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　国立教育政策研究所では、所の研究成果を教育現場をはじめとして広く普及

し、教育指導法の改善や教員の資質向上などに役立てていただくという趣旨によ

り、平成２年より教育研究公開シンポジウムを開催している。

　今回の第２５回教育研究公開シンポジウムは、「これからの学校評価を考える」と

いうテーマにより、茨城県教育研修センターのご協力を得て開催した。

　文部科学省においては、小学校設置基準・中学校設置基準や閣議決定等を踏ま

え、平成１８年３月に「学校評価ガイドライン」を示したところである。国立教育

政策研究所においては、昨年度より「教育・研究組織における評価に関する総合

的研究」を開始している。この研究は、「教育の質保証」の方法を確立するため、

初等教育から高等教育までを範囲とした、教育政策評価、学校評価、授業評価の

３つを接続させた、教育の質保証システムの体系化を図ることを目的として実施

しているものである。

　このたびのシンポジウムは、当研究所の学校評価に関する研究成果を報告する

と同時に、学校評価の在り方について、学識者と学校現場の方を交えて議論する

こととした。合わせて、文部科学省が開催している学校評価の推進に関する調査

研究協力者会議の座長を務める天笠茂・千葉大学教授に基調講演をお願いした。

　当日は、茨城県下の学校関係者を中心に２００名が参加した。

　本報告書は、このシンポジウムにおける基調講演および討論の内容をまとめた

ものである。学校での指導などに生かしていただければ幸いである。

　本シンポジウムは、茨城県教育研修センターの皆様をはじめ、多くの関係者の

ご協力をいただいた。ご協力くださった各位に対し、改めて謝意を申し上げる。

 　平成１９年３月

国立教育政策研究所長　

矢　野　重　典　
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【教育研究公開シンポジウム】

これからの学校評価を考える

第２５回



あいさつ

矢野　重典
（国立教育政策研究所長）

大川　秀一
（茨城県教育研修センター所長）
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　国立教育政策研究所長の矢野と申します。シンポジウムの開会にあたり、ひと

ことごあいさつ申し上げます。

　教育研究公開シンポジウムは、私ども国立教育政策研究所の研究成果を、直接

教育現場や一般市民に還元し、教育指導法の改善及び教員の資質向上に資すると

いう目的により、平成２年より開催しているものです。このたびは第２５回目のシ

ンポジウムとなります。

　このたびは茨城県教育研修センターのご協力をいただき、シンポジウムを開催

することとなりました。現在、茨城県では全国生涯学習フェスティバルが開催さ

れているところです。このシンポジウムは、生涯学習フェスティバルの参加事業

としても位置づけられています。

　このたびのシンポジウムのテーマである学校評価は、これからの教育改革にお

ける重要な施策の一つとなっています。

　先週、新しい内閣が発足しました。安倍新総理は今後のあるべきこの国の形を

「美しい国、日本」と表現し、それを実現する基本方針の一つとして「教育再生」

を掲げられました。その中で、

公教育を再生し、基礎学力強化

プログラムを推進するととも

に、学校の外部評価の導入を図

ることなどを打ち出されていま

す。

　国立教育政策研究所におきま

しては、昨年度より「教育・研

究組織における評価に関する総

合的研究」を開始しました。こ

の研究は、「教育の質保証」の方

法を確立するため、初等教育か

◆――あいさつ

�

ら高等教育までを範囲とした、教育政策評価、学校評価、授業評価の３つを接続

させた、教育の質保証システムの体系化を図ることを目的として実施しているも

のです。

　本日は、この研究の一環として国立教育政策研究所がＩＢＭビジネスコンサル

ティングサービス、足立区教育委員会と連携して実施しているバランストスコア

カードを使用した学校評価と学校経営の在り方に関する研究成果を報告いたしま

す。併せて、文部科学省が開催している学校評価の推進に関する調査研究協力者

会議の座長を務める天笠茂・千葉大学教授と、アメリカの学校改善研究に関する

研究者である浜田博文・筑波大学助教授に、それぞれの学校評価に関する考えを

ご披露いただく予定です。また、茨城県における学校評価の現状を日立市立助川

中学校の石川潤校長にご報告いただき、併せて学校評価研究についてのご要望も

いただくこととしています。

　本日のシンポジウムが、お集まりの皆様が関係する学校の学校評価と学校経営

をより充実・発展させ、子どもたちの生きる力をはぐくむことに寄与することに

なることを願って、ごあいさつとさせていただきます。　 

矢野　重典（国立教育政策研究所長）
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　教育研究公開シンポジウムは、国立教育政策研究所と各県の教育研修センター

の共催で、毎年開催されております。第２５回は、茨城県で１０年ぶりに開催される

ことになり、大変喜ばしく思っております。また、当シンポジウムは、昨日から

始まった「全国生涯学習フェスティバル－まなびピアいばらき２００６」の参加事業

にもなっています。

　さて、本年３月に策定された「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」

においては、学校評価の目的として、①具体的な目標を設定し、組織的・継続的

に改善すること、②自己評価・外部評価の実施とその結果の説明・公表により、

信頼される開かれた学校づくりを進めること、③学校評価の結果に応じて必要な

措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること、

などが挙げられています。

　本日のシンポジウムは、「これからの学校評価を考える」と題して、これらの目

的達成のためによりよい学校評価の在り方を探るため、基調講演とパネルディス

カッションが行われます。

　天笠先生の基調講演では、現

在座長を務められている「学校

評価の推進に関する調査研究協

力者会議」の審議なども踏まえ

て、これからの学校評価につい

ての方向性を示唆していただけ

るものではないかと期待してお

ります。また、パネルディス

カッションでは、義務教育の質

の保証と新しい学校評価の在り

方について、企業、大学、そし

て学校評価を実施されている現

◆――あいさつ
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場の学校と、それぞれの立場からの議論が行われる予定です。

　本県においても、学校、家庭、地域社会と連携、協力を深めながら、学校経営

の改善、充実に努めていますが、まだまだ多くの課題も抱えています。それらの

課題に対して、本日ご出席いただく各先生方から、全国的視野に立っての有益な

ご意見がいただけるものと思っております。

　本日のシンポジウムが、明日からの教育活動に生かせることを祈念して、開会

のあいさつとさせていただきます。

大川　秀一（茨城県教育研修センター所長）



基調講演

学校評価をめぐる今日的課題

天笠　茂
千葉大学教授、文部科学省学校評価の推進に関する調査研究協力者会議・座長



　ご紹介いただきました天笠です、よろしくお願いします。皆さんのお手元の配

布資料に、最近『教育展望』という雑誌に書いた論文を掲載しています。本日お

話しすることの概要は、ここに記されていますので、お目通しいただければと思

います。

Ⅰ　学校評価をめぐる国の動き

　２００６年３月、文部科学省は「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」

を策定しました。そして、７月から「学校評価の推進に関する調査研究協力者会

議」が発足し、現在、審議が進行中です。

　昨今の一つの特徴として、学校評価に国が出てきたということがあります。昭

和２０年代には文部省が学校評価の手ほどきを発表した時代もありましたが、それ

以降は、国が学校評価について前面に出て直接関わるということはなかったと思

います。大抵は各都道府県の教育センター、教育研究所、教育委員会が折々に学

校評価の取り組みをするという、そういう歴史を繰り返してきました。１０年に１

度くらい、話題にのぼるということを重ねて今に至っているわけです。だいたい

学習指導要領が変わる前後の時期に、学校評価が話題になって何がしかのやりと

りがあり、その結果、教育センターの所報や研究紀要に収められたり、教育委員

会が学校評価に関するマニュアル的なものを発行する、こういったことだったと

思います。おそらくこちらのセンターでも、過去をさかのぼると、その種の痕跡

がきっと残っていることと思います。

　もう一つ、年度が終わる時期、１月、２月、３月頃になると、学校内部でも「この

１年はどうだったろうか」と、教職員の方々が学校あるいは自らの１年間を振り

返るという、いってみれば振り返り

の営みを連綿として続けてきたと

いう言い方をしてもいいのではな

いかと思います。

　こういった動きの中に、今回のよ

うな学校評価をめぐる新しい動き

があります。これをどう捉えたらい

いのかということについて、申し上

げたいと思います。
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　ここに（本冊子７０頁参照）、「計画の重視」から「評価の重視」にシフトを図る

一連の動きが進行中だという書き方をしています。

　「計画の重視から評価の重視へ」というのは、どういうことか述べてみます。例

えば、義務教育段階であれば教育課程を整えて関係の市町村にそれを届け出て承

認をとる、そのプロセスの中で、授業時間の示し方、取り方、時程の在り方など

について、時には学校と教育委員会の間で、やりとりがありました。他の学校と

ほぼ同じように整えることが、これまでのやり方だったのです。学習指導要領の

規準や、それぞれの市町村における方針に寄り添うものであるかどうかという観

点で、比較的入り口の部分で、かなり詳細な吟味が行われてきたのではないかと

思います。

　そういう取り組みを、ここでは「計画の重視」という言い方をしています。い

うならば、どういう計画を立てて教育を実施していくかという、計画の部分につ

いての整え方、そしてそのプロセスにさまざまな基準等々との兼ね合いでそれを

満たしているかどうかということが、時には大変シビアに見つめられるというの

がこれまででした。

　それが昨今は「評価の重視」へとシフトしようとしています。「計画の重視」と

いう入り口のところで規準にかなっているかどうかということよりも、むしろ、

作成されたプランのもとに展開された教育活動等々によって何が生み出されたの

か、生み出された結果をしっかり見ていこうということです。そして、求める結

果が達成できたかできないかを追究するところに視線を転換していく動きです。

そういう考え方、発想のもとにさまざまな施策が展開中であると言っていいで

しょう。

　学校評価の営みも、その文脈の中で見てきた時、この数十年間、学校は曲がり

なりにも１年の終わりにはそういう自らの反省を連綿として行ってきたのではな

いかと思います。それがどういう考え方のもとにおいて、どういう大きな流れの

中で行われてきたのかと振り返ってみた時、学校評価の営みというのが、あらた

めてその学校の成果を見届ける、そのための一つの営みとして大きくクローズ

アップされてきているという言い方ができるのではないかと思います。

　取り組み方に程度の差こそあれ、それぞれの学校が学校評価をやってきている

ことは、紛れもない事実でしょう。その営み自体をもう一度見つめ直す観点、「計

画重視」から「成果・結果といった、生まれた物を見届けよう」という大きな転

換の中で、学校評価の捉え方、位置づけ、何を評価しようとするのか、こういっ

たことを見届けなければならないということが、テーマとして浮かび上がってき
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ているのではないかということです。

　「学校評価をめぐって」というのは、この辺りのところをもう一度今日的な課題

をしっかりと捉えて、そしてそれに取り組んでいくということが今求められてい

るということを申し上げることができるかと思っています。本日のこの会も、そ

のための一つの取り組みだと思います。

　そうなると、今、学校評価をどういう問題意識のもとに捉えたり、位置づける

必要があるのか。これまでも学校評価は実施してきている、今さら学校評価でも

ないのではないかという思いを持っている人もあるかもしれません。しかし、学

校評価の考え方、捉え方、見届けるべき視点といったものが、変化したり、新た

に付け加えられたり、といったことがあります。また、学校評価を取り巻く環境

が転換しています。その辺を押さえておくことが、まず必要となってくるのです。

　以上が、配付資料（本冊子７０頁参照）の「学校評価をめぐる国の動き」、イント

ロダクション部分の話でした。

Ⅱ　学校評価をもとにした学校の説明
　　――キーワードとしての説明責任――

　現在、学校評価を考えていく場合に、いくつかの点をあげるとすると「説明責

任」「外部評価」「教育の成果を確かめることと学校評価の在り方」といったこと

があげられます。ここが、今、何ゆえにあらためて学校評価について考えなくて

はならないかということのポイントとなると思います。

　文部科学省では、学校が外部評価を実施しているかどうか、あるいは学校評価

の結果を公表しているかどうかという調査を行いました。それによると、外部評

価を実施している学校は９割を超えていたと記憶しています。しかし一方におい

て、自己評価の結果を公表している学校はおよそその半分くらいという結果だっ

たと思います。

　１．学校の設置基準―自己評価の結果の公表、情報の積極的な提供の求め―

　このことが、まず考えるべき一つのテーマになるでしょう。これまでやってき

ている内部評価、その取り組みのプロセス、結果の公表を求めることについては、

数年前に学校の設置基準に盛り込まれたのはご存じでしょう。ただ、これは努力

事項ということであって、努力をしたけれども、まだ公表には及んでいないとい

う学校もあるのではないかと思います。すでに公表している学校がおよそ半分で
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すから、残りの半分は検討中ということなのかもしれません。

　そこで、あらためて振り返ってみて、昨年度末の学校評価の結果の公表はどの

ような形でなされたのか、まだ検討中という学校の方々は、今後の予定はどう

なっているのかということを考えてみることが必要です。

　ここで、「説明責任」という言葉をあげています。ご承知のように、この「説明

責任」というのは現代を象徴するキーワードの一つといっていいと思います。

　テレビのコメンテーターや解説者等々が、ちょっと気の利いた言葉を使おうと

した時に、「説明責任」という言葉を付け加えるのが、昨今の流行かもしれません。

「ちょっと説明責任が足りないですね」とか、「もう少し説明責任ということを考

えたほうがよろしいんじゃないですか」といった言葉が出てくるのが昨今の姿で

す。今の社会の中で、その持っている事柄、意図している事柄等を他者に伝える、

とりわけ公の機関がその周囲の人々にそれを伝えていくということは大きな使命

であり、義務であるという考え方に至っているのだと思います。公の機関として

の学校が、その役割を果たすことが求められているのが今の時代です。この点を

ふまえて、説明責任にどう対応していくのか、ということです。

２．学校の経営責任としての教育目標や教育計画等の保護者・地域住民への説明

　では、これまで学校は説明責任を果たしてこなかったのかというと、私は決し

てそのようなことはないと思っています。これまでも、折りにふれて、保護者や

地域の方々に情報を出してきたはずです。

　例えば、４月、５月のＰＴＡ総会等で、校長先生が施政方針演説というか、「本年

の重点」といったことを語るのは、伝統的になされてきているでしょう。学年主

任や学級担任が、それぞれの学年、学級で「今年はこのようにやっていきます」

と発表することも、行われているでしょう。このような形で学校が情報を伝える

ということは、昔から取り組んできたことです。

　ただし、「これからこうします」「こういう方針で臨みます」といったことは、

語ってきたと思いますが、「その結果はこうでした」ということが問題なのだと思

います。語ったことに対して、どのような取り組みをしたのか、その結果がどう

であったのか、目標が達成できたのか、できなかったのか、ということになると、

おそらく学校から出てくる情報は非常に少なくなるというのが、現状ではないか

と思います。

　それでも、学級担任の先生が２月、３月の学級懇談会で、「こういうところを反

省しなくてはなりません」といったようなやりとりをすることはあるでしょう。
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保護者の前で、そういったことを話すこともあるかもしれません。そういう意味

では、一定の学校評価という手続きのもとにおいて、そこから出たさまざまな情

報、データをそれなりに整理して、その結果を保護者に伝えること、これがまさ

に今の課題、各学校が工夫して臨むべき検討の課題ではないかということが言え

ると思います。

　ですから、教育の目標とか教育の計画を保護者に説明するということは、それ

なりの取り組みがありましたが、それに学校評価という営みを通して外に伝える

という部分がポイントとなってきます。学校評価の結果を、昨年の終わりにはど

うしたか、あるいは今年のこれからの取り組みの中でそれをどんな形で保護者の

方に伝えていこうとするのか、地域の方に伝えるのか、ここの点が説明責任に対

応するという意味において課題となります。

Ⅲ　学校評価の見直し―教育の成果を確かめる―

　また、「教育の成果を確かめる」ということも課題にあげられます。１年間、１学

期、１カ月間の営みがどれほどのものであったか、その成果を突き詰めていくと

いう発想と学校評価を実施することが、しっかりと重なり合っていたか、しっか

りと組み立てられていたかどうかということも、この際、見つめ直さなければい

けない点だと思います。

　後ほど触れますが、学校評価については、「外部評価の実施」あるいは「第三者

評価」ということが言われていますし、「他者からの評価をどう受け止めていくか」

ということが今日的な課題であるとは思います。しかし私は、学校評価は基本的

には内部の取り組み、つまり先生方がなさる自己評価が、学校評価の核になると

思っています。これまでも結構、学校は、学校評価に対して、それなりの時間を

費やして行ってきました。ただ、内部で行ってきた学校評価が、「このような成果

を生み出した」「こういう成果を生み出すまでには至らなかった」という発想のも

とに、評価がなされてきたのかどうかということについて、もう一度、見つめ直

さなければならない点があるのではないか、ということなのです。

　例えば、先生方の間で、子どもがこういう形で成長している、あるいは子ども

たちの成長が自分たちが願うような形には、まだ至っていないといったやりとり

があるでしょう。そういったやりとりにおいて学校評価ということが営まれてい

るかどうか、そこを考えていただきたいと思います。むしろ、職員室での先生同

士のちょっとした雑談の中で、子どもの成長具合を確かめるようなことがなされ
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る一方、学校評価は学校評価といった別個の取り組みになっているところがある

のではないかと思います。

　今問われているのは、自分たちの学校の取り組みが子どもの成長にどういう形

で反映されているのか、その結果が教育、学校の成果として、どんな絡みがある

のか、これを捉えることが学校評価の課題であるということを確認する必要があ

ると思います。

　その手だてとして、学校評価の工夫というか、学校評価の技法の開発がどれほ

ど進められるかどうかがあります。その時に出てくるのが、学校が設定する目標

が学校評価を進める際の大切なよりどころとなるということです。つまり、教育

の成果を確かめること、学校評価を実施すること、それに見合う学校の教育目標

の存在、ということがあらためて脚光を浴びることになるのです。とりわけ、学

校の教育目標ということが、本日の話の中では出てくるのではないかと思います。

Ⅳ　学校の教育目標と学校評価

１．教育の成果を捉える：教育目標の指標化・数値化

　教育の成果の確かめ方にはいろいろありますが、学校の教育目標がどれほど達

成されたかどうかを確認するのが比較的見られたケースではないかと思います。

　ただ、実態として、学校の教育目標は、なかなかそういう形になっていません。

これは、どういう意味かというと、目標が大変抽象的な表記の仕方であったりと

か、大変理念的な設定の仕方であったりして、それをいざ捉えようとすると、そ

れこそ測定不能というか、達成

できているのかどうか分からな

いのです。

　例えば、「明るい子どもを育て

る」あるいは「自主的な生徒を

云々」という文言がよく使われ

ます。しかし、「明るい」「自主

的」というのは、その言葉を取

り出して、達成できたかできな

いかを判断するのは、現実には

なかなか容易なことではありま

せん。
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　そこで、「明るい」というのを捉えられるような指標を、それぞれの学校で用意

する取り組み等もだいぶ出ているようです。教育の成果を学校の教育目標の達成

の程度で捉えるという動きの一つだと思います。

２．目標による管理

　いずれにしても、学校には、学校教育目標を含め、いろいろな目標がさまざま

な段階でさまざまに存在しているというのが特徴です。その目標がどれほど達成

できたのかできてないのかということを捉えること、吟味することが、ある意味

で教育の成果を確かめる学校評価ということとつながっていく、結び付いていく

のではないでしょうか。

　これまではどちらかというと、目標は目標として設定する、そして教育の成果

は成果として、子どもの成長は子どもの成長として、先生方が目でそれを確かめ

るというか、実感として把握するということであって、それぞれを結び付けるよ

うな取り組み、発想が弱かったと思います。

　それをさらに捉えやすくするとか、あるいは捉えようとすることで話題となっ

ているのが、目標の数値化ではないかと思います。すでに学校によっては、数値

目標を掲げて、その目標がどれほど達成されているか、いないかによって教育の

成果を確かめようという、こういう営みをしているところが出てきています。

　ここは当然、非常に議論が巻き起こるところです。教育の成果は数値では表せ

ないという主張、立場があるのはご承知のとおりです。一方においては、そうい

うことを受け止めながら、あらためて数値としてそれを設定して達成の程度を捉

えていこうという営みが進行中というのが現状なのです。

　では、学校の目標設定に当たって数値目標とは、どのような存在なのでしょう

か。自分の学校では全く扱っていない、議論はしているけれどもそれを具体化す

るところまでは至っていない、あるいは一部取り入れて試みている、といったよ

うに、学校によってさまざまな段階でしょう。

　すべてを数値目標化しようとすると、指摘されているように不自然さが出てこ

ざるを得ない部分があるのは当然です。私は、数値目標を設定し得る部分、つま

り数値目標を取り入れることに不自然さを感じない部分については、そういうも

のを取り入れることが現実的だと思います。しかし、何でもすべて数値化しよう

とすると、また別の意味での問題を引き起こすことがあるかもしれません。
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３．教員評価と学校評価との関係

　３つ目の今日的な学校評価の課題というと、外部評価、つまり他者からの評価

をどのように受け止めるか、受け入れるかということがあげられます。

　先に述べたように、学校評価は、自己評価、先生方の内部評価が中心であるこ

とは言うまでもありません。

　しかし、今問われている学校評価とは、先生方が外部の評価を、あるいは学校

の内部においても、例えば学習者からの評価をどういうふうな形で受け入れるの

か、受け止めるのかということが、大きな課題となっています。

Ⅴ　外部評価システムを位置づけた内部評価システムの設計
　　―内部評価と外部評価の関係―

　文部科学省の調査によると、９割前後の学校が外部評価を実施したという回答

を寄せているわけです。おそらくそれは、必要な項目を何十項目か設けて、それ

に尺度を付けるといったようなアンケート用紙を作成して、保護者などに答えて

もらったものでしょう。

　例えば、「学校の教育目標は伝わっていますか」といった質問事項があって、保

護者には尺度の所に丸印を付けてもらうのです。また、質問項目の後に自由記述

欄が設けてあって、そこに何がしかのことを書いてもらう。それを回収して、統

計的に処理する、これが外部評価を実施したということだと思います。

　私は、かねがねこのような形で保護者の方々に答えてもらうことが外部評価な

のだろうか、ということを言っています。これは、内部評価の一つのプロセスと

して位置づけるべきものです。つまり、先生方が、自らの事柄を反省するに当

たって保護者の声を聞こうということは、内部評価のプロセスの一つであるとい

うことなのです。あえて言うならば、保護者の方を、ある意味で先生方と同じ立

場に立ってもらう、そういう位置づけも学校評価で大切なのではないか、という

言い方をしているわけです。

　確かに、学校の外に住んでいるという意味では、保護者は外部ということにな

ります。また、学校で直接的に教育の仕事に携わっているのは教師であって、保

護者はそういう立場ではないということからみても、保護者は外部という位置づ

けもあり得るとは思います。しかし、もう一方において、子どもの成長、教育に

関わっているという意味においては、先生方と保護者の方々が同じ当事者の意識

を持って、子どもの成長の在り方をお互いに見つめ合いながら進めていくという
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関係の構築も非常に大切です。

　ところが、今、多くの学校が実施しているその種の調査は、保護者と先生の間

の溝が深まっていくような結果を生み出す恐れがあるのではないかということが

心配されます。

　また、もう一つ、アンケート項目の在り方が、保護者に第三者的な立場で学校

を評価すると受け止められるようなものが多いのも問題です。保護者を第三者的

な立場に位置づける、あるいは学校評価においてそのような役割を保護者の方々

に期待するのはどうでしょうか。学校経営にとって何を狙っているのか、何を目

指しているのか。そういうことを考えた時に、保護者に評価してもらうことの位

置づけをもう一度見つめ直してみる必要があると思います。現在、外部評価を実

施しているということであっても、その在り方を含めて、検討の余地が十分にあ

ると、私は思っています。

　一方において、では、いわゆる外部評価というのは不必要かというと、そうで

はありません。現在のところ、先生方が内部評価を担当し、保護者の方が外部評

価を担当するというシステムになっていると思いますが、あらためて、どういっ

た外部評価のシステムを作っていけばよいのか、ということが課題となっていま

す。外部評価については、学校評議員、地域の方々、その道の専門家といった人

たち、あるいは卒業生はどのような位置づけになるのか、こういった方々から声

を引き出すシステムの設計ということが考えられてよいのではないかと思いま

す。そういう意味では、今のところ多くの学校の実情は、まだまだスタートした

ばかりでしょう。ある意味、外部評価について大きく改善の余地が残された点が、

ここにあると考えています。

　さらに言うならば、昨今、そもそも外部評価、内部評価といった言葉自体が果

たして妥当なのかということも言われ始めています。先だっての学校評価に関す

る国の会議では、いわゆる外部評価と称しているものは、むしろ学校関係者評価

という言葉が適当なのではないか、ということも言われています。ですから、今

後、学校評価システムを作るに当たって、ふさわしいネーミングが開発されてい

く必要があるかもしれません。こう考えると、学校評価は、「内部における自己評

価」「学校関係者評価」「第三者評価」の３つということになってくるわけです。

Ⅵ　第三者評価を位置づけた学校評価システムの設計

　本日は冒頭に、何ゆえに今、国が出てきているのか、という話をいたしました。
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国が出てきたもう一つのポイントというか柱は、第三者の評価をどのように考え

て、どういうふうに組み立てたらよいのかということがテーマになろうとしてい

るということです。

　地域の方々、保護者の方々、さらにそのほかの方々を加えた、いわゆる外部評

価が加わるということ、加えるということは、あらためて第三者評価の存在が意

味を持ってくるのではないかと私は思っています。

　現在は、どちらかというと保護者の方が評価を下して、それで一連の学校評価

の営みはある種の完結がなされるということになっています。しかし、先ほども

言ったように、それは一つのプロセスであって、保護者の下した評価もまた違う

立場でそれを捉える必要があるのではないか。あるいはもちろん先生方も含めて

ということになりますが、そういう立場、在り方を第三者としての立場から評価

することも考えてよいと思っています。

　ただし、誰がどういう形でその第三者になっていくのか、あるいはどういうシ

ステムを作っていくことで第三者的になっていくのか、これはかなり議論を進め

ていく必要があります。そういう中で、国の役割をどのような位置づけにしてい

くのか、あるいは国が今の話にどういった役割を担っていくのか、ということを

議論していく必要があります。国に第三者的な立場を期待するのか、あるいは都

道府県教育委員会がそれに任じるのか、あるいは市町村教育委員会がそれなの

か。または、そういう行政機関とは一線を画した、まさに認証機関的なものを設

けて、そこが第三者的な役割を果たすのか。いろいろな考え方があるのではない

かと思いますが、この辺りが知恵の出しどころと言えるでしょう。

　今申し上げたように、今日的な課題として、説明責任、成果・効果を捉えて検

証するということ、その中で第三者的な存在をどう考えていくのか、外部評価と

か、他者からの評価の受け入れというところと関わって、第三者的な評価の在り

方をどうするのかという、こういうことが今日の学校評価をめぐる課題といえま

す。

Ⅶ　個々の教職員の自己診断能力を高める
　　―学校評価の校内研修―

　最後になりますが、学校評価の全体的なシステムを組み立てていく中で、あら

ためて学校内部における自己評価が中心的な柱としてしっかりと位置づけられる

ことが、大切なのではないかと思います。そこがしっかりしてない学校評価は、
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結局のところ学校が他者からの評価によって必要以上に、あるいは不必要に揺さ

ぶられてしまうということが起こる可能性があります。学校は内部にしっかりと

した自己評価能力を持つべきです。

　学校における内部評価ということを突き詰めていった時、システムをどう作る

か、どんな手順で進めていくかという、現在のシステムの在り方を見直す必要が

ありますが、さらに、各先生の自己診断能力のレベルが浮かび上がってくるので

はないかと思います。個々の先生が、自らの実践を振り返る、あるいは自らが組

織の一員となって自校の組織の在り方を見つめる。この自己評価、学校評価とい

うのは、先生方からすると、自分の所属している学校の組織を見つめる目を深め

ていくことがテーマとして浮かび上がってくるのではないかと思います。

　ところが、先生方は、ご自身の実践を深める、ご自身の学級をしっかりやると

いうことには、それは熱意と責任を持って取り組まれているものの、組織として

それに取り組むとか、組織の中で考えるところに達するまでに、かなりの年数を

必要としたり、あるいは立場上は中堅どころに至るまでなかなかそういう目を持

てないということが多いものです。自己診断能力を高めるというのは、実はその

辺りについての改善を図っていくということだと私は考えています。

　ですから、一人ひとりの先生が、学校という組織認識を深めていくこと、ある

いは組織観をより豊かにしていくという、こういうことにつながっていくことで

はないかと思います。

　とかく学校評価というと、中堅あるいは管理職の立場の先生方のテーマであっ

て、若い自分には直接的には関係ないという意識をお持ちの方が多いものです。

その意識の改善が、まず必要です。

　そういう点で、学校評価というのはまさに校内研修のテーマとして、それこそ

初任者から校長先生に至るまで、すべての人がそれに関わるべき、あるいはそこ

を通して自己診断能力を高めていくべきテーマとして設定する必要があるのでは

ないかと思います。

　校内研修や教育センター等々で、若い先生を含めて学校評価についての理解を

深めていく、あるいは評価の技法を開発してそれぞれの先生がその技術に習熟し

ていく。それらを通して学校評価の営みをより確かなものにしていく、こういう

ことが今あらためて問われている点ではないでしょうか。
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パネルディスカッション

【コーディネーター】

小松　郁夫
（国立教育政策研究所教育政策・評価研究部長）

【シンポジスト】

天笠　茂
（千葉大学教授）

浜田　博文
（筑波大学助教授）

野村　昌信
（ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス譁

　公共事業本部　教育事業部長）

石川　潤
（日立市立助川中学校長）

義務教育の質保証と
新しい学校評価の在り方



【司会】　これより、「義務教育の質保証と新しい学校評価の在り方」と題してパネ

ルディスカッションを開始いたします。

　登壇者をご紹介します。

　まず、先ほどご講演いただきました、千葉大学教授・天笠茂先生です。筑波大

学助教授・浜田博文先生です。ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社

公共事業本部教育事業部長・野村昌信様です。日立市立助川中学校長の石川潤先

生です。最後に、討論のコーディネーターを務める、国立教育政策研究所教育政

策・評価研究部長・小松郁夫です。これからは小松部長のコーディネートにより

会の進行をお願いいたします。

【浜田】　筑波大学の浜田と申します。よろしくお願いいたします。今日、私に与

えられたテーマは、諸外国の学校評価についてということです。それで、アメリ

カの事情をご紹介したいと思います。

　先ほど天笠先生のお話の中で、何度もアカウンタビリティという言葉が登場し

ました。実はアメリカでは、１９７０年代にアカウンタビリティという言葉が教育の

世界で非常に注目を浴びるようになり、それ以来今日まで、アカウンタビリティ

という概念は教育改革を考える上で欠かすことができなくなっています。

　７０年代には、次のようなことがいわれました。「もし４機の飛行機のうち１機が

必ず墜落事故を起こすとしたら、飛行機を利用する人はいないだろう。もし４台
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の車のうち１台が必ず死亡につながるような交通事故を起こすとしたら、乗用車

を運転する人はいなくなるだろう。学校はどうだろうか」。

　これは、学校が社会との関係の中で担うべき責任の問題を非常に象徴的に表現

した例え話です。そういうアカウンタビリティ、天笠先生のお話の中では「説明

責任」とおっしゃっていましたが、そういう概念で学校の責任が問われていると

いうことです。

　２００６年８月の『初等教育資料』に書いたことですが、ある中学校長が、「教育委

員会による説明会では私もいろいろと質問や意見は言いますよ。ですが『とにか

くやらなきゃいけない』という結論ははっきりしているので、疑問はあってもわ

れわれとしては、とにかくやるんですよ」とおっしゃったことがあります。

　先ほど天笠先生が紹介された文科省の調査結果、全国で学校評価あるいは外部

評価をやっている学校が何％あるかという数値の中には、おそらくこういう実態

がたくさん含まれているのだろうと思います。非常に象徴的な言葉だと思ってい

ます。

　私自身のスタンスとしては、学校が組織である限り、学校評価は必要であると

いう考えです。ただし、その学校評価の在り方をどう描いていくかという問題に

ついては、まだまだわれわれとしても考えるべき余地がたくさんあると考えてい

るわけです。

　ここでご紹介するのは、アメリカのシステムです。

　日本では学校評価という言葉が盛んに言われていますが、アメリカでは、現在、

スクールエヴァリュエーション

（学校評価）という言葉がそれほ

ど表立って語られているわけで

はありません。ただし、学校評

価という概念はれっきとして存

在しています。そして、ここに

説明されているように、今、日

本でいわれている学校評価とは

少し趣が違います。どういうこ

とかというと、一定の基準に照

らして、それぞれの学校で行わ

れている経営状態、経営状況が
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その基準にしっかり準拠されている

かどうかということを、より客観的

に確かめるという意味での学校評価

が、ずっと行われているのです。た

だし、当然ながらそれだけではあり

ません。そこを少し考えてみたいと

思います。

　アメリカでは「公教育の質の保証」

という問題は、日本以上に重要な課

題とされています。そのため、「質を

保証」するためにどうするかという

ことで、全米的にいろいろな施策が

行われていて、アカウンタビリ

ティ・システムという言葉が近年よ

く使われています。

　その説明に入る前に、まず、アメ

リカの教育制度は、それぞれの州ご

とに全く異なる制度で発展してきま

した。日本のように、文部科学省、

旧文部省を中心として中央集権的に

教育システムが作られてきた社会と

は全く異なる事情があるということ

を前提として押さえておく必要があ

ります。しかし、８０年代以降、国家が

教育に対して非常に大きな関心を示

し、各州ごとに行われている教育の

中身に大きく関与してくるようになりました。それと同時に、８０年代後半以降９０

年代を通じて、国家レベル、州レベルで教育に大きな関心を抱きながらも、一方

で、個々の学校に権限を委譲して、各学校ごとに異なるスタイルの経営を行って

いくというシステムが出来上がっています。そして、現在に至っているわけです。

　では、各州でどういうアカウンタビリティ・システムが採られているかという

ことをごく簡単に説明したいと思います。全米には、非常に大まかな教育目標め
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いたものがあります。日本の学習指

導要領とは比べものにならないぐら

いの大まかなものですが、それに

従って各州で教育目標を設定して、

その達成基準を設定します。その基

準に従って各州ごとに統一的な学力

テストを定期的に実施するのです。

いわば州レベルでの非常に強力な教

育のシステム化が行われています。

そして、そのテストについては、学

校単位で集計した形の結果が公表さ

れています。

　それと同時に、学校を基礎単位と

した教育経営ということで、各学校

に具体的な教育の内容をどうする

か、その方法をどうするか、計画を

どうするかということが大きく委ね

られています。ですから、各学校は

それぞれの事情に応じて、自分の学

校独自の学校改善計画を立案して、

それを実行する、そしてその結果を

公表する、ということが行われま

す。

　特に近年、学校のアカウンタビリ

ティをより明確にする施策として取

られているのが、非常に優れた成果

を上げていると認められた学校に対してはご褒美が与えられるということです。

具体的には、生徒１人当たりにつきいくらという形で褒賞が与えられる、という

ようなことがあります。逆にうまくいっていない学校に対しては、支援や介入、

さらに制裁措置が取られます。制裁措置の中でも、一番厳しいのは、その学校が

無くなってしまうというものです。そうならないようにするためのさまざまな支

援や介入が行われる。ざっとですが、このようなシステムになっています。

　図⑥は、今お話ししたようなシステムを、少し違う形で図式化したものです。
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アメリカ全体の教育システムは、連邦、州、地方学区、学校という４つのレベル

で捉えることができます。連邦政府は、国家としての教育目標を設定します。各

州に対して直接教育内容の統制等はできなくなっていますので、補助金の使い方

を示しながら交付するという形で、州の教育政策に対して関与します。そして各

州は州の教育目標、基準を設定して、統一的な学力テストを実施し、学校単位の

到達度、あるいは到達度を指標化・数値化したものを公表し、そして成功した学

校、停滞している学校に対してそれぞれ関与します。

　地方学区、これは日本でいうと市区町村レベルの教育委員会と考えていいかと

思いますが、できるだけ各学校レベルへ、人事、予算、カリキュラムについての

裁量を委ねて、そして各学校のそれぞれに学校改善計画を作成していくための支

援、援助を行います。あるいは教員の研修などを行います。そして、それぞれの

学校レベルが州の統一テストの結果やその学校に通う子どもや保護者のニーズ調

査などを材料として自己評価を行います。そして学校改善計画を作成、実施する

わけですが、特徴的なのは、その学校改善計画を作成・実施するプロセスに、学

校諮問委員会とか学校審議会と呼ばれる審議会が承認、実施状況の評価を行う機

関として深くかかわりを持っていることです。

　今お話しした学校審議会、学校諮問委員会ということに関連して、次に学校を

基礎単位とした教育経営の中身についてお話ししたいと思います。これはいろい

ろな形がありますが、重要な条件が２つあります。１つは、学校に裁量権限が委譲

されるということ、もう１つは、その委譲された裁量権限を実際に意思決定をし

たり実施したりする際の手続きの中に、教員だけではなくて、親・住民の代表が

かかわっていて、その代表者による審議会的な機関が置かれているということで

す。１つ目の点が、それぞれの学校にアカウンタビリティを委ねるというシステ

ムであって、もう１つの点は、委ね

られたアカウンタビリティに対し

て、その学校に直接関係している当

事者が参加、協働することによって

それを実行して学校を改善していく

ということです。

　この背景にはいろいろな考え方が

ありますが、突き詰めて言えば、生

徒の最も身近にいる者こそが教育プ
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ログラムにかかわる意思決定を行う

べきだという考え方です。そのこと

がどういう意味を持っているかとい

うことについて、３つのことが考え

られます。

　まず１つは、これが一番大事な点

だと思いますが、それぞれの学校の

当事者自身が自信を持つ、自己効力

感を持つ、それを高めていくという

ことです。そうでなければ、学校改

善などできるはずがありません。

　先ほど天笠先生のお話の最後に、

先生方一人ひとりが自己を振り返る

ことができることが一番大事だとい

うお話がありました。まさにそのと

おりの話で、それぞれの先生たちが

最終的にしっかりやる気を出すよう

な形にしなければなりません。そのためには、それぞれの先生がやりたいことを、

自分たちで考えるような仕組みでないといけないということです。

　２つ目は、「共有ビジョン」という言葉が最近よく使われるようになってきまし

た。単なるビジョンではありません。そのビジョンが共有されていないと意味が

ないのです。同じ学校の一員として、それぞれの先生たちが共有するビジョンを

つくり出していくということです。他から一方的に与えられたり、外部や上から

一方的に押し付けられたりしたものでは、共有はできません。共有することに

よって、責任感を持って実現に取り組むことができるのでしょう。

　アメリカのシステムを見ますと、その際に重要な役割の一端を担っているの

が、学校審議会というようなものです。そこでいろいろな代表の人たちが、自分

たちの学校の改善計画を確かめて、承認します。承認というのは、具体的なプラ

ンはもちろん先生方が作成しなければいけないわけですが、それをしっかりとみ

んなで共有しながら、実施経過を見守っていく。そして最終的に年度末にはその

成果を確かめるという、そういう考え方になっています。

　このフローチャートに書かれているのは、州と学区教育委員会、そして、特に
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学校諮問委員会のところで学校改善

計画を作成し、それを実施して、成

果を確かめていくというプロセス

と、さらにその成果を確かめるとこ

ろで学区教育委員会がそれぞれの学

校の改善計画の実施に対して、ある

いは評価に対して援助的な役割を十

分に果たすということです。詳しく

は説明しませんが、決して学校が孤

立した状態になるのではないという

ようなことを踏まえて、内容を確か

めていただければと思います。

　このようなシステムが９０年代を通

じて作られていきました。今ご紹介

しているのはフロリダ州の例です

が、フロリダ州では９９年以降、若干

制度が変わっていきました。若干と

いうのは、基本的な制度の構造自体

は変わらないのですが、学校に対す

る責任の追及がより厳しい状況に

なったということです。これは、フ

ロリダ州だけではなくて、現在の

ブッシュ大統領の政権になって以

降、全米的な動向としてそういうこ

とになっています。基本的な構図と

いうのは、先ほど示したことと同じ

です。

　今日は「学校評価」というテーマ

ですので、そこであらためてこうい

うシステムの中で学校評価というも

のをどう捉えればいいかということ

を考えてみたいと思います。私が見
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る限り、基本的にアメリカのシステ

ムはイギリスとは少し違っていて、

学校の自己診断・自己評価の機能を

より促していく方向にあるだろうと

解釈できます。州が目標基準を設定

し、自己診断や評価のための材料に

なるような学力関連データを積極的

に提供していく。そして支援、介入

する。介入の中には制裁も含まれて

います。そして、学区教育委員会が学校を援助、具体的な援助を差しのべていく。

そして、各学校レベルで学校諮問委員会、学校審議会を中心にして、関係当事者

が共同する形で改善計画を作成、実行、評価していく。基本的には、こういった

ことを促すシステムだろうと思います。

　私自身がいろいろなところで申し上げていることですが、学校評価という問題

を考える時、主題は、とにかく「学

校の教育活動を改善すること」にあ

ります。この改善も、一時的なもの

ではなく、継続的なものでなくては

なりません。

　アメリカの場合を見ると、学校評

価といわれていることは、第三者評

価としてのアクレディテーション、

つまり基準に基づいてそれをチェッ

クするという、そういう評価だと思います。ただし、学校の自己評価機能とかか

わらせて考えると、学校改善を進めるプロセスの中に見えるのは、その学校の自

己評価機能を促すことを強く推し進めているということです。学校の自己評価と

改善の機能を促す仕組みという形で、今日のアカウンタビリティ・システムを理

解することができるわけです。

　国と地方と学校の役割関係ということで少し視点を変えると、州レベル（これ

が日本の国レベルに相当すると思います）では、基準を決めたり、評価の材料を

提供したり、援助・介入をします。一番重要な「場」としての学校の中では、教

職員集団と学校諮問委員会、学校審議会と呼ばれるものの、お互いの報告説明や
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課題共有といったような関係性が重

要です。それに対して、学区教育委

員会（日本でいうと市区町村レベル

の教育委員会に当たるかと思いま

す）では、報告説明、評価、援助と

いった相互の関係があります。そし

て一方で地域や親に対する報告や説

明という問題があります。

　ここで一番重要な核になるのは、

教職員集団がいかに自己評価をし、

自己を改善していく機能をいろいろ

な要素によって働かせていくか、そ

れを促進していくかということで

す。そこに対して、地方レベルの教

育委員会は、評価および援助という

形でかかわりを持ち、そして地域、

親、あるいはそれを含めた学校の直

接的な関係当事者が、参加と協働と

いう形でかかわりを持つ。こんなイ

メージで捉えられるのではないで

しょうか。

　最後に、自己評価、改善という営

みをいかに活性化させるかというこ

とに対して取り組むために、３つの

ことをあげておきたいと思います。

　１つ目は、学校組織そのものの特

徴をより的確に捉える必要があると

いうことです。その辺の議論が、日

本では非常にあいまいなのではない

かという気がしています。

　２つ目は、自己評価から課題の明
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確化、共有化、そして校内研究や研修の実質化というリンケージが必要だという

ことです。先ほど天笠先生のお話の中に校内研修の話題が出てきましたが、この

校内研修の問題と現在の学校評価のシステム化という問題は、日本の実態を見る

と、ほとんど完全に切り離されて進行している状況だと見受けられます。これで

は全く学校の改善にはつながらないだろうというのが、私の今の基本的な立場で

す。

　３つ目は、それを学校の孤立状態の中で進めるというのはとても無理な話で、

そのことに対する地方レベルの教育委員会の機能、支援機能をもっと拡充する施

策が必要ではないかということを考えています。

【小松】　浜田先生、ありがとうございました。

　続いて、ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社公共事業本部教育事

業部長・野村昌信さんから発表していただきます。昨年度から、足立区教育委員

会、国立教育政策研究所、ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社の３

者で学校評価、学校組織マネジメントの改革ということで共同研究を進めていま

す。足立区教育委員会に対しては、文部科学省から調査研究のための研究費もい

ただいて、今一緒に進めているところですので、それに関連した話をご紹介いた

だきます。

【野村】　ご紹介にあずかりましたＩＢＭビジネスコンサルティングサービスの野

村と申します。

　文部科学省の「新教育システ

ム開発プログラム」という公募

案件に応募して、採択されたの

が、「マネジメントサイクルに基

づく戦略的な学校経営の調査研

究」という調査研究です。この

調査研究は具体的に何をするも

のかというと、足立区の中で学

力向上のための取り組みがなさ

れているが、それが個々の学校

あるいは先生方の努力に閉じこ

められている。これをいかにし
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て組織的な取り組みに変えていく

か、ということを調査研究するもの

です。昨今、学校経営が必要と言わ

れていますが、企業経営の考え方を

持ち込むことによって、これを解決

することができないかと、今まさに

モデルづくりと検証を行っている最

中です。

　この調査研究では、まだ具体的な

成果を説明するまでには至っていな

いので、本日、ここで話をしたいと

思っているのは、そもそも「経営と

は何か」ということと、それを学校

評価に適用するとはどういうことな

のか、ということです。

　実は、私たち民間のコンサルティ

ング会社の人間が学校関係者と話をしている時、当たり前に使っている「経営」

という言葉が、私たちと学校の方とでは、少し違う思いを持っているということ

に気づきました。そこに、組織をいかにマネージするかといった時の、意識の違

いが出てきているようでした。

　先ほどの浜田先生のお話の中でも、いかに先生方がエンパワーして、それが組

織としてどう力をつけていくかということが出ていました。その話を聞いてい

て、私どもからみると、その前にそもそもリーダーシップをどう発揮して、個々

の人たちにどういう役割を与えて、目標に到達したかしないかということを考

え、組織としてどういう成果を出すかという枠組みのほうが何となくすっきりす

るのではないかと思っていました。それは、やはり学校と企業という形の差なの

だろうと思ってはいますが、この差をどういった形で融合していくのかというと

ころが、この調査研究の中の一つのテーマではないかと感じています。

　まず、簡単に話をしたいのは、私が理解している「経営」ということです。そ

して、バランストスコアカード（この言葉はいろいろな日本語訳もありますが、

本日のプレゼンテーションではバランストスコアカードとします）とは何かとい
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うこと、それを学校評価に適用する

とどのような流れになるかというこ

とです。

　まず、経営とは。実は今回のプレ

ゼンに当たってインターネットでい

ろいろ調べてみたところ、いろいろ

な人がいろいろなことを言っていま

す。三省堂の『大辞林』の中では、

「方針を定め、組織を整えて、目的を

達成するよう持続的に事を行うこと。主に事業会社」ということです。京セラ会

長の稲盛和夫さんは、「目標を常識の超越したところに置いて走り続けること」な

どと言っています。これはちょっと奇をてらった言い方かと思いますが、ここで

共通して言えるのは、「きちんと目標を立てて、その目標を達成するために何をど

うしていくのかということを考えましょう」ということです。これが、さまざま

な人の経営に対する共通のことではないかと思います。

　では、その経営とは、どのように

要素分解できるのか。マッキン

ゼー・アンド・カンパニーというコ

ンサルティング会社の中興の祖とい

われているマービン・バウアーとい

う人が『経営の本質とは』という本

を書いています。そこに出てくる要

素がこの８つです。

　企業ではこれをどのように理解し

ているかというと、そもそも何のためにその会社があるのか、もちろん社長がそ

の意思を持っています。その経営理念は、社是とか社訓に示されています。戦略

は、中期計画、要はだいたい３年から５年で何を目標とするのか、そしてそれを

実現するために年度で何をするのかというところまで落とし込んでいます。行動

基準、手順というものに関しては、これはある意味その企業の文化・カルチャー

を規定するものになってくるので、それを行動指針という形で示しています。組

織に関しては、ライン型、マトリクス型とか、いろいろな形を取っています。経

営幹部というのは、基本的には企業が永続的に存続するために意識的に幹部育成
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ということをやっています。事業計画、業務計画、コントロールということに関

しては、これが今日のテーマになってくるＰＤＣＡサイクルです。学校経営とか学

校評価の中でいろいろなところでＰＤＣＡといわれていますが、これが基準になっ

ています。計画から実行ということに対しては、計画を実行させるためにはリー

ダーシップが必要で、一人ひとりをエンパワーメントさせるということです。先

ほどもエンパワーの話がありましたが、やはり企業の場合は、どちらかというと

ついてくる者としての報酬かなと思います。

　実はここが、私の理解の中では、企業と学校の世界と大きく違うところだと

思っています。特に一番下の「計画から実行」に関しての使命感の部分では、子

どもを育てるのだという使命感が先生方には強いのかと思います。そういったこ

とでいろんな取り組みをプランニングして実行に移しているんだろうと、私は解

釈しています。そして、その１個上の「事業計画、業務計画とコントロールシス

テム」に関しては、基本的には何か個別に事に対応しているというのが主体であ

り、行政によくありがちな予算を立ててそれを消化するという、要はプランを立

ててとにかく実行するけれど、その後のチェックが希薄だという意味で、そうい

う極端な言い方をさせていただいています。それ以外のところはそんなに大きく

変わるものではないのではないかという理解をしています。

　ということは、では企業で言っているような経営、マネジメントサイクルを学

校に取り入れようとした時、下の２つの部分をどう配慮するか、考慮するかとい

うことによって、ある意味近づけるものがあるのではないかということなので

す。

　もう１つ、戦略の部分で違うところがありました。先ほど、企業では３年から

５年の中期計画を立てるという話をしました。学校の経営方針というのは校長先

生が立てるものだと思いますが、校長先生の任期は、だいたい３年程度だと思い

ます。最初に赴任した時には、もう既に前の校長先生が作成した計画があります。

そして、１年が過ぎて、さらにもう１年経つと校長先生が変わってしまうという

ことは、中期的な立場に立って学校を経営していくことは、実は制度的にできて

いないのではないかという感じがしています。そういう意味では、これをどうす

るかということは、行政サイドも入れて検討しなければならないテーマの１つで

あると思います。

　そういったことも含めて、点線で囲んだところにどのような形で対処していく

のかというのが課題となっています。

　今回、あえて経営という話から始めたのは、評価をするということはその前段
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としてプランがあって、そのプランは、国や自治体の統一的な目標と、もう１つ

は学校が個々に持っている目標があるだろうということから、そういったものを

全部包括して経営という視点で見たほうがいいだろうと考えているからです。

　ＰＤＣＡサイクルについては、皆さ

んもう十分に理解されていると思う

ので詳しくは話をしませんが、それ

ぞれプランを立てて、実行して、

チェックの時に成果が足りなかった

らこのギャップが何なのかというこ

とをちゃんと見て、このギャップを

埋めるためのアクションを打つ。そ

れを次のプランに反映するというの

が一般的な言われ方です。

　この時に、ここでは細かいピッチを用意してないのですが、チェックをする時

に何をチェックするのかというところが、実は企業の中でも大きな悩みのポイン

トになっています。できるだけいろいろなことを知ろうとすればするほど、確か

に事実をつかむことはできるのですが、あまり細かくやり過ぎると、今度はその

評価指標を全部拾うことだけに労力を要してしまって、本来的にやらなくてはな

らないところに時間が使えなくなってしまうということがあります。ですから、

ここは丁寧に設計をしなくてはならないところですし、最初に導入する時はでき

るだけ効果のある重要なところから入っていって、それを広げていくぐらいにし

ないと、ＰＤＣＡのサイクルはなかなか形になりにくいものなのです。

　例えばある企業の例で、全国に支社があって、支店が全部で数千単位という会

社がありました。そして、そこから全部細かい評価指標を拾いました。全部の指

標を集めれば、その支社が何をしているか分かるだろうということで集めてみた

のですが、本社側ではあまりにも細かいデータがそろい過ぎて、何をどう見てい

いか分からなくなって、ひたすらそのまま放ったらかしにしてあるという形に

なってしまいました。そういう意味で、評価指標を取る時、どの程度の粒の大き

さで、どういうサイクルで取ってくるかということは、実は民間の経営の中でも

非常に重要なポイントになっているのです。学校経営の中にこれを取り込もうと

する時には、その部分に相当留意しなくてはならないと感じています。

　これは、もう１個さらに言うと、指標を見る時、われわれは３つのステップで
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考えています。そもそも今のデータを拾うことによって、過去に何が起こったか

を知るというレベル、今のデータを拾うことによってこれから将来何が起こるだ

ろうということを予測するという見方、そしてそれを全組織員がきちんと理解す

ることによって自立的な経営が実現する、この３つです。

　今、取りあえず最初の１と２をどう実現していくかというところが、ファース

トステップで目指すレベルだろうと感じています。今回、足立区さんたちと一緒

にやっていく中で、この１、２のところから入っていくということです。

　ようやく本題なのですが、これを実現するための考え方として、バランストス

コアカードという考え方、ＰＤＣＡサイクルを回すフレームワークがあります。こ

れは何かというと、企業ではビジョ

ン、戦略という言い方をしますが、

学校の場合は、教育目標、学校経営

方針といったものです。それが真ん

中にあると理解してください。それ

を実現するために３つの視点があり

ます。財務の視点は、学校関係に関

してはほとんど財務はないので無視

していただいていいので、実質的に

３つの視点です。

　１つは顧客。顧客と言うと語弊が

あるのですが、ここでは学校関係者

と捉えていいと思います。児童、生

徒、保護者、地域の方々です。この

人たちが、どのような状態になった

ら、ビジョン・戦略が達成できたと

見るか、というところでの顧客の視

点です。

　プロセスというのは、まさに教育のやり方であったり、生活指導のやり方で

あったり、あるいは学校の事務のやり方、そういったものをプロセスの視点とし

て整理していきます。

　学習と成長の視点というのは、その構成員がどうやってスキルアップしていく

か、あるいはモチベートしていくかという視点で、どのようなことをやっていか
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なくてはならないかということで整理したものです。

　これら全体がフレームワーク、考え方です。それでは具体的に何で実現するか

というと、戦略マップと評価指標、ターゲット施策、この２つの道具立てでこれ

を整理していくわけです。

　これは、戦略マップをかなり高い

レベルにあげた例です。例えば学習

と成長の視点で教員の資質・能力の

向上ということがあります。こうす

ることによって、例えば何らかのプ

ロセスの視点で効果的な学習指導が

できるようになりますねということ

です。そうすることによって、児童・

生徒が高い学習能力とか高い関心、

意欲、態度を取ることによって、学力の向上としては高い学習成果が出たり、あ

るいは豊かな人格形成ができるというような、まず大きな流れを整理していくも

のを戦略マップと呼んでいます。

　この戦略マップを書くことによって、学校のさまざまな取り組みを、目に見え

るようにするというわけです。最近、書店に行くと『見える化』とかいったテー

マでコンサルタントの人が書いた本が目につきます。そういった形で、全体を俯

瞰して見えるようにすることによって、みんなが共通理解を得ましょうというこ

となのです。先ほど共有ビジョンを持ちましょうという話がありましたが、それ

を具現化する１つの道具立てとして、こういったものがあります。

　これだけを見ると、これをどうやって作るのかという話になります。考え方と

しては、まず学校経営方針の部分で、何を実現しようとするのかという大きな目

標を定めようと考えます。そうすると、例えば「生活態度の改善」「学力の向上」「学

校経営基盤の確立」ということを主題に置こうということになります。そして、

例えば「学力の向上」のために必要な成功要因とは何かというのを、一生懸命今

まで取り組んできたことや、自分たちの経験から何が必要かを抜き出して、それ

ぞれの視点ごとに、マッピングします。そうすると幾つかの項目が出てきます。

これらがどういう関係にあるか、それが重要なのですが、それぞれがどのような

位置関係にあるか、関連性が強いのはどれかを線で結んでみます。そうすること

によって、抜け、漏れがないように整理するのです。そして最終的に全戦略テー
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マにおいて作成することによって、

こういった戦略マップが出来上がり

ます。これがまず計画段階です。

　もう１つ、計画段階では、先ほど

から評価の話が出ていますので、高

い学習成果や高い学習意欲にどう

いった評価指標を設定するかという

ことも考えます。例えば、学習成果

の場合は、学力テストで評価をする

ということにします。評価の指標

は、テストの結果が達成目標以上の

児童の割合で見ることにします。そ

して、達成目標は「１年生の国語：

７０点以上の児童は７５％以上」といっ

た具体的な数値とします。これは、

本当に一例として示しているので、

これがすべてではありませんし、こ

れがすべからく正しいというわけで

もありません。むしろ、これが本当

にどのくらい妥当なのかということ

を、今回の実証実験の中で検証して

いこうとしているのです。

　現在は、６０項目くらいを抜き出し

て、まさにこれから学校の現場（小

学校２校ですが）でチェックをしよ

うとしているところです。

　このチェックをすることによって

何を期待しているかというと、目標

を達成しているところは例えばブ

ルーで置きましょう、目標よりも

５％ぐらい低い時は要注意として黄

色に塗りましょう、１０％ぐらい低い

ところは要改善として赤く塗りま
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しょうと、マップを色分けすること

によって、全体的に見ると一体どこ

が足らないのかということを俯瞰す

るということが１つの目的になって

います。

　赤い部分はすぐに対処しなくては

ならないとか、黄色のところはこの

まま放っておくと赤くなってしまう

かもしれない、そうなると関係の深

いところが現在は青でもいずれは黄

色、赤になってしまうかもしれな

い、それに備えて黄色も手当てしな

くてはならいと。それを判断するの

は、リーダーである校長先生の役割

だと思いますが、その判断材料をこ

のような形で提供することによっ

て、問題抽出、原因分析、改善……

と実施という形でのＰＤＣＡサイクル

を回せるのではないかというふうに

考えているのが今回の実証実験の中

身です。

　最後になりますけども、きちんと

目標を立てて、そのために今持って

いる資源、時間、人、お金、施設を

どういうふうに配分して目標を達成

するのかと考える、それが計画です。その計画を実行することによって得られた

結果をチェックして、何が足りていて、何が足りてないのかといった達成度を確

認した上で、どこに原因があるのかということをきちんと見ていくということが

経営でしょう。それを実現するために、先ほど言ったバランストスコアカードと

いうものが活用できないかというところです。

　ここに出している評価項目は、実はイギリスの第三者評価機関のオフステッド

というところが出している評価項目です。学校の評価項目は全部で三百数項目あ
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りますが、それをどういう形で分類しようか、それらが一体どのような考えでで

きているのかということです。これはあくまでもわれわれの類推ですが、バラン

ストスコアカードのフレームワークに当てはめてみると、結構それなりにいろい

ろなところが埋まってきているところです。

　それからもう１つ、ある自治体の学校評価の項目をマッピングしてみると、結

構項目に抜けがあったり、関連性がないものが多いのです。ということは、今の

学校評価の指標を考える時も、民間企業が使っているようなバランストスコア

カードという考え方を使って評価する項目を整備することによって、ＰＤＣＡサイ

クルを回して事業を継続していくのに必要な項目を整理できるのではないかとい

う仮説をそもそも立てていたのです。それを今回、いろんな意味で実証しようと

検証しているところです。それが新しい経営モデルではないかというわけです。

【小松】　ありがとうございました。それでは、３人目の発表者として、日立市立助

川中学校長の石川潤先生に発表をお願いします。

【石川】　石川と申します。私は、これまでの学校経営の実践を踏まえて、この

ディスカッションに参加させていただきます。

　天笠先生はじめ３人の先生方のお話を聞いて、学校評価について十分に知らず

に実践を進めてきたなという思いでいます。そこで、用意したものを少し変えな

がらお話ししていきたいと思います。

　私がいただいている課題は、「本県の学校評価の取り組みの実践と課題」という

ことです。

　私が学校評価の研究にかかわるにようになったのは、平成１５年度、平成１６年度

に行われた茨城県の教育研修センターの研究に参加させていただいたことがきっ

かけです。この時の研究は、学校改善につながる学校評価を展開するのに１０のポ

イントを示し、授業評価を起点として教育課程評価へ、そして学校経営評価へつ

ないでいって、学校を改善していこうというものです。

　学校評価の現状については、この研究の中で平成１５年９月に全県の学校にアン

ケート調査をいたしました。その結果を見ると、当時、県下には小学校５８２校、中

学校２３４校、高等学校１１１校、特殊教育諸学校２０校がありましたが、学校評価を１５

年度に計画しているということも含めて、「実施している」と答えた学校は、小学

校９８％、中学校９６％、高等学校８２％、特殊教育諸学校８５％ありました。この状況

は３年ほど前の話ですから、現在は、それよりもかなり改善されているのではな
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いかと思います。

　「学校評価の結果を公表しているか、説明しているか」ということに関しては、

小学校・中学校ではその当時約８０％が「公表している」、「説明している」と答え

ていました。高等学校は６０％、特殊教育諸学校は４５％という数字がでていました。

１５年度の学校評価の実態はこのような状況でした。

　現在、私は日立市の中学校に勤めていますが、日立市のほうでも学校評価に関

していろんな研究を進めてきました。その研究も紹介いたします。

　日立市の場合は、学校長会を中心にこの研究を進めました。日立市には小・中・

養護学校が全部で４２校あります。この４２校の校長が学校長会を組織しています。

この学校長会に、課題研究特別委員会という組織があり、この委員会が中心と

なって学校評価に関して研究をしてきました。研究は、「地域社会から信頼される

学校経営の在り方」を主題とし副題を１年目が「学校評議員」、２年目が「学校評

価による学校改善」、３年目が「学校評価と学校評議員会」とし、進めました。

　日立市では、全校に学校評議員会が設置されています。１年目はこの学校評議

委員会の在り方について研究しました。２年目、１５年度は、学校評価に関するアン

ケート調査を実施し、実態を把握して、特色ある取り組みをしている学校を紹介

し、学校改善を目指した評価構想をすべての学校に提示しました。３年目は、学校

評価と学校評議員会との関係について、いろいろな例をそれぞれの学校に紹介し

ました。

　この研究は校長会にとどめず、研究発表会を持ち、学校評議員、教頭、教務主

任等にも理解を求めました。また、研究結果は、研究紀要にまとめて、研究紀要

を通して各学校に生かされるよ

うにしております。

　この３年間の研究を通して、

学校評価を活用して学校改善を

図る必要がある、そうすること

によって地域からの信頼も高ま

る、そういう理解を市内の学校

は得ることができました。

　この研究でもアンケート調査

をしておりますが、平成１５年度

の日立市は、学校評価、自己評

価を全部の学校が実施し、全校
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が結果を公表しています。外部評価も全校で実施して、同じように結果を公表し

ています。そういう状況でした。ただ、これが実質どれくらい機能していたかと

いうことに関しましては、先ほど３人の先生のお話を聞いて、やはりきちんと押

さえなくてはならなかったと感じています。

　ただ、このアンケート調査については１４年度にも同じ内容で実施しているので

すが、１５年度の結果を見た時に、１年間で学校の取り組みが大幅に改善されたとい

うことが分かりました。１４年度、１５年度、これは県もそうですけれども、やはりこ

の時期にそれぞれの学校で、学校経営の中に、学校評価を取り入れ改善していこ

うというような、そういう機運が生じてきたと思っております。

　それでは、時間もありませんので、実際にどのようにしてきたかという部分を

述べさせていただきます。簡単にまとめましたものを資料１、資料２、資料３、資料

４に載せてありますので、それを使いながらお話ししていきたいと思います。

　私は現在、日立市の助川中学校に勤めておりますが、発表の中心となる後半の

取組は前任校である泉丘中学校の実践です。泉丘中学校に私が着任した時、前年

度に悲しい事故があり、それが尾を引いていました。先生方が自分自身の教育活

動に少し自信を失っている、また、学校自体が、保護者や地域から少し信頼を

失っている、そういう状況がありました。

　そんな中で最初に先生方と話し合ったことは、そういう状況であるなら、日々

の教育活動を基本を踏まえて地道に丁寧にやっていこうということでした。この

ような共通理解を図って、泉丘中の１年目がスタートしました。

　この年に、県の教育研修センターから学校評価に係わる研究協力校、日立市教

育委員会からは確かな学力の定着に係わる研究指定の２つを受けました。これら

の研究活動を通して学校改善を図り、われわれの教師としての自信回復、学校と

しての信頼の回復に当たっていこうと話し合いました。

　そういう中で始めたのは、まず日々の授業の中に学校評価を取り込んでいこう

ということです。ここで「学校評価」という言葉を使っていいのかどうか、先ほ

どのお話を聞いて今疑問に思っているところですが、いわゆる授業評価です。「確

かな学力の定着」を目指して、分かる授業を構築しよう、それを構築していく中

に授業評価を取り入れていこうということです。

　またそれを、授業だけではなくて他の教育活動の中にも取り込めないかという

ことで、学級経営の中に同じような考え方で評価を取り込むことを考えました。

それからもう１つは、健康・安全・体力つくりの中にそういったようなことを取

り込むことを考えました。
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　そんな中で出来上がったものが、資料１（本冊子７５頁参照）です。これは現在の

助川中学校のものですが、泉丘中学校のものを改善してこのようなものになりま

した。内容のほうはともかくとして組織や考え方は同じです。

　学校教育目標は、どの学校にもあります。先ほど、学校教育目標が本当に評価

に耐えられるものかどうかというお話がありました。助川中の場合もちょっと難

しいなというふうに今感じています。（笑）この学校教育目標、そしてその下にあ

る「目指す生徒像」、こういうものに近づくために、知・徳・体から成る３つのプ

ロジェクトを立ち上げました。「確かな学力の定着」、「豊かな心の育成」、「健やか

な体つくり」です。そしてそれぞれのプロジェクトに１０の施策を位置づけました。

　さらにその施策に、関連する校務分掌から担当者を配置しました。基本的には

１施策を１人の教師が担当するという形にはなっています。その担当者が、施策

推進のリーダーシップを取って、他の教師に呼び掛けながら実践するようにしま

した。

　そして学校評価を、プロジェクトの運営の中に位置づけました。プロジェクト

１の「確かな学力の定着」の場合、分かる授業を目指し、学校評価を取り入れ、

授業を改善するようにしました。簡単にいいますと、教師自身の自己評価と、生

徒によるいわゆる授業評価、これを合わせて、分かる授業を構築するようにしま

した。また、それだけにとどめず、教育課程評価につなげ、教育課程の見直しに

結びつけるようにしました。

　プロジェクト２の「豊かな心の育成」も、豊かな心に対するさまざまな施策、

これは学年経営であるとか学級経営に統合されるので、学級経営がどうなってい

るかという部分でチェックするようにしました。これは年度始めに作成した学級

経営案を学期末に自己評価して、十分でないところは次の学期に改善して、経営

に当たっていくようにしました。

　プロジェクト３の「健やかな体つくりの推進」に関しては、大もとになってい

るのは学校保健安全計画です。例えば５月なら５月の計画を５月の職員会議の際

に出してもらうようにしました。その時、前月の計画の反省、評価も一緒に載せ

てもらうようにしました。その反省や評価を累積しておき、年度末の学校保健安

全委員会の時に、学校保健安全委員にそれを再度評価していただくようにし、計

画の改善につなぐようにしました。

　このように３つのプロジェクトの中に学校評価を入れながら、プロジェクトの

運営、施策の改善を図ってきました。

　以上の流れを簡単に示したのが、資料２（本冊子７６頁参照）です。真ん中に、
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「プロジェクトの経営、プロジェクト評価」があります。ここで評価されたものを、

教育課程評価につなげ、さらにもう１つ大きな学校経営評価につなぐようにしま

した。

　ただ、学校経営全体を考えた時、このプロジェクト評価だけではカバーできな

いので、それ以外に行った評価が資料３（本冊子７７頁参照）にあるものです。１学

期、２学期、３学期に分けて記しました。すごくたくさんあるという印象を受ける

かもしれませんが、実際にやっていることはさほど多いわけではありません。①、

②、③は常に動いていますから、日常化していると考えていただければいいと思

います。それ以外に２学期の⑩「学校生活に焦点を当てた生徒による評価」であ

るとか、⑨「本校の教育全般に焦点を当てた保護者による評価」であるとか、１学

期、２学期、３学期共通して４番目にあります「学校公開時に授業等に焦点を当て

た参観者（保護者や地域の人々）による評価」、こういう評価を実施して、その結

果を学校便り等で公表し、問題点の改善につなげていくようにしました。

　またこれら以外に、学校の全体像を見ていく必要がありますので、その評価に

関しては、２学期の⑦にあるように、学校経営総合診断を実施しました。これは牧

昌見先生の『学校経営診断マニュアル』を参考にしています。その結果から、学

校経営、運営の現状を把握して、全体を見るようにしました。

　これを用いて学校経営を診断した結果が資料４（本冊子７８頁参照）です。右側に

平成１４年度の平均と平成１７年度の平均とありますが、平成１４年度は、学校経営を

現在のように切り替える前のもの、平成１７年度は、切り替えてから約２年半たっ

た時のものです。見ていただければお分かりのように、いわゆる不健康な状態か

ら健康な状態へ少し変化したことが分かります。

　時間の関係で十分な説明ができませんでしたが、学校経営を資料１のような形

で進め、その中に学校評価を位置づけて改善を図ってきた結果、学校経営や先生

方の取り組みが、資料４にあるように変わったということです。当初ちょっと自

信喪失していた先生方も自信を取り戻すことができましたし、学校への信頼も

徐々に回復することができました。このことはプロジェクト評価のさまざまな結

果からも裏付けることができましたし、何よりも子どもたちの姿を通して実感す

ることができました。

　先ほど数値目標ということが出てきましたが、この成果をはっきりした数値で

表すことは難しいですが、子どもたちの姿を通して、例えば市の総体で総合優勝

が続いているとか、作品がいろいろなところで入賞するようになったとか、そう

いった子どもたちの姿で実感できました。子どもたちが何よりも明るく生き生き
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と学校生活を送っている姿に成果を実感しました。

　泉丘中学校の実践を紹介しましたが、このような経営をされている学校はたく

さんあると思います。いろいろ工夫した取り組みが実践されていると思います。

その一つの例として泉丘中、助川中での実践を紹介させていただきました。

【小松】　ありがとうございました。このセクションはパネルディスカッションと

いうことで、できるだけディスカッションの時間を取りたいとは思いますが、３

人の発表が大変中身が濃くて、まだまだ３人の方自身のお話し足りない部分が

あったのではないかと思います。実際のディスカッションに入る前に、この部分

のまとめとして基調講演をいただいた天笠先生から感想なり質問なりを少しお話

しいただきたいと思います。

【天笠】　まとめということではなくて、お話を聞いた感想と、後で説明をしてい

ただければという意味での問いかけをさせていただきたいと思います。

　まず１つ目は、日本の学校評価の改善にアメリカのこの種の取り組みがどのよ

うな形でつながっていくのか、アメリカの取り組みのこのようなところが日本に

生かせるということについて、あらためてご指摘いただけるとありがたいと思い

ます。

　その中で、連邦政府から州、そして学校までの全体的な仕組みの中、この仕組

みを動かすということ、それらが現実においてはどのような動き方をしているの

か説明がありましたが、その中で学校評価がどのように位置づけられ、機能して

いるのか、そういうことをお話しいただければと思います。

　それと同時に、学校改善とそれから学校評価の部分で、日本でも既にさまざま

に指摘されているように、評価あるいはチェックの部分から計画に至る部分がな

かなか難しいということが昔からいわれています。計画から始まって、実施、評

価までは行くものの、そこからなかなか計画のところにつながらないということ

です。アメリカでは、評価、チェックの部分からどのように次への改善に向けて

の展開に持っていってるのか。その辺のところに示唆することがありましたら、

後ほど話を聞かせていただければと思います。

　続いてマネジメントサイクルに基づくお話については、戦略的な学校経営を確

立する手法についての全体的な提案と受け止めました。そうすると、その戦略的・

自律的な学校経営の学校評価は、一般に展開されている学校経営の学校評価とは

どこが同じで、あるいはこの特徴的な部分が戦略的・自律的な学校経営の中の学
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校評価には存在しているのかどうか。経営自体が戦略的に展開されていくとする

ならば、学校評価の在り方というのもまた特徴的なものになっていくのかどう

か。そもそも戦略的な学校経営というのをどう認識するかということも、そこに

絡まってくるのではないかと思います。あらためて学校評価の位置づけと手法に

ついてさらに説明をいただければと思います。

　昔からいわれていることですが、企業における経営の手法を教育の組織におい

て適用するというと、教育の側にアレルギーがあったり、やや否定的なニュアン

スで受け止められることがあります。その一方において、昨今はずいぶんその辺

りが改善されて、企業で開発された考え方や経営の手法が学校組織の中に入って

きたと思います。あらためて学校の評価に対する考え方、手法において、学校と

いう組織における評価と企業などの組織における評価との関係、相互の在り方と

いうか、連携の図り方について、また、学校の組織以外のところで開発されたも

のを学校が受け止める時の留意点についてお考えがありましたらお話しいただけ

ればと思います。

　石川先生は、大変緻密に学校評価の取り組みがなされていると思いました。そ

こでお尋ねしたいのは、評価の取り組みと一連の教育活動が一体的にうまく展開

していくための配慮についてです。俗に、評価を緻密にしようとすればするほど、

評価のための活動になってしまうという声が先生方から出てきます。しかし、一

方においては評価をより的確にするためには、緻密に進めていかなければいけな

いのではないかという声もあります。そういう点で、評価を確かな形で展開して

いくことと、学校の日常的なさまざまな活動との一体化についてはどのような配

慮をされているのか、取り組みの留意点等についてお話しいただければと思いま

す。

【小松】　ありがとうございました。３人の方には休憩後にお答えいただくことに

します。それから、皆さん方からのご質問、あるいはご意見も何とか取り上げて

議論を進めていきたいと思います。ここで少し休憩時間を取ります。

                                  （休　憩）

【小松】　それでは、先ほどの天笠先生の質問に答える形で、また、補足すること

がありましたらお話しいただきたいと思います。浜田先生からお願いします。
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【浜田】　２つご質問があったかと思います。１つ目ですけれども、国と地方と学

校という各レベルの責任とそれに伴う役割が明確になっているということだと思

います。ここでいう国というのは、アメリカでは州と合衆国レベルと両方合わせ

て考えたほうがいいでしょう。そこで教育の目標、スタンダードをある程度明確

にする形で定めて、その枠組みの中で、評価というか学校の改善を行うというこ

とです。地方レベルで個々の学校が実際に具体的に改善計画（具体的に言うとカ

リキュラムと考えていいかと思います）、学習指導にかかわる、あるいは生活指導

にかかわる計画を立てていく際の必要な援助のシステムがあるということ、そし

てその改善計画を実施した結果を受けての支援や介入のシステムがあるというこ

と、これが重要なところになると思います。

　それは外部評価、内部評価という話でいうと、日本でいうと市町村レベルが、

学校にとっての外部評価ということだと思いますが、学校の外部評価者としての

市町村レベルの教育委員会の役割はどういうものなのか。これは勝手に「おまえ

はこうなってるぞ」という評価ではなくて、うまくいってない学校があれば、そ

こに対してしっかりとした支援をしていかなくてはならないというところまでを

含めた学校と教育委員会との関係というものがあるのかと思います。

　２点目については、今の話と関連してきます。チェックから次の改善計画へと

いう部分、これはやはり日本だけではなく、アメリカでもシステムとしてはそう

作っていても、そううまくいってるとは私は認識していません。しかし、これが

うまくいってる例を見ると、いろいろな立場の人たちがそのことに対して力を尽

くしているということがあります。まずは校長先生が、そこが一番大事なんだと

いうことをしっかり認識しています。それから先ほどお話ししたように、教育委

員会の側が改善計画を立てる段階で、特にうまくいっていないと思う学校に対し

てさまざまな援助、アドバイス、助言をしたりといったようなことをやっていく。

それによってどうにかこうにか成り立っていくのではないかなと思います。

【小松】　今の話をうかがうと、日本でも学校評価の話で、教育委員会が学校評価、

学校の自己評価にどういう役割を果たしたらいいのかということについて、あま

り議論が進んでないような気がします。今の日本の学校システムの中では、教育

委員会の役割が個々の学校に対して極めて大きな経営条件を規定していると思い

ますので、そういう面でいうと、今後学校の自己評価をする時、教育委員会の役

割とか結果に対する支援ということについて何がしかの議論をもう少し発展させ

ていく必要があるのかと思います。
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　では引き続き、野村さん、よろしくお願いします。

【野村】　１つ目の質問は、戦略的学校経営における学校評価と、一般的な学校評

価と何が大きく違ってくるのかというものでした。私、少し不勉強で、一般的な

学校評価とは何なのかということを、正確に把握しておりません。この話を始め

る時にまず私が理解したのは、学校評価には「自己評価」「外部評価」「第三者評

価」の３つがあるということ。そして自己評価は、学校が独自で校長先生が主体

となってやるもの、外部評価は保護者とか地域の人がやるもの、第三者評価は、

それとは全然関係ない人がやる、というぐらいで、それでは何のために評価をす

るのかという話がすごくあいまいだったかと思います。

　そして感じたのは、外部評価は保護者の方の評価といいながら、実際に評価の

内容を見ていると、われわれ企業の立場から見るとほとんど保護者の方の満足度

調査に近い感じがしたということです。そこには何ら改善をしなくてはいけな

い、示唆に富むようなものはあまり含まれていません。逆に言うと、それを受け

て、自己評価の中でなぜそうなってるのかということを考えて、初めて外部評価

が意味を持つものだと思います。外部評価だけでは、独立した評価とはなり得な

いような印象を持ちました。

　そういう意味で、今回、モデルとして出させていただいてる中では、基本的に

先ほどのバランストスコアカードで評価指標を決めてサイクルを回した時に、自

己評価でまずどこが悪くなっているのかということ、先ほどのシグナルの赤・黄・

青とありましたが、そこでまずとらまえて、その上で一般的なわれわれのコンサ

ルティング手法なんですけども、なぜそれが起きているのかという根本原因を分

析して、そしてその問題を解決するために何をしたらいいのかということをやる

のが自己評価だろうということなのです。

　第三者評価というのがそこに乗ってくる時には、いわゆる専門家の視点で本当

にそれが適切な対応を取ってるのか、適切に問題を把握し、かつ原因分析ができ

てるのかと見るのが第三者評価ではないかと考えています。その意味で、第三者

評価が担う責任というのはものすごく大きいのではないかと感じています。

　この１つのモデルが、イギリスが行っている第三者評価機関、オフステッドで、

これが日本のこれからの学校評価の制度を考える上で、参考にできるのではない

かと考えています。

　２つ目の質問は、今まで民間と学校には常に壁があるという話でした。今回、

われわれも同じように考え、きっと壁があるだろうと思いながら入りました。し
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かし実は、最近われわれ企業で、この学校バランストスコアカードに限らず、仕

事のやり方を変えましょうとか、そういった形を行政の割とガチガチの公益企業

などに提案すると、意外に受け入れています。世の中が「もっとみんなで一緒に

なってやっていこう」という雰囲気が強くなってきているのではないかと思いま

す。「うちは特別だから」という言い方がどんどんできなくなってきてる風潮があ

るのではないかと思います。そういう意味で、今回、２校の校長先生たちと議論さ

せていただいてる中で、最初はやはり何のためにという抵抗もありましたが、

徐々にそういったものが溶けてくるという気がします。

　ですから、今回のようにツールを使って形から入り、この考え方、フレームに

沿って考えてみましょう、というふうに入っていく、一緒に考えて、どこまでで

きるかやってみましょうという形で入っていけば、意外に入っていけるのではな

いかという思いがあります。そこでの最大の留意点は、やはり校長先生のリー

ダーシップです。「やろうよ」というふうに学校全体の雰囲気を盛り上げていただ

けると、それが最初の取っ掛かりになると感じています。

【小松】　私も１年近く一緒に仕事をしてきて幾つか感じることがあります。バラ

ンストスコアカードの日本語訳をすると、バランスの取れた成績表というふうに

分かりやすく訳すことができます。組織の成果について、ある１つのことだけで

評価できるわけではありません。いい会社かどうかの評価は、営業成績がよかっ

たかどうかだけではなく、お客様から満足していただけるような商品やサービス

の開発ができているのか、業務が適正にきちんと行われているのかという視点が

あります。４つ目の視点として、私は企業よりも学校にとって大事だと思います

が、学習と成長の視点というのがこのバランストスコアカードにあります。それ

にかかわっている人たちが学習し、成長している、そういう組織かどうかという

ことです。

　つまり、いい学校というのは、先生方が能力を伸ばすことができている、そう

いう組織、あるいはその伸ばすための活動がしっかりと保証されている組織とい

うことがこのバランストスコアカードの考え方の中にあるのが、私自身が個人的

に勉強していた時に何となくヒントになるなあと思った部分です。それでＩＢＣＳ

さんと一緒に仕事をしたところ、その辺のところに何か共通性がありそうだとい

うことが出てきて、一緒に仕事をした１つの成果だと、私自身は思っています。

　もう１つ紹介したいのは、今話のあったイギリスの第三者評価機関のオフス

テッドは、小学校に関して言うと３５ページにわたって自己評価のフォームをホー
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ムページに掲載しています。学校

が自己評価をするとしたらどうい

う観点でどういうことをやるんだ

ということが、大きく２つに分か

れています。記述式で書く自己評

価と、学校の基礎データを記入す

るパート、その２つを合わせて学

校の自己評価としてやる。そして

それを第三者が評価するというよ

うな形で、かなり整備された学校

評価のシステム開発ができていま

す。

　日本で、いきなり三十何ページもの自己評価書を学校に書いていただくという

のは、そもそもむちゃなリクエストだと思いますが、ある程度完成された自己評

価システムとして、フォームとしては大変参考になると思います。もしご興味の

ある方は、ホームページにアクセスしていただければ、ヒントになるかと思いま

す。

　それでは、石川先生、よろしくお願いします。

【石川】　評価の取り組みと一連の教育活動を一体的に展開していく時の配慮とい

うことでしたが、授業のほうを中心にお話しさせていただきたいと思います。

　「こういう授業を作っていこう」という時に、学校評価はあくまでもそのための

手段であって、目的ではありません。ですから、まず「こういう授業」という部

分の共通理解を先生方と図りました。やったことは、単元レベルで指導計画をつ

くろう、評価計画をつくろうということです。この計画に泉丘中の場合には「響

き合いの学習」と称したのですが、いわゆる協働学習を位置づけるようにしまし

た。さらに、生徒に単元指導の始まる前にきちんと４観点の評価規準を示そう、

そして、単元指導が終わったら、単元テストをやって、その単元の４観点の評価

をきちんと出そう。そういったことを約束して、分かる授業を目指しました。も

ちろん教科によっていろいろ違いが出てきますが、そういうことを基本にしまし

た。

　こういった単元の指導の流れの最後に授業評価を位置づけました。

　泉丘中で使った授業評価は、教育研修センターで研修をさせていただいた時に
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筑波大の学校評価、授業評価の紹介がありましたので、それを中学校化したもの

です。その使い方、集計の仕方、問題点の整理の仕方、そういったことをお互い

に分かり合う校内研修をしました。授業評価については先生方が「こういうふう

にやろう」と決めて、取り組みましたので、やらされているということではなく、

自分たちでいい授業をつくろうという意欲の中で実践しました。授業評価は授業

改善だけでなく、教育課程評価を経て教育課程の改善にまで結びつけました。

　先ほどもお話ししたように、たくさんの評価をやっていますが、これらの評価

も授業評価のように、必要感の中で作られてきたものなので、やってる私たちは

それほど大変だとは思っていませんでした。ただ、評価結果のほうはかなり厳し

い結果が返ってきます。何でこんなことをやらなくてはいけないんだろうと

（笑）。そういったことが記述式の場合には出てくるケースがありました。ただわ

れわれ自身にこういう目標でやろうということがありますので、その目標からは

ずれた指摘であるとか、学校ではどうしてもできない指摘は、もうカットするし

かありませんでした。目標にそった他者評価は活用しました。

　ですから、評価を受けるということに関して、先生方は過度に気にしなくなり

ました。結果を活用しようという気持ちのほうが強くなったと思います。

　ただ最初は、そうではありませんでした。われわれは評価を受けることに対し

慣れていませんし、あまり歓迎しない傾向があります。厳しい評価を避ける傾向

があります。最初はそういうこともありましたけれども、学校評価を積み重ねて

いく中で、だんだん抵抗が少なくなっていき、自己評価がずっと改善されていき

ました。それと同時に、子どもたちの評価も少し変わってきたような気がします。

　保護者には、学校の経営に関して、このようにやっているということを、繰り

返し繰り返し説明しました。保護者のほうも学校の様子を分かって目標にそった

評価をしてくれることが多くなりました。

　いろいろな学校評価を学校経営の改善に結びつけ丁寧にやってきましたので、

評価を緻密にやったから日常の教育活動がたいへんになったということはそんな

に感じませんでした。学校評価は主に学校経営の改善のためにやるのであって、

担当教師の取り組みを評価するものでないことをしっかり理解し合うことが、評

価と教育活動を一体化していく上で大切なことと思います。

【小松】　ありがとうございました。ここで少し基本的なことに戻ります。このパ

ネルディスカッションのタイトルとして「義務教育」、まあこれは別に高校も入れ

てもいいと思うんですけども、「質保証」というふうなことをテーマに掲げていま
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す。これは、中教審での議論、その他を考えてのことです。この点について、ま

ず天笠先生に、義務教育の質の保証といった時の質というのは一体どう考えたら

いいのか、それを保証するというのはどういうことなのか、あるいはこの部分は

保証されている、ここはまだされてない、あるいは半分ぐらいしかされてないと

いうふうな形で考えることが可能なのかどうなのか、その辺のことについてお考

えをうかがいたいと思います。そして、同じ研究者として浜田先生にもうかがえ

ればと思います。

【天笠】　まず、質の保証というと、国が負うべき部分があると思います。国が負

うべき教育の水準の維持ということが、質の保証と学校評価と組み合わせた時の

一つのテーマとしてあると思います。その場合、とりわけ落ち込みが激しいとこ

ろの底上げというか、それによる全体的な質の維持ということが、そこでの１つ

のポイントになってきます。

　とりわけ落ち込みが激しいところへの支援、援助という言い方をしましたが、

その支援プログラム、援助プログラムはどういうものか、当然それには財政も絡

んできます。人・物・金をどう手当てしていくのかといった話につながってくる

のではないかと思います。

　その場合、落ち込みが激しいところとか、レベルがかなり高いところで維持さ

れてるとか、それを見極めるためのデータ、指標をどのように取り出していくの

か、その時の一つの手法として学校評価があるのではないかと思います。既に話

題になっていますが、自己評価と関係者評価と第三者評価の組み合わせの中で、

しかるべき指標を取り出していくということが必要になってくると思います。

　それから、当然、「質とは何ぞや」ということになるわけです。それは学力とい

う言い方になるのかもしれませんし、あるいは子どもの成長、教育の成果、いろ

いろな言い方ができると思います。「学力を保証する」としたら、そのためのポイ

ントになるのは、教育課程と問題につながります。現在それは、学習指導要領と

いう、そういう積み上げになってくると思います。

　学習指導要領という基準を作り、その学習指導要領の目指すところ、示すとこ

ろを少なくとも保証していく、あるいは少なくともそれを維持していく、支えて

いく。繰り返しますが、学習指導要領で掲げられた目指すところを維持していく、

保証していくという、そんな話になってくるのではないかと思います。

　そうすると、次は、学習指導要領がそういうことを捉えられるような、維持し

ていくような、支えていくような、担保していくような、そういう表記の仕方、
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組み立て方が、テーマになってくると思います。現在学習指導要領については、

到達目標化というんでしょうか、あるいは到達目標として表現するということが

論議されていて、おそらく次の改訂の時には、そういう形でより提示されてくる

ことになるのではないかと思います。ある意味で、学力の保証とか維持をそうい

う形で示し、それを底上げしていくということになると思います。

　そうすると今度は、それぞれの市町村、学校におけるそれぞれの期待される役

割、立場という話に今度はなってきます。それぞれの学校において、示された基

準をどう受け止めて、そしてどうそれを捉え、保証していくのか。そうなると、

どれほど保証できているかどうかを確かめるために学校評価となるのだと思いま

す。

　今は、それぞれの学校において学習指導要領に掲げられる中身をそれぞれ保証

する。おそらく学校によってデコボコができるだろうと思います。とりわけ落ち

込みが激しいところに、どれほど市町村教育委員会が支援できるのか。さらに言

うなら、国レベルにおいてどれほどそれを維持していくのか。この義務教育の質

の保証と、今日のテーマである新しい学校評価の在り方というのは、今のような

全体的な文脈の中での取り組みということになっていくかと思います。小松先生

のご質問である、この場合の質の中身ということになった時は、今の文脈でいく

と学習指導要領が示すところの中身、あるいは基準ということになるかと思いま

す。

【小松】　浜田先生、先ほどのアメリカの話の中で、学校の質の保証を考えた時に、

行き着くところは学力調査、学力テストの結果ということに集約されてくる、あ

るいはアカウンタビリティが果たされているというのは、子どもたちの学力、そ

れも州の共通テストの点数がどうなのかという形での議論になってはいないだろ

うかという疑問を感じたのですが、いかがでしょうか。

　一方で、この４月から文部科学省の中に教育水準向上プロジェクトチームとい

う組織ができました。その中に、２つの室があります。１つは学校評価を担当する

室、もう１つは学力調査を担当する室です。ということは、教育水準向上という

プロジェクトチームは、２つの柱で成り立ってるというふうにも考えられないこ

とはありません。

　そのことも含めて、浜田先生、今の私の質問、疑問、その辺をどういうふうに

理解したらよろしいのでしょうか。
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【浜田】　よく分かりません（笑）。アメリカのアカウンタビリティの中身について

は、基本的に小松先生が今ご指摘のように、学力テストにかなり傾斜がかかって

います。しかし、決して学力テストの結果だけではありません。日本よりもはる

かに学校の多様性が大きいですし、子どもの多様性も大きいので、そういうもの

にいろいろな形で係数を掛けたような形で指標、指数のようなものを出していま

す。でも、結局、州レベルで公表される学校のパフォーマンスに対する材料にな

るものは、学力テストの結果に集約されたようなものです。ですから、逆に言う

と、それは学校が持っている教育力というものの全部ではなくて、そのうちのか

なり大きな部分ではあるけれども、すべてではないということだと思います。

　非常に簡単な言い方をすると、とても深刻な問題を地域自体が抱えている学校

は、先生方が本当に一生懸命頑張っても、その成果が見える形ではなかなか現れ

てこないわけです。これは日本でも同じことだと思います。

　ですから、そこはしっかり配慮するということも考えられています。ただし、

これが一括して結果が公表された時に、それはもう見る人の見方によっていろん

な見方になってしまうというような怖さがあるかと思います。

　先ほど天笠先生が学習指導要領という問題から派生してお話をされて、それは

私も同じように国の責任という意味で共通の基本的、基礎的な学力を保証するた

めの条件として整えなければならないという側面であると思います。ただ、よく

学校が自律性を求められるとか、学校自体がアカウンタビリティを求められると

かということが、いわば外圧によって構造改革が行われた結果、学校自体に責任

が大きく生じてくるんだという、そういう説明のされ方があります。それも確か

に間違っていないのですが、それだけではないと私自身は考えています。そうい

う意味で、学校自体が責任を果たすための力を考えていく必要があると思いま

す。

　それはどういうことかというと、例えばもう１０年近く前の話ですが、学級崩壊

の状況がセンセーショナルにいろいろな形でマスコミなどに登場して騒がれまし

たし、小松先生をチーフとして全国調査も行われて、私もそれに参加もさせてい

ただきました。その学級崩壊にしても、あるいは不登校の状況にしても、今教職

に就いている先生方も含めて、われわれ自身が思ってもみなかったぐらい、学校

そのものに対する不信感があり、不信感とは言わないまでも、従来であれば当然

学校は必要だというふうに誰もが思っていたはずですが、その基盤の部分が崩れ

てしまっているということがあります。

　なぜかというと、子どもを実際に学校に通わせている親にしても、実際に学校
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に通っている子ども自身も、おそらく３０年ぐらい前、４０年ぐらい前に普通に感じ

ていたであろう学校の必要性なり、学校の有用性なりというようなものを感じる

ことができない状況になっています。これは、誰が悪いということを単純には言

えないような、やはり社会全体の動きだと思います。

　しかし、われわれは学校は必要だと思っているし、学校でやはり子どもたちに

学んでほしい事柄、確かにこれを学んでほしいというものを持っています。とす

ると、それぞれの学校が、そこに通っている子どもたちに対して、あるいはその

親に対して、うちの学校に通ってきてくれれば、これだけのことを保証しますと

いうことを具体的に示していかないと、学校に対する信頼性、あるいは学校の有

効性に対する社会的な認識がなかなか成立しない状況があるだろうと思います。

　そういう意味で、決して教育界以外のところから強制的に評価というシステム

が押し付けられているという側面だけで捉えるのは、正しいことではないと思い

ます。ただ、そのシステムの在り方や手法の在り方については、もっともっと議

論していかなければいけません。

　基本的に学校自身がそこに通ってくる子どもたちに対して何を保証することが

できるのか、何を保証すべきなのかということを考えて、それを明確にしていか

なければいけない。学校評価、特に学校の自己評価というものの機能を、学校の

中にしっかりとつくっていかなければいけない。これが義務教育の質を保証する

ということにおいて必要だと、私は考えています。

【小松】　石川先生、浜田先生の言葉の中から、教育界以外からの評価とか、ある

いは教職員以外の人たちによる学校へのかかわり、あるいは浜田先生の先ほどの

アメリカの例の中で、学校諮問委員会と訳されているアメリカのシステムがある

ようですが、そういう点で、学校の当事者から見て、例えば一番分かりやすいの

は保護者の方に学校の自己評価をどういうふうに受け止めてもらいたいのか、あ

るいは保護者の方の学校理解に対して、学校としてはどういうことをお考えなの

か、その辺はいかがでしょうか。

【石川】　浜田先生への反論ではありませんが、キレルという言葉に代表される子

どもたちに見られた新しい荒れ、学級崩壊、そういう部分が本当に学校だけの問

題として起きてるのかということはしっかり検証していかなくてはいけないと、

私自身は感じています。

　子どもがすごく変わってきています。家庭も変わってきています。その中で学
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校だけにその原因が求められ、教育の質がと言われると、すごく大変だなと感じ

ます。

　学校の立場で、義務教育の質の保証と言われた時は、それぞれの学校の教育目

標、そういうものがきちんと子どもたちに具現化されていく、子どもたちがそれ

に可能な限り近づいていく、そのための施策を学校として責任を持ってやってい

く、それが学校教育の中で考えた時の質の保証につながるのかと思います。もち

ろんその中に学校評価が位置付いてくると思います。

　学校評価を機能させるには、保護者に、評価に参加する人たちに、何を目標に

してどのような方法で学校が教育活動を展開しているかということをきちんと理

解してほしいという願いがあります。それに対して、学校はすごいエネルギーを

使って、説明等、その他いろいろやっています。

　保護者の方へお願いとするとしたら、学校がやろうとしていることに関心を

持ってしっかり理解してくださいということです。その結果なされる評価に関し

ては、先ほど自己評価が学校評価の基本だというお話がありましたけれども、自

己評価と照らし合わせて学校経営を改善していく方向で活用していくことができ

ると思います。

　学校がどういう経営をしているか、何をやっているかということを知らない

で、いわゆる自分の思いの中だけで評価に参加されるということは、学校にとっ

てみれば非常に大きな問題です。今学校は、どういう経営をしようとしているか

一生懸命分かってもらう努力を、学校評価の実践と併せてしています。

【小松】　野村さん、教育とか学校にかかわったのは、仕事からすると比較的新し

いことだと思います。企業でも、このごろ株主、取引先、顧客だけではなく、企

業の社会的責任ということで、かなり幅広く企業の在り方をさまざまな角度から

の評価をもらうという形で、企業評価があると思います。学校の場合、特に公立

学校の場合には法律や規則がかなりきっちりしているため、個々の学校でどれぐ

らいマネジメントの幅があるのかという点で、企業に比べたらかなりその幅が狭

いと思います。一方で、例えば保護者と学校の関係というのは企業にはなかなか

ないような関係だと思います。

　その辺、学校のマネジメントにかかわってみて、違いとか、あるいはわれわれ

のほうに何か示唆いただけるものがあれば、少しお話しいただければと思いま

す。
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【野村】　即答するのは難しいんですが、企業と学校の違いということで、権限の

範囲が違うというのはあるのですが、一方で権限の境界が、学校はすごく漠然と

してる印象があります。企業は、そこははっきりしています。他者との関係が基

本的に契約で成り立っていますので、どこからどこまでが自分の責任というのが

はっきりしているのです。これが大きく違うかと思います。

　それに関連して、ステークホルダーという、あの考え方は、組織の内部と外部

とを結構明確に線を引いています。だからこそ、サービスを提供する相手として

の顧客という捉え方をしてるのです。ただ一方で、学校の場合は、顧客の中に児

童だけではなく保護者などが入っていて、教育をきちんと成り立たせようとする

と、保護者の責任もある程度一定のレベルで期待して、ここまでいかないと、そ

れが実現しないということがあります。

　こう考えた時に思ったのは、もしかしたら保護者は評価する側ではなくて評価

される側として学校評価の中に入れていかないといけないのではないかというこ

とです。要は、保護者には家庭としての責任があります。学校も保護者も一緒に

なってどうしたらいいか考えましょうというふうに次の改善をしていかないと、

結果的に家庭の問題も学校に持ち込まれて、あいまいな責任の範囲がどんどんど

んどん広がる一方になってしまいます。そういった意味で、各プレーヤーの役割

をもう１回はっきりするということと、学校の関係者というのは、実は保護者も

評価の対象なんだというふうに位置づけて学校評価を考えてみるというのも、１

つのやり方なのではないかなと思います。

　例えば、私学と公立学校の違いもあります。私学は、教育理念はこうで、家庭

にはこういうことを期待していますということを明確に言ってる感じがします。

それにのっとらなかったら、それでは学校をやめてくださいというぐらいの言い

方ができるのが私学で、公立はそこまでできません。それは義務教育だというこ

ともあるのでしょうが、そういった責任をもっと明確にしていくのも、義務教育

の質の保証の国が果たす役割にもつながってくるのではないかと感じます。

【小松】　いかがでしょう。会場のほうで何か質問がありますか。

【質問】　アメリカの話で、成功した学校に褒賞、それから成果の出ない学校に支

援と介入というお話がありました。そこまでは私もなるほどと思ったのですが、

その後制裁という言葉が出てきました。それに私はちょっと驚きました。支援さ

れて、そして介入、指導を受けて、どうしたって駄目だという地域があるかと思

��



います。なかなか成果が出ない。そうした時に、その制裁の価値基準というか、

その辺をうかがえればと思います。

　それから、今お話を聞いてて、やはり学校評価が重要じゃないかなと思います。

やはり気になるのは、本市においても学校教育振興プランがあって、学校選択制

の導入を検討しています。この学校選択制もやはり評価とさらに一体化、表裏一

体になってるんじゃないかと思うんです。

　このほか、コミュニティスクールやバウチャースクール制度についてもおうか

がいできればと思います。

【小松】　それでは、浜田先生、まずアメリカの例の話から始まって、４点ほどご質

問いただいていますが、ご意見をお願いします。

【浜田】　最初に、先ほどの私の話の中で誤解を招く点があったのかと思って、２

点ほど確かめさせていただきたいと思います。

　最初の話の中で、校長先生のお話を何のために出したのかというと、「だから学

校はけしからん」というのではなくて、今の改革が、学校がそれを十分に理解し

て、自分のものとしてアレンジできる余裕がないぐらい急激に進み過ぎていると

いうことを言いたかったのです。十分に理解できていないけれども、やらなけれ

ばならないという苦しさが学校にあるということを言いたかったわけです。

　学級崩壊の話については、私は、決して「学校に責任がある」と言いたかった

のではありません。そういう状況、社会の動きが、変化として現実に目の前にあ

ります。目の前にあるものに対して対応していかなければならない学校の苦しさ

があるのだけれども、その中でも子どもや親の信頼を得る直接的な手掛かりを学

校が担っていかざるを得ないという、これも学校の苦しさということで言いた

かったということです。

　今ご質問があった点ですが、１つは制裁の件ですね。制裁というのは、英語の

「サンクション」という言葉を単純に日本語に訳した言葉で、日本語の「制裁」と

いう言葉とは全くイコールではないものだと思います。しかし、いずれにしろ支

援、介入を含めた、学校に対して取られる措置です。その介入の中身としては、

極端な場合、その学校自体が無くなるというのは、教職員や校長がその学校を

いったん解体して、あらためて教育実績のあるスタッフを強制的に州政府が連れ

てきて学校をつくり直したり、子どもが他の学校へ移れるような緊急的な措置を

取ったりします。
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　その際の価値基準は、これは州によって違いますが、例えば学校改善計画を立

てて、所定の当初の目標に達しない場合です。達しないということにも、いろい

ろなレベルがあります。全く箸にも棒にもかからないぐらい成果が下がってし

まっている状態が２年、３年続いてしまったような時に、措置が取られる場合が

あるということです。そのための基準で一番力を占めているのが、先ほど言った

ような学力テストの結果です。プラスαもありますけれども、そういうものに

なっています。

　私は、このシステムがいいと思って本日ご紹介したわけではありません。アメ

リカの学校評価のシステムを紹介するためには、そういう話をせざるを得ないの

でご紹介しました。日本で制裁の措置を取り入れるべきだとは、私は一切思いま

せんし、学力テストの結果をそんな形で使っていくのがいいこととも思いませ

ん。しかし、学力テストの結果は重要だと思っています。それは、学校が、自分

たちがやったことの成果を見極める際の重要な材料になるということからです。

そして、それをすべて一般に公表してしまうべきなのか、それとも例えば各県レ

ベルで学校の関係者の間でそれを共有するべきなのか、いろんな使い方があり得

るはずだと思っています。

　学校選択制の話ですが、基本的にアメリカの公立学校制度は、義務教育段階に

おいて学校選択制ではありません。小学校、中学校、高等学校まで、アメリカは
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学区制を採っています。通学区制です。選択制ももちろんありますが、それは全

体からすれば一部です。日本でも最近よく知られているものとして、チャーター

スクール（これは公立学校です）などは非常に特別な学校として、独自の教育を

行うことができます。しかし半面、先ほど言った制裁措置でいうと、例えば５年

契約で教育委員会と契約をして、ある機関や主体、有志の人たちが学校を運営し

始めたとしても、５年契約でちゃんと契約通りの結果が出なければ、その時点で

消滅してしまうという、非常に不安定なシステムです。

　学校選択制というのは、いい面もあるし、マイナスの面も持っていると思うの

で、その点は、導入しようかどうしようかとお考えの自治体は、ぜひ慎重に考え

ていったほうがいいと思います。少なくとも東京都内の２３区と茨城県内の各市町

村は全く状況が違うと、私は一茨城県民として思っております。（笑）状況が違う

というのは、住民の意識や学校に対する見方も違いますし、子どもたちも違いま

すし、これまでの地域と学校との関係も違います。そんなことは、いろいろなと

ころで私も肌で感じております。

　バウチャー制の話ですけれども、バウチャー制もアメリカで現在一部取り入れ

られています。これもいろいろな取り入れられ方があります。フロリダ州の場合

は、先ほどの公立学校の制裁措置の中に、バウチャー制が入っています。つまり、

公立学校で最終的な制裁を受ける学校に通っている子どもたちにバウチャーが渡

されるのです。そして私立学校も含めて、近所の学校、どこか自分で好きなとこ

ろに行きなさい、このバウチャーを持って行きなさいというようなシステムに

なっています。

　これは、やむを得ない緊急的な措置としてあり得ることだと思います。しかし

バウチャー制が単なる学校選択制の一選択肢として捉えられ、安易に使われるの

は、これも非常に慎重に考えていく必要があると私は考えます。

【小松】　では、天笠先生お願いします。

【天笠】　時間も残り少ないので、２つ申し上げてみたいと思います。１つはコミュ

ニティースクール、すなわち、地域運営学校、もう１つはバウチャー制について

ということで、２点申し上げます。

　まず地域運営学校について、ここにはおそらく校長先生が多くいらっしゃると

思います。あるいは教育関係者の方もいらっしゃると思いますが、自分の市町村

で、それをどこか管下の学校の中で導入しようというお考えがありますでしょう
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か。おそらくこう尋ねると、だいたい腰が引けてしまうものです。どこかの学校

で地域運営学校を目指した学校では、校長を地域の人たちが変えたといった話が

まず伝わってきます。そういうところだけが非常に大きく伝わるものです。教育

関係者からすると、どうしても及び腰になりそうなところがあると思います。少

し観点を変えていただいて、学校と地域社会の関係を、あるいは学校と保護者の

関係を、これからどのように捉えていったらいいのかという観点で見た時、どの

学校においても、おそらく地域との関係づくりを避けて通れません。今、学校経

営にとって最も重要なテーマではないかと思うのです。実は、その延長線上に一

つの在り方として、地域運営学校があるのではないかと思います。学校と地域の

関係を深めていく、そういう在り方の中に、地域運営学校があるのだと私は理解

しています。

　そういう点で、協力という言葉があります。それから参加という言葉がありま

す。それから参画という言葉があります。今、自分の学校と地域の保護者との関

係は、参加なのでしょうか、参画なのでしょうか、あるいは協力という関係なの

でしょうか。学校が企画運営して、そして保護者の方に協力をお願いするという

ところが、おそらく大多数の学校の姿ではないかと思います。保護者の方がその

ことについて発言を求めたり、意思を表明したりすると、参加とか参画という言

葉になってくるのだと思います。地域運営学校というのは、そういう意味では参

画という部分が一番強く出ていると思います。わが地域、わが学校の在り方とし

て、将来的にそこら辺まで見据えた学校の保護者と学校との関係づくりというこ

とは、あり得ると思います。

　また、地域運営学校のマネジメントのスタイルというのは、いうならば海外の

日本人学校にそのスタイルがあるのではないかと思います。ご経験の方もいらっ

しゃるかと思いますが、現地法人が組織を作って、その中に校長も加わるという

ことで、私が拝見した事例の中では、問われているのは校長のマネジメントの力

量でした。非常にマネジメントに長けた方が、経営手腕を発揮されると、それは

それで大変面白いマネジメントが展開されるのですが、そういうことに慣れてな

いと、どのように整理していったらいいのかというところで、さまざまな困難な

状況に直面するということもあるかと思います。いうならば、海外の日本人学校

の運営の形態、スタイルが、地域運営学校の国内版という捉え方をしてもいいと、

私は思います。

　そういう点で、私は、これから学校と保護者の将来的な関係というのは地域運

営学校というスタイルというのが一つのありようではないかと思っています。た

��



だ、北は北海道から南は九州、沖縄まで、全部それで埋める必要はありません。

それぞれの地域の事情がその前提になってくると思いますし、保護者の方の意識

の問題がポイントとなります。

　地域運営学校は、これからそういう意味では点としての存在ということになる

と思いますが、それぞれの地域にそんな学校も存在するという形になっていくの

が一つの在り方ではないかと思います。

　もう１点のバウチャー制度についてですが、経済財政諮問委員会という会議が

あるのをご承知でしょう。規制改革・民間開放の云々という会議があることもご

存じだと思います。そこである種の存在感を持って主張されている一つにバウ

チャー制度がありました。これは、どちらかというと、教育の関係者から見ると

非常に見えづらいところに、あるいはある意味で遠いところにあったのかもしれ

ません。今回の発足する教育改革に関する会議等々では、おそらくその声が表舞

台に登場するようなことになりそうな気配ですし、事実そういうことがもう既に

いろいろ話題になっています。私は、大いに議論したらいいのではないかと思い

ます。私は、基本的にはバウチャー制度というのは、日本の制度にはあまりなじ

まないのではないかと思います。大いに議論して、そのよしあしを検討していっ

たらいいのではないか。さしずめこれから計画されている教育改革に関する会議

では、その辺りのところについて問題提起がなされると思いますので、それぞれ

の立場で議論を深められていったらと思います。

【小松】　ありがとうございました。時間があれば、もっといろいろな議論をした

かったと思います。例えば具体的に学校で自己評価をする時のいろいろな具体的

なやり方についての事例、それをさらには本来の学校の組織マネジメントとの関

連でどうするのか、組織文化の視点からみた学校といったことについても議論を

してみたいと思っておりました。

　評価ということを考えた時、私は野村さんと議論していて、やはり企業と学校

とは組織文化がずいぶん違う。ずいぶん違うけれども、一方で組織である以上目

標を設定して達成していくという点でいうと、実は共通性もたくさんあると思い

ました。私自身は実は共通性のほうに関心が強かったものですから一緒に仕事を

してきたのですが、背後には違いがあるということを理解しながら、学校という

組織に合った評価をしなくてはならないと思っていました。

　もっと具体的なことでいうと、評価をする時の数値化、天笠先生の話の中に少

し出てきましたが、それに対して、学校という組織の評価における数値の在り方
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については、もう少し丁寧な議論をしなくてはならないかとも思いました。

　最後に、一番危ないけども議論をしなくてはならないのは、学校評価と、実は

安倍政権の構想の中に出てきた、学校・教員評価の中身であります。学校という

組織を評価した時、そこを構成する個々の教職員、教員の評価の問題を、学校評

価論の中でどう押さえたらいいのか。一方で、既に都道府県の教員の評価につい

ては、それはそれで独自に進んでいて、逆に言うと学校評価との連動があまり強

くない形で議論されているということです。スポーツに例えるとすると、優勝し

たチームとそのチームで働いている個々の選手の評価をどのように連動させるの

かということです。

　それから、評価した結果の公表という問題はどうしたらいいのだろうかという

こともあります。今日は全く触れませんでしたが、言葉として出てきた学校に対

する第三者評価は、日本で一体今後どうなっていくんだろうかというふうなこと

で、幾つかテーマが残っています。

　最後に、教育改革の中でさまざまな問題についても、もう少しそれぞれ深めて

いかなくてはならないと思いますが、時間がきましたので、今日はこれぐらいに

いたします。

　今日は特に４人の方から出されたことで、共通なものとして大事にしたいの

は、子どもたちの教育がきっちりと保証され、それを保証する第一の責任を持っ

ている教職員がやりがいを持って成果を出せる、そのためのシステムづくりとい

うことです。やはり私たち教育界にいる人間が開発していかないと、非常に誤解

を生ずるし、問題を起こすし、評価疲れというだけでなく、かえって今まで積み

上げてきた素晴らしい日本の学校の成果を壊しかねないというふうに、私自身は

大変心配しております。

　そういう面では、ぜひ個々の学校で、あるいはそれぞれのところで努力をする

と同時に、力を合わせて情報交換をしながら、教育界自らが評価のシステムをつ

くり上げて、それを提示していかなくてはなりません。スピードに振り回された

ままでいると、私たち自身が苦労するだけではなくて、子どもたちに被害が及ぶ

というふうな心配がありますので、ぜひ一緒になってやっていければと思いま

す。私どもの研究所も微力ながらそういうお手伝い、あるいは共同でやっていき

たいと思っています。今日の公開シンポジウムがその一助になれば幸いです。ま

だまだ皆さん方の期待に十分に応えられていませんが、ぜひ役に立つ研究所とし

て私たちのアカウンタビリティも出していきたいと思っております。
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【司会】　コーディネーターおよびパネリストの先生方、ありがとうございまし

た。これで、国立教育政策研究所教育研究公開シンポジウムの全日程を終了いた

します。
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国立教育政策研究所　第２５回教育研究公開シンポジウム

これからの学校評価を考える

―――プログラム―――

　開　会　挨　拶　　13：00

　　　　　　　矢野重典（国立教育政策研究所長）

　　　　　　　大川秀一（茨城県教育研修センター所長）

　基　調　講　演　　13：10 ～ 14：00　

　　　　　　　「学校評価をめぐる今日的課題」
　　　　　　　天笠　茂（千葉大学教授・文部科学省学校評価の推進に関する調査研究協力者会議・座長）

パネルディスカッション　14：10～ 17：00

　　　　　　　「義務教育の質保証と新しい学校評価の在り方」
　　　　　　　【コーディネーター】

　　　　　　　小松郁夫（国立教育政策研究所教育政策・評価研究部長）

　　　　　　　【シンポジスト】

　　　　　　　天笠　茂（千葉大学教授）

　　　　　　　浜田博文（筑波大学助教授）

　　　　　　　野村昌信（ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス譁　公共事業本部　教育事業部長）

　　　　　　　石川　潤（日立市立助川中学校長）

　　閉　　　会　　　17：00



【登壇者】

〈基調講演者〉

●天笠 茂（あまがさ・しげる）
千葉大学教授、文部科学省学校評価の推進に関する調査研究協力者会議・座長

〈コーディネーター〉

●小松郁夫（こまつ・いくお）
国立教育政策研究所教育政策・評価研究部長

〈シンポジスト〉

●天笠 茂（あまがさ・しげる）
千葉大学教授、文部科学省学校評価の推進に関する調査研究協力者会議・座長

●浜田博文（はまだ・ひろふみ）
筑波大学助教授

●野村昌信（のむら・まさのぶ）
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス 公共事業本部 教育事業部長

●石川 潤（いしかわ・じゅん）
日立市立助川中学校長

第２５回教育研究公開シンポジウム
　　　「これからの学校評価を考える」
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