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研究成果の概要（和文）：カリキュラムマネジメントを学校に定着・促進させることが求められ

ている。その方法論のひとつとして、カリキュラムマネジメントを主題とする教員研修の内容・

方法を開発した。開発・実施した教員研修については、受講者を対象として、研修直後の質問

紙調査や一定期間後の追跡調査を行い、その効果を検討し、改善を加えた。その結果、理論と

実践事例を往還する解説や、理論枠組みであるリキュラムマネジメント・モデルを用いた受講

者の勤務校の実態分析および改善策の検討の有効性が確認された。  
 
研究成果の概要（英文）：Teacher training programs conducted by the government or school 
boards are regarded as a method to develop and promote curriculum management in 
schools. Some contents and methodologies for the teacher training concerning curriculum 
management are developed and curried out in this study. We examined the results of the 
questionnaire surveys and follow-up surveys on teacher training programs with the aim of 
improving the programs. The following means of efficiently improving the programs were 
identified: 1) Explaining the concept and theory of curriculum management in terms of 
case studies of some schools; 2) Analyzing and evaluating the practices of the trainee 
teachers’ schools by using the curriculum management model; and 3) Designing the 
strategy for improving curriculum management. 
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１．研究開始当初の背景 
 わが国においては、1998 年学習指導要領
改訂を直接の契機として 1999 年頃に創設さ
れたカリキュラムマネジメント論は、2003
年中央教育審議会答申以降、教育課程行政に
おいてその必要性が繰り返し指摘されてき
た。2008 年学習指導要領改訂内容に対応す
るためには、ますますカリキュラムマネジメ
ントの必要性は高まり、2004 年に開始され
た独立行政法人教員研修センター「カリキュ
ラム・マネジメント指導者養成研修」の他に
も、各地の教育委員会・教育センター等にお
けるカリキュラムマネジメントを主題とす
る教員研修の実施が増加していた。しかし、
カリキュラムマネジメント論はその新しさ
ゆえ、理論構築途上にあった。実践上も、学
校の教員間でのカリキュラムマネジメント
への認知度や実践化の度合いは低かった。そ
して、カリキュラムマネジメントに関する教
員研修についても、開発途上にあった。 
 
２．研究の目的 
 教員研修を、カリキュラムマネジメントを
学校に定着させる方法論のひとつとみなし、
より実効性の高い内容・方法を開発すること
を目的とした。研修受講者が、研修後に学校
においてカリキュラムマネジメント行動を
起こすための条件を明らかにすることも目
的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)カリキュラムマネジメントに関する研修
に対するニーズ調査。独立行政法人教員研修
センター「カリキュラムマネジメント指導者
養成研修」受講者および他の２県の教育セン
ター指導主事を対象とし、研修が必要な対象
者、研修に含めるべき内容について、ニーズ
調査を行った。 
 
(2)独立行政法人教員研修センターおよび各
地の教育センター等で実施されるカリキュ
ラムマネジメント研修の内容・方法の開発・
実施に携わり、研修実施直後の質問紙調査お
よび研修数ヶ月後の追跡調査を実施した。得
られたデータをもとに、効果の検証および効
果を引き出した要因の検討を行った。調査結
果は研修プログラムの改善に反映させた。こ
の過程を研究期間中に繰り返した。 
 
(3)(2)の内容・方法には、カリキュラムマネ
ジメント・モデル（田村 2009、図１）を活用
した勤務校のカリキュラムマネジメント実

践の分析・評価が含まれるが、当手法につい
ては特に、受講者対象の質問紙調査や、受講
者が書き込んだワークシートの分析を行い、
その他の分析手法（学校が設定した項目によ
るアンケート、口頭による話し合い、KJ 法、
SWOT 分析など）との比較において有効性や
特性を検討した。 

図 1：カリキュラムマネジメント・モデル 
(田村 2009) 
 
(4)カリキュラムマネジメントの実践事例の
収集と分析。研修受講者が理論を理解するた
めに実践事例の提示が有効であることが明
らかになったため、平成 20 年改訂学習指導
要領に対応した教育内容の先進的実践事例
を収集し、カリキュラムマネジメントの理論
枠組みで分析した。 
 
４．研究成果 
(1)学校現場におけるカリキュラムマネジメ
ント研修のニーズが明らかになった。 

①研修対象：第一に教務主任等のミドルリー
ダー層、次いで管理職層、一般教諭層が研修
対象者と想定されている。 

②研修内容：カリキュラムマネジメント論へ
の理解がカリキュラムマネジメント行動の
前提となるため、研修においては、概論や意
義の解説が必要である。ただし、概論や意義
を理解するためには、具体的な実践事例をあ
げての解説が必要である。その上で、具体的
なスキルの提示が求められている。研修対象
別では、管理職は概論の理解、ミドルリーダ
ー層は概論に加えて具体的なスキルの習得
が求められる傾向にある。 
 
(2)短期の集合型教員研修における効果的な
研修内容・方法が明らかになった。また、研
修後に勤務校においてカリキュラムマネジ



メント行動を実行するための条件が明らか
になった。 

①短期の集合型研修において受講者が習得
可能な力量は、概念の理解をベースとしたカ
リキュラムマネジメント・マインドの獲得、
カリキュラムマネジメントのスキルに関す
る知識理解である。また、勤務校の実態分析
方法および改善策の策定方法の習得や、勤務
校でのカリキュラムマネジメント実践実行
化へのモチベーション喚起も可能である。こ
れらは、勤務校において、受講者によって獲
得された知識が活用され、力量が発揮される
前提となる。 

②①に対して有効な研修内容・方法としては、
概念の提示、実践事例の提示、具体的なスキ
ルの提示、参加型の研修方法による勤務校の
実践の分析・評価（課題の抽出）や改善策の
策定、研修受講者間の情報交換等の組み合わ
せである。特に実践事例は、概念の理解を助
け、具体的なスキルを提示し、勤務校の課題
抽出のための比較対象となり、改善策策定の
際のヒントになりうるため、有効である。 

③研修受講者が勤務校への帰任後にカリキ
ュラムマネジメント行動を実行化すること
に対して促進的に機能する研修運営上の工
夫は、同一校から複数名の参加、講師等から
の事後の支援や研修内容を深めるための資
料等の提供が有効である。カリキュラムマネ
ジメント行動実行化のための勤務校側の条
件は、学校管理職の支援、学校のポジティブ
な組織文化、時間の確保がある。 
 
(3)カリキュラムマネジメント・モデルを活
用した勤務校の実践分析は、あらかじめ設定
した評価項目による評価や自由記述、口頭で
の話し合い、KJ 法等に比較し、有効性が認
められた。当該手法は、カリキュラムマネジ
メントへの理解を促進する。また、学校の強
みや課題を抽出する点においては、SWOT 分
析とほぼ同等の効果がみられたが、特にカリ
キュラムのマネジメントサイクルに着目を
促す点に特徴がある。また、カリキュラムマ
ネジメント・モデルを分析・評価用ワークシ
ートとして活用する場合は、モデルの要素に
「児童生徒の実態」を記入する枠組みが必要
であることが明らかになった。 
 
(4)(2)で述べた通り、実践事例の提供はカリ
キュラムマネジメントの理解や研修後の実
行化の促進において効果的であるため、平成
20 年学習指導要領改訂に対応した教育内容
の先進的実践校のカリキュラムマネジメン
トの事例を、実践校の管理職や教員の協力を
得て収集し、カリキュラムマネジメントの理
論的枠組みによる分析・評価を加えて、事例

集を作成した。 
 
(5)以上の研究成果である研修内容・方法、
研修資料、研修用ワークシート、実践事例な
どについては、書籍、雑誌論文、ホームペー
ジ等で世に広く提供した。また、教育センタ
ー等で実施される多くの教員研修において
研究代表者自身を含めた研究者や教育セン
ター指導主事等によって実践化されている。 
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