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「チームとしての学校」を目指した学年経営の実践
－個に寄り添うためのチーム体制つくりとリーダーシップの併用を通して－
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問題の所在
新学習指導要領がおよそ 10 年の一度の割合で改定され，時代を担う人材育成のために様々な
施策が打ち出されてきた。教師も子供たちも近年の 2 回の改訂では，その学習内容の多さに負担
が増加している。他方，教師の勤務を取り巻く条件は，年々厳しさを増している。コンプライア
ンス違反での信用失墜行為も常態化の傾向であったり，勤務条件に関する報道により教師の担い
手が減少したりする問題も起こり始めている。教育現場では，多忙さのあまり，教師の立場がま
すます追い込まれる現状がある。そんな中，子供たちも心を病み，不登校数は増加傾向をたどり，
過去最高を記録した。このような教育現場の複雑化・多様化した課題を解決するためには，教師
同士が共通の目的のもと支え合い，互いに認め合いながら協働し，相互に高め合える集団「チー
ムとしての学校」としての日々の教育活動に当たることが必要である。そこで，筆者らは，過去
の学年経営実践をまとめ，その成果と課題を考察することにより，今後の「チームとしての学校」
を目指す効果的なの手立てを明らかにしていきたい。

１

「チームとしての学校」が求められる背景と在り方
(1) 「チームとしての学校」が求められる背景
平成 18 年 12 月 22 日に新しい教育基本法が改正された。改正前と比較するとこれまでの教育

の方向性との違いが明らかになってくる。改正前の教育基本法の前文には「日本国憲法を策定し
民主的で文化的な国家を建設して，世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
この理想の実現は，根本において教育の力にまつべきものである。」 1) と記されており，戦後の
日本の歴史から考えても復興を目的とした教育が重視さられていた。その成果として，現在は，
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物質が豊かで物理的な不自由さを感じない便利な社会を構築し，成熟社会へと進化を遂げてい
る。誰もが自分の望む人生の選択権が重んじられた仕組みとなった。しかし，その一方で，社会
や経済の変化に伴い，子供や家庭，地域社会も変容し，生徒指導や特別支援教等に関わる課題が
複雑化・多様化しており，学校や教員だけでは，十分に解決することができない課題も増えてい
る 2)とされている。その一つの課題が，成熟社会において経済成長を追い続けたことによる，格
差社会化である。
図 1 は，相対的貧困率の推移を示したものである。貧困率の推移を見てみると，1985 年から
2012 年までの相対貧困立が穏やかに上昇しており，2012 年が 16.3％とピークとなり，2015 年
は 15.7%でやや低下はしているものの，2006 年前と同じような水準となっている。7 人に 1 人
の子どもが貧困状態である。では，この状況の原因は何なのだろうか。厚生労働省の資料では，
高齢化が一番の原因と述べている。65 歳以上の年金暮らしの世帯が増えたことにより，相対的
貧困率を押し上げる要因になっているからである。また，子どもの貧困率が全体的に高いのは，

図１

厚生労働省「平成 29 年版厚生労働省白書」世帯構造別

相対的貧困率の推移 3)

ひとり親世帯の貧困率が高いからである。2002 年に過去最高の離婚件数を記録している。これ
によりひとり親世帯が増加，特に親権の問題から母子家庭が多くなる傾向にある。このような母
子家庭では子育てとの両立が難しいなどの理由から正社員になる割合が父子家庭より低く，非正
規雇用で働くことを余儀なくされることが多いことが推察できる。こうなると給与や待遇面で不
利益を受け，ワーキングプア状態になってしまい，収入が少なく貧困状態に陥ってしまうと考え
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られる。貧困による生活水準の低下は大きなストレスとなり，子どもの体や心の成長を著しく妨
げる可能性がある
このような子供の貧困問題は，当人の貧困状態だけでなく社会全体の損失にもつながる。貧困
者になった場合，納税ができない，生活保護などの問題で国が損失を被ることにもなる。内閣府
は，その社会的損失は約 42.9 兆円になると算出している。また，宮口幸治

4)は「もしその受刑

者の中で一人でも健全な納税者に変えられたなら，大きな経済効果がある」とし，「平均的な勤
労者の場合，消費税なども考慮すると，大雑把に計算して一人当たり年間 100 万程度の程度は何
らかの形で税金を納めていますので，一人の受刑者を納税者に変えればおよそ 400 万円の経済効
果になります」と述べており，毎日の教育の積み重ねが，明るい日本の未来を築くと考えている
のである。つまり，現在の状況では，このような貧困家庭にこそ学校教育を中心にして関わり，
小さな成功体験を積み重ねて自信をつけさせることが重要であり，成長した子供たちが社会に出
て活躍したとき，その家庭の未来を変えることができると考える。そのためには，各担任教師が
連携し協力し，子供たちの成長を一番に考えた教師集団となるための学年経営が基本となるので
はないかと考えた。まさに，「チームとしての学校」を確立していく必要があるのである。以下
は，そのための実践について学年主任の立場から述べる。

(2) 「チームとしての学校」の在り方
「チームとしての学校」を支える柱はやはり学校教育目標に準拠した学年経営である。学年主
任として，どんな教師が同学年のスタッフになるかわからないので人事的な確証がないなか 3 年
間の見通しをもって簡単な年間計画を立てて学年経営を発足する。簡単な年間計画とは，各学年
の発達に応じた大きな目標のことである。本学年の場合は，1 年生では「生活と学習の基盤づく
り」
，2 年生では，
「基盤の上での個性の発展と最高学年への意識付け」
，3 年生では「学年カラー
で学校全体を照らし，伝統づくりと将来を見据えた進路選択」とした。時期によっては細かな計
画はあるものの 3 年間を共に子供のために働くスタッフと一緒につくることを考え，最初から提
示はしない。年度初めの 1 回目の職員会議の人事発表により学年組織のメンバーが決定し，チー
ムとしての活動が始まるのである。その後，第 1 回の学年会議を行うときに所属学年の目標を初
めて提示する。加えて，目標には，子供へということだけではなく，教員の働き方や子供と関わ
るときの姿勢についても共通理解を図るようにする。なぜこのようなことを初日で示すのかとい
うと，人間は，慣れていない緊張状態の時は，相手の言葉が頭にのこりやすくなると考えたから
である。表 1 は，学年経営開きで提示する学年方針である。
その後，学年の生徒の実態を考慮しながら，このチームで育てたい社会に出るための資質につ
いて話し合いをする。この時の資質を育てる視点は，「勉強」「あいさつ」「時間」「清掃」の４点
表１

学年経営開きで提示する学年方針

① 学ぶことをやめたら，教えることをやめなければならない。プロの教師としての自覚を持
ち，常に自分自身を高める努力を続ける教師でありたい。
② ○中の評判をあげる。しっかりとした生徒の日常の活動が，親や地域の人に認められた
い。
③ 元気な挨拶。提出物の期日を守ってきちんとあげる。安全な登下校。
④ 社会に出るための資質として，しっかり身につけさせたい。
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である。学校目標にも準拠しており，これらの活動をしっかり徹底させていくことを基本として
学年経営・学級経営を実践していくことを決める。その後，学年において重視する連携ポイント
を示す。これは，藤原久雄が主張している「黄金の３日間」5)を学級開きでも重視して学年経営
に取り入れたものである。表 2 は，学年内の連携ポイントを示した内容である。
表２

学年内の連携ポイント

① 生徒一人ひとりを大切にする。
「119 名や学級人数（30or29 名），教師７名，4 学級はキー
ワード」
② 時間を守ろう！
③ 笑顔でいこう！
④ コピーからオリジナルへ，良いところは取り入れよう！（学級指導，教科指導，生徒指導
など）
⑤ 分からないところは聞こう！
⑥ 困ったことは一人で抱え込まず，早く相談！（遅くなるほど，深刻になっていく）
⑦ 言いづらいことから言っちゃおう！
⑧ 言葉遣いに気をつけよう。特に叱るとき。
⑨ 報告・連絡・相談・確認。「情報の共有

→ 結束につながる」

⑩ 保護者と連携「先手必勝（何かあったら時に連絡を取るのではなく，普段からのつながり
を大切に）
」
⑪ 早い退勤「時間の有効活用」
⑫ 清潔「向上心や意欲を高める効果

→

机上，教室などの整理・整頓」

年度初めの早い時期に，最低限度共通しておきたいことを確認したり，協働してつくり出した
りすることは，学年をチームとしての結束を固め，共通理解のもとよりよい共通実践を図るため
の基盤づくりをすることになる。内容は当たり前のことであるが，その当たり前のことを確認す
ることが重要なのである。そして，これらのことがどんな時も貫けるかが大切なのである。なぜ
ならば，指導の方向性がぶれないで子供と関わることができるからである。これこそ「チームと
しての学校」の在り方の第一歩であると考える。

２

「チーム」としての基本的な考え方

(1) 教育観
「すべての教育活動は，子供の成長のためにある」そう考えてあらゆる実践を行ってきた。
「生徒指導提要」では，それを人間観・発達観として，「個としての欲求の充足や人格の完成と
いう側面が，社会への適応や社会の中での成功という側面と不可欠の形で営まれていくもの」6)
と述べている。もう少し詳述すると，子供自身が初めは個の中にあった自己の欲求を満たすこと
ができ，なおかつ自己を守ることができるのかという試行錯誤であったものが，他者や社会の中
で，新たな情報や知識などに触れることによって，新たな自己の欲求に目覚めることで，新たな
試行錯誤をしながら自らの人格を完成させようとするということである。このようなことがすべ
ての子供たちに学校はもちろんであるが学年・学級内で起こるような仕組みが必要である。さら
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に，学年内のフォロー体制を構築していかなければならないと考えた。
(2)指導観
教育基本法の第 1 条 7)に教育は人格の完成を目指すと述べられている。学校教育においては何
よりも子供たち一人一人の人格の完成を目指した取組をしていく必要がある。そこで手立てとし
て，以下 3 点を柱 8)として実践を行った。場や機会の提供子供たちにどのような行動が望ましく，
又は問題とされるのかについて，議論し考える時間を保障した。一人一人が自分の生活を見つめ
る機会を設定することで，子供たちが主体的に取り組めるように工夫した。
(3)自己決定の参加・役割・責任感
何かの授業や行事の最初の機会には，
「どんな気持ちで参加したいか」「どんな行事にしたいの
か」を問いかけ考えさせることで，子供自身が「主体的に参加している」という気持ちが持てる
ようにつなげる。時にはその気持ちを振り返る機会を何度か持つことで自分の気持ちを外的な視
点から見て，その変動を感じることでその後の考えを変動させ，行動も変化していくことができ
る。このことで，より主体性をひいき出すことができる。
次に，普段から自己の存在感が感じられるような学級・学年経営を行うようにしておき，集団
の一員であること子供も教師も協調する。そして，特別な機会にそこでの役割を果たすように指
導することで，子供が自覚する。その集団に所属することが「うれしい」「誇らしい」といった
気持ちを感じられるような認める機会をところどころに設定し自尊感情を高める。失敗があって
も見て見ぬふりをするのではなく，失敗もあることを認め，承認する。しかしその後の何度かの
行動でその行動を賞賛する機会をつくるようにする。さらに，特別な役割を設定することで人と
は異なる感覚によって緊張感や優越感を与える。もしその中で子供が工夫する場面が見えたら大
きく賞賛したり，集団の中で紹介したりする。
これらのことを学級単位の小さな活動から学校全体で取り組む大きな活動，さらには地域にま
で広がる活動の場合においても共通な指導項目として，子供に自己決定を求めていくような指導
方法を設定した。
(4)教員の関わり方
子供たちが自発性や自主性を発揮しながら主体的に取り組める場や機会を提供することが重要
であることを理解したうえで，教員は子供とかかわり，指導を行うことを意識しなければならな
い。この時，出来栄え（成功）を意識するあまり，教師の指導が介入しすぎることは，児童生徒
の成長・発達の機会を奪うことになるということを常に意識する必要がある。しかし，子供の考
えが不適切な場合や危険が予想される場合，あるいは明らかに失敗されることが予想される場合
などは，教師が介入する必要性が出てくる。また，子供たちを励ましたり評価したりする場合に
は，出来栄えそのものの評価も必要であるが，それ以上に取り組む姿勢や態度，活動過程の状況
を具体的に評価去ることが重要である。
(5)配慮すべき事項
中学生は思春期真只中であり，第二次性徴期，第二次反抗期の時期を含み，精神的にも身体的
にもそれまでとは違う大きな変化を経験する時期である。よって，この時期に得た体験はその後
の人生観に大きな影響を与えるといっても過言ではないと考える。知能が発達するので，自分の
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ことを客観的に理解することができてくる上に，周りの人や環境と比較することができたり，大
人や社会から比較される機会が増えたりするので，自己肯定感が年齢の上がるほど低下する傾向
にある。生徒指導提要 9)では，「有能感に関する研究では，小学校 3 年生から中学校 3 年生にか
けて，学年が上がるにつれて全体的な自己評価が低下すること，また学習にかかわる有能感も，
学年が上がるほど低下することが明らかになっています」と述べている。したがって，中学生は，
とても傷つきやすい時期であり，学校生活の対人関係や学習面等における度重なる失敗経験，苦
手意識や挫折感から，些細なことも自分の欠点であると思い込み，情緒的に不安定になりやすく，
自己評価が低くなったり，自己嫌悪に陥りやすくなったりする。成長するためには，身近な大人
との関係や友達関係の中で，あるいは様々な自分の経験を通して，課題に対する自己解決能力を
高めていくこととなる。しかし，近年，場合によっては抱えきれない状況になって，不登校や引
きこもりなど二次問題と発展する場合が多発している。そこで配慮すべき事項として，相談でき
る人や場面をしっかり確保し，以下の 3 点を重点的に行えるようにした。
〇不安や悩みを，コミュニケーションを通じて理解できるようにする。
〇課題解決のために援助を求められる人間関係や仕組みを構築し，必要最小限の支援で自己解決
を促す。
〇過去の経験に照らし合わせ自分なりの工夫をしてみることを促すような面接をする。
これら 3 点を自分だけでできる子供は，極力サポートせずに見守るようにする。しかし，助けを
訴えてくる子供は，上述したどれかまたはすべてが自分だけできないことをサインとして発して
いる。子供との面談を通して，適切な対応をその時その時に判断しなければならない。これらの
手法を中心に，午堂登紀雄が主張している 10 種類の体験 10）を得られるように計画した（表 3 参
照）
。配慮した投げかけや場の設定を担任教師から，又は学年主任や副担任が行うことで，子供
がイノベーター（新しい動向の作り手）になり得る条件を得られるようにした。
表３

10 種類の体験の内容

①自分で判断する体験：失敗体験を含めたもの。時と場合においてはあえて失敗の可能性を否定せず見守
る。軌道修正をなるべく自分で行わせるようにする。
②子供がイニチアチブ（主導権）をとらせる体験：リーダーシップで集団を導く。
② 1 人で完結する経験：自己決定をする。
④自分の意見を受け入れられる経験：小グループの中で自分の意見を認めてもらう。多数決ではなく，テー
マに即した根拠や相手の立場を考えて合意形成を図れるほど自信がつく。
⑤チームで成し遂げる経験：メンバーの気持ちをそろえて何かを成し遂げる。
⑥大人とともに分析・論理的に考える体験：考え方を学ぶときに大人の思考力は良い手本となる。
⑦疑問を持つことを歓迎される体験：不思議と思えることを大切だと認められる体験が次への意欲へとかわ
る。出る杭を打たない。
⑧人と違うことを面白がる体験：人と違うことを恥ずかしいと思うことほど何も進展ができないことはな
い。発展の秘訣は人と異なることを行うこと。出る杭は打たない。
⑨挑戦をたたえ，失敗をたたえ，失敗から立ち直る経験：挑戦心がなければ新しい考えや素晴らしい考えは
見つからない。失敗もあるけど今と異なる考えだから次の時代を作る考えとなるかもしれない。出る杭は
打たない。
⑩安易にほめられない体験：どんなことでも褒めれば伸びるわけではない。子供にとって努力したと感じて
いる時こそ褒めるタイミングである。
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しかし，中には，これらの対応に対して否定的にとらえてしまう生徒もいる。それは，そもそもの
自己肯定感が低く自信が持てなかったり，やる気になれない子供もいたりするからである。そんな子
供に対しても，条件を付けて他の子供も巻き込んで取り組むような仕組みで対応する。本人が「やり
たい」と言わない限りは，無理強いはしない。その代り，見守りひたすら待つのである。どんな子供
も成長したいと願っている。それは人としての本能であると考えるからである。少しでも良いところ，
これまでと違って自主性が見られた時，そこを承認する声かけを行うのである。それを継続して少し
ずつ蓄積していく。その子供が自分から動きたいと思うまでひたすら待つのである。もしかすると中
学校 3 年間で立ち上がる機会は来ないかもしれない。しかし，必ず今と違う自分になりたいと思い立
ち上がる時が必ず来ると信じて，子供のがんばりをただ承認する。つまり，イソップ童話の「北風と
太陽」の太陽の関わり方が重要なのである 11)。温かい関わりによって心が満たされるタイミングを待
っていれば，必ず心を覆い隠していた分厚い衣を自らの意志で脱ぐ時が来る。この時こそがその子供
にとっての自立の始まりなのであると考える。

３

「チーム」としての学年実践

(1)学年開きと学年通信
学年主任として子供の前で話ができる機会は，担任教師よりもはるかに少ない。だから学年主任に
よる集会活動の出番は，子供たちの発達の時期や状況にあっていて，インパクトがある話や学年全体
に関わる内容などを話すようにした。特に学年開きの学年集会は，1 年間のテーマとその由来を写真
や動画等の視聴覚資料を活用して話した。このテーマは 1 年間の学年通信のタイトルとなり，学年通
信が月 1 回の発行されるときに，年度初めに打ち出したテーマを思い出したり，振り返ったりするこ
とができるようにした。具体的には，1 年目のテーマを「七転び八起き」
，2 年目のテーマは「天地
人」
，3 年目のテーマは「119 人＋9 人の夢追人（ドリーマー）
」とした。
(2)学年連携表
本学年組織において最も特徴的な取り組みとして「学年連携表」がある。千代田区麹町中学校長の
工藤勇一は，固定担任制への弊害を以下のように述べている 12）。
「生徒のすべてを１人の担任に委ね
ることになってしまいがちなため，固定担任制では，子供たちや保護者によっての学級の良し悪し
は，多くの場合，担任に紐づけられる傾向があります。学級の中で問題が起きれば，子供たちや保護
者は安易に担任のせいにしたり，また担任の方も自分で問題を抱え込んでしまったりする状況が生ま
れていきます」この考え方と同じ意味として担任に入る情報やかかる責任を集中しないようにするこ
とで担任の精神的負担と労力を分散化し，学年全体で受け止める仕組をつくった。それが図 2 で示し
た「学年連携表」である。詳しくは，学年スタッフの T1 の授業時数をカウントし，その空き時間か
ら毎日の家庭学習チェックと緊急事態に必要な家庭訪問の役割分担を分配したものである。一番の負
担である家庭学習を全スタッフでチェックすることで生徒の様子や学習能力や学習習慣の実態を把握
できるだけでなく，家庭学習とともに行う日記のところを活用して，子供たちにとって相談しやすい
教師を子供自身が選んで相談できる仕組みである。生徒指導的な問題を早期発見・対応・解決を行う
ことができる。いじめや SNS でのトラブルに対しても対応が素早くできるので，これまでにたくさ
んの相談を各教師が受け，解決することができた。カウンセリングのみで解決する事案から，長欠に
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陥るかもしれない事案など，深く落ち込む前に相談を受けられた。必要に応じて家庭と相談や市の福
祉課・児童相談所などに連絡するような事案もあった。本校は生徒指導的なトラブルが多く起こる地

※【

】は担当教師を表す。例えば，
【A 担】は A 組の担任教師という意味である。
図２

学年連携表

域の特性により家庭訪問で子供の話を聞きカウンセリングを行うことで欠席せず遅刻で登校すること
ができたこともたくさんあった。家庭で話を聞いてもらえなかったり，相談しても自己解決できなか
ったりすることもあり，保護者が必要としているとき，許可をもらったとき，欠席や遅刻の連絡が取
れなかったときは家庭訪問を行った。また，この仕組みにより教師２人体制で行うことがほとんどで
あった。資料２の「★今学期の注意点」には，学年会議で話し合って共通理解した教師宛の内容を
「３年生になってから改善された家庭学習ルール」には，子供の実態から改善されたルールを子供宛
に書かれた内容が掲載した。配布する相手により，必要な部分だけを表示して印刷したので，教師用
と子供用の区別する手間も少なく効率的な表である。
(3)学年スタッフとの気軽な相談・確認体制
朝の会前は読書タイムを行っている。学年主任は，昇降口の下駄箱を見て，子供の出欠状況を確認
し，各学級の子供の様子と集金の回収を兼ねて見廻りを行う。その際に担任教師から相談はないか，
子供から何か連絡はなかったかなど確認する。このような取り組みを給食準備中，昼休み，帰りの会
の前後などで行い，担任から相談や報告の待機状態を長く作った。これは，藤原久雄が主張してい
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る「学校力はコミュニケーション力に比例する」という考え方 13)から取り入れた。見回りの際には，
担任が気づかなくでも学年主任や副担任が気づくことで発覚する子供の異変もあり，担任から子供に
問いかけることで，相談を受けることもあった。藤原の主張を取り入れ，これらの行動を学年主任と
副担任のどちらかは必ず行うルーティンワークにしていた 14）。
(4)自己開示の場面つくりの共通実践
日直が帰りの会までに 200 字作文とその内容から１分間スピーチを行うことが当番活動含まれてい
た。子供たちの自己開示の機会をつくり，帰りの会で発表することを前提にスピーチ原稿を考えるこ
とで，必要感に駆られ集中して自己開示内容を考えることができた。帰りの会で発表したら聞き手が
それに質問する場面もあり，自己開示がさらに促された。また，月に一回の学年朝会にも「生徒発表」
という自己開示の場があり，1 年間で必ず全員がスピーチすることができるように計画した。これら
から，日直でのスピーチが年間６～7 回，学年朝会でのスピーチを年 1 回がどの子供にも機会があり，
慣れるまでは大変さが見られたが 1 年の 2 学期にはそれも見られなくなった。3 年生には，毎日の 1
分間スピーチが楽しみになり，学級において担任色が出るテーマでとても楽しい機会になっていった。
(5)学年委員会・実行委員会
学級 3 人，4 学級で計 12 人の集団である学級委員と各種行事にて主体性を伸ばす取り組みの目玉
として実行委員を設置した。学年委員は，学年朝会や学期一回のレクレーションの企画運営を基盤に
した学年の治安維持活動である。実行委員は各種行事の目的に沿って企画運営を行う組織であった。
学級の様子や意見，テーマやルールの考案などたくさんの内容を朝の会や帰りの会でミニ会議を開き，
学級の意見を聞き取ってから学年会や実行委員会議を行った。基本昼休みを使って話し合いを行い，
大きな計画の枠はあるが，話し合いの時間を長くとるために長期スパンで企画できるようにしていた。
例えば，月一回の学年朝会の企画では，学級の実態把握とそこから課題を見つけ，どのように解決す
るか話し合うのに，学期初めの慣れていないころは 10 回以上も会議を行ったこともある。しかし，
慣れてくる学期末だと 3～5 回で話し合いは終わり，その成長を子供自身も実感できた。学年の課題
をもとに考える学年目標と学級員ができる手立てを考え出すことを一番のこだわりとして行った。
(6)学年合唱でつくる卒業式
学級担任による合唱指導を好む学年スタッフに恵まれ，3 年間を通して子供たちは歌うことをとて
も好きになった。通常男子は歌うことを恥ずかしがったり，照れて当日まで本気で歌わなかったりす
ることが定番である。しかし，本学年の唱祭前の練習は，３年間純粋に合唱を楽しんだ。男子スタッ
フが子供とともに楽しみながら歌えることや音楽教師並みの専門的な指導ができるスタッフが中学２
年まで１名，中学３年の時にもう一人増えたことで恵まれた状況のなか歌の練習が行えた。できなか
ったものができると子供たちは成長をすんなり受け入れ，すくすく伸びていく。しかし，中学２年の
合唱祭が終わるときに来年度起こりえる問題点に気づいた。それは，男女比がやや女子のほうが少な
いことで３年になったときには男子パートが圧倒的な声量になり，このままの女子パートの声量では，
打ち消されてしまうということである。そこで，ソプラノとアルト，男子パートでもバスパートの声
をしっかりだせるよう曲を選出し，朝の会の３分で歌練習を毎日行うようにしたのである。レベルは
２段階に分けて行い，レベル１の曲の入りがハミングだけを練習することで，目的となるパートを強
化した。月１回の学年集会でその成果を確認しては改善点を生徒から引き出したり，指導したりした。
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ゴールは３年生を送る会で歌うことを目標に練習を取り組み強化と行事の練習を全学級が共通認識で
行った。３年の合唱祭では，レベル２の強化曲を歌うことで長い時間をかけて醸成した曲は格別な歌
声であった。卒業式はレベル３として位置づけ，パートに別れなくても自分の音が出せるようになる
練習を行い，見事に歌い切ったことで，本当の意味での自立につながった。
(7)心の成長プロジェクト
中学２年後期の生徒会役員選挙で問題が起きた。立候補者が多かったものの，すべて女子であった。
男女のバランスという観点から，これを重く見た学年スタッフは，男子が他人任せになってしまうの
はなぜなのかを各学級で話し合った。そこから男子が前に出る機会をつくり，男女で協働する施策を
立ち上げた。それが「心の成長プロジェクト」である。具体的には，平成 28 年の中央教育審議会で
述べられているように，「なすことによって学ぶ」ということを重視してきた特別活動において，と
もすると「なすこと」自体が目的化し，何を「学ぶ」のかという視点が欠落しがちな実情を示してい
る

15）。そこで，教師自身が学習指導要領の特別活動の目標を振り返り，これまでの指導について反

省し，「なすことによって学ぶ」をキーワードにし，学んだ子供がどのような姿になるのか評価基準
を確認し，指導に当たった。また，この点は，臨時の学年集会を開き，子供たちにも話し，心の成長
のために何がわかりできるようになったのかを考えながら特別活動に取り組むように促した。具体的
には，以下の行事を子供主体で企画運営することである。市や地区公民館主催のボランティア活動，
学年合唱トレーニングのパートリーダー，３年生を送る会の実行委員，生徒で作る卒業式の役割分担，
学級文集つくりの実行委員などである。男子のみというわけでなく，女子が男子とコミュニケーショ
ンをとりながら，どのようにすれば自分の意見を周りに認めてもらえるかを考えた話し方で取り組む
ように指導した。
(8)問題解決型宿泊行事と様々なグループ編成
本校は中学１年から３年まで必ず１回の宿泊行事が企画されている。中学１年では，福島県へのス
キー学習，中学２年では，戦場ヶ原自然散策と日光東照宮めぐり，中学３年では，奈良京都散策学習
である。どれも目的が明確であり，一見どれも教育効果の高い行事である。しかし，子供たちにとっ
て面白味を感じない行事もあり，普段の生活とつながりを感じられず，とりあえず宿泊行事を行った
という生徒も少なくない。それならば，特に３か所も実施場所を変えて行う必要はないのではないか
と考えた。そこで，それぞれの行事で学んだことを生かさないと解決できないような仕組みを作るこ
とで，それぞれを関連させて解決する喜びを実感できるように計画した。具体的には，中学１年のス
キー学習では，２日目の午後の後半にインストラクターをつけない自由滑走を取り入れた。事前に下
見を行い，初心者でも無事に下って来れ，なおかつ何度も登ってはトライできる場所を探し，学年ス
タッフの配置場所を模索した。学年スタッフがスキーの熟練者が多かったので，子供が困った状態に
なったらすぐに助けに行けるように時間ごとに役割を変えた。生徒は，何としてでも滑るようになろ
うと一生懸命練習を重ねた。誰一人としてドロップアウトすることなく，無事滑走することができた。
中学２年の戦場ヶ原散策では，ゆっくり自然散策するだけの決められた１本道のコースである。下
見をして調べたところ，網目状になっていた。まるで迷路になっているこのコースから特別な経路地
図を作り，コースの特徴や自然散策で見つけなくてはならない問題をワークシートで提示し，ウォー
クラリーの形式の自然散策にした。問題を解くと関所を通れてアイスクリームを食べて休憩できる仕
組みにした。迷子にならないようにそれ以上進むと危険があるところに教師を時間ごとに交代できる
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ように配置した。問題解決に時間差がでるので，ゴール付近の足湯や源泉にいって休んだり観光でき
たりして時間を使えるようにした。子供たちは，小グループでいろいろなコースを探索することに夢
中になり，選択した道がどこに出るのか不安に感じながらも問題の解答を探した。例年，小グループ
に分けるものの１本道で移動するのでほとんど学級が列になっての自然散策であった。しかし，子供
はまるで探検隊のような気分で散策するので，とても楽しかったという感想が多く例年と明らかに異
なる雰囲気があった。中学３年では，京都歴史散策をバスで行うようにし，バスの乗り方の事前指導
を行うことで練習した。太陽ある位置と時間から方角を導き出し，バスの進んでいる方向がどこ行き
なのかを求められるように指導した。この考え方がどれぐらい理解できているかを理科の授業でテス
トした。その結果から，どのグループも同じぐらいの判断ができるように編成に時間をかけた。チェ
ックポイントを２か所設置し，教師は時間ごとにその場所で子供がその場所を通過するか確認した。
もしもの時のためにレンタル携帯電話をグループに１つ持たせ，困っているときには，近くの教師に
向かってもらうようにして支援した。バスや電車をお活用して目的地に到着し，課題であった歴史に
ついて学ぶことができた。例年と全く同じでは，子供も先輩から話を聞いているので，ある程度予想
してしまう。しかし，このように問題解決型の取り組みを行うといろいろなエピソードを体験しつつ，
目的となる課題も達成できることから学びの充実が図れた。
図３

振り返りやすい学年会要項の雛形

(9)振り返 りがしやす
い学年会要項雛形の作
成
教師の学年会は月に
一度，職員会議の後に
１時間と設定して行っ
た。時間が限られてい
るので，話し合う視点
がぶれないようにあら
かじめ要項を作ってお
いた。そこで工夫した
ことは，過去の生徒指
導問題の途中段階や経
過観察結果を共有でき
るように記録を短い文
にして残したことであ
る。また，年度初めと
終わりに行った「ハイ
パーQU テスト」結果

※「・・」「○○」は子供の名前の例示である。

で配慮が必要な生徒の
名前と心理状況を簡単なアイコンにして表示した。そうすることで，生徒指導の確認の際に，担任教
師が伝達ミスをすることがなくなり，情報共有とこれからの共通実践の確認ができた。
図３は振り返りやすい学年会要項の雛形である。背面には，課題や回収が必要な手紙，集金の未納
者などが分かるようにした。また，総合的な学習の時間の年間テーマや単元テーマ，評価基準などを
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加味しながら話し合いできるスペース，生徒の学年委員会での話し合いの進行状況，行事の実行委員
で話し合いがある場合はその進捗上なども共通理解できるようなスペースを設けた。
(10)生徒指導的問題に対応する複数教師面談
相談体制がしっかりできていたことから，子供たちは困った状況になると相談することが多くなっ
た。大人を，学年スタッフを，学校を信頼しているからこその成果である。では，相談を受けている
時や指導する際にはどのようなことに気を付けて話を聞いたり，話をしたりしたのだろうか。以下の
表 3 は，岩崎由純の主張する心に響くコミュニケーションについてまとめたものである。これら
を意識して子供の話を聞いたりしたりすることを学年スタッフに共有した。特に自 己肯定感の低い
子供は，自分の行いをマイナスととらえ話す。しかし，必ずマイナスだけではないということを感じ
させることを聞く目的に取り入れてきた。
表４

ヘップトーク 16）

ヘップトーク

成功の条件

Pointed

具体的（理解しやすさ・覚えやすさ）

Effective

印象性（感動を与える＝記憶に残る）

Practicable

現実性（実行可能な行動指針）

Trustful

信頼性（論題および聴衆との信頼関係）

Amazement

意外性（聴衆の傾聴力を高める仕掛け）

Logical

論理力（スピーチ全体の物語性）

Knack

実行性（実行のためのコツ・要領）

これとは別に時事的な内容を例示のために話すこともあった。インターネットニュースで学年の子
供の実態と類似する事件やトピックが報道されていたらそれらをもとに話した。例えば川島隆太の
「スマホが学力を破壊する」17)といった内容である。当時は，オンラインゲームやテレビゲームのや
り過ぎで日常生活が困難になる「ゲーム障害」を新たな疾病として認定したときで，依存症の一つと
して「国際疾病分類」の最新版に加えたと発表された年であった。受験時にも紹介した。特に「前頭
前野の脳活動は，ゲームプレイ前の状態と比べて直後，および，30 分後ともに統計的に有意に低下
した状態が続いていることがわかりました。前頭前野を使わなくてはいけない課題をしたにもかかわ
らず，ゲームをやめた後 30 分経っても前頭前野がきちんと機能していなかったのです」について
は，スマホゲームの「ながら勉強」を抑止するための情報として多数の子供に話した。
結語的考察
以上の 3 年間を通した学年経営の実践から，子供たちが学校生活に充実していたことを成果として
見るのならば，毎日の生活の様子や挨拶の様子，授業への取り組み方を見ることが一番成果を得られ
たところである。純粋にひたむきに授業や行事に取り組む姿が当時は当たり前になっていたが，振り
返ると，子供たち一人一人がとても成長したことを実感すると，度々当時のスタッフと語ることがあ
る。数値的な根拠で間接的な成果を見るのならば，例えば QU テストの結果があげられる。3 年の 6
月に行った調査結果が，5 つの項目「友人との関係」
「学習意欲」
「教師との関係」
「学級との関係」
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「進路意識」すべてで平均的な得点の範囲を超える数値であった。また，すべての学級が「親和的な
学級」と評価されていた。中学一年のころから成果が徐々に上がっていることは感じていたがここま
での結果となるとは思っていなかったので驚愕した。
他の数値的な根拠は，本学年が中学 2 年生，3 年生の時の保健室来室者数が例年の生徒数の半数で
あったことである。その内訳の中でも相談数も半数であった。これも学年スタッフの協働性の向上の
結果と考えられるのではないだろうか。さらに，出席率は，中学 3 年時で 2.0％であった。3 ヶ年皆
勤賞者数は，119 人中 26 人と例年の 5 倍となった。1 か年皆勤賞は，119 人中 62 人，精勤賞は 34
人，計 119 人中 96 人が表彰者という快挙となったのである。そして，最後の卒業式は，不登校生徒
も当日は朝から登校し，なんと全員が出席する卒業式を挙行することができた。これこそが，「チー
ムとしての学校」の姿であり，学年スタッフが一丸となって行ってきた「個に寄り添う」学年経営と
いえるのではないだろうか。また，今後実践してきた「学年連携表」や「振り返りやすい学年会要項
の雛形」の作成は，学年主任としてのリーダーシップを発揮するためのツールとして重要な役割を果
たした。学年としての活動の見通しがもてることで，より一層生徒の一人一人と寄り添う時間の確保
もすることができた。今後は，さらに効果的で活用しやすい「学年連携表」や「振り返りやすい学年
会要項の雛形」を作成と，より一層チームとして生徒のために学年が結束できるチームとしての取り
組みをしていきたい。
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