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管理職（教育行政職）としての振り返り（第１期）

【高等学校①】
⑴　研修内容の振り返り

①　勤務時間の適正化

GPH50 の実践事例がとても参考になった。効率化をすすめるためのキーワードは、業務の build

＆ scrap、職場環境の整理整頓という点が印象に残った。

②　労務管理関係法規実践演習

管理職になった時にすぐに直面すると思われる事例ばかりだったので、関心を持って取り組んだ。

③　学校環境分析演習

班別演習で、他校、他校種の取組を聞き、学校のおかれている現実を改めて知った。特に高校が特

色づくりに力を入れて取り組んでいることが印象に残った。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　学校経営と危機管理の実際（事例研究）

一教師としての対応の仕方を考えるのではなく、管理職としてどう職員を動かすのか、事故・事件

発生時の立場の違いを一番痛感した時間だった。

②　学校組織マネジメント

勤務校をＳＷＯＴ分析したことで、本校の強みと弱みに気がついた。強みと弱みは表裏一体である

ことも意味深かった。

③　教職員の評価・育成システムの理解

教職員を評価する立場になるという重責を感じた時間だった。結果でなくプロセスを評価するのが

評価・育成システムの意義であることがなるほどと思った。

【高等学校②】
⑴　研修内容の振り返り

①　ＳＷＯＴ分析により、自校の外部環境と内部環境を分類、整理し、この手法が特色ある学校づくり

に活用できることを実感できた。

②　勤務時間の適正化については、他校の先進事例を参考にして教職員の意識改革を図り、組織全員が

本気で取り組むことの重要性を改めて感じた。

③　学校評価システムについて、ＰＤＣＡサイクルに沿って進め、評価結果を学校改善に役立てる手法

を学び理解を深めることができた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　「第３の教育改革」を進めるに当たって、管理職が教師の持つ価値観をマネジメントしていくとい

う視点を持つことができた。

②　学校危機管理能力を向上させるためには、日頃からの管理職と教職員の信頼関係の構築が重要だと

いうことに改めて気付かされた。

③　いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義を念頭に置き、いじめを積極的に認知し、組織的に対



―125―

応することの必要性を感じた。

【高等学校③】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校組織マネジメントについて。激変する社会環境の中で、学校組織の改善は過去の実践実績から

課題を見出し、改善策を考えていくのだと思っていたのだが、この研修に参加し、これからの改善

は「アップデート」ではなく「創造」だということがとても印象的だった。

②　ＳＷＯＴ分析について。現在の学校を取り巻く環境の要因を１つ１つ棚下ろしして、整理していく

手法がとても勉強になった。これまでの自身の経験の中で、新しいことにも１から挑戦してきたが、

１つ１つのことが持つ意味や働きを考えることで、新しい教育活動を精査することができ、効果的

な運営もできることを学ぶことができた。

③　教職員の職能開発について。以前よりキャリアカウンセリングの勉強をしていたことも有り、仕事

で人材を育てていく理論がとても興味深かった。また評価も教員の能力開発のためにあることを改

めて学んだ。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　危機管理の研修時、危機が起こった時の対応と危機に備えるグループワークをしていたが、「自分

が」どう動こうかという観点でしか考えていなかったことに、指導主事の先生に「組織をどう動か

すか、ですよ！」と指摘されるまで、気付いていなかった。管理職の視野は、常日頃から意識して

いないと培えないことを肝に命じ、日々努力することを決意した。

②　年度当初など折にふれて行われる管理職面談は、教職員人事評価育成の一環であることを学んだ。

又、公正な評価を行うためには、職員理解が不可欠である。そのためには職員と良い人間関係を築

くことがとても大切であると理解した。

③　「カリキュラム・マネジメント」は教育課程の見直しだと考えていたが、そうではなく学校が育成

する生徒像の説明だとわかり、誤った認識を正すことができ良かった。

【高等学校④】
⑴　研修内容の振り返り

　まず、「教職員の教務時間適正化」の講義で先進的に課題に取り組まれた事例が紹介され、成功体

験に終始せず改革の難しい点、留意すべき点もうかがうことができた。学校、教職員の視点からのみ

改革を進めることの危うさと時間をかけて関係者に理解を求めることの大切さを学んだ。

　次に最も関心を持って取り組んだ「労務管理関係法規実践演習」は、事例の中に処理方法に迷うも

のも多く、さらに関係法規を熟知する必要性を感じた。

　また、「教職員の評価・育成演習」も実務に関する内容であったので、関心を持って評価の基本的

な考え方・適切な評価方法を身につけることができた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　まず、事例研究の際「一教諭としてではなく、管理職の立場で考えて下さい。」という指導主事の

言葉で自分の学校での立ち位置を強く認識させられた。常に最悪の事態も想定しつつも未然に危機を
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防止するよう努めていきたい。

　次に、研修を通して勤務校を様々な視点から客観視することができるようになった。班内での情報

交換やＳＷＯＴ分析で明らかになった自校の強みを教職員全体で共有し、校外に発信していくことが

必要と考えた。

　最後に、これからの学校のあり方として、地域との連携を深めたカリキュラム・マネジメントの重

要性を深く考えさせられた。

【高等学校⑤】
⑴　研修内容の振り返り

①　労務管理関係法規実践演習での、勤務時間の割振り変更や病気休暇と病気休職の違い、職務専念義

務などの説明は大変参考になった。多くの教職員が理解できていないこともあると思われるので、

正しく理解してもらう必要性を感じた。

②　危機管理の事例研究で、地震などの天災、生徒の事故やいじめ、職員の非違行為など、具体的な対

応方法について学び、大変参考になった。今後も、事例研究をもっともっと重ねて行う必要性を感

じた。

③　学校組織マネジメントの講義の中で学校の組織構造の長所と短所について学んだ。特に学校は石垣

型で中堅が役割を獲得しやすく伸びていくが、その分若手が伸びにくいことや、多忙と多忙感の違

いが印象に残った。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　本校では、小学部・中学部・高等部のそれぞれの職員が熱心に教育活動を行っていてすばらしいと

思っていた。しかし、それぞれでがんばるのではなく、ベクトルを１つに合わせることの大切さを

学んだ。全職員が一つの方向を向いて取り組んでいけるように考えていきたい。

②　危機管理について、日頃から様々なことをシミュレーションして、管理職としてどう動くかを常に

考えておかなければと考えるようになった。

③　学校の組織運営のあり方で、過度のフラット組織から適度なフラット組織化をしていくべきである

と学んだ。そこに厚みを持たせるキーパーソンとなるのが主幹教諭であると学んだ。主幹教諭とし

て、組織を充実させる重要な役割を果たさなければならないと感じた。

【指導主事①】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校組織マネジメントで教えていただいた「ＳＷＯＴ分析」

ＳＷＯＴ分析は、学校環境の分析をし、特色のある活動を生み出す方法として印象に残った。それ

ぞれの環境要因の「強み」「弱み」を検討し、特色ある学校づくりや問題解決方策を検討することで、

より力のある学校へとつながると分かった。

②　教育改革と学校経営課題の明確化

教育委員会制度について、より詳しく学べたこと。また、生涯学習社会体系の中で、地域の教育が

重要であり、今、コミュニティスクールがなぜ必要となっているのか、理論的に学べた。
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③　人事評価・育成システム

人事評価がただの勤務評価ではなく、人を育成する仕組みとなっていること。人事評価については、

昨年も評価したが、人を育てる目的を持つことで、組織がさらにレベルアップすることが分かった。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　ニューリーダー研修の目的を始めに聞き、この研修の重要性を再認識できた。今まで考えることが

なかった学校目標のビジョンや組織マネジメントなどを学ぶことで、管理職としてビジョンを持つ

ことの重要性、また、それを実行するための方策について考えが深まった。

②　危機管理力を高めるために、起こってから考えるのではなく、起こる前から予測をして、備えてお

くことが大切であることが再認識できた。

③　カリキュラムマネジメントの方法として、今回学んだＳＷＯＴ分析から、教職員の強みを明らかに

することや研修でこうしたことを共有しながら肯定的な雰囲気の中で語ることが大切であること

について考えが深まった。

【指導主事②】
⑴　研修内容の振り返り

①　「教育改革と学校指導者に求められる力量」の講義で、教育委員会の意味から教育の定義、教育改

革の変遷まで改めて整理することができた。

②　「教職員の評価・育成システムの理解」は、これまで評価・育成される側の立場から評価・育成す

る立場に変わり、関心を持って取り組めた。

③　どの講義・演習においても、教職員の立場から教育行政職にかわった身として、全てが新鮮でよかっ

た。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　これまでの教職員生活でももちろん重要ではあったが、教育行政職員として職務を遂行するには、

国や県の動向、そして法規に基づいて行うことが大前提であることを改めて認識した。

②　学校経営と危機管理の実際および非違行為の防止・いじめ問題と対応マニュアルの講義・演習では、

事例に対してグループで討議し合い、様々な考えに触れることができた。

③　ＳＷＯＴ分析など、企業経営で使われている手法を、うまく教育行政に活用すればより効果的な事

業ができるのではないかと考えた。

【指導主事③】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校組織マネジメントについて

目的・目標をもち、内部・外部の環境分析から仕事のマネジメント、人のマネジメントをしていく

ことの必要性を強く感じた。

　②　危機管理能力の向上について

自分に任された職務と所属する職場の「リスク」と「クライシス」を常に意識しながら職務の質を

高めたいと思う。
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　③　カリキュラム開発について

教育行政職においても、全体計画の視点、ＰＤＣＡサイクルの取組を実践し、よりよい改善をめざ

していきたい。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　①　自分のおかれた環境のニーズを知ること

自分の職場、職務が何を求められているのか、どう進むべきかを知り、適切な方法や計画、実施が

できるようにしたいと感じた。

　②　教育行政のプロという意識改革

学校現場から行政職に就いたことへの意識改革とさらなる企画力、創造性を発揮しなければならな

いという強い思いをもつことができた。

　③　様々な経験、一つ一つの仕事を大切にすること

今の環境を“自分が伸びる場”と考え、仕事に向き合いたいと思う。

【中学校①】
⑴　研修内容の振り返り

　①　学校組織マネジメントをどのようにすすめるか

自校のプラス面をいかした経営ビジョンをたてることが、大切だと知った。また、取り組むために

組織を見直し、人材をどう構成するか、さらには、キーパーソンを誰にするか等も大切な視点だと

知った。さらには、外部（地域や保護者）とも連携し、さまざまな支援を受けながら学校経営を行

う必要があると学んだ。

　②　学校の危機管理について

管理職として、さまざまな危機を常日頃から想定し、イメージトレーニングをしながら勤務する必

要があることが分かった。

　③　勤務時間の適正化について

超過勤務を改善する具体的な対策を常に意識しながら、管理職自身が強い決意を持って取り組まな

ければならない課題だと分かった。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　①　学校のリーダーとして必要な力

強いリーダーシップも必要であるが、学校に対する要求が多種多様になってきている現在、マネジ

メント力も必要な力になっている。それは組織で動くことが多くなっており、組織的な経営力はな

くてはならない力となっている。

　②　危機管理の初動対応の重要性

何かが起こったとき、冷静に初動対応を確実に行う必要がある。この対応を間違えると、その後の

対応が良くても、スムーズな解決に至らない事例が多いと聞いた。

　③　勤務時間の適正化への取組

業務改善を進めるうえで一番大切なことは、管理職が業務改善を進めるという、強い気持ちを持っ

て取り組むことだと力説された。少しでもできることから始める前向きな気持ちで取り組みたいと
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思った。

【中学校②】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校経営ビジョンを構築するため、自校の環境分析をＳＷＯＴ分析の手法を用いて綿密に行うこと

で、自校の課題や特徴が導き出され、学校経営の方向性が明確となった。

②　教職員の勤務時間の適正化を図ることの重要性を再認識することができた。また、労務管理関係法

規の実践演習に於いて、記録簿の記入についての具体例を学ぶことができ、勤務時間の適正化に向

け教職員の意識改革を推進することの必要性を実感した。

③　これからの学校カリキュラムの改善のため、地域との連携協働を今まで以上に進め、「地域に開か

れた学校づくり」を行うことで、地域住民の教育力をフルに活用を図り地域の中核としての学校づ

くりを推進していくことを再認識できた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　学校管理職として今までの教諭とは違い、どのような点に力を注げばよいかについて、具体的なも

のの見方や考え方、とらえ方をじっくりと考えることができた。また、学校経営を行うとはどのよ

うなことなのかを学ぶことができ、管理職としての役割を学ぶことができた。

②　講義だけでなく、グループでの演習で意見を言い合うことができ、理解が深まった。また、他校で

の取組や実践を聞くことで見聞が広がり、自校にも取り入れたい内容や考え方が多数あり、今後の

学校経営を行う上での貴重な宝物となった。

③　学校管理職として、仕事を進める上で今回の研修内容と共に、研修グループをはじめとする同じ一

人職として悩みを抱える多くの先生方と横のコミュニケーションをとることの必要性を実感する

ことができた。

【中学校③】
⑴　研修内容の振り返り

　　大学の教授からの講義など新しい知識や考え方などを知りたいという事に関心を持って臨みまし

た。また、他の学校の教頭先生方の取り組みや学校の様子など共有できればと思っていました。

　　講義の中では、浅野教授のお話が印象に残り、論理的に組織の事を考えることが少しできるように

なりました。何となくこの方がいいのではと言うのではなく、組織マネジメントとはどのような事か

を知識として知ることができ非常に有意義でした。

　　また、危機管理の大切さについての講義を受け非常に大切なことであると感じた。実際に同様の事

が学校で起こった時に素早く、正しく対処するのは非常に大変な事ではあるがきちんとしたマニュア

ルや知識を理解することで緊急時でも冷静な対応ができると感じた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　　危機管理について、今まではそこまでしなくてもいいだろうと感じることは多かった。しかし、実

際に教頭という立場で学校に勤務するようになりやはり慎重な対応と言うのは必要であると感じてい

た。そのような中で、リスクマネジメントの講習を受けやはり、最悪を想定しながら学校運営をする
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という事は、非常に大切であると感じた。

　　また、業務改善については、他校の実践なども聞く中で様々な側面から取り組むことで少しずつ改

善が進んでいくという事を感じた。大きな改善も必要だが何気ない日常の業務の改善の積み重ねが働

きやすさや労働環境の改善につながるのだと再認識した。今後学校での業務改善に役立つ有意義な研

修であったと感じている。

【中学校④】
⑴　研修内容の振り返り

　①　危機管理意識及び管理能力の向上

学校運営を行うに当たって、危機管理は外すことが出来ない。普段何気なく、行っている処理内容

についても初期対応の方法をいくつかシュミレーションしながら「もしあのときこうだったら・・」

と考えつつ、校務を処理している。

　②　勤務時間の適正化

教職員の勤務時間の適正化が教職員の健康を守るためにも必要である。ノー部活動デー、ノー残業

デーの徹底をしっかりと行いながら、教頭自身の勤務の適正化もしっかりと行っていきたい。

　③　学校評価の適切な実施

第三者が学校を評価することに残念ながらまだなじんでいないように思われる。そのため適切に実

施できるように外部の意見を取り入れ、新たに質問項目を改定する予定である。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　①　教職員の職能開発

子供たちの基礎学力を定着させ、公立中学校の最終的な目的の一つである進路保障を行うために

も、分かる授業を行うことは重要である。そうすることにより地域、保護者の信頼を得ることが出

来ると考える。そのためにも教職員の職能開発は必須であり、管理職として目指す姿を明示し、校

内で積極的に行っていきたい。

　②　教職員の評価

管理職として所属する職員を評価することは必須である。しかしながら教職員を評価することに戸

惑いがあるのも事実である。そのため根拠のある評価が行えるようにしっかりと行いたい。

　③　法令に関して熟知する

教育公務員として何を行うにしても法令を遵守し、法令に基づかなければならない。また通常の学

校運営だけでなく、地域の防災拠点としての学校（避難所運営など）としても運営を行う必要があ

る。そのためにも法令をしっかりと理解し、校務を遂行していきたい。

【中学校⑤】
⑴　研修内容の振り返り

①　「マネジメントにおける状況の法則」人は人の命令では動かない。人は状況の理解、納得で動く。

状況の共有、連絡・報告・相談の徹底の必要性を再認識した。

②　教職員の育成が急務であること。全体的に若い教職員のためにリーダーを育てることは急務であり
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責務であるということ。しかし、任せる仕事を適材に与えるのだが勤務時間適正化との兼ね合いも

あり、偏らないようにしなければならない。そのため、記録簿の管理と整理をしながら、勤務時間

の把握も忘れない。現在の本校が超過勤務で悩んでいた点をどのように改善していかなければいけ

ないか見えてきた。

③　いじめ防止基本方針について、改訂のポイントが理解できた。いじめ防止基本方針については、以

前から最重要事項として扱ってきたが、定義の違いや具体例を通して自分自身関心をもって取り組

むことができた。すぐに自校に持ち帰り、教職員に徹底しなければいけない。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　教育課程とカリキュラムの比較の中で、カリキュラムを評価していかなければらならないというこ

とが思えた。評価することで今後の学校運営に密接に関係し、見えてくると思った。そのため、カ

リキュラムの再考は必ずしなければならない。生徒指導に毎日追われるなか、個々の教員に任せき

りになっているカリキュラムを改善する。オープンスクールの充実など、いつでも見に来れる学校

づくり、生徒が納得する授業の確立など早急に対策できるポイントはたくさんあった。

②　人事評価について、人物を評価することの難しさ、そしてどのように評価していくかが理解できた。

そのため、教職員に十分に説明できる力を自分自身がつけていかなければならない。個々の授業の

様子をもっと見たり、教職員との面談をこまめにするなど課題は多い。

③　教職員の非違行為について、自己責任であるという考えも少なからずあったが、徹底して根絶し、

未然防止に努めなければいけない。

【中学校⑥】
⑴　研修内容の振り返り

①　特に印象に残ったことは、記録簿の記入についての実習です。出張を「みなし」と考えること。週

休日の出張の扱い方。ＰＴＡの会合が 19：30 ～行われる場合の記録簿の記入の仕方など大変勉強

になりました。

②　関心を持って取り組んだ内容の１点目は、ＳＷＯＴ分析による、学校経営ビジョンの構築です。外

的環境、内的環境をしっかり把握して学校経営に活かすという視点を学びました。

③　関心を持って取り組んだ２点目は、リスクマネジメントです。あってはならないものだが危機的な

状況にいかに対応していくかについて関心を持って取り組むことができました。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　本研修を受講して、なるほどと思った点として、学校経営と危機管理の実際の事例研究として、「セ

クハラ、パワハラ」の事例を読んで、セクハラを行った教員を男性だと思い込んでしまっていたが

女性の可能性もあることを知らされ、固定観念で物事を見てはいけないことに気づかされたことで

す。

②　自分の考え方が変化した点の１つ目として、勤務時間の適正化に向けた取り組みとして、一番必要

なことは職員の意識改革で一番難しいことでもあるということです。今まで、早く帰るように職員

に話をするだけで意識改革まで考えが及んでいなかったので、意識改革を重視した取り組みをして

いこうと考えが変わりました。
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③　自分の考え方が変化した２つ目として、人事評価・育成システムについて、管理職の視点をもった

活用をしていかないといけないと考え方が分かりました。

【中学校⑦】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校の内外環境をＳＷＯＴ分析することにより、学校の強みと弱みが掌握し、赴任校の目指す方向

性を明確にする演習ができた。

②　記録簿の記入の仕方を通して、管理職としての教職員の服務の在り方と掌握の方法を学ぶことがで

きた。

③　教育改革の変遷を学ぶことにより、道徳の教科化と新学習指導要領について触れ、今後の教育課程

編成について考えることができた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　組織マネジメントとは、教職員を束ね、学校の目指す方向付けをすることと捉えていたが、学校を

変える「手の打ち所」を明確にすることが大切であると気づいた。

②　学校改善について、学校の特徴を知り、方策を立てることが大切だと考えていたが、「ありたい姿」

ビジョンを意識高く持ち続け、学校の現状把握に努めなければ実行はできないことに改めて気づか

された。

③　法に基づいて教職員の立場と服務があることを自覚し、業務上発生したことについて、法に基づい

た対応と責任が果たせるよう危機管理意識と共に研修を重ねなければならないと改めて認識した。
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管理職（教育行政職）としての振り返り（第２期）

【小学校①】
⑴　研修内容の振り返り

①　いろいろな地域から、たくさんの新任教頭が参加しており、見聞を広めることができた。また、自

分と同じように悩んだり、努力したりしていることが分かり、少しほっとしたところもある。

②　教頭の自覚をさらに高められるようにと研修に臨んだ。研修の中で特に印象に残った言葉や話が

あった。

　　１つめは、目が悪くなると部屋の汚さがわからなくなる。常に意識して課題を見つけることの大切

さ。

　　２つめは、危機管理にあたっては、悲観的に準備をして、楽観的に対応する。最悪の事態を想定し、

慎重にすばやく、誠意を持って、組織的対応をする。

　　３つめは、カリキュラムマネジメントにおいて、学校の良さを変えないために、自分を変えていく

意識の持ち方や、一点突破・全面展開で、学校の良さを引き上げていく。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　カリキュラムマネジメントにおいて、一人のがんばりで行事等の運営ができていても、継続性に欠

ける。それを学校全体のものとし、地域も加わって進めることで、長く受け継がれ、学校の文化の

ような強みをもった取り組みにしていける。

②　地域との連携は、とかく学校が地域に何をしてもらえるのかと考えるが、逆に学校は地域に対して

何ができるのかという観点で、地域との連携を考えていくことに連携を促進させていく鍵があるの

かもしれない。

③　問題意識を常に持ち続けることが大事である。

【小学校②】
⑴　研修内容の振り返り

①　管理職として重要なことを、「遠近両用」という言葉にたとえて説明を受けた。近視眼的に直近の

課題に対応しながら学校運営することは大切であるが、今後の方向性を読み取り、組織をどの方向

へ導くのかが実はもっと重要なことであると指導を受け、４月からの自分自身を振り返ることがで

きた。

②　学校における危機管理において、管理職として、教育法規・危機管理の理解、迅速な状況判断、情

報収集能力と意思決定能力、説明能力を高める努力が必要であると指導を受けた。事例研究を通じ

て様々なケースに触れる中で、最悪を想定し、その防止や回避に努めることが重要であることを改

めて確認することができた。

③　カリキュラム・マネジメントの演習において、Ｃ→Ａ→Ｐ→Ｄという視点に立って現状のカリキュ

ラムの課題を焦点化し、阻害要因の減少や促進要因の活用を含めて学校や地域の分析をすることが

必要であることを学んだ。難しい演習であったが、得ることが多かった。
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⑵　自己認識の変容の振り返り

①　今、求められる学校像は、「新しい学力観」や「生きる力」、「主体的・対話的で深い学び」など、「個

人を対象とした課題」にきちんと対応し、「何がしたいのか」「なぜしたいのか」「何ができたのか」

を説明できることであると講義を受け、学校組織マネジメント強化の必要性を実感できた。

②　ＳＷＯＴ分析により、学校の内外の環境を支援的要因と阻害的要因に分析し、特色ある学校づくり

につなげる手法を学んだ。実際に、現任校の環境を考えた時、まだまだ具体的に把握できていない

ことを痛感した。しっかりと学校内外の環境を見つめ、「学校の強み」を生かした学校運営ができ

るようになりたいと感じた。

③　学校の存在意義とは、「地域の担い手を育てる」ことであるという言葉があった。学校教育の使命

を果たすためには、開かれた学校として、地域とともに歩む学校づくりを目指していく必要性をあ

らためて強く感じた。

【小学校③】
⑴　研修内容の振り返り

①　リスクマネジメントとクライシスマネジメントを意識して業務を行うこと。

　　初期対応を迅速に行い、状況判断と意思決定のタイミングをのがさず、チームでの対応を心がけて

いきたい。また、未然に防止するためにも、職場の人間関係を調整していきたい。さらに、教頭の

耳に確実に情報が入ってくるシステムを確立していきたい。

②　学校評価システムを活用することで、具体的な手立てを検討すること。

　　できることからコツコツと取り組み、より高いレベルのあるべき姿を目指していきたい。また、人

材育成を常に意識し、普段からの声掛けをこまめに行っていきたい。

③　ＳＷＯＴ分析を行うことで、学校を取り囲む因子を整理すること。

　　支援と阻害、強みと弱みを書き出すことで、マネジメントがしやすくなると実感した。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　負荷のある課題をクリアした時に味わう達成感が人材を育てる上で、重要なファクターであること

を再認識した。人材を育成する視点を常にもつためにも、やりがいのある職場を意識して仕事に従

事し、モチベーションを高める手法をさらに学んでいきたい。

②　最悪を想って、慎重に素早く誠実に組織的に対応していくことを心がけたい。また、危機の時にこ

そ管理職の真価が問われることを常に意識していきたい。さらに、何事も記録にとる習慣を身につ

けていきたい。

③　勤務時間の適正化を図るためにも、業務改善を積極的に行っていきたい。班での協議の中で、定時

退勤日には「蛍の光」を流すと聞き、斬新なアイデアだと正直驚いた。本校の実情に合わせて、無

駄のない形で、負担のない職場環境を整えていきたい。

【小学校④】
⑴　研修内容の振り返り

①　危機管理であったり、いじめ問題であったりと様々な事例をもとに、実践的な対応についてディス
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カッションできたのは今後の管理職としての職務を遂行するにあたって大いに参考になるもので

あった。

②　学校の規模や地域性等、多様な環境の教頭先生方と話し合う中で、環境の差こそあれ管理職として

大きな視野に立ち学校環境を分析し、学校運営・経営への意識を高めビジョンをもつことが大切で

あると再認識する機会となった。

③　労務管理に関して、事例に則して実際に記録簿や割り振りに関して考えることで、自分の理解不足

を痛感した。管理職として再度勉強すべきと感じた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　保護者や地域に開かれた学校として、地域の中の学校の果たすべき役割の重要性が増してきてい

る。学校の強みを生かしつつ、かつ学校の弱みを補強することのできるプラン作り、顧客志向の学

校作りの視点（多様化した児童の実態の把握に基づく）が必要と感じた。

②　教職員の多忙感を解消するための基盤となる組織マネジメントの考えを講話していただいた。それ

に基づく自校の課題を整理すべきだと感じた。

③　初期対応の大切さは教諭時代も感じていたことではあるが、管理職としては、事後も含めた最悪の

事態を想定した上でのリスクマネジメントを念頭に置くべきであると感じた。

【小学校⑤】
⑴　研修内容の振り返り

①　コーホートによる研修形態

西宮・尼崎の都市部や島文化のある淡路、比較的勤務校と似た環境条件の佐用、三田、姫路とコー

ホートの構成メンバーの勤務条件は様々であった。だからこそ、議論・協議を経る中で、自分には

なかった発想や着眼点に触れることができた。

　②　兵庫教育大学を会場をした研修

大学を会場とした研修場所であるが故に、自然と専門性と学術性の高い研修を受講しているという

意識の高揚を感じた。私自身、兵庫教育大学大学院長期派遣研修の経験があり、短期ではあるが再

び兵庫教育大学での研修機会をいただき、管理職としての力量形成においても、兵庫教育大学が原

点となることに感慨深いものがあった。

　③　毎日の振り返りシートの提出

毎日の振り返りシートの記述は、その日の研修における学びを自覚化させるために大変有効であっ

た。ただし、各日最終講義後に提出だったため、一日を振り返りシートを記述する時間が確保され

ていれば、さらに効果的な振り返りができると感じた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　①　学校のビジョンづくり

研修の中で一番興味を持ったのが、「学校経営ビジョン」についての浅野先生の講義とそれに関連

する演習であった。自校の「強み」や「弱み」、学校の内外環境を把握・分析することによって、

学校のビジョンをつくっていくことの意義を再認識した。
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　②　危機管理能力の向上

當山先生の講義の中にあった「ハインリッヒの法則」は、何度となく耳にしたことのある内容であっ

たが、勤務校においても危機に対する脆弱な状態はある。あらためて、危機管理に対する意識づけ

を行うための定期的な研修等の必要性を痛感した。

　③　教職員の職能開発

人材育成については、自分自身の最重要課題として位置づけている分野であるが、今回の研修にお

いて、「職能開発」という言葉を使用することや、教職員特有の環境や職務内容から人材育成の留

意点があることについて、新たに学ぶことができた。

【小学校⑥】
⑴　研修内容の振り返り

①　（講義）教育改革と学校指導者に求められる力量

「人は、人の命令では動かない。人は、状況の理解及び納得で動く。」浅野先生の講義の中で心に残っ

た言葉である。管理職として、肝に銘じて行動したい。

しっかりと説明責任を果たし、事の状況を共通で理解してこそ、教職員が働きやすくなると思う。

そのことが信頼される教頭となり、校長を補佐できることにつながっていくはずである。

②　（講義・事例紹介）教職員の勤務時間適正化

勤務時間の適正な管理について、私自身がより理解しなければならない事を痛感した。事例演習も

自信を持って答えることができなかった。一層研鑽に努めなければならないと実感した。

加えて、教職員の意識改革が重要課題である。教頭自らが午後８時には必ず退勤するなど継続的に

取り組みを進めたい。

③　（講義）非違行為の防止・いじめ問題と対応マニュアルの活用について

管理職として、自校の職員の非違行為の防止は責務である。そのためにも服務規律研修を校内研修

に取り入れ、その講師として教頭が行い、先頭に立って防止に努めたい。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　他市町の新任教頭と多くの情報交換ができたことは、たいへん有意義であった。また、演習等で、

様々な具体的な事例について、どのように対応を行うかを小グループで話し合う演習によって、

個々の意見を十分に発表したり、聞き合ったりすることができ、学ぶことが多かった。情報を共有

する中で、自校の強みや弱みを再認識するとともに、危機対応時の動きや知識を構築することがで

きた。

　②　さ・最悪を想定して　し・慎重に　す・素早く　せ・誠実に　そ・組織として対応

上記の５つのキーワードとして、危機管理や生徒指導対応に取り組みたい。また、キーワードを本

校職員にも伝え、全職員で組織として、様々な対応に取り組みたい。

【小学校⑦】
⑴　研修内容の振り返り

　①　学校経営ビジョンの構築におけるＳＷＯＴ分析の活用
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　②　教職員の勤務時間の適正化を進めるためのＧＰＨ５０の活用

　③　学校評価は、学校教育目標を具現化する重点項目に焦点を絞ること

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　学校組織マネジメントにおいて、これまで学校教育目標を実現するために具体的な重点項目の設定

が大切だと考えていたが、本研修を受講し、それ以上に「教職員の意識・能力・行動」という変わ

りにくいところに焦点を当て、意識改革をすることが重要であると学んだ。つまり、単年度の取り

組みに止まらない、学校文化の醸成が鍵。

②　危機管理においては、日頃からの備えが大切であるということは理解していたが、本研修を受講し、

駐在所やコミュニティーセンター等の関係機関に、学校の危機管理マニュアル等を配付するととも

に、助言を受け修正を加えていく必要があると学んだ。つまり、学校の独り善がりではない双方向

の連携こそが、実践で役立つ。

③　教職員を育成するための評価とするためには、校内でビジョンの共有を図った上でＯＪＴを実践す

ることと、評価時に教職員を納得させることのできる見取りを、日頃から記録しておく大切さを学

んだ。

【小学校⑧】
⑴　研修内容の振り返り

　これからの教育は、カリキュラム開発と地域との連携協同の考え方が大切であることを学んだ。地

域最適の教育を構想することが重要で、そのためのカリキュラム開発が欠かせない。地域の方々と共

にある地域に開かれた教育課程を目指して行くことが大切である。子どもたちや地域、学校の現状を

よく観察し、教職員や地域の声にもしっかりと耳を傾けること。そして、課題を明確にして改善策に

向けて教職員の共通理解を図りながら取り組んでいく。

　勤務の適正化が今、大きな問題となっている。子どもたちと向き合う時間を確保し、教職員のワー

クライフ・バランスを実現していくことが大切である。教職員の資質・能力の向上に携わることはも

ちろんのこと、時間を意識した働き方に変えていけるよう、見える化、声かけ等、積極的に働きかけ

ていく。

　人材育成に関しては、メンターを中心にして若手教職員を育てていくことが大切である。その中で、

メンターも若手教職員も共に育つことができる。また、主幹教諭や教頭等が、メンターに指導・助言

を行うことで、メンターを支え、育てていく。教職員の意欲を高めるためには、仕事の中で育ててい

くということが大切である。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　「攻めの学校運営」ということを学んだ。ＳＷＯＴ分析等を活用しながら、外部環境の支援的要因

や内部環境の強みを活かしていくことが有効である。また、児童・生徒や保護者、地域住民等の期待

に応えていくことが、ミッションにつながることも学ぶことができた。

　「１つの重大事故の背景に、29 の小さな事故、顕在化しない 300 の異常がある」ということを知り、

危機管理として、初期対応がいかに重要であるかということを学ぶことができた。普段からアンテナ

を高く張って情報収集に努め、事件・事故の未然防止に努めることが大切である。問題点（マイナス
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情報）を洗い出したり、リスクを予測してつかんだりして、そのことを教職員全員で共有して対応策

等について共通理解を図っておくことが必要だと思った。

　情報化・グローバル化が進む現代、状況（環境）に応じて対応していく教育をしていくことが必要

不可欠である。子ども達に「生きる力」を育成していく使命を強く感じている。

【小学校⑨】
⑴　研修内容の振り返り

①　学校組織マネジメントについて研修を受けた際に、管理職として目の前の課題だけでなく、学校経

営に関する長期的なビジョンを持つことが必要であると指導いただいたことが、一番印象に残って

いる。学校のあるべき姿、目指す子ども像、ＳＷＯＴ分析による学校環境の強み、弱みを検討、強

みを活かした攻めの学校経営等、詳しく学ぶことができた。

②　管理職の労務管理について、勉強不足であることが再認識できた。職員の勤務についてもっと意識

をむけること、法規等の関係文書にも目を通し、精通することが必要だとわかった。大変勉強になっ

た。

③　危機管理・危機対応については事例研究を通じて、事案ごとに柔軟に対応しなければならないため、

管理職としてどう動くべきなのか常に考えておく必要があることと、管理職の視点で危機管理にあ

たること、危機管理能力を身につけるために過去の事例に数多くあたり、様々な場合をシュミレー

ション重ねる必要があることを学んだ。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　チャレンジする教頭であること。職員がチャレンジしやすいように教頭自らが率先して取り組む姿

勢を見せる必要があると思った。そしてできた、やった、やろうとした職員を認めフォローしてい

こうと思う。

②　学校の教育目標は、学校組織マネジメント研修で学んだようなプロセスで考えられていることを

知った。「そもそも我が校は何のために存在しているのか。」このことをしっかりと把握しないとい

けないことがわかった。

③　教職員の評価・育成システムについての講義・演習を通して、職員を評価するための情報収集と記

録、そして職員への指導助言が自身にとって必要と学んだ。単に技術的にできないことを指摘する

のではなく、「育てる」という意識の重要さを再確認した。この講義・演習を受けて気を引き締め

て取り組もうと思うことができた。

【小学校⑩】
⑴　研修内容の振り返り

　①　労務管理の講義・演習

勤務時間や職種・給料のことについてたずねられたが、自分が理解できていないことが多かった。

事務職員任せにせず、自ら学ぶことで、知識を蓄えていきたいと感じた。また、記録簿についても、

自分が教職員に指導できるよう、学ぶことができた。

　②　危機管理の演習
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いろいろな事例についての対応を個人・グループで検討することで、実践に即して考えることがで

きた。特に、「全て時系列に記録をとる」こと、「さ・最悪を想定する　し・慎重に　す・すばやく　せ・

誠実に　そ・組織的に」対応することが重要だという言葉が印象に残った。

　③　勤務時間の適正化

「ＧＰＨ 50」を参考に、自校の目標と取組を設定することができた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　①　教職員の職能開発

教頭が教職員にマンツーマンで教える機会は少ない。いかに上手に「場づくり」できるかが大切だ

と感じた。

　②　「人は人を浴びて人になる」

この言葉から、「開かれた学校」の重要性を再認識した。今後、教育課程の理念を保護者や地域に

わかりやすい言葉で伝えていくことが必要だと感じた。

　③　「ミドルリーダーを燃えさせる」

勤務時間適正化について、管理職だけが目標設定をし、声をかけていくのではなく、ミドルリーダー

にもリーダーシップをとってもらうよう仕向けていくことが必要である。全員で取り組んで行こう

とする意識づくりを心がけたい。

【小学校⑪】
⑴　研修内容の振り返り

　教頭の責務について再認識できる有意義な研修をさせていただいた。特に、講義で「気づく感性と

行動力、伝達すること」が大切だという言葉が一番心に響いた。

　そこで、まずは日頃から教頭自身が笑顔を絶やさず、カウンセリングマインドを持って過ごそうと

改めて感じた。まず何より、「職員室の担任」として個性豊かな教職員のストレス・困り感・不安定

さ等心身の様子を察知し、さらにタイミングよく声をかけ、フォローし、意欲を起こさせ、悩みを聞

き、アドバイスできる教頭になろうと感じた。

　また、危機管理面でも、教頭として、校長を中心に、短時間で事例の内容を把握して問題点を見出

し、さらに組織として先を見通して方向性をまとめ、最善と考えられる策を進めていく作業を的確に

行うことができるスキルを高めなければいけないと強く感じた。

　そして、社会に開かれた学校を実現するために常に自身の感性センサーを働かせて、全校児童だけ

でなく、保護者・地域の方々、関係諸機関、その他体外的な方々に対して誠実且つ謙虚に接すること

の大切さを学ぶことができた。

⑵　自己認識の変容の振り返り

　地域との連携の面で、自校は、昨年度の準備期間を経て本年度からコミュニティ・スクールの本格

実施となり具体的な取組を進め始めた。班別演習で、地域人材を活用した外国語活動の取組を知り、

新たな教育課程に向け、そのように他にも自校に取り入れられるものがあるのではないかと感じた。

　勤務時間の適正化に向け、記録簿の活用法について、いくつかの事例をもとに実際の割り振り方等

を学ぶことができた。また、講義や演習で紹介いただいた他校の取組や「ＧＰＨ 50」を参考に、自
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校の実態に合わせて進める具体的なイメージができた。今後は全教職員が主体的に取り組めるよう、

意見を取り入れながら自校で取り組んでいきたい。

　浅野先生の各講義に感銘を受けた。リズムよく、スピーディー且つ要点を絞った話し方と本時の流

れがわかる板書、的確なユーモア等、教頭の業務にも活かせると感じた。

【特別支援学校①】
⑴　研修内容の振り返り

　①　学校危機管理の実際について

これまでに安全管理・事故防止を意識して学校全体を見るようにしていたため、自信をもって取り

組めたが、アウトプットし意見交換することで、良い点、さらに工夫する点を確認することができ

た。

②　ＳＷＯＴ分析を行うことで、外部環境要因を「支援的に働く場合」、「阻害的に働く場合」と視点か

ら客観的に把握することができた。支援要因を発展させる取組、阻害要因を克服する解決策といっ

た視点から、学校活性化を考えることができた。

③　学校マネジメントを行う上で、「目指す姿」が教員と共有されていない場合や、目標設定の高さに

差がみられる場合には、不満をもたれやすいということが実感できた。また他校教頭と交流を行う

ことで、教育課題に向けてどのような姿勢で向き合っているのかを知ることができ、自身の取組を

振り返るいい機会となった。

⑵　自己認識の変容の振り返り

①　環境分析を行い、自校の担う役割を意識することで、学校長の目指す「あるべき姿」を具体的に理

解することができた。また、本校教頭としての役割を実感し、学校が保護者や地域から何を期待さ

れているのかを理解し、自身のやりがいをみつけることができた。

②　演習等を通して他校の実践例を聞くことで、新たな学校経営に関するアイデアが浮かんだ。働き方

改革をすすめる上で、定時退勤時刻には「ほたるの光」を流す等、少しほんわかした気持ちになる

取組例を知ることができた。楽しい要素を盛り込みながら、働き方改革をすすめていくのも一つの

方法だと感じた。

③　教員の資質向上を図る上で、意欲を引き出すことが大切だと実感した。やらされている感覚よりも、

少し難しいくらいの目標を自ら設定し、具体的にどれだけすればよいのか見通しを持たせること

で、パフォーマンス向上につながることがわかった。
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管理職（教育行政職）としての職能成長プラン（第１期）

【高等学校①】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・教科指導・学年・生徒指導・部活動指導など多くの経験を積んできたこと。

・豊富な経験を土台に広い視野を持ち、現場を見ることができる。

・生徒に願いを持ち、粘り強く働きかけ、成長を共に喜ぶことを基本としている。

・長期的展望を持って職場を見て、議論も率先して行うことができる。

・常に教職員とのコミュニケーションを大切にしている。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・何でも率先して行い、時折丁寧な意見交換や仕事の分担、配分を疎かにする部分である。協働や専

門の力で相互支援する関係を築く必要があるのに、目の前の業務に没頭してしまう部分がある。「木

を見て森を見ず」と自戒している。

・教育課題は多いが計画的に教育活動をマネジメントし、担任が十分に実践できる環境づくりに努力

している。

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・「何のための教育活動か」「この教育活動がどのような意味を持つか」を常に考える。

・学校組織マネジメントで重要な事柄は「教職員のモチベーションをいかに高めるか」である。浅野

良一教授が言われる「いかに学校の資源を考えて有効に活用するか」が重要である。教職員の相互

の信頼を高め、相互援助をすすめて活力ある職場を築きたい。

　②　「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・明確な目的や目標の設定と行動指針の確立

・コミュニケーションの充実

・協働的な関係の形成

・支援的な要素の発見と活用

【高等学校②】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・学校内外におけるコミュニケーション能力

・仕事を遂行するに当たっての使命感と責任感

・教員集団を引っ張るリーダーシップ

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育関連法規についての知識と活用能力

・学校における危機管理能力
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・作業遂行におけるタイムマネジメント能力

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・コミュニケーション能力に磨きをかけ、主幹教諭として管理職と教職員のパイプ役を果たすととも

に外部団体への学校ＰＲに積極的に関わる。

・教職員（特に若手）の日頃の言動を観察し、積極的に相談に乗って適切なアドバイスをすることで

教職員の人材育成に努める。

・校務分掌や部活動について、他の教職員に一定の方向性をしっかり示すとともに任せられる仕事は

任せ、必要なフォローをし、その結果に責任を持つという姿勢を貫く。

　②　「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・教育関連法規について学ぶ機会を増やし、日常業務や労務管理、問題行動への対応などについて、「教

育実務必携」などを活用し、その法的根拠を調べ、考える習慣を付ける。

・校内の危機管理マニュアルを熟読し、不測の事態が発生した時に主幹教諭として、管理職としてど

う動くかシュミレーションする。

・時間のかかる業務について、その原因を洗い出して改善に努める。

【高等学校③】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・自分の担当している分掌の役割を認識し、課題を見つけ、解決策をある程度提案できること。

・新しいことを始めなくてはならない時に、とりあえずやれるところから行動することができること。

・現任校がおかれている地域の状況をある程度把握できること。（自分が育ってきた地域であるため）

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教職員のコミュニケーション能力。事務伝達や、提案、相談等は大丈夫だと思うが、先生一人ひと

りの考えなどをゆっくり聞く傾聴力は鍛えなければならない。

・一つのことがもたらす学校全体への影響を考え、伝え方や提案の仕方を考えること。

・情報の整理、書類の整理能力の向上。

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・ＳＷＯＴ分析や学校組織運営のノウハウを学び、理論的に学校の課題を分析し、解決策を見出すよ

うに努めること。

・「新しいことを始める時」の手法の整理や、その裏打ちをわかりやすく説明できるようになること。

・勤務校が変わっても、その地域の状況がある程度把握できるようになるため、市町村の自治体など

の HP などを参照し、情報収集に努めること。

　②　「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・傾聴力の訓練。キャリアカウンセリング（以前に自学で資格取得）について自己研修を現場で行う

よう意識して行動する。
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・観察力を鍛える。

・整理整頓を心がけ、事務処理は、毎日ノルマを決め確実に行っていくこと。

【高等学校④】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・相手の思いに寄り添いながら、協力を得るように話し合う調整力。

・誠実に対応し、粘り強くやり遂げる責任感。

・総務部長や教務部長を経験し、組織的に学校を動かすマネジメント力や事務処理を適切に行う力。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・危機管理についての対応力。

・管理職としての労務管理や教育に関する法的知識。

・新しいアイデアや企画を学校運営に活かす豊かな発想や柔軟性。

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教職員への寄り添い、前向きに意見を傾聴し、それに対して学校組織の全体的なバランスを考えな

がら、適切にアドバイスを行えるようにつとめる。

・何事にも真摯に取り組み、リーダーシップを発揮しながら、適材適所に仕事を任せ、支援しながら

結果を評価し、人材を育成していく。

・教職員の資質や能力を把握して、コミュニケーションを図り連携しながら、学校組織全体を視野に

入れながら、学校運営の組織的・活性化を図る。また、仕事の優先順位を考え、計画的に見通しをもっ

て業務を処理していく。

　②　「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・危機管理に対しての対応を日常の業務の中でイメージし、具体的な内容のシュミレーションを行っ

てみる（今回の研修を参考に）。また、現場での校長・教頭の危機管理への対応を学び、その能力

を身につける。

・日常の業務の中で、法規に関することで不明なことがあれば、その都度、法令を確認し、法的な根

拠を学び知識を蓄積していく。また、管理職としての幅広い知識を習得するため、いろんな本から

情報を得たり、研修等に自主的に参加し、法規等の学習を深める。

・学校現場での研修以外にも、余暇を利用しての読書やスポーツ、地域社会での活動を通じて他業種

の方との交流も深め、考え方の幅や発想を広げる経験を重ねることで、新しいアイデアや柔軟性を

身につけていく。

【高等学校⑤】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・職務遂行のための使命感、責任感が備わっている。
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・教職員、保護者、地域との連携能力が備わっている。

・情報発信を積極的に行う能力が備わっている。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・迅速且つ適切に判断する能力が備わっていない。

・あらゆる法規の知識と活用能力が備わっていない。

・説明責任を果たす能力と覚悟が備わっていない。

⑵　方策・計画の策定

　①  　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

　校務分掌が総務・図書部長ということもある、日々の教育活動において、学校行事の企画・運営

や広報活動、保護者や地域との連絡調整を行う機会が多い。総務・図書部の中で連携を張りながら、

教職員と一致団結して学校の活性化を図りたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

　主幹教諭としての立場を認識し、主体的学校運営に携わり、「自分ならどうする」と自問自答し

ながら、自己研鑚したい。

【高等学校⑥】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・普通高校、工業高校、特別支援学校の経験があること。

・特別支援教育コーディネーターとして、校内支援、地域支援、福祉との連携などを行ってきたこと。

・ファシリテーション（特に合意を形成していくタイプの会議）。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・学校を経営という視点からとらえ、ミッションや重点目標を設定する力。

・教職員に対して法的根拠を示して説明理解してもらう力。

・教育課程、カリキュラムなど教務的部分の力。

⑵　方策・計画の策定

　①  　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・中途半端な経験という見方もされかねない。特に特別支援学校以外は、現場を 15 年近く離れてい

るので、最新の動向や情報を意識的に見ていく必要がある。

・自校にも福祉との連携が必要な児童生徒がいる。学校や地域が変われば連携の仕方が違うので、一

から学ぶことで幅を広げていきたい。

・学年主任や記念行事の部長などで、教職員の意見をまとめていく必要がある。合意を形成していく

のはもちろんんのこと、そのなかで自分の意見に納得してもらう力もつけていきたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・自校の管理職と常に報告相談などをするなかで、分からないことや疑問に思ったことを質問してい

きたい。

・今年度、自校の高等部で教育課程の再編成が行われる。現在、私が所属している学部でもあるので、
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管理職と連携をとりながら積極的に関わっていきたい。

【高等学校⑦】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・課題を発見し主体的に解決していく力（マネジメント能力）

・組織を円滑に動かすための事務能力

・諸問題に対して状況悪化を最小限に留める力（危機管理能力）

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・視点を学校全体へ向けること

・労務管理関係法規の知識不足

・教職員の評価・育成システムを身につけること

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・課題を発見し主体的に解決していく力（マネジメント能力）について

本年度から主幹教諭となり、教職員の資質能力向上担当として服務規律や進路指導等についての研

修計画を立て、若手教員の育成に取り組んでいるが、研修会の企画・運営について、管理職の指導

や助言を受けながら実践を行い、マネジメント能力をさらに高めていく。

・組織を円滑に動かすための事務能力について

新しい体制づくりや業務改善を行う際には、業務マニュアルを作成し、業務の効率化を図っていく。

その際、管理職と相談しながら、文書作成等を行うことで事務能力をさらに高めていく。また、作

成したものはすべて次の担当者に引き継ぎ、円滑な組織体制の構築を図る。

・諸問題に対して状況悪化を最小限に留める力（危機管理能力）について

学校では日々、様々な問題が発生する。状況によって対応の仕方も変わってくる。様々な問題の解

決を図る中で、危機管理能力をさらに高めていく。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・視点を学校全体へ向けることについて

学年主任として学校教育活動に取り組んでいるが、私自身の持ち場を中心とした視点になりがちで

ある。常に全体を見渡せるようになるため、教職員に積極的に声かけを行い、風通しを良くし、各

部の情報収集を行うことから学校全体を見渡す力を身につけていく。

・労務管理関係法規の知識不足について

学校運営を進めていく上で大切なこととして、「生徒のためになるか」「法的に問題はないか」「保

護者への説明はつくか」「予算は大丈夫か」という点が大切である。日々の学校教育活動に携わる

中で、法的根拠を明確にしていきながら、法的関係の力量をたかめていく。

・教職員の評価・育成システムについて

この度の研修で、教職員の評価・育成システムに関する内容も学んだが、初めての経験であり、よ

く理解できていない部分も多い。研修資料を見直し、システムについての理解を深めるとともに、
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研修会等があれば積極的に参加する等、機会を捉えて学んでいく。

【指導主事①】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・行動力・実践力を活かし、新たな取り組みを行うことができる。

・ＰＤＣＡサイクルを活用し、業務の効率化を図ることができる。

・外部との折衝や協力・連携できる組織作り

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育法規・行政に関する知識

・常に余裕を持って仕事に取り組み、感情を表に出しすぎない

・マルチタスクになった際の進行管理

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・より多くの事業を考察しながら経験すること。

・常に情報を収集し、今後の教育のために何をするべきかを考えておく。

・仕事以外の人とのつながる機会を増やし、ワークライフバランスを考える。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・根拠となるものは何かを調べ、聞き、覚え知識量を増やす努力を怠らない。

・想定外のことが起きたり、進行管理が出来ず時間に余裕がないときも、行動に表すことなく、平常

心で仕事できるように心がけていく。

・スケジュール管理の方法を見直す（付箋→ガントチャート式へ）

【指導主事②】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・根気強さ

・特別支援教育、防災教育に関する知識及び経験

・教育相談で培ったカウンセリングマインド

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育法規の知識

・教育行政に関する知識

・指導助言ができる力量

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・スケジュール管理をし、スモールステップで日々の業務にあたる。

・特別支援教育や防災教育の視点で学校経営を考える。
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・地域や関係機関等と積極的に連携し、良好な関係を築く。現職においては、管内の市町教育委員会

担当者との対話を大切にし、良好な関係を築く。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・教育実務必携を読んだり資料を収集したりして、知識の積み重ねを図る。

・同僚の決裁等を通じて、担当業務以外の事業についても知識をもつ。

・様々な研修会への参加や、資料の収集に努め、自己研鑚を図る。

【指導主事③】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・現場での経験

・特定の分野での専門性

・学び続ける意欲

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・業務の全体像の把握とタスク管理する力

・国が目指す教育ビジョンを踏まえた自分の使命の具体化

・指導主事としての専門性の向上

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・行政の場で現場経験を踏まえて思いを伝えること

・教科や分掌で培った、特定の分野の知識を全体の業務の中に位置付けること

・新しい情報に触れる機会に恵まれているだけでなく、自主研修を積極的に行い、知識を得ること

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・いつから業務を開始し、いつまでに終えるかというガントチャート方式のタスク管理を行うこと

・国や県の施策についての知見を広げ、国や県が目指す教育の姿を理解して、情報提供をすること

・新聞や書籍等から新しい情報を得て見識を深め、自主的に様々な分野の研修に参加すること

【指導主事④】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・創造性と実行力

・協働性や人との調和力

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・効果的・効率的な職務遂行能力

・教育行政において、職務に対するビジョンの構築

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策
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・創造性と実行力

学校現場で培った創造性をもとに、人権啓発という職務に対する専門的知識を高め、求められる成

果に向けて、自分の考えや案を具現化できるようにする。そのためにも常に自分の職務の見直しを

怠らず、反省やふり返りを大切にし、次の計画につなげていく。

・協働性や人との調和力

よりよいものを創り、職場を活性化させ組織力を向上するためには仲間との協働が不可欠であると

考えるので、周囲の人としっかりと意見交換を図り、報告、連絡、相談の流れで取り組む。コミュ

ニケーションを図り、計画的に職務を進めていく。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・効果的・効率的な職務遂行能力

教育行政の仕事の流れを理解し、文書法制事務を含め、計画的に職務を進めていくようにする。先

輩や上司から学ぶとともに、ＰＤＣＡサイクルで進行状況を見直しながら取り組む。「指示をうけ

ること」「報告すること」を基本に指示への迅速な対応をしていく。

・教育行政において、職務に対するビジョンの構築

自分の職場、職務に求められるものをしっかりと理解し、他の職員とベクトルを一致させ、総合力

を発揮していく。いつ、だれが、どこで、何を、どのように、なぜ、いくらでの５Ｗ２Ｈで取り組

むべき事柄を認識し、明確なビジョンをもてるようにする。

【中学校①】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・指導力のある校長のもと、様々なことを学ぶ機会がある。

・担任、進路指導主事、生徒指導主事、学年主任と、色々な立場の仕事をさせてもらった経験があ

り、それぞれの職務の内容などについて、ある程度の理解がある。

・現任校で主幹教諭から教頭となったため、学校や職員について知っていることが多い。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・学校組織マネジメントの講義を受けたが、学校の現状を把握しビジョンづくりをどのようにやって

いくか等の考えがあさい。

・学校経営に必要な法的知識が不足している。

・教務の仕事の経験がないため、特にＰＴＡ関係の仕事の理解が少ない。

⑵　方策・計画の策定

　①　「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・若手教員が増えているため、積極的にコミュニケーションをとり、理解を深める。

・アンテナを高く持ち、全体の動きや感じをたえずつかんでいく。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・積極的に仕事に関わる。

・わからないことは調べたり、聞いたりして、理解していく。
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・今回の特別研修で学んだことについて、さらに学習を深めていく。

・ＰＴＡとも積極的に関わっていく。

【中学校②】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・協調性

・授業力や生徒指導力

・責任感

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・強いリーダーシップ

・指導力

・広い視野

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・学校は組織であり、組織をうまく機能させるには、人間関係の調整が重要である。日々の勤務で、

私の得意な調整力をさらに伸ばしていく。

・自らが授業を行うことで、生徒が主体的に学ぶ授業づくりの見本となる。

・学校の管理職として、全生徒、全職員のことをしっかりと把握するために、コミュニケーションを

大切にし、皆が安心できる学校づくりに努める。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・管理職としての役割をより意識し、学校長の学校づくりのためにサブリーダとして動く。例えば校

長が教職員へ話をされた後は、その願いの模範を示すような言動をしたい。

・正しいことは正しいと認め、間違っていることは間違っていると正せるような、毅然とした言動が

できる管理職になる。

・目の前の事務や業務に追われるのではなく、先を読み、できる限り生徒のため、教職員のために時

間が使える管理職でありたい。

【中学校③】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・心と体の健康

・仲間と協力して取り組む力（協調性）

・連携力

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・危機管理能力

・素早く的確な決断力
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・講話等の話術

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・毎日溌らつとした態度で、生徒、保護者、教職員と接する。対応する方々に元気を与えられるよう

な接し方をしていきたい。

・これまでの経験により広がったネットワークを活かして、情報収集や相談、連携をとり、協力体制

を強化していきたい。

・道徳の教科化にむけ、市教委での経験をいかし、学校での取組がスムーズにいくよう教頭としてア

ドバイスしていきたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・危機管理に関しては、学校の防災の責任者として活動できるよう、夏、防火管理者資格取得講習を

受講する。

・危機管理に関する様々な事例を収集し、対応の方法をシュミレーションする。

・人を納得させたり、やる気を起こさせるような会話術、講話術を様々な研修会で学び、報告する機

会を自ら進んで持つ。

【中学校④】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・職員・保護者に対して誠実に対応し、自分の言葉で話をする力。

・職員とコミュニケーションがとれており、個人的・職務上の相談に対して、適切に助言する力。

・問題行動等における関係機関とのつながりと危機管理意識の強さ。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・服務等に関する法的根拠など、法規に関する知識に欠けている。

・時間の有効活用として事務処理を的確に素早く行う必要がある。

・いままでの一教諭との違い、職員との接し方など教頭としての言動について考えていく必要がある。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教頭として、学校全体を常に意識し、行動することを習慣づける。

・職員と積極的にコミュニケーションをとることにより、職員の考えを聞き、自分の考えを伝えるこ

とにより、リーダーとなる中間層のやる気の向上と、組織の活性化を図る。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・法規について積極的に学習する。また、職務を法規と関連づけて考えることを習慣づける。

・保護者・職員に接するときに、自分が教頭であることをしっかりと意識した言動を常に心がける。

・管理職としてのことば、姿勢、考え方を校長から学んでいく。また、常に意識していく。
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【中学校⑤】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・生徒指導上の問題や学校事故、教職員の非違行為などが発生した時の危機管理能力。

・関係機関や保護者、地域の諸団体等とのネットワークや協力関係を構築する調整力。

・校長の学校運営方針の下、全職員の協力・協働体制を構築する力。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育改革の方向性を見据えた教育計画及び研修を企画・実行する力。

・教職員（特に若手教職員）の実践的教育力を高める力。

・教職員の勤務時間の適正化を推進するため、実効性のある方策を実行する力。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・危機発生時に迅速かつ組織的な対応ができる強固な職員組織にするため、現任校の課題を整理し課

題克服のための研修を充実させる。

・教頭として関係機関やＰＴＡ、地域の諸団体と学校との連携の「窓口」としての役割を積極的に果

たす。

・全職員への気配り・目配り・声かけなどを心がけることで意思疎通を図り、風通しが良く働きやす

い職場環境を作る。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・地域と連携した（地域に開かれた）カリキュラム開発について研修を深める。

・小規模校である現任校の課題を踏まえ、ＯＪＴの手法や学校間連携及び小中一貫教育の視点を取り

入れた教職員のスキルアップのための研修を企画・実行する。

・「勤務時間の適正化」に向けて、業務改善や行事の精選を組織的に進める体制を整備する。

【中学校⑥】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・コミュニケーションを取り仕事を進める調整力

・誠実な態度で人と接する

・話を聞くことができる

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・各種法規の知識に基づく判断力

・学校ビジョン等の構築についての論理的な文章力

・組織的に教職員を動かすためのマネジメント力

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教職員の資質や能力を把握するとともに、一人一人に分け隔てなく声をかけ、心身の様子を把握す
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る。相談があればいつでも親切に対応するよう心がける。そして適切なアドバイスをする。コミュ

ニケーションを図り、業務を遂行していく。教職員のメンタルヘルスのケアについても留意し接し

ていく。

・何事に対しても真摯に業務に取り組み、リーダーシップを発揮し、教職員の意識の向上を図る。

・自分勝手な考えや偏見を無くすことが必要である。相手の訴えを真摯に受け止めるために、いつも

冷静でいられるよう自己コントロールを心がける。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・日々の実践の中で、教育法規に関することで分からないことがあれば、法令を確認し法的な根拠を

学び、知識を蓄積していくことを習慣化する。また、研修会や学習会に積極的に参加することを心

がけたい。

・学校長のリーダー性や教育観について積極的に学ぶようにしていき、管理職としてのビジョンの示

し方、式典などで学校全体に伝える講話力など、その都度学びたい。また、国の動向や県の施策や

通知文について積極的な情報収集を行う。

・校長の学校経営手法を学ぶ。また、研修等を重ね、経験を積むことによって幅広い視野を持って先

を見通せる力を身につける。自信をもって判断指導助言ができるよう日々努力する。些細なことも

見逃さずアンテナを高くし、最悪の事態を考えながら教育活動を行う。

【中学校⑦】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・教諭に対する職能育成力。これまでの教育実践で習得した教科指導や学級経営、生徒指導としての

スキルを教員の指導力育成に活用できる。

・豊かな人間性とコミュニケーション力。職員相互の共通理解と協働体制を確立するための人間関係

構築に不可欠な力量であると考える。

・教育に対する熱意と使命感。管理職として教育環境の改善や質の向上を図り生徒や地域に還元する

という強い思いに基づいて勤務に取り組んでいる。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・法的な知識の不足。学校運営に関わる法規に対し絶対的な知識量が十分とは言えない。特に勤務時

間やその扱いなど、服務に関する部分が弱い。

・危機管理に対する経験量の不足。危機的状況の経験がない故であり、疑似体験等による演習経験も

ないので具体的対策について知識が少ない。

・教頭としての実務経験の少なさ。やむをえないことではあるが、初めて扱う職務内容がほとんどで

あるため、経験による対応ができない場面が多い。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・自己の得意分野を認識し、積極的に活用することで「強さ」のさらなる伸長を図る。若手の職能育

成活動に積極的に参加し、若手と同時に中間層への指導にも自身のスキルを活用する。
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・「職員室の担任」を自覚し、積極的に職員とコミュニケーションを持ち、その特性を把握すると同

時に、自身のコミュニケーション能力向上も図る。職員一人ひとりの適性が十分に発揮できる分掌

の提言を目指す。

・自身の取り組みが生徒の教育に直接、間接的に関わっていることを重く受けとめ、自覚と責任を維

持しつつ日々の勤務に取り組む。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・校務に関する法規の研修に積極的に取り組みつつ、日々の勤務の中で法規を確認することで、法規

を意識した運営ができるよう自身の職能を伸長する。

・危機管理については訓練や演習などの機会を設け、疑似体験により具体的な対応を繰り返し行う。

自身とともに職員の意識とスキルの向上を図る。

・経験不足については、先輩となる校長の指導や、事務職員のアドバイスを受けつつ、誠実に日々の

校務に取り組みスキルを上げたい。

【中学校⑧】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・教職員と円滑な人間関係を築くことができる。

・学校の現状を分析し、学校組織を向上させるための方策を提案できる。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・組織をまとめ、リーダーシップをとる能力

・物事を高所から捉え、俯瞰できる力

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教職員一人ひとりと話をする機会をより多くし、さらに多くの教職員とも話をする。

・本研修で学んだ分析方法を活用し、理論的な裏付けのできる分析を行う。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・教頭としての自覚をさらに持つ。

・一つの角度や分掌の目から学校を見るのではなく、「組織を動かす」視点を持って校務に取り組む。

【中学校⑨】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・主体的な学び、深い学びを中心とした授業改善をこれまで学校全体の取り組みとして推進し、現勤

務校の授業スタイルの確立に努めてきたこと。今後も日頃の授業参観の実施、グループ研修の実施

により、授業研究の充実を図る。

・教務主任や学年主任、不登校生徒支援等を担当する中で、学校全体の動向や教職員の取り組みを把

握し、調整する力、コーディネーターとしての役割を果たすこと、また外部と円滑に連携したり、
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折衝する力を培うこと。

・市内で 24 年間中学校教諭として携わり、同僚として一緒に勤めさせていただいた職員も多く、自

分のこれまでの取り組み等を通して自分のことを理解いただいている教職員や地域の方が校内外

に存在していること。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育の大改革期に学校の使命を果たすべく、自分自身の管理職としての学校ビジョン、ミッション、

そしてリーダーのマネジメント能力についての認識がまだまだ甘い。

・人材を育成する力。教職員の適性や能力を把握し、日頃からコミュニケーションを図りながら、一

人一人がより力を発揮し、より特性を生かせるように、自分の力を伸ばしたい。

・社会の変化に対応した組織マネジメントや学校経営、教職員の職能開発をより実践するための指導

力、表現力、説得力。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・カリキュラムマネジメントについて、カリキュラムをいかに開いていくかを真剣に考え、その具現

化に向けて取り組む。

・「風通しのよい、チームで対応する職場」をめざし、教職員の資質や能力を把握しながら、コミュ

ニケーションを図り、教職員のメンタルヘルスの保持についても留意し、接していく。

・学校内外の資源の活用等に向け、学校の外部機関、保護者・地域との連携をさらに充実させ、コミュ

ニティ・スクールの推進に努める。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・管理職としての学校経営手法をさらに学び、学校組織マネジメントの能力を身につける。

・意欲、やる気、動機づけという部分で職員の声かけから実践し、校内でのさまざまな活動や取り組

みを、教員の育成の観点から見直し、ＯＪＴの実践に努める。

・日々の業務を法的根拠や、社会通年を意識しながら行い、何事に対してもリーダーシップを発揮し、

教職員の意識改革に努める。
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管理職（教育行政職）としての職能成長プラン（第２期）

【小学校①】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・学校の教育・学習活動の改善能力

・保護者・地域社会との連携構築能力

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・学校ビジョン・目標の創造と共有化の能力

・合理的組織運営能力

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・学校の教育・学習活動の改善能力

校内研修を経営する力量や教職員評価・育成制度によって教職員の意欲と職能の向上を図ることが

必要である。

・保護者・地域社会との連携構築能力

学校と地域の教育・学習活動において協働をつくる能力、および学校評議員制度を効果的に活用す

る力量が求められる。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・学校のビジョン・目標の創造と共有化の能力

自律的学校経営を担う学校長のビジョンや目標について、教頭として、教職員に具現化することに

より、教職員と共有できる。ビジョンや目標達成に向けての協働が管理職と教職員間に生まれる。

ビジョンや目標への保護者・地域の理解は、学校への支持と支援につながる。そのためには、日常

からその都度コミュニケーションを図る必要がある。

・合理的組織運営能力

学校管理職として、学校組織の特性を理解して、児童や教職員の安全を確保し、学校を効率的に機

能させる、学校のマネジメント能力を身につけていく必要がある。そのために、基本的能力として、

教育法規等の知識と応用能力が必要である。

また、特色ある学校づくりに向けた予算編成・執行能力、結果責任を明らかにするための学校評価

能力、そして危機管理能力を常に心がけていく必要がある。

【小学校②】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

　自分の強みは、調整力と文書処理能力だと思っています。自校の教職員間はもとより、外部機関、

地域、保護者、ＰＴＡ各部等と、日々やりとりしながら、それぞれの考え方や思いをくみ、文書処

理を効率よく行い、物事を迅速により良い方向に進めていくことができるよう努めています。
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　また、兵庫教育大学教職大学院での長期派遣研修で得た知見やつながりも強みであり、さまざま

な教育活動や研修の企画実施等に活かしているところです。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

　教育法規についての知識や実務について、さらに学ぶ必要があると感じています。管理職として、

施設管理や教職員の服務等に係る知識を身につけるだけではなく、活かしていかなければなりませ

ん。

　また、有する免許以外の校種や教科についての知識も必要だと感じています。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

　外国語（英語科）の免許を持っており、小学校外国語活動に関する知識や実践も積んできました。

この「得意分野」と「強み」である調整力や文書処理能力を活かし、市教育委員会や市内小学校教

育会と連携・協働し、今後の外国語活動の早期化及び教科化に向けて推進していきます。これによ

り、自身のさらなるスキル、指導力、資質の向上に努めます。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

　管理職研修において意欲的に学ぶことはもちろんのこと、他の受講者との交流を図りさまざまな

実践や情報を得ていきたいと思います。また、日々の勤務においてもＯＪＴの意識をもって、自校

の学校長の指導助言を得ながら取り組んでいきたいと思います。

【小学校③】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・私は、過去に小学校の事務職員を５年間経験していたため、予算書や旅費などの事務処理は、内容

理解が出来ていることが強みである。

・話をよく聞くことも強みである。職員からも「親身になって話を聞いてくれる。」と言われること

が何度もある。

・何度も同じ失敗をしないように気をつけていることも強みのひとつである。初めてのことを行う時

は、要領がわからなく、スムーズにいかないこともあるが、次回からはうまくいくように工夫する

ようにしている。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・先を見通した学校経営ビジョンを構築する力である。

・統率力を身につけることも私自身の課題である。教職員一人一人の長所を伸ばしつつ、それを組織

として機能されるというところまで至っていない。

・クレームに対する対応能力をつけていく必要があると感じている。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・事務処理全般に関わる処理能力のスピードを上げていきたい。

・子ども・保護者・地域の方と積極的に関わることで、さらにコミュニケーション能力をつけていき
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たい。

・事あるごとに気になることをメモし、これを有効に活用させていきたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・先を見通した学校経営ビジョンを構築する力は、今は目の前のことで精一杯のこともあるので、見

通しながら余裕を持って仕事に臨みたい。

・統率力を身につけることも私自身の課題である。教職員一人一人の長所を伸ばしつつ、それを組織

として機能させるというところまで至っていない。職員一人一人をよく観察しつつ、助言し、組織

として確立できるようにしていく。

・クレームに対する対応能力をつけていく必要があると感じている。これは、経験から身につく部分

も多い。多くの人と関わっていくなかで、身につけていきたい。

【小学校④】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・人とつながる力

自身を振り返るとこれまで、多くの出会いに恵まれていた。教師になりたての時や社会体育での出

会い。児童を通した保護者との出会い。20 年たつ今でもつながりを絶やすことなくお世話になっ

ている。今後も新たな出会いに対し真摯に願いや思いに寄り添う姿勢を大事にし続けたい。

・見通しを持つ力

活動の中で日数を数えながら計画的に教育活動を進めてきた。常に見通しを持ち進むことは職務に

ゆとりと考える時間を創る。特に複数の仕事を同時進行で進める場合には、有効である。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・対話力（異なる価値観に対し折り合いをつけ実行する力）

対話といいつつ自分の思いが先行し押し通してしまった経験がある。視野を広くした観点で考え提

案したつもりでも、様々な立ち位置から複数の願いや指摘で、結局、なし崩し的になることが多い。

ビジョンを正確に伝えることとそのための折り合いを考えながら進めることが必要である。

・指導力（伝達する力）

自分の経験値に依存する傾向がある。多分に感覚的なものがある。きちんと理論立てて伝達するこ

とを心がけていきたい。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教育活動を点ととらえるのではなく目的と連続性を確認しつつ地域に足を運び、様々な人材を知る

こととつながることを心がける。

・中長期的な目標を視覚化し常に見通しを持った学校運営ができるよう心がける。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・情報を収集し様々な話題について管理職として判断していくトレーニングを平素から心がけるこ

と。
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・人材育成の観点から自身が経験したことのない事象に対応する力を高めていくため、仕事に優先順

位と軽重をつけ、日々学びを意識し積極的に職員と会話する。

【小学校⑤】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・職員や保護者から悩みを相談され、よりよい解決方法を一緒に考え、前向きな気持になれるように

関わることができる。

・現行のままでいこうとせず、よりよい方法ややり方をみんなで考え、みんなで取り組んでいくよう

にしようとする。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・学校内や通学路など、児童に関わる領域すべての危険予知能力、管理能力。

・どの年代の職員もさらに成長できるような人材育成能力。

・効率よく校務、業務をこなす情報処理能力。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

　人はみなより良く生きたい、がんばりたいという望みを持っている。その悩みを持つ人が、職員

であれ保護者であれ児童であれ、誰であってもしっかり思いを聞き、ともにより良い方策を考え、

寄り添える管理職となる。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・危険箇所については、とにかく自分の足と目で察知することと、職員や保護者、地域からの情報を

得て、必要に応じて修繕や回避措置を行ったり、児童や職員に危険を呼び掛けたりし、事故の未然

防止に努める。万が一危険な事案が起きた場合は、的確な対応を迅速に行う。

・若手であれベテランであれ、職能意欲は責任や承認、達成によってさらに伸びゆくものと研修で学

んだので、責任ある仕事を任せたり、達成できた時にはそれを称え認めたりして、さらに意欲を喚

起し、成長につなげる。

・仕事内容に優先順位をつけ、目標時間を設定して業務にあたる。職員の手本となれるように、早め

早めに仕事をこなし、宣言した退勤時刻を守る。

【小学校⑥】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・教育相談担当をしていた経験から、クレーム対応や問題行動に対して適切に対応することができる。

また誰に対しても公平公正に、誠実に対応するコミュニケーション能力がある。

・任された仕事に対しては最後までやり遂げるという使命感と、常によりよい方策を求める向上心が

ある。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）
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・学校を組織的にマネジメントする力

・危機管理能力を高め、判断力を養う。

・教育関係法規等の知識が足りない。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教職員一人一人の特性をしっかりと見極め、さらにコミュニケーションを図りながら風通しの良い

何でも相談出来る職場作りに努める。教職員の負担感を減らし、勤務時間の適正化を図るためにも、

アンテナを高くして問題の早期発見早期対応に努めていく。

・保護者や地域との交流をさらに深めることで、学校に対するニーズを把握して、それにこたえる手

立てを具体的に考えていけるようにしたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・学校マネジメントについてまだ理解が不十分だと感じるので、今回の研修資料を読み直してもう一

度演習をやり直すなど引き続き学んでいきたい。

・危機管理における管理職の役目について、改めて考えてみると実際的な動きが十分には考えられて

いないことがわかった。普段から課題場面をより具体的に想定し、シュミレーションしたものを書

き出して絶えず見直し、バージョンアップしておくことで、重大な事態が起きたときに適切に対応

できると考える。

・問題が起きたときに、解決策を考える根拠となる法令や法規が調べられるように、必要な法令集な

どをいつも手元に置いて見るようにする。

【小学校⑦】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・隣接する中学校に勤務していたことである。小学校の間に身につけておく必要のある力について職

員に具体的にアドバイスができると考える。また、卒業生は前勤務校の中学校へ入学するので、連

携、情報交換も行いやすい。

・コミュニケーション力が高いことである。人と会話するのが楽しく、人とつながることが得意であ

る。地域とのつながりが強い小学校なので、地域の方と大いに連携したいと考えている。

・子育て経験があるということである。自分も子育てを経験してきたので、職員や保護者の、子育て

中の苦労、悩みを共有しやすいと思う。女性に対してだけではない。今、案外見過ごされているのは、

「イクメン」職員の苦労である。女性職員ほどに配慮がなされていないのではと感じている。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・小学校の勤務経験がないことである。自分の子ども達が小学校に在籍している時のことを思い出し

て動いている程度なので、職員への授業の具体的なアドバイスや児童の指導に難しさを感じてい

る。また、学校行事等、先の予想ができず、先回りして動けない。日々修行である。

・管理職として必要な教育行政に関する知識に乏しい。担任経験は豊富だが、学年主任を１年間した

だけなので正直わからないことだらけである。職場に迷惑がかからないよう、積極的に学ばなけれ



―161―

ばならないと感じている。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・「中学校では」「小学校では」で終わらないよう、小・中学校の職員が交流する場を設定できるよう

積極的に働きかける。

・地域との交流行事には積極的に参加し、人間関係を構築する。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・「小学校についてはわからない」ではすまされないので、フットワークを軽くし、積極的に授業を

見に行ったり、子どもと接したりしていきたい。

・スケジュール管理を意識する。小学校での勤務経験がないので、先が予想しにくい分、意識してス

ケジュール管理をする。自分に対してはもちろんのこと、職員に対してもである。

・教育行政に関する知識も自ら時間を作り学んでいきたい。勤務時間適正化に向け、法規的な知識を

深め、まずは自分から超過勤務を減らす努力をする。

【小学校⑧】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・平成 28 年度末までの過去５年間、尼崎市教育委員会で特別支援教育担当の指導主事をさせていた

だいた経験から、傾聴する大切さ学ばせていただいた。保護者の子どもや学校に対するニーズを把

握し、それに対して適切に対応することができる。また、学校からの相談に対しても学校長の思い

を受け止めながらよりよい手立てを提案することができる。更に、誠実に対応し、学校側と保護者

とのニーズを調整する力がある。

・任された仕事に対しては最後までやり遂げるという責任感と、別のよりよい方策を考え、改善して

いく実行力がある。

・初対面の人とも会話を続けることができる力、大勢の前でも堂々と話をする力がある。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・学校組織をマネジメントする力

・危機管理能力を高め、判断力を養う。

・教育関係法規等の知識が足りない。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教頭は学校の窓口すなわち「顔」であることを常に意識し、電話や来校者への対応において、好感

や親しみを持っていただけるように声の大きさや笑顔での対応に努める。教職員に対しても、職員

室の担任という意識を持ち、こちらから挨拶を積極的にしていき、一人一人の状態を把握する努力

をする。気になる表情や行動があると必ず声をかけ、悩み等を話しやすい職場作りに努める。そう

することで問題の早期発見、早期対応に努める。また、学級経営や授業等で良い所は積極的に誉め

教師のやる気を高めていく。教職員の負担を減らす為、勤務時間の適正化の取り組みを学校全体で
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検討し進めることで、明るい健康的な職場作りに努める。

・授業を中心にユニバーサルデザイン化をすすめ、支援の必要な児童には「必要な支援」であること、

必要としない児童には「あると便利は支援」であることを周知し、子どもたちにとって学校（教室）

が居心地のいい場所になるよう、担任に指導していく。

・保護者や地域との交流をさらに深め、学校に対するニーズ、また、学校のニーズを互いに知ること

で、多角的に子どもたちを育てていくように手立てを具体的に考えていきたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・学校マネジメントについては理解が不十分であるので、今回の研修資料を読み直すことや、ＳＷＯ

Ｔ分析の演習を行い、引き続き学んでいきたい。

・危機管理における管理職の役割は、十分にできているとは思えない。今回の研修での演習で同じ班

の先生方からの対応方法をたくさん聞かせていただけたので、大いに参考にして果たしていきた

い。問題が発生した時の職員一人ひとりの動きがよいので、素早い対応ができるように自分の中で

シミュレーションを行うことが必要と思った。

・問題が起きたときに、解決策を考える根拠となる法令や法規が調べられるように、書籍を購入した。

熟読する努力をしていく。

【小学校⑨】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・日常の教育活動で起こる様々な問題に対して、その場の状況を的確に判断し臨機応変に対応できる。

・異なる意見や立場を尊重しながら、仲間と協調し、物事に取り組むことができるとともに、リーダー

シップを発揮することができる。

・快活かつ誠実な態度で人と接することができる。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・組織的・効率的な学校運営を行うマネジメント能力

・勤務時間の適正化に向けた教職員への指導

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・６年にわたる教育委員会事務局勤務の経験を生かし、事務的な仕事は適切に処理できていると思う。

また、学校における様々な事案について、指導助言してきた立場から、本校における事案に対して

も対応できている。その経験を教職員に伝えるとともに、教職員や保護者から信頼される行動をと

ることで、管理職としてのリーダーシップをより発揮できるように研鑽に努めたい。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・学校組織マネジメント能力を高める必要性を強く感じている。もちろん、カリキュラムマネジメン

ト、教育法規に関すること、学校の危機管理、記録簿作成等の実務をはじめ、教頭職として身に付

けなければならないことは多々ある。それらのことを、教頭が一人でやるのではなく、いかにして

全教職員の協働体勢として実現させていくかが肝要であり、その中核が、学校組織をマネジメント
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する力であることを強く感じた。教頭職となった今、学校長の意向を踏まえた上で、一人一人の個

性や力量を生かしながら、個人としてではなく組織としての取組へと高めていきたい。

【小学校⑩】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・人を思いやり、よい人間関係を築こうとする力（教職員への配慮ができる）

・誠実に仕事を行う責任感

・最後までやり遂げる忍耐力

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・人を育て動かす力

・危機管理能力（的確な判断力と決断力の速さ）

・服務関係（法的）の知識理解

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・職員がやる気になる言葉がけができるように、職員の能力やメンタル面の理解に努める。

・何事にも誠実に取り組み、最後までやり遂げることによって、人との信頼関係ができる。職員、保

護者、地域の方との信頼関係が築けるように、これからも日々の言動に気をつけていく。

・仕事の効率が上がるように、工夫して情報処理を行う力を身に付ける。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・職員一人一人の能力・意欲を引き上げられるように、研修で得た「職能開発」の知識と実践を結び

付け、人材育成の視点で努力する。そのために、主幹教諭との連携や職員を育てる場づくり上手に

なれるようにする。

・危機管理については、その時その時の事例について最適に対処できるように取り組み、記録をとっ

て自分の中で一つのマニュアル化しておく。いつも同じ方法で対応できないことはよく心得てお

く。

・服務関係で質問されたとき、すぐに答えられるように、隙間時間を見つけて法規関係の勉強をして

おく。

【小学校⑪】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

快活さ…しっかりあいさつをするなどの、社会人としての接遇を心掛けている。

寛容さ…現代の若い人は、厳しく鍛えていくのではなく、温かく褒める方が伸びていくと思う。

一生懸命さ…不器用な人間だが、関わったことは最後まであきらめずに懸命に頑張ろうとすること

ができる。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）
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判断力…教頭は校長を「補佐」しなければならないが「補助」の段階で終わってしまっている。時

には具申するような場面も必要である。だからこそ、確かな根拠を持った判断や臨機応変な判断を

する判断力が必要。

先見性…教育界における動向に敏感なことは勿論、勤務校の２年先、３年先を見据えた経営ビジョ

ンを教頭としても描いておくことが必要。

調整力…これからの学校は内部だけでなく外部との連携も大切である。そのパイプ役として教頭の

果たす責任は大きいと感じる。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・兵庫教育大学浅野教授の講義でよく出てきたワードの１つとして「ワイガヤ職場」という言葉が

あった。高度複雑化されていくであろう教育において、みなが真面目な雑談ができるような風通

しのいい職場環境を作る必要がある。私は何の取り柄もない人間であるが、先ほどあげた３点は自

分の中で誇りとすることができる。積極的に職員とのコミュニケーションをとり、褒め言葉のシャ

ワーやねぎらいの言葉が自然と出るように常に心身の健康管理をする。具体的にはスポーツジムへ

行き汗を流すだけでなく、違う職種の方と交流したり、接遇研修などのコミュニケーションスキル

をあげていくことにも取り組む。また地域にも積極的に出向いていく。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・今の自分に不足していることを克服するには教頭としての自信を付けることである、それには自己

研鑚しかない。その中でも積極的な情報収集が重要である。教育界の動向をもう一度自分なりにま

とめる、学校の現状やその地域特性や伝統を知るには、機会を見つけて校区を歩いてものや人を知

ることが大事である。さらに休日の研修会にも自費参加し見聞を広めていく。

【特別支援学校①】
⑴　管理職（教育行政職）としての自分の「強み」、「弱み」

　①　強み（すでにもっている資質・力量）

・教職員一人一人の能力や個性、持ち味や関心を把握している。ただ、本人のライフステージがどの

時期にあるのかによって、本人の目標設定も変わってくるため、日常のコミュニケーションがさら

に必要である。

・学校危機管理の意識を常に持ちながら、校内を見直し続けている。重大事故の発生を未然に防ぐこ

とができるように努め、また発生時にも、冷静に対応できるようにマニュアル等の整備を行ってい

る。

・職員のメンタルヘルス対策として、自身の「臨床心理士」の知識を生かし、研修会の企画や不調者

の早期発見に努めている。

　②　弱み（これから身につける必要のある資質・力量）

・教育課題を発見・分析、解決できる専門性を高めていくことが必要である。

・小学校や特別支援学校での担任経験がないことから、ＯＪＴとして細やかな技術指導・助言が難し

い面がある。
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・特別支援学校は校区も広く、学校運営も生徒の自立支援にも様々な資源を活用し、地域と連携して

いくことが求められている。

⑵　方策・計画の策定

　①　  「得意分野」や「強み」をさらに伸ばす方策

・教職員の状態や状況を把握するために、日常的なコミュニケーションや「まじめな雑談」を行って

いく。

・校内外で事例検討、意見交換を行うことで、自身実践の振り返りを行っていく。

・過去の事故事例やインシデントレポートから事例を学ぶことで、危機管理の意識を常に高め、重大

事故を未然に防ぐ対策をとっていく。

　②　  「不得意分野」や「課題」を克服する方策

・担任経験はないが、特別支援教育の視点から、学級経営、学校経営を検討する力量形成には努めて

きた。児童生徒の困りごとを把握し、担任の指導上の難しさについて、同じ視点からみつめ、一緒

に解決策、適切な支援方法を検討していくことを心がけていく。

・他校教頭の実践例を聞くことや研修に参加すること、そして実践をすすめることで、新たな教育課

題をみつけることのできる力量形成を図り続けていく。

・地域社会・その他資源とつながる力を高めるため、地域交流をすすめることや、学校評議員、育友

会（ＰＴＡ）との意見交換等を活発にすすめていくことで、地域に期待される学校の在り方につい

て、理解を深めていく。
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