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研究成果の概要：１）本研究では，我が国の小中学校のすぐれたカリキュラム開発事例の整理，

２）英米の小中学校におけるすぐれたカリキュラム開発事例の整理，３）「学校を基盤とするカ

リキュラム開発」における「リーダーシップ」に関する文献研究に従事した。 
 これらの活動による知見を集約し，「学校を基盤とするカリキュラム開発」における「リーダ

ーシップグループ」の役割に関する，概念モデル及び実践モデルを開発した。それらは，創造

的，民主的，管理的というカリキュラム・リーダーシップの特徴，カリキュラムに関する語り

と探究のコミュニティの構成メンバーの多様性等を踏まえたものである。 
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研究分野：総合領域 
科研費の分科・細目：科学教育，教育工学・教育工学 
キーワード：教育工学，カリキュラム開発，リーダーシップ，事例研究，国際比較研究，カリ

キュラムマネージメント，カリキュラムコーディネータ 
 
１．研究開始当初の背景 

 

我が国の小中学校の教育課程の編成は，

「学校を基盤とするカリキュラム開発

（School-Based Curriculum Development）」

の性格を強めている。学校を基盤とするカリ

キュラム開発を推進する上で，その成否の鍵

を握るのが，「リーダーシップ」である。 

 ところが，学校におけるリーダーシップは，

重層的なものである。実際，英国の初等中等

学校では，学校長，教頭，何名かの主任によ

るスタッフを「リーダーシップグループ」や
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「シニア・マネージメント・チーム」と呼び，

彼らは，互いに連携・協力して，学校改革，

カリキュラム開発に従事していた。また，そ

れにより，特色あるカリキュラムが児童･生

徒に提供されていた。 

 我が国の学校においても，こうした類のリ

ーダシップの台頭や普及が期待されよう。 

 
２．研究の目的 

 
本研究では，我が国の小中学校における

「学校を基盤とするカリキュラム開発」に成

功している学校を対象として事例研究を展

開し，「リーダーシップグループ」の組織化

やその役割を記述する。また，それらと英国

や米国の事例を比較して，「リーダーシップ

グループ」の普遍的側面と我が国の独自性に

留意しながら，そのモデルを開発する。 

 
３．研究の方法 

 
（１）我が国の学校を基盤とするカリキュラ

ム開発のすぐれた事例の収集，そこにおける

「リーダーシップグループ」の組織化や役割

の分析 

３つの小学校（東京・広島）を対象として，

学校を基盤とするカリキュラム開発の事例

収集に努めた。それらは，読解力の向上，コ

ミュニケーション能力の育成・小中一貫教育，

思考力・表現力の育成を研究テーマに設定し

ている学校である。それらの学校を訪問し，

そこで営まれているカリキュラム開発の実

際に関する資料（研究・研修計画，年間指導

計画，指導案，実践記録など）を収集した。

同時に，研究推進委員会などに参加し，そこ

で参与観察をおこなうとともに，同委員会等

のメンバー（学校長，教頭，教務主任，研究

主任など）に対する面接調査を実施した。ま

た，研究主任にジャーナル・キーピングを依

頼し，カリキュラム開発における，彼らのア

クションを記述してもらい，それを整理し，

分析した。 

 
（２）英国や米国の実践事例データの収集・

整理 

 英国や米国において「学校を基盤とするカ

リキュラム開発」を成功させている小中学校

を訪問し，そこにおける「リーダーシップグ

ループ」等の組織化やメンバーの役割に関す

る情報や資料を収集した。また，カリキュラ

ム開発の進展，それに果たした「リーダーシ

ップグループ」の役割をヒアリングした。 

 
（３）「学校を基盤とするカリキュラム開発」

における「リーダーシップ」に関する文献研

究 

 英米のカリキュラム研究，とりわけカリキ

ュラム開発に関する文献を幅広く収集し，カ

リキュラム・リーダーシップ概念の台頭や変

遷，その動向を明らかにした。 

 
４．研究成果 

 
（１）カリキュラム開発におけるリーダーシ

ップの主体 

 米国のカリキュラム研究や実践の潮流か

らすれば，カリキュラム・リーダーシップの

主体には，かなりの多様性が認められる。い

や，それは，カリキュラム開発にたずさわる

人々すべてによる営みであると認識されて

いる。 

それを踏まえつつ，筆者等は，「学校を基

盤とするカリキュラム開発」におけるリーダ

ーシップグループの構成メンバーを，図 1の

ようにモデル化した。その特徴は，３点にわ

たる。 



 

 

まず，カリキュラム開発を推進するリーダ

ーシップグループのメンバーは皆，語りと探

究を尊重するコミュニティを形成する意志

を抱いている。米国の場合は，基準やアカウ

ンタビリティへのある種のレジスタンスか

ら，また我が国では教育課程の基準の大綱

化・弾力化に応じるためのアプローチとして，

カリキュラム開発を「語りと探究」の営みと

みなす機運が高まっている。 

そして，このコミュニティのメンバーの属

性は，多様である。参画者は，学校の教員に

限定されない。子どもも，保護者も，地域住

民も，そして大学のスタッフ等の支援組織の

人材も，これに含まれる。英国訪問調査の結

果，特色ある学校カリキュラムを構築してい

た学校が，それを支援する外部組織とパート

ナーシップを築き，それらの組織の提案を受

け入れながら，またそのリソースやプログラ

ムを活用しながらカリキュラムを開発し，運

用していたことが明らかになった。それは，

カリキュラム開発のためのコミュニティの

メンバーの「属性の多様性」を象徴している。 

さらに，このコミュニティのメンバーが発

揮するリーダーシップは，重層的である。図

の中心に位置づく「実践的リーダー」が，カ

リキュラム開発において，リーダーシップを

発揮する機会，その種類が最も豊かであると

考える（この実践的リーダーは，研究主任や

教務主任がその代表的な存在であるが，主幹

や指導教諭の一部も該当しよう）。カリキュ

ラムの開発と運用は，授業の設計・実施・評

価に基づくものであるから，それに関して彼

らが発揮するリーダーシップは，授業を担当

しないスクール・リーダーたる管理職をしの

ぐ（実践的リーダーシップ）。我が国の小学

校におけるカリキュラム開発の事例にて，そ

れは，確認される。いずれの事例においても，

研究主任が，カリキュラム開発の様々な場面

で，多種多様なアクションを繰り広げていた。

すなわち，彼らのリーダーシップは，強い影

響力を有していた。 

けれども，学校長等の管理職のサポートが

あるからこそ，実践的リーダーのアクション

は実行可能になるし，学校全体の意思や活動

に組織化される（組織的リーダーシップ）。

また，実践的リーダーのアイデアは，一般教

員や子どもに共有され，彼らからの反応や評

価を経て，磨かれる（協働的リーダーシップ）。 

それらに加えて，保護者や地域住民，支援

組織の人材によるリーダーシップは，むしろ，

学校内のメンバーによるものを外部からサ

ポートしたり，批評したりする機能を有する

ものとして理解すべきであろう（援助的リー

ダーシップ）。 

 

（２）カリキュラム開発におけるリーダーシ

ップグループの役割（概念モデル） 

 前述したように，今日のカリキュラム・リ

ーダーシップ論に依拠すれば，カリキュラム

の開発や運用は，カリキュラムに関する語り

と探究のコミュニティの発展に他ならない。

それに，上述したようなコミュニティのメン

バーは，どのように貢献しうるのだろうか。

文献研究と事例研究による知見に基づき，筆

者等は，図２のようなモデルを描いた。これ

は，創造的，民主的，管理的というカリキュ

ラム・リーダーシップの特徴，カリキュラム図 1 カリキュラム開発における 
リーダーシップの主体 



 

 

に関する語りと探究のコミュニティの構成

メンバーの多様性等を踏まえたものである。

この図に明らかなように，カリキュラム・リ

ーダーシップは，カリキュラムに関する語り

と探究のコミュニティにおける，４つの活動

としてイメージしうる。 

 ①共同的な授業づくり 

 子どもと一般教員が，「学び」に対する本

音を語り合い，それを出発点に据えて，既存

のカリキュラムの枠を（部分的であっても）

越えた，新しい学習内容・活動を開発する。

保護者や地域住民は，その必要性や重要性を

理解するとともに，その実現に向けたサポー

トを繰り広げる。実践的リーダーは，例えば，

伝統的なカリキュラムと革新的なカリキュ

ラムのバランスや統合の可能性を提案した

り，その遂行をモニターしたりする。 

 ②リソースの確保と活用 

 管理的リーダーが，地域住民や支援組織と

パートナーシップを築きながら，各種リソー

スを確保し，子どもや一般教員等の活用を促

す。それによって，上述したような，創造的

な授業づくりを活性化したり，安定させたり

する。実践的リーダーは，子どもや一般教員

のニーズをすいあげたり，地域住民や支援組

織の存在を管理的リーダーに知らしめたり

する。あるいは，学校内外のメンバー間の情

報・意見交換の窓口となる。 

 ③学び合う教師文化の創出 

 一般教員は，新しいカリキュラムの創造を

尊ぶ態度を維持するために，またそれに必要

とされる力量を高めるために，同僚や保護者，

地域住民との対話の機会を確保する。同時に，

支援組織のリソースを活用しながら，共同的

なアクションリサーチ等に従事して，学び合

う教師文化の醸成に努める。実践的リーダー

は，それらの企画・運営をつかさどる。 

 ④理論とモデルの獲得 

 管理的リーダーは，カリキュラム開発をめ

ぐる，理論やモデルを獲得するとともに，そ

れらを他のメンバーが吸収するための機会

を設定したり，環境を整備したりする。具体

的には，大学院レベルでのカリキュラム開発

に関するトレーニングの機会を提供する。実

践的リーダーは，理論やモデルの獲得を尊び，

それを実行する「学習者としての教師」のモ

デル的存在となる。 

 

（３）カリキュラム開発におけるリーダーシ

ップグループの役割（実践モデル） 

 事例研究の対象となった学校のカリキュ

ラム開発における教師たちの工夫をモデル

化すると，次のような要素に整理することが

できた。それらは，①参加型研修の企画・運

営，その多様な展開，②円環的なカリキュラ

ム評価，③教師ポートフォリオたる研究紀要

の作成，④外部評価たる研究発表会の開催，

⑤教育委員会等との連携，⑥外部リソースの

獲得と活用，⑦実践情報を共有するための装

置（研究推進だより等）の準備，⑧他校等の

実践情報の収集と共有化，⑨研究主任の活躍，

教務主任との連携（役割分担），⑩役割ロー

テーションという，10 のアクションとして確

認された。 

 例えば，①であれば，当該学校の研究主任

は，その意義を次のようにジャーナルに記し

図 2 カリキュラム開発における 

リーダーシップグループの役割 
（概念モデル） 



 

 

ている。この叙述における，教職員の研修へ

の「参加」促進，そこで繰り広げられている

プロダクティブな活動は，カリキュラム開発

において，彼らが「民主的」「創造的」側面

を尊重していることの証であろう。 

「毎回の研究授業後に行う事後協議会も，

個々の参加度を高める大きな機会となりう

る。今年度はワークショップ型協議会を積極

的に取り入れた。例えば，9月の授業研究会

では，授業についての協議をもとに，次時の

授業案を作成する活動に取り組んだ。他にも，

学校放送番組を活用した単元構想案の作成，

ポスターセッションなどを実施した。それら

の活動の企画・運営は大変だが，質疑・応答・

まとめを繰り返すだけの授業研究会とは比

較できないほど，個々の参加度を高められ

た。」 

 これらの 10 のアクションは，カリキュラ

ム・リーダーシップの「管理的」「民主的」「創

造的」要素を頂点とする三角形上の辺や重点

に位置づけられるものが多い（図 7-3）。つま

り，学校を基盤とするカリキュラム開発にお

けるリーダーシップは，３側面を統合するア

クションを教師たちが重視し，また実施する

営みとして，モデル化されよう。そして，そ

うした意味では，前述した，①参加型研修の

企画・運営，その多様な展開，②円環的なカ

リキュラム評価，③教師ポートフォリオたる

研究紀要の作成，④外部評価たる研究発表会

の開催が，統合的な性格が強い，学校を基盤

とするカリキュラム開発推進上の中核的な

アクションであると言えよう。 
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