
監修のことば

2013年版の本書は、大幅な改訂を行っている。

データ等の最新化はもちろんのこと、項目の精選と掲載順序の整理などを

改めて行った。

とりわけ、�部における「論文問題」については、試験問題に取り組む読

者の立場に立ち、便宜を図るよう心がけた改変を行っている。

そのR基本問題Tにおいては、まず「出題の意図」を把握し、「答案の構

成」を練り、そして「答案例」へと進めるように新たな構成とした。

また、問題数の充実を図るR関連問題Tについても、�ページ�問とする

ことで見やすさ、使いやすさを追求している。そして、テーマごとに置かれ

ていた職務論文問題については、一つの章にまとめるなどの構成に改めた。

昨今、地方分権が進んで学校の自律性が求められる一方で、地方自治体の

首長による教育行政への発言が目立つようになってきてもいる。自治体レベ

ルでの首長への中央集権化が進んでいるとの見方もある。

子どもたちが安全に、そして安心して学校で学習できる環境の整備につい

て、各学校が責任を果たせるような仕組みがさらに模索されてほしいところ

である。そのためには、学校の教員が安心して教育に専念できる仕組みが必

要である。しかし、地方分権化がそうした仕組み作りに向かって進んでいる

との確信がなかなか持てない。学校は子どもたちを守らなければならない

し、適切に守れるのは学校でしかない。

本書が、そうした自律的であろうとする学校のリーダーとして学校運営に

携わる方々への支援の一冊となることを強く願っている。

平成24年�月

監修者 窪田 眞二
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１第 章 論文問題

１ 最近の教育課題

基本問題

問題� 学校の危機管理

安全・安心な学校づくりには、①教育活動において発生する事故、②

登下校中や学校への不審者侵入等による危険、③地震、津波等の自然災

害、④火災等学校施設管理の不備による事故、などさまざまな場面を想

定して対応策を整備する必要があります。学校における危機管理対策

を、管理職の立場で述べてください。 （1,000字程度）

出題の意図 学校保健安全法では第�章に学校安全条項が規定され、学校生

活等での事故、加害行為、災害等による危険防止、危険等発生時の対応において

適切に対処できるよう、学校安全計画の策定、学校環境の安全確保、危険等発生

時対処要領、関係機関との連携等を学校に義務づけないし努めることを求めてい

る。さらに、平成23年�月の東日本大震災を受けて現在、安全確保、危機管理対

策が問われているが、震災、津波対策に限定した出題ではないことに注意する。

答案の構成 序論では、学校が児童・生徒にとって安全な場でなければなら

ないこと、にもかかわらずさまざまな危険が実際に発生していることを述べる。

全体の字数指定が短いので、本論ではまず、危機管理の一般的な対応原則を説

明し、次に、危機の事例をあげて具体的に事前防止策、危機発生時の被害を最小

限にとどめる方策、事後対策に整理する。結論で、校内体制整備と関係機関との

連携、危機における管理職としての心構えを強調して述べる。

答案例
� 学校の危機の可能性

毎日の学習の場である学校は、児童生徒の安全が確保されて
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いることが基本的な条件である。しかし、昨年の東日本大震災の例をあげる

までもなく、安全をおびやかす事態は常に発生の可能性を否定できず、ま

た、実際に発生して生命、身体が損なわれる事例も決して珍しくはない。ど

のような事態でも対応できる危機管理の体制を学校に整備しておくことも校

長の重要な職務である。

� 具体的な危機管理対策

危機管理一般として学校が行わねばならないことは、①施設・備品の管理

は日常からの点検整備といった二重三重の安全対策をとっておく、②児童・

生徒が様々な事故や災害についての基礎知識を習得し、自らが危険を予測

し、回避する能力を身につけさせる、③地域ぐるみの安全確保体制を整備す

る、④教職員が日常から危機管理の意識を持つ、⑤マスコミ対応を含めた管

理者の判断、決断、リーダーシップ能力を養う、などである。

想定される危機事例としては、①校舎や設備の施設管理不備に起因する事

故、②教育活動における事故、③自然災害により生起する危険、④犯罪被害

による児童・生徒の身体生命への危険、などが考えられる。また、事故・災

害発生後にも、⑤児童・生徒の心の健康維持回復などが課題となる。学校保

健安全法にもあるとおり、これらの事態を想定した学校としての全体的な危

機管理計画を作成しておく必要がある。

大規模地震を例にとると、事前対応策としては、校舎や備品などの施設管

理の点検整備、児童・生徒が地震災害についての的確な知識を持ち、状況を

主体的かつ的確に判断し臨機応変に行動する力やコミュニケーション力など

を育成することが大切である。地震発生時の被害を最小限にとどめるため

に、安全な避難・帰宅方法、保護者との連絡方法などを整備する。また、事

後対策としては、授業再開に向けた準備の手順の整備、児童・生徒の心の健

康回復への手立て、などが計画に盛り込まれる。

� 危機への心構え

学校の危機管理には、教育委員会をはじめ、地域の警察、消防、医療機

関、自治会・町内会等々の様々な機関との連携体制が不可欠であり、学校管

理職の経営努力が問われる。また、万が一の危機の発生に際しては、管理職

のリーダーシップの発揮が最重要になってくる。私はそのような危機に際し

ても適切な判断と決断を下せるリーダーとなるため、さらに研鑽を積み、児

童・生徒の安全確保を万全なものとしていく覚悟である。

�部 第�章 論文問題
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２ 学校経営・運営

基本問題

問題� 学校経営ビジョン

学校経営は、経営者である校長の優れたリーダーシップによる運営と

経営力を高めるための「ビジョン」が必要です。あなたは校長として初

めて学校に着任したときに、どのような視点から「ビジョン」づくりに

着手しますか。また策定した「ビジョン」の実現に向けた方策も併せて

あなたの考えを具体的に述べなさい。 （1,000〜1,200字程度）

出題の意図 学校経営ビジョンとは、「各学校の教育目標を達成するための

中期的なシナリオであり、管理職が果たすべき責任の表明」である。そしてこの

ビジョンを実現するための活動が組織マネジメントである。

ビジョンの役割は、学校外ではどのような教育活動を行い、どのような子ども

たちを育てるのか、その将来像と道筋を示すことで、地域・保護者に説明責任を

果たすものであり、校長の公約である。また学校内では、多くの教職員を�つの

目標に結集させるものであり、教職員にとっては一人ひとりの活動が意義のあ

る、かつ働きやすくさせるものとなる。校長は学校環境を的確に把握して、全教

職員が一丸となって取り組むビジョンをつくることが重要な責務となる。

答案の構成 序論では、ビジョンが学校経営の重要な柱であることを指摘

し、ビジョンづくりの際に必要な要素を述べる。本論では、作成したビジョンを

どのように実行に移していくのか、その方策を打ち出す。いずれも三本柱に整理

して提示する。結論では、ビジョンに基づいた組織マネジメントを、校長のリー

ダーシップで強く進めていく決意を打ち出す。

答案例
� 魅力あるビジョンづくり

「学校経営ビジョン」は私の目指すべき学校像である。私は

これまで蓄積した識見及び経験を基に目指す学校像を策定し、学校関係者、

保護者、地域等に発信していく。その作成に当たっては、以下の�点に取組

んでいく。
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第一に、ビジョンの作成は、様々な条件、要素を考慮した実現可能な内容

にする。学校外においては地域の特性や保護者、地域の学校に対する期待度

を分析し、学校内においては教職員の児童・生徒の現状、組織では教職員の

コミュニケーション、協働意欲、モラールの状況を確認し、また児童・生徒

においては学習到達度、姿勢、生活態度等を把握する。そしてビジョンに反

映させる。

第二に、ビジョンに計画性を盛り込む。将来構想であっても、中期計画と

単年度計画をそれぞれ策定し、単年度計画には重点事項を入れる。策定過程

で教職員の意見も採用し、ビジョン共有化により実効性あるものにする。

第三に、ビジョンは校長の公約として、保護者や地域に積極的に発信す

る。PTAの会合、学校運営協議会などで直接説明するだけでなく、ホーム

ページ、学校便りで周知する。またホームページ情報は、双方向の発信を可

能にして、ビジョンに対する意見を学校運営に反映させていく。

� ビジョンの実現のために

ビジョンの実現のためには学校の組織体制を整えなければならない。そこ

で第一に、校内の全教職員へ周知徹底を図る。教職員の人事考課のヒアリン

グ時に意見交換を行うと共に、主幹教諭で構成する「企画会議」や職員会議

等を通して実施に向けた方針を確認し、企画会議で進行管理を行う。

第二に、教職員の能力開発と適切な人事管理を進める。ヒアリングにおけ

る教職員の意向や授業観察から個々の適性を把握し、OJTを活用する。若

手とベテランを組み合わせる等、適材適所によるビジョン実現のための校務

分掌体制をつくる。

第三に、地域、保護者との連携・協力を推進する。保護者は、学校が提供

するサービスの受け手であるが、ビジョンに賛同すれば、学校経営の協力者

になる。地域には学校が必要な部活動、キャリア教育等を支援する人材がい

る。学校と地域、保護者双方に効果のある連携・協力を進めていく。

� 管理者が先頭に立つ

ビジョンの実現に大切なのは、校長の強い意思、行動力と粘り強い姿勢で

ある。トップダウン、ミドルアップ、ボトムアップ等を経営計画の実現のた

めに柔軟に駆使していく。そのためには日頃から「経営」に関する研鑽を積

んでおく。私は着任校で、学校に適した実効性のあるビジョンをつくり、地

域に信頼される学校づくりにまい進していく決意である。

�部 第�章 論文問題
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３ 教職員の人事管理

基本問題

問題� 人事考課と人材育成

学校における人事考課制度の導入が進んでいる。このことは、どのよ

うな現状を背景にして行われており、それは学校における人材育成とい

う課題とどう関わらなくてはならないのか。人事考課とは何かにも触れ

た上で、あなたが考えているところについて論述しなさい。

（1,200字程度）

出題の意図 人事考課を導入し、活用を目指す動きが各地で盛んだが、その

管理職における浸透の程度を確認する問題である。従来の学校で個々の教育職員

の評価が軽視され、経験による差もなく同じ教育職員として扱われてきた。今、

学校では、人事考課を導入し、個々の教育職員を適正に評価し、能力に応じた活

用を目指す動きが盛んだが、その理解を問う。

対して、人事考課導入後の現状は、評語をつけるといった形式面は重視されて

いるが、活用といったことには程遠い。こうした現状をふまえつつ、いかにした

ら人事考課を適切に実施し、そこから得られたものをどう人材育成につなげて

いったらよいかを述べる。わかりやすく論述することが期待される。

答案の構成 「人事考課とは何か」が指示された課題であり、序論では、そ

の展開を行う。簡潔に、要点を得た論述が基本となる。本論では、人材育成の面

からみた学校の教育職員の現状を述べ、そこにある課題について分析を行い、指

摘する。結論では、人事考課の役割を総括する。その中心は、人材としての特性をい

かに浮かび上がらせるかであり、また、いかに人材育成につなげられるかである。

答案例
� 人事考課とは

人事考課とは、組織構成員の業績、能力、意欲・態度などを

管理職が適正に評価し、人事管理に反映させる仕組みである。

なぜ今、教育職員に人事考課制度が要求されるのか。今日の学校教育に

は、児童生徒の成長を願い、多様かつ高度な教育課題が突きつけられてい
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る。学校には、それら各方面からの期待を直視し、適切な学校教育の実現に

よって速やかに期待に応える仕組みが必要だからだ。よい教育の実現は、児

童生徒の教育に直接携わる教育職員の資質能力の向上が不可欠となる。教育

職員が現状に満足することなく力量を更に高め、持てる能力を十分に発揮す

る必要がある。

このため、管理職は各教育職員の実情を確実に掌握した上で客観的に評価

し、それを人材育成につなげていかなければならない。それには、教育実

践、能力、態度等を、時期を区切って客観的に評価する人事考課がもっとも

ふさわしいと判断されたのである。今後はその結果を十分に活用していくこ

とが必要である。

� 教育職員人材育成の現状と課題

ところで、人材育成の面から見た学校の教育職員の現状はどのようになっ

ており、どんな課題があるであろうか。

平成21年度導入の教員免許更新制の目的は、必要な資質能力を保持し最新

の知識技能を身に付けることにある。これまでの教育職員は採用されたこと

で満足してしまい、時代状況への即応が十分でなかったことが指摘されてい

る。また、採用によって一人前の扱いを受け、そこからの発展、成長の側面

がおろそかになる傾向があった。また、教育職員の独り立ちが重視されたこ

とから、学校の組織的な対応が軽視される傾向もあった。企業ならば、社員

が評価を受け、そこから、昇進や処遇に影響を与えることに何の違和感もな

いが、学校ではこの面が軽視されてきた。そもそも、一般社員に相当する教

諭の地位は長いこと差異を設けられることなく、一律で横並びという特徴を

持っていた。

� 人事考課の役割

こうした経緯から今や教育職員の質の向上こそが大きな関心事であり、期

待でもある。その実現は全員のレベルアップと共に個々の教育職員の能力向

上を促すことが重要だとされる。そこには管理職のリーダーシップの役割が

大きく、個々の人材育成に人事考課の役割が重要なことはいうまでもない。

人事考課では、評語という結果に関心が向かいがちである。しかし、評価

の評語以上に大切なのは、分析評価の項目、何ができて何ができなかったのか

といった内容面の評価である。教育職員の能力の特徴をつかまずして、適正な

校務分掌は描けず、ましてや人材育成などは望むべくもない。個々の教育職員

の長短について的確に判断し、教育の質の向上につなげていかねばならない。
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