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はじめに 
 

あなたと共感しあった想いを胸に、私たちが運動を創っていこう！  

道教組では２０１９年５月に「組合づくりリーフレット『With you』」を発刊しました。

道教組運動に集うたくさんの方の声で、「私たちはなぜ道教組運動に集うのか」「仲間

とともに活動するのか」ということを考える冊子です。この冊子はその第２弾です。 

「組合づくりに集う仲間として、私たちが共に運動を創っていきたい！」という願い

をこめて「from us!」として、運動を創っていく原動力についてまとめました。主な内

容は、教職員組合運動へコミュニティ・オーガナイジングに代表される組織論を取り入

れることと、教職員組合運動でＳＮＳを活用するための具体化です。 

この一冊が、これまで長い間大切にされてきた教職員組合運動の原則と、情報がめ

まぐるしく流れるいまの時代に情報戦に打って出ることで、組合の存在意義を改めて

確かめ合うことのふたつを結び付けるものになることを願っています。 

２０２０年２月 全北海道教職員組合 
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スマートフォンが普及して１０年くらいの年月が経ちます。スマホの普及と同時

に様々な「アプリ」が発展してきました。アプリの中で「誰かと会話をする機能を

持つもの」を「ＳＮＳ
1
」といいます。ひとことでＳＮＳといっても、ホームページ

のように誰でも見られる状態のもの（オープンな状態にあるもの…とします）と、会員

制のホームページやメーリングリストのように、登録した人だけが見られるように

しているもの（クローズな状態にあるもの…とします）があります。 

この冊子では、教職員組合運動に仲間が集うためにＳＮＳを活用することの可能

性についてまとめていきます。 

 

私たちは「仲間」を増やしていく 

 道教組運動における、いわゆる「組織強

化・組織拡大」の方針として、「私たちは教

職員組合に集う『仲間』を増やしていく」

ということを掲げてきました。この仲間に

は「ふたつの意味」があります。 

 ひとつは、すでに組合に加入している「仲間」。教職員組合に集う私たちが、共に

教職員組合をひっぱる仲間になっていくのです。組合は【道教組－単組－支部－分

会（本人）
2
】というように情報が伝達していきます。単組や支部は情報を中継する

役割を担うことが多く、そこが負担になるという声を聞くことがあります。その壁

を乗り越えて「運動をひっぱる仲間」を増やしていきたいのです。 

もうひとつは、教職員組合にはまだ集っていない新たな「仲間」を迎えるという

こと。「ひとりでも要求をかかげられる時代」だとしても、職員団体としての教職員

組合の役割は大きいということはこの冊子を読んでくださっているみなさんとは共

有できるはず。その「教職員組合」って大事だよ…ということを発信していくこと

を大切にしていきたいのです。 

 
1
  SNS は、ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員

制サービスのことです。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、ある程

度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にしています。／総務省「国民のため

の情報セキュリティサイト」www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/service/07.html  

2 「各級段階」ということにします。詳しくは６ページ参照。 

1 私たちは、教職員組合運動に集う 
「仲間」をふやしていく。 
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ひとことでＳＮＳといっても、いろいろな種類があることは２ページでも少しだ

け触れました。教職員組合運動を進めるにあたって、「オープン（外向き）なＳＮＳ」

と「クローズ（内向き）なＳＮＳ」を上手に使い分けていくことが大切です。 

 

「オープンなＳＮＳ」…Twitter、Facebookなど 

教職員組合という存在を知ってもらうためだったり、私たちが大切にしたい教育

条理を街頭宣伝するようなイメージで活用できるのが「オープンなＳＮＳ」です。

この冊子では、Twitter と Facebook での具体例をもとに紹介していきます。 

 

「クローズなＳＮＳ」…ＬＩＮＥやＦａｃｅｂｏｏｋメッセンジャー、Ｆａｃｅｂｏｏｋグループ 

例えば教職員組合の部内報のように、「組合の『中』だけで共有したい」という情

報があります。また、物理的な距離が離れていてなかなか交流できない仲間をつな

げる手法として「青年部がＬＩＮＥグループを活用している」などの先行事例が聞

かれます。「クローズなＳＮＳ」は学校に導入されている「校務支援システム」をス

マートフォン用のアプリにしたようなイメージ。教職員組合としてスマホアプリを

持つことも可能性としてはあっていいのではないでしょうか。➡２９ページ参照 

  

2 ＳＮＳにはふたつの向きがある。 

 

ベクトル 

Instagram
イ ン ス タ グ ラ ム

 

Twitter
ツ イ ッ タ ー

 

Facebook 
メッセンジャー 

LINE
ラ イ ン

 

Facebook
フ ェ イ ス ブ ッ ク

 
Facebookには 

「ページ」「グループ」など 

外向き・内向きに対応した機能がある。 

 

最近は、企業や団体向けに

アプリを販売しているサー

ビスもある。 

オープンなＳＮＳ 
街頭で機関紙を配るイメージ 

 

クローズなＳＮＳ 
組合内のＦＡＸやメーリングリストのような活用のイメージ 
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第１章 
教職員組合を 
愉しく、わかりやすく！ 

まずは、 

「教職員組合運動をみんなで創っていく」 

ということを考えてみましょう！ 
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私たちが進めてきた「対話」による運動づくり 

 私たちの先輩が築いてきた教職員組合運動の財産の中に「対話」があります。 

 教職員組合として方針を持ち、教育関係者と対話をしながら力合わせを進めてい

くことや、世論が少しずつできはじめたところで組合に集う先生方による学習が追

い付き、署名活動や議会請願を通してより世論を広範なものにしていくことなど「原

則」を確かめ合い、時期や情勢を見定めながら方針や方向性を確かめてきたのです。

また、運動をすすめるにあたって「学習交流集会」のような集まりを行う場合には、

機関紙やチラシで情宣をしながら、各級段階でクチコミによって運動の必要性を説

きながら参加者を組織化したりするものです。こうして私たちが進めてきた教職員

組合運動は「対話」を武器に進められてきたことは改めて言うまでもありません。 

 

対話とは、わたしがあなたと「今だよ」って語ること 

 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンによるワークショップによれば、対

話を通して「そうかもしれない、この人と一緒にやってみようかな」と思えるため

には「①こちらが自分自身の経験を語ること、②共に共感できる課題意識があるこ

と、③『さぁ、今だよ！』と共に思えること」が必要だと言われています。こうする

ことで対話の輪が広がり、ひとりひとりが「教職員組合運動を『ひっぱる側』」にな

ることで、運動は急速に広がっていくのです。 

  
  

  

3 
 

 コミュニティ・オーガナイジング（ＣＯ） 

 コミュニティ・オーガナイジングは、２０世紀（１９００年代）初頭にアメリ

カでの実践から生まれたものです。これを体系化したり本に書いたりま

とめている団体は複数あり、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン（Ｃ

ＯＪ）はそのひとつです。この冊子の中でここまで何度か紹介しているＣＯ

Ｊは、マーシャル・ガンツという方によって体系化された市民の力で社会を変えていくた

めの手法です。教職員組合運動でよく使う「戦術」に、相手意識や聞いた人が行動しよう

と思うような「私たちこそ、いま動き出そう」と共感できる対話を盛り込むことが、運動

 
くわしくはコミュニティ・オーガナ

イジング・ジャパンのホームページ

を！ http://communityorganizing.jp 

を強くたくましくする「戦略」になる…など

教職員組合運動を進める上でのヒントが

たくさんあります。 
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教職員組合運動には「専門用語」のようなものがいくつもあります。ずっと昔か

ら受け継がれてきた「『いま』も『むかし』も変わらないもの」です。その中のひと

つに、「各級段階」があります。「道教組－各単組－支部－分会－組合員本人」とい

うのがオーソドックスで現在までこの形が継承されています。 

 

教職員組合運動は、口承文化？ 

北海道のある若い先生が分会長になったときのこと。春の学校づくりの懇談資料

を校長先生に出す際に組合の専門用語である「理解と納得」という言葉の意味がピ

ンとこなくて、この先生はインターネットで検索したそうです。教職員組合運動は

「口承文化」の側面が強く、体感的に語り継がれてきた要素が強くあります。 

この若い分会長さんはなんらかの事情があって、近くの組合の先生に『これって

どういう意味なんですか？』って聞けなかったのでしょう。このことは、大きな困

難性の壁といえます。こうした困難性をどう取り除くのかということも、考えてい

かなければならないでしょう。 

 また、「口承文化」というのは、経験則や直感に頼ることになりがちです。例えば

組織拡大のときに「とにかく声をかけよう」とか「勇気をだして粘り強く取り組も

う」ということでは、結局何をどうすべきかわかりません。私たちが受けついでき

たものは理論的に言えばどういうことなのかということを整理する必要があります。

そしてその上で、私たちが持っている力は何かを確かめ合いながら、どんな困難性

があって何をすべきかを明確にしていくことが大事なのです
3
。 

  

 
3 コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップ 参加者ガイド 第１５版 

 リーダーシップとは学び続けること 

リーダーシップとは「学び続けること」ということ

ができそうです。学んで発信して関わり合って…と

いうことです。教職員組合運動で長い間体現され続

けてきた「組織する」ということをみんなができるよ

うになるイメージです。ＣＯＪではこれを雪の結晶の

ように運動が広がる「スノーフレークリーダーシップ」

として図のように説明しています。 

 

4 教職員組合運動を、わかりやすく…。 
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魅せるとは、デザインすること 

 街角で目にするフリーペーパーや、道の駅などで目にするおみやげの中には「あ、

これ手にとってみたい」と思うかどうかの瞬間に手が伸びている…みたいなものが

よくあります。ここに隠れているのは「デザイン」です。私たちが教職員組合を進

めるうえで、早急に身につけていかないければならない考え方といえるでしょう。 

ＳＮＳの活用は「映え」が求められることから、運動を進めながらデザイン力を

高めていくことになります。 

 

道教組の取り組みとＳＮＳ 

道教組では２０１９年８月から

Twitterと Facebookを発信の

ツールとして活用することにしま

した。きっかけは「道労連定期大

会」です。 

全労連では、２０１９年に「労働

組合もツイッター上に登場するこ

とが重要になっている」として「労働組合活動に

おけるＳＮＳ活用のススメ4」という小冊子を発刊

しています。 

ここにヒントを得て、道教組では Twitter での

発信をはじめました。 １２月の変形労働時間制

反対の街頭宣伝にはたくさんのリアクションがあ

りました。途中で宣伝の場所がほかの

団体の街頭宣伝と重なっていることを

Twitter を通して知らせてくれた市民

の方がいました。そして宣伝の場所を

訂正するツイート（書き込み）は瞬く間

に広がりを見せました。 

  

 ▶全労連 

「ＳＮＳ活用のススメ」  

 
4
 http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/data/2019/190128_01.pdf  

 

5 教職員組合運動を、魅せる！ 
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 「誰かに連絡を取りたい」と思った時や「この情報を知ってほしい」というときに

は、様々な方法があります。教職員組合運動の歴史では、街頭宣伝、署名、職場に

ある「組合掲示板」などによる人海戦術や口承文化によるものが大きいものでした。 

 

誰でも発信できる時代だから 

 一方で、インターネットの発達により誰もが要求

を掲げたり行動を共にする仲間をつくることが可

能な時代を迎えています。２０１５年の「戦争した

くなくてふるえる」デモや、最近では Twitter での

呼びかけによる「英語民間試験の大学試験への活用

中止を求めるスタンディング」へ一般の方が参加す

るなど、要求を具現化する行動は多種多様になってきていて、必ずしも「労組へ加

入して団結！」という時代ではなくなってきているのかもしれません。 

 

戦術に想いを込める手立てとして… 

 社会が混迷を極め、教員でいえば多忙化に拍車がかかる中で、教職員組合運動と

して活躍できるチャンスがたくさんあるはずです。しかし、現状は「圧倒的な戦略

不足」と言わなければならないのかもしれません
5
。 

 教職員組合が運動論の中でよく使う「戦術」は課題意識や情勢と、それ対する方

針が語られることを指すことが多いです。しかし、それだけでは広く大勢の心を動

かす運動になりません。「なぜ、私はこれに取り組むのか」「あなたとどんな未来を

作りたいのか」ということを語り、共に力合わせを進めるための「戦略」にしてい

くことが必要です。教職員組合ですからその場面は機関会議など組織的であるべき

ですが、同時に日常的にこうした思いの共有ができることが理想的なのです。そこ

で、多くの人が使っているＳＮＳを積極的に活用し「あなたといっしょに教職員組

合運動を創っていく」ということをみんなで進めていく必要があるのです。 

 
5 労働組合は圧倒的に戦略不足…「『政治を変えなければいけない』は、『政治が変わらないと変えられない』と言

っているようなもの。『選挙で勝てない』を社会運動で変化が勝ち取れないことの〝免罪符〟にしてしまっていない

か」．．．２０１９年１０月上川教組主催「トラブルメーカーススクール・ワークショップ」より 

6 手のひらに教職員組合を！ 
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教職員組合運動と、伝達手段 

教職員組合運動と各種連絡手段については、年代や日ごろから使うツール（パソ

コンなのか、スマホなのか…など）によって印象は変わってくる部分がありますが、

次のようにまとめることができます。 
 

 ツール 取り組まれ方 メリット デメリット 

限
ら
れ
た
関
係
性
で
の
情
報
伝
達 

電話 

参加者の組織化や人事な

どプライバシーに関するこ

とについてはやっぱり電

話がけが有効。 

会えなくても声で意思疎

通ができる。 

時間が限られる 

苦手意識を持つ人も 

手紙 
依頼をする際などにはや

っぱり大事。 
丁寧なやり取りに最適 

時間と丁寧さが必要。字

が汚いと印象が悪い。 

ＦＡＸ 

パソコンに依存できない

文書の送信には一定程度

役割を発揮している。 

ＦＡＸ番号がわかれば送

信可能。 

北海道の場合、組合では

使えない。 

メール 
個別のやり取りでは一番

使われている？ 

アドレスがわかっていれ

ば気軽に送れる。ファイ

ルを添付できる。 

１対１対応になる。 

一斉メール 
組合活動の十八番になっ

ている。 

費用もかからず、実効性

が高い。ファイルを添付

できる。 

返信が１対１対応になる。 

リアクションが少ない。 

開
か
れ
た
関
係
性
の
情
報
伝
達
（１
対
１
も
可
能
） 

ＬＩＮＥ 

多くの方がスマホにインス

トールしている。チャット

形式で会話できる。 

若い世代を中心に利用

者が多い。 

登録が必要。返信が１対１

対応になる。世代によっ

て敬遠しがち。パソコン

でもできるがスマホが便

利。 

Facebook 

組合の取り組みを組合内

外に発信することができ

る。 

方針や思いが同じ人がつ

ながりやすい。メッセンジ

ャー機能がある。 

登録が必要。世代によっ

て敬遠しがち。氏名登録

が必要。見るのが億劫。 

ＬＩＮＥグループ 

Facebookメ

ッセンジャー 

ＬＩＮＥやＦａｃｅｂｏｏｋの機

能のひとつ。チャット形式

で複数人での会話が可

能。 

複数人で会話できるため

新しいアイデアが生まれ

ることも。 

アブリ利用者に限られ

る。大人数で会話をする

と話題がぶれたり混線す

る。通知がうっとうしい。

ガラケーでは厳しい。 

Twitter 
１４０文字でつぶやく。利

用者が多く反響が多い。 

発信力が強くリアクショ

ンがある。 

登録が必要。論争に巻き

込まれることもある。 

 

 「みんなの意見聞かせて」をＳＮＳで… 

上の表は、この冊子を編集している中で「みんなはどう考えてい

るかな」と疑問や不安をもったときに、Ｆａｃｅｂｏｏｋで全道・全国の

仲間に意見を求めて加筆修正したものです。教職員組合運動はやや

もすると、孤独になったり不安になったりするものです。炉辺談話と

いう言葉があります。職場づくりの組織化のひとつとして語られる

ことが多いですよね。ＳＮＳも同じなんだと思います。「組合づくりを

耕していくアイテム」とみんなが思えればいいなぁと思います。 
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コミュニティ・オーガナイジングの考え方を組合づくりに生かす！ 

２０１９年、道教組内ではコミュニティ・オーガナイジング（ＣＯ）の手法に関

心が高まり、道教組役員や各単組役員がフルワークショップに参加しＣＯについ

て学んでいます。秋以降はこうして学んだＣＯの手法を、教職員組合運動の本質に

当てはめて道教組単組代表者会議や各単組主催の組合づくり学習会で多くの方と

学び合いました。学習会では主に次のような学び合いをしています。 

 

 

 

 

 

炉辺談話などによる語り合いと違うのは、

戦略・動機・手法のどこに困難性があるかを

自由回答形式で明らかにすることです。質問

を通した対話を通して現状を共有する手法は、

教職員組合運動の様々な場面で活用できます。 

 

 

 

 

 

ＣＯＪでは、やることを提起するだけでは人は動かず、感情に訴えることが大

事だという考え方をします。「なぜ世界を変えるのか、どのように行動するのか。」

と共感しあう手法がパブリック・ナラティブです。 

 

 

 

 

今後は、組合用語でいう「仲間を組織して要求実現運動に取り組む」ということ

の理論的な整理と実践的なワークショップができるよう道教組としての学習資料

の研究にも取り組みます。全道・全国のみなさんと教職員組合運動について考え、

共に運動を創りたいと考えています。 

コーチング 
・１対１で、その人が直面して

いる困難を共有する。 

・自由回答形式と「言い換え」

で内容を豊かにしていく。 

・対話を通して直面する課題

の困難性を明らかにする。 

 

 
例：あなたが教職員組合運動で取り組んでいるチ

ャレンジや困難はどんなことですか。 

 

 
なかなか大事にしたい運動が組合の仲間に

伝わっていかないところです。 

それは、どんなときに感じますか？ 

パブリック・ナラティブ 
◆自分を突き動かす価値観は、これまでの人生のどの

部分によるのか。 

◆聞き手と自分自身が共有する価値観や経験を、私た

ちのストーリーとして語ることで一体感を作り出す。 

◆「今しなければ社会は変わらない、いつするのか」と

アクションを促し共に行動する仲間を増やしていく。 

価値観が感情を介して伝わ

ると人は行動したくなる。 

戦略を持ってキャンペーンに取り組む 

当事者（組合員・労働者）など

の持つ「資源」（知識・スキル・

個性など）を「パワー」に変え

「変化」を起こすこと。 

１．いつ、 

２．どこで、 

３．何をするか、 

４．仲間を何人集め、 

５．そこから何人が次の
アクションに加わるか 

課題を解決したい人

たちが、自らの資源を

集めて、変化を起こす

ために必要なパワー

（能力）をつくり出す。 

学習会感想より 

２人組で質問したり聞き手にな
ったりすることで、改めて自分の
職場のこと、組合のこと（取り組み
方など）を考えるきっかけになりま
した。 
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「対話」を基本に、 

訴求力を発揮していく。 

 ９ページでは、各種ツールの運

用のあり方やメリット・デメリッ

トについてまとめました。ここで

は、各種ツールの拡散力と訴求力

について考えてます。 

 ここでいう、「拡散力」とは、『ど

れだけたくさんの人に届けられ

るか』。「訴求力」とは、『情報を受け取った人が〝そうだよね〟と思う影響力』とい

うことにします。 

教職員組合運動において一番強いのが手紙・電話と言えるでしょう。訴求力の点

では一番ですが、同時に組織化できる人数（＝拡散力）には限界があり、労力が莫

大にかかります。１対１対応となるメールやＬＩＮＥはいわゆる「既読スルー」が

起こったりする点でいうと手軽であるものの訴求力に弱さがあるでしょう。組織化

の基本は対話です。そのうえで、教職員組合運動をつなぎ、語り合い、前へ進めて

いくためにはパーソナルで気軽に発信しあえる仕組みが必要です。上の図で言えば、

「スマホアプリによるＳＮＳの活用」はちょうどＦＡＸと Twitter／手紙・電話の間

にあるもののような位置づけになります。 

図６ 教職員組合が持つ情報ツールの拡散力と訴求力 

（宗谷教組機関会議での議論をもとに作成） 

7 教職員組合の存在感を生み出す。 

 訴求力を高める会議だってあるじゃない！ 

ここでいう「訴求力」とは、情報を受け取った側の人が「そうだよね。自分も動かな

きゃ」と思うかどうかということです。教職員組合運動は、機関決定に基づき各級段

階で運動を進めます。そこでは「いつまでにこれして、要求をこんなふうに実現して

…」というように「出来事」で語られます。 

ＳＮＳか会議かということを問わず、大事なのはそこに「想い」があ

るかどうかということです。「そうだよね。自分も動かなきゃ」と思う

ときには感情が揺さぶられるといいます。ＣＯＪでは、感情に訴える手

法をパブリック・ナラティブとしてワークショップ形式で戦略を練って

いきます。教職員組合運動にも取り入れていきたいですよね。 
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第２章 
オープンなＳＮＳを活用して 

教職員組合を魅せていく 

基本は、 

会って話すこと！ 

そして、それを補うために 

Twitter・Facebook を活用しよう！ 
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大前提は「リアルに出逢えるため」の SNS 

 教職員組合は機関決定により運動を行います。その運動の具体化に各級段階での

様々な工夫や苦労を伴った活動があって、そこに教訓が生まれます。こうした職場・

分会や市町村・支部による活動は教職員組合本体の機関決定をもとに年次大会など

で決定されるのが一般的です。 

一方で、教職員組合本体とそれ以下の各級段階の間には信頼関係があるため相互

に活動を尊重し合う関係にあるのが一般的ではないでしょうか。 

 教職員組合がＳＮＳを使う際に「セクト的になる」という指摘

を受けることがあります。ＳＮＳを使う人と使わない人の間に

情報格差が生まれてしまうことに対する危惧の声です。では、ス

トーブのまわりや喫煙所で行われている炉辺談話はどうでしょ

う。これらを「セクト的」という指摘はあまり聞いたことがあり

ません。 

教職員組合がＳＮＳを使う最大のねらいは「実際に出逢えるため」です。「新たな

仲間」と出逢うためのツールとしての Twitter・Facebook の活用、そして「組合に

集う仲間、ひっぱる仲間をつなげる」ために組合内ＳＮＳの活用です。 

 教職員組合運動の根幹は「会って話をすること」です。しかし、忙しいとか距離

がとか予算が…とか様々な理由で会って話すことは容易ではありません。おのずと

教職員組合運動が見えにくくなってしまいます。この状況を手放しで見ているわけ

にはいかないので、ＳＮＳを活用していきたいということです。 

 

手のひらで教職員組合運動を実感していく 

 外向きの発信は教職員組合運動を牽引するリーダー（本部役員・単組役員など）

が担うことになるでしょう。Twitter や Facebook を活用して教職員組合運動を見え

るように、魅せるようにしていきたいものです。また、その発信を拡散するにはた

くさんの方のリアクションが必要です。そこには組合に集う仲間の力が必要になる

のです。そうして教職員組合運動は広く現代の時代の中で存在感を増していくこと

ができます。 

  

8 基本は「会って話すこと」 
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「あたり前」を理論化していく 

 ＣＯＪのワークショップでは、教職員組合運動の実際を

イメージしながら、私たちが願う世の中にするために仲

間の感情をどのように揺さぶり共に行動するきっかけ

を作れるか…という「手法」を学びます。 

 この「感情を揺さぶる」ということについて、実際にワ

ークショップを受けた方が次のように話してくれました。 

 

元来、人見知りでワークショップ形式の学習会が苦手で、できるだけ避け

てきました。でも、勇気を出して学んでみたら、直感が確信に変わるのがお

もしろいのでがんばることができました。例えば誰かに「組合に入ってほし

い」というときに、どんなことに気を付けて話せばいいかとか、運動をどん

なふうに組み立てていくかということがすっきりしました。難しいけど、鍛

えて身につけていきたいと思いました。 
 

私は組織拡大を無意識にできるみたいで、「どうやって組織拡大するんで

すか？」って聞かれても自分でも意識していないからうまく説明できません

でした。でも、自分がやっていることには理論的な裏付があることがわかっ

て、すっきりしました。こうして組合がやってきたことを再認識することは

大事だなぁと思いました。 

 

 教職員組合運動を未来に向かってどうしようか？―――と問われたら、多

くの人は「私たちの先輩の時代から受け継がれてきた大事なもの。だからど

うにかしたい」と言ってくれるでしょう。しかし、その「どうにかしたい」には

具体的な手立てと、仲間をその気にさせるきっかけが必要です。 

 例えば、コミュニティ・オーガナイジングをみんなで学んでみるとか、この

冊子を手掛かりにみんなでＳＮＳについて考えてみるとかということもある

でしょう。そうして、組合に集うみんなが「ひっぱる側」になっていくことが

大事だと思いませんか？ 

  

 

ここまでCOJのワークショップに参加した方の声をもとにまとめま

した。もっと知りたい方は COJのホームページやコミュニティ・オー

ガナイジングに関する書籍をご覧ください！ 
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大通公園での街頭宣伝を手のひらで 

 Twitter は、広くたくさんの方々とつながる手段です。たとえて言うと、大通公園

で街頭宣伝や、要求を掲げてパレードをするような感じ。ただ、大きく違うのはパ

レードをするには警察に手数料を払って道路使用許可申請を出し、参加者を組織す

る必要がありますが、Twitter は手のひらで気軽にいつでも「つぶやく」ことで大き

く「宣伝」ができるのです。 

 

たくさんの人に拡散するためには…？ 

 一生懸命に「ツイート」をしても、見てくれる誰かに届かないことには拡散力は

得られません。たくさんの人に効果的に拡散をするためには、大勢のフォロワーが

いるユーザーにリツイートしてもらうのが近道です。 

 だから、単組役員などが発信すればいいだけ…というわけではないのです。たく

さんの人たちが教職員組合の Twitter による発信をフォロー（閲覧）し、自分のま

わりの人たちに Twitter を使いながら拡散していくことも大事な発信です。 

 

Twitterってこんな感じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Twitterの用語解説は１８ページで！ 

  

▶これだけだとわかりにくいので、動画で説明します！  

9 

発信をするあなたです。 

フォロワーがリツイート 

することで拡散していきます。 

この人たちに 

たくさんのフォロワーがいると拡散力が増します。 

拡散力があるイン

フルエンサーの存
在も大きいです。 
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ここからは、スマートフォンの

Twitter アプリを使ってアカウントを

作成し、実際に使ってみることを想定

して説明をします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

自分やフォローしているユーザーのツイー

トが表示される場所。 

 

名前はあだ名（ニックネーム）のようなも

の。他と同じものでも登録できます。ユー

ザー名は ID みたいなもの。同一のものは

設定できません。ログインする際に使用し

ます。 

→名前のことをここでは「アカウント名」と

いうことにします。  名前の設定 

→「ユーザー名」の変更はＰ２０参照。 

 

iPhone android 

ぬ 
1 まずは、アプリをダウンロード 

 
使わないＱＲコードを手で隠す
とうまく撮れます。 

 

ぬ 
2 アカウントを作成します。 

10 Twitterをはじめよう。 

Twitter 上で表示される

名前を入力します。ニック

ネームの場合が多いです。 

あとから本人確認のメー

ルが届きます。受信可能な

ものを入力しましょう。 

 
名前とユーザー名 

2 

プロフィール画像 → 5 

自己紹介 → 6 

 

 

タイムライン  
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ぬ 
6 自己紹介の文章を入力。 

ぬ 
5 プロフィール画像を選ぼう。 

カメラマークをタ
ップするとご自身
のスマートフォンの
写真フォルダが移
ります（アクセスす
ることへの許可を
求められる場合が
あります）。入力し
ます。 

ぬ 
8 Twitterのアンケートに答える。 

ぬ 
7 【重要‼】連絡先の同期 

「連絡先を同期」とは、『Twitter アプ
リがスマートフォンの電話帳にアクセ

スして、電話番号などを照会する』と
いう意味です。その結果を用いて、
Twitter を利用している相手を検索

することを許可するかどうかを問いか
けているのがこの画面です。 

この設定は後から変更
ができます。 
慣れない間は同期しな
いほうがいいので「今
はしない」を選ぶこと
をおすすめします。 

「今はしない」が左下にある項目は、

あとから設定画面で変更ができます。
Twitter の仕組みを理解してから落
ち着いて設定するといいです。 

 

ぬ 
4 パスワードを決めよう。 

パスワードを英数字６
文字以上で決めます。 

わたしのパスワード備忘録 

パスワードは半角英数字で設定しま
す。１０文字以上で、大文字・小文字と

数字が混ざっていると安全だと言わ
れています。辞書にある一般的な言葉
（「password」や「iloveyou」など）、

ひと続きの文字列（「abcd1234」な
ど）や、キーボード上で連続する文字
列（「qwerty」など）をパスワードにし

ないのが安全です。 

ぬ 
3 認証コードを入力しよう。 

「２」で電話番号を入力
した場合はショートメ
ールで、メールアドレス
を入力した場合はその
アドレスに「認証コー
ド」が届きます。この画
面にそのコードを入力
します。 

自分のページのさいし
ょに書かれる内容で
す。わかる人にはわか
る程度の範囲で書くの
がいいでしょう。 
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Twitter をはじめただけでは、街頭宣伝に立ったはい

いけど、誰も話を聞いてくれていないのと同じです。

フォロワーを増やすことで「聞いてくれる人」が増え、

発信力が増していきます。 

 

 

Twitter には、「フォロ

ーしてくれた人にはフォ

ローをしてお返しをする」

という文化があります。

まず、あなたが気になる

人を「フォローする」こ

とが必要です。そうして

少しずつフォロワーを増

やしていきましょう。 

「たくさんのフォロワーとつながっている人」に

フォローしてもらうと、拡散力が増します。 

ぜひ、積極的にいろんな人をフォロー

してみましょう。まずは、道教組の

Twitter をフォローしてください！  

11 フォローして、フォローしてもらおう！ 

ぬ 
1 フォローしよう！ 

フォロー・フォロワー 

フォローすると相手のツイートが自分の

タイムラインに流れます。 

反対に自分をフォローしているユーザー

をフォロワーといいます。 

 

リツイート(RT) 

ツイートを自分のフォロワーに拡散する

機能。Twitter で話題になるときは、こ

の機能によって拡散されます。 

 

フォローをやめるときは、「フォロー中」をタップ 

Twitter「道教組」 

【@dokyoso】はこちら！ 
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ツイッターは一度の投稿で１４０字まで書くことが

できます（半角だと２８０字まで）。一般的には最後に

ハッシュタグを入れる場合が多いので、１００文字程

度でまとめるのがよさそうです。 

 

ツイートの例 

■■教組としてTwitterでの発信を開始しました。本部執行部のメンバーで交代し

て発信します。機関紙を発信したり、最新の取り組みをお知らせしていきます。■月

▼日には教育連続講座もありすまよ！詳しくはホームページをごらんください。 

#教職員組合 #せんせいの働き方  

http:///www.hogehoge.net 

この例で１３８文字です。 

意外と内容を盛り込めます。 

 

 

実際のツイートには画像を入れると効果的です。

カメラマークの右側に画像が並んでいる場合はそ

こから、表示されないときには左下の写真のイラ

ストをクリックしてカメラロールから設定します。

一度に４枚までの画像を添付することができます。 

 

 

ハッシュタグ（半角の#記号）は、Twitter でキーワードやトピックを分類するため

に使われます。この機能を使えば興味のあるトピックを簡単にフォローできます。 

⚫ ハッシュタグにはスペースや句読点を含めることはできません。これらを含めると、正常に機能しなくなります。 

⚫ ツイートには好きなだけハッシュタグを使えますが、１つのツイートに使うハッシュタグは２つまでにすることを

おすすめします。 

12 ツイートしてみよう！ 

ぬ 
1 １４０字でまとめてみよう！ 

ぬ 
2 画像を挿入してみよう。 

ぬ 
3 ハッシュタグを使いこなそう！ 

これが、最近よく聞く 

「ハッシュタグ」 

カメラマークをタ
ップするとご自身
のスマートフォンの
写真フォルダが移
ります（アクセスす
ることへの許可を
求められる場合が
あります）。 



20 

 

リプライとは、「返信」という意味で、ツ

イートに対してコメントをつける機能で

す。インターネットの掲示板に感想を書く

のと似ていますね。 

 

 

 

 

 

相手のタイムラインに掲載されます。教職員組合

運動では取り組みに対する激励になりますね！ 

 

 

拡散したいツイートは、リツイートす

ることで、自分のタイムラインに表示で

きます。そして、それを誰かがリツイー

トすることで、情報は拡散していきます。 
 
 

Twitter の基本的な使い方をご紹

介しました。例えば、「通知が気にな

る」とか「自分の登録情報が気にな

る」、「ユーザー名を変えたい」とい

う場合は【設定とプライバシー】か

ら確認・変更ができます。 

この冊子でまずはTwitterに興味

をもっていただき、教職員組合に集

う若い方とベテランの方が「ＳＮＳ

講座」などに集い合えたら、それは

素敵なことだと思います。  

13 リプライ・リツイートしてみよう 

ぬ 
1 リプライしてみよう！ 

×                     

｜返信先 @dokyoso 

いつもわかりやすい情報ありが

とうございます。 

 

返信 

ぬ 
2 リツイートしてみよう！ 

ホーム画面の 

自分のアイコンから 
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上手に「魅せる」手段として… 

 Facebook は、まとまった文章と写真で課題意識や主張を表明す

るのに便利なツールです。Twitter が街頭宣伝だとすれば、

Facebook には機関紙のような役割を持たせることができます。 

Facebook や Instagram では、「よく映える写真だね」というような

意味の「映え」という概念があります。写真や図を活用して上手に

「魅せる」ことを意識したいものです。 

 

 

まずは、「姓・名」「携帯電話番号もし

くはメールアドレス」「パスワード」「誕

生日」「性別」を入力して【アカウント

登録】をクリックします。すぐに携帯電

話番号へのショートメールかメールア

ドレスへ認証コードが届きます。 

 

 
 
 

 
 

【１】プロフィール画像 

【写真を選択】をクリックすると写

真フォルダが表示されます。ほかの人

から見て「あ、あなただ」とわかるよ

うな写真がいいですね。 

【２】知り合いを検索 

同じ組合で Facebook をしている人や、すでに教職員組合として Facebook を運用

している組織を検索してみましょう。  

14 Ｆａｃｅｂｏｏｋをはじめよう！ 

ぬ 
1 Ｆａｃｅｂｏｏｋをはじめてみよう。 

Ｆａｃｅｂｏｏｋは実名での登録が必須になっています。その分、２０００年代後半からビジ

ネスシーンで重宝されてきたＳＮＳのひとつです。Twitterに比べて「炎上」が少なく、現

実の友人・知人との交友関係が広がりやすい特徴があります。 

android 

iPhone 

ぬ 
2 ようこそ画面から登録しよう。 



22 

 

アプリでは指示に

従う形でプロフィー

ルを設定できます。パ

ソコンでは【ホーム】

を押して右のような

画面にすると、順番に

設定ができるように

なっています。 
 

【プロフィール画像】 

２１ページの   で設定

しましたね。ここに表

示されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ぬ 
3 プロフィールを設定しよう。 

2 

【居住地を入力】  

「北海道」とか「北海道稚内市」など。意

外とＦａｃｅｂｏｏｋには同姓同名がわんさ

かいます。『自分だ』とわかってもらえる

程度に書くといいでしょう。 
 

【出身地／学校／大学／会社を追加】 

各設定は、スキップ(とばす)することも

できます。「会社」は教員の場合は「小学

校教員」とか「北海道公立学校教員」と

かにするのもありです。 

【交際ステータス】 

あとからでも変更できます。 
 

【カバー写真】 

上のホーム画面だとＦａｃｅｂｏｏｋが適当

に表示したものになっていますが、自分

で写真を選んで設定します。 

 

ぬ 
4 【重要】プライバシー設定をしよう 

Facebookは掲載する投稿

やプロフィールをどんな人

まで見せることにするかを

細かく設定できます。ここ

では投稿の公開範囲とプロ

フィールの公開範囲の設定

についてまとめます。 

Facebookを本格的に使い

始める前に設定することを

おすすめします。 

 

パソコン版では「▼」を押して出てくる「設定」をクリック 

 

下
に
ス
ワ
イ
プ➡

 

アプリでは「≡」から

「設定」。そして「プラ

イバシー設定」へ。 

出身地／学校／大学／会社／交際ステ

ータスは記載しないことも可能です。 

その際は「スキップ」しましょう。 
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【今後の投稿の共有範囲】 

タイムラインに投稿した自分の投稿を誰まで見せるか設定します。 

公開：インターネットを見るすべての人が閲覧できます。 

友達：Facebookで「友達」になっている人のみ閲覧できます。 

次を除く友達：個別に指定することで「友達」のうち一部の人は閲覧できないようにします。 

自分のみ：自分以外は投稿を見ることができません。 

※それぞれの投稿で、個別に共有範囲を変更することは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

検索窓につながりたい相手の名前

を入力してみましょう。名前をクリッ

クすると、相手のページでプロフィー

ルを確認できます。パソコン版は【友

達になる】、アプリは【  】をクリッ

クすると「友達申請」を送ることがで

きます。 

 

友達申請が来たら… 

①右のようにプッシュ通知されます。赤いマークを  

クリックすると相手の名前が表示されます。 

②相手の名前をクリックするとプロフィールを見る

ことができるので、実際の知り合いかどうかを判

断して【承諾】または【削除】をします。 

※実際の知り合いではない人からも友第申請が届くことがあります。個人情報を狙ってい

る悪い人もいるので、注意が必要です。 

 

 

 「Facebook ページ」への「いいね」は、

自分のタイムラインにその「ページ」の

投稿を表示させるためのものです。Twitter の「フォロー」と同じ役割があります。

検索窓に入力してみましょう。ぜひ、道教組の Facebook ページを「いいね」してく

ださい！ 

ぬ 
5 友達申請をしてみよう 

Ｆａｃｅｂｏｏｋには、単に個人として使う機能

（ここでは単に「個人」とします。）のほかに「Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋページ」「Ｆａｃｅｂｏｏｋグループ」が

あります。 

「個人」…友達申請をして「承諾」してもらうこ

とで双方向のつながりをもてます。ここが

Twitter と大きく異なる点です。こちらから

つながりを求めるときには「友達申請」、相手

からの「友達申請」について「承諾／削除」の

対応をします。 

「Ｆａｃｅｂｏｏｋページ」…個人以外の企業・団

体などが、企業名などで Facebookで発信

するときに使うものです。「個人」は「ページ」

を「いいね」することでつながりをもちます。 

「Ｆａｃｅｂｏｏｋグループ」…「個人」が集まって

メンバー同士で交流するためのものです。 

ぬ 
6 Ｆａｃｅｂｏｏｋページをいいねしよう 
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Facebookページを作ろう 

 ２１ページで紹介した Facebook のユーザー登録は「個人」のものです。Facebook

は個人で登録すべきユーザー登録を団体名で行うことを許していません。企業・組

織や団体が Facebook を活用しようとする際には「Facebook ページ」を作成すること

になります。 

 
 

【ページ作成画面へ】 

パソコン版は、上の紺色バーの「作成」をクリックして

「ページ」をクリック。アプリ版は「≡」をタップしメニ

ューの「管理しているページ」をタップ。「⊕作成」を選択。 

【パソコン版のみ：ビジネスかコミュニティか選択】 

パソコン版では右のような画面になります。右側の「コミ

ュティ…」を選ぶといいでしょう。スマホ版にはこの画面

はありません。 

【ページのカテゴリを選ぶ】 

パソコン版はページタイトルを入力し、カテ

ゴリを入力して適当なものを選びます。アプリ

ではまずカテゴリを入力する画面が出てきます。 

【アプリのみ：ウェブサイトを入力】 

アプリでは、作ろうとしているページのウェ

ブサイトのＵＲＬ入力画面が出ます。スキップ

可能です。 

【カバー写真・プロフィール写真を選択】 

Facebook の個人のページと同様に写真フォル

ダから適当な写真を選びます。一般的に「ページ」

ではタイトルロゴのようなものが重宝されます。 

 
 

メディアリテラシーに配慮するなどしながら、組織として発信してみましょう。 

15 教職員組合として 
Ｆａｃｅｂｏｏｋページをはじめよう！ 

ぬ 
1 Ｆａｃｅｂｏｏｋページをつくってみよう。 

【パソコン版】 

【アプリ版】 

ぬ 
2 これで完成です。細かい設定もあるけど、まずは発信してみよう！ 
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Ｆａｃｅｂｏｏｋグループに参加しよう 

Facebook には、「個人」が複数集って交流する「Facebook グループ」があります。

「Facebook ページ」がインターネットのホームページのように誰でも閲覧できるの

に対して、「Facebook グループ」は設定によって閲覧できる人に制限をかけることが

できます。 
 

※この設定の名称や範囲は、Facebook の仕様変

更で変わることがあります。ここにまとめるのは２０

２０年１月２８日現在のものです。 

 

▶プライバシー設定を選択 

プライベート：グループ内のメンバーと、グループ内の投稿を見ることがで

きるのは「グループに入っている人のみ」。 

公開：グループ内のメンバーによる投稿、コメント、シェアなどは誰でも見

ることが可能。 

▶グループを非表示にする 

検索可能：Facebook の検索窓や、検索サイトで検索可能。 

検索不可：メンバーだけが Facebook の検索窓で検査することができます。 

 
  

 

  

16 Ｆａｃｅｂｏｏｋグループに参加しよう！ 

道教組のグループもあります！ 

道教組では２０１７年から「グループ」を作っていま

す。上のグループ設定でいえば「プライベート・検索

不可」に設定しています。そのため、外からの目が気

にならないこともあり、各単組独自の取り組みの発

信の場になっています。 

２０２０年1月末現在で40

人が参加しています。道教組

に加盟する各単組に加入し

ている先生なら参加可能で

す。ＱＲコードを読み取って

ぜひ参加してくださいね。 
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Facebook には、ＬＩＮＥやショートメールのよ

うに、Facebook ユーザー同士が会話できる「メッ

センジャー」アプリがあります。ここではアプリ版

での使い方を説明します。 

 

 

 基本的には Facebook で「友達」になっている人

どうしが会話をするためのものです。スマホでは、

「Facebook メッセンジャー」アプリをダウンロー

ドする必要があります。 

 「友達」以外の方とも会話をすることは可能です

が、下にあるように「メッセンジャー」の仕組み上、

送信したお相手の目に届かない可能性がありま

す。下記  の方法で確認ができます。 

 
 

２３ページで友達申請について紹介しました。最近では「友達申請」をする際に

はメッセンジャーで一言「はじめまして」のご挨拶をすることが多いです。現実の

中でどのように出逢ったかなど自己紹介のメッセージを送るのが「友達申請」のマ

ナーになっています。 

 
 

Facebook メッセンジャーの仕様上、「友達以外」

のメッセージは「フィルター済みメッセージ」と

いうフォルダーに届く場合があります。メール

でいう「迷惑メール」の振り分けのようなもので

す。メッセンジャーアプリの「チャット」(トッ

プ画面)の    をタップし、「メンバー」画面

の   をタップすると見ることができます。 

  

17 Ｆａｃｅｂｏｏｋメッセンジャーを 
活用しよう！ 

ぬ 
1 基本的な使い方 

ぬ 
2 友達申請とメッセンジャー 

ぬ 
3 「友達」以外のメッセージはどこに届く？ 

android iPhone 

メッセンジャーは

1 対 1 のほかに、

複数人での会話

もできます。 

 

「友達」になってい

るユーザーがメッ

センジャートップ

に表示されます。 

 

3 
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Twitterと Facebookの特徴について 

ここまで説明してきた FacebookとTwitterの特徴についてまとめます。

それぞれの SNS を使いながら、「あれ、こういうのはどっちの SNS が得意

なんだ!?」という際に見ていただくと、理解が深まるかと思います。 

 

 Facebook Twitter 

登録の仕方 
実名で登録する。 

企業・団体は「ページ」で登録。 

ニックネームで登録するのが基本。 

(本名や団体名でも可能) 

コンテンツの 

種類 

・テキスト   ・リンク 

・画像     ・動画 

・ＬＩＶＥ配信 

・テキスト(１４０字) ・リンク 

・画像（４枚まで）   ・動画（２分２０秒まで） 

・ＬＩＶＥ対応 

投稿の基本 

短文から長文まで可能。 

 ただ、写真付きの短い文章が好

まれる。 

 連投は敬遠される。 

基本は１４０字まで。 

・字数制限内に収めるには工夫が

必要。 

特徴 

 Twitter ほどのリアルタイム性

は求められない。 

 まとまりのある簡潔な文章が好

まれる。 

 リアルタイム性 

 ハッシュタグを活用する。 

 フォロワーが増えると訴求力(発

信力)が強まる。 

つながり方 

①「友達」申請をして「承認」しても

らう。 

②企業や団体による「Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ページ」を「いいね」する。 

 気になる相手を「フォロー」する。 

 発信力のあるユーザー(専門家

や有名人)とつながることで発信

力が増す。 

拡散力 

実名登録により、閉鎖的なつながり

が基本となる。そのため、ヘイトス

ピーチ的な対応になることは少な

い。 

 広く返事を書いたりすることが

できるため、主義・主張の違いな

どが鮮明に表れることがある。 

 一方で、拡散力が強い。関心層か

ら無関心層まで広めることがで

きる。 

教職員組合で

の活用の可能

性は… 

 組合に加入している方に登録し

てもらって、教職員組合の発信

を見てもらう。 

 「グループ」機能を使って、組合

に加入している方どうしをつな

げる。 

 教職員組合が世の中に訴えたい

テーマについて発信することで、

様々な立場の人とつながること

ができる。 

共通している

こと 

《プラス面》 

・テキスト、画像、動画などを用いたの「リアルタイム・コミュニケーション」

が可能になる。例えばテレビ会議ができる。チャットができる。 

・ホームページに比べて「情報拡散」がしやすい。 

《マイナス面》 

・顔が見えない相手からのアクセスがある。 

・個人情報の取り扱いについて注意が必要。 
 
※団体での運用について、運用に関するルールやガイドラインの策定が必要。 
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第３章 
教職員組合の仲間が 
アプリでつながる可能性 

もしも、 

「組合アプリ」で 

全国の仲間がつながったら・・・。 
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 この冊子ではFacebookとTwitter

だけ紹介していますが、ＳＮＳとい

われるものには、ほかに「LINE」、

「Google+」、「Instagram」があり、

「Youtube」も含まれます。 

 最近は、「ＬＩＮＥグループを使

って交流をしているよ」という実践

例をよく聞くようになりました。リ

アルにつながる人たちがグループに

登録し合うことで、Facebook グループの例で示したような日常的な交流をするもの

として注目されます。 

 

私たちは教職員組合で、「いろんな顔」で所属してるから… 

 教職員組合に加入するひ

とりの先生には、実に様々な

顔があります。分会・支部・

単組・道教組（県組織）・専門

部のそれぞれの段階、そして

全教です。さらに、「全国の学

習交流集会に参加した」など

の経験がこれにプラスされます。こうしたつながりのひとつひとつに仲間がいるの

は言うまでもありません。 

 

ひとりじゃできない！だから相談したい！！ 

 組合に加入するこのひとりの先生に何か役割が任されたとします。同年代の仲間

がすぐそばにいたり、しっかり面倒を見てくれるリーダー的な先輩がいればいいで

すが、いつもそうとは限りません。 

 ６ページで紹介した初めて分会長になった若い先生がこんなエピソードでは、近

くで相談にのってあげられれば…と思ってしまうものです。だからこそ最近は「Ｌ

18 教職員組合が 
独自にアプリを持つことの可能性 

主なソーシャルメディアの利用率(経年) 
出典:総務省情報通信政策研究所 
「平成 29年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

分会名・支部名は架空のものです。 



30 

ＩＮＥグループで交流をしている」などという例を聞くようになったのでしょう。

実際に連絡先を交換しあって日常的につながるツールとしては有効です。 

 

組合アプリは、双方向性の動きをつくる。 

たとえば道教組から一斉メールを流すとします。各単組執

行部が受け取り、その後の流れは様々なようです。分会や支

部まで届く仕組みがある場合もあれば、各単組執行部止まり

になっている場合もあるでしょう。一斉メールは各級段階で

媒介する人が必要で、その判断や作業の手間によって、タイ

ムラグが生じたりすることもあります。 

 一方で、図は、双方向性のやりとりのイメージです。【道

教組⇔各単組】、【各単組⇔各支部】、【各支部⇔分会／本人】

だけでななく、ＳＮＳを活用してブレインストーミング的にアイデアを出し合うな

ど、本来的には意思疎通を図りながら情報共有ができることが望ましい場面が道教

組運動にはいくつもあります。 

 

つながりを強くしていくために… 

 たとえば、全国モノの学習交流集会に行ったとします。その際に全教の仲間であ

る他の都府県の先生とつながりができて、そこから県組織を超えた全教のつながり

を、アプリを通して日常的なものにすることができます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、北海道のように距離的な問題

でなかなか顔を合わせることが難しい

場合には、日常の運動を激励し合った

り、アイデアを出し合う場として活用

することも可能です。 

 

実践発表していた

あの先生素敵なだ

なぁ。恥ずかしくて

質問できなかった

けど… 

そうだ！ 
組合アプリでつながってみよう！ 
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組合アプリのイメージは動画で！ 

 組合アプリは、校務支援システムのようなものの組合版のようなイメージです。

市町村によっては、すべての教職員や教育委員会職員を検索してダイ

レクトにメッセージやメールを送れる場合もあるでしょう。こうした

システムと、ＳＮＳの良さを複合的にしてスマホアプリにしてみたら

どうだろう…ということです。そのイメージを動画にまとめています

ので、ぜひご覧ください！ 

 

  組合アプリが「対話」を生み出し運動に活気が出る！ 

２０１９年３月から、宗谷教組では「組合アプリ」を試験的に導入し実証実験を行い

ました。その中で２０１９年４月の道知事選に向かう取り組みで、アプリが「対話」を生

み出す瞬間がありました。選挙の情勢を「ほぼ日刊ニュース」としてアプリで発信し、 

アプリを通してニュースを見たら「読んだよって、なんでもいいからひとこと発信し

て」ということを取り決めにしま 

した。普段は一斉メールで送信

してもなかなか返事やリアクシ

ョンが乏しいのですが、アプリと

いう性格からか簡単な感想が

語られることがありました。「組

合アプリ」だから活気を生み出

すことができました。 

 

 
 のです。タイムラインとは、「コルクボードに自

分のお気に入りの写真や付箋を貼り付けてい

くようなもの」なのかもしれません。教職員組

合として発信していく際には組合の中では「Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋグループ」を使って外からは見え

ない形で交流する方法があります。 

また、対外的には「Ｆａｃｅｂｏｏｋページ」のリ

ンクを Twitterでツイートするという方法が 

あります。たとえて言うと、

機関紙を印刷して街頭宣伝

で手渡しする感じです。こう

して教職員組合の存在を地

道に発信していくことは、運

動が運動を呼び起こす糧に

なるものです。 

 

教職員組合としてＦａｃｅｂｏｏｋ

ページを運用する最初の壁は「い

いね」をしてもらうこと。たくさん

の方に「いいね」をしてもらうこ

とが拡散の力になります。 

しかし、教職員組合としてＦａｃｅｂｏｏｋペー

ジを運用していると、会議の際に先生方から

「組合のページって『いいね』しにくいんだよ

ね」という声をよく聞きます。理由はおそら

く、自分のタイムラインに教職員組合の投稿が

表示されることへの抵抗感です。 

「映え」の論理のSNSでは、自分のタイムラ

インにどのような投稿が並ぶかを意識するも

「いいね」が伸びない！ 
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第４章 おわりに… 

どんなに 

デジタルが発展しても 

教職員組合は、「会って話す」を 

大事にしていくのだろうと思いませんか？ 
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SNSは、往復はがきのようなもの 

３０ページで双方向性の動きについて触れました。それは往復はがきのようなイ

メージです。ごくまれに、機関紙を発行すると読んだ感想などをいただくときがあ

ります。紙面づくりについてヒントをもらったり、機関紙づくりの励みになったり

もするものです。また、ＳＮＳは気軽に迅速に情報をひとりひとりの組合の仲間に

届ける上では便利なアイテムです。 

 

とある大規模分会のエピソードです。賃金確定交渉の結果を交

流する分会会議を開いた時のこと。速報は支部宛て一斉メール

とホームページにアップされます。 

この分会では、スマホを持って集まり、ホームページのアドレス

を入力して、ひとりひとりが自分のスマホで速報を見ながら、交

渉の結果について学び合ったそうです。 

 

 こんなふうに、「ＳＮＳを使おう」というのは、「これまでの運動の流れを変えよ

う」というわけではないのです。『忙しい』とか『なかなか集まれなくて』という声

に、教職員組合運動の側が遠慮したりがっかりするのではなく、そこを乗りこえて

集うためのツールとしてＳＮＳを活用したいということです。 

 

SNSを使いながら、アナログにつながりを強めていく 

この冊子ではまるでみんながスマホを持っているかのように話を進めています。

しかし、実際はそんなことはあり得ません。そこは教職員組合運動を進めていく上

で大事にしなければなりません。共有したい情報に「上り」と「下り」があるとす

れば、「上り」は教職員組合から組合に集う先生への発信。ＳＮＳや郵送などいろん

な方法があってよいのではないでしょうか。 

大事なのは「下り」！それぞれの持ち場で語られたことが還流され、「私たちはこ

んなふうに話したよ、取り組んだよ」ということが還流されるという流れが大切に

なるでしょう。７ページで触れた教職員組合運動の「魅せ方」の工夫を含めた「見

える化」につながる大事な視点です。 

 

19 受信したあとの 
「アナログ」なつながりを… 
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老いも若きもみんながつながる教職員組合運動であるために… 

 組合づくりについて考える際に、教職員組合運動の「世代交代の難しさ」をよく

聞きます。「バトンをわたす」ではなくて「テイクオーバーゾーンを広くとって、併

走してほしい」という若い先生方の声があります。 

 一方で、この冊子でまとめてきたようなＳＮＳの活用については、年代によって

理解の深まりや親和性に差があるようにも感じられます。こうした世代間ギャップ

をどう埋めていくかが問われています。 

 

 ある単組で大ベテランの先生からこんな話をされました。 

 「先生は、ＳＮＳをうまく活用してるけど、それって組織としては

どう考えるべきだと思う？」 

 ちょっと考えて、「組合の仲間にとって、ＳＮＳ（組合アプリも含めて）

は『実際に会うためのもの』と考えたらいいと思う」と話をしました。 

 この冊子で何度も書いてきた「教職員組合運動の基本は会って

話すこと」だからです。例えば、この冊子の第２章のＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃ

ｅｂｏｏｋの始め方を見たベテランの先生と、ＳＮＳを使いこなす若い

先生が「ＳＮＳ勉強会」などをしてスイーツとかを食べながら語り合

うということもできるでしょう。そしてそこから、次の取り組みが生

まれたら素敵ですよね。そんなふうな「集うきっかけ」になったらい

いなと思います。 

 

たくさんのみなさんと集い合い、教職員組合運動を創ろう！ 

 この冊子は、世代間のギャップがなくなり、共にこれからの時代の教職員組合運

動について考え合うきっかけになることを願って作成しました。 

私たちが、そしてこれまで組合をひっぱってきたみなさんが、共に「いいね」と

感じてきた道理や教育条理を語り合い、これからの教職員組合運動に集う「仲間」

が増えることを願っています。そして、その手法としてコミュニティ・オーガナイ

ジングとそれに基づく運動の創り方を考え合ったり、ＳＮＳの活用についてたくさ

んのみなさんと学び合ったり考え合ったりする機会が、全道・全国に広がることを

願っています。 

 

20 ＳＮＳを片手に 
バトンゾーンをいっしょに走ろう！ 
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