・「思い」のマネジメント

地域・保護者・行政
のニーズ

MBCO (No2)       
ビジョン・ストラテジー

Management By Curriculum Objects (MBCO・No3)
調査・計画・実践・評価・改善（R・P・D・C・A）

カリキュラムStudyの視点からみる学校マネジメント論=カリキュラムマネジメント論

各教師による実践活動

教育課程行政経営

外部的協働性
(Partnership)

予算・情報マネジメント
1.統括事務
（開発的な教育貢献）

学
校
改
善
（
1
・２
・３
次
円
）の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

学
校
評
価

シ
ス
テ
ム

（フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）

教師の思い

学校経営・グランドデザイン
（学校カリキュラム・学校理論）

学級・学年・教科経営

校
内
研
修
・研
究
テ
ー
マ

学

校

教

育

目

標

学校文化＆カリキュラムリーダーシップ
内部的協働性

児童生徒の思い

Management by Belief (MBB)トップ・ミドルの
リーダーシップ

学

習

指

導

要

領

地
方

自
治
体

教
育
目
標

市
町

自
治
体

教
育
目
標

教
育
的
な
知
識
資
産
・分
散
型
リ
ー
ダ
ー

校内研修（SECI）



分析と計画(Plan) 日常の実践(Do) 評価・実証(Check) 改善(Action)

学校SWOT（間主観）
分析と実践計画

No1.

No2.

No3.

No4.

カリキュラムマネジメント
１．マネジメント(条件整備）系列

●組織文化(モラール/会議力等)

●組織構造 (研修・校務分掌)

●学校/人事評価(MBO)/３M/他

●地域/保護者/行政/NPO/企業等（連携・信頼)

●危機(Risk/Crisis)管理＋多忙化解消（緩和）

My leadership自己分析

●専門的な実証

１．量的検証

1)アンケート（数字）

・平均比較
・相関係数
・因子分析など

２．質的分析

1)アンケート（自由記述）
・テキストマイニング

2)観察
（抽出生徒・教師の成長）

3)半構造化インタビュー

1. 改善済み
(1・2・3次円）

2. 改善予定
(1・2・3次円)

3.課題(限界) 
(1・2・3次円)

２．教育実践(カリキュラム)系列
〇目標

〇内容

〇方法

〇評価

●一般的な評価
・学校評価
・学期末評価
・個人評価
・学校ポートフォリオ
（ルーブリック等）



分析と計画(Plan) 日常の実践(Do) 評価・実証(Check) 改善(Action)

学校SWOT（間主観）
分析と実践計画

No1.

No2.

No3.

No4.

カリキュラムマネジメント
１．マネジメント(条件整備）系列

●組織文化(モラール/会議力等)

●組織構造 (研修・校務分掌)

●学校/人事評価(MBO)/３M/他

●地域/保護者/行政/NPO/企業等（連携・信頼)

●危機(Risk/Crisis)管理＋多忙化解消（緩和）

My leadership自己分析

●専門的な実証

１．量的検証

1)アンケート（数字）

・平均比較
・相関係数
・因子分析など

２．質的分析

1)アンケート（自由記述）
・テキストマイニング

2)観察
（抽出生徒・教師の成長）

3)半構造化インタビュー

1. 改善済み
(1・2・3次円）

2. 改善予定
(1・2・3次円)

3.課題(限界) 
(1・2・3次円)

２．教育実践(カリキュラム)系列
〇目標

〇内容

〇方法

〇評価

●一般的な評価
・学校評価
・学期末評価
・個人評価
・学校ポートフォリオ
（ルーブリック等）

「思い」のマネジメント



Input and Output Theory of Curriculum Management https://www.walsnet.org/

Input

Curriculum 
Philosophy, 
Educational

Goal.

School Mission, 
Vision, Strategy.  

Black Box (Knowledge Leadership)

School Culture
(Ba)

Teacher’s
Assets

Knowledge 
Leadership Vision

School Theory
(Combination)

Teacher’s Team
(Socialization) 

(Externalization)

Lesson Study   
(SECI model)

Individual  Teacher
(Internalization)

Output (Result)

Parents & 
Community 
Involvement

Student’s 
Academic 

Achievement 

Student’s 
Personal Growth

Teacher’s
Knowledge

Development

Empowerment
of Teacher’s

skills

CMの海外展開



English, F. W., Deciding What to Teach and Test: Thousand Oaks, California,  

Corwin Press, 2000.   

English, F. W., Curriculum Management for Schools /Colleges /Business, 

: Springfield, Illinois, Charles C. Thomas Publisher, 1987.  

English, F. W., The Curriculum Management Audit: Improving School Quality:

 Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, 2000. 

    English, F. W., School Organization and Management: Worthington, Ohio,  

・高野桂一『学校経営現代化の方法』明治図書 1970 年。 

・中留武昭『戦後学校経営の軌跡と課題』ぎょうせい 1984 年。 

・中留武昭 「教育課程経営の実態と課題」『学校経営の改革戦略 日米の比較経営文化論』

玉川大学出版1999年。 

・中留武昭「学校改善の過程とリーダーシップ」児島邦宏編『シリーズ学校改善とスクー 

ルリーダー 学校改善に意欲的な学校』東洋館出版社 1996 年。 

・中留武昭 『スクールリーダーのための学校改善ストラテジー -新教育課程経営に向け

ての発想の転換-』東洋館出版 1993 年。 

・中留武昭・田村知子『カリキュラムマネジメントが学校を変える』学事出版 2004 年。 

・中留武昭編『カリキュラムマネジメントの定着過程 －教育課程行政の裁量とかかわ 

って－』教育開発研究所 2005年。 

・田村知子, 村川雅弘, 吉冨芳正, 西岡加名恵
『カリキュラムマネジメント・ハンドブック』2016年
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