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序章 研究課題の設定
第１節 はじめに
本研究は、学校を取り巻く環境が多様化する中で、
若手教師のみならず、中堅教師、ベテラン教師、四役
（校長・教頭・教務主任・校務主任）がそれぞれの立
場で、校内研修を通して、教師としての学びを続け、
学校組織全体の力を高めていくことを目指している。
学校知識の創出のためのリーダーシップについても実
践、分析を行う。本研究においては、ナレッジマネジ
メント(知識創出のプロセス)に欠かすことのできない
リーダーシップとして、マイリーダーシップを視点に
していく。また、業務の多忙化や、コロナ禍による校
外での研修の中止や縮小が相次いだことからも、校内
で行う研修はより重要度を増したと言える。さらに
は、コロナ禍における学校現場は、子どもの心にも大
きな不安や変化がもたらされ、これまでにない対応の
連続となっている。そこで、当初計画した授業研究を
中心とした校内研修ではなく、子どもの心に寄り添う
教師、新たな生活様式を取り入れた学校生活に対応で
きる教師への成長という視点で、校内研修を立案して
いくこととなった。
第２節 研究の目的
一つ目は、勤務校におけるナレッジマネジメントに
よる校内研修を推進するために、有効なマイリーダー
シップ発揮のあり方を研究することである。知識基盤
社会（knowledge-based society）の到来と言われ、
多様化する学校現場においても、知識・情報・技術を
増やしていくことが重要である。野中郁次郎の提唱す
るナレッジマネジメント（knowledge Management)
は、暗黙知を形式知化し、知識が創造されていくプロ
セスを整理し、説明していく理論である。この理論を
用い、校内研修において学校知識を創出すること、ベ
テラン教師から若手教師に知識を継承していくことを
目的としている。ナレッジマネジメントを推進するリ
ーダーシップ(ナレッジリーダーシップ)の発揮は、リ
ーダーのパーソナリティに依るところがある。実践者
自身のリーダーシップの特性を明らかにし、リーダー
シップの成長が、組織の成長とどのような関わりがあ
るのか、検証していく。
二つ目は、勤務校の教師の４階層の関わりに着目し
た校内研修について計画し、実践効果を実証すること
である。団塊の世代の大量退職により、どの学校にお
いても若手教師が多く、活気がある。ところが、

ベテラン教師が経験の中で得てきた豊富な知識や技術
は、多忙化や、形式的な研修体制、ベテラン教師の遠
慮などにより、受け継ぐ機会が減っている状態である。
コロナ禍における、学ぶ機会の減少という現状も踏ま
え、改めて校内研修において、知識を継承していく重
要性に目を向け、それぞれの階層の教師がどのように
関わりながら力量を向上していくのかについて検証を
していく。
第３節 研究の意義
本研究は、校内研修における、若手・中堅・ベテラ
ン教師・四役の４階層の教師の関わりに着目し、教師
のもつ暗黙知を学校の形式知に変換を図ること、知識
の転移プロセスにおいて、実践者自身のリーダーシッ
プを分析し、ナレッジマネジメントによって学校改善
を行う研究である。GIGA スクール、新しい生活様式な
ど、さらに多様化する学校現場において、もはや資質
向上を図るべきは、若手教師のみならず、すべての立
場の教師である。ベテラン教師の豊富な知識が、多忙
化やベテラン教師の謙虚さゆえに、継承されていない
という現実も見えてきた。校内研修において、若手教
師の資質向上を中心にしながらも、中堅・ベテラン教
師・四役がそれぞれの成長を遂げていくことに意義が
あると考える。また、本研究では、実践者のリーダー
シップの発揮と成長、教師全体の資質向上の関係につ
いても研究対象とする。それにより、実践者自身が、
これからスクールリーダーとなっていく上で役立つと
考えられる。
（１）理論的価値
① マイリーダーシップを分析視点に、ナレッジ
マネジメントによる学校改善効果を検証する。
② 校内研修における、教師の４階層の関わりに
着目し、教師個人と学校組織、双方向の知識の
転移プロセスを検証する。
（２）実践的価値
① マイリーダーシップを分析しナレッジリーダ
ーとなることにより、自分自身がこれからスク
ールリーダーになっていく上で役立つ点。
② 若手教師の指導を通して、中堅・ベテラン教
師が自身の暗黙知を自覚し、学校全体の教師の
資質向上を目指している点。
第４節 研究の全体構造図
研究の全体構造図は以下のとおりである（図１）
。
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若手・中堅教員への指導・助言の力量を高める段階と
した。また、校長はトップリーダーとして教育活動を
推進するステージとした。

研究対象：ナレッジマネジメントによる校内研修
自分自身(０次円)若手教師(１次円)
中堅・ベテラン教師（２次円）学校・児童(３次円)

図２ 愛知の教員育成指標
（４） 教員育成指標の機能と活用
NITS（2019）が全国の育成指標を分析した。

分析視点：マイリーダーシップ(ナレッジリーダーシップ)
オリジナリティ：
① 自分自身のリーダーシップについて明らかにする。
② 校内研修における、教師の 4 階層の構造を明らかにし、
ナレッジマネジメントにより、教師全体の資質向上を図る。

図１ 研究の全体構造図
第１章 理論研究
第１節 教員の育成
（１） 学び続ける教師像
「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的
な向上方策について現状と課題」（文部科学省平成 24
年）では、「教職生活全体を通じて、実践的指導力等
を高めるとともに、社会の急速な進展の中で、知識・
技能の絶えざる刷新が必要であることから、教員が探
究力を持ち、学び続ける存在であることが不可欠であ
る」と述べられている。
（２） 教員の資質向上
NITS(2019)は、「学校教育の質向上の日本のスタン
ダードと言えば、教育計画の作成や指導内容の基準と
なる、学習指導要領があるが、
「教員養成」や「採用」
「職能開発(研修)」
「教員評価」の基準としての機能を
もつものは明確ではなかった。平成 29 年に、
「高度専
門職業人として教職キャリア全体を俯瞰しつつ、教員
がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能
力の明確化のため、各都道府県等は教員育成指標を整
備する」ことを目指し、公立小学校等の校長及び教員
の資質向上に関する指標(育成指標)とそれを踏まえた
教員研修計画が策定された」と報告している。
（３） 愛知県教員育成指標
愛知県の教員育成指標(図２)は、教員等の養成・
採用・研修を通した一体的な改革を推進するため、教
員等が高度専門職としての職責、経験及び適性に応じ
て身につけるべき資質・能力を明確化するために、平
成29年11月10日に策定された。第１ステージを採用か
ら、キャリアの幅を広げ、実践力を磨く基盤づくりの
段階。第２ステージをミドルリーダーとして、若手教
員を育成するとともに、指導的な立場や役割を経て、
教員としての幅をさらに広げる段階。第３ステージを
シニアリーダーとして、自己の専門性の更なる向上と

図３ 資質能力とステージ区分の布置図
布置図(図３)から各ステージ区分の特徴、育成指
標の活用状況を調査した結果、「若手教員がボリュー
ムゾーンとなっているので，若手教員の指導のために
育成指標を基に研修を行っていること」、「円熟期
（の教員）が研修に行っていない傾向」、「学校の教
育課題を中心にこれまで校内研修が行われ、校内研修
と指標がリンクしているわけではないこと」が明らか
になった。育成指標を基に若手教師だけでなく、教師
集団全体の力量を伸ばす実践として、各ステージの関
わりに着目した校内研修を研究することに価値がある
と言える。
第２節 学校の組織文化
（１） 専門家として学び続ける教師
佐藤学（2010)は、新しい教職の専門家像として、
「反
省的教師（reflective teacher）」という概念にたち、教
師は専門家として学び続けるべきであると述べている。
この概念は、哲学者ドナルド・ショーンが提示した「反
省的実践家（reflective practitioner）」に基づいており、
実践経験の省察を専門家としての教師の学びの中核に
位置付けている。専門性の職業において、反省的思考
による実践的な認識や問題解決が必要な時代になって
いると分析している。
（２） プロフェッショナル・ラーニング・コミュニティ
千々布敏弥（2014）によると、教育の変化や改善を
もたらす学校文化としてホード（1997）が提言した、
プロフェッショナル・ラーニング・コミュニティ
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（Professional Learning Community）について、「①
組織の困難に立ち向かう姿勢を保つ集団的創造性、②
学校としての教育目標や教授方法に関して共有された
価値とビジョン、③個々の教師の優れた実践の共有、
④校長のトップダウンとならない支持的分散的リーダ
ーシップ」とし、「同じ学校における教員間のコミュ
ニケーションが活発であり、
価値観や実践が共有され、
授業の水準が高くなっている状況」とまとめている。
第３節 ナレッジマネジメント（Ｋnowledge Ｍanagement）
（１） 組織的知識創造論
野中郁次郎・竹内弘高（1996）は、経営学における
知識創造理論として「ナレッジマネジメント」を提言
した。理論的枠組みには二つの次元がある。一つ目の
存在論的次元では、知識を創造するのは個人だけであ
り、
個人によって創り出される知識を組織的に増幅し、
組織の知識ネットワークに結晶化するプロセス。二つ
目は、認識論の次元である。「暗黙知」と「形式知」
の概念の区別によるとしている。
（２） 暗黙知と形式知
野中・竹内（1996）は、日本的知識創造の特徴は、
西洋とは違った知識観をもっていると論じている。西
洋的経営は、伝統的に知識は明白で形式的・体系的な
ものだと考えられている。企業は組織での知識の共有
を重視し、厳密なデータや手続きは、普遍的原則など
の形で伝達・共有することができるようにしている。
このような知識を形式知（explicit knowledge）と言う。
一方、日本企業は、言葉や数字で表現される知識は氷
山の一角にすぎず、知識は目に見えにくく、表現しが
たい、
暗黙的なものと捉えている。
このような知識を、
暗黙知（tacit knowledge）と言い、主観に基づいた、直
観や勘、感覚的なものである。個人の行動や経験、理
想、価値観などに関わりが強く、他人に伝達して共有
することは難しい。暗黙知は二つの側面がある。一つ
は技術的側面であり、「ノウハウ」のように、その裏
付けとなる原理等は説明できないときもある。もう一
つは、認知的な側面である。無意識なもの、メンタル・
思い・知覚・未来へのビジョン等である。
暗黙知から形式知への変換とは、主観的・直感的な
知識を、体系的・論理的な知識へと変えていくことで
あり、暗黙知を組織で共有できるような言葉や数字へ
と変換することである。組織の知識を創り出すという
ことは、暗黙知を形式知に変換することと、生み出さ
れた形式知を暗黙知へと変換していくことである。学
校の知識についても同じで、個々の教師のもつ暗黙知
を、形式知に変換するプロセスを教育理論におけるナ
レッジマネジメントと考える。
（３） ナレッジマネジメントにおける「SECI プロセス」
SECIプロセス（図４）は、「共同化（Socializati
on）」、「表出化（Externalization）」、「連結化
（Combination）」、「内面化（lnternalization）」

の4つの変換モードからなる。野中（2020）は交換モ
ードを次のように述べている。

図４ SECI プロセス
共同化とは、暗黙知の形成である。個人同士が直接
的な相互作用によって、暗黙知を共有し、組織の各メ
ンバーが環境についての暗黙知を獲得する。
表出化は、暗黙知の形式知への変換である。個人が
チームレベルで、暗黙知を弁証法的に統合する。それ
により、暗黙知のエッセンスが概念化され、暗黙知が
言葉やイメージやモデルを用いた修辞やメタファー
（隠喩）という形で形式知に変換される。
連結化とは、形式知が組織の内外から集められ、組
み合わされ、整理され、計算されること。複合的で体
系的な形式知が組織レベルで築かれる。
内面化とは、形式知をもとにさらなる暗黙知へ変換
することである。連結化によって増幅した形式知が実
行に移され、個人が組織や環境の文脈の中で行動を起
こす。実際に行動することで、最も関連のある実用的
な暗黙知が豊かになる。
（４） ナレッジマネジメントにおける「場」
野中（2002）は、
「知は具体的な文脈のなかの具体的
行動や話法のプロセスのなかでしか現れないといって
よい。われわれはこのように共有された動的文脈
（shared context-in-motion）を『場』と定義」した。
SECI プロセスの４つのフェーズに沿って、
「場」は４
つに分類することができる。
① 創発場とは、共同化に対応し、経験、思い、信念、
考え方などの暗黙知を共有する場。
② 対話場とは、表出化に対応し、対話を通じて暗黙
知を言語化・概念化して形式知に変換する場。
③ システム場とは、連結化に対応し、形式知を相互
に移転・共有・編集・構築し、新たな体系の形式知
へと統合する場。
④ 実践場とは、内面化に対応し、形式知を個々人
の暗黙知へと身体化するための場。
表１ SECI プロセスと場
SECI プロセス

場

授業研究における場面

共同化（S）

暗黙知の形成

創発場

研究授業

表出化（E）

暗黙知を形式知に変換

対話場

研究協議

連結化（C）

形式知の連結・学校知識の創出

システム場

学校独自の理論

内面化（I）

理論をもとに個人が実践を行い

実践場

学校理論をもとに個人が
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暗黙知が作られていく

実践

これらをもとに、SECI プロセスと場の関係を表１
のようにまとめた。
(５) ナレッジマネジメントの具体的イメージ
アーサーアンダーセンビジネスコンサルティング
(1999)によると、ナレッジマネジメントは、「組織の
創造性を支えるナレッジ（知識）を質量ともに向上・
拡大させる施策を通じて、組織の実行可能性と価値提
供力を高めることを目的とした仕組みを形成し、継続
的にその仕組みをも発展させていくこと」であると述
べられている。学校組織に置き換えると、図５のよう
に考えられる。

図５ 学校組織におけるナレッジマネジメント
学校のナレッジ、教師の経験・知識・知恵（K）とい
った暗黙知が、教師集団という組織（P）の間で共有化
され、活用されて実践される。校内研修(＋)によって結
び付けられ、学校組織の文化・ビジョン・リーダーシッ
プ・子どもの実態により、取り組みが加速する（S）と
考える。
第４節 教師のリーダーシップ
（１） マイリーダーシップ
倉本哲男（2014）は、校内研修を推進するリーダー
シップの特徴は、カリキュラムを効果的にコーディネ
ートし、新たなカリキュラムを開発・実践・評価し再
構築するリーダーシップであると述べている。マネジ
メントにはリーダーシップが不可欠であり、リーダー
シップがどのように発揮されるのかは実践者自身の固
有性との関わりが深い。自分自身がどのようなリーダ
ーであるか、実践を通して、リーダーとしてどのよう
に変容していくのかを分析していくことで、発揮すべ
きリーダーシップについて考察することができる。
（２） PM 理論
三隅二不二（1978）は、リーダーシップは P：パフォ
ーマンス「目的達成能力」と M：人間関係調整力「集団
維持能力」の 2 つの能力要素で構成されると述べてい
る。目標の設定や計画立案、指示をして目標を達成す
る能力 P と、集団の人間関係を良好に保ち、集団のま
とまりを維持する M の能力の大小によって、4 つのリ
ーダーシップのタイプを示した。タイプは PM 型、Pm
型、pM 型、pm 型の 4 つがあり、P と M がともに高い PM
型のリーダーシップが望ましい。
（３） 学校組織モデル

露口健司(2012)は、チームリーダーシップとチーム
マネジメントの思考を学校組織に適用し、
離散モデル、
統制モデル、分散モデルの三つに分類した。離散モデ
ルは、負の側面が多く、統制モデルは限界性があり、
それを補完するチーム相互の有機的連携モデルが分散
モデルであると述べている。
（４） 分散型リーダーシップ
露口(2012)は、分散型リーダーシップとして、リー
ダーとフォロワーの直接的な相互作用だけでなく、リ
ーダーと状況との相互作用、フォロワーと状況との相
互作用の視点について述べている。トップダウンの対
にあり、状況によって、フォロワーの中から新たなリ
ーダーを作り出す。その連続により、リーダーを分散
し、リーダーの総量を増やし、組織を構築していくと
いうリーダーシップ理論である。
（５） ナレッジリーダーシップ
野 中 (2000) の
論ずるナレッジ
マネジメントに
おいてのリーダ
ーシップがナレ
ッジリーダーシ
ップである。ダ
イナミックモデ
ル（図６）による
と、ナレッジリ
ーダーは、SECI
モデルをリー
ド、促進し、正当
図６ ナレッジリーダーシップ
化する役割、
「場」を作り、エネルギーを与え、つなぐ役割を果た
す。
知識ビジョンを創り、
知識資産を絶えず再定義し、
それらが知識ビジョンに合っているかをチェックする
役割がある。分散型リーダーシップの要素が強く、校
内研修では立案やコーディネートを行い、組織として
の形式知化を促進する役割を担っている。
第２章 勤務校の分析と課題
第 1 節 4 階層の定義と勤務校の実態
（１） 校内研修における若手教師とベテラン教師
小島弘道(1990)は、校内研修において若手教師
は、積極的に技術を得て自分のものにしていく工夫、
疑問やあいまいな点を解決したりする努力が必要であ
り、ベテラン教師は、学校の課題の解決のために段階
的な方策を追究する姿勢を継続的にもつこと、若い教
師に日常の具体的なことを話題に課題提起するなど、
積極的に語りかけることが役割であると述べている。
（２） 教師 4 階層の定義と勤務校での分布
愛知県教員育成指標のステージ１から３を勤務校に
置き換え、教師の４階層を定義した。また、勤務校に
おける各階層の分布を示す。
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階層①若手教師（初任校及び講師 10 年未満）８人
階層②中堅教師（５年経験者研修後主任 10 年未満）１０人
階層③ベテラン教師（主任経験 10 年以上）３人
階層④四役(校長・教頭・教務主任・校務主任【実践者】)４人

（３） 教師の４階層における研修の機会
教員育成指標を基に、勤務校の教師の４階層におけ
る研修の機会をまとめた（授業研究を中心に作成し４
月の職員会議で提案したが、コロナ禍のため、児童理
解・生徒指導中心の内容に変更）（表２）。
表２ 勤務校の教師の４階層における研修の機会

勤務校における４階層の研修の機会を、①組織的学
び(公式 OJT)、②組織的学び(非公式 OJT)、③個人的学
び(公式 OJT)、④個人的学び(非公式 OJT)、⑤Off-JT に
分類した。育成指標を校内研修とリンクさせ、それぞ
れの教師の階層に応じた、目指す資質・能力を具体的
に示した。若手の育成だけではなく、学校全体を俯瞰
的に見て、各階層の校内研修における学びをまとめた
ものである。教師が目標をもって校内研修に取り組ん
でいくことをねらいとした。
第２節 勤務校における SWOT 分析
（１） SWOT 分析による勤務校の特徴
勤務校の実態、課題を把握するため、勤務校の職
員による SWOT 分析（S:強みと W:弱みについて）を行
った。１次円（自分自身・子ども）、２次円（学校
内）、３次円（学校外）について整理した（表３）。
表３ 勤務校の SWOT 分析

SWOT 分析の結果から、勤務校の強みとして、「意欲
的で向上心のある若手教師が多いこと」、「協調性が
あり、まとまりのある職員集団であること」が挙げら
れた。一方、１次円（若手教師）の弱み、「教師が学
ぶ場があまりない」や、２次円（中堅ベテラン教師）

の弱み、「ベテラン・中堅教師が若手を指導し、育て
ていこうとする雰囲気が薄い」
、
「危機管理の意識が低
い」というコメントがあった。これらは特徴的な言葉
として注目をした。
勤務校の強みと弱みをテキストマイニング（図７）
して次のように分析した。

図７ 勤務校の SWOT 分析テキストマイニング
強みからは、「あたたかい」「向き合える」「頼も
しい」
といった、
集団として良い雰囲気が感じられた。
弱みでは、「指導力不足」が中心となった。
（２） SWOT 分析から見えた勤務校の課題
教師が自分自身に指導力不足を感じ、学びたいと感
じている教師が多くいることや、教師が学ぶ機会が少
なく、経験豊富な教師の知識を伝えることができてい
ないことが明らかになった。
第３章 教師の４階層の関わりに着目した校内研修の実践
第 1 節 勤務校における実践の方法
（１） 勤務校について
勤務校は、愛知県西部の津島市に位置し、令和２年
度現在、19 学級、全児童約 500 人の中規模の小学校で
ある。
（２） 中間理論としての実践モデルと職員会議提案
倉本（2014）は、
「実践者自身の固有性(人格性)、お
よび教育実践の場（学級・学校・地域等）における状
況論を踏まえて、自己実践に適した『中間理論・自分
なり論』を構築する。
」と述べ、実践モデル・職員会議
の提案は「理論と実践の融合・往還」のための中間理
論である。言うなれば、本実践の意味を教職員に共通
理解してもらうための提案である。四役で話し合いを
重ね、実践の全体像として実践モデル（図８）と、職
員会議の提案物を作成した（コロナ禍で計画変更）
。

図８ 実践モデル
SECI プロセスを用いた組織的公式 OJT としての校内
研修は、いじめ不登校対策委員会を柱とした。また、
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One Team 神守会（OTK）という、組織的学び非公式 OJT
の校内研修を提案し、ベテラン教師の暗黙知を若手教
師に継承、学校知識に変換する場（SECI プロセスも用
いる）を設定した。
（３） 学びのシェアリングシート【連結化（C）】
いじめ不登校対策委員会、OTK 神守会の学びを共有
するため、各校内研修後に参加教師は「学びのシェア
リングシート」
（図９）を記入した。

図９ 学びのシェアリングシート
教師は専門家として学び続けるべき（反省的教師）
という概念の下、研修での学びを省察し、個人の学び
をもとに、教職員全体での学びも高め合うことを目的
とした。そのため、研修を受けた教師だけでなく、講
師のベテランや四役の教師にも記入をしてもらい、暗
黙知を伝達することでの学びもリフレクションしてい
ただいた。校内研修で話し合い、共通理解したこと(形
式知)をそれぞれが言語化することは、
「書き加え、周
知する」ことであり、形式知の連結を図っていると言
える。
（４） 神守通信【連結化（C）】
ナレッジリーダーである実践者は、学びのシェアリ
ングシートをもとに、
「神守通信」を作成した。学びの
シェアリングシートに記述された、各教師の学びを共
有すること、学びの共通点を集約すること、記述され
たことを価値づけることで、学校知識(形式知)の連結
を図った。
（５） 実践者のナレッジリーダー

実践者はナレッジリーダーとして、SECI プロセスの
促進と場の創造と活性化、知識ビジョンの定義、再定
義を進めた。別の言い方をすると、校内研修（いじめ
不登校対策委員会・OTK 神守会）のコーディネートと、
コロナ禍における、学校現場の実態に応じた対応も役
割の一つと認識し、形式的ではない、変わり続ける状
況に応じた研修の設定が役割である。
第２節 組織的学び公式 OJT（いじめ不登校対策委員会）
の実際
（１） 組織的学び公式 OJT における SECI
いじめ不登校対策委員会は、学校評価において形式
的な会議という課題があった。そこで、いじめ不登校
対策委員会を教師の学びの場と捉え、校内研修、組織
的学び公式 OJT として提案した。いじめ不登校対策委
員会を通して、個々の学びや児童理解を深めるだけで
なく、SECI プロセスを用いてスパイラル状に学校知識
の 創 出 と 増 大 を 図 る こ と を 目 指 し た （ 図 10 ）。

図 10 組織的学び公式 OJT における SECI
（２） 組織的学び公式 OJT の実際
いじめ不登校対策委員会の実践を表４に示す。
次に、第 2 回いじめ不登校対策委員会の実践を例
に SECI プロセスの実際について述べる。
まず、不登校フローチャートを、より実態にあっ
表４ 組織的学び公式 OJT「いじめ不登校対策委員会」

組織的学び公式 OJT（いじめ不登校対策委員会）における SECI
①第１回（いじめの定義・不登校フロー
チャート提案）５/２８

共同化
（S）

表出化
（E）

連結化
（C）

内面化
（I）
場

・新しい学校の生活様式における「気に
なる子」
・いじめの定義
・
「これはいじめですか？」
・不登校フローチャート※提案
「これはいじめですか？」
・不登校フローチャート
・コロナ禍における、いじめや不登校につ
ながる「気になる子」
※話し合い共通認識をはかる
・学びのシェアリングシート記入
・神守通信
→テキストマイニング分析、教師が子ど
もとの関わりで共通理解すること（学校
知識）
・校長による Q&A 作成①
・教師と子どもを結ぶ日記、「つぶやきノ
ート」実践

②第２回（本校の不登校の対応・
PCAGIP（ピカジップ）事例検討、不登
校フローチャートの再提案）７/２７
・教頭による不登校対応についての提案

・登校しぶり事例検討（PCAGIP）
・不登校フローチャートの共通理解
※学校としての基本姿勢、対応方法(形
式知)を定めた。
・学びのシェアリングシート記入
・神守通信
→学びの抽出、価値づけ、「教頭先生よ
り」
、
「神守小スタンダード」
（学校知識）
提示。

③第３回（気になる子どもシート作成）
１０/５
・神守通信 No.2「気になる子どものまとめ」
と実際の子どもの比較
・
「気になる子どもシート」にいじめ、不登
校、問題行動など、より気を付けて見取り
をしていく必要のある子どもを抽出
・気になる子どもの学年検討。→関わり方
や問題解決に向けた対応方法の話し合い

・学びのシェアリングシート記入
・神守通信
→学びの抽出、価値づけ、テキストマイニ
ングで特徴語分析、共通理解(学校知識)、
四役の学びの総括

・個人懇談に向け学年で共通理解
・学級経営での実践
・家庭環境、休み時間の過ごし方に目を ・
「気になる子どもシート」作成
向けた見取り
・気になる子どもを全教師で共対応
・不登校フローチャート（創発場）
・神守通信（システム場）
・学びのシェアリングシート（システム場）
・気になる子どもシート（創発場・実践場）

－386－

たものにするために、教頭が講師となり、本校の不登
校対応について提案をし、教師の暗黙知形成を図った
（共同化）
。次に、登校渋りの事例を取り上げて、
PCAGIP 事例検討会を行った。低・高学年部会に分か
れ、登校渋り傾向の子どもについて事例検討を行っ
た。情報提供をした若手教師は、これまでに経験のし
たことのない、いじめに関わる対応で、不安な気持ち
をもったまま指導をしてきたが、対象の子どもを過去
に担任した教師や、兄を担任する教師、同じような経
験をしたことのある中堅・ベテラン教師からの意見を
聞き、解決策の糸口を見つけるとともに、相談するこ
とで、気持ちが軽くなったことも感じた。また、アド
バイスをした教師も、勤務校で起きていることを自分
事として捉え、みんなで解決していこうという気持ち
になったと感じ、子どもたちを不登校にさせないため
に教師全体で支えていく雰囲気ができていった。四役
は、実践者（校務主任）と教務主任が司会を務め、事
例検討会のコーディネートの役割を果たした。PCAGIP
事例検討会の後に、不登校フローチャートを見直し、
学校としての基本姿勢、対応方法(形式知)を定めるこ
とができた（表出化）
。会を終え、学びのシェアリン
グシートの記入、それを基にした実践者による神守通
信の作成を行った。神守通信には、学びのシェアリン
グシートの記述から、学びの抽出、アンダーラインに
よる価値づけを行った。また、学びの共通事項を、
「教頭先生より」
「神守小スタンダード」として、学
校知識として記載した（連結化）
（図 11）
。

などに目を向け、見取りを行っていった（内面化）
。
第３節 組織的学び非公式 OJT（One Team 神守会）
（１） 組織的学び非公式 OJT における SECI
実践者は、OTK 神守会のコーディネートの役割を担
った。若手教師の資質向上、中堅・ベテラン教師の知
識の伝達と省察の機会と捉え研修を立案した。実践者
は若手教師のニーズに応じた校内研修の場の創出と、
研修内容に適したリーダーを講師として選び、リーダ
ーシップの分散（図 12）と SECI プロセスを用いた学
校知識の創出と増大を図ることを目指した（図 13）
。

図 12 リーダーシップの分散

図 13 組織的学び公式 OJT における SECI
（２） 組織的学び非公式 OJT の実際
OTK 校内研修の実践を表６に示す。
表６ 組織的学び非公式 OJT における SECI
組織的学び非公式 OJT
（校内研修 One Team 神守会【OTK】）における SECI

図 11 神守通信 No.5 （神守小スタンダード）
第２回いじめ不登校対策委員会の翌週に個人懇談
が控えていた。学年主任を務める中堅・ベテラン教師
は、学年全体の子どもたちに目を向け、保護者との連
携や担任のフォローが必要だと考えられる子どもにつ
いて、学年での共通理解を図った。若手教師は、学級
の子どもたちの様子、家庭環境、休み時間の過ごし方

場・第０回校長のビジョン共有（創発場）
・ロールプレイ（創発場）
・T2 研修（創発場）
・座談会（対話場）
・グループディスカッション【GD】
（対話場）
・神守通信（システム場）
・学びのシェアリングシート（システム場）
・若手教師からの伝達講習（実践場）
第０回 OTK 校内研修（校長のビジョン共有）
校長と若手教師の直接的な会話場を設け、若手教師にこれまでの経験やビジ
ョンを伝え、若手教師は、校長に校内研修の具体的な目標を伝えた。
第１回 OTK 校内研修（学校の新しい指導様式－保護者対応－）
コロナ禍に考えられる保護者対応場面をロールプレイし、事後の話し合いで暗
黙知の共有と形式知化を図った。
共同化（S） ・保護者対応ロールプレイ 校長による Q&A 作成
表出化（E） ・保護者対応ロールプレイ振り返り
連結化（C） ・校長による総括とコロナ対応マニュアル
・学級開きにおける子ども・保護者に寄り添う対応共通理解
・学びのシェアリングシート
・神守通信（分類・価値づけ）
内面化（I） ・学級での実践
→「学級開きチェックリスト」を使った環境づくり）
第２回 OTK 校内研修（心と心をつなぐ構成的グループエンカウンター）
教務主任に講師を依頼し、教師と子どもをつなげる手立てとして構成的グル
ープエンカウンターの研修を行った。
共同化（S） ・教務主任による、コロナ禍における心と心をつなげる構成的グ
ループエンカウンター提案
構成的グループエンカウンターとは何か、大切なことは何か、ね
らいと目標は何か、を若手教師に伝えた。
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表出化（E）

・エクササイズ
アイスブレーキング、バースデーチェーン、養護教諭と教務主
任が共同で考えた「ザ・ビンゴ コロナに挑戦！」
・フィードバック
連結化（C） ・学びのシェアリングシート
・神守通信
→学びの共有、価値づけ、講師からの言葉
内面化（I） ・学級での実践
・中堅・ベテラン教師に伝達講習
第３回 OTK 校内研修（みんなちがってみんな大切－特別な支援の必要な児童と
の関わり－）
特別支援学級の授業に T2 として支援をする「T2 研修」と講師のベテラン教師
と T2 研修をした若手教師の「座談会」設定。
講師は、特別支援学級担任の、中堅教師（特別支援コーディネーター）とベテ
ラン教師。
共同化（S） ・T2 研修
若手教師が T2 として特別支援学級の授業に参加。子どもとの関
わり、支援の仕方、環境整備などを中心に学んだ。
表出化（E） ・座談会での交流
講師と若手教師で、通常学級に在籍する特別な支援の必要な子
どもの「見取り・考え方・言葉がけ・環境づくり」について話し
合った。
連結化（C） ・座談会での先輩の先生の言葉・学びのシェアリングシート
・神守通信
→価値づけ、発達障害の知識・支援のヒント
内面化（I） ・学級での実践
→個別支援計画の作成。タブレットを支援に活用
第４回 OTK 校内研修（プロフェッショナルに学ぶ学級経営)
通常学級の授業で T2 として指導をする「T2 研修」と、講師のベテラン教師
と若手教師の「グループディスカッション」を設定。講師は、経験豊かで熱意
のあるベテラン教師。
共同化（S） T2 研修
ベテラン教師が授業実践（指導案作成、T2 の役割明示）。若手
教師は、T2 として参加するとともに、講師のベテラン教師が、ど
のように個々と関わり全体を指導するのかを見る。
表出化（E） 座談会での交流
講師のベテラン教師と、T2 研修をした若手教師でグループディ
スカッション。個々への配慮や指導、学級の規律、教師の子ども
たちに向き合う姿勢 T2 研修での学びを共有。若手教師からベテラ
ン教師へ質問、ベテラン教師の教育観を聞く。
連結化（C） ・ベテラン教師は、自らの実践を振り返り省察
・学びのシェアリングシート
・神守通信
→価値づけ、講師のベテラン教師の記述
内面化（I） 学級での実践
→若手教師の子どもの考えをつなぐことを意識した授業研究。

次に、第 3 回 OTK の実践を例に SECI プロセスの実
際について述べる。
特別支援学級の授業に若手教師が T2 として参加し、
子どもと関わりをもちながら、支援の仕方、環境整備
などを中心に学んだ（T２研修）
。若手教師は、講師の
子どもとの関わり方や、個々に応じた合理的配慮や環
境づくりを実際に見て暗黙知を獲得していった（共同
化）
。T2 研修をした後、講師と若手教師で、通常学級
に在籍する特別な支援の必要な児童の「見取り・考え
方・支援の仕方・環境づくり」について話し合う「座
談会」を行った。子どもを抽出し、どのように指導や
支援を心掛けていくべきかを具体的に考え、語り合う
中で、若手教師は学びを深めていくことができた（表
出化）
。若手教師の記述からは、講師の中堅・ベテラン
教師の支援の仕方、環境づくりについての記述ととも
に、愛情あふれる子どもへの思いを感じ取ることがで
きていたことがわかった。中堅ベテラン教師の学びの
シェアリングシートには、T2 研修の講師という立場で
の学びや、若手教師にとって何が学びとなるかを意識
して T2 研修に臨んだ姿が伺えた
（連結化）
。
研修後に、
個別支援計画の作成を進めた。教師の主観だけではな
く、発達障害の特徴を意識しながら、作成をすること
ができた。また、研修で視覚からの情報の伝わりやす
さを実感し、普段の授業で、なるべく視覚からの情報

を取り入れられるようにしたいと考え、タブレットと
ディスプレイを有効に使った個別支援を実践した教師
がいた（内面化）。
第４章 研究実践の実証
第１節 ナレッジマネジメントによる校内研修の分析
（１） 実践前後のアンケート調査における量的分析
実践前・後（2020 年 3 月：対象 24 人・10 月：対象
25 人）に、アンケート調査を行い、教師の資質向上に
関する質問と、校内研修についての自由記述で意見を
集約した。いじめや不登校の早期解決、学級経営や子
どもの見取り方について、専門性を高めようとしたこ
と、ベテラン教師を中心に、専門的な知識をもった教
師を講師とした研修を行い、学びの多い実践をするこ
とができたことがわかった。
（２） 実践後のアンケート調査のおける質的分析
記述文を、共同化（S）・表出化（E）・連結化（C）・
内面化
（I）
に分類し、
愛知教育大学大学院教員の浅田、
大岩、杉浦とともに客観性を担保するために間主観的
アプローチで整理した（図 14）。

図 14 SECI 質的分析（一部抜粋）
（ア）組織的学び公式 OJT の分析
①共同化（S）
校内研修に対して、インパクトを与える取り組みと
なった。PCAGIP 事例検討会など、子どもに目を向け、
実践的に暗黙知を形成していくことができた。
②表出化（E）
経験豊富な教師からのアドバイスをもらい、様々な
視点で子どもについて話し合う機会となった。
③連結化（C）
自分事として捉えて情報交換、対応方法の共有をす
ることができ、学校知識の創出につながった。いじめ
や不登校の早期発見・組織的な対応につながり、学校
組織を一体化、強化させる取り組みとなった。
④内面化（I）
日頃の子どもの見取り方への影響、子どもについて
教師が情報共有することの大切さを実感できた。
（イ）組織的学び非公式 OJT の分析
①共同化（S）
若手教師がベテラン教師の教育実践を実際に見て
学ぶことができ、実践的な研修となった。
②表出化（E）
経験豊富な教師の直接的なアドバイスをもらうこ
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とのできる場であった。
③連結化（S）
経験に応じた学びの獲得があり、学びのシェアリン
グシートによって学びを広げることができた。
④内面化（I）
若手教師がすぐに実践に移行できた。
「場」については、目的がはっきりとしていて、若
手教師の育成やベテラン教師の豊富な経験を継承する
のに適切との評価があった。暗黙知から形式知へ、そ
して暗黙知へと、校内研修を通して、スパイラル状に
学校知識が増大した。
第２節４階層の関わりとナレッジマネジメント
（１） 対応分析による４階層の関わり分析
学びのシェアリングシートの記述を、テキストマイ
ニング（KHCorder）による対応分析を行った（図 15）
。

図 16 階層クラスター分析（若手一部抜粋）
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図 15 ４階層の対応分析
若手は、
「学級を安心できる居場所にすることや、同
僚からのアドバイスや、相談の大切さを学んだ」
、中堅
は、
「学年の視点や、
保護者の立場で考えるようになり、
多角的に考えることができるようになった」
、
ベテラン
は、
「多様な子どもがいることを実感し、改めて学ぶ姿
がみられた。また、若手への知識の伝達をする中で、
改めて自身の教師観を見つめ直す機会となった」
、
四役
は、
「知識を伝えることや学校全体の学びの重要性を実
感し、本実践のねらいに沿った学びの視点から研修を
捉え、教師全体の学びをコーディネートしたい、トッ
プリーダーとして、学校組織を向上させていきたいと
いう関わり方」がみられた。
（２） 階層クラスター分析による４階層の関わり
階層クラスター分析を行った結果（図 16）
、各階層
において、児童理解に関わるクラスターが存在してい
る。子どもたち一人一人に目を向け、大切な存在と認
識し、いじめや不登校を出さない学級・学年・学校づ
くりをめざした研修であったと言える。教師として視
野の広がりも各階層にみられた（図 17）
。自分の学級
や学年、学校だけでなく、学校の子どもたちを保護者
と協力をして、全教師で育てることや、子どもたちの
小さな変化や、様々な視点から捉えた指導が必要であ
ることを学ぶ研修となった。

図 17 各階層のクラスター一覧
若手は、積極的に経験の豊富な教師に相談をしたり
話し合ったりすることで、問題解決をすることができ
ると実感できた。中堅は、ベテラン教師から得られる
学びを実感し、同僚に相談をしたり、話し合ったりす
るよさや、情報を共有して子どもへの指導をすること
の大切さを感じた。ベテランは、校内研修で講師とし
て若手教師に実践を見せることで、積極的な知識の伝
達、経験を振り返り、自分の教育観を省察する機会と
なった。四役は、中堅・ベテラン教師、四役が知識の
伝達を積極的にしたり、教師全員で資質向上をめざし
て研修に参加したりすることの必要性を実感した。本
実践における４階層の関わりを図 18 にまとめた。校
内研修を通して、学びを学校知識へと変換し、学校の
組織改善へとつながっている。

図 18 本実践で明らかになった４階層の関わり
（１） アンケート調査の実施
アンケート調査（2020 年 3 月・10 月実施）を行い、
実践前のリーダーとしての固有性と、実践を通して変
化した固有性を分析した。
「私はどのような存在でした
か？」の自由記述回答を、教職大学院教員とともに間
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主観的アプローチで整理をした。
（２） 実践前のマイリーダーシップ
記述を、愛知県教員育成指標の資質・能力に示され
た、
「素養」
「指導力」
「マネジメント」にあてはまる言
葉を抽出し、カテゴリーを設定、見えてくる言葉を、
「マイキーワード」として名付けていった。
素養…「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」
「柔軟性・共感性」
「行動力・責任感」
指導力…「児童理解」
「ビジョン・アイデア」
マネジメント…「ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ」
「調節・折衝」
「研修の企画・実践」

図 19 マイリーダーシップ分析（実践後一部抜粋）
実践前（2020 年 3 月：対象 19 人）の記述を分類し
た。マイキーワードは、素養が、
「相談」
「安心」
「努力」
、
指導力が、
「生徒指導」
、
「的確」
、マネジメントが、
「頼
り」
「配慮・視野」
「熱心」となった。生徒指導を中心
とした、相談役という存在であることがわかった。
（３） マイリーダーシップの変容
実践後のアンケート調査
（2020 年 10 月：対象 24 人）
（図 19）を実践前のアンケートを比較し、分析した。
① 「ビジョン・アイデア」
「調整・折衝」以外の各カ
テゴリーにおいて言葉の数が増え、実践者について、
具体的な記述が増えた。
② 実践者と他の教師とのつながりが増え、距離が縮
まったと捉える。
③ 「研修の企画・実践」は、実践後に、
「教師の力量
の底上げ」
「研修がより良くなった」など学校全体に
関わる記述になった。ナレッジリーダーとして、学
校全体の資質向上などの影響を与え、リードする存
在となったと捉える。
④ 「リーダーシップ」で、
「困ったときは必ず助けて
くれる」
「自らの時間を割いてでも動いてくれる」と
いった言葉があり、サーバントリーダーシップが発
揮できていると捉える。
⑤ 若手教師の「マネジメント」の記述に変化があっ
た。様々な教師の力を生かし、教師集団全体を動か
す存在となった。
終章 成果と課題
第１節 研究の成果
本研究は、経験豊富な教師の暗黙知を形式知に変換

する過程で、
教師全体の資質向上をめざした。
しかし、
コロナ禍により学校再開後に、これまで当たり前に行
ってきた教育活動をすることができない状況に陥った。
「学校現場に今必要なことは何か」という視点で何度
も検討を重ね、子どもたち一人一人に目を向け、学級
を安心できる居場所にするという、子どもを育てる教
育現場にとって最も大切な部分にたどり着いた。以下
に実践の成果を示す。
・SECI プロセスによる、児童理解における学校組織の
知識の創出と増大を図ることができた。
・いじめ不登校対策委員会が、いじめや不登校の捉え
方、不登校フローチャート、気になる子どもシート、
事例検討により、子どもたちをイメージしながら具体
的に学ぶ場となった。
・教師が、自分の果たすべき役割を自覚し、悩みを抱
える教師を孤立させない、チームで問題に取り組むと
いう学校体制ができつつある。
・OTK 校内研修における、ベテラン教師の暗黙知の形
式知化ができた。
「場」の創出と SECI プロセスの促進
によるマネジメントで改善することができた。
・ナレッジリーダーとして校内研修をコーディネート
し、さまざまな階層の教師へのアプローチ方法や学校
改善のプロセスを知ることができた。
第２節 研究の課題
・新しい生活様式の学校現場におけるリーダーシップ
として、児童理解・生徒指導の研修と授業研究を両立
した校内研修をリードする必要がある。
・教師の自主的な姿勢を生かした校内研修までには至
らなかった。
・SECI プロセスにおける内面化を明確に示すことがで
きなかった。
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