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自己紹介 妹尾 昌俊

徳島県出身（いなかの公立小中高で育つ）、神奈川県在住。
趣味は歴史もの（戦国うんちく、旅、ゲーム）、サイクリング、海でSUP。

小学生～高校生＋0歳児の５人の子育て中～。

全国各地の教育現場を訪問して、講演・研修、取材を行っています。
校長、教育長等のご相談にのったりもしています。

京都大学大学院（行政学）修了後、野村総合研究所を経て、2016年から独立。
2019年から法人化し、ライフ＆ワークを設立。

中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、
スポーツ庁と文化庁で部活動ガイドライン検討会議委員、
教育委員会のアドバイザー（横浜市、四日市市、埼玉県、宮崎県など多数）
岐阜市公教育検討会議委員 などを歴任。

Facebook、Twitter、Yahoo!ニュースオーサー（解説記事を書いています）は
妹尾昌俊で検索。 お気軽に感想、メッセージなどお願いします。
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【妹尾の著書の紹介】 本を読むのも、書くのも好きです！
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ぼくの原点。
元気な学校は何が
ちがうのか。

ビジョンは思った以上に浸
透していない。

学校の戦略づくりとコミュニ
ケーションを考える。

多忙の実態を豊富なデータ
で解説。

働き方改革の基本方針と具
体策を提案。

ケースメソッド方式で

モチベーションや業務改善
について、とても具体的に
考えられる一冊。

働き方改革の教科
書。学校や教育委員
会が行うべきこと、
中教審答申とその前
後の最新動向を踏
まえて解説。

典型的なマズイ事例
に陥らないために、
どうするか、５大原
則を演習問題付きで
解説。

企業や行政、イノベ
ーターたちの失敗と
成功から、学校や教
育行政は何を学べ
るか。Google、セブ
ンイレブン、スタバ、
佐賀県庁など様々
な事例を分析。

わくわくする学校事務に
挑戦する６人のプロたち
の仕事への姿勢や仕事
術を分析。事務職員の学
校運営への参画を具体的
に考えていける本。

教師不足、過重労
働、社会からの信頼
低下など、５つの危
機、ティーチャーズ・
クライシスを解説。

採用倍率低下は本
当に問題なのかな
ど、データをもとに深
層に迫る。



FNNプライムオンライン2018年11月14日

東京ディズニーランドなどを運営するオリエンタルランドに対し、契約社員の女性2人が従業員への安全配
慮の義務を怠ったとして、約755万円の損害賠償を求めて提訴。

契約社員の女性2人は、キャラクターのコスチュームを着てショーなどに出演していた。

 29歳の原告女性Aさんの主張は「過重労働」。

訴状などによると、Aさんは重さ10キロから30キロのキャラクターコスチュームを着て、1回約45分のショー
やパレードに出演。

大きな動きを求められ、2016年11月の出演回数は22回、12月は28回とその前の2カ月に比べて倍以上
だったという。その翌月Aさんは、コスチュームの重さで神経が圧迫され、肩から腕に痛みが出る「胸郭出口
症候群」を発症。

 「皆さんに愛され求められる業務が、少しでも長く働き続けられる環境に変わることを願い、声を上げること
が恩返しになると信じたいです」と主張した。

 38歳の原告女性Bさんの主張は「パワハラ被害」。

きっかけは2013年、Bさんが男性客から右手薬指を故意につかまれ、負傷したこと。警察への被害届や労
災申請を上司に相談したところ、「エンターなんだから、それくらい我慢しなきゃ」や「君は心が弱い」などと言
われたという。

また、飲み会の席で上司のマネージャーに「楽屋でぜんそくが出る」と相談した際には「病気なのか、それな
ら死んでしまえ」や「30歳以上のババアはいらねえんだよ、辞めちまえ」と言われたといい、Bさんは「一番つ
らかった言葉」と話した。
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～～働き方改革、どこ行った？～～

☑検温、消毒、トイレ掃除、報告書類も増えた・・・

☑授業時間も増。子どもたちのケアもいろいろ大変。

☑部活動、また熱血指導に戻っています。

☑タイムカード押したあと？仕事残っているし、持ち帰りも
多い。

Memo あなたはどうですか？



スターバックスが低迷していたときのこと

 2006、07年頃のこと、米スターバックスは業績が低迷。08年1月にハワード・シュルツ氏が、多くの人を驚か
せて、CEOに復帰。

シュルツ氏は当時を振り返り、こう述べている。

商品がなんであれ、売り上げの伸びの速さを喜ぶという悪循環にとらわれていたことを、わたし
たち皆が認めていた。一日六店舗のペースで開店をし、四半期ごとにウォール街から ―そして、
社内から― 既存店売上高の伸びが前年を上回ることを期待されていたからだ。
解決策は、できるだけ速く、より多くの店を開くこと。

わたしたちの戦略は過去にうまくいったことをさらに頻繁にやるというものだった。

しかし、それを改善したり、違った形でやろうとしたりすることはなかった。つねに改善を続けた
わけではなかった。エンターテインメントなど関連のないビジネスに手を広げた。
中核となるコーヒーからあまりに離れた商品に力を入れた。
あるパートナー（引用者注：従業員）が言った。
わたしたちは走り続けているが、なんのために走り続けているかわからない、と。
まさにその通りだったのだ。

ハワード・シュルツ、ジョアンヌ・ゴードン（2011）『スターバックス再生物語』（月沢李歌子訳）徳間書店
妹尾昌俊（2019）『学校をおもしろくする思考法―卓越した企業の失敗と成功に学ぶ』でも解説。
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全国学テの順位に一喜一憂？
あるいは・・・数か月後に返されたってと、無関心？

＜測りすぎの問題＞

測定されるものに労力を割くことで、目標がずれる弊害

短期主義の促進

リスクを取る勇気の阻害、イノベーションの阻害

（失敗等を重ねながら長期的に取り組むことが評価されにくく
なるため、リスクを取ろうとしなくなる。また、評価はまだ誰も試
みなかったことへの挑戦や実験を妨げる。）

協力と共通の目標の阻害

（個人に対して報酬を与えると、共通の目標への意識や協力
が減退する）

時間コストがかかること

規則の滝

（数字の改ざんや不正などを止めようとして、組織はたくさんの
規則をつくって従わせようとする）
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忙しい日々。さまざまやることがあるし、
たくさん重要なことに囲まれている日々。

で、あなたはなんのために、走り続けていますか？

軸がブレブレではないですか？

Memo あなたの考えを書いてみよう
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問：あなたの学校で、毎日20時、21時まで残っている
加藤先生（社会科、採用２年目）。
「部活をしたくて中学校(or 高校)教師になった」と言っていて、
土日にも練習試合などを組んでがんばっています。部員の生
徒からは、熱心な先生として慕われています。

授業も若手なりに工夫はしているようですが、何人かの生徒に
聞くと、覚えさせられることが多くて、いまひとつおもしろくない、
とのこと。

【加藤先生、いまのままでいいんでしょうか？？？】



9

この問いが一番大事！

“働き方改革”って、なんのため？？？

だれのため？？？



（ ）教師の過労死

2011年6月6日（月）午前1時頃、堺市立中学校に勤務する26歳
の教師、前田大仁さんが1人暮らしの自宅アパートで突然亡くな
りました 。虚血性心疾患でした。前田先生は「熱血先生」と慕わ
れ、市教育委員会の教員募集ポスターのモデルにもなったことも
ありました。

前田先生は2年目で、2年1組のクラス担任ならびに経験のない
バレー部の顧問を務めていました。理科の教科担当としてプリン
ト等を作成するなど熱心に授業準備を行うとともに、学級通信を
ほぼ毎週発行するなど、教育に情熱をもってあたっていました。
部活動では、部員が記入する個人別のクラブノートに励ましや助
言をびっしりコメントしていました。

発症前6か月間の時間外勤務は月60～70時間前後と過労死認
定基準に満たない時間しか認められませんでしたが、「相当程度
の自宅作業を行っていたことが推認される」として、地方公務員
災害補償基金は2014年に公務上の過労死として認定しました。

10参考）松丸正「運動部顧問の教師、長時間勤務の下での過労死」『季刊教育法』2016年6月、朝日新聞2015年3月5日



Q：どうして妹尾は学校や行政の多忙改善に取り組んでいるのか？

1. 先生たちの過労死、過労自殺、あるいは志ある方が去って
いく、続けられない現実をなんとかしたいから。

2. ツレがうつになりまして。

3. 学校や子育ての場（家庭、保育所等）を
もっとクリエイティブで、おもしろい場に変えたい。
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厚生労働省 過労死防止パンフレット
80時間を超えなければ大丈夫では、ありません！ 45時間超からリスクが高まります。
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人は３つのことから学ぶ（出口治明氏）。

次のネット記事も参考になります。

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO19821970Z00C17A8000000/



大人の学びを促す具体的な７つの行動

行動① タフアサインメント＝タフな仕事から学ぶ
・前例のない仕事、自分の能力ギリギリのところで全うできるような、難易度の高い仕事を通じて、
人は成長する。

・職場にいる時間はとても長いので、仕事を学びに活かすことが最も効率的。

行動② 本を１トン読む
・本を読み、知識をアップデートすることは、不確実性の高い時代に重要。

・「本を１トン」読むとはヤフー宮坂社長の言葉。

・本を読むとは「自分のなかに地図をもつこと」。自分がどこに立っていて、どこに向かおうとするのか知るのに役立つ。

・本を読むとは「他者の経験や思考を代理学習すること」ができる。行動①の直接経験はもっともパワフルな学びとなるが、時
間とお金というコストがかかる。本を読むことは、他者の経験や思考を効率よく学ぶことができる。

行動③ 人から教えられて学ぶ
・先生だけでなく、様々な人から、必ずしも公式の教育機関ではない場所でも、学ぶことはできる。

行動④ 越境する
・自分の慣れ親しんだ場所を離れて、違和感を感じる場所に行き、気づきを得ること。「越境学習」とも呼ばれる。

・普段慣れ親しんでいる場所の特殊性や偏っている部分を知るきっかけになる。

・「外に出ると通用しない」という事実が、今後の学びを広げる。
14



大人の学びを促す具体的な７つの行動

行動⑤ フィードバックをとりに行く
・「第三者から見て、自分が、どのような状況に見えるか」を客観的に指摘してもらい、自分を立て直す必要がある。

・フィードバックを求めて行動することを「フィードバック探索」と呼ぶ。受け身ではなく、自分でフィードバックをとりに行くことが
重要。

・これまでの自分のやり方や考え方を捨て去るという「アンラーニング」が必要なときもある。過去には通用したが、今では通用
しないスキル、概念、信念、経験などを捨てるということ。

行動⑥ 場をつくる
・人々が集い、コミュニケーションするような機会やイベントを自ら主催する。

・企画をして人を集めるのは苦労も多いが、メリットも多い。感謝されるし、人が集まるところに情報も集まる。越境学習につな
がる機会も増える。

行動⑦ 教えてみる
・「教える」とは「望ましい方向に人を変化させること」。

・教える側と学び手側が「対話」を行うことで、学び手が変わり、教え手も変わる。感謝されることも多いので、教え手のモチ
ベーションも高まる。

・教えるということは「学ばざるをえない状況」を自分でつくり出すことでもある。

15



１カ月の読書量 ※漫画、小説などは除く
約３～４割の先生が、１冊も本を読まない。
二極化現象も。

16

注）対象は教員のみ。
出所）妹尾昌俊『教師崩壊』、 「教職員の学びと勤務についての調査」（2019年12月～20年1月実施）



かなりおススメ本
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長時間労働の影響 （忙しい毎日を放置しておけない理由）
大きなところでは３点

1. 教師の健康への影響

教師の過労死が相次いでいる。

精神疾患者も毎年約５千人。

2. 教育への影響（児童生徒への影響）

心身が疲弊してよい授業にはならない。

AI（人工知能）等が便利になる時代、教師がクリエイティブに深く
思考する時間がなくては、子供たちの思考力や創造性が高まる
教育活動にならない。

3. 人材獲得への影響

“ブラック”な職場のままでは優秀な人材は来ない。

既に人材獲得競争の時代。
18出所）妹尾昌俊『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』



スターバックスはコーヒーを売っている店ではない！？

19

画像出典、参考：https://matome.naver.jp/odai/2138579876601865101
コメント：妹尾昌俊『変わる学校、変わらない学校』、 岩田松雄『ミッション―元スターバックスCEOが教える働く理由』

スタバの創業当初の理念として、有名な言葉があります。そ
れは、“Third Place”。つまり、家庭でも職場でもない“第３
の場所”として来たくなるような場所、くつろげる場所を提供
していこうというコンセプトです。

短期的には顧客の回転率を少しでもあげたほうが得ですが、
中長期的には回転率は悪くても頻繁に通うファンを増やすこ
とで企業の成長にもつなげていくという戦略があります。

スターバックスに新しく入ったパートナー（アルバイト等の従
業員のことを同社ではこう呼びます）にかける教育（研修等）
の時間は70時間にもおよびます。研修では、ミッションにつ
いてもかなりの時間話し合われ、「何をやりなさい」ではなく、
「なぜそれをやるのかを考えなさい」というスタンスを貫いて
いるそうです。



ミッション（パーパス）、ビジョン、志

◎衣料品を売る人
⇒販売員 OR ファッション・コーディネーター

◎スターバックス

⇒コーヒー店 OR サードプレイスのコミュニティ

◎学校事務職員

⇒電話をとって事務処理する人 OR ？？？

◎あなた自身は何者！？ どんな仕事がしたいのかね？

20



コロナ禍でも/だからこそ一層、社会とつながる
中日新聞2020年3月20日

21



（参考）新渡戸文化学園
朝日新聞Globe+ 2020年8月15日

7月23日、海の日。山本教諭が勤める東京都中野区
の新渡戸文化中学校で開かれた特別授業には「ハピ
ネスブリッジ」という名前がついている。参加したのは、
同校の中学1年から3年までの生徒約50人と、70人以
上の大人たちだ。授業は、ZOOMを使ったオンライン
で行われた。・・・

「ハピネスブリッジ」の最大の特徴は、中学生が大人
を相手にプレゼンテーションをすることだ。・・・

筆者が参加した最初のグループの発表者は、中学3
年の大澤結穂さんと、1年の伊藤奈子さんの2人。大
人の参加者は3人で、筆者を含めて2名が外部のボラ
ンティア、一人は別の生徒の保護者だった。

大澤さんは緊張した様子もなく、笑顔で自己紹介を始
めた。7月に始まったレジ袋の有料化を題材に、地球
温暖化についてプレゼンした。写真や図表入りのスラ
イドを使いながら、マイバックを作るうえでも資源が必
要で、マイバックを50回以上つかわなければ、レジ袋
よりも温暖化抑止につながらないと話した。スーパー
の店員にレジ袋の利用状況をインタビューした内容も
盛り込んだ。・・・

22

山本教諭は「終わったあとの感想を聞くと、中学生た
ちの情熱に触れて、大人のほうの学びも大きいんで
すよ」と話す。こうした外部とつながる授業を、ドラえも
んの「ひみつ道具」にちなんで、「どこでもドア授業」と
呼んでいる。



新型コロナの経験、教訓をもっと授業に活かせるはず！

（例示）

学校での学びが、社会とつながっている、社会課題に密接に関係して
いることに気づくチャンス。

 感染症や医療の歴史からのヒントを考える。

 やみくもに検査するのは得策ではないことを確率の考え方を応用して考える。

「ソーシャル・ディスタンス」は大事だが、学習では地域や社会とつなが
り、「本物と触れる」授業ができたほうがよいのでは？

 製薬会社と組んで、ウィルスとの戦いや新薬開発の苦労などについて知る。

 感染症×自然災害（豪雨、地震など）が重なるときの防災・減災について、
地域の人と一緒に考える。

 デマやフェイクニュースも多いなか、国語や社会、探究の時間などでリテラシーや
批判的思考について深める（メディア関係や大学等と連携して）。
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問

◎ どんな授業、学びにしたいかね？？？

◎ そのための時間とエネルギーは残っているかね？
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ある小学校教諭の声

わたしたちは、ギリギリの職員数のなかで
毎日子どもたちのために頑張っています。

教員数が増えないかぎり、これ以上なにをやれっ
て言うんですか？ もう限界です！

Memo あなたはどう考えますか？



「やれることはもうない」は本当か？

業務そのものを減らす、やめる。

卒業式や運動会、音楽会の準備はあれほど必要で
しょうか？

学級通信は過労死リスクを高めてまで出しますか？

通知表（とくに所見）はなんのため？

教委から来る調査依頼や文書そのものを減らす
＋ わざわざプリントアウトする必要ある？

市町村独自の陸上記録会、水泳記録会、新型コロナ
で中止 ⇒ この機会にやめたら？

業務の方法を変える、力を抜いたり、時短したりする。

指導要録はちゃっちゃと済ませる。通知表のコピペで。

宿題や提出物へのコメント書き
＜ 授業や学級活動での口頭のコメント
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（参考）妹尾も簡易なワークログをとって、振り返りをしています。
それにしても、けっこうサボってるなあ。。。

27

その日にやり遂げたいことを１つ
書きます

いつ、どんなことをやっていたか、
ラフでいいので、メモします
（翌日朝など）

一番下などに反省点などを書くと
より効果的です
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事例） 静岡聖光学院高等学校ラグビー部

花園（全国大会）に５回出場。

通常練習は週3回の60〜90分のみ。週4回は休養日。

（部員の風間悠平さんへのインタビュー記事）

時間が限られているぶん、どれだけ効率的に練習できるかどうかを考えて、そのために何
ができるかをいろいろと試していった結果、今のような体制になっています。

60分ってあっという間ですけど、それこそ61分やったら倒れるくらいの密度で練習するんで
す。

練習日以外に自主練をするかどうかですが、そこもみんなそれぞれです。部室にジムみた
いな設備があるので、ウェイトトレーニングする人もいれば、週4日全部勉強にあてる人もい
ます。

長時間練習することは、決して悪いことではないと思うんです。長時間、質の高い練習がで
きれば、それだけ勝利できる確率も上がります。ただ、長時間やることで何か犠牲になる部
分もあることは確かです。

出所）“未来を変える”プロジェクトウェブサイト
https://mirai.doda.jp/series/interview/shizuoka-seikogakuin/
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問 あなたは（あなたの学校では）どうする？

次の2つのことについてアイデアを出してみてください。

① もっとエネルギーと時間をかけたいこと、質を上げたいこと

② やめたり、減らしたり、スピードアップを図ったりできること

きょうは練習ですから、突拍子もないこと、「アホっぽい」ものでも歓迎。
（ほんとは各学校の校内研修などでもそれでもいいんですが。）
そういうアイデアから、また広がることもあります。

とはいえ、やはり、みなさんの時間とやる気に効きそうなものをなるべくあげましょう。

各グループ進行役を１人、意見交換したことをチャットにメモする人を１人お願いします。
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セブン-イレブン
鈴木敏文・勝見明（2016）『わがセブン秘録』プレジデント社

わたしとしてはその都度、そんなに難しいことを考えて、発案したり、
考案したわけではありません。

新しいものを生み出すといっても、それは何かを創造するというより、世の中にすでにある多くの
もののなかから何かを見いだし、結びつけてみようという発想をしてきました。

おでんは1970～80年代のころは、まだ夕方になると街角に屋台がくり出してきて、明け方まで
お客が腰かけている光景をよく見かけました。それを見て、「おでんは日本人の生活から切り離
すことができない食べものではないか」と考え、コンビニエンスストアと結びつけたことで、”コンビ
ニおでん”という新しいカテゴリーが生まれました。

セブン銀行の設立も、「24時間365日、いつでも下駄履きで近くのコンビニで小口現金を出したり
入れたりできたら便利だ」と思っただけで、特に難しいことを考えたわけではありません。

人間は過去の延長線上で考えてしまいがちです。それは、これまでの延長線上で考えたほうが、
楽だからです。

昨日と同じことを今日もやり、明日もやる。しかし、楽なほうに流れたときから、市場の変化に取
り残されていく。

「できない理由」をあげる前にもう一度問い直してほしいのは、いま、「できない理由」と考えてい
ることは本当に「できない理由」なのかということです。
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32

あなたは、あなたの学校は、
なんのために、走り続けていますか？

どんなことに挑戦したいですか？

Memo あなたの考えを書いてみよう



そのほか、参考情報として

YouTubeで研修動画を公開しています。 ← サービス精神旺盛！？
前編、後編 それぞれ約30分

https://www.youtube.com/watch?v=HNjvi1ScQtM
https://www.youtube.com/watch?v=k6sFTi2vt64&t=2s

妹尾の書籍、 『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』
『先生がつぶれる学校、先生がいきる学校―働き方改革とモチベーション・マネジメント』
などにもポイントを解説しています。

ぼく以外からも・・・たくさんいい本も出ています。
辻 和洋ほか『データから考える教師の働き方入門』
中原淳ほか『残業学』
岩瀬直樹『成果を上げて５時に帰る教師の仕事術』
坂本良晶『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』
江澤 隆輔『教師の働き方を変える時短 』
中村浩二『全職員が定時で帰る スクールリーダーの職員室革命』 などなど

※ できれば、教育書以外も読むとおもしろいですよ～～。
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オンラインゼミやってます。 興味ある方はご一報ください。
学校をおもしろくする会

目的、ねらい

 日本の学校教育について、深く考える場にしたい。
単に話を聞いておしまいではなく、参加者の行動
変容につながるものにしたい。

 （おこがましい物言いになりますが・・・）教職員を
はじめとする大人たちの思考力を鍛える場にした
い。

内容 ～気楽にまじめに話せる場～

 月３回前後のオンライン交流会

 拙著『学校をおもしろくする思考法』を素材にした
解説と意見交換

 時事ニュース解説や雑談

 Facebookグループでのちょっとした交流

ご留意いただきたいこと

 有料です（月会費３千円を予定）。

 必ず、事前に妹尾までメッセージください
（参加したいですなど）。

 Facebookアカウントが必要になります。
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気軽にコンタクトください
ご意見、ご感想、研修会、読書会なども歓迎です～

妹尾 昌俊

senoom879@gmail.com

★Facebook Twitter実名

★Yahoo! 個人
https://news.yahoo.co.jp/byline/sen
oomasatoshi/

★ブログ：妹尾昌俊アイデアノート
http://senoom.hateblo.jp

★書評サイト Books for Teachers 
http://bookfort.hatenablog.com/
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