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高等学校における総合的な学習のカリキュラムマネジメントの
組織力を規定する条件の研究

曽 　 我 　 悦 　 子＊

１　研究の目的と方法

総合的な学習の時間（以下、総合と略）は、各教師の個業では限界があり、組織的、計画的な取
り組みが必須である。本研究の目的は、その前提に立って、総合のカリキュラムマネジメント（以
下、CM と略）を実働させていく場合に必要とされる組織力の構成要素となる条件を総合のリーダー
の CM の認識を通して、実証的に解明していくことにある。

そこで、実証の主たる対象である「カリキュラムマネジメント」の理論枠を中留武昭氏（以下、
中留と略）の概念規定に着目して、その概念を筆者が再吟味し、新たな補充を行って、検証の調査
枠組みを策定することとした。

検証のための概念を中留理論に求めたのは CM の用語自体の概念の創設者であり、合わせて1998
（平成10）年に総合が学習指導要領に登場してきたのを機に、同年、研究枠を出し、その後、今日に
至るまで、一貫してその継続研究を行い、概念の追認と拡大を図ってきている点に理論の特徴を伺
うことが出来るからである （1）。また、本研究は、その系譜上、これまでの教育課程管理の研究（伊
藤和衛 1965等）を経て、中留が科研の研究分担者に入っての教育課程経営の研究（高野桂一 1989
等）の連続線上において、新たに立ち上げられたカリキュラムマネジメント研究（中留武昭 1999  
2005等）の理論的枠組みを再吟味し、それを緻密な数量調査により検証した成果である（系譜の経
緯の確認は中留 2015第１章１）。次に、研究上の領域と方法については、本研究はカリキュラム学
と教育経営学との学際領域を対象に、その実証的研究に特色がある。

研究の手続きとしては、中留による CM の概念とその基本的グランド・デザインにおける「基軸
と構成要素」（1999  第１部７章「総合のカリキュラム開発の視座と戦略」）を取り上げ、更に同「学
校全体の CM を総合の CM に組み込む必要性とその理論構成」2003  第Ⅱ部、また同「総合的な学
習の受け皿としてのカリキュラムマネジメント」2015  第１部１章、等の内容を再吟味して新たな
コンセプトを付加し、総合の CM 検証のための調査枠組（図１）を構成した。CM に関する中留の
近年の概念は「カリキュラムマネジメントとは、教育目標を実現するために、教育活動の内容、方
法（カリキュラム）上の連関性と条件整備活動（マネジメント）上の協働性との対応関係を組織体
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制と組織文化を媒介としながら、PDS（CA）サイクルを通して、組織的、戦略的に動態化していく
営み」のことである（筆者による下線部はこの概念のキーワード） （2）。また、この概念の基盤には、
教育的エコロジー観に立った学校改善の中心に CM を位置付けているが、これもまた中留理論の特
色である。本研究では中留理論（2001a  2002  2005  2006）を参考に、新たに調査枠組みを策定する
上で以下のように概念内容の再吟味をはかり、補充した（調査用紙においても、同様の説明を付し
てきた）。補充に先立ち、検証の為の調査枠組みを策定する必要性から、概念のなかのキー（鍵）と
なる用語の説明を以下のように確定する。

先ず「連関性」とは、カリキュラムの内容上、方法上の関係性（繋がり）であり、これを支えて
いるのが、マネジメント上の「協働性」である。双方をセットとして捉え、これを CM の「基軸」

（基本的原則）としている。双方は、相補関係にあるものと仮定されるが、特に実践的に基軸は、各
教科、領域間を超えて機能するキーワードでもあり、総合の CM を適切に進めて行く上での固有の
コンセプトとも言える。

次に、教育目標という同じ目的のために、「協力して働くための組織の仕組みと運営（校務分掌）」
が「組織体制」であり、「同じ目的のために、組織における大方の者が共通に合意し、認識（意識）
している組織態様（在り方）の見方や考え方」が「組織文化」である。これら双方の相互関係性に
ついて連関性と協働性を分析対象に検証する点が本研究の独創性でもある。

概念の解題において筆者が新たに補充した内容は以下の３点である。第１に、基軸と関わって、
内容、方法上の連関性の系列に「機能的連関性」を付加した。なぜなら、総合のカリキュラム開発
の場合、PDCA のマネジメント・サイクルでの「タテの連関性」の確保に就いては、各教科等と同
様に必要なのだが、総合は、各教科の枠、教科と道徳、特活の枠を超えてのいずれも「ヨコ」の相
互の連関性の創造（クロス）が、年間指導計画や単元計画間のレベルにおいて教育目標具現化に向
けて「機能」させて行くことが必須だからである。そこで、各教科の枠を超えてのヨコの内容間で
の連関性を「機能的連関性」と命名して、その検証を試みた。第２に、「協働性」の属性を組織文化
と組織体制に共通概念として組み込んだ。その属性とは、教育ビジョンの共有化、同僚性、革新性、
参画性の４つから構成されているものとして、これらを双方に内在化させて調査枠に組み込んで検
証した。協働性は組織体に固有の見方、考え方の認識枠組みでもあるので、双方の属性として新た
に組み入れた。第３に、先の協働性の属性を含め、組織体制と組織文化との双方の合成力を目標（教
育目標や総合の目標）実現のための「組織力」とし、それは結局、協働体制と協働文化とを生み出
す「協働力」であり （3）、その「協働力」を構築していくのが、総合の組織のリーダー（以下、リー
ダーと略）の役割であると仮定した。

２　研究の背景とその必要性

本研究の内容と方法とを前提にして、研究の背景とその必要性については、以下の３点に集約さ
れる。その１は、本研究において総合の受け皿となっている「カリキュラムマネジメント」の各学
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校における本格的な実践化が、全国レベルで要請されるようになってきたことである。即ち、先に
検討してきた CM の概念に関しては、中央の教育政策レベルでの提言には今日まで見られずにきた
経緯もあり （4）、CM の実際をめぐっては、研究、実践レベルでの多義性が生じ、CM 実践での方向
性が拡散してきていたものと判断される。

こうした動きに対して、この度、政策レベル（中教審）から、CM の概念と共に、それを実践し
て行く上での３つの視点（側面）が、次期学習指導要領での叩き台としての「論点整理」（中教審　
教育課程部会の平成27年８月５日）の中に見えるようになってきたが、その内容は、以下、用語を
含め、先の中留の概念に極めて近接している。即ち、「論点整理」にカリキュラム・マネジメント

（中黒）の概念（主語－述語の関係において）が見えるようになった。そこでは、各学校が設定する
カリキュラム・マネジメントとは「教育目標を実現するために学習指導要領に基づき教育課程を編
成し、～それを実施・評価し改善して行く営み」がそれである。また、この概念を実現する視点（側
面）として、①教育目標を踏まえた教科横断的な視点で～教育の内容を組織的に配列して行く」②

「教育の内容の質の向上に向けて～教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連の PDCA サ
イクルを確立する」③「教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を活用しながら効果的に
組み合わせる」（下線部は中留概念に包摂されている）が挙げられている。政策文書の CM につい
ては、従来は CM の概念なしの内容規定であった《先の注 （4） でその状況を示してきた》。この点、
今回の論点整理の内容に関して、中留概念にある組織体制と組織文化以外の文言（趣旨）は基本的
に、双方に共通している。異なっているのは、中留による組織論の挿入で、従って組織論を組み込
んでの本実証研究の必要性は十分にあるものと言える。なお、一般的に「論点整理」は、各学校が
全国的な教育改革（この場合、カリキュラム・マネジメント）の動向と関わってどの様な立ち位置
にあるのかを知る上で役立つが、政策レベルからとは言え、CM 研究とその実証、また実践開発の
必要性は現実味を一層帯びて来た。

必要性の２つめは、総合のカリキュラム開発は実は容易には動かない現実的な側面が依然として
ある。平成20年の学習指導要領改訂の際に議論され、これもまた中教審の「論点整理」で指摘され
たことだが、総合の実際の状況に関するデータでは、70％前後の学校が「全体計画や学習指導の工
夫・改善」「単元開発や教材開発」に関する項目、「指導方法、評価」に関する項目について問題あ
りで、75％以上の学校で学習環境や施設等の諸条件や必要な予算について問題ありとしている （5）。
こうした問題の根本には、総合をはじめ、教科等のカリキュラム開発は、これまで、日本の学校で
伝統的にも教科書と指導書、そして黒板があれば授業ができて来ていたこともあり、大方の学校（教
師）において、その必要性と経験とを欠いてきたのが実態で、ここに総合の CM 研究の必要の妥当
性がある。

第３に先行研究とも関わるが CM に関する概念定義を組み込んでの理論的、実践的研究について
は中留の研究（2001a  2001b  2002  2005  2006）をはじめ田村知子（2011）等があるが、これらは総
合の CM の統計的（数量的）方法に特化した調査研究ではない （6）。また、中留・曽我による総合を
対象とした最近の研究（2015）もあるが、概念の構成要素（条件）間の関係性を数量的に精緻に解
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明した調査研究ではない。こうした研究上の「隙間」に本研究の意味がある。

３　調査の枠組みと分析方法

上記の研究目的、内容、方法を受けて、その調査枠組みを次の図１のように作成した。

図１　組織力に焦点をあてた総合的な学習のカリキュラムマネジメントの構造化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （調査枠　曽我2015）

  調査の枠組みは大きく４つ（ボックスと命名）から構成されており、各ボックス（以下、BX と
略）が後述の研究課題 （1）～（4） を内包しており、その BX 毎に設問肢を設け、設問肢から想定され
る仮定（仮説）を作り、調査、分析して結果の考察を行っている。各 BX の構成においては、（1） 総
合のカリキュラムの内容上、方法上、機能上の連関性（2） 連関性を支える協働性（協働体制と協働
文化）の条件（3） 総合のリーダーによるリーダー行動の態様と組織力（協働体制と協働文化との合
成）との関係（4） 総合の CM 実践を通して形成される学校の変容（学校改善）、そして調査枠の中
央部分の枠に位置づいている「組織力」は、総合を含めた学校全体の組織力から構成している。

調査対象は、H 県の公立高校（全日制）全92校である。高校を調査対象として選んだ理由は、総
合の内容構成には、学習指導要領及びその解説上において、生徒の興味、関心、学校や地域の特色
等があるが、これらは教科や領域等でも行われるわけだが、教科等の枠を超えた横断的な学習、探
求的な学習こそが総合の特色で、それには教科担任制の高校（中学もその条件を満たしている）が
教科の専門上、連関性を必然視する上で、最適と考えた。質問紙調査は悉皆、92校（回収数51校、
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回収率55.4％）に対して、郵送留め置き法（平成26年３月８日～平成26年３月24日）で行った。ま
た、回答対象には、総合の直接的リーダーに依頼した。結果、リーダーは教務部長が約76％、他に
進路部長、研究主任、学年主任、主幹、担任等が主としてリーダーを担っている。なお、本調査は
総合の一般的動向を掴む目的ではなく、総合を CM の枠組みにおいて検証することにあるので、１
県の公立高校に調査対象を絞ったものである。統計解析は、連間係数（Cramer’s V はφファイ係数
を一般化したものであり、２×２分割表では、その値が完全に一致する）、カイ２乗検定および相関
比（η2）、一元配置分散分析にて行った（統計的有意性検定の有意水準は0.05とし、統計解析は IBM 

SPSS Statistics22にて実施）。設問総数13（選択肢数148）、設問クロスの総数1637項目中、128項目間
で有意性が認められた。なお、調査対象校のＨ県（教育委員会）に対しては、事前に総合の CM に
対する機関としての取り組み状況の聴き取りのフィールドワーク（平成26年８月19日）を行ってき
ている。なお、またＨ県（公立）を調査対象にしたのは、同県では、「県立高等学校『総合的な学習
の時間』実施計画」を策定しており、県内の高校の全体状況を把握しやすいからである。分析方法
として、統計的に、BX 内の相関、BX 間単位での相関に重点をおいて有意性を検定している。

４　研究課題・仮定と結果の考察

先ず、本研究が総合の CM の組織的なアプローチにあることから、調査枠組みの中心部分にある
学校全体の組織力（設問8－1/－2）について、各学校の総合のリーダーがどの様にそれを認識してい
るのか、後に BX1から BX4までの説明変数（設問）からのクロス（有意性あり）を検出するために
も、その全体像を素集計の結果からここで掴むことにする。

総合の組織力を解明していく前提に、学校全体の組織力の高低の程度とその理由について尋ねた。
結果、「高い」（「かなり高い」と「どちらかと言えば高い」との合算）が76.5％、「低い」が23.5％と
およそ８対２の割合で、自校の組織力は「高い」とリーダーは認識している。そこで、「高い」と認
識している理由（低い理由は「高い」の真逆の質問でここでは集計上省く）を尋ねたが、その際、
組織力を組織体制と組織文化との合成力と仮定していることから、体制、文化いずれも５問ずつ（組
織体制については「校務分掌の担当者、責任者、役割分担が明確である」他４選択肢、組織文化に
ついては「学年を中心にしたまとまりがある」他、４選択肢）の計10項目の設問から構成されてい
る。結果、高い順（上位３位）から、「学年のまとまりがある」（素集計43.1％）、第２位・第３位

「校務分掌の担当者、責任者、役割分担が明確」「報告・連絡・相談が迅速に連携している」（素集計
37.3％、35.3％）で、第１位の「学年のまとまり」は、協働文化であり、次の２位、３位は協働体制
である。全体として、協働体制と協働文化、いずれが「高い」ものと認識されているかは、選択肢
各５問の集計からは、結果は0.1ポイントの差でしかなく、体制・文化共に合成としては半々の占有
率である。この傾向が総合の組織体制と組織文化の場合、どの様になるのかについては、BX2（研
究課題２）で検証するが、基本的に学校全体の組織力と総合の組織力を組み込んでいる BX2を含め
た全ての各 BX との相関については、設明変数としてのクロスとして統計処理を行う。なお、この
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設問8－1） 2） と各 BX 間のクロスの総数83項目中、有意性が認められたのは７項目（後述）であっ
た。以下、研究課題毎に分析する。

（1）研究課題１
総合のカリキュラムを教育目標具現化と関わって推進するための条件を明らかにする。

1）CMにおける内容、方法上の「連関性」
ⅰ）設問設定と仮定
設問構成として、内容上の「連関性」に関わる設問1－1）では、「総合の『課題』で重点を置いて

いる点」（①現代的課題②生徒の興味・関心の課題、他２項目）、1－2）では、総合の目標を通して
「生徒に身に付けさせる資質、能力」（①課題設定力②情報活用能力、他11項目）、1－3）では、総合
のカリキュラムの開発についての関連の「連関分野」（①各教科との連関性②特別活動との連関性、
他２項目）の態様を尋ねた。また、設問２では、方法上の連関性について、授業レベル（D）で総
合を実践して行く上での「展開の方法」と「達成度」（①生徒自身の生活と密着した学習内容の展開
②教科との枠を開いた単元や授業展開、他７項目）の態様を尋ねた。設問1－1） －2） －3）、設問２そ
れぞれ内部の項目間から学習指導要領上で謳われている総合の目標・方法について教科の枠を超え
た横断的、総合的な学習についての取り組みの態様を総合の CM を通して探る。仮定１として、総
合の目標を通して生徒に期待する能力の割合が高い項目は「コミュニケーション能力」、言語活動を
通しての「思考力」「判断力」「表現力」と想定され、これらと関わる総合の「課題」項目にはバラ
つきがあると想定される。また、総合は課題探究型学習なので領域と「解決、探究力」とのクロス
も想定される。仮定２として、授業と到達度にみる方法上の連関性（設問２）と学校全体のカリキュ
ラム編成の基本方針の位置づけ（設問４）、組織文化（設問７）、総合による変容（設問13生徒・教
師・学校の変容）との間には関係性ありと想定される。
ⅱ）結果の考察
第１に、「総合の「課題」で重点を置いている点（1－1）」と「総合の目標を通して生徒の期待す

る能力（1－2）」（以下、有意性のある項目のみ示す。素集計－第１位コミュニケーション能力49％、
第３位「解決、探究力」43.1％、第４位「思考力」「判断力」「表現力」35.3％）との間に以下の２点
において有意性が認められた。①「コミュニケーション能力（1－2⑥）」（P＝0.004** 13項目中１）。
総合の「課題」の内訳は、「現代的課題」と回答した割合が57.1％、「生徒の興味、関心」40％、「地
域や学校の特色を生かした課題」68％、「課題探求・解決の資質能力の向上」52％であった。②「言
語活動を通しての思考力、判断力、表現力の育成（1－2⑧）」（P＝0.003** 13項目中１）。総合の「課
題」の内訳は、「現代的課題」と回答した割合が42.9％、「生徒の興味、関心」40％、「地域や学校の
特色を生かした課題」44％、「課題探求・解決の資質能力の向上」32％であった。

第２に、「総合の目標を通して生徒に期待する能力（1－2）」と「総合のカリキュラム開発で重点
を置いている関連「連関性」（1－3）」との関係性を探った。結果、13項目中１クロスにおいて有意
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性（P ＝0.049*）が認められた。「解決、探究力1－2）⑩」に肯定的な学校は「各教科との連関性」を
選択する割合が20.8％、「領域［進路指導、生徒指導等］との連関性」62.5％、「特別活動との連関
性」12.5％、「道徳との連関性」4.2％であった （7）。

第３に、授業と到達度にみる方法上の連関性（設問２）との関係性を探ったが、学校全体のカリ
キュラム編成の基本方針の位置づけ（設問４）、組織文化（設問７）、総合による変容（生徒・教師・
学校：設問13）との間には、69クロス中、有意性は検出されなかった。

以上、総合の CM から見た内容、方法上の「連関性」に関するクロス結果からは以下の３点が判
明した。①コミュニケーション能力、「思考力」「判断力」「表現力」育成の言語活動の充実は、総合
と各教科等を繋ぐためにも重要な位置を占めている。このことと総合の課題で重点を置いている点
についてはバラツキが見られた。これは一つには、高校は、普通科・専門課程、及びコース別等の
システムとしてかなり類型化されているかと考えられる。よって仮定１は検証された。②「解決、
探究力」とのクロスにおいて、領域（進路指導、生徒指導等）との割合が高かった。これは、総合
のカリキュラム開発における関連の「連関性」は高校においてはキャリア教育と関わって総合を展
開しているケースが多いためと考えられる。よって仮定１は検証された。③方法上の連関性の仮定
は検証されなかった。これは一つには、回答者が総合のリーダーなので授業の具体的到達度が学校
によって多様なこともあり、リーダー自身が具体的な総合のカリキュラムの内容、方法等に関して
授業レベルまで把握していないことが考えられる。よって仮定２は検証されなかった。

2）CMにおける機能上の「連関性」
ⅰ）設問設定と仮定
設問1－1） 2） 3） を推進していくための条件整備の態様を探るために、設問４（教育目標具現化と

関わっての総合の CM の手続き過程における学校全体のカリキュラム編成の基本方針の位置づけ―
①重点方針、経営方針のなかに他の方針と並列②重点方針と関わりながら独自に、③教務関係の役
割のなかに主として）及び設問５（総合の CM の手続き過程におけるリーダーとしての関係者との

「共通理解」をはかる際の「助言」―①昨年度末の総合の評価を新年度の計画に反映②教育目標～
カリキュラム編成の基本方針までの内容上の「連関性」、他２項目）との関係性を探る。仮定１とし
て、設問４と設問１との間に有意な関係があるものと想定される。仮定２として、総合のリーダー
の「助言」（設問５）の態様と総合の特徴に対する認識（9－1）、総合に必須な協働性を構築する協
働体制（設問６）と協働文化（設問７）との間に関係性があるものと想定される。
ⅱ）結果の考察
先ず、設問1－1） 2） 3） と設問４とのクロスは認められず、仮定１は検証されなかった。次に、リー

ダーの「助言」（設問５）の態様が、協働体制と協働文化、リーダーの総合の特徴に対する認識とど
う関わっているのかをクロスを通して探ると、以下の６点のクロス結果を得た。①「昨年の評価を
次年度の計画に反映させる助言（5－1）」と「単元の構想づくりの教科内、教科間での情報交換の機
会や場の確保（6－2）」との間（P＝0.029* 10項目中１クロス）、「教育ビジョンの共有化（7－4）」と
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の間（P＝0.041* ７項目中１クロス）、「総合のカリキュラムは生徒の実態やニーズ、地域との連携
などに応えること（9－1④）」（P＝0.041* ７項目中１クロス）との間、②「カリキュラム編成の基本
方針を総合の年間指導計画に繋げる助言（5－3）」と「互いの授業を見て子どもの考えや問題意識を
めぐる定期的な議論の機会の確保（6－6）」との間（P＝0.036* 10項目中１クロス）、「地域や家庭に
向けての情報発信の機能の活性化やフィードバック（6-8）」との間（P＝0.021* 10項目中１クロス）、

「教育ビジョンの共有化（7－4）」（P＝0.008** 10項目中１クロス）との３項目の間に有意性が認めら
れた。以上から、リーダーの「助言」の態様（上記の①②）が総合のカリキュラム開発における単
元開発や新たな試みの実施、それを受け入れる革新性、同僚性、ビジョンの共有化（組織文化）と
授業を互いに見せ合い議論を深める定期的な会議体（組織体制）、学外との連携や交流（組織体制）
とを繋ぐ合成力を生みだすもので仮定２は検証された。

3）学校全体の組織力と「連関性」の態様
ⅰ）設問設定と仮定
リーダーは教職員間の「協働」を図りながら組織文化を媒介として PDCA サイクルを機能的に動

態化させていき、組織力を高めていく任を負っているので、リーダーが「組織力が高い」と判断す
る理由の上位と、先の設問1－1） －2） －3）、設問４と設問５とのクロスを試み、リーダーが組織力を
高めていく条件を探る。この場合、設問4と5は説明変数であり、設問1－1） －2） －3）の場合は説明変
数を「組織力8－2」としている。仮定として、生徒の資質、能力及び総合の関連における「連関性」
と組織力との関係性、またそれらを支える条件整備としてのリーダーの指導の態様と組織力との関
係性が検出されるものと想定される。
ⅱ）結果の考察
先ず、先の設問1－2） との間には、以下１点のクロス結果を得た。①総合で育成すると期待する資

質、能力－第４位「言語活動を通しての思考力、判断力、表現力の育成（1－2⑧）」と組織力が高い
－第二位「校務分掌の明確化8－2③」との間に有意性（P＝0.005** 10項目中１クロス）が認められ
た。「校務分掌の合理化や明確化」（条件）が生徒の思考力・判断力・表現力に繋がることが分かっ
た。よって仮定は一部（1－2）において検証された。

次に、先の設問４と設問８とのクロスを試みると、設問4との間には有意性は認められなかった
が、以下３点の結果を得た。①リーダーが組織力が高いと考える理由の第一位（8－2）「学年のまと
まりがある⑥」を選択した学校の63.6％が、学校全体のカリキュラム編成の基本方針の位置づけに
対して「重点方針と関わりながらも、独自に位置づけられている4－2」を選択 ②「校務分掌の明確
化③第二位」45.5％ ③「迅速な報告・連絡・相談の連携④第三位」45.5％であった。この点、学校
全体のカリキュラム編成の位置づけ（設問４）は、総合の年間指導計画の内容、方法上で綿密に繋
がっているので、学校全体のカリキュラム編成が「校長の重点方針等と並列（4－1）」になっていた
り、「教務関係の役割のなかに4－3」組み込まれていたりすれば、総合の単元計画にまで機能してい
かなくなるので、リーダーの総合に対する認識と助言が組織力に影響することが分かる。すなわち、
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総合のカリキュラム編成の基本方針は学校のカリキュラム編成の基本方針の位置づけに依拠してい
るので、「重点方針と関わりながらも独自に位置づけられている4－2」が重要（重点方針との相対的
独自性）となってくる。さらに、先の設問5－2「教育目標～カリキュラム編成の基本方針までの共
通理解のための助言」と設問８（「校務分掌の明確化8－2③」第二位）との間に有意性が認められた

（P＝0.038* ８クロス中１クロス）。以上、リーダーによる総合に対する指導と学校全体のカリキュ
ラム編成の基本方針の位置づけ、校務分掌の合理化や明確化が、組織力の高低と関係していること
が分かった。

（2）研究課題２
総合を推進していくためには、「協働体制」と「協働文化」との態様を見る必要がある。そこで組

織体制を協働体制に、組織文化を協働文化に変えていくために必要な協働力の属性である「協働性」
を媒介にした場合、組織体制と組織文化は相補関係にあることを検証する。

1）設問設定と仮定
先ず、総合を進めていくには、組織運営において教職員間の協働が特に必要である。そこで総合

を進めて行くための学内外での協働体制を作るための条件がどのように確保されているかを設問6
（①定期的な教科主任会の実施と学習内容や方法ための時間の確保②単元の構想づくりについて教科
内、教科間及び学年内、学年間での情報交換の機会の確保、他８項目）で尋ねた。また、学内外で
の協働文化を作るための条件がどのように確保されているかを設問７（①教科と総合の連関性の構
成に関心を示す教師が多い②総合に対する新たな試みや実践の受容の雰囲気、他８項目）で尋ねた。
なお、この場合の説明変数は設問６（組織体制）である。総合は各教科の個業とは異なり協働性が
必須となるので、仮定１は、協働文化の属性「共通のビジョン」「同僚性」「革新性」「参画性」の中
で、先ず「同僚性」に対する認識が優先すると想定される。仮定２は、総合のカリキュラム開発に
必要な革新性と参画性は、課題解決的な校務分掌と総合に必要な施設や設備との間で有意な関係に
あると想定される。また、学内外との開かれた連携は、異質文化への理解の必要性及び参画性と有
意な関係にあるものと想定される。

2）結果の考察
右の表１が示すように、以下のクロス結果を得た。第１に「課題解決的な取り組みができる校務
分掌の形態6－3）」を図ることと、「教科と総合の連関性に関心のある教師が多い－革新性」（P＝
0.035* 10項目中１クロス、以下同様）、「総合における新しい試みや実践の受容の雰囲気がある－革
新性」（P ＝0.002**）、「教科の指導方法の変更の雰囲気がある－革新性」（P＝0.001**）、「異質文化へ
の理解の必要性－参画性」（P ＝0.002*）との４項目の間に有意性が認められた。第２に「多様な学
習形態がとれるオープンスペース（6－5）」の確保を図ることと、「教科と総合の連関性の構成の関
心のある教師が多い－革新性」（P ＝0.008**）、「総合の実践に同僚意識をもつ教員が多い－同僚性」
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（P ＝0.037*）、「教科の指導方法の変更の雰囲気がある－革新性」（P ＝0.022*）、「異質文化への理解
の必要性－参画性」（P ＝0.042*）との４項目の間に有意性が認められた。第３に「互いの授業を見
たり、子どもの考えや問題意識をめぐる定期的な議論の機会の確保（6－6）」を図ることと、「教育
ビジョンの共有化」（P＝0.002**）、「教科の指導方法の変更の雰囲気がある－革新性」（P ＝0.013*）、

表１　組織体制（説明変数）と組織文化との関係
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「異質文化への理解の必要性 - 参画性」（P＝0.022*）との３項目の間に有意性が認められた。第４に
「地域や家庭に向けての情報発信の機能の活性化やフィードバック6－8」を図ることと、「悩みを自
由に出せる雰囲気がある－同僚性」（P＝0.049*）、「職員室が子どもに関する話題でにぎやかである
－同僚性」（P ＝0.011*）との２項目の間に有意性が認められた。第５に「適材適所等の原則を目指
した校務分掌（6－4）」を図ることと、「教育ビジョンの共有化」との間（P＝0.024*）に、第６に「地
域や文化財等の共有化や情報交換のためのシステム化（6－7）」を図ることと、「異質文化への理解
の必要性－参画性」との間（P＝0.008**）に、第７に「学校種別を越えたカリキュラム上での連携
の確保（6－9）」と「異質文化への理解の必要性 - 参画性（7－9）」との間（P＝0.003**）に、第８に
「学校評議員会によるカリキュラムの改善に向けての議論（6－10）」を図ることと、「学校支援意識
が強い学校評議会 - 参画性」との間（P＝0.043*）に有意性が認められた。先ず、仮定１は、協働文
化の属性の「革新性」と有意性が認められた組織体制は６項目（以下、同様）、「同僚性」は３項目、

「教員ビジョン共有化」は２項目、「参画性」は６項目であった。よって、「同僚性」が優先するとい
う仮定１は検証されなかった。

それは、総合は教科の枠を超えての新たな試みが前提となるので、保護者や地域との異質文化に
自らが参画することが必須となるからと考えられる。次に、総合のカリキュラムを改革していくた
めには教科横断的な学外との活動を伴うので課題解決的な校務分掌との間、多様な学習形態がとれ
るオープンスペースの確保との間に有意性が認められた。さらに、家庭や地域との交流、学校評議
員会の支援、学校種別間のカリキュラム上の連携との間に有意性が認められた。よって仮定２は検
証された。以上、組織体制は組織文化の母体となってはいるが、組織体制のみを変えても組織文化
を変えなければ組織改革できず、組織体制と組織文化とは相補関係にあることが分かった。なお、

「学年のまとまり8－2⑥第一位」と「総合の新しい試みや実践の受容－革新性（7－2）」との間に有意
性（P＝0.024* 10項目中１項目）が認められ、また、同項目（7－2）は先の「課題解決的な校務分掌」
との間にも有意性があり、組織力が高い理由の第一位「学年のまとまり」と第二位「校務分掌の明
確化と合理化」とは、総合のカリキュラム開発に関わる革新性と関わっていることが分かった。さ
らに、組織力の程度が高いと認識しているリーダーは総合のカリキュラムを開発しようとする革新
性、異質文化への理解の必要性、同僚性と関わっていることも明らかとなった。

（3）研究課題３

総合の CM の動かし方の認識を通してリーダーが取るリーダーシップの態様と総合の組織力（組
織体制と組織文化との合成力）との関係を明らかにする。

1）設問設定と仮定
先ず、設問9－1は「総合のCMの動かし方に対するリーダー自身の認識」（①総合のカリキュラム

の単元開発に直接関わることに違和感はない、他６項目）の態様を尋ねたものである。次に、設問
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9－2では、学校現場に生じる諸問題の「場面」に、リーダーは、組織体制の改善か、組織文化の活
性化か、何れの戦略を取るかを、総合と学校全体のそれぞれの組織体制と組織文化（9－2A：総合 /
B学校全体①時間的なゆとりが必要な場合②組織運営のシステム化を図る場合、他９項目）におい
て尋ねたものである。仮定１は、リーダーは総合のメリットは学校の特色の一つであるという認識
をもっていると想定される。仮定２は、諸場面に対するリーダーの総合と学校全体の CM の対応は
類似していると想定される。

2）結果の考察
先ず、設問9－1） に関しては、「総合的な学習の導入はメリットの方が大きい9－1⑦」と学校の変容

の第一位「学校の特色がでてきている13C ①」との間に有意性（P＝0.009** ８項目中１クロス）が
認められた。よって、総合の導入のメリットが学校の特色の一つであるというリーダーの認識は検
証された。次に、設問9－2に関しては以下の点が判明した。先ず、リーダーの諸場面における CM

を動かしていく際の「組織体制の改善」か「組織文化の活性化」の選択は、学校全体と総合の CM

の対応はほぼ類似していた。即ち、組織体制の改善については、「①時間的なゆとり」「③事務の合
理化」の技術的な側面に重点が置かれているが、その他の９項目については、総合も学校全体にお
いても組織文化の方が高く認識されている。特に、組織文化の活性化により多くの重点が置かれて
いるのは、「⑨構成員（教職員）に柔軟性をもって対応する」「⑩提案を温めてチャンスを伺う」で
あった（素集計）。よって仮定１、２は検証された。これは、人間関係の込み入る戦略の策定等に関
する事柄の対応においては、組織文化への対応がまずは着目されるからである。従って、組織体制
と組織文化との合成力としての「組織力」は内実においては組織文化への重点に比重が置かれ、総
合や学校全体の改善・活性化においては、特に「協働性」が組織と文化とを結ぶ座標軸と言える。
よって本研究課題は、研究課題 （2） においても出された「組織体制と組織文化とは相補関係である」
との考察の結果とも繋がる。

（4）研究課題４
学校全体の組織力と総合による生徒・教師・学校の変容との関係の態様を解明する。

1）設問設定と仮定
学校全体の組織力の「程度」（8－1）とその理由（8－2①組織体制が機能的、他９項目）とを総合

のリーダーに尋ねた。そこで、仮定１は、学校全体の「組織力」の「程度」は学内外と関わって総
合の組織運営にあたる教師との間に関係性があると想定される。仮定２はリーダーが組織力が高い
と判断する理由と学校の変容との上位の項目との間に、さらに学校の変容と生徒及び教師の変容と
の上位の項目との間に有意な関係性があると想定される。
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2）結果の考察
先ず、「8－1組織力の程度－10段階（１～10）」と「総合による教師の変容（13B－1）」との間に有

意性（P＝0.008** ３項目中１クロス）が認められた。次に、組織力が高いとリーダーが考える理由
の第１位「学年のまとまり8－2⑥」と学校の変容の第１位「学校の特色がでてきている13C ①」と
の間に（P＝0.031*  ８項目中１クロス）、学校の変容の第４位「学校全体の雰囲気が活性化してきて
いる13C ⑧」（P＝0.049* ８項目中１クロス）との２項目の間に有意性が認められた。また、生徒の
変容の第１位「キャリアに対する生徒の興味・関心が高まった場面がでてきている13A④」と学校
の変容の第１位「学校の特色がでてきている13C ①」との間に（P＝0.003** ８項目中１クロス）、教
師の変容の第４位「教員が地域の人々と関わる機会が増えている13B ⑦」（P＝0.017* ８項目中１ク
ロス）との２項目との間に有意性が認められた。さらに、生徒の変容の第２位「生徒の中に職業に
対する興味や関心が増えた場面が出てきている13A⑦」と教師の変容の第４位「教員が地域の人々
と関わる機会が増えてきている13B ⑦」との間に有意性（P＝0.037* ８項目中１クロス）が認められ
た。以上、「学年のまとまり」「生徒のキャリア学習、職業に対する興味・関心」「教師の地域との交
流」とが総合と関わって学校全体の組織力を高め、それが学校の特色となり、学校全体の雰囲気を
活性化していることが分かった。よって仮定１、２は検証された。

５　新たな研究的・実践的課題

以下、研究課題毎に検証を通しての総合の新たな課題を総括する。先ず、研究課題１からは、総
合と各教科等との連関性を図るには、総合に焦点を充てての校内研修等において、コミュニケーショ
ン能力、解決・探究力、さらに、思考力、判断力、表現力の資質、能力の開発を高校の総合の特色
でもあるキャリア教育を共通の軸にして、組織的、計画的にマネジメントしていく必要がある。研
究課題２からは、総合によって学校全体の組織力を高めるためには、学年のチーム力、校務分掌の
明確化と合理化、また、総合は地域が教室であることと関わって、総合のカリキュラム開発を協働
で行う組織的取り組み（組織体制）が必要となる。さらに、総合の授業等での新たな実践を容認し、
それを試みるような革新的な雰囲気づくり（組織文化）にも留意する必要性がある。研究課題３か
らは、総合の導入のメリットは、学校の特色の一つになるというリーダーの認識はこれを学校改善
の中心に位置づけるという認識と結びつける必要性が示唆されている。総合の CM は、組織体制の
改善と組織文化の活性化を媒介にして、学校全体の CM に繋がることが分かったが、そのためのス
トラテジーの開発が新たな課題である。研究課題４からは、総合の CM を通して、生徒の変容、学
年のまとまり（チーム力）、そして学校全体の組織力を媒介にした学校の特色づくりとは一体化して
いることが分かったが、それだけに教科や領域との垣根を超えた総合のリーダーとしての固有の在
り方が研究的、実践的にも問われてくる。

最後に研究方法上の今後の課題は、この数量調査から得られた右の４つの研究課題の各成果に対応
した実践事例を丹念に掘り起こしての事例研究を進めつつ、それらの成果を再度、総合の CM 理論と
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照合させ、新たに、実践とそれを規定する理論との統合を体系化した研究に取り組むことである。

<注>

（ 1 ）  中留のカリキュラムマネジメント概念内容の形成過程においては、３回の科学研究費補助金
（いずれも、研究代表者）による関連の研究がベースにある《1999年―教育目標の具現化、
基軸（連関性・協働性）と PDS を導入。2001年―カリキュラムマネジメントを軸にした学
校改善、リーダー行動の導入。2005年―組織体制と組織文化の導入》。なお、本文の CM 概
念においては、研究同人、田村知子との共有化が行われたのが、中留武昭　田村知子『カリ
キュラムマネジメントが学校を変える』学事出版　2006年で、以降、この概念は一貫して今
日に至っている。また、本文での引用は CM 概念の変遷を記した中留武昭（2010年）『自律
的な学校経営の形成と展開』第３巻教育開発研究所 p.92他。

（ 2 ）  CM の概念、構成要素の解題に参考にしたのは中留《注 （1） 1999年  2001年  2005年》
（ 3 ）  協働文化に関しては最近では、授業研究の分野からの「協働構築モデル」に学習過程をシス

テム化することによって解明した秋田喜代美氏（秋田 2008年）における事例研究がある。ま
た、CM の視点からは、筆者が TT の授業に焦点をあてて、協働組織と協働文化との合成を
分析した事例研究がある。「子どもの学びを通しての事例分析」（中留武昭   曽我悦子 2015年。）

（ 4 ）  教育政策レベルでのカリキュラム・マネジメントの最初の登場は、中教審答申における1998
年の「～教育課程の開発や経営（カリキュラム・マネジメント）が必要とされる」であった。
これは用語上の「言い換え」に過ぎなかった。2008年（小・中学校）、2009年（高校）の学習
指導要領（解説編）の『総則』では、カリキュラム・マネジメントは「計画、実施、評価、
改善～」として、PDCA が提示された。こうした経緯において、2015（平成27年８月５日）
の中教審「論点整理」で概念とその視点が初めて登場してきた。

（ 5 ）  他にもカリキュラム・マネジメントを対象にした啓蒙的な著（財団法人学校教育研究所 2015）
もあるが総合に特化した研究ではない。

（ 6 ）  本調査は2008（平成20）年学習指導要領改訂に向けた文科省教育課程部会　生活・総合的な
学習の時間専門部会第８回、平成18年３月提出資料（中教審による総合の全国的状況）によ
るもので、全国の小学校800校、中学校600校（全1400校　単純無作為抽出）。

（ 7 ）  道徳と特活との割合が低かったのは、双方における総合との共有部分と専有部分との境界が
グレーゾーンだからと考えられる。この点の研究には、曽我悦子（2015年）がある。
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A Study on the Conditions to Regulate Capacity for Organization Concerning Curriculum 

Management for Period for Integrated Study at Senior High Schools

Etsuko SOGA

This study is to make it clear to empirically explicit the conditions constituting capacity for 

Organization, based on the point of view to apply Paradigm of Curriculum Management with Period of 

Integrated Study.

The concept of Curriculum Management reads as follows,“Curriculum Management” consists of two 

aspects: one is the curriculum as content and method of educational activities and the other is the manage-

ment by providing and maintaining the condition which supports the former.  In order to activate both of 

them, the fundamental axis as a key for the former is the relevancy (connection) on the content of the 

subjects and relevancy (connection) on the method of learning, these two being insured by the educational 

activities themselves.”  As the result of the categorical cross correlation through a regression analysis of 

the statistics processing, I got some knowledge about the point mentioned above as written below.

No.1  In order to cultivate communication skills, research, solution power, and the ability for language 

such as an intellectual power, judgement, the power of expression, with carrier learning that is a character-

istic of Integrated Study of Senior High Schools as the common axis, it is essential to activate in-school 

workshop.

No.2  In order to enchase capacity for organization of the whole school through Integrated Study, it is 

essential to collaborate and tackle the team power of the school year, the rationalization and clarification of 

school management duties, and the curriculum development of Integrated Study.  The organized action to 

collaborate and perform curriculum development of Integrated Study is important.

No.3  The merit of the introduction of Integrated Study will lead to shape a characteristic of the school.  

Through composing the improvement of the organizational system and the activation of organizational 

culture, Curriculum Management for Integrated Study will lead to school improvement.

No.4  The role of the leaders of Integrated Study is to promote the unity of the school year(team 

strength) and the state of the student, the teacher and the school being changed by Integrated Study.  

Period of Integrated Study will revitalize power of organization (the composition of organizational system 

and culture).

A following Study Agenda is to make a research on the developmental study based on the construction 

of typical plural models with effectively functioned practice, resulting from what I demonstrated by this 

explanatory study.


