




はじめに 
 

 これからの学校には、一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、

あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、豊かな人生を

切り拓き、持続可能な社会の創り手となるように育てることが求められています。このよ

うな教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会をつくるとい

う理念を学校と社会が共有し、それぞれの学校が社会に開かれた教育課程を実現すること

が重要です。 

本県では、福岡県学校教育振興プランにおいて、学校の教育目標を「社会的自立の基礎

となる、学力、体力、豊かな心を培う」こと、「社会の変化に対応し、社会を支え、その発

展に寄与する力を育てる」こととし、学力・体力の向上、豊かな心の育成などの施策に重

点的に取り組んでいるところです。 

しかしながら、学力・体力では、地区間差、学校間差、教員間の取組意識の差が見られ

るほか、豊かな心の育成では、いじめに関する認識の甘さ、初期対応の遅れ・緩さ、方針・

対策の不理解・不徹底、管理職の危機意識の低さ等の課題を抱えています。また、信頼さ

れる学校づくりでは、教育環境の困難化・多忙化、教員の大量退職・大量採用による適性

や指導力の問題の顕在化、中堅指導者層(ミドル)の薄さ、学校の組織力の低下傾向といっ

た課題が見られるところです。 

このような課題を解決していくためには、学校の組織的な運営が必要であり、管理職の

リーダーシップとマネジメント力の発揮、中堅指導者層の学校運営への経営参画、全教職

員による学校運営への参画意識の向上等が大切です。 

本手引は、このような管理職や中堅指導者層に求められる学校運営に必要な情報を中心

として、一人一人の教職員が高めるべき教職としての素養、保護者や地域と進める教育活

動や学校の危機管理等の内容を盛り込み、学校現場で日常的に活用できるよう作成してお

ります。管理職はもとより、それぞれの立場にある教職員の方々が本手引を十分に活用い

ただき、活力ある学校運営が具現化されるよう心から期待します。 
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福岡県教育委員会  
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