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１ ．学校を取り巻く教育課題と研究の目的 

 

（1）学校を取り巻く教育課題－児童生徒の学力問題－  

  1）学習到達度調査（PISA）結果 

最近の学校教育に関する話題の一つは，世界の 15 歳の子どもの学習到達度を測る PISA 調査結果であろう。

周知のように，これは OECDが 2000年から「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」について 3年ご

とに実施している調査で，2018年には 79カ国と地域が参加している。 

日本は 2003年調査で「読解力」の順位が急落し PISAショックと呼ばれた。このころ文部科学省では，自ら考

え，判断し表現する力等を「生きる力」とし，これを育成することを目指していた。この「生きる力」と「読解力」

の考え方が近似していることから順位急落は大きな教育課題と認識され，「読解力向上プログラム」を取りまとめる

など様々な対応策がとられた。その結果，「読解力」は 2009年，2012年の調査で順位が上昇したが，前回 2015

年と今回 2018年の調査結果では 8位，15位と続落した。 

この結果について，文部科学省では特定の要因を挙げていないが，マスコミ等 1）では，調査方法が紙からコン

ピュータを使う形になったことを指摘し，日本の 15歳の子どもは授業でデジタル機器を使う時間が OECD加盟国

の中で最下位であることなどから，ICT（情報通信技術）への対応が遅れたこと等を順位続落の要因と推測してい

るようだ。 

2）順位続落の要因 

しかし，日本の子どもたちの「読解力」の順位が 2009年から一旦上昇した後，2015年から下落していることに

特集論文 

要約：PISA調査結果で日本の子どもたちの学力順位の続落が公表されたことを受

け，その要因は教員年齢構成のボリュームゾーンの変化であると推測して，現在ボ

リュームゾーンとなっている初任教員及び若手教員の育成が教育課題であると指

摘し，本研究の目的を初任教員及び若手教員の育成を図る研修について検討する

こととした。なお，研修計画は「育成指標」に基づいて策定されるため，「育成指

標」で求められている資質能力をテキストマイニングの方法による量的分析を行うと

ともに，研修に関するインタビュー調査の内容を質的に検討した。その結果，中堅

教員及びベテラン教員には，初任教員及び若手教員の「学習指導」「授業改善」

に対する「指導・助言」能力が求められていることを明らかにし，この能力を身に付

けるためには，指導・助言すべき内容の深い理解にとどまらずスキルとしての指導・

助言技術を習得する研修が必要であることを提言した。 

 

 

 

 

キーワード 

PISA調査 

初任教員の育成 

若手教員の育成 

育成指標 

研修 
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関して，ICT（情報通信技術）への対応の遅れ以外にもっと根本的な要因があるのではないだろうか。教員の学

習指導力・授業力という観点から再検討したとき，「読解力」の順位続落の要因の一つに日本の教員の年齢構成

の変化があると推測できる。 

 下図 1は，文部科学省が公表した 2004（平成 16）年と 2016（平成 28）年の公立小学校及び中学校における

本務教員の年齢構成を表したものである 2）。この資料から読み取れることは，「読解力」の順位が上昇しはじめた

2006 年から 2012 年ごろまでの教員年齢構成のボリュームゾーンは小・中学校ともに 40 歳から 50 歳までの中堅

及びベテラン教員であったことが分かる。一方，順位が下落してきた 2016 年では，管理職年齢となる 50 歳以上

と 20 歳代から 30 歳代前半の初任教員及び若手教員（初任教員は必ずしも大学を出てすぐに教員になった者ば

かりではないので初任教員でも 30歳代の場合もある）とがボリュームゾーンを形成しており，さらに現在はベテラ

ン教員の大量退職とそれに対応した初任教員の増加が進んでいる。例外はあるとしても，一般論として，教育経験

豊かな教員の指導力と初任教員の指導力とを比較すると，そこに差があることは明らかであり，児童生徒の学力を

伸ばすためには初任教員及び若手教員を育成することが喫緊の教育課題の一つであると考えることができる。 

図１ ．公立学校における本務教員の年齢構成 
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なお，教職員支援機構では 2018年度に教育委員会，教育センター，小中学校，教員養成大学を訪問しイン

タビュー調査を行ってきた。その中には「ボリュームゾーンの若い人を年次研修で育てるようにしたい」などの回

答があり，研修を通して初任教員及び若手教員を育成する必要性が高いと捉えられているようだ。 

 

（2）研究の目的 

 以上の教育課題を踏まえ，本研究の目的は初任教員及び若手教員の育成を図る研修について検討することであ

る。その際，テキストマイニングの方法を取り入れた量的分析とともに，教育委員会，教育センター等における研

修に関するインタビューの内容を基にした質的検討を行う。 

 

２ ．「育成指標」と研修計画の分析 

初任教員及び若手教員の育成を図る研修について検討を行うが，ここでは，各教育委員会における主要な研修

は教育センターで実施されていることから，センター研修（以後，研修はセンター研修を指す）に焦点を当てるこ

とにする。 

研修に関しては，中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について－学び合い，高

め合う教員育成コミュニティの構築に向けて（答申）」（平成 27年 12月 21日）により，「高度専門職業人とし

て教職キャリア全体を俯瞰（ふかん）しつつ，教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能力の明確

化のため，各都道府県等は教員育成指標を整備する」ことが求められ，これを踏まえて平成 28年に「教育公務員

特例法等の一部を改正する法律」が公布された。この改正法に基づき平成 29年度には公立小学校等の校長及び

教員の資質向上に関する指標（以後，「育成指標」と略記）とそれを踏まえた教員研修計画が策定されることに

なった。 

  具体的な「育成指標」及び研修計画の策定は次の２ 段階のプロセスを経ることになる。 

① 文部科学大臣が定めた「公立の小学校等の育成指標を策定する際の指針」を参酌して，公立の小学校   

等の校長及び教員の任命権者は，その地域の実情や校長及び教員の職責，経験及び適性に応じて「育成 

指標」を定める。 

  ② 公立小学校等の校長及び教員の任命権者は，「育成指標」を踏まえ毎年度，校長及び教員の研修計画

を定める。 

 そこで，以下，研修計画策定の基礎となる「育成指標」で初任教員及び若手教員はどのような資質能力が求め

られているのか，また，彼らの成長に関わって中堅教員やベテラン教員には何が求められるのかを明らかにした上

で，初任教員及び若手教員の育成を図る研修について検討する。 

 

 （1）「育成指標」の分析 

 1）職能成長の方向性を示す「育成指標」の概要 

各教育委員会で策定された教員の「育成指標」に関して，テキストマイニングの方法により分析を行った。具体

的には，教員の「育成指標」で記述された語数 96,967語について，「キャリアステージ区分」，「育成指標の項目」，

「育成指標の内容」に分類し，それぞれ共起関係によるクラスター分けや「育成指標」の内容についてコレスポ

ンデンス分析を行った。 

これらの分析データを基に，まず，職能成長の方向性を把握するため，「採用前・採用時」，「初任教員」，「若

手･中堅教員」，「ベテラン教員」というキャリアステージに対応して，「育成指標」の内容はどのような語がどのよ
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うに結び付いているのか示す布置図 3）を見てゆきたい。 

次図 2を見ると，各ステージ区分の特徴は次のように解釈できる。 

①「採用前・採用時」は「基礎」的で「重要」な「知識」を「理解」して身に付けることが求められている。 

②「初任教員」は「子ども」の「学び」に関連する「授業」「実践」の能力の獲得が求められている。 

③「若手･中堅教員」は，実践に立脚しつつ「実践」「他の教職員」への「助言」や「地域」等との「連携･協 

働」する力が求められている。 

④「ベテラン教員」は教職員への「指導･助言」や「組織」「体制」に関する能力求められている。 

 

図２ ．職能成長と育成指標で用いられた用語 

 

 2）初任教員の「育成指標」 

次に，本研究で検討対象となる初任教員，若手教員，中堅教員及びベテラン教員にはどのような資質能力が求

められているのかさらに詳しく見てゆくことにしたい。 

まず初任教員の「育成指標」に出現する用語の共起関係によるクラスター分けをした図３ を次ページに示す 4）。 

「初任教員」には資質能力として，基礎基本となる「知識」及び「技能」を身に付けること（第 1 クラスター），

「組織の一員」の「自覚」（第 3 クラスター）が求められている。また，「同僚」の「助言」を受けること（第 5 ク 

教職の基礎・重要性の理解

授業実践に関する能力

後進育成や学校全体への寄与
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図３ ．初任教員の育成指標の階層的クラスター分析 

 

ラスター），さらに，「児童生徒」の「実態把握」と「指導」（第 6 クラスター），「教科」の「授業」「評価」

の実践が求められていると解釈できる。 

 

3）若手・中堅教員の「育成指標」 

続いて次ページに，若手・中堅教員の「育成指標」に出現する用語の共起関係によるクラスター分けをした図

４ を示す 5）。 

「若手・中堅教員」には資質能力として，「保護者」「家庭」「地域」等との「連携・協働」（第 1 クラスター）

知識 49 職務 33 自覚 34

技能 31 遂行 29 一員 38

付ける 45 組織 39

身 52

基本 49

基礎 48

連携 30 同僚 35 学級 40

保護者 44 助言 33 児童生徒 153

積極 44 得る 24 実態 48

連携・協働 24 把握 56

地域 48 支援 35

家庭 23 必要 40

指導 97

応じる 53

踏まえる 38

作成 26

指導計画 23

計画 34

学級経営 29

子ども 57

基づく 39

教育 74 課題 57 主体 30

活動 65 解決 22 学び 45

理解 194 相談 22 情報 30

する 737 他の教職員 27 活用 34

できる 333 教員 28 評価 37

環境 24 高める 29 改善 23

安全 26 役割 43 視点 22

適切 69 自己 38 持つ 25

行う 104 努める 45 学習 37

取り組む 47 行動 25 教科 32

学校 53 自ら 28 内容 22

対応 66 目標 32 生かす 34

向ける 26 授業 89

意義 28 実践 86

協働 26

クラスタ－7 クラスタ－8 クラスタ－9

クラスタ－1 クラスタ－2 クラスター3

クラスタ－4 クラスター5 クラスター6
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が，また，「専門」的な「知識」を身に付ける（第２ クラスター）とともに，「授業実践」「授業改善」（第 7 クラス

ター）などの「教育」「活動」を行うこと，さらには，学校の「課題」「解決」の「推進」に関わることが求められ

ていると解釈できる。 

 

図４ ．若手・中堅教員の育成指標の階層的クラスター分析 

連携・協働 63 知識 60 指導・助言 51

地域 115 専門 47 若手教員 46

家庭 47 自ら 59

保護者 62 専門性 50

連携・協働 122 高める 84

関係機関 79 他の教職員 53

助言 96

支援 92

教員 61

役割 55

自己 46

教職員 89

経験 57

環境 47

理解 150

子ども 58

生徒指導 47

連携 30 教育 191 主体 62

保護者 44 活動 103 学び 64

積極 44

連携・協働 24

地域 48

家庭 23

充実 51 同僚 112 児童生徒 250

図る 91 協働 53 実態 76

生かす 89 努める 64 応じる 99

改善 91 情報 77 状況 54

工夫 60 共有 46 把握 90

教科 64 学年 90

向上 65 踏まえる 70

授業 140 する 1415

実践 134 できる 726

積極 129 指導 179

取り組む 95 適切 154

計画 58 行う 217

基づく 62

評価 50

授業改善 50

視点 53

持つ 46

効果 46

活用 53

危機 57

組織 152

対応 113

学校 217

全体 87

取組 65

推進 100

向ける 105

課題 170

解決 65

提案 46

校内 60

調整 48

クラスタ－7 クラスタ－8 クラスタ－9

クラスター10

クラスタ－1 クラスタ－2 クラスター3

クラスタ－4 クラスター5 クラスター6
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4）ベテラン教員の「育成指標」 

最後に，ベテラン教員の「育成指標」に出現する用語の共起関係によるクラスター分けをした図５ を示す 6）。   

ベテラン教員には資質能力として，「地域」や「保護者」，「関係機関」等との「連携」（第 1 クラスター）ととも 

図５ ．ベテラン教員の育成指標の階層的クラスター分析 
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発揮 40 学校 225

取り組む 43 全体 104

積極 47

同僚 31

教育 133

活動 45

調整 35

企画 26

クラスタ－7 クラスタ－8 クラスタ－9

クラスタ－1 クラスタ－2 クラスター3

クラスタ－4 クラスター5 クラスター6
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に，「専門」的な「知識」や「経験」を生かして「他の教職員」に対する「適切」な「指導・助言」や「支援」

（第 2，第 3 クラスター）が求められている。また，「学校運営」の「企画」「参画」（第 7 クラスター）とともに

「校内」「体制」を「構築」（第８ クラスター）し，「学校全体」での「組織」的な「取組」を推進することが求め

られていると解釈できる。 

 

（2） 初任教員及び若手教員の研修に関するインタビュー調査結果の分析 

次に，初任教員及び若手教員の研修内容・方法について検討する。彼らの研修の特色の一つに年次（悉皆）

研修が実施されている点が指摘できる。これについては，次の「インタビュー記録概要①」にまとめている）。 

 

表１ ．インタビュー記録概要①【年次研修】 

 

・教育課題は大量退職と大量採用。経験 10 年目までの教員が半数近くになっている。 

・大量採用が続く。１ ～３ 年目の教員が大半という学校もある。授業力，生徒指導力が求められ

る。 

・課題の一つが人材育成であり，ボリュームゾーンの若い人を年次研修で育てるようにしたいと考え

ている。 

・育成指標は，若手育成を念頭においた横軸のキャリアステージを設定した。  

・若手教員がボリュームゾーンとなっているので，若手教員の指導のために育成指標を基に研修を

行うようにしている。 

・新任研を３ 年間で行い，年ごとに育成指標の項目の中で重点的に行うものを考えている。 

・若手育成が課題のため，初任研，２ 年目研，３ 年目研，５ 年目研を行っている（昨年まで３ 年

目研はなかった）。 

・年度末に，初任，２ 年目，３ 年目，６ 年目，１ ０ 年目研修を受けた者に対し，指標の項目のう

ち，何が達成不十分だったかについてアンケートし，不十分と回答した指標に関係する研修の見

直しを行う。 

・研修における課題としては，「初任者の資質能力の向上」「若手から中堅層まで育成するシステ

ムの構築」「学力の向上や新学習指導要領への対応」があげられる。 

 

 

ここでは，「ボリュームゾーンの若い人を年次研修で育てる」という課題意識があること，そのため「若手育成

が課題のため，初任研，２ 年目研，３ 年目研，５ 年目研を行っている。」など悉皆で初任から数年間の間，研

修を通して育成を図ろうとしていることや，受講者の評価に基づいて研修の見直しを行ったり，どの研修を受講すれ

ば良いかを検討させたりするなど，より効果的な研修の構築・受講を行うＰ ＤＣ Ａサイクルをシステム化するなど

の工夫が行われている。 

また，初任教員及び若手教員の研修内容・方法の工夫に関しては，次の「インタビュー記録概要①」にまとめ

ている 8）。 
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表 2．インタビュー記録概要②【研修内容の工夫】 

 

・研修の特徴として，40 代の研修を新たに作った。 

・若手教員が増加し，中堅教員が少ないという中で，若手が相談できない状況があり，初任研と中

堅研を合同で行い中堅教員からアドバイスを受けることができるような研修にした。  

・大学と連携して，教育センター研修に養成段階の学生と現職教員とが一緒に研修を受ける。  

 

 

 ここでは，初任教員及び若手教員自身が学習指導力や授業実践力を身に付けるとともに，かれらのそうした資

質能力を育てるために，40 代の研修を設けるなど，中堅教員やベテラン教員の指導力を高めることが求められて

いることがうかがわれる。具体的な研修内容・方法の工夫に関しては，いわゆるセット研修（異なる年齢層や職を

合同で演習を行うなどの研修）が行われている教育センターもある。一般に資質能力は，その力を発揮させる活

動を通して身につくことができる。初任教員及び若手教員に対する中堅教員及びベテラン教員の指導力は，実際

に初任教員及び若手教員を指導する活動が設定されている研修で育つため，着目すべき研修内容ではないだろ

うか。 

 

３ ．今後の検討課題 

 

 最後に，教員の「育成指標」に照らして見た場合，中堅教員及びベテラン教員は，初任教員及び若手教員に対

してどのような「育成指標」の項目・内容について指導することが求められているかを把握しながら，研修に関す

る今後の検討課題をあげることにしたい。 

表 3は先の「育成指標」の階層的クラスター分析を踏まえ，47都道府県 20指定市教育委員会が策定した「育

成指標」の項目・内容で，中堅教員及びベテラン教員が初任教員及び若手教員に対してどのようなものについて

指導・助言する力を求めているかを整理したものである 9）。 

 中堅教員及びベテラン教員に求められているものとして，初任教員及び若手教員の「学習指導」「授業改善」

に対する「指導・助言」が多いことが分かる。 

先のインタビュー記録概要②で「40 代の研修を新たに作った」というコメントがあったが，その研修の中に中

堅教員及びベテラン教員が「指導・助言」能力を身に付けるための工夫が必要となる。そのためには，「指導・

助言」能力は指導・助言すべき内容の深い理解にとどまらず，スキルとしての指導・助言技術が求められる。研

修においても内容理解にとどまらずスキルの習得に関する研修内容を検討する必要があるのではないだろうか。 

 これらのことが冒頭で述べた「児童生徒の学力を伸ばすためには初任教員及び若手教員を育成する」という教

育課題に対応する方策として考えられる。 

 

表 3．インタビュー記録概要②【研修内容の工夫】 

「育成指標」の項目・内容 中堅教員の指導・助言 ベテラン教員の指導・助言 

① 教育課程作成・カリキュラムマネジメント 3 8 

② 学習指導 26 39 

③ 学習評価 6 11 

④ 授業改善・主体的・対話的・深い学び 11 22 
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⑤ Ｉ Ｃ Ｔ 活用・情報機器 6 7 

⑥ 児童生徒理解 5 16 

⑦ 生徒指導・問題対応 11 26 

⑧ キャリア教育・進路指導 2 8 

⑨ 学級経営 7 13 

⑩ 教育相談 1 8 

⑪ 学校運営・学年経営 8 15 

⑫ 組織的・協働連携 10 10 

⑬ 安全・危機管理 5 13 

⑭ 校内研修・研修体制 12 11 

⑮ 家庭・地域等との連携・協働力 4 11 

⑯ 道徳教育 0 3 

⑰ 特別な配慮を必要とする児童生徒への指導 9 17 

⑱ グローバル化対応 2 2 

⑲ 人権教育 4 6 

⑳ 地域的課題・独自教育課題 8 8 

計 140 254 

 

 

註 

1） 朝日新聞 2019年 12月 4日付け朝刊などの掲載記事による。 

 2）文部科学省ホームページ「学校教員統計調査－平成 28年度（確定値）結果の概要－」による               

（https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/03/28/1395303_01.pdf） 

3） 独立行政法人教職員支援機構 平成 30年度 育成協議会の設置と育成指標・研修計画の作成に関する調査研究プロ 

ジェクト報告書『育成指標の機能と活用』p26参照 

4） 同上 p29参照 

5） 同上 p30参照 

6） 同上 p31参照 

7） 同上 p37に示した内容を基にインタビュー記録を再整理している 

8） 教職員支援機構が 2018年度に教育委員会，教員養成大学，教育センター，小中学校を訪問し，インタビュー調査を行 

った結果を研修内容・方法という視点から整理した。 

9） 前掲 7）の p43，p45，p46を基に作成しており，「指導･助言能力」がどの「育成指標」の項目・内容に設定されて 

いるか（設定されている＝１，設定されていない＝０）をカウントした結果を整理した。 

 

謝辞 

 テキストマイニングの方法による「育成指標」のデータ分析について，次の研究者に協力をいただいている。この場を借りて

お礼を申し上げたい。 

 阿内春生 福島大学准教授 

 生田淳一 福岡教育大学教授 

 櫻井直輝 会津大学短期学部専任講師 

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/03/28/1395303_01.pdf
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学校改善における研究と実践の方法論に関する展望 
 

 

高木 亮 a  
神林寿幸 b 高田純 C 長谷守紘 d 

a就実大学 takagi@shujitsu.ac.jp 

b明星大学 toshiyuki.kambayashi@meisei-u.ac.jp 

C東京工業大学 takata.j.aa@m.titech.ac.jp 

d愛知県中学校教諭・兵庫教育大学大学院生 mame38cp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ．課題意識と企画の目的 

 

(1)学校・教職員の立場から測る学校改善と研究の立場から測る学校改善 

 日本学校改善学会第２ 回大会において「Division A【委員会セッション】実践研究の新たな方法論」(平成

31年 1月 26日)と題したシンポジウムを行った。４ 名の話題提供者の発表内容を報告者(高木)が整理し全員

で議論した本稿を寄稿する。なお，執筆順位は当日のシンポジウムの報告順である。 

報告者は大学院生の時分より多くの現職教師・保育者・心理職(以下「教職員」)らとの関わりとともに，教

育行政・学校園等の研究の協働(異なる役割を持った立場通しとしての協力)の機会にも恵まれてきた。その

際に強く思ってきたことが“現場や教育行政の教職員の立場での研究課題ニーズは研究者がその立場上主

に用いる研究方法論では充分に満たせ得ないのではないか？ ”という疑問 1)である。報告者の管見する範囲

では教育心理学や教育社会学などで用いられる研究手法は多様で次々に新しい手法が開発・発展し，“今は

こんなことまで出来るのか！ ”と驚かされてばかりである。また，どのような手法を取っても学術研究の世界

では正当な評価を受けられ，自分に合った方法論選択の自由度も存在する。ただ，研究者は学術団体の査

読誌掲載を最大の目的とする仕事上の立場を持ち，それに合った研究方法を選択する。このため，査読誌掲

特集論文 

要約：本報告は日本学校改善学会第 2回 大会「Division A【委員会セッション】

実践研究の新たな方法論」(平成 31年 1月 26日)の実施報告と考察を交えた論文

である。今後の学校改善研究を考えた際に質的調査研究方法と量的調査研究方法

の対比とともに，簡易と高コストという研究の負担の対比を議論するため４ 人の話

題提供を行った。これによりコストをかけにくい学校現場や教育行政における調査研

究の在り方(学校単位の改善の調査研究)とともに研究者らが担い得る高コストを支

払った代表的モデル・メカニズムを提案する調査研究の在り方(学校改善の理論の

調査研究)の分業・協働の在り方を考察した。その上で，各々の立場ごとに研究と

しての価値を評価する上での基準が異なることとともに，調査倫理・投稿倫理を時

代に合わせて考えなおし続ける必要性を展望した。 

 

 

 

キーワード 

質的調査方法 

量的調査方法 

調査研究のコスト 

学校単位の改善 

学校改善の理論 
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載を目指した研究は 10頁程度の紙幅の中で先行研究を整理し，仮説に基づいた分析と考察を終える必要が

ある。そうなると多変量解析や複雑な質的分析などでできれば高度であり先端性の強い方法論で代表的 2)な

モデル提示を行う研究の形となりやすい。結果的に，“代表的なモデルの説明するメカニズム”以外に言及す

る余裕は論文上ではあまりない。非査読論文寄稿でも多少余裕がある程度で，一つの調査結果を丁寧に議

論することはあまりない。 

一方で教育行政や学校での教職員といった実践現場が求めるのは代表的なモデルやメカニズムによる理

論的説明に加えて，それらと相対化した上で自身や自らの学校・地域等の課題をチェック(評価)し改善の方向

性を考えることができるような固有性への配慮までをあわせた視点であろう。現場を絶対視して実践研究を無

条件に賞賛するつもりはなく，実証根拠に基づいた発想を高める必要を感じる。しかし，そこに“代表的なモ

デルとメカニズム”の議論や分析方法論を紹介しても葛藤と隔たりが増すように感じ，報告者自身も葛藤と隔

たりを作ってきた過去を反省しきりである。医療等で実証根拠に基づかない治療はあり得ない(Guyatt,1991)。

医療よりも個別の環境や個性・固有性を抑える必要のある学校改善領域は代表的なモデル・メカニズムの議

論だけでは議論しきれない部分が多いといえよう。学校改善における個別性も理論的な代表性も “交通整

理”できるような議論の必要を感じた。そこで本企画では“学校現場と研究者など立場の違いに合わせて分

業し相互協力できるような”調査研究法の使い分けの議論を話題提供者にお願いした。 

(2)質的・量的方法論の軸と汎用・高度分析という軸 

 今回の４ つの話題提供を２ つの軸(立場や方法の違い)で設定した。 

一つは量的研究方法と質的研究方法の軸である。一般的に量的研究方法は相対化や代表モデルの分析に

向くとともに仮説検証に多く用いられる感がある。質的研究方法は固有の個別的な状況を把握する上で効果

的で，調査者が想定もしなかったような気づき・アイディアを得るような分析に優れ，仮説構築などで活躍す

ると考える。研究者においても学校現場においてもいずれも概ね同程度に重視され成果が積み上げてきた印

象である。しかし，質的研究方法と量的研究方法の協働であり分業はあまり議論されず，いずれかに研究の

軸足を強く置く研究者が多い。ゆえにか“いずれの方法が優れているか？ ”というような不毛な言い争いが

多い感もある。今回の企画では質的研究方法も量的方法も常日頃から併用するような研究者から話題提供を

求め，各々２ 名ずつの話題提供者を設定した。 

もう一つの軸が“誰でも簡単に使いこなせる研究方法”という簡易・汎用性と“誰でもが使いこなせるわ

けではない高度な研究手法”という高度性という分析手法の軸を設けた。高度とは主に“高コスト”という意

味を強く意識して企画の調整を行った。複雑な研究方法論の適切な活用には高度な知識習得が必要である

し，概ね高価なソフトの購入の上で長時間の操作技能の習得も要する。調査実施や加工，多角的な分析ま

でに多くの作業負担がかかる。加えて“予定通りに仮説検証や結論提示ができないかもしれない”というリス

クコストの覚悟も必要である。このようなコストの高さは学校現場ではなかなか受け入れがたく，“研究自体

を主要業務にする余裕を持つ研究者しか耐えられないのではないか？ ”とも感じる。そのため，学校単位の

改善のための研究手法は簡易・汎用性が必要で，研究者でなければ担いにくい代表モデル提示を目指した

学校改善理論のための研究は高度・高コストな分析が重要であろう。 

このような２ 軸を踏まえ，量的で簡易な分析手法の議論について“大学生でも Excel®でできる分析手法”

を報告者が提案する。また，戦後の個々に行われた現場の調査を発掘するように収集し加工しまとめた上で

世紀を超えて分析を行った神林寿幸会員(明星大学)に量的で高度・高コストを乗り越えた報告を求めた。質

的簡易分析については“教員研修や教員免許更新講習で短時間に，一斉にかつ省察と爽快感をもってデー

タ収集・分析が可能な手法”(高田純会員)に，質的高度分析には“危機からの回復やキャリア分岐を分析す

る手法”としての TEM(複線径路・等至性モデル)の紹介を長谷守紘会員に求めた。 

今回の企画は課題ばかりであるが，研究方法の立場の違いを踏まえそれぞれが協力し合うという重要な

議論を始めたという点でご批判いただければ幸である。 

 

２ ．４ つの話題提供の概要 
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(1)量的簡易分析編 

 報告者は「Excel®でここまでできる 教職志望者・教師の幸福度の基礎集計報告 －学校現場と研究者が分業

する調査研究法の提案(量的基礎分析編)－」と題した報告を行った。近年では安価・簡単操作の統計ソフトや無

料・難操作の統計ソフトが登場し，報告者も使いこなせないほど多種・多様・高度な分析が可能となった。が，

ソフト各々が固有の操作手続きを有し，多変量解析などの分析の理解は未だ高コストであることに変わりはない。

そこで，ほとんどのパソコンに入っている表計算ソフトでできる範囲の量的分析と統計ソフトの必要な量的分析の違

いについて議論し，前者のような“簡易な分析の中にも大切なものがある”ことを考える。分析例として紹介した

データは高木(2019)における教職員対象の 518人分のものと，報告者担任学生が卒業研究のために収集した 190

名分の質・量的データ(高木，印刷中)を用いた。なお，報告者は勤務校で半期８ コマの授業を持ち 10名前後の

ゼミ生を抱えるなど，研究者が普通に担う調査研究のコストに耐えられず，大学教員としての低調査コストを担う立

場であることもここで述べておきたい。 

 量的研究で統計ソフトを用いたものとしては項目間の相関係数と平均の比較(t検定と分散分析)，因子分析，重

回帰分析，共分散構造分析の実施を紹介しつつ，マルチレベル分析やパネルデータ分析，クラスター分析を紹介

した。統計ソフトを用いない量的分析は表計算ソフト「エクセル」の活用についてはグラフとしての散布図・近似

線の描画をもとに相関の強さが把握できることと，ピポットテーブルで平均の比較に必要な平均値の表作成やグラ

フ描画ができることを示し，表計算ソフトだけでは有意判定の検討が行えない限界を指摘している。しかし，有意

判定はデータ数によって大きく左右されるため学校などの規模の差に左右されやすく，有意判定にばかり注目しす

ぎると“学校規模の差”を“変数の意味”として誤解する余地があるので，“学校単位の改善研究には有意判定

はむしろなくてもいいのではないか”といった提案も行った。また，文部科学省 (2010)の発達障害重複比率(p.56

図表 3-21)のような各種高得点群の高幸福者出現率の描画を示した(図１ )。表計算ソフトの関数機能を用いて比較

的簡単に行える図表や分布，比率の計算を行う方法である。慣れたソフトウエアで丁寧に直感的に表現することの

重要性を論じた。また，質的分析として表計算ソフトとテキスト分析ソフトの比較も行い後者では「コンセプトマッパ

ー」3)を紹介している。提案事項は３ 点である。 

 １ 点目は統計ソフトを用いた分析は確かに，

多変量解析や相関係数，有意判定の検討などが

行える。しかし，価格が高く，応用機会が少ない

知識・技能の習得コストが高い。前述の有意判

定錯誤のリスクもあり，いっそ“高コストな分析を

学校現場で行わなくとも調査研究の価値評価が

なされる発想”を提案した。 

 ２ 点目は“分析手法よりも調査手法に労力を

かけた方がいい”との提案である。調査手法と

は具体的には縦断的分析を行う上での同一人

物の時系列をデータの“紐付け”である。また，

従来４ ，５ 件法のリッカート法が多いが，例え

ば 10件法や 11 件法にするなどの縦深を増すこ

とで，散布図や度数分布図を丁寧に把握する意

義を示した。これらを通して“平均値で見るべき

データ”と“中央値でみるべきデータ”の峻別

などの表計算ソフトでもできる直感的にデータの個性を考えることの重要性を論じた。これは査読誌などの研究論

文では放置されやすく，実践や改善を考える立場の強みを探ることになるとも提案した。 

 ３ 点目は統計ソフトを用いた分析は多くの教職員や保護者に“実感をもって聞きにくい”危険性の紹介である。

“代表的なモデルを提示する学校改善理論の研究”ではなく“自分や自分の身近な現場・環境の改善を検討す

図１ ． 職業ストレッサー各因子高群と幸福感群の 

構成比率(当日配布資料，高木,2019,p.238) 
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る学校単位の改善研究”を分けて考え，各々別々の基準で価値評価をする必要性を提案している。 

(2)量的高度分析編 

神林会員は「戦後の教員勤務時間調査のメタ分析 －学校現場と研究者が分業する調査研究法の提案(量的メ

タ分析・高度分析編)－」と題した報告を行った。『第三期教育振興基本計画』(平成 30 年 6 月)において「今後

の教育政策の遂行にあたって特に留意すべき視点」の「客観的な根拠を重視した教育政策の推進」に挙げられる

PDCAサイクルの確立とともに EBPM(Evidence Based Policy Making)を踏まえて“エビデンスに基づいた学校改

善”の議論が政策でも学校現場でも必要となるが，各々同じような形にはいかないことの説明(正木・津谷，2006；

青木,2011)から話題提供を始めている。 

報告は現場のデータを事後つなぎ合わせる加工を行い一般線

形モデルという先端分析を行った自らの研究紹介が行われた 4)。

そのプロセスが図２ である。厳密な分析が行える理想的なデータ

収集には同一人物の追跡調査による縦断的データが重要である

が，多大なコストを要する(保田，2016)。さらに，例えば，教職員

を議論した場合では人事異動などの様々な独立変数が交絡する

ため多大なコストのもとに縦断的データを収集し得ても，研究者

の求める“政策導入の効果”などモデルの厳密な検討は難しい。

そこで，国や地方公共団体，個々の学校，研究者が実施してきた

横断的データ(ここでは勤務時間調査)を収集・加工の上で分析す

ることで縦断調査を実施しなくとも時系列の差の検討(ここでは

“2000年代後半以前”と“2000年代後半以降”)を可能しにした

研究方法を提示している。 

図２ にあるように関心データを探し(Step1)，禁帯出資料も多いため現地図書館等におもむいてコピーをするな

ど発掘的収集を行い(Step2)，データ分類を現在通じる形に加工(ここでは『平成 18年教職員勤務実態調査』以降

の「指導に直接的にかかわる業務」，「指導に間接的にかかわる業務」，「学校の運営に関わる業務・その他の校

務」，「外部対応」の４ 大教員業務分類，詳しくは国立大学法人東京大学編，2007や青木・堀内，2014)する多大

なコストを担った上での分析となる。なお，研究者ゆえにここまでコストを支払っても，“わかりやすい結果が出ない

かもしれない”というリスクコストは Step4の分析結果を確認するまで残ることとなる。 

今回の報告で個々の教職員や学校現場が複雑な分析や検討を行わなくとも，結果を報告した後に公開すること

で，後々にその公開データを収集したうえで“より高次”な分析が後の時代に行われることが期待できる点が強調

された。これにより，縦断的調査に準じるような分析検証が可能であるという見通しは学校改善研究に大きな成果

であろう。同時に個別の学校単位の改善を志向する研究と事後にこれらの公開結果を収集して代表モデルに整理

しなおす学校改善理論の研究の各々の方法論の分業の可能性が示されたといえる。 

研究者の立場から学校現場への要望もなされた。まず，個々の学校等の調査の目的として自身の学校改善に活

用しつつも，可能な限り丁寧に様々なデータを収集する工夫をし，詳細に整理・公開し残していくことで“その時

点ではわからない様な活用方法が後々に実現され”得る期待を持つ点である。また，記録がアクセスしやすい所

蔵方法を工夫し調査結果やデータが死蔵されないような配慮(可能ならばアーカイブ化)の重要性も指摘している。

逆に研究者や学会の立場で学校現場等が記録や調査実施の負担が軽くなるような支援・調査ツールを開発・公

開し学校現場の調査研究・記録の負担軽減を図ることも提案している。 

(3)質的簡易分析編 

 研究者でもあり大学教育相談を担う臨床心理士・公認心理師としても活躍する高田会員は「幸福度推移を測定

するライフライン法と面接の課題 －学校現場と研究者が分業する調査研究法の提案(質的簡易分析編)－」と題

した報告を行った。横軸を人生における時間経過とし，縦軸は研究毎に定義が異なるものの，人生行程で象徴的

な感情や自己認知の上下を描くライフライン(例えば，河村，2000；福田・古川,2006；下村,2010；諸富，2017)を

紹介した。厳密な定義がない自由さが非構造化された質的研究の魅力でもあり，ライフラインは回顧ではあるもの

Step1. 調査に関する図書館データベース

等で情報収集 

Step2. 集計された結果を含む『報告書』

等を図書館などで発掘的に収集 

Step3. 収集した結果を入力し比較や分析

可能なように加工 

Step4. 分析 

 

 

 

図２ ． 先行学校等のデータの収集・ 

発掘と加工，再分析の過程 
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の同一人物の時系列を把握するデータセットが得られる魅力としている。また，時間的枠組みの視覚化を通して自

分なりの出来事の意味づけなどで適応を促す作業(河村,2000；諸富,2017)ができる点も魅力として紹介している。

そのため臨床家の立場としてライフラインに取り組むことで感情の変化を集約する精神疾患等の治療，アイデンティ

ティの修復につながる作業を提供できるとしている。このような効果の一方で課題として自分の弱さなどに触れ自

己嫌悪を感じるなど負担・危険性(河村，2000)，現在のところ学術研究としては発展途上でまとまった数のデータ

確保と分析を行うことの必要性(下村，2009；下村，2013)が指摘される点でエビデンスとしては開発途上な課題も

指摘している。 

 これらの理論的背景や研究者ごとに異なるライフライン法の重点目標や細かな描画の教示の違いを踏まえつつ

元高校教師のキャリア回想研究(藤原ら，2018)と元養護教諭のキャリア回想研究(玉置ら，2018)での議論を通して

開発した簡略版のライフライン手続き(図 3)に加えてワークシート(表 1)を併用する質的調査法開発の成果が報告さ

れた。独自の工夫として藤原・高木(2017)が提唱する「教師の６ 段階の発達段階仮説」をもとに主観的人生段階

を６ つに区切ったライフラインの横軸設定とともに，縦軸にマス目を設けることで描画の高さを得点化処理すること

で数量化検証が可能になると説明している。つまり，ライフラインは質的調査法であるとともに量的調査としても分

析が可能になる。データ収集の場として教職員向け研修などで一斉に実施可能で簡易・治療的で能力開発的でも

あるという魅力がアピールされた。 

  

この他にも，非構造化面接などでもよく併用される心理

尺度などとライフラインを組み合わせることで調査と直接相談や介入支援に活かせるアセスメントが行いうる指摘も

なされた。一方で固有性を深く探りうる長所ゆえに“人生を預かる重さ”がライフラインには存在するとする。当然，

回答に抵抗を感じる人が多い印象があり，描画自体を曖昧にすることを許容し，描画自体は詳細に行いながらも集

計や公開を断ることが可能な枠組みも考えるなど倫理的配慮を今後考える必要が指摘された。 

(4)質的高度分析編 

 愛知県の中学校教諭であり臨床心理士かつ博士号学位を有する長谷会員は「キャリアの転機をアセスメントする

TEM 法と面接の課題 －学校現場と研究者が分業する調査研究法の提案(質的高度分析編)－」と題した報告を

行った。特に近年，注目され査読誌などでも掲載事例(香曽我部・松延，2013；中本・北岡，2017； 時任・寺

島，2018)が増えている複線径路性モデル(以下「TEM」)の紹介を主眼としている。藤原ら(2018)と玉置ら(2018)で

長谷会員と高田会員は共同研究で教職経験者のキャリア全体像の同一聞取り調査を TEM とライフラインで分析し

相互の研究手法の特性と限界，課題を議論している。その事前の議論で，インタビュー調査などを記録する手法

として従来の文章記録の整理の応用としての簡易的で普及が望めるライフライン法とともに，高度な専門性と労力

を要する TEMの性質の比較をすでに議論している(長谷，2017)。「ある中学校教師が直面した生徒指導上の危機

図 3. ライフラインの例 

表 1. ６ つの発達段階ごとに「転機」と「獲得資源」 

を記載するワークシート 
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と回復のプロセス」を図４ に示す。TEMの複雑さを把握することができる。 

図 4 から複雑ながら

丁寧にキャリアの推移

を整理し，他では把握

しにくい(杉浦,2004)と

されてきた“キャリアの

分岐点”における選択

肢の省察を行う分析法

であることが理解でき

る。個々人が直面し

“研究をするほど悩

む”きっかけであるキ

ャリアの転機に注目し

アセスメントする手法

が TEM である。TEM

は人生訓的な指摘に

加え，キャリアの転機に

発達・能力開発の可能

性と危機が内包されお

りその理論化に有益と

の指摘 (安田・サトウ，

2012など)を紹介している。 

一方で“個々人それぞれの多様な構成を分析しつつも，多くの人に共通するポイント(必須通過点：Obligatory 

Passage Point)がある”ことと“結果や構造ではなく過程(プロセス)を理解しようとする”点に質的分析方法として

の個性があることを指摘している。一人あたり長い場合は 10 時間にわたるような高コスト面接の成果として，図 5

に示すような多くの人がたどる必須通過点として代表モデル(ここでは教師の６ 段階の発達段階とそれぞれの課題，

課題達成のための必要な獲得資源，陥りやすい危機)の提案に成功している(長谷，2018)。 

 このような自らの研究の紹介を

交えて，TEM 固有の成果を３ 点

指摘している。１ つめはキャリア分

岐・選択には促進要因と抑制要因

が存在し，均衡をもたらすその状

況を分析できる点である。結果と

しての均衡や葛藤自体が停滞で

はなく相応の意味を有し，その原

因を探し，考えることの価値があ

るといえる。 

２ つめはTEMの研究蓄積で必

須通過点つまり多くの人に共通す

る代表モデルを提示できる。ここ

から固有性も代表性も各々重視し

その上で理論を高めあう発想に気

づかされる。 

３ つめが量的研究やライフライ

図 4. TEMを通して描いた「ある中学校教師が直面した生徒指導上の 

危機と回復のプロセス」 

図 5．発達課題といえる必須通過点とそれをめぐる危機，必要獲得資源 
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ンなどのような読みやすい図表化が TEM は行いにくい代わりに，他の分析が記録として残しにくい文化や時代背

景，社会的文脈(杉浦,2004)を丁寧に抑えて個人の変容を記録しまとめることができる点である。量的研究では多

重共線性のように集約しにくい多様で複雑な独立変数を主観でディフォルメされるとはいえ TEM は集約しうる余

地を持っておりこのことは固有の魅力といえる。 

 

３ ．総合考察 

 

(1)総括的議論 

1)質的研究方法と量的研究方法の２ つの立場の協働 

質的研究方法と量的研究方法の軸についてまず検討してみたい。高田会員の提案は質的方法としてのライフラ

イン法が Y軸の高さの推移を得点としつつ，プラスとマイナスの面積を分析するような量的方法にもなることを提案

している。また、長谷会員提案の TEM における必須通過点の議論は質的分析方法ながら量的分析方法論のよう

に代表的モデルの提案についてもある程度対応できる発想である。この他にも、テキスト分析ソフトなどを使わなく

ても表計算ソフトの「置き換え」機能の活用で登場同一単語をカウントする文章の数的表現も可能である。質的方

法論はやり方次第である程度の量的手法の兼用可能性を持つことを気づかされる。しかし、質的研究法は入力か

ら分析を効率的に行える量的分析に対して、１ 件の情報量が高いとはいえ数時間の聴き取りが必要で、表１ のワ

ークシートにびっしりと文字が埋まったものをデータに入力する高コスト性質も理解できる。一方で量的研究につい

てはグラフや表を瞬時に大量に作成できる。これらを勘案すれば質的調査法は入力・加工にコストのかかりやすい

効率に難のある方法論といえるのかもしれない。しかし，質的分析は分かりやすい図表への変換にどうしても試行

錯誤と工夫と時間を要するが，この負担こそが仮説構築を行うための資源・対価といえるのかもしれない。量的研

究も質的研究もそれぞれ固有の魅力があるわけで、高コストつまり研究の生産性に遅れやすい質的研究は実証的

根拠の手堅さよりもその丁寧な記録と新規性・発展可能性を評価するような量的研究とは異なる評価基準を考え

る必要を提案したい。 

2)簡易方法論と高コスト方法論 

ついで、簡易的な方法論と高度・高コストな方法論の軸について考えてみたい。簡易的な方法論は分析にコス

トをかけないかわりに調査の企画・実施に工夫を加え、直感的で固有の状況をグラフなどでの多様な視点で理解・

分析することにコストをかける意義を提案した。また，データの収集として例えば、縦断的データ収集の努力や、

リッカート法の件数に縦深を設けることで後々の活用余地だけでなく，散布図や度数分布を通して理論研究が行い

にくい理解・分析が深まることも論じた。さらに，後代の理論研究につながるようなデータベース化の努力も考え

た。50年以上前の素朴な教員勤務時間の記録が世紀を超えて時系列分析の根拠になった神林会員の研究成果は

データの死蔵自体が罪深いことであることを示唆しているともいえる。このことは，企画の当日「データ収集自体

が公開されることを前提に許可されていないし、“データの公開”と“データ分析の公開”は別物でもある。今後

倫理面での検討が必要である。」との指摘や「経済学などではみんながアクセスできるデータでの分析が高く評価

される。心理学などの自分の取ったデータを公開せずに分析結果だけ示されるのは科学の再現性に問題があると

いえるのではないか。」との指摘・議論にもつながった。 

これらの議論を振り返って考えれば科学の条件である再現性の追求は今現在において倫理基準の厳格化と干

渉し両立困難になりかねない状況にあるように感じられる。具体的には日本学術振興会(2015)の挙げる調査者に

対するインフォームドコンセントやデータの発表に関する二重投稿・二重出版批判，サラミ出版の批判の指摘に注

目したい。二重投稿・二重出版の節では「研究論文を投稿する場合，もしその内容の重要な部分をすでにどこか

に発表している場合は，そのことを明示する必要」(p.69)を指摘しており、学会自体が“何をもって二重とするか？ ”

や“同じデータを源としながら何をもって新しい知見と判断するか？ ”にある程度方針を持つことが倫理厳格化の

時代の要請となりつつあるように感じられる。また、サラミ出版に至っては日本学術振興会(2015)はわずか 12行の

解説しかせず，「もし，一連の情報が一つの論文にまとめられていたのなら，他の科学者はもっと容易に研究の意

義を把握できる」(p.70)とまで言い切っている。極端なこの言い方を字句どおりに理解すれば同一データは“一本
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のサラミ”であり、今回の神林会員の報告もこの４ 人の話題提供者の報告をまとめたこの寄稿も“サラミ論文”と

言われてしまいかねない。しかし，そもそも“サラミ”は薄く切って料理の工夫を楽しむものであり１ 本一気に食

べるものではない。丁寧に分析を積み重ねたり、多角的な分析でデータを把握するような手法のたとえにこそ“サ

ラミ”の喩えはふさわしいように思われる。倫理上問題があるのは業績の量産のために題名だけ変えた同一内容

の論文単位での“コピー＆ペースト”や“バルタン星人のような分身の術で惑わし”を行うことであろう。“サラミ

出版”“サラミ論文”などというキャッチーなフレーズが一人歩きすれば，簡易分析と高度分析の交通整理つまり

学校現場の個々の学校改善のチェックとしての評価の調査をまとめて学校改善の一般理論を構築するようなデー

タを通した研究交流は成立しない。また，データの追試やメタ分析もモラルハラスメントを受けかねない恐れを感

じる。調査の実施方法それぞれの価値を評価(リスペクト)し，学校改善の前提である評価(チェック)としての調査の

質を高める上での様々な課題に気づかされる企画となったといえる。 

 

(2)研究方法論への期待と学校改善学研究への提案を展望した今後の課題 

 学校現場と研究双方の異なる立場の協働の場である日本学校改善学会で個別の学校単位を改善する研究は低

コストで固有性を評価しつつ，学校改善の展望を考えるような理論研究は高コストを払いながら代表的な学校改善

のモデルや理論を提唱できるような役割分担が考え得る。質的研究方法と量的研究方法の違い同様にこのような

役割の違いを確認した上で学術研究としての適正な評価をする基準や倫理を各々考える必要があることを提案し

たい。今後、公的な場で議論を要すると感じる課題点を２ 点あげておきたい。 

 １ つめは投稿や学会発表の在り方に関する価値評価の基準の設定である。調査研究を行う上で本企画は４ 点

の視点で話題提供を頂いたが、様々な研究方法であり調査方法をその成果の有益性で評価できるような基準とと

もに、研究倫理の点で規制も設定する基準を絶えず調整をしつづけることが必要であると感じた。報告者は複数の

学会で査読を行う際に、“すでに見たことがある内容コピーがそのまま投稿された論文”を複数見た。“同一調査の

質問内容の別の組み合わせで複数の投稿論文が掲載されトラブル”事例も複数知っている。それでいて「二重出

版・投稿」や「サラミ論文」などというキャッチーなフレーズが独り歩きしたら 10頁程度の査読誌で吟味しきれな

かった重要な調査情報が消滅するリスクも感じてきた。また，神林会員提案のデータを次世代に残す発想自体が

“悪いこと”であるように誤解されかねない。“論文業績を水増しするため”と“次世代や他の立場に活用可能デ

ータを引き継ぐ”の峻別は微妙な基準と判断を要するように思われる。また、高田会員提案のように個人や学校園

の固有性を描写することは“固有性を預かること”でもあり、それを公開する基準と分析する基準は調査協力者の

保護のため必要ながら基準は難しい印象がある。“個人や学校が公開を躊躇するような固有の重い経験”は同時

に“他者や他校からすれば是非知りたいと思えるような重い教訓”でもある。有益性と倫理性の両立困難を理由

に，漠然と非公開を放置しては虚偽・偽造や再現性のない過剰な演出の温床となりかねない。学会などが基準を

設けるだけでなく，非公開ながら学会がインサイダーとして科学性の判定を審判し再現性を担保するような仕組み

づくりが有益かもしれない。 

 ２ つめは神林会員の指摘のデータベースを学会が構築し追試や分析を担う仲介者になりうる点も考慮できる。

この文脈で長谷会員は日本青年心理学会がこの数年間毎年３ 件程度の「アーカイブズデータ」としてデータセッ

トの分析を希望する会員に公開し 5)機関誌での追加分析の投稿等を推奨している事例を紹介した。学会誌掲載論

文データや学会が実施した調査結果を記録するだけでなく、多角的な分析を推奨する姿勢を示すことも大きな社

会貢献の可能性である。また、このような文脈を筆者が自然科学系研究者と議論したところ、特に近年の生物学系

研究では論文に入りきれない情報や参照情報を「appendix」や「supplement」が学会ホームページなどで公開

する姿勢が増えていることを紹介された。社会科学系領域においても日本語訳で 728 頁までにわたる『21 世紀の

資本』(みすず書房)の著者のトマ・ピケティが図表セットや補遺図表セット、専門補遺、批判に対応した議論、図

表の元データをまとめたエクセルなどをホームページで公開 6)されている。これらを考えれば、調査実施者と調査

協力者の許諾を得た上でデータが公開され、追試が繰り返されるなら、それこそ“様々な料理の場面に形を変え

て活かせるサラミの真骨頂”であり、科学の発展に重要な方向性として査読誌掲載同様の業績評価の対象になり

うる貢献であるようにも感じる。 
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 “学術研究の高コスト体質を背景とした研究方法は学校現場の学校改善のための調査研究にそのまま援用でき

ないかもしれない”との議論がこの企画のスタートであった。一方で、研究手法だけでなく倫理や研究データの収

集・公開などにおいて学校現場と理論研究は役割の違いを自覚した上で協働がなしうると感じられる。その協働の

仲介や繋がりづくり、交通整理の役割を学会が勤めることができるのではないかと感じる。 

 

註 

1)報告者個人の経験であるが“学校の現場や現職教員・保育者らから指摘されて困った”経験３ 点を提示し課題意識を整理

したい。①多変量解析になると急にシラケる問題点。因子分析や重回帰分析の結果提示をしたとたん実感を持ってもらえなくな

る。同時に研究者の多くもそれを正しく分りやすく語る力を持つ者も稀である。また，因子ということで平均化したり個々の質問

項目を分析から外すなどすることを“せっかく計った項目がもったいない”とよく指摘されるが，これは正論であり返答に困る。

この理由は概ね，本文に記載した査読論文の書式を意識して“10 頁程度で説明を完結させるための調査報告の文化”による

ように感じる。②有意判定に感じる危険性と問題点。“有意である”ことと“仮説通りである”ことがそのままつなげて誤解され

やすい。また，判定は“数字上の無難な判断”であるためデータ数に依存するため，“学校規模などのデータ数の多さの影響”

と“項目自体の持つ意味”を誤解しやすい。ここまで説明をすると，平均の比較などの場面において“どれぐらいの値があれ

ば妥当な差といえるのですか？ ”という質問がなされるが，少なくとも報告者には無難な解答がなかなか思いつかない。③確

認された代表的モデルは必ずしも日常の学校園の改善の参考になりにくい点。査読論文等は紙幅の性格上，一つの仮説モデ

ルを先行研究レビューから提示し，データを基にその細部を分析し確認されたモデルを考察・議論した上で代表的なモデルを

提案する形をとる。しかし，この実証的根拠をもって確認されたモデルは平均的な学校園の姿であり，教職員や児童生徒の姿

である。学校現場や教職員の関心は多くが“平均的ではないゆえに苦労する存在”に関する課題意識や改善の方向性である

し，そもそも研究に駆り立てるほどの個性を持った改善課題を探りたい存在にどう“確認された代表的モデル”が貢献できるか

にはまた一定の労力をかけた検討と解説が必要になる。この代表的モデルの意味を各現場の単位に合わせて解説する部分を

研究者・研究指導教員が省略しやすいために齟齬が生じやすい。なお，研究者の仕事である代表的なモデルで一般的な理論

を議論する際は①~③の違和感は無視しても全く問題がなく仕事としての研究が成立する。一方で学校現場の教職員の研究は

こうはいかないと思われる。 

 2)“平均的”という表現の方が一般的にはイメージしやすい。しかし，全国学力学習調査や所得などのように学校改善に関す

るデータの分布は，“外れ値”を有する“正規分布しない分布”が多い。この場合は平均値(分布を一枚の板と見立てた場合

に重さが釣り合う横軸の点)よりも中央値(分布を面積と見立てて，それを２ 分する垂直な横軸の点)で判断する方が代表値とし

ての横軸を考える場合の齟齬が少ない。平均値も中央値もあわせて代表値と表現するが，一般的で理論的でもっともありふれ

たモデルやメカニズムを意味する表現として“代表的な”という表現を本稿で採用した。 

3)BellCure社のテキスト分析ソフト『トレンドサーチ』シリーズのテキスト概念の地図のような描画機能。類似の機能は多くの

テキスト分析ソフトが有している。 

4)神林(2017)の第一章 1950 年代から 60 年代までの雑多な教員の労働時間研究の報告書を収集し一般線形モデルを通した

公開集計データに基づいた歴史的労働時間推移検討の方法論を紹介している。初出の神林(2015)は『教育學研究』という本

邦で最も厳しい査読をパスした内容である。 

5)詳しくは日本青年心理学会ホームページにおける「日本青年心理学会研究委員会アーカイブズデータ利用規約」(URL: 

https://static.wixstatic.com/ugd/6a2aa3_b48d999c9b2d457a9d2911fb14083f81.pdf)などを参照されたい。 

6)訳者の山形浩生氏が日本語版で補遺をまとめているので参照されたい。「資本収益率は経済成長率を上回る」という単純明

快な代表的理論提示を図る上で膨大な世界中の遺産相続等に関する古文書をデータとして整理しており，そのデータの公開

を行う姿勢は今後の社会科学の在り方の大きな流れを示唆しているように感じられる。 
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１ ． 序論 

 

本研究の目的は，保護者ネットワーク（parental networks）が保護者の学校参加モチベーション（parent 

involvement motivation）に対して及ぼす影響を解明することにある。 

保護者の学校参加は，子どもの教育効果を高める上で極めて重要な要因であることが，25年程前から，複数の

研究において検証されてきた。たとえば，保護者の学校参加は，学力向上（Desimon 1999 ; McNeal 1999; Park 

& Holloway 2017; Xu，Kushner Benson，Mudrey-Camino，& Steiner 2010; 山下・中村 2016; Yan & Lin 2005），

学校適応（松岡 2015），退学抑制（Carbonaro 1998），大学進学（Furstenberg & Hughes 1995; Sandefur，Meier，

& Campbell 2006）等の多面的に教育効果を持つとする結果が報告されている。保護者の学校参加によって子ど

もは学校の大切さを意識し，学校に「秩序と安全の文化」や「生徒を中心とする文化」が形成される（Bryk，Sebring，

Allensworth，Luppescu，& Easton 2009）。保護者の学校参加による教育効果は複数のメタ分析においても確認

されている（Fan & Chen 2001; Hill & Tyson 2009）。さらに近年では，保護者の学校参加の効果は，子どもにと

どまらず，学校・教師に対しても及ぶことが明らかにされている。保護者ボランティア等の学校参加は，教師にとっ

て働きやすい環境を整え，授業に集中しやすい環境を整備するため（Brent 2000），教師の指導の質を高める可能

性を有している（Walsh 2008）。また，学校に参加する保護者は，学校の努力をより深く理解し，子どもの教育，

学校の教育方針，管理職，教員，友人に関する豊かな情報を得るため，子どもの教育効果のみならず，保護者自

身の成長にも寄与することが指摘されている（Carbonaro1998; Turney & Kao 2009）。保護者の学校参加は，多

面的な効果を有することが複数の調査研究において検証されており，負の再生産を防ぐ重要な要因として位置づ

特集論文 

要約： 本研究の目的は，保護者ネットワークが保護者の学校参加モチベーションに対

して及ぼす影響を解明することにある。具体的な研究課題は次の 2 点である。①属性

要因，主観的幸福感，学校期待，学校対話，校区レベル要因をコントロールしてもな

お，保護者ネットワークは学校参加モチベーションに正の影響を及ぼすのであろうか

（RQ1）。②保護者ネットワークは，低 SES家庭の保護者の学校参加モチベーション向

上に貢献するのであろうか（RQ2）。 

調査対象は 28の協力校（小学校 15校・中学校 13校）の全世帯の保護者 6,682名

であり，5,587名から回答が得られた（回収率 83.6%）。 

マルチレベル分析の結果，保護者ネットワークが「子ども達のため」の学校参加モチ

ベーションを高める効果を有していることが明らかにされた。また，経済的ゆとりに欠け

る家庭において，保護者ネットワークは学校参加モチベーションの向上に，より強く作用

することが明らかにされた。本研究を通して，保護者ネットワークが学校参加を促進し，

学校参加が様々な教育・成長・改善効果を生成することが確認できた。 
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けられている（McNeal 2012）。 

このように多面的な効果を有する保護者の学校参加であるが，「学校参加」とは一体何を意味するのであろうか。

Brito and Waller（1994）は，学校参加とは，なんらかの所用で学校を訪問することから，高頻度での教師への相

談，学校ガバナンスへの関与までを含む幅広い概念であるとしている。Park and Holloway（2017）は，保護者

の学校参加を，「私財としての学校参加（private-good parental involvement）」と「公共財としての学校参加

（public-good parental involvement）」に区分している。前者は，参観日や個人懇談等，「自分の子どものため

の学校参加」を意味する。これに対して，後者は，PTA活動，ボランティア活動，学校行事支援等，「子どもたち

のための学校参加」を意味する。Epstein（1995）は，学校参加のタイプとして，個人懇談や PTA 活動の他に，

家庭での教育参加（parenting）や学校ガバナンスに関わっての意思決定（decision-making）を含めている。た

だし，本研究では，学校参加を，保護者が学校に訪問することで，子どもの教育に関わる私財と公共財を拡充す

ることとして捉える。したがって，家庭内での教育参加は対象から除外する。また，意思決定について，日本の学

校では，一般的に，保護者が学校の意思決定に関与することはなく，これも同じく対象外とする。 

保護者の学校参加の効果についてのエビデンスが蓄積されることによって，「学校参加の望ましさ」についての

価値観が定着してきた。保護者が学校に足を運ぶことによって生じる顕在的・潜在的な様々な効果が，学校を取

り巻く個人・集団に発生している実態が学校関係者間において共有化されつつある。しかしながら，「学校参加の

望ましさ」の価値観が定着することで，参加できない保護者は不利益を被っているとの視点が一方で生まれる。誰

が参加できていないのか，その理由は何か。どのようにすれば，参加できるようになるのか。学校参加の効果に

関する研究が一定の成果を修めつつある今日，学校参加の決定要因についての探究が，次に取り組むべき実践

的・学術的研究課題であると考えられる。 

 

２ ．保護者の学校参加の決定要因 

 

（1）学校参加の測定 

多様な効果を持つ保護者の学校参加であるが，これをどのように測定すればよいのだろうか。学校参加の測定

においては，PTA活動，学校行事，ボランティア，ミーティング，懇談会等へのおよその出席動向を問う研究が多

い（Park & Holloway 2017）。行動測定であれば，学校の行事や会議への出席回数（「何回出席したか?」）を対

象とすることが適当であるが，行事や会議の年間の設定回数が学校によって異なるため，出席回数が学校参加状

況を正確に測定しているとは言い切れない。そこで，学校の行事や会議への出席傾向を保護者に対して問う方法

が考えられる（たとえば，「PTA活動に出席している」に対するリッカートスケールでの測定）。ただし，この方法

では，測定において回答者にとって望ましい出席態度や理想の出席率等の影響が発生する。すべての PTA 活動

に参加すべきと考えている保護者は，年間 3 回程度の出席を高く評価しない。しかし，年間 1 回でも顔を出せば

良いと考えている保護者には，年間 3回の出席は高評価に値する。そこで，近年，注目されているのが，保護者

による学校参加の意欲的側面に焦点をあてた学校参加モチベーション（Curry，Jean-Marie & Adams 2016）であ

る。今日，保護者による不本意な学校参加が問題視されている（末冨 2005）。PTA活動をはじめとする様々な行

事や会議において，保護者は学校に参加しているが，内面は負担感に満ちあふれている姿がそこでは描き出され

ている。保護者の学校参加に向かう意欲こそが重要であり，スクールリーダーとしては，学校参加モチベーション

の向上が重要な役割であると考えられる。こうした背景を反映してか（また，行動測定が困難なこともあり），日本

では，保護者の学校参加の計量分析では，行動よりもモチベーションに焦点をあてた研究が多い（岩永・芝山・

橋本・岩城 2004; 露口 2012）。 

 

（2）属性要因と SES 

 保護者の学校参加の効果に関する研究は複数報告されているが，その決定要因の研究はそれほど多くはない。

ただし，誰が学校に参加し，誰が参加していないのか。なぜ学校に参加できないのか。こうした課題意識のもと，

研究は進められている。たとえば，社会的経済的背景が厳しい家庭（低 SES; low socio-economics status）では，
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家計（経済的ゆとり）と時間の制約により，学校参加が制約されることが明らかにされている（Cooper 2010）。経

済的ゆとりと時間的ゆとりの制約は，日本においても，保護者の学校参加の制約要因であることが判明している（末

冨 2005; 露口 2012）。一方，豊かな社会的経済的背景の家庭（高 SES）では，学校参加率が高いこと（Ho Sui-

Chu & Willms 1996; Horvat et al. 2003; Lareau 2012），高 SES家庭が多い学校では，保護者の PTA参加率とボ

ランティア参加率が高い（Ho Sui-Chu & Willms  1996）こと，大学卒業以上の学歴を有する者は，PTA活動に

従事する確率が高い（Shumow & Miller 2001）ことも明らかとなっている。さらに，Park and Holloway（2017）

では，白人家庭，伝統的家庭（両親がいる），年齢が高い保護者において，学校参加率が高いとする結果が得ら

れている。日本では，松岡（2015）が，学歴（大学・大学院）と世帯収入が，保護者の学校参加に正の影響を

及ぼし，母親の就業形態が「常勤」の場合に負の影響を及ぼすことを明らかにしている。世帯収入，学歴，就業

形態，人種，家庭構成等の SES や個人・家庭属性によって，保護者の学校参加は少なからず影響を受けている

ことが分かる。 

 

（3）保護者ネットワーク 

 こうした SES・属性要因の影響を緩衝する要因として注目されているのが保護者ネットワークである。保護者ネ

ットワークについては，Coleman（1988）における世代間閉鎖性（親と子の二世代間にわたる閉鎖的ネットワーク）

の提起以降，ソーシャル・キャピタル研究やネットワーク研究において注目されてきた。保護者ネットワークは，子

どもに対する効果の研究が主流であり，学力向上（Desimon 1999; Park & Holloway 2017），問題行動の抑制

（Parcel & Dufur 2001），大学進学（Furstenberg & Hughes 1995）等の効果が検証されている。保護者ネットワ

ークは，教育効果だけでなく，保護者の学校参加に対しても影響を及ぼすと考えられる。保護者相互のつながり，

すなわち，学校に行けば誰か知り合いが居るという状況が，保護者による学校への訪問を容易かつ意欲的にする

のではないだろうか。Li and Fischer（2017）は，因果推定を可能とするため，1年生時点での保護者ネットワー

クが 3年生時点での学校参加に影響を及ぼすかどうかを検証し，効果を確認している。さらにこの研究では，保護

者ネットワークが地域レベルの SES 問題（地域貧困率，一人親家庭比率，失業率，人種比率等）を緩衝する可

能性を，分析結果から引き出している。すなわち，低 SES 地域の保護者は，保護者ネットワークが弱いと学校参

加を抑制するが，保護者ネットワークが強い場合は，学校参加を積極的に行う。一方，高 SES地域の保護者は，

保護者ネットワークが弱い場合でも強い場合でも，学校参加にそれほど大きな差はないことを明らかにしている。

日本においても，保護者の学校への協力度が，地域の困難さ（一人親家庭率，生活保護・就学援助受給率，子

どもの学力水準等）ではなく，保護者ネットワーク（世代間閉鎖性・相談ネットワーク・地域住民とのネットワーク）

によって説明されることが明らかにされている（Tsuyuguchi & Kuramoto 2014）。 

 

（4）保護者の主観的幸福感・学校期待・学校対話 

 保護者の学校参加の決定要因は，SES や保護者ネットワークだけではない。本研究では，次の 3 点について

も，保護者の学校参加の決定要因として影響力を検討する。 

 第 1は，保護者の主観的幸福感である。保護者の主観的幸福感は，学校参加や社会活動参加の被説明変数と

して設定される傾向がある。たとえば，露口（2018）では，学校支援ボランティアへの参加が，保護者の主観的

幸福感を高めるとする効果を傾向スコアマッチング法によって検証している。また，福島・沼山（2015）では，保

護者（子どものいる母親）は，社会参加（地域ボランティア等への参加）が主観的幸福感に影響を及ぼすことを

明らかにしている。あわせて，世帯所得が高い場合に限って，保護者の地域ボランティア参加と主観的幸福感との

間に正の関係が生じるとする結果を得ている。保護者の地域ボランティア参加と主観的幸福感との関係が SES に

よって調整される実態を明らかにしている。一方，Kroll（2011）は，これらと逆の結果を示している（欧州社会調

査の英国データを使用）。すなわち，母親の地域ボランティアへの参加程度は，主観的幸福感を低下させるとの結

果を得ている。また，父親の場合は，地域ボランティアへの参加が，主観的幸福感を高めるという性差による効果

の相違を明らかにしている。 

 さらに，近年では，主観的幸福感を被説明変数ではなく，説明変数として設定する研究も複数出現している。幸
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福感の高い者が意欲的に取り組むという構図である。子どもを対象とした調査研究では，子どもの主観的幸福感が

向社会性行動（他者支援・貢献）と学習における忍耐性の促進に効果を及ぼすことを明らかにし，主観的幸福感

が学校での学習の成功を強く規定することを指摘している（Renshaw，Long，& Cook 2014）。教師を対象とした

調査研究においても，主観的幸福感による職務成果への効果が検証されている。主観的幸福感は教師の職務成

果の約 16%を説明しており，強力な決定要因であることが判明している（Jajali & Heidari 2016）。これまでは，保

護者の主観的幸福感を被説明変数として設定する研究が進められてきた。しかし，本研究では，これを説明変数

として捉え，保護者の意欲的側面への効果を検証する。 

 第 2は，学校期待である。保護者の公共財としての学校参加は，互酬性の原則（Coleman 1988）を基盤とし

ている可能性がある。すなわち，学校・教師の努力や成果を保護者が認知している場合，また，その帰結として

子どもが学校にうまく適応できていると認知する場合，保護者は学校・教師に対して恩義を感じるであろう。保護

者による学校参加は，「恩義の実感」に対する「返報性意識」に起因すると考えられる。さらに，このような条件の

学校・学級では，学校参加によって「快の経験」を蓄積する可能性が高い。子ども達が活躍する場面に直面し，

学校・教師の努力を実感する。保護者自身の協力行動への感謝の辞もあり，充実感を味わう。一方，学校・学級

における規範低下が収束しない場合，子どもの学力向上に手を打たない場合，子どもが学校に適応していない場

合等には，学校・教師に対して恩義を感じる機会は乏しい。返報性は機能せず，学校参加の可能性は低下する。

学校行事等に参加したとしても，こうした学校・学級では不快を経験する確率が高いため，参加が継続しない。こ

のように互酬性の原則の視点に立つと，保護者の学校参加は，学校・教師への期待感の程度によって，影響を受

けるものと推察される。 

 第 3は，学校対話（school outreach）である。これは，「私財としての学校参加」とほぼ同義である。Park and 

Holloway（2017）は，「私財としての学校参加」を，「公共財としての学校参加」と共に被説明変数とする分析モ

デルを設定した。本研究では，「自分の子どものための学校参加」を，「子どもたちのための学校参加」の説明変

数として位置づける。個人懇談等の機会による教師との相談や課題共有を通して，保護者は質の高い相談ネットワ

ークを学校内に有することとなる。この相談ネットワークには，自分の子どもに関する情報の他，学級に関する情

報，そして，学校行事をはじめとする学校における諸活動の情報が流れている。教師理解・学級理解・学校理解

が深まる中で，保護者の学校参加パターンは，「自分の子どものため」から「子ども達のため」へと拡充していく

可能性がある。「私財としての学校参加」から「公共財としての学校参加」への拡充仮説が妥当であるとすれば，

学校・教師との対話に欠ける保護者は，学校行事やボランティア等への参加状況も低調となることが予測される。 

 

（5）地域レベル要因 

 保護者の学校参加は，個人レベル要因だけでなく，地域レベル要因によっても影響を受けるであろう。学校間

において学校参加の分散を生じさせる要因として，たとえば，学校規模がある。小規模校では，学校の資源が乏

しく，保護者の学校参加が学校運営上必要となるため，学校参加が活発となりやすいと考えられる。また，地域の

社会的・経済的階層水準も，保護者の学校参加を規定するであろう。社会的・経済的階層水準の高い校区とは，

多くの保護者に経済的ゆとりがあり，相対的に高学歴の保護者が多い校区である。そして，校区レベルの保護者

ネットワークである。地域レベルでみて，保護者相互や保護者と地域住民とのネットワークが強固な校区では，保

護者の学校参加が促進されるのではないだろうか。 

 なお，全分散に占める地域レベル分散の比率（地域レベル分散／（個人レベル分散＋地域レベル分散））とし

て，米国の調査研究では 20%程度の数値が示されている（Li & Fischor 2017; Ho Sui-Chu & Willms 1996）。20%

はかなり大きな数値であり，米国では，保護者の学校参加の相当量が地域要因によって説明されるのである。 

 

３ ．研究課題 

 

  本研究の対象範囲について確認しておきたい。本研究では，保護者の学校参加を，学校参加モチベーションの

概念を用いて説明する。また，自分の子どものための「私財としての学校参加」ではなく，学校の子どもたちのた
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めの「公共財としての学校参加」に焦点化する。さらに，学校参加を，学校にどの程度足を運んだのかを問う「行

動」ではなく，どの程度意欲的に関わろうとしているのかを問う「モチベーション」の視点から捉える。 

 学校参加モチベーションの決定要因について，保護者ネットワークに焦点を当てた上で，属性要因・主観的幸福

感・学校期待・学校対話といった多様な統制変数を設定し，個人レベルだけでなく地域レベル要因も視野に入れ

たマルチレベルモデルを採用し，分析・考察を行う。保護者ネットワークによる学校参加モチベーションへの直接

効果が，多様な変数をコントロールしてもなお認められるとすれば，学校経営において保護者ネットワーク構築に

資本を投入することの意義が示されることとなる。また，保護者ネットワークによる学校参加モチベーションへの効

果が，Li and Fischer（2017）が指摘するように，特に低 SES家庭において顕著であるかどうかを日本の文脈にお

いて確認したい。冒頭で述べたように，親の学校参加は様々な教育効果を生成する。にもかかわらず，現実的に，

低 SES 家庭では，学校参加を阻害する時間的・経済的ゆとりの要件が揃いやすいという不利な状況にある。こう

した状況を克服するために，保護者ネットワークの代替効果が期待されるのである。 

以上を整理すると，本研究の具体的な研究課題（Research Question）は，以下の 2点となる。 

 

 RQ1：属性要因，主観的幸福感，学校期待，学校対話，校区レベル要因をコントロールしてもなお，保護者ネ

ットワークは学校参加モチベーションに正の影響を及ぼすのではないだろうか。 

RQ2：保護者ネットワークは，低 SES家庭の保護者の学校参加モチベーション向上に貢献するのではないだろ

うか。 

    

４ ．方法 

 

（1）調査対象 

調査対象は A県（19校）・B県（8校）・C県（1校）の協力校 28校（小学校 15校・中学校 13校）である。

調査は 2017（平成 29）年 12月から 2018（平成 30）年 2月にかけて実施された。28校の全世帯の保護者 6,682

名に学校を通して調査票の配布・回収を行い，5,587 名から回答が得られた。回収率は 83.6%である。各学校の

世帯数平均は 322であり，標準偏差 120，範囲 66～660である。回答者の続柄は父親（6.9%），母親（90.8%），

その他の保護者（2.2%）である。調査は，学校評価の一環として，各学校が定める個人情報保護手続きに従い実

施された。 

 

（2）測定項目 

  1）個人レベル変数 

保護者の学校参加モチベーション：露口（2012）において使用されている保護者の協力性・参加性の測定項目

9項目のうち，公共財としての学校参加モチベーション（子ども達のための学校参加）に関連する 6項目（資料 1）

を使用した。尺度は「全くない（1）」～「ひじょうにあてはまる（4）」までの 4件法である。主成分分析（プロマ

ックス回転，以下同様）を実施した結果，複数の成分が抽出されることはなく，1つの成分のみが抽出された。成

分抽出後の負荷量平方和は分散の 58.2%を説明しており，クロンバックの α係数は.853であった。一定の内的妥

当性と信頼性が確認されている。 

 所属学年：子どもの学年（各学校に所属する年長者の学年）について保護者に質問した。一般的に，小・中学

校ともに，低学年から高学年にかけて PTA活動等の役割を担う確率が高まるため，小学校第 1・2学年と中学校

第 1学年を低学年，小学校第 3・4学年と中学校第 2学年を中学年，小学校第 5・6学年と中学校第 3学年を高

学年とする 3段階のカテゴリー変数を作成した。 

  小学校ダミー：小学校=1（N=3,110），中学校=0（2,477）とするダミー変数を作成した。 

保護者年齢：回答者である保護者の年齢について回答を求めた。分析にあたり，35歳未満（N=746），35歳以

上 45歳未満（N=3,190），45歳以上（N=1,424）の 3つのカテゴリー変数を作成した。 

居住年数：保護者に対して居住年数についての回答を求めた。分析にあたり，5年未満（N=770），5年以上 20
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年未満（N=3,303），20年以上（N=1,281）の 3つのカテゴリー変数を作成した。 

帰宅時刻：保護者に対して帰宅時刻についての回答を求めた。分析にあたり，在宅（N=858），16 時まで

（N=1,007），18時まで（N=1,993），20時まで（N=1,247），その他（N=253）の 5つのカテゴリー変数を作成し

た。 

学歴：保護者に対して世帯内での最高学歴者の学歴について回答を求めた。分析にあたり，大卒以上（N=1,589），

短大・専門学校（N=2,162），高等学校以下（N=1,588）の 3つのカテゴリー変数を作成した。 

経済的ゆとり：保護者に対して主観的な経済的ゆとりの状況について回答を求めた。尺度は，ゆとりがある

（N=237），ややゆとりがある（N=1,078），どちらとも言えない（N=2,520），やや苦しい（N=1,141），ひじょうに

苦しい（N=372）の 5件法である。 

主観的幸福感：「全体として，あなたは普段どの程度幸福だと感じていますか」の質問に対して 0 点～10 点で

の回答を保護者に対して求めた。 

保護者による学校期待度：保護者による学校期待（子どもの学校適応や地域レピュテーション認知を含む）に

関する 10項目を作成し，保護者に対して回答を求めた。尺度は「全くあてはまらない（1）」～「ひじょうにあては

まる（4）」までの 4件法である。主成分分析を実施した結果，複数の成分が抽出されることはなく，1つの成分の

みが抽出された。成分抽出後の負荷量平方和は分散の 55.4%を説明しており，クロンバックのα係数は.908 であ

った（資料 2）。 

保護者による学校対話度：学校と保護者とのコミュニケーションに関する 6項目を作成し，保護者に対して回答

を求めた。尺度は「全くあてはまらない（1）」～「ひじょうにあてはまる（4）」までの 4件法である。主成分分析

を実施した結果，複数の成分が抽出されることはなく，1つの成分のみが抽出された。成分抽出後の負荷量平方

和は分散の 63.4%を説明しており，クロンバックのα係数は.882であった（資料 3）。 

保護者ネットワーク（個人）：保護者を取り巻くソーシャル・キャピタルに関する 4項目を作成し，保護者に対し

て回答を求めた。尺度は「全くあてはまらない（1）」～「ひじょうにあてはまる（4）」までの 4件法である。主成

分分析を実施した結果，複数の成分が抽出されることはなく，1つの成分のみが抽出された。成分抽出後の負荷

量平方和は分散の 50.4%を説明しており，クロンバックのα係数は.670 であった（資料 4）。分析にあたり，保護

者ネットワーク（校区）の得点を減じるセンタリングの処理を実施した。 

2）校区レベル変数 

  世帯数：各学校の 2017（平成 29）年 5月時点での世帯数を調査協力校側に質問した。分析においては，Zス

コア換算値を使用した。 

  大卒比率：各学校における回答者の大卒以上家庭の比率を，個人レベルデータに基づき算出した。 

 経済的困窮比率：経済的ゆとりの質問について「やや苦しい」「非常に苦しい」と回答した保護者の各学校レベ

ルでの構成比率を算出した。 

  保護者ネットワーク（校区）：個人レベルのソーシャル・キャピタル得点を校区レベルで集約化した。 

 

５ ．分析 

 

（1）記述統計量と相関マトリクス 

 本研究では，個人レベル変数として，5つの連続変数（学校参加モチベーション，主観的幸福感，学校期待度，

学校対話度，保護者ネットワーク（個人）），6つのカテゴリー変数（所属学年，保護者年齢，居住年数，帰宅時

刻，学歴，経済的ゆとり），2つのダミー変数（母親ダミー，小学校ダミー）を使用する。また，校区レベル変数

として，4つの連続変数（世帯数，大卒比率，経済的困窮率，保護者ネットワーク（校区））を使用する。これら

17変数の平均値（M），標準偏差（SD），範囲（Range），構成比率（CR），回答者数（N）は，表 1の変数リス

トに示す通りである。 

 また，連続変数とダミー変数については，個人レベル・校区レベル毎に相関マトリクスを作成し，変数間の関係

を確認した（表 2・表 3）。個人レベル変数の相関マトリクスには，保護者の学校参加モチベーションが，小学校
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で高く，経済的ゆとり，主観的幸福感，学校期待度，学校対話度，保護者ネットワークの程度と関連している実態 

が示されている。校区レベル変数の相関マトリクスでは，世帯数が多い大規模校において，大卒比率が高く，保

護者ネットワークは脆弱である実態が示されている。 

 

表 1 変数リスト 

変  数 M SD Range CR（%） N 

個人レベル変数 

学校参加モチベーション 

母親ダミー 

所属学年  低学年 

       中学年 

       高学年 

小学校ダミー 

保護者年齢 35歳未満 

       35歳以上-45歳未満 

       45歳以上 

居住年数  5年未満 

       5年以上-20年未満 

       20年以上 

帰宅時刻  在宅 

       16時頃まで 

       18時頃まで 

       20時頃まで 

       その他 

学歴    高校 

       短大・専門学校 

       大学・大学院  

経済的ゆとり 

主観的幸福感 

学校期待度 

学校対話度 

 保護者ネットワーク（個人） 

校区レベル変数 

世帯数 

大卒比率 

経済的困窮率 

保護者ネットワーク（校区） 

 

.00 

.91 

 

 

 

.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.94 

6.90 

.00 

.00 

.00 

 

.00 

.27 

.24 

.10 

 

1.00 

.29 

 

 

 

.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.93 

1.95 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

.10 

.05 

.33 

 

-2.07～2.67 

.00～1.00 

 

 

 

.00～1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00～5.00 

.00～10.00 

-3.85～1.94 

-2.73～1.92 

-2.43～2.66 

 

-.91～2.80 

.10～.50 

.16～.33 

-.27～1.25 

 

－  

－  

30.0 

33.4 

36.6 

－  

13.9 

59.5 

26.6 

14.4 

61.7 

23.9 

16.0 

18.8 

37.2 

23.3 

 4.7 

29.7 

40.5 

29.8 

－  

－  

－  

－  

－  

 

－  

－  

－  

－  

 

5,424 

5,372 

1,674 

1,863 

2,042 

5,587 

 746 

3,190 

1,424 

 770 

3,303 

1,281 

 858 

1,007 

1,993 

1,247 

 253 

1,588 

2,162 

1,589 

5,348 

5,317 

5,346 

5,493 

5,467 

   

 28 

 28 

  28 

  28 

CR=Component Ratio 
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表 2 個人レベル変数の相関マトリクス 

変    数 1 2 3 4 5 6 7 

1．保護者の学校参加モチベーション        

2．母親ダミー -.01--       

3．小学校ダミー .03*- -.03*       

4．経済的ゆとり .14** -.03*  .06**     

5．主観的幸福感 .22** .07** .06** .35**    

6．学校期待度 .42** .01-- .04** .14** .30**   

7．学校対話度 .45** .02-- .05** .10** .22** .67**  

8．保護者ネットワーク（個人） .51** .06** .03*- .17** .28** 41** .37** 

Note. * p < .05.  ** p < .01.  N=5,587. 

 

表 3 校区レベル変数の相関マトリクス     

変    数 1 2 3 

1．世帯数   

2．大卒比率 .47*-   

3．経済的困窮比率 .31-- .35    

4．保護者ネットワーク（校区） -.42** .32   -.11   

Note. * p < .05.  ** p < .01.  N=28. 

 

（2）マルチレベルモデリング 

 本研究課題を解明するためには，個人レベル変数と集団レベル変数の効果を同時に分析する必要がある。した

がって，マルチレベルモデルの方法を採用する。具体的な分析戦略は以下の通りである。 

 第 1に，説明変数を投入しないModel 0を設定した後，9つの個人属性（所属学年，保護者年齢，居住年数，

帰宅時刻，学歴，母親ダミー，小学校ダミー，経済的ゆとり，主観的幸福感）を投入する Model 1 を設定した。

第 2に，学校との関係性を含む変数である学校期待度と学校対話度の 2変数をModel 1に追加するModel 2を設

定した。第 3に，RQ1に応答するため，本研究のポイントである保護者ネットワーク（個人）を追加するModel 3

を設定した。第 4に，4つの校区レベル変数（世帯数，大卒比率，経済的困窮比率，保護者ネットワーク（校区））

を追加するModel 4を設定した。第 5に，RQ2に応答するため，保護者ネットワーク（個人）と SES変数（学歴

と経済的ゆとり）の交互作用項を追加する Model 5 を設定した。このように逐次モデルを追加する方法を採ること

で，追加変数固有の説明量が明らかになるとともに，保護者の学校参加モチベーションに対して直接効果を有する

変数と間接効果を有する変数を区分することが可能となる。 

  最初に，RQ1に関連する分析結果を確認する。適合度指標の値が最も小さく，モデル適合度が高いModel 4を

見ると，多様な個人レベルと校区レベル変数の影響を加味してもなお，保護者ネットワーク（個人）は学校参加モ

チベーションに対して正の影響を及ぼしていることが分かる（B=.37, p<.01）。ただし，保護者ネットワーク（校区）

の影響は認められてはいない（B=, p=n.s.）。保護者を取り巻くつながり（保護者相互や保護者と地域住民等）が

あれば，保護者は「子ども達のための」学校参加に向かうモチベーションが高まるものと解釈できる。保護者ネッ

トワーク以外では，保護者年齢，学歴，母親ダミー，小学校ダミー，学校期待度，学校対話度，世帯数が，保護

者の学校参加モチベーションに直接影響を及ぼしていた。 

 ここで留意しておきたいのは，経済的ゆとりが学校参加モチベーションに対して直接影響を及ぼしていない点で

ある。Model 1 及びModel 2では，経済的ゆとりは学校参加モチベーションに対して直接影響を及ぼしていた。し

かし，保護者ネットワークを投入したModel 3では，経済的ゆとりの直接効果が消散している。 
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そこで，Model 5では，保護者ネットワークと学校参加モチベーションの関係が SES変数（学歴と経済的ゆとり）

によって調整されるかどうか検討した。分析の結果，学歴は保護者ネットワークと学校参加モチベーションの関係

を調整する機能は有していないことが判明した。しかし，経済的ゆとりは，保護者ネットワークと学校参加モチベー

ションの関係において調整効果を有していた（B=.03, p<.05）。つまり，図 1 に示すように，経済的ゆとりが低い家

庭（やや苦しいとひじょうに苦しい）は，保護者ネットワークが拡充されることで，経済的ゆとりのある家庭（ゆと

りがあるとややゆとりがある）以上に，学校参加モチベーションが高まることが判明した。 

以上の分析結果から，RQ2 に内包される仮説は支持されたと言える。保護者ネットワークは，経済的ゆとりが

低い家庭の学校参加モチベーションの向上に貢献している。ただし，学歴については，こうした調整効果は認めら

れなかった。保護者ネットワークの状況にかかわらず，学歴は学校参加モチベーションに対して直接効果を及ぼし

ていた。 

最後に，保護者ネットワークの変量効果について確認しておきたい。全分散に占める校区間分散の比率を示す

ICC（Intraclass Correlation Coefficients級内相関係数）を見ると，最適モデルのModel 4では，1%を下回って

いる。米国調査では，この数値が 20%程度であり，保護者の学校参加モチベーションは，保護者が住んでいる校

区の影響を強く受けていた。しかし，日本の場合は，保護者の学校参加は，居住校区ではなく，個人レベルの要

因によって影響を受けていることが明らかとなった。 

Model 1に投入した個人属性は，学校参加モチベーションの個人レベル分散の 8.75%を説明している。Model 2

に投入した学校期待度と学校対話度は，19.18%を説明している。そして，保護者ネットワークは単独で 13.10%を

説明している。保護者と学校が対話する，保護者に期待感を持ってもらう，保護者を取り巻くつながりを醸成するこ

とで，保護者の学校参加モチベーションの 1/3 が説明できる。これは，個人属性の説明量を大きく上回るもので

ある。「子ども達のため」を志向する保護者の学校参加モチベーションは，保護者個人の家庭の事情・特性で 10%

弱，学校・教員との関係性で約 20%，そして，保護者を取り巻くネットワーク（保護者相互や保護者と地域住民等）

で約 13%が説明されている。 

 

６ ．考察 

 

本研究の目的は，保護者ネットワークが保護者の学校参加モチベーションに対して及ぼす影響を解明することで

あった。この目的を達成するために，以下の 2つの研究課題の解明を試みた。すなわち，属性要因，主観的幸福

感，学校期待，学校対話，校区レベル要因をコントロールしてもなお，保護者ネットワークは学校参加モチベーシ

ョンに正の影響を及ぼすであろう【RQ1】。そして，保護者ネットワークは，低 SES家庭の保護者の学校参加モチ

ベーション向上に貢献するであろう【RQ2】の 2点である。 

先行研究のレビューを通して，保護者の学校参加，特に「子ども達のため」の学校参加（公共財としての学校

参加）は，子ども達の学力向上等の教育効果，教員の職能成長効果，学校文化の改善，保護者自身の成長等の

様々な効果を有することが確認できた。こうした現象は，海外のみならず，日本においても確認されている。本研

究では，このように様々な利益をもたらす学校参加の指標として，公共財としての学校参加と私的財としての学校

参加を区分（Park & Holloway 2017）し，公共財としての学校参加，すなわち，「子ども達のため」の学校参加

に注目している。地域の大人達が「われらの子ども」として子ども達に関心を持ち，関与することの社会的価値（地

域再生や機会格差の是正）の指摘（Putnam 2015）を踏まえての判断である。また，学校参加行動ではなく，学

校参加モチベーションに焦点をあてた分析を実施した。これは学校参加を行動的側面から測定することの限界を踏

まえての措置である（Curry et al. 2016）。 

保護者の学校参加モチベーションを被説明変数とするマルチレベルモデルを設定し，分析を実施した。その結

果，保護者ネットワークは，多様な個人・校区レベル変数をコントロールしてもなお，保護者の学校参加モチベー

ションに対して正の影響を及ぼすことが検証された。保護者による自分の子どもにとどまらない「子ども達のため」

の学校参加は，保護者を取り巻くつながりの状況（特に，保護者相互及び保護者と地域住民）によって影響を受

けていることが判明した。逆に言えば，保護者相互がバラバラの学校では，保護者による「子ども達のため」の学
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校参加の発生が困難となり，結果的に，学校参加がもたらす様々な利益（学力向上，学校適応，退学抑制，大学

進学，教師の指導の質の向上，保護者自身の成長等）が発生せず，保護者自身も損益を被ることとなる。 

 また，分析結果には，「子ども達のため」の学校参加モチベーションが，学歴によって規定されている実態が示

されていた。高卒に対して，短大・専門学校，大学・大学院の学歴を有する保護者の方が，学校参加モチベーシ

ョンが高いとする傾向は，いずれのモデルにおいても観察された。こうした結果は，SESによる保護者の学校参加

への直接効果を認める先行研究（Cooper 2010; Ho Sui-Chu & Willms 1996; Horvat et al. 2003; Lareau 2012; 松

岡 2015; Park and Holloway 2017; Shumow & Miller 2001; 末冨 2005; 露口 2012等）と一致している。大卒の

保護者が「子ども達のための」学校参加によって様々な恩恵を享受し，高卒以下の保護者においてそうした恩恵

の享受が乏しいとすれば，学歴による教育格差の拡大を助長するおそれがある（学歴格差→学校参加格差→教

育格差）。保護者ネットワークでは十分に食い止めることが出来ない，相対的に低学歴層にある保護者を，どのよ

うにして学校に参加させればよいのか。本研究を通して，こうした新たな問いが提起されている。 

 学歴という社会階層要因は，保護者ネットワークをもってしても，学校参加モチベーションへの連動をくいとめる

ことが困難である。しかし，経済的階層要因である経済的ゆとりについては，それが低調な場合に，保護者ネット

ワークは学校参加モチベーションに対してより強い効果を有していた。経済的にゆとりのない家庭において，保護

者を取り巻くつながりが，学校参加モチベーションを高めやすいとする結果が得られている。こうした結果は，Li 

and Fischer（2017）や Tsuyuguchi and Kuramoto（2014）と一致する。保護者を取り巻くつながり醸成は，経

済的ゆとりに欠ける家庭の学校参加を促し，多様な効果を享受する可能性を高めるのである。 

 「子ども達のため」の学校参加モチベーションは，学校・教師との返報性の原理において，説明可能であるこ

とが，本研究を通して明らかとなった。保護者が学校に期待し，学校・教員と定期的に対話し，子どもが適応でき

ていることに恩義を感じ，学校参加で快の経験を蓄積している場合，保護者の学校参加モチベーションは高まりや

すい。自分の子どもがうまくいっている状態を，学校・教師のおかげであると保護者が認知すれば，学校・教師

のために，自分にはどのような返報ができるのかを保護者はイメージするのであろう。逆に言えば，学校が荒れて

おり，学校・教師との対話も少なく，子どもが学校・学級への不適応状態にあり，学校に足を運ぶ度に不快感を味

わうようでは，返報性原理は生じにくい。ただし，保護者にとって，その学校が母校である，子どものきょうだいが

お世話になった等，過去の恩義に対する返報性が想起されることもある。学校の統廃合によって，新たな学校に組

み込まれる保護者には，過去の恩義への返報性が機能しにくいという潜在的デメリットが存在することに，我々は

留意すべきであろう。 

 

７ ．結語 

 

 本研究では，保護者ネットワークが，「子ども達のため」の学校参加モチベーションを高める効果を有しているこ

とが明らかにされた。また，経済的ゆとりに欠ける家庭において，保護者ネットワークは学校参加モチベーションの

向上に，より強く作用することが明らかにされた。本研究を通して，保護者ネットワークが学校参加を促進し，学校

参加が様々な教育・成長・改善効果を生成することが確認できた。 

それでは，保護者ネットワークなるものは，どのようにすれば拡充できるのであろうか。近年，個人情報保護の

過剰反応による保護者の分断化，保護者の就労による学校参加の困難化，PTA 活動への不満蓄積（非加入），

業務改善過程での保護者との協働活動を含む行事の廃止等，保護者ネットワークを脆弱化させる動きが進行して

いる。ネットワークの拡充路線の選択は厳しい状況にある。しかし，本研究で示すように，保護者ネットワークには

様々な効能がある。科学的根拠も豊富である。この喪失は，米国の事例を鑑みると，恐怖にさえ思われる。保護

者がバラバラに離散している状態，孤立している状態は，学校に対してよいことは何一つ無い。「保護者ネットワー

クからの学校参加」を促進することの価値を，今一度，学校だけでなく行政・民間企業等を含めて問い直す必要

がある。 

 保護者ネットワークを拡充する具体的な方法については，枚挙にいとま無い。様々な事例が，学校教育・社会

教育分野から報告されている。様々な効果的事例の共通点は，ネットワーク拡充における「協働活動」の機会設
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定であろう。保護者相互あるいは保護者と地域住民が，同じ目標に向けて共に協力する経験を蓄積することで，ネ

ットワークの量と質が向上する。「協働活動」の設定は，小学校の場合は低学年において力を入れて実施すべき

である。竹森（2019）は，保護者が直面する小 1 プロブレムとして，つながりが充実していた幼稚園・保育所期

から，子どもが小学校に進学することで，ネットワークが機能不全となる実態を描いている。保護者は，幼稚園・

保育所期のつながりを好意的に捉えており，小学校においても必要なものであると捉えている。Li and Fischer

（2017）は，小学校 1年生時点の親のネットワークが 3年生時点での学校参加に影響を及ぼすとしている。小学

校進学時点での，保護者ネットワークの整備は，不可視的なものであるが，こうしたエビデンスが蓄積されつつあ

る。優先順位をあげて，実践する課題であると考えられる。 

 「協働活動」は，ただ設定すればよいというものではない。「協働活動」が非計画的であり，主催側の意欲が

感じられない場合には，「協働活動」は形骸化する。質の低い活動に参加する保護者は，徒労感と負担感を覚え，

「協働活動」への抵抗感が生まれる。「協働活動」の質の向上を使命とするのが，コミュニティ・リーダーとして

の学校管理職，PTA 組織，そして，地域コーディネーター等のチーム学校専門スタッフである。質の高いやりが

いある協働活動の実践蓄積を通して，保護者相互のつながりを広げ・深める戦略が学校組織には必要であると言

える。 

  「保護者ネットワークから学校参加」への道筋を考える際に留意しなければならないことは，社会的経済的階層

問題以外に，学校参加が困難な保護者への対応である。たとえば，障害を持つ保護者や外国人の保護者等であ

る。保護者ネットワークや学校参加の程度が教育効果（格差是正効果）に影響するのであれば，こうした人々の

ネットワーク拡充や学校参加のための手立てを検討する必要がある。米国では，社会正義リーダーシップ（social 

justice leadership）の実践によって，こうした困難な状況におかれる人々につながりをつくり，幸福度を高めていく

戦略を構築し，実行することが，教育リーダーの使命として示されている（DeMattews, Edwards, & Rincones 

2016）。 

 最後に，本研究の限界と今後の課題について言及する。 

 第 1 は，学校参加モチベーションを被説明変数とすることの限界である。行動の前段階とも言えるモチベーショ

ンを測定し，成果指標とすることの意義は十分にある。しかしながら，モチベーションで止まることなく，その先の

行動を視野に入れた分析にまで，今後，踏み込む必要がある。学校参加の意欲はあるが，学校参加行動にまでは

至っていない保護者の存在が，末冨（2005）において既に指摘されている。こうした実態まで踏まえた上でのリサ

ーチデザインと測定方法の開発が必要となるであろう。 

 第 2 は，SES 指標である学歴と経済的ゆとりの測定精度の向上である。本研究において，これら 2 つの指標は

分析上，重要な役割を担っている。しかし，学歴については，父母別ではなく，世帯内でもっとも高い者の学歴を

選択させている。また，経済的ゆとりについては，年収という金額を問うのではなく，家計のゆとりの主観的評価に

ついて質問している。学歴の測定においては，Putnam（2015）の方法を参考とした。学校経由で研究者個人が

データ収集する上で，父母別の学歴を質問することのハードルは高い。本研究における「学歴」とは，世帯内に

おける最高学歴である点に留意しておかねばならない。経済的ゆとりについても，学校経由の調査で年収を質問

することはほぼ不可能である。経済的ゆとりの主観的評価であれば，過去に調査が実施できたこともあり，今回の

調査においても，この方法を用いた。「学歴」と「経済的ゆとり」の測定方法は，調査対象校との交渉を重ねた上

での，調査の実現可能性を優先した結果の産物である。 

 第 3 は，データセットの問題である。本研究のデータセットは，相関は言及できても，因果関係への言及は困

難である。因果関係に言及できるデータセットとなるリサーチデザインを，今後，開発する必要がある。ただし，

この場合，回答者を紐付けていく等の処理が必要となるため，かなりの困難を伴うことが予測される（赤林・直井・

敷島 2016）。 
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資料 1 保護者の学校参加モチベーション尺度の主成分分析の結果 

項  目 成分得点 共通性 

・もっといろいろな行事活動で，保護者に協力を依頼して欲しい。 

・PTA活動にはできるだけ参加したい。 

・学校から依頼があれば，ボランティアとして協力したい。 

・PTAの役員や委員をやってみたい。 

・自分の特技が役立つのであれば授業にも協力したい。 

・運動会や文化祭など，学校行事にはできるだけ参加したい。 

.827 

.821 

.789 

.777 

.739 

.605 

.684 

.674 

.622 

.604 

.546 

366 

 

資料 2 学校期待尺度の主成分分析の結果 

項  目 成分得点 共通性 

・子どもが通う学校を信頼している。 

・子どもの学校の先生は，指導力が高いと思う。 

・学校は，地域の人々から信頼されている。 

・子どもの学校は，着実に改善が進んでいる。 

・学校の先生は，先生同士がチームとして協力して動いている。 

・子どもの学校は，落ち着いたよい学校だと思う。 

・子どもの心の教育や体力健康づくりについて，学校に期待している。 

・子どもは，学校の先生と信頼関係を築いている。 

・子どもの学力向上に関して，学校に期待している。 

・子どもは，級友（部活の友人を含む）と信頼関係を築いている。 

.823 

.803 

.798 

.784 

.772 

.732 

.728 

.721 

.721 

.513 

.677 

.644 

.637 

.615 

.597 

536 

.530 

.521 

520 

.263 

 

資料 3 学校対話尺度の主成分分析の結果 

項  目 成分得点 共通性 

・悩みや心配事を，学校・先生と共有できている。 

・学校の先生は，悩みや心配事を理解してくれている。 

・悩みや心配事があるときは，学校の先生に相談している。 

・学校の先生は保護者の意見に耳を傾けている。 

・学校の先生に親しみを感じる。 

・子どもが通っている学校に愛着を感じる。 

.878 

.867 

.824 

.794 

.766 

.620 

.771 

.751 

.678 

.630 

.587 

.385 

 

資料 4 保護者ネットワーク尺度の主成分分析の結果 

項  目 成分得点 共通性 

・子どもの友達の親（保護者）は，ほとんど知っている。 

・地域行事に，積極的に参加している。 

・学校のホームページの内容を話題として，保護者や地域住民と    

会話することがある。 

・子どもの教育や子育てについて相談できる人が身近にいる。 

.769 

.745 

 

.671 

.648 

.591 

.555 

 

.450 

.419 
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都道府県教育研究所の教育センター移行期における教員研修の成立過程 
－佐賀県教育センターを事例として－ 

 

岩瀬 弘憲
     

 

佐賀県教育センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1．研究の目的と背景 

 
都道府県の教育センター(自治体によっては教育研修所，教育研究所等名称が異なる)は，多くの教職員が現

職研修を受ける場所である。本研究の目的は，1970年代を中心に都道府県の教育研究所が研修機能を備えた

教育センターへ移行する時期に，どのような経緯で研修企画や研修体系を成立させていったのかを整理し，教育

センターを中心とした地方の教員研修の制度的な原点を明らかにすることである。 
教育センターは，教員の育成に係る養成，採用，研修というプロセスのうち研修の中核を担い，教職のキャリ

アに長期間関与する組織である。今後，教員育成指標と研修計画に基づいた研修が実施されていく中でも，大き

な役割が期待されている。独立行政法人教職員支援機構の調査 1)によると，教育センターは教員の育成に関す

る協議会が設置された 55自治体のうち 69％において指標の策定にも関わっている。近年，教員の資質能力向上

にむけた教員研修の方策が，議論される中でも，教育センターへの期待は大きい。 

しかし，教育センターが現職教員の育成にどのように関わり，どういった成果を残したのか，あるいはどういっ

た課題，可能性を持っているのかという検討は十分ではなく，各教育センターが自身で事業評価を行う程度であ

る。そこで，現代における教育センターの機能を分析するための基礎的な考察として，本稿では教育センターの

成立や研修企画及び研修体系の構築過程を整理する。 

 

2．先行研究 

 

要約：都道府県教育センターは，教員の育成に係る養成，採用，研修というプロ
セスのうち研修の中核を担い，教職のキャリアに長期間関与する組織である。本稿

は，研究機関であった教育研究所が，研修機能を備えた教育センターに移行する

際に，どのような経緯で研修企画や研修体系を成立させていったのかを佐賀県教

育センターを事例として調査した。 

調査の結果，移行期の教育センターは，研究と研修の往還，特に研究を研修

づくりの核としつつ，学校現場のニーズを反映した教育センター独自の研修を企画

し実施していることが明らかになった。教員が自らキャリアパスに必要な職能形成

を行っていくことが必要とされる現在，教育センターが，教員の求める研修を選択

制で提供するシステムは，今後一層必要とされるものである。そのシステムの原型

が移行期に既にあったことを本稿では示した。 

 

 

 

アミカケ部分は，掲載決定後にご記入いただきます。 
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NII学術情報ナビゲータ(CiNii)によると「教育センター」がタイトルに含まれる検索結果の内，都道府県教育

センターを対象としたものは 447件であった(2019年 9月 8日現在)。その多くは教育センターの取組紹介に留ま

っており，教育センターの主な機能である研究・研修，学校に対する支援，あるいは教育センターの組織等を対

象として研究したものは 89件と少ない。また，教育センターの前身である「教育研究所」をキーワードに，同様

の検索を行った結果，都道府県教育研究所を対象とした研究は 11件であった。特に教育センターの成立につい

ては，教育センターの紹介記事の一部に沿革として書かれたものがほとんどであり，教育史の研究として書かれ

た論文は，「教育センター」「教育研究所」両方をあわせて 3件であった。さらに，現在に至る研修事業の変

遷を明らかにする研究は，神奈川県総合教育センターで書かれた 1件だけであった。このように，都道府県教育

センターを対象とした研究は少ない。 

また，教員研修をめぐる動向を整理した先行研究も少ない。これに関して前原は，研究主体が大学教員である

がゆえに，教師教育への関心が入職前教育に集中しがちである点や，免許制度により，すべての教員は入職前

に完全な職務能力を確保しているという擬制がとられるという点を，教員研修に研究的な関心が向かない構造的

な問題としている(前原 2014)。 

教員の職能成長を企図した研修の成立について，佐藤は，戦後，アメリカをモデルとした教員研修の制度と方

法が日本に持ち込まれたが，当時の現職教育は，教員の質の向上を目指した研修よりも，むしろ戦前の教育か

ら脱却するための再教育に力点が置かれたとしている(佐藤 2013)。西は，戦後間もない時代については，教育

改革の流れを早急に確定し，教員の資格の向上を図るために中央当局の企画・立案のもとに研修が行われた必

要性を認めている。そして，昭和 40年代以降については，研修事業の形態や種類が広がりを見せてきたと一定

の評価をしている。しかし，研究指定(委嘱)現職教育に見られるように教員研修行政の在り方は，以前と変わら

ず中央行政当局主導であり，行政意思の伝達・徹底が期待されていたという意味では偏りがあったとしている(西

1982)。今津は，日本に限らない，世界的な動向として，戦後しばらくは，青少年人口の増加を受けて，教員養

成の量的な拡大が必要とされたが，1970年代以降，先進諸国では教師の質の問題が注目されるようになったこ

とを指摘した。その上で，日本では 1970年以降の教員養成研究や 1980年代以降の現職研修への着目を通じ

て，教師教育において職能成長という言葉がキーワードになっていったとしている (今津 1996) 。 

これらの先行研究からは，戦後の教員研修が教員の再教育からはじまり，1970年代に入ってようやく教員の職

能成長を担う研修の様相を持つに至ったということが確認できる。教育センターが全国に展開したのも，丁度そ

の時期である。教育センターは，このような流れの中で教員の質の向上を目指した教員研修の企画を行い，体

系化を進めていったと推察される。 

そこで本稿では，都道府県教育センターの中でも後発の佐賀県教育センターに着目し，主に佐賀県立教育研

究所時代から佐賀県教育センターへの移行期にかけて出された所報や当時の研究紀要・研修資料及び周年誌を

用いて，佐賀県教育センターの成立，研修企画及び研修体系の成立過程を明らかにする。また，都道府県指定

都市教育センター所長協議会が行った研修に係る調査資料や他県の教育研究所・教育センターの文献，当時の

全国の教育研究所・教育センターを紹介した『文部時報』の記事から，佐賀県教育センターが先行して開設さ

れた他県教育センターのモデルを参照していることを確認する。これらの作業をとおして都道府県の教育研究所

が研修組織たる教育センターに移行する中で，教員研修の体系や研修企画がどのようにして成立したのかを整理

し，教育センターを中心とした，地方の教員研修の制度的な原点を明らかにしたい。 

 

3．教育センター移行期における佐賀県教育センターの設置過程 

 

各自治体の教育センター等の前身である地方の教育研究所は，教育刷新委員会が 1946年に建議した「教育

行政に関すること」がひとつの成立根拠になっている。この「教育行政に関すること」によって地方の教育行政に

は，根本的に刷新することのひとつとして教育に関する研究調査の重視が強く求められた。さらに地方教育委員

会及び地方教育研究所を設けることや，地方教育研究所が教育に関する調査研究を行い，その成果を市町村及

び府県教育当局に還元することが求められている(教育刷新委員会 1948)。 
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翌年の 3月に地方長官と師範学校長に宛てて文部省より出された通達「教育研究所開設に関する件」(発学

133号)では，師範学校に教育研究所を開設することが勧奨されている。教育研究所開設の目的としては，教育

の目的，内容，方法，教育調査，教育測定等について，その原理と実践とにわたって研究し，その研究と実証

的成果とをもって，教育にたずさわる者に有益な指導と助言をすることが書かれている。 

このような経緯を踏まえて全国各地で教育研究所が設立された。その後，教育研究所は，研修機能を充実さ

せた教育センターに改編されていく。1965年度から国は，「各都道府県が理科を含めた各教科，進路指導，教

育相談等の教育全般にわたる研修を目的とする教育研修センターを設置する場合，一施設当たり 3,000万円の国

庫補助を行ない，本格的な教育研究・研修センターの設置を奨励」(学制百年史編集委員会 1981)することとし

た。この結果，各都道府県での教育センター設置が進んだ(表 1)。この表から教育センターの移行期は，1961

年から 1981年の 20年間となる。その中で最後発である佐賀県教育センターの設置過程では，先行して設置さ

れた教育センターの組織や事業のモデルの参照が見られ，教育センターの設置過程における組織編成や研修提

供の論点が集約されていると考えられる。そこで，以下では佐賀県教育センターを例に教育センター移行期の研

修成立過程を整理する。 

 

表 1. 各自治体の教育センター開設年度 

西暦 設置数 1 2 3 4 5 6 7 

1961 1 千葉             

1964 3 神奈川 高知 茨城         

1965 1 長野 
 

          

1966 3 岩手 新潟 愛媛         

1967 3 群馬 埼玉 和歌山 
 

      

1968 4 宮城 宮崎 鹿児島 沖縄       

1969 4 秋田 奈良 徳島 大分       

1970 3 青森 岐阜 福岡         

1971 7 福島 栃木 山梨 滋賀 島根 香川 熊本 

1972 2 広島 長崎 
 

        

1973 3 石川 鳥取 岡山         

1974 2 富山 愛知           

1975 1 山形             

1977 1 三重             

1979 1 佐賀             

1981 1 京都             

1993 1 大阪(1962年には大阪府科学教育センターとして研修を実施) 

1996 1 静岡(1970年には教育研修所としてすでに研修を実施) 

2001 1 東京(1974年には 131研修を実施) 

2008 1 山口(1967年には教育研修所としてすでに研修を実施) 

※独立行政法人教職員支援機構「都道府県等センター情報」と各センターのwebから教育センターへの名称変更 

の年度を確認し作成。 

※北海道，福井県は，名称が教育研究所のまま変更されていない。 

※兵庫県については，1958年に県立教育研究所から教育研修所に名称を変更している。 

 
佐賀県教育センターの前身は，1952年に開設された佐賀県教育研究所である。この研究所は，全国で 34番

目に開設されたものである。佐賀県教育研究所設置の目的は，1952年の佐賀県教育委員会規則によると「佐賀

県教育の諸問題について研究調査を行い，あわせて教育関係者に研修の機会と便宜を与える」とされている。開

設の経緯について，初代所長である納富は，「学校の先生方から幾度か教育研究所設立の必要性を聞かされ
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た。その後 2年して僕は学校教育課長(指導課改)を命ぜられた。間もなく僕は教育研究所を設立したいと決心し

た。」(納富 1967,p.3)と述べている。教育研究所の設立については，全国的な動向も背景にあったと当然思われ

るが，それに加えて現場からの要望もあったということである。この点については，二代所長である熊谷も「そも

そも教育研究所の必要性を最初に痛感したのは現場の教職員であった。終戦直後の学校教育においては『何を

どう教えるか』は全く現場教師の自由にまかされたかつ(ママ)こうであつ(ママ)たから，教師たるものの責任がに

わかに重大」(熊谷 1968,p.3)になったと述べ，現場からのニーズがあったことを強調している。小沼は，1947 年

の教育研究所開設に関する文部省通達について，国の予算的裏づけがされなかったので，師範学校の教育研究

所は有名無実となったと述べている。しかし，「実証的研究に基づく資料によって教育実践の新しい道を開こうと

いう気運は，全国にほうはいとして起こり，それが教育行政当局を動かして地方教育研究所という機関が設立さ

れる事実となって現れている」(小沼 1964,p.46)として教育研究所の設立が行政的な思惑のみで成立したもので

はないとしている。 

当時，県の財政は非常に厳しく，新しい組織を立ち上げるには相当の困難があったと思われる。納富は，学

校教育課の前身である指導課時代にも数回，教育研究所設置のための予算要求は出されているが，成立しなか

ったとしている(納富 1967,p.3)。開設後も，教育研究所についての風当たりは厳しく，三代所長の深町は，所長

として着任した 1956年当時は，教育庁内外に「きびしい研究所無用論があった」(深町 1968,p.3)と述べてい

る。確かに，1956年度は，教育研究所の予算が前年度の 55万円から 36万 6千円へと大幅に減額され，その

翌年も 37万 5千円と微増に留まっている (佐賀県立教育研究所 1979a)。これは，当時の佐賀県の教育行政に

おいて，教育研究所の重要性が認知されていなかったことの証左である。 

佐賀県教育研究所は，昭和 30年に佐賀県立教育研究所となる。1968年まで研修は実施されることはなく，主

たる業務は研究であった。所員の数も変わることなく，実質的には，佐賀県教育研究所と同じ組織であった。 

教育センター設置の要望は，比較的早い段階から出されていた。1959年から 16年間勤務した宗所員は，

「たしか，碇所長さん時代から予算要求を出し続け，また，毎年の定期監査書にも必ら(ママ)ず懸案要望事項ら

んに書き続けてきたので，12年目にやっと年来の願望がかなえられて，敷地購入の予算もついて日の目を見

た」 (宗 1979,p.44)と記している。県議会で教育センターの用地買収が議決されたのは，1972年のことであるの

で，氏の記憶どおりであれば，1960年頃にはすでに教育センター設置の要望を出していたことになる。 

1972年に所長であった山中は，「全国的に見ても教育センター(仮称)の建設は，ほぼ完了しているようである

が，本県教育委員会は，この数年間，センターの敷地を求めて，適地を物色し，地主との話し合いを進めてき

たが，あいにくまとまらず，いたずらに時を過ごしてしまった。」(山中 1972,p1)と記している。実際には，教育セ

ンターは，この記述がなされた 7年後の 1979年にようやく落成している。 

佐賀県教育センター設置の目的は，昭和 54年に公布された佐賀県教育センター設置条例によると「教育関係

職員の研修及び教育に関する専門的，技術的事項の研究調査等を行い，並びに情報処理教育に係る生徒の実

習の利用に供し，もって教育の充実及び振興を図るため，佐賀県教育センターを設置する。」とある。教育研究

所時代の条例と比較すると研修が研究の前に置かれていることからも，教育センターが研修機関として位置づけ

られていることが分かる。 

 

4．佐賀県教育センターにおける研修の成立過程 

 

次に，佐賀県教育センターにおいて，研修がどのように形作られていったのかを整理する。教育研究所時代

は，1968年までは研修は行われていないので，それまでについては研究を中心に分析を行い，以降は研修の成

立と変遷について分析を行う。      

 

(1)戦中の教育からの脱却を目指した基底カリキュラム提供期(1952年度−1957年度)  

終戦までの佐賀県の教育研究機関については，佐賀県教育史に「昭和十年六月に創設された佐賀県国民文化

講習所を，十八年三月県教学錬成所と改称し教育課において国民精神作興の錬成機関としていた」 (佐賀県教
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育委員会 1992,p.629)とあり，国家主義的思想に基づいて研究，講習が行われていた。このことについて，教育

研究所は，戦前におけるわが国の伝統的な教育研究は，極端な精神主義，思弁主義によってその主流が占めら

れることが多かったと振り返った上で，教育を現実の社会的事実としてとらえ，その内容や方法について客観的な

考察を加えようとする実証主義の教育研究を目指したとしている(佐賀県立教育研究所 1979a) 。 

研究について，まず取り組まれたのは基底カリキュラムの開発や検定教科書の分析を中心とした研究であっ

た。1947年の学習指導要領(試案)は，経験主義に基づいており，児童生徒の生活体験に基づいて教員がカリキ

ュラムを作成する必要があった。その業務は，前節で引用した熊谷の回想にあったように現場の教員にとって

は，困難なものであった。基底カリキュラムを必要としたのは現場の教員であったのである。ここでは，単に上か

ら下への施策伝達のための研究が行われたのではなく，現場からのニーズがあって研究が始まったことを確認し

ておきたい。 

 

表 2. 教育研究所で行われた教育課程に関する研究 

(佐賀県立教育研究所 1979a,pp.28-30)より筆者が作成 

 

教育研究所が設置された 1952年度は全体では，学力分析や教科の研究を含む 6本の研究が行われた。うち

基底カリキュラムなど教育課程に関するものが 3本行われ，関連して検定教科書分析が 1本行われている。

1953年度は，18本の研究が行われ，検定教科書分析が 1本，基底カリキュラムなど教育課程に関するものが 4

本となっている。このような研究は，1957年まで続けられている(表 2)。 

研修については，この時期はまだ行われていない。佐賀県教育研究所の定員は初年度 4名，以降 6名程度

であり研究以外のことを行う余力はなかったようである。実際，1967年までは，このような定員の状況は変わら

ず，研修会や講座を開くことはできなかった。 

しかし，研究においては，所員以外との共同研究が行われたことが記録に残っている。例えば 1952年度に行

われた「検定教科書分析報告書」の作成には，執筆者の欄に「外部委員」の記載があり，所員以外の現職教

年度 執筆者 研究名 

1952 所員 外部委員 検定教科書分析報告書 

1952 所員 外部委員 佐賀県基底カリキュラム 小学校理科 1〜6年 

1952 所員 外部委員 佐賀県小学校教育課程 家庭科 5〜6年 

1953 所員 外部委員 佐賀県基底カリキュラム 小学校図工 1〜6年 

1953 所員  検定教科書分析報告書 

1953 所員 外部委員 佐賀県中学校教育課程 家庭科 1〜3年 

1953 所員  佐賀県基底カリキュラム 中学英語 

1953 所員  佐賀県産業教育総合計画一般編 

1954 所員 外部委員 佐賀県体育科基底カリキュラム 

1954 所員 外部委員 検定教科書分析報告書 

1954 所員  佐賀県産業教育総合計画部門編 

1954 所員 外部委員 青年学級教育計画 

1954 所員 外部委員 県・基底畜産課程カリキュラム 1〜3年 

1955 所員 外部委員 県基底社会科単元計画(中学校編) 

1955 所員 外部委員 県基底社会科単元計画(小学校編) 

1956 所員 外部委員 幼稚園教育課程(昭和 31年度) 

1956 所員 外部委員 小学校家庭科学習指導書(第 5・6年) 

1956 所員 外部委員 中学校職業家庭科佐賀県基底教育課程 

1956 所員 外部委員 小中学校における理科教育のミニマム・エッセンシャルズとその系統表(第一次試案) 

1957 所員 外部委員 中学校保健体育科指導計画(体育指導の手引き 運動編) 
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員が研究委員として関わったことが分かる(表 2)。また，1953年度に行われた「小中学校理科生物教材の分類学

的研究」「算数科における能力別指導の一方法」「児童の道徳性を培うもの−指標定理の統一−」の研究につ

いては，「外 応募者」と記され，現職教員が希望して教育研究所の研究に参加していることも記録に残ってい

る(佐賀県立教育研究所 1979a,p.28)。このような委員や応募者は，研究所の所員と共に研究を進めることで，専

門的な知識，技能や研究自体の進め方を学び，それぞれの所属する学校や地域の教職員に還元したとも考えら

れる。そういった意味では，教育研究所が開設されたばかりのこの時期に行われた研究には，僅かではあるが

研修的要素があったともいえる。研修会等を開くことはできなかったが，OJTに近い形で現職教員の研修を進め

ることはあったといえる。 

 

(2)学力向上を目指した学力調査の分析研究期(1954年度−1967年度) 

1957年度から佐賀県教育研究所は，佐賀県立教育研究所と改称されている。これは，地方教育行政の組織

及び運営に関する法律等の施行によるものであり，特に組織上，予算上の大きな改変があったわけではない。 

教育研究所での全国学力調査に関する研究は，1960年 1月発行の紀要に教育庁総務課及び教育研究所の速

報，報告として挙げられた「昭和 34年度算数数学全国学力調査の分析資料(小中学校編)−速報」「昭和 34年

度数学全国学力調査の分析資料(高等学校編)−速報」「昭和 34年度文部省全国学力調査報告書(国語科編)」

が最初のものである。これまで県学力調査の分析だけを行っていた教育研究所が，速報として教育庁・教育研

究所連名で全国調査の報告を行ったのは異例である。1961年度から中学校の全国学力調査が悉皆調査となるこ

とを前に，急遽県下に課題を知らせる必要があったと思われる。 

また，教育研究所が学校のニーズに応えるための教育課程研究から，組合等からは批判の声もあった全国学

力調査の分析調査に方向転換した背景には，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の成立や学習指導要

領が法的拘束力を持ったことなど，教育行政に関する国家的関与が高まったことも挙げられよう。 

1948年に成立した教育委員会法に代わり 1956年に成立した地教行法について，中嶋は，教育行政の一般行政

からの独立性，民衆統制，地方分権化という戦後教育行政改革の基本原理を否定するものであり，国－都道府

県－市町村を貫く上命下服関係を強化することとなったとしている(中嶋 2009)。加えて，それまで試案と位置づけ

られてきた学習指導要領については，1958年に学校教育法施行規則 25条が改正され，教育課程の基準と定め

られ，法的拘束力を持つこととなった。1958年版の学習指導要領は，基礎学力の充実を図るために各教科の最

低年間授業時数の提示がなされ，各学校において柔軟に教育課程編成を行うことができなくなった。 

基底カリキュラム提供期においては，学校のニーズに基づいて研究を行っていた教育研究所が，教育庁と連名

で全国学力調査の分析調査を行い，やがてそれを中心の業務としていった背景には，こういった行政の動向があ

ったと考えられる。 

研修は，この時期もまだ行われていない。しかし，基底カリキュラム提供期と同じく委員を招いての研究は行

われている。1959年度より 7回行われた全国学力調査の分析研究については，1962年度以降の 5回が委員を

招いて行われている。この外にも，生徒指導，大学入試問題分析，学習指導等の研究で委員が招かれている。

よって，全国学力調査の分析研究期にも，基底カリキュラム提供期と同じく委員にとっての OJT的な研修の場は

あったといえる (佐賀県立教育研究所 1979a) 。 

予算や人員が限られていた教育研究所は，現職教員向けの研修を実施することはできなかった。しかし，委

員として招聘され研究に携わった教員については学びの機会を提供していたといえる。 

 

(3)研修第 1期(1968年度−1972年度) 

1968年度に，教育研究所初の研修会が行われた。研修の内容は「教育評価」であった。当時の所長須古将

宏が中心となって進めた事業である。須古所長は，元理科教育センターの所長であった。理科教育センターで

は，教育研究所に先駆けて 1964年度に「小学校・中学校理科主任講習会」を開講している。こういった経緯か

ら，須古所長は，研修の必要性を強く感じていたと考えられる。また，須古所長は，教育研究所員を経験し所長



学校改善研究紀要 2020  学術研究論文 

43 
 

となった人物である。それまでの所長には，教育研究所に勤務した経験のある人物はいない。当時行われてい

た研究の価値を当事者として理解していたからこそ，研修という形で現場に還元することを発案したのであろう。 

「教育評価研修会」は，1968年度の夏季休業中に行われ，県下 4会場 2日間で実施された。受講者のニー

ズは非常に高く，夏季休業中に予定されていた定員を超えたために，冬季休業中にも追加して研修が行われた。

総参加者は 605名であった。研修の内容は，「教育評価の概観」「問題の作り方」「テスト結果の処理と解釈

の仕方(教育統計法)」「各種検査の利用(知能検査・学力検査)」であった。この研修の内容は，『教育研究所

報 4号』に詳細にまとめられ県下の学校に配布されている(佐賀県立教育研究所 1968,pp.2-8)。 

その後，教育評価研修会は，1972年度まで行われた。内容については，受講者の反応や要望を取り入れ

て，見直され，後期は評価だけではなく，「授業のシステム化」や「教育機器の特性と利用」等の学習指導の

改善も，研修の中に取り入れられている。 

 

(4)研修第 2期(1973年度−1978年度) 

「教育評価研修会」は 1972年度を最後に終了した。当時は，教育研究所から教育センターへの移行期にあ

たり，教育センター設置業務のため研修事業を行うことができなかったという(佐賀県教育センター 1999) 。この

教育センター設置の動きの中で，研修事業の準備が進められている。 

まず 1973年度には，所員の「国内留学研修」が行われている。期間は 3〜6 ヶ月で，「『先生の先生』に

なってもらうために，広島大学，大阪府科学教育センター，東京都立教育研究所，千葉県教育センター，千葉

県特殊教育センター等へ，それぞれ自分の担当教科・部門と関係深い所を選択して自己研修に取り組んだ」 

(佐賀県立教育研究所 1979a,p.12)とある。この「国内留学研修」以外にも先行して教育センターが設置された

鹿児島等への視察が行われている。視察の成果として，川添所員は，短期研修，長期研修共に全て教員が希

望して受講する制度になっていることや，研修講座は，「行政的政策的管理制ではなく，学問研修の目的を生か

すために，センターが中心となって企画・運営」(川添 1973,p.7)していることを報告している。 

さらに教育センター設置後の研修計画の立案のために，県下の小・中・高等学校に対して，どのような研修を

希望するかというアンケートも行われた。 

財政上の問題で教育センターの設置は遅れたが，研修事業の必要性は早くから認識されており，教育センタ

ーの設置に先立って準備が行われ，1976年度から研修事業が開始されている。 

 

表 3. 1976年度実施の研修講座  

講座名 種別 

1 小学校精神薄弱教育新担当講座 特殊教育 

2 中学校精神薄弱教育新担当講座 特殊教育 

3 小学校算数指導講座(A) 教科 

4 小学校算数指導講座(B) 教科 

5 心身障害児就学指導講座 特殊教育 

6 高等学校国語科指導講座 教科 

7 中学校英語教育講座 教科 

8 高等学校英語教育講座 教科 

9 小学校低学年国語科講座 教科 

10 小学校高学年国語科講座 教科 

11 中学校教育相談研修講座 教育相談 

12 高等学校数学教育講座 教科 

(佐賀県立教育研究所 1979a,p.26)より筆者が作成 
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表 4. 1978年度実施の研修講座 

  講座名 種別   講座名 種別 

1 小学校低学年国語 教科 14 中学校国語科指導 B 教科 

2 小学校中学年国語 教科 15 中学校数学科指導 教科 

3 小学校高学年国語 教科 16 中学校英語科指導 教科 

4 小学校低学年算数 教科 17 中学校特殊教育基礎 特殊教育 

5 小学校中学年算数 教科 18 中学校教育相談基礎 教育相談 

6 小学校高学年算数 教科 19 学校経営(中学校) 学校経営 

7 小学校特殊教育基礎 特殊教育 20 生徒指導講座 生徒指導 

8 幼稚園・小学校教育相談基礎 教育相談 21 高等学校国語 教科 

9 教育評価(小学校) 教科 22 高等学校数学 教科 

10 教育工学(小学校) 教科 23 高等学校英語 教科 

11 小・中学校教育相談 教育相談 24 高等学校社会(世界史) 教科 

12 心身障害児判別就学指導 特殊教育 25 高等学校教育相談基礎 教育相談 

13 中学校国語科指導 A 教科 26 重度・重複障害児教育 特殊教育 

(佐賀県立教育研究所 1978b,p.10)より筆者が作成 

 

1976年度に 12講座で実施された研修は，1978年度には，教育センターの開設に向けて所員が 13名から 22

名に増員され(佐賀県立教育研究所 1979a)，26講座となった(表 3，表 4)。小学校国語は，1976年度の時点で

受講希望者が定員の 6.6倍と多く，1978年度には 3講座の設定となっている。全体的に見ても，希望者が多く

(表 5)，小学校算数や中学校国語も同様の経緯で講座数が増えている。 

 

表 5. 研修講座希望者数の推移 

年度 講座数 定員 申込者数 参加者数 

1976 12 469 752 419 

1977 16 726 1485 700 

1978 26 918 1646 969 

(佐賀県立教育研究所 1979a,p.7) 

   

このように受講者のニーズから設定が増やされた講座がほとんどであるが，中には「中・高等学校生徒指導」

や「中学校数学」のように，県教委学校教育課から移管された研修もある。教育センターの開設に向けて，教育

研究所の研修機能が強化され，従来学校教育課が主管していた研修が教育研究所で行われるようになった結果

である。 

しかし，これらの研修は，移管されると同時に研修内容の見直しが行われている。例えば「中学校数学」に

ついては，「学校教育課主管の数学現代化講座がなくなるのでその肩代わりの感があるが，内容は現代化講座

と異なり，具体的な指導方法や研究発表など実践に結びついた内容が中心となる」 (佐賀県立教育研究所 

1978a,p.7)という見直しがなされている。現場のニーズに応えるべく，教育研究所の研究成果を活用した，より実

践的な研修を志向したことがうかがえる。 

1979年にまとめられた『佐賀県立教育研究所 27年のあゆみ』では，研修後のアンケートの回答に，「講座を

受けてみて，研究所の研究紀要が出ていることを初めて知った。」というようなことが多く書かれていることに触

れ，研究を現場に返すことや研修担当所員の研究の重要性が述べられている(佐賀県立教育研究所 1979a,p.8)。

また教育研究所最後の所長であった杠は，所報に寄せた文章の中で「研究結果を，研究紀要や指導資料にまと
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めるだけでなく，これらを教材化して研修講座に提供します」として，研究と研修の一体化を構想していることを

示している(杠 1979,p.2)。同所報の「佐賀県教育センターの事業概要」にも，研修は「調査研究の成果や教育

情報等を活用して，研究内容，方法に一層の充実と改善を図る」と定義されている。また，研究については，

「研修の一体化，現場への 元(ママ)が十分に行われるようにする」と書かれている(佐賀県立教育研究所

1979b,pp.3-4)。 

 

(5)佐賀県教育センター開所後(1979年度以降)  

1979年度に佐賀県教育センターが開所された。1979年度の研修講座は，60講座であった。講座種別ごとに

見ると以下のようになっている(表 6)。開所前と比べた顕著な変化は，研修が倍増したことである。この背景には

教育センターの開設に伴い，教育研究所時代よりも人員が 22名から 29名に増え，より受講者のニーズに応えら

れるリソースが確保されたことがある。この 3年後には，理科教育センター2)が教育センターに統合されるが，そ

の人員や機材，研修ノウハウも教育センターに吸収され，理科教育センターの研修事業も教育センターで実施さ

れることになった。 

 

表 6. 1979年度実施の研修講座種別  

  研修講座種別 年間実施数   研修講座種別 年間実施数 

1 幼稚園 2 9 学級経営 3 

2 小学校教科 9 10 特殊教育 7 

3 中学校教科 6 11 生徒指導 2 

4 高等学校教科 5 12 教育相談 6 

5 教育評価 2 13 学校経営 3 

6 図書館教育 3 14 教育工学 4 

7 道徳 3 15 へき地教育 1 

8 特別活動 3 16 進路指導 1 

『佐賀県教育センターの 20年のあゆみ』より筆者が作成 

 
これらの研修の設定においては，国立，私立を含む県内すべての小中高，盲，ろう，養護学校を対象として

「研修についての希望調査」が行われている。そのニーズにできるだけ応えることができる形で教育センターは

整備され，研修は設定された。種別毎に見ると，教科では，小学校の教科が最も年間実施数が多く，高等学校

が少ない。小学校教科の講座は教育研究所時代から受講希望者が多く，講座数を増やした結果である。 

研修の体系化については，研修の種別を増やすという横の広がりは見られたが，教員の経験の多寡に基づく研

修設定は，教育相談基礎と教育相談専門，図書館教育基礎と図書館教育専門等の限られたものしかなかった。

また，経験や分掌による悉皆研修も見られない。 

教員研修の体系化について，灰谷は，1979年に都道府県指定都市教育研究所長協議会が，都道府県教育セ

ンターに対して研修の体系化の進捗状況について調査を行った結果等を元に，「全国の大勢は研修の体系化の

方向に着実に向かっている」とした(灰谷 1982,pp.124-127)。灰谷が参照した 1979年の調査では，「実施」が

8，「検討中」が 14，「未実施」が 25 となっている。その後 1985年の同調査では，佐賀県を含む 14府県に

ついて調査が行われ，体系化について「完了」と回答した自治体は 4，「進行中」が 5，「未着手」が 5 とな

っており，最初の調査から 6年が経過しても，まだ研修の体系化がなされていない自治体があることが分かる。

佐賀県は「未着手」と回答し，「学校教育課とは，経 5年あるいは教育課程研修等を中心に，61年度あたりか

ら体系化，あるいは連携のあり方を話し合う」と付記し，次年度から検討に入ることを示している。(都道府県指

定都市教育研究所長協議会 1985,p.55)。 

                    
5．考察 
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(1)成果 

これまでの調査・分析から，佐賀県教育研究所の教育センター移行期における研修成立過程の特徴を整理

し，他県教育センターの移行期の状況と比較しながら 3点にまとめる。 

1点目は，研究と研修の往還，特に研究を研修づくりの核としたことである。現在でも佐賀県教育センターで研

修を企画する場合，教育センターの研究成果を研修に反映させる。これは，全国の教育センターでも多く用いら

れている研修企画の方法である。それが既に教育研究所から教育センターへの移行期に行われていたということ

である。佐賀県だけではなく，例えば岐阜県教育センターでは，研究の重点のひとつとして，「研修事業と有機

的な関連を保ち，その成果を研修に生かす」ということが示されている(松尾 1973,p.84)。宮崎県教育研修センタ

ーでも，研修事業の基本方針として「研究内容と方法の一元的研修化をはかる」として，「研究事業の成果

が，研修事業として発展する」ことを企図している(一政 1973,p.83)。青森県教育センターでも，「センターが発

足した昭和 45年以来，『研究に裏打ちされた高度な研修』が合言葉」であったという(青森県教育センター 

1980,p.25)。 

1968年に都道府県指定都市教育研究所長協議会は，教育センター(教育研究所)を対象に研修事業の実態調

査を行っている。1968年の時点で研修を実施している教育センター(教育研究所)は，32県 6市である。調査項

目には，「研修と研究の連けい」が挙げてあり，28教育センター(教育研究所)が，「研究の成果報告書を翌年

度の研修内容に入れる」と回答している。また「研修の実態反応反省をさらに次の研究に発展させる」と回答し

た教育センター(教育研究所)も 20あり，研究と研修の往還が図られていたことが分かる (都道府県指定都市教育

研究所長協議会 1968,p.9)。これは，教育センターが教育研究所という研究機関を前身とすることによるものであ

る。授業改善や学校改善に活用される研究成果を生み出すことを使命としていた教育研究所が，研修機関になっ

た時に，それまでの事業の中心であった研究を軽視することがあるはずがない。むしろ青森県教育センターのよ

うに「研究に裏打ちされた高度な研修」を志向したのは当然のことである。 

2点目は，学校現場のニーズを反映した教育センター独自の研修を企画し実施していることである。移行期に

おいて，佐賀県教育センターは，先行して開設された教育センターの視察を行い，研修内容や方法について事

例を収集したり，県内の全教員に対してアンケートを行い，学校現場でどのような研修が求められているのかニー

ズの把握を行ったりしていることが確認できた。他県でも，移行期には，神奈川県のように他県の教育センター

や民間企業の研修所の視察が行われている(神奈川県教育センター 2014)。また，青森県教育センターでは，県

教委指導課の研修を引き継ぎセンターで実施するにあたっては，受講者の感想や受講者数の増減を指標として内

容の見直しが行われている(青森県教育センター1980)。秋田県では，センター設置 1年目から研修実施後のアン

ケートを行い，「できるものはすぐ次の講座に取り入れて運営の改善を図ってきた」とされている(寺田

1971,p.1)。 

3点目は，近年特に政策課題とされている研修の体系化は教育センターへの移行期には行われておらず，

1980年代の後半から行われていることである。佐賀県教育センターは，移行期においては受講者のニーズに応

じた研修を限られたリソースの中で成立させることで精一杯であった。佐賀県教育センターでも準備期間から教育

センターの開設まで 4年間を見ると，最初は 12講座であった研修が徐々に増やされて開設時には 60講座となっ

ている。この大幅な増加を支えたのは 13名から 29名に増えた所員である。しかし，29名に増えたとはいっても

一人あたりの担当講座数は倍増している。この状態で体系化まで進めることはできなかった。先行して教育センタ

ーとなった他県では，千葉県のように，1971年の時点で，キャリアステージを意識した悉皆研修と選択制の希望

研修を組み合わせた研修体系を作り上げている県もある(池田 1971)。しかし，このような県は都道府県指定都市

教育研究所長協議会の研修体系に係る調査に見られたように少数である。多くの都道府県教育センターは佐賀県

と同じでニーズに応じた研修の種類を増やすことはできても，それらの研修を自治体内の他の研修主体と連携し

て整理し，すぐに体系化することはできなかったのである。 

これらのことから，移行期の教育センターでは，所員が研究によって明らかにした教員として身につけるべき知

識・技能を伝えるという目的を持ちつつ，体系化よりも，まずは，受講者が何を求めているのかということを意識
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して研修企画が行われていたといえる。前出の都道府県指定都市教育研究所長協議会の調査にも，「どのよう

な研修がよろこばれているか」という項目があり，研修内容・期間・研修方法・講師について調査が行われて

いる。このような項目について 1968年の時点で全国調査が行われていることからも，教育センター移行期に，受

講者のニーズに応える研修企画が求められていたことが分かる(都道府県指定都市教育研究所長協議会 

1968,p.12)。 

悉皆研修が多い学校教育課等が実施する研修と比較して，教育センターの研修は，その成立時からすでに選

択研修を多く取り入れていることからもニーズが優先されたことが分かる。受講者を指定し一斉に研修するシステ

ムではなく，受講者が研修を選択するシステムとしたことには，教員研修を巡る当時の状況が理由のひとつとして

考えられる。 

戦後の行政研修は，教育改革を定着させるために教育指導者講習(IFEL)や免許状認定講習等の受講者が指

定される研修が多かった。学習指導要領に関しては，それまで試案として示されていたものが，1958年の改訂

以降，法的な拘束力を持つと解釈されるようになり，伝達講習会が行われている。このようなことから，当時の行

政による研修は上意下達の印象が強い。 

そのような中で，公の研修機関の必要性を国が示し，教育センターの設置が推奨された 1965年前後は，民

間教育研究団体の隆盛期である。民間教育研究団体とは，教師教育研究ハンドブックでは「官製研修ではな

く，学会とも異なる，教師たち自らの自主研修として学習指導要領を相対化した教育課程(教育目標や内容)，ま

たは独創的な教育方法を開発するような教育研究運動の諸団体」(金馬 2017,pp.298-299)とされている。このよう

な民間教育団体の研修が教員に受け入れられたことに対して公の研修を成立させるためには，一方的な悉皆研

修のシステムだけではなく，現場の声を反映した教員に求められる研修システムを構築する必要があったというこ

とである。行政由来の伝達重視の研修だけではなく，研究所由来のニーズを重視し，教員である所員の研究と

連動した研修を選択的に提供することが，組織成立の時点から教育センターには求められた。 

「学び続ける教員像」という言葉が示され，教員が自らキャリアパスに必要な職能形成を行っていくことが必要

とされる現在，教育センターが，教員の求める研修を選択制で提供するシステムは益々必要とされるものであ

る。そのシステムの原型が移行期にすでに形作られていたことを本研究では明らかにすることができた。 

 

(2)課題 

今後の課題としては，都道府県の教育センターで教員研修が体系化される過程を明らかにする必要がある。

本稿では，体系化の起点が 1980年代にあることは示すことができた。これは，1978年の中央教育審議会答申で

「教員がその年齢や経験に応じて適時，適切な内容・方法により研修を受けられるようその体系的な整備を図

る」ことが指摘され，1981年の臨教審第二次答申でも初任者研修の実施や現職研修の体系化が示されたことに

関係するものであると考えられる。しかし，それ以前に早くから研修を体系化している教育センターもあり，そうい

った教育センターは，どのようにして早くから体系化をなしえたのか，明らかにしたい。また各教育センターがど

のように体系化に取り組み，それまでの受講者のニーズを捉えつつ，所員の研究を核としながら作り上げてきた

研修とどのようにバランスをとったのかについても，調査を進めていきたい。 

 

註 

1)  独立行政法人教職員支援機構 「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標策定に関するアンケ

ート調査結果」(2017年 5月)による。https://www.nits.go.jp/research/result/001/006.html (2019年 6月 29日最終

アクセス) 

2)  教育センターは，その前身を教員研究所と理科教育センターとするものが多い。国は，科学技術振興のため 1960年度

から 5年間，各都道府県が理科教育センターを設置する場合，施設費について補助を行った。その結果，この時期全国に

理科教育センターが次々と誕生することになった。 
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１ ．背景と目的 

 

  本研究の目的は，アマチュアとしてスポーツ競技に取り組んでいる社会人（以下，社会人スポーツ競技者）の

部活動への招聘の在り方を検討することである。具体的には，社会人バドミントン1）競技者2）を対象とした調査を実

施し，中学校や高校におけるバドミントン部3）への招聘の在り方の検討を行う。 

2018年 3月，スポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が示され，部活動改革の

流れが本格化している。また，教員の「働き方改革」という文脈の中においても部活動の問題が取り上げられて

いる4）。このような近年の部活動改革の流れを内田（2017:p.151）は「文科省がいよいよ本気で部活動の改革に乗

り出した」と評している。スポーツ庁が示したガイドライン前文の主旨は，部活動の教育的意義5）を認めた上で，

部活動の持続可能性を高めようとしていることに収斂される。 

部活動の持続可能性を高めるための方策の一つとして，学校及び教員の現体制では部活動の維持が難しいた

め，外部指導者の活用について論じられている（青柳ら 2013）。また，外部指導者の活用が健全な青少年の育成

に有用である点も指摘されている（Aoyagi et al. 2013a）。外部指導者の活用については，1997年の保健体育審

議会答申で初めて示され，次第にその活用が広まってきた。外部指導者は，顧問の教員と連携・協力しながら部

活動のコーチ等として技術的な指導を行うものである（スポーツ庁 2017a）。しかしながら，外部指導者に関する

制約として，大会等への引率を単独で行うことができず，顧問の代替とはなり得なかった。そのため，2017 年 4

月，文部科学省は学校教育法施行規則を一部改正し，新たに部活動指導員を制度化した（スポーツ庁 2017b）。

新設された部活動指導員は，顧問に就任することができ，技術的な指導にとどまらず，大会等への引率も可能とな

学術研究論文 

要約：昨今，部活動に関して外部指導者や部活動指導員の制度化が行われてき

ているものの，先行研究において，どのような人物を招聘するかという点については

十分に論じられていない。そこで，本研究は社会人スポーツ競技者に着目し，彼ら

の部活動への招聘の在り方の検討を行った。具体的には社会人バドミントン競技者

を対象とする調査の結果，バドミントン部への「練習参加」の関与意欲が高いこと，

バドミントン部とバドミントン以外の運動部という種目の違いの方が関与形態の違い

よりも関与意欲へ大きく影響を与えていることが明らかとなった。そのため，社会人

スポーツ競技者の招聘に際し，彼らの競技するスポーツ種目に対応した部活動へ

の「練習参加」という関与形態が効果的であることが示唆された。社会人スポーツ

競技者の「練習参加」は，生徒にメリットがあるだけでなく，教員の働き方改革に

も繋がり，部活動の持続可能性を高め得ると考えられる。 
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る（スポーツ庁 2017a）。なお，部活動指導員が創設されても，外部指導者は従来通り活用していくことが想定さ

れている（スポーツ庁 2017a）。 

これを受けて，神戸市教育委員会においては 2017年度より全市立中学校に部活動指導員である「外部支援員」

の配置を進めた6）。また，国レベルでは 2018年度文部科学関係概算要求において，部活動指導員配置促進事業

のための費用が新規に計上された（文部科学省 2018）。しかしながら，予算措置がなされても神戸市の例のよう

に，部活動指導員の活用が今後順調に進んでいくことは容易ではないと推測される。なぜなら，既存の制度として

の外部指導者の活用がこれまで進んでこなかったためである。運動部の数に占める外部指導者の割合は，中学校

で約 25％，高校で約 11％にとどまっている（スポーツ庁 2017c）。部活動指導員と外部指導者は，異なる職種で

あるが，部活動にいわば学校外部から関与する者であるという点において両者は共通している。そのため，外部

指導者の活用に関わる課題は，部活動指導員の活用においても今後課題となってくることが推測される。 

 

２ ．先行研究の検討 

 

 外部指導者の活用に関わる課題として，中澤（2017:p.131）は「生徒の多様な欲求に応じつつ，学校の規模や

特徴，地域性にも応じながら指導できる人材を育成すること，そうした人材を確保・配分するシステムをつくること，

そのための財源を確保すること」を指摘している。同様に，内田（2017:p.214）も，予算面の課題について，「教

員の不払い労働（厳密には平日が不払いで土日が最低賃金以下の労働）によって成り立っている」ことを指摘す

るとともに，人材面の課題について，「放課後の時間帯に仕事を終えて生徒の面倒を見に来てくれる人は，そう簡

単には見つからない」ことを指摘している。このように外部指導者の活用に関わる課題は，大きく人材的課題と財

政的課題の二つに整理できる。そして，人材的課題に関わる先行研究として，外部指導者の活用を促進させるた

めの環境整備についての研究（大勝 2014；青柳ら 2013；青柳ら 2015；西島 2015等），外部指導者と学校や顧問

との関係の在り方についての研究（加賀ら 1998；藤原 2012；青柳ら 2015；的地ら 2016；長澤ら 2017等），外部

指導者として招聘するにあたっての人物についての研究（青柳ら 2013；青柳ら 2014；Aoyagi et al. 2013b）等が

挙げられる。ここでは，本研究の目的を踏まえて，外部指導者として招聘するにあたっての人物についての研究を

中心に検討を行う。 

青柳らは，全国の外部指導者を対象とする調査を実施し，外部指導者の部活動関与の促進要因と阻害要因を明

らかにしている（青柳ら 2013）。促進要因として，競技が好き，楽しい，勝たせたいなどのポジティブな感情に関

する項目，部員の成長に関する項目，協力的な顧問，自分自身の成長，指導できる環境のあることが挙げられ，

阻害要因として，部員の特性や意欲に関する項目，外部指導者自身の指導力不足，制度による制限，指導環境に

関する項目が挙げられている。阻害要因として外部指導者自身の指導力不足が指摘されていることから，外部指

導者には担当する部活動のスポーツ種目にある程度精通した人物が求められる。したがって，担当する部活動の

スポーツ種目に関する経験を持っているような人物を部活動へ招聘する必要があるといえる。学校（顧問教員）側

の視点からの研究として，Aoyagi et al.は，顧問教員に対する調査から，外部指導者の採用等に関する課題を明

らかにしている（Aoyagi et al. 2013b）。顧問教員が外部指導者に期待する資質として，人間性，技量，協調性，

属性，信用を挙げている。技量以外の人間性，協調性，属性，信用は，外部指導者の内面に大きく関係する資質

であるといえるのに対して，技量はスポーツ種目に関する専門性を意味し，他の資質とは異なり，ある程度客観的

に知ることができる。例えば，あるスポーツ種目の競技歴，大会（試合）での成績，指導者資格の有無等は，人

間性等と異なり外的に把握できるものである。部活動へ招聘する人物の内的な資質も重要な側面ではあるものの，

厳格な選考を経ている訳ではないため，その点を見極めることは厳しいであろう。一方，客観的に把握可能な資

質は書類選考等でも確実に把握できる。これらの点を踏まえると，少なくとも部活動へ招聘する人物の技量は最低

限担保しなければならないといえる。また，青柳らは外部指導者となる可能性のある人物を「潜在的外部指導者」

と呼び，「潜在的外部指導者」を対象とする調査を実施し，その社会人口統計学的特徴を明らかにしている（青柳

ら 2014）。その特徴として，「男性，若年者，就業者，大学生，既婚者，教員免許所持（取得予定）者，指導資

格保有者」であることを挙げている。このような特徴を持つ人物を的確に把握して，部活動への招聘に繋げていく
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必要がある。そのために，青柳らは教育行政や学校からの情報発信を求めているものの，内田（2017）が指摘す

るとおり，このような人物を見つけ出すことは容易ではない。 

現在，運動部活動の顧問の中で，「担当教科が保健体育でない」かつ「現在担当している部活動の競技経験な

し」の教員は，中学校で 45.9％，高校で 40.9％にも上る（日本体育協会 2014）。また，部活動の顧問の配置につ

いては「全員があたることを原則としている」との学校が 87.5％も存在する（スポーツ庁 2016）。そのため，個々

の教員はそのスポーツ種目に関する競技経験の有無に関係なく部活動の顧問を引き受けざるを得ない状況にある。

つまり，中澤が「スポーツ経験のない教師が，運動部活動の顧問を任され，指導ができないばかりか，負担に感

じるケースは少なくない」と指摘する実態にある（中澤 2017:p.131）。そのため，外部指導者や部活動指導員の活

用においても，教員が直面している問題と同様のミスマッチが起こることで，今後これらの活用に支障が生じかね

ない。そもそも，外部指導者には部活動における「管理運営」よりも「技術指導」が特に期待されている（森田

2012）。しかしながら，実際に，外部指導者の専門とするスポーツ種目と担当する部活動種目が必ずしも一致せず，

専門外のスポーツ種目を教える外部指導者の存在が確認されている（長澤ら 2017）。このようなミスマッチは，生

徒（学校）にとっても，外部指導者にとっても決して望まれるものではない。 

したがって，先行研究の知見を踏まえると，担当する部活動のスポーツ種目に関する技量を持つ人物を部活動

に招聘することが重要であるといえる。しかしながら，スポーツ種目に関する技量を持つどのような人物を想定して，

どのように部活動に招聘すべきかについての研究は管見の限り見当たらない。特に部活動指導員は教員に代わっ

て顧問として部活動の「管理運営」をしていくことも期待されている。彼らの競技するスポーツ種目に対応した部活

動であるか否かは，その「管理運営」の在り方をも左右する要素であろう。 

また，先行研究においては，スポーツ経験とスポーツ参加の関係についても明らかにされており，「学生時代の

スポーツ経験が学校卒業後のスポーツ参加を動機づけ，その後のスポーツ参加を左右する大きな要因になってい

ることは疑いえない」（入口ら 1984:p.50）というように，過去のスポーツ経験がその後のスポーツ参加に大きく影

響を及ぼすことが指摘されている（二宮ら 1991；金崎 2000等）。この点に関して，渡辺（2005）は，社会人サッ

カー競技者を対象とする調査から，過去のサッカー経験が現在のサッカー競技への参加に大きく影響を与えてい

ることを指摘する。これらの先行研究を踏まえると，その部活動の種目に関する技量を持つ人物を部活動に招聘す

るにあたっては，「技術指導」及び「管理運営」に加えて，部活動の練習に社会人スポーツ競技者が参加する「練

習参加」という形態も有効であると考えられる7）。 

以上を踏まえて，本研究においては，スポーツ種目に関する技量を持つ人物として，学校の地域に存在しうる社

会人スポーツ競技者に着目し，彼らを対象とした調査を通して中学校や高校における部活動への招聘の在り方を

検討する。 

 

３ ．調査の概要8）  

 

（1）質問紙調査 

  1）対象者 

  2018年 1月～3月に H県内の社会人バドミントン競技者を対象とし，バドミントンの練習が実施されている場所

へ著者が赴く形での集合調査法による自記式質問紙調査を実施した。調査実施場所として，バドミントンの練習が

行われている「総合型地域スポーツクラブ」9）がある公立小学校 4箇所（A市内 1箇所及び B市内 3箇所），社

会人クラブチームが練習している体育施設 3箇所（全て B市内）を選定した10）。それぞれの調査実施場所で，ま

ず，本研究の趣旨を説明し，調査協力の同意が得られた社会人バドミントン競技者へ質問紙を配布した。回答を

記入してもらった後，その場で回収を行った。 

2）調査内容 

①回答者自身に関する項目 

性別，バドミントン競技歴，年代，職業等の項目を設定した。 

②部活動の在り方に対する認識 
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部活動の「技術指導」の担い手及び対価，部活動の「管理運営」の担い手及び対価等についての認識の項

目を設定した。 

③部活動への関与意欲 

バドミントン部の「技術指導」，「管理運営」，「練習参加」に対する意欲，バドミントン以外の運動部の「技術

指導」，「管理運営」，「練習参加」に対する意欲等の項目を設定した。 

 

（2）面接調査 

  1）対象者 

2018 年 7 月～8 月，社会人バドミントン競技者に対し，本研究の趣旨を説明し，調査協力の同意が得られた 5

名に半構造化面接法によるインタビューを実施した。調査対象者は，性別及び年齢を考慮した A氏（60代男性），

B氏（40代女性），C氏（30代男性），D氏（30代女性），E氏（20代男性）の 5名とした11）。 

2）調査内容 

バドミントン部の「練習参加」に対する考えとして，参加の頻度，それぞれの練習形態12）（基礎練習，ノック練

習，ゲーム練習）への参加の程度，参加することの意義等を設定した。 

 

（3）倫理的配慮13） 

質問紙調査，面接調査ともに，協力は任意であること，回答結果は個人が特定されない形により，論文等で公

表されることを説明した。また，一定期間経過後は，質問紙調査及び面接調査の全ての記録は適切に破棄される

ことを説明した。 

 

（4）分析の方向性 

質問紙調査については，単純集計の後，部活動への関与形態（「技術指導」，「管理運営」，「練習参加」）によ

る意識の相違，バドミントン部とバドミントン以外の運動部の意識の相違に関する比較を行う。面接調査については，

対象者の「練習参加」に対する考えの質的な検討を中心に行う。 

 

４ ．結果と考察 

 

（1）質問紙調査 

  1）対象者の属性 

質問紙は 104名から回答が得られた。調査対象者の属性を表 1 に示す。対象者は男性 49名（47.1％），女性

55名（52.9％）であった。バドミントン競技歴は平均 19.1年であった。年代は 50代が最も多く，平均 46.8歳であ

った。職業は会社員（36.5％）が最も多く，主婦主夫（22.1％）が続いた。 

2）部活動の在り方に対する認識 

部活動の在り方について，部活動の技術指導を行う「技術指導」と技術指導以外のマネジメントを行う「管理運

営」に分けた。その上で，それぞれの役割を担うべき人として「教員」，「教員以外の学校職員」，「保護者」，「外

部指導者等」，「その他」を設定し，その人への対価として，「無償」，「最低賃金より低め」，「最低賃金程度」，「最

低賃金より高め」，「その他」を設定した。表 2に結果を示す。 

①部活動の「技術指導」 

a部活動の「技術指導」を担うべき人 

部活動の「技術指導」を担うべき人として，「外部指導者等」68 名（65.4％）が最も多く，「教員」9 名
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（8.7％），「教員以外の学校職員」5名（4.8％）が続いた。以上から，「外部指導者等」が「教員」や「教

員以外の学校職員」に比べて，部活動の「技術指導」を行うべきだと捉えられている実態が明らかとなった。 

b部活動の「技術指導」を担うべき人への対価 

部活動の「技術指導」を行うべき人への対価として，「最低賃金程度」41名（39.4％）が最も多く，「最低

賃金より高め」35名（33.7％），「無償」14名（13.5％）が続いた。以上から，「最低賃金程度」もしくは「最

低賃金より高め」の対価が部活動の「技術指導」を行うべき人に必要だと捉えられている実態が明らかとな

った。 

②部活動の「管理運営」 

 a部活動の「管理運営」を担うべき人 

部活動の「管理運営」を担うべき人として，「教員」39 名（37.5％）が最も多く，「外部指導者等」21 名

（20.2％），「教員以外の学校職員」18名（17.3％）が続いた。以上から，「教員」が「外部指導者等」に比

べて，部活動の「管理運営」を行うべきだと捉えられている実態が明らかとなった。 

b部活動の「管理運営」を担うべき人への対価 

項目 数 割合

全体 104 100.0%

性別

男 49 47.1%

女 55 52.9%

バドミントン歴

4年以下 4 3.8%

5～9年 17 16.3%

10～14年 22 21.2%

15～19年 16 15.4%

20～24年 15 14.4%

25～29年 6 5.8%

30年以上 24 23.1%

平均 19.1

年代

10代 0 0.0%

20代 3 2.9%

30代 10 9.6%

40代 26 25.0%

50代 50 48.1%

60代 8 7.7%

70代 7 6.7%

平均 46.8

職業

教員 2 1.9%

会社員 38 36.5%

公務員 14 13.5%

自営業 6 5.8%

主婦主夫 23 22.1%

その他 21 20.2%

n=104

表1．対象者の属性
項目 数 割合

教員 9 8.7%

教員以外の学校職員 5 4.8%

保護者 0 0.0%

外部指導者等 68 65.4%

その他 3 2.9%

無償 14 13.5%

最低賃金より低め 4 3.8%

最低賃金程度 41 39.4%

最低賃金より高め 35 33.7%

その他 8 7.7%

教員 39 37.5%

教員以外の学校職員 18 17.3%

保護者 4 3.8%

外部指導者等 21 20.2%

その他 3 2.9%

無償 21 20.2%

最低賃金より低め 6 5.8%

最低賃金程度 37 35.6%

最低賃金より高め 25 24.0%

その他 9 8.7%

n=104

部活動の技術指導を担うべき人（複数回答可）

部活動の技術指導を担うべき人への対価

部活動の管理運営を担うべき人（複数回答可）

部活動の管理運営を担うべき人への対価

表2．部活動の在り方に対する認識



小川：社会人スポーツ競技者の部活動への招聘の在り方 

54 
 

   部活動の「管理運営」を行うべき人への対価として，「最低賃金程度」37名（35.6％）が最も多く，「最低

賃金より高め」25名（24.0％），「無償」21名（20.2％）が続いた。以上から，「最低賃金程度」もしくは「最

低賃金より高め」の対価が部活動の「管理運営」を行うべき人に必要だと捉えられている実態が明らかとなっ

た。 

③考察 

  部活動の「技術指導」を担うべき人として，「外部指導者等」が求められている一方，部活動の「管理運営」

を担うべき人として，「教員」及び「外部指導者等」の両方が求められている。また，部活動の「技術指導」に

おいても「管理運営」においても「最低賃金程度」もしくは「最低賃金より高め」の対価が求められている。こ

れらのことから，社会人スポーツ競技者を部活動へ招聘するに際して，「技術指導」及び「管理運営」の対価を

少なくとも「最低賃金程度」にしておく必要性のあることが示唆された。 

先行研究で明らかにされているとおり，部活動は「制度」として確立したものではなく，これまで「慣習」とし

て学校に根付き，そして教員も学校業務の一環として，当然のごとく顧問を引き受けてきた。顧問は部活動にお

ける「技術指導」及び「管理運営」の両方を担い，その対価は「最低賃金より低め」の実態にある。文部科学

省の要求する部活動に関係する予算額は増加しているものの，「最低賃金より低め」にある現状と「最低賃金程

度」の間の格差を埋める抜本的な改善が求められ，この点を改善せずして社会人スポーツ競技者を「技術指導」

及び「管理運営」の担い手として招聘することは難しいと考えられる。 

3）部活動への関与意欲 

 部活動への関与形態として，「技術指導」，「管理運営」，「練習参加」を設定し，それぞれの形態について「行

いたいと思うか」という関与意欲として，「1.全く当てはまらない」から「4．よく当てはまる」までの 4件法による回

答を求めた。表 3に結果を示す。 

①バドミントン部への関与意欲 

バドミントン部への関与意欲として，「技術指導」（平均：1.74，SD：0.78），「管理運営」（平均：1.63，SD：

0.69），「練習参加」（平均：2.36，SD：0.96）となった。以上から，「練習参加」の意欲が「技術指導」の意欲

及び「管理運営」の意欲に比べて高い状況にある。 

②バドミントン以外の運動部への関与意欲 

バドミントン以外の運動部への関与意欲として，「技術指導」（平均：1.32，SD：0.56），「管理運営」（平均：

1.25，SD：0.48），「練習参加」（平均：1.38，SD：0.63）となった。以上から，「技術指導」の意欲，「管理運

営」の意欲，「練習参加」の意欲のいずれも低い状況にある。 

③バドミントン部とバドミントン以外の運動部への関与意欲の比較 

バドミントン部とバドミントン以外の運動部への関与意欲を比較した。部×関与形態の参加者内計画の二元配

置分散分析の結果，部の主効果が有意であった（F(1,103)=92.13,p<.01）。また，関与形態の主効果

（F(2,206)=28.93,p<.01），部と関与形態の交互作用（F(2,206)=29.96,p<.01）が有意であった。交互作用が有意

であったため，単純主効果検定を行ったところ，「技術指導」におけるバドミントン部とバドミントン以外の運動部

の間（F(1,103)=31.24,p<.01），「管理運営」におけるバドミントン部とバドミントン以外の運動部の間

（ F(1,103)=31.14,p<.01），「練習参加」におけるバドミントン部とバドミントン以外の運動部の間

（F(1,103)=109.66,p<.01），バドミントン部における関与形態の間（F(2,206)=39.10,p<.01）には有意な差が認め

技術指導 管理運営 練習参加

平均 1.74 1.63 2.36

SD 0.78 0.69 0.96

平均 1.32 1.25 1.38

SD 0.56 0.48 0.63

n=104

バドミントン部

バドミントン
以外の運動部

表3．部活動への関与意欲
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られた。結果を表 4及び表 5に示す。 

これらのことから，バドミントン競技者の関与意欲は，バドミントン部とバドミントン以外の運動部という種目の

違いの方が，「技術指導」，「管理運営」，「練習参加」という関与形態の違いよりも大きく，バドミントン部への関

与意欲の方がバドミントン以外の運動部への関与意欲よりも高いといえる。 

 ④考察 

バドミントン部への関与意欲として，「練習参加」の意欲が「技術指導」の意欲及び「管理運営」の意欲に比

べて高い状況にある。そして，バドミントン以外の運動部への関与意欲として，「技術指導」の意欲，「管理運営」

の意欲，「練習参加」の意欲のいずれも低い状況にある。また，バドミントン部とバドミントン以外の運動部とい

う部活動の種目の違いの方が関与形態の違いよりも関与意欲へ大きく影響を与えるといえる。以上から，社会人

スポーツ競技者の部活動への招聘に際して，彼らの競技するスポーツ種目に対応した部活動への「練習参加」

という形態が効果的であることが示唆される。 

学校教育においては教員が顧問を担うことで，教室における授業者とは異なる立場で生徒に接することがで

き，生徒との信頼関係が醸成され，それが部活動だけでなく，それ以外の指導にも活かされてきた側面がある。

これらの点を踏まえると，社会人スポーツ競技者が教員に代わって顧問を担う際にも生徒との信頼関係の構築

は重要な点であり，部活動における「技術指導」及び「管理運営」の基礎であるともいえる。そのため，社会

人スポーツ競技者は特に「技術指導」の担い手として期待されている前提があるとしても，まずは「練習参加」

によって部員の生徒とのコミュニケーションを図り，その上で「技術指導」及び「管理運営」に繋げていくことが

求められよう。 

また，学校教育における部活動の目的は，トップアスリートの育成が目的ではなく，教室では学ぶことのでき

ない先輩・後輩の人間関係や仲間と共に汗を流すことの心地よさを生徒が感じること等でもある。そのため，必

ずしも「指導者=トップアスリート」である必要はなく，先行研究により明らかにされているとおり，そのスポーツ

平方和 自由度 平均平方 F値 判定

部 主効果 54.85 1 54.85 92.13 **

誤差 61.32 103 0.60

関与形態 主効果 21.13 2 10.56 28.93 **

誤差 75.21 206 0.37

部×関与形態 主効果 11.79 2 5.90 29.96 **

誤差 40.54 206 0.20

** p <.01 390.37 623

平方和 自由度 平均平方 F値 判定

部 at 技術指導 主効果 9.31 1 9.31 31.24 **

誤差 30.69 103 0.30

部 at 管理運営 主効果 7.31 1 7.31 31.14 **

誤差 24.19 103 0.23

部 at 練習参加 主効果 50.02 1 50.02 109.66 **

誤差 46.98 103 0.46

主効果 32.10 2 16.05 39.10 **

誤差 84.56 206 0.41

主効果 0.81 2 0.41 2.69 †

誤差 31.19 206 0.15

 † p <.10 ** p <.01

関与形態
at バド部

関与形態
at バド以外の部

表4．二元配置分散分析の結果

表5．単純主効果検定の結果
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に対するある程度の経験や知見を兼ね備えた人物が適すると考えられる。その一例として，地域に存在する学

校の OB，OG等の社会人スポーツ競技者が挙げられる。本研究における調査対象である社会人バドミントン競

技者の競技歴は平均 19.1年であることを踏まえると，社会人スポーツ競技者は十分にその種目に対する知見を

備えていることが窺える。また，先行研究において，外部指導者自身の指導力不足が部活動関与にあたっての

阻害要因として指摘されていることからも，社会人スポーツ競技者のスポーツ種目と部活動種目を対応させてお

く必要がある。 

社会人スポーツ競技者はスポーツ競技とは別に職に就いていることから，部活動に携わりたいという気持ちを

持っていたとしても，「技術指導」及び「管理運営」に対して重荷に感じることも想定される。この点を踏まえる

とともに，時間的な制約も受けるため，社会人スポーツ競技者にとって，「技術指導」及び「管理運営」と比較

し「練習参加」という形態は，部活動に携わる際のハードルが下がり，関与意欲も高まることが期待される。し

たがって，社会人スポーツ競技者を部活動へ招聘するに際して，学校も保護者も「技術指導」及び「管理運営」

のみを求めるのではなく，まずは「練習参加」の依頼を行うことを選択肢の一つに加えるべきだと考えられる。 

 

（2）面接調査 

  5 名の社会人バドミントン競技者に対するインタビュー結果に基づき，バドミントン部への関与形態としての「練

習参加」についての質的検討を行う。 

1）「練習参加」に対する考え 

①A氏（60代男性：バドミントン歴約 45年） 

バドミントン部の練習には時間の許す範囲で参加したい。練習に参加するという感覚なので，参加費を払って

もいい。バドミントンで使うシャトルは高価で部の運営も厳しいと思うので，支払った参加費が運営費として，生

徒の為に使われれば良い。基礎練習，ゲーム練習には生徒と一緒に参加したい。ノック練習は球出し（ノッカ

ー）をしたい（ノックを受ける側としては年齢的に無理）。求められれば，生徒に技術的なアドバイスができる。

自分も若い生徒に混じって練習することで活力を得たい。自分の技術が生徒のためになれば大変嬉しい。生徒

とはかなり年齢が離れているので，迷惑にならない形で関わりたい。 

②B氏（40代女性：バドミントン歴約 12年） 

バドミントン部の練習に参加して自分の技術も向上させたい。特に基礎練習やノック練習に参加したい（ノック

を受けたい）。ゲーム練習にも参加するが，生徒の練習相手になれるかどうか分からない。逆に迷惑をかけるこ

とになるかもしれないが。自分の分かる範囲，自分の技術レベルでアドバイスできたらいいと思う。また，生徒

からもアドバイス的なものをもらって，自分の技術も磨きたい。教える・教えられるという固定的な関係ではなく，

フラットな関係を築いて，win-winになればいいと思う。適切な関係を築いて，生徒も大人もバドミントンを楽し

みつつ，競技力を向上させれば，体罰など起きないと思う。 

③C氏（30代男性：バドミントン歴約 18年） 

現実的には仕事の都合もあって難しいが，バドミントン部の練習に参加したい。月に 1回くらいであれば練習

に参加して，ゲーム練習ができればいいと思う。基礎練習やノック練習にも積極的に参加したい。生徒たちの練

習相手になれたらいい。それで部活を活性化することに繋がるなら。しかし，母校以外は勝手が分からない。学

校によって部のルール等が全く違うので，バドミントン部への参加が制度として整っても，母校以外に行くことに

対する不安や戸惑いはある。例えば，バドミントンを通じて知っている生徒がいれば，行きやすいとも思う。 

④D氏（30代女性：バドミントン歴約 4年） 

バドミントン部の練習には参加してもいいが，自分がバドミントン部ではなかったので一人では参加しづらい。

顧問の教員の代わりは務まらないと思う。基礎練習，ノック練習に生徒と一緒に取り組み，軽く練習できればい

いという程度の感覚。学校の先生以外の大人がいるということで，生徒に言葉遣いや礼儀作法を覚えたりしても

らえればいいと思う。それが学校外の大人が関わることの意義の一つだと思う。技術面の指導はあまりできない

が，その辺りのことを伝えていきたいと思う。 

⑤E氏（20代男性：バドミントン歴約 16年） 
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バドミントン部の練習に積極的に参加したい。基本的に土日だけの参加となるが，基礎練習，ノック練習，ゲ

ーム練習の全てに生徒と同じように参加したい。その中で気づいたことを適宜アドバイスしたい。自分くらいの年

代に対しては，生徒もそれほど抵抗なく話ができ，技術上の質問や相談もしやすいと思う。イメージとしては顧

問の先生の指示の下，技術の見本を見せたりするコーチみたいな存在。運動部顧問の先生の負担が大きいと聞

くので，ある程度コーチに任せて，先生は学校の他の仕事ができるようにしてもらえればいい。顧問の先生は必

ずしもそのスポーツの経験はないことも多いようなので。 

2）考察 

回答者はバドミントン部への「練習参加」に関して，「バドミントン部の練習には時間の許す範囲で参加したい」

（A 氏），「バドミントン部の練習に参加して自分の技術も向上させたい」（B 氏），「現実的には仕事の都合もあっ

て難しいが，バドミントン部の練習に参加したい」（C 氏），「基礎練習，ノック練習に生徒と一緒に取り組み，軽く

練習できればいい」（D氏），「バドミントン部の練習に積極的に参加したい」（E氏）とあるとおり，年齢やバドミン

トン競技歴によって，その意欲には程度の差があるといえるものの，総じて前向きである。既述したとおり，参加の

頻度に関しては，仕事によって大きく左右される。そもそも，社会人スポーツ競技者は何かに強制されて練習に参

加している訳ではない。アマチュアであるために仕事，家庭，自分の年齢・体力等と相談しながら，可能な範囲で

自発的に練習に参加している。その延長線上に，バドミントン部への「練習参加」を捉えているといえる。 

練習形態に関しては，ゲーム練習に比べて，基礎練習及びノック練習に意欲的であるといえる。基礎練習は社

会人バドミントン競技者の普段の練習でも行われるウォーミングアップの一種であり，練習前には必ず行われるも

のである。その上にノック練習やゲーム練習が位置付けられているため，バドミントンの練習に付き物である。した

がって，5名とも基礎練習に何の抵抗もなく，生徒と共に行うものと考えているといえる。その中で自然と社会人バ

ドミントン競技者から生徒に対してアドバイスがなされ，また，社会人バドミントン競技者が練習に参加するだけで

生徒にとって示範となることが期待される。ノック練習は，社会人バドミントン競技者の普段の練習で必ずしも行わ

れるものではないものの，競技力向上のために必要な反復練習の一種である。社会人スポーツ競技者は自発的

にそのスポーツに打ち込んでいるため競技力向上の意識が高い。年齢的に難しいとする A 氏を除いた 4 名は，

「特に基礎練習やノック練習に参加したい」（B 氏），「基礎練習やノック練習にも積極的に参加したい」（C 氏），

「基礎練習，ノック練習に生徒と一緒に取り組み」（D 氏），「基礎練習，ノック練習，ゲーム練習の全てに生徒と

同じように参加したい」（E氏）とあり，競技力向上に対する意識の高さが窺える。一方，A氏も「ノック練習は球

出し（ノッカー）をしたい」（A 氏）とあり，ノックを受けることは無理でもノックを出すことには意欲的である。基

礎練習と同様に，生徒へのアドバイスがなされること，社会人バドミントン競技者がノック練習へ参加するだけで示

範になることが期待される。一方，ノック練習に参加できない場合でも，熟練の A氏のような社会人バドミントン競

技者がノックの球出しを行うことは，生徒の競技力向上に大きく役立つであろう。また，「自分も若い生徒に混じっ

て練習することで活力を得たい。自分の技術が生徒のためになれば大変嬉しい」（A氏）とあり，技術を発揮する

場があることは，A氏のようなスポーツを長く続けてきた人の生き甲斐や喜びにも繋がるといえる。ゲーム練習は，

社会人バドミントン競技者の練習では中心的なものである一方，部活動では生徒数やコート数の関係から時間の

ある土日等にしか行えないものである。いわば「練習試合」であり，色々な人と対戦することで自らの技術力の向

上が目指される。社会人バドミントン競技者は，長い競技経験から技術だけでなく，試合（ゲーム）中の「駆け引

き」にも長けている。「駆け引き」はゲーム練習によってしか体感できないものである。生徒は社会人バドミントン

競技者とゲーム練習を行う中で，攻めるタイミングやゲームの流れを読む等の「駆け引き」を直接的に学ぶことが

できる。社会人バドミントン競技者だからこそ，生徒に教え伝えられるものである。 

そもそも，スポーツには，スポーツを通じた他者との出会いが期待されている（高橋 2017: pp.8-9）。社会にお

ける人間関係の希薄化が指摘される中，社会人スポーツ競技者が部活動に「練習参加」することで生じる世代を

超えた人と人との交流は歓迎すべきである。この点に関して，「教える・教えられるという固定的な関係ではなく，

フラットな関係を築いて，win-winになればいいと思う」（B氏）とあるとおり，生徒と社会人バドミントン競技者が

win-winな関係（双方にメリットがもたらされる関係）になることが望まれる。ここで，改めて生徒（部・学校）及

び社会人スポーツ競技者，それぞれが受けるメリットを検討したい。 
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生徒のメリットとしては，まず，技術的な指導を受けられる点が挙げられる。これは外部指導者や部活動指導員

を制度化する目的の一つでもある。「顧問の先生は必ずしもそのスポーツの経験はないことも多いようなので」（E

氏）とあるとおり，顧問の教員は必ずしもその部のスポーツ種目の専門家ではないため，生徒が社会人バドミント

ン競技者から得られるアドバイスは貴重なものである。社会人バドミントン競技者は生徒と同様にバドミントンプレー

ヤーであるからこそ，的確なアドバイスが可能であり，同じバドミントンプレーヤーであるからこそ，生徒もそのアド

バイスに素直に耳を傾けることができるともいえる。また，「運動部顧問の先生の負担が大きいと聞くので，ある程

度コーチに任せて，先生は学校の他の仕事ができるようにしてもらえればいい」（E氏）とあるとおり，教員の「働

き方改革」という観点から部活動に関する教員の働き方に変化をもたらす可能性が考えられる。多忙化が指摘され

ている現在の学校教育現場で，部活動に関する業務の負担が軽減されることで，教員は他の業務に時間を割くこ

とができる。例えば，教材研究等に時間をかけることで，丁寧な授業が可能となり授業の質的な充実が図られる。

さらには，教員と部活動の固定的な関係に変化がもたらされることで，教員の年齢やそのスポーツ経験に影響され

ずに部活動の運営を考えていくことができる。つまり，部活動の持続可能性を高めることに繋がるといえる。 

次に，「学校の先生以外の大人がいるということで，生徒に言葉遣いや礼儀作法を覚えたりしてもらえればいい

と思う。それが学校外の大人が関わることの意義の一つだと思う」（D 氏）とあるとおり，言葉遣いや礼儀作法な

どの社会人としてのマナーを身に付けられる点である。学校外部の大人との交流によって，生徒は意識せずとも社

会で求められる言動を学ぶことができる。また，「バドミントンで使うシャトルは高価で部の運営も厳しいと思うので，

支払った参加費が運営費として，生徒の為に使われれば良い」（A 氏）とあるとおり，社会人バドミントン競技者

からの参加費を部の運営に使うことができれば，生徒はより良い環境の下で，練習に取り組むことができる。バド

ミントン部にはお金がかかり14），A氏のいうような運営ができれば，部・学校としてもメリットが大きいと考えられる
15）。財源確保の観点から考えると，社会人バドミントン競技者が参加費を支払うものと認識している点は重要であ

る。なぜなら，社会人バドミントン競技者を「技術指導」及び「管理運営」の担い手として招聘する場合には，社

会人バドミントン競技者への対価が発生する。しかしながら，社会人バドミントン競技者に部活動へ「練習参加」

してもらう場合には，社会人バドミントン競技者に対価を支払うのではなく，逆に参加費として費用を徴収できるこ

とが示されたためである。これまでの先行研究においては，もっぱら「技術指導」及び「管理運営」の担い手を

論じていたため，その対価に関する財源確保の問題をどのように解決するのかが課題となっていた。しかしながら，

部活動への「練習参加」という在り方を検討することで，社会人バドミントン競技者からは参加費の徴収ができる

ため，財源確保に関して議論する必要性が低下することが示唆される。さらに，「適切な関係を築いて，生徒も大

人もバドミントンを楽しみつつ，競技力を向上させれば，体罰など起きないと思う」（B 氏）とあるとおり，社会人

バドミントン競技者が純粋にスポーツを楽しみつつも，競技力向上の意識を高く持ち，練習に励んでいるという雰囲

気がもたらされることで，部活動における極端な勝利至上主義の抑制ともなり，体罰16）の防止にも繋がると考えら

れる。 

次に，社会人バドミントン競技者のメリットとしては，学校の部活動が練習場所の一つになり得る点を指摘できる。

社会人スポーツ競技者には活動する場所が十分ではないという問題がある（坂上ら 2018:pp.564-566）。この点に

関して，「練習に参加するという感覚なので，参加費を払ってもいい」（A氏）とあるとおり，お金を払ってでも「練

習参加」をしたいという気持ちを持っているともいえる。これは普段から社会人バドミントン競技者が練習に参加す

る際に会費（参加費）を支払っていることを踏まえたものである。また，既述したとおり，生徒に教えること，生徒

と共に練習することは，社会人バドミントン競技者の生き甲斐にもなり得ると考えられる。 

以上のように，社会人バドミントン競技者を部活動へ招聘することは，生徒にも社会人バドミントン競技者にも多

くのメリットをもたらす可能性がある。これは，文部科学省が唱える「スポーツ立国戦略」17）という方向性とも一致

する。しかしながら，「学校によって部のルール等が全く違うので，バドミントン部への参加が制度として整っても，

母校以外に行くことに対する不安や戸惑いはある」（C 氏）というとおり，社会人バドミントン競技者が出身校以外

においても「練習参加」することが容易となるような環境整備が必要である。この点に関しては，生徒も社会人バ

ドミントン競技者も参加する市民大会等で社会人バドミントン競技者と生徒・顧問が顔馴染みになる等の関係を築

いておく必要性が指摘できる。また，社会人スポーツ競技者に学校教育活動の一環である部活動へ「練習参加」
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してもらうには，当然のこととして学校教育についての理解，スポーツ指導に求められる役割18）等に留意してもらう

必要もある。また，今後の部活動の社会体育への移行・社会体育との連携19）においても，指導者不足の問題20）

は生じることが予想され，この点においても，社会人スポーツ競技者の部活動への「練習参加」は重要な意味を

持っていると考えられる。 

 

４ ．まとめと課題 

 

社会人バドミントン競技者を対象とする調査結果から，社会人スポーツ競技者の部活動への招聘に関して，次の

点が明らかとなった。第一に，部活動の「技術指導」及び「管理運営」の担い手として「外部指導者等」が期待

されている。また，その対価として，「最低賃金程度」もしくは「最低賃金より高め」が妥当だと認識されている。

これらを踏まえると，社会人スポーツ競技者の部活動への招聘に際して，「技術指導」及び「管理運営」の対価を

少なくとも「最低賃金程度」にしておく必要性のあることが示唆された。第二に，部×関与形態の参加者内計画の

二元配置分散分析の結果，バドミントン競技者の場合は，バドミントン部とバドミントン以外の運動部という種目の

違いの方が，「技術指導」，「管理運営」，「練習参加」という関与形態の違いよりも関与意欲へ大きく影響を与える。

そもそも「練習参加」の関与意欲が高い点を踏まえると，社会人スポーツ競技者の部活動への招聘に際して，彼

らの競技するスポーツ種目に対応した部活動への「練習参加」という形態が効果的であることが示唆された。第三

に，社会人バドミントン競技者がバドミントン部に「練習参加」することで，生徒にとっては示範となり，技術的なア

ドバイスが得られるだけでなく，社会でのマナー等を教わることも期待される。また，教員の「働き方改革」にも

繋がり，部活動の持続可能性を高め得ることも想定される。一方，社会人バドミントン競技者にとっては，学校の

バドミントン部が練習場所となるだけでなく，部活動における生徒との練習は生き甲斐等の喜びに繋がることも期

待される。 

以上を踏まえると，社会人スポーツ競技者の部活動への招聘のための条件整備として，次のような点を指摘で

きる。社会人スポーツ競技者を部活動へ招聘するにあたっては，それぞれの競技するスポーツ種目に対応した部

活動の外部指導者等として依頼すべきである。外部指導者には「技術指導」が期待され，部活動指導員には「技

術指導」に加えて「管理運営」もその職務範囲に含まれるものの，いずれの場合も部活動への関与形態としてま

ずは「練習参加」を依頼することが肝要であると考えられる。「技術指導」及び「管理運営」の対価は「最低賃

金程度」を保障することが求められる。しかしながら，「練習参加」に関しては，社会人スポーツ競技者に指導し

てもらうというよりも，練習場所の一つとして学校の部活動に社会人スポーツ競技者が参加するという形態であるた

め，対価を用意する必要性は低いと考えられる。そして，社会人スポーツ競技者は「練習参加」の意欲を強く持

っていることが示唆されたため，招聘のための環境整備を積極的に行う必要がある。社会人スポーツ競技者の活

用は，学校と地域の連携・協働を謳う「チーム学校」の考え方とも一致し，今後の学校教育の方向性とも矛盾し

ないばかりか，「スポーツ立国戦略」の方向性とも一致している。また，2011 年にスポーツ基本法が制定され，

今後，スポーツがますます活発に行われていくことが予想され，部活動の社会体育化等の動きも進みつつある。

本研究で得られた知見は，これらの部活動を含むスポーツ施策の検討に際して重要な示唆を与えるものと考えら

れる。 

最後に本研究の限界について述べることとする。本研究の調査に関しては，バドミントン競技者のみを対象として

いる点や調査対象者が極めて少数である点，厳密には無作為抽出とはいえない点等を指摘することができる。し

たがって，例えば，バドミントン以外の種目の社会人スポーツ競技者を対象とした場合や調査対象者が多数となっ

た場合等では異なる結果となる可能性がある。加えて，地域によって社会人スポーツ競技者がスポーツを行うこと

ができる環境は異なるため，この点に関する検討も必要である。今後，バドミントンという種目に焦点化するならば，

他の地域も含め，より多くの社会人バドミントン競技者を対象とする調査を継続して行う必要があると考えている。

しかしながら，本研究は社会人スポーツ競技者の部活動への招聘に関しての新たな知見を含んでいるものと考え

られる。 
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註 

1） スポーツ界において，バドミントン競技は 2016年のリオ五輪で髙橋礼華・松友美佐紀組が日本史上初の金メダルを獲得

するなど，「『史上初』『〇年ぶり』と表現されるように，ここ数年の飛躍が目覚ましい」と注目を集めている。社会的関心

の高まりとともに，社会人競技者の増加やバドミントン部に対する人気の高まりが予想されるため（競技者数に関しては註

2）及び註 3）を参照のこと。），バドミントンを事例として取り扱うことに十分な社会的意義があると考えられる。 

テレ朝ポスト「バドミントン日本代表が強くなった理由。韓国人監督が課した‘‘負けた時のルール”とは」 

(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190524-00010000-asapostv-spo&p=1)2019.6.1 
2） 公益財団法人日本バドミントン協会によると，社会人の会員登録数は全国 64,805人である。また，笹川スポーツ財団の

調査によると，2016年の中央競技団体の登録競技者数では，屋内競技のうち個人種目の球技の中で卓球に次いで多いこ

とが報告されている。そして，調査対象地域の総合型地域スポーツクラブでもバドミントン種目は多く開設されている。 

公益財団法人日本バドミントン協会「会員登録者数の推移（2017年度）」 

(http://www.badminton.or.jp/nba/touroku.html)2019.6.1 
笹川スポーツ財団 HP「中央競技団体現況調査 2016」 

(http://www.ssf.or.jp/research/report/category3/tabid/1319/Default.aspx)2019.6.1 
3） 中学校のバドミントン部員は，918,240人（2014），133,232人（2015），133,771人（2016），136,507人（2017），

131,360人（2018）である。高校のバドミントン部員は 105,905人（2014），109,654人（2015），114,199人（2016），

117,998人（2017），119,931人（2018）である。このように少子化が進む状況で，バドミントン部以外の部員数の横這い

が続く中，バドミントン部に関しては，中学校では 2018年に微減するまで増加し，高校では一貫して増加している。した

がって，バドミントン部における外部指導者に関する調査研究の必要性が認識できる。 

公益財団法人日本中学校体育連盟「加盟校集計」 

(http://njpa.sakura.ne.jp/kamei.html)2019.6.1 
公益財団法人全国高等学校体育連盟「加盟登録状況」 

(https://www.zen-koutairen.com/f_regist.html)2019.6.1 
4） 讀賣新聞「部活顧問も働き方改革」2018年 2月 20日朝刊。また，内田(2018:p.28)は「教員の働き方改革のなかで

も，部活動のあり方の改善は，最優先事項である」と指摘している。 

5） 日本のようにスポーツが部活動として学校教育に属している点は，世界的に特殊な例であることが海外の研究で指摘され

ている。例えば，Miller, A.(2011)は，各国のスポーツを管轄する行政機関を比較し，日本の場合は教育を管轄する文部

科学省である点を指摘している。また，Nakazawa, A.(2014)は，日本におけるスポーツと学校教育の強い結びつきを戦

後の実態・政策・議論の変遷から明らかにしている。 

6） 神戸新聞(2017)．「部活指導に“外部コーチ”神戸市全中学校に配置」 

(https://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/201705/sp/0010192511.shtml)2019.6.1 
7） 部活動への関与形態として，先行研究においては「技術指導」及び「管理運営」が議論されてきた。しかしながら，本

研究においては，社会人スポーツ競技者が自発的にスポーツを継続して行っているという点に着目し「練習参加」という

関与形態を設定した。 

8） 鈴木(2002:p.44)は，質問紙法と面接法の併用に関して，先に質問紙法を実施し，そこでの重要な質問に対する回答の意

味について，面接法で深い情報を得ることができると指摘している。したがって，本調査においても質問紙法の後に面接

法を実施し，バドミントン部への関与形態の一つである「練習参加」についての質的検討を行った。 

9）「総合型地域スポーツクラブ育成マニュアル」（文部科学省）によると，総合型地域スポーツクラブとは「人々が，身近な

地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで，（1）子どもから高齢者まで（多世代），（2）様々

なスポーツを愛好する人々が（多種目），（3）初心者からトップレベルまで，それぞれの志向・レベルに合わせて参加で

きる（多志向），という特徴を持ち，地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ」をいう。 

10） 調査可能な練習場所を社会人バドミントン競技者から紹介してもらった。 

11） 筆者が調査対象者の性別と年代を指定して，社会人バドミントン競技者から該当する人物を紹介してもらった。 

12） 筆者が見学した公立高校バドミントン部で行われていた一般的な練習形態を踏まえ，基礎練習，ノック練習，ゲーム練

習を設定した。基礎練習はドライブ，ドロップ，クリアー，スマッシュ等のショットを二人一組で行う練習である。ノック練習

はノッカーが出す球を決められたショットで打ち返す練習である。ゲーム練習は試合形式の練習である。 

13） 調査対象者への倫理的配慮に関しては，鈴木(2002:pp.171-178)の「インフォーマントの権利を守るために」における記

載事項を遵守した。 

14） 例えば，ヨネックスの水鳥シャトル「ニューオフィシャル」は 1ダースの価格が 4750円＋税なので，シャトル 1個の価

格は約 435円である。なおかつ，シャトルは消耗品であり，公式大会においては 1回だけのラリーで新しいものに交換す

ることもある。 
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ヨネックス「シャトルコック製品一覧」 

(http://www.yonex.co.jp/badminton/shuttlecock/)2019.6.1 
15） 学校教育の一環である部活動において，社会人スポーツ競技者から参加費を徴収することの是非についての検討は他

日を期したい。 

16） 2013年の大阪市立桜宮高校体罰事件によって，体罰に対する社会的関心が高まり，体罰の絶対禁止が唱えられたもの

の，2019年 5月には尼崎市立尼崎高校での体罰が発覚するなど，未だに根絶できていない状況にある。 

17） 今後のスポーツ政策の基本的方向性を示したもの。その中でライフステージに応じたスポーツ機会の創造が指摘されて

いるだけでなく，「学校と地域の連携を強化し，人材の好循環を図るため，学校体育・運動部活動で活用する地域のスポ

ーツ人材の拡充を目指す」とされている（文部科学省 2010）。社会人スポーツ競技者の部活動への「練習参加」に関し

ては，スポーツ機会（場）の提供であるとともに，地域のスポーツ人材の活用であるといえる。 

18） スポーツ指導の際に求められる三つの役割として，例えば「正しい知識・情報の提供および啓蒙」「模範演技による示

範および監視」「アドバイスおよびカウンセリング」がある（三村 2002 :pp.4-5）。 

19） 熊本県教育委員会（2015）は，小学校の運動部活動の社会体育への移行，中学校・高校の運動部活動の社会体育と

の連携の方針を打ち出した。この点に関して，社会人スポーツ競技者の部活動への「練習参加」は，学校外部と部活動

の接点であるといえ，部活動の社会体育への移行や社会体育との連携の検討に際して，社会人スポーツ競技者は重要な

キーパーソンであると捉えられる。 

20） 岡田（1975）はかつて部活動を社会体育へ移行した明石市において，指導者不足の問題が生じていたことを報告して

いる。この点を踏まえると，部活動を社会体育化しても，指導者として社会人スポーツ競技者の活用を検討する余地があ

る。 
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１ ．はじめに 

 

  本研究の目的は，公立高校教員の働き方改革の成果指標としてのワーク・エンゲイジメントに焦点を絞り，その

規定要因を解明することである。 

2020年度から実施される大学入学共通テストや，2022年度から実施される新学習指導要領を前にして，高校の

教育現場は変革期を迎えつつある。育成すべき生徒像の転換によって，教員に求められる資質・能力も大きく変

わりつつある。本研究の調査対象自治体では，高校におけるアクティブ・ラーニングに力を入れており，これまで

の授業モデルを抜本的に変えなければならない局面にある。また，「地域とともにある学校づくり」や「魅力ある学

校づくり」の方針も高校に求められており，高校教員は地域連携・協働による地域活性化のために相当量の労力

を投入している。教育政策・事業の変化に対応するために，高校教員には新たな役割が求められ，また，その役

割が拡大している。調査対象自治体においても，高等学校教諭の平均勤務時間は平日 11時間 33分，土日 4時

間 13分とする結果が得られており，長時間勤務の実態が確認されている 1。 

今日，教員の時間外勤務時間の把握（文部科学省 2016）や長時間勤務の原因分析（青木 2019; 神林 2017; 

リベルタス・コンサルティング 2018），負担軽減やワーク・ライフ・バランス実現等に向けた様々な提案（妹尾 2017, 

2019; 中央教育審議会 2019; 藤原 2019）が行われている。各自治体も業務改善ポリシーを設定し，時間外勤務

時間の短縮に努めている。しかしながら，教員の長時間勤務の解消への道程は容易ではない。中央教育審議会

（2019）では，この 10年間，教員の時間外勤務時間が減少しなかった理由を検討するとともに，これまでとは異

なる戦略で臨もうとしている。時間外勤務時間の上限設定は，その最たるものであろう。厚生労働省が定める過労

学術研究論文 

キーワード 

ワーク・エンゲイジメント 

主観的幸福感 

働き方改革 

高校教員 

 

 

要約：本研究の目的は，公立高校教員の働き方改革の成果指標としてのワーク・

エンゲイジメントに焦点を絞り，その規定要因を解明することである。 

A 県高等学校教職員組合の協力を得て，「高校教員のやりがいに関する質問紙

調査」を実施した。教育研究大会において参加者に配布し，後日郵送で回収した。

344名の対象者のうち，206名からの回答があり，回収率は 60.6％ 2であった。 

分析結果より，高校教員のワーク・エンゲイジメントは，「授業改善の達成感」「授

業準備の達成感」「新規課題対応の必要感」「主観的幸福感」等の要因によって規

定されることが分かった。そして，考察過程を通して，教員のやりがい（ワーク・エ

ンゲイジメント）を高める働き方改革のためには，「時間」短縮よりも，「学習・研究

時間の確保」，「新規課題への対応意欲」，「実質的なワーク・ライフ・バランスの維

持」がより重要であるとする知見が得られた。 
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死の労災認定基準「1 か月当たり 80 時間以上の時間外労働（=過労死ライン）」を厳守すべきとする管理職の意

識は，10 年前にはほとんど認められないものである。また，周知の通り，『公立学校の教師の勤務時間の上限に

関するガイドライン』では，特例的な扱いを示しつつも，上限の目安時間として，「1 か月の在校等時間の総時間

から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が，45 時間を超えないようにすること。1 年間の在校等

時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時間が，360 時間を超えないようにすること。」

を設定するに至っている。 

文部科学省の方針を受け，地方教育委員会及び学校現場では，教員の働き方改革の成果指標を「時間（時間

外勤務時間）」短縮に置く風潮が強化されている。パソコンでの勤務時間管理，タイムカードの設置，学校管理職

による勤務時間調査等の徹底が進行している。「時間」は，明確に目に見える数値であるだけに，地方教育委員

会及び学校現場において優先順位の高い指標として認識されやすい。学校で実施されている勤務時間調査は，学

校内での時間外勤務時間の測定であり，持ち帰り仕事は対象に含まれない。学校での仕事を家庭に持ち帰るため，

実質の勤務時間は何も変わらず，管理強化が進行したと感じている教員も，少なからず存在する。 

働き方改革の成果指標を「時間」短縮に特化するマネジメント手法は，本当に望ましいものなのだろうか。「時

間」短縮によって，教員のやりがい等の認知的側面が抑制されるといった現象は発生していないだろうか。時間管

理が強化される以前，多くの教員は，プロフェッショナルとしての矜持を基盤として，生徒のことを第一に考え，生

徒に寄り添い，教材研究や研修に勤しんできた。上方向からの他律的な時間管理は，教員のプロフェッショナルと

しての側面，すなわち，専門性・自律性・奉仕貢献性の水準を低下させ，ひいては，やりがい等の認知的側面に

ダメージを与える可能性があるのではないだろうか。教員の職業ストレス（高木 2015）や業務負担（神林 2017）

の原因解明を試みた我が国の著名な研究では，勤務時間内－時間外に単純化した労働時間ではなく，教員が遂

行している様々な職務についての勤務時間に焦点化した上で，心理的ストレスへの影響力の解明を試みている。こ

れらの研究からは，時間外勤務時間を一律に，そして，強制的に短縮させるというアプローチよりも，各学校レベ

ルにおいて，教員がどのような職務に心理的ストレスを感じているのかを精査した上で，同僚性の活用を通して業

務改善を進め，心理的ストレスをやりがいと幸福感に転換するマネジメント手法を採用すべきことが示唆される。 

以上より，本研究では，教員の働き方改革の成果指標として，「時間」短縮ではなく，認知的側面としての「や

りがい」の設定を提案する。ただし，この概念はかなり抽象的であるため，代理指標として「ワーク・エンゲイジ

メント」の概念を用いて測定・分析・考察を行う。「時間」短縮は，教員の働き方改革の最終的な成果指標という

よりも，ワーク・エンゲイジメントの文脈変数として位置づけた方が適切であると考える。時間外勤務時間の短縮

は，持ち帰り仕事に切り替えることで，また，手を抜くことでも達成可能である。こうした概念を働き方改革マネジメ

ントの成果指標の中核に設定することは適当ではなく，学校現場の合意を得ることは困難であると考えられる。 

ワーク・エンゲイジメントとは，「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり，活力，熱意，没頭によ

って特徴づけられる。エンゲイジメントは，特定の対象，出来事，個人，行動などに向けられた一時的な状態では

なく，仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知」（島津 2014:28）を意味する。測定項目としては，「方法

（後述）」において示す 9項目測定法（日本版 UWES: Utrecht Work Engagement Scale）が有名である。ワー

ク・エンゲイジメントは，「バーンアウト」の対極にあると考えられている。また，「ワーカホリズム」と類似した概念

のように見えるが，ワーカホリズムは活動水準が高いものの仕事への態度にネガティブな傾向がある状態を示す

ため，ワーク・エンゲイジメントとは異なる概念である。職務の快適さは高いが活動水準が低い「職務満足」とも

異なる概念である。Høigaard，Giske，and Sundsli（2011）は，これらの概念間の相違を明らかにした上で，教

員のワーク・エンゲイジメントがバーンアウトと離職傾向を抑制し，職務満足を高める効果を有している実態を解明

している。 

働き方改革の議論は，公立小・中学校教員が中心であり，公立高校教員を対象とした研究や実践報告は少数

である。少子化で厳しい競争環境に置かれている高校では，学習指導，進学指導，部活動，魅力づくり等の成果

が学校の存続と直結する面がある。また，専門教育学科を持つ高校では，実験場管理・検体管理・機材管理・

農場管理等，小・中学校にはない業務を教員が担当している。働き方改革を検討する上で，公立小・中学校教員

とは異なるアプローチが必要であると考えられる。それでは，高校教員の働き方改革，特にやりがいを高めるよう
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な働き方改革はどのように進めると良いのであろうか。こうした問いに対する示唆を得るために，本研究では，調

査対象自治体を事例として，高校教員のやりがい（代理指標としてのワーク・エンゲイジメント）が一体何によって

規定されているのかを，明らかにしていきたい。 

 

２ ．先行研究の検討と研究課題の設定 

 

（1）ワーク・エンゲイジメントの規定要因に関する先行研究 

 ワーク・エンゲイジメントの規定要因は多様である。本研究では，①時間外勤務時間，②プロフェッショナ

ルとして授業力向上に臨む意識，③ワーク・ライフ・バランスの代理指標としての主観的幸福感の 3 つに焦

点を絞り，ワーク・エンゲイジメントの規定要因の探索的分析を試みる。まずは，これらの視点についての先

行研究の動向を検討する。 

 1）時間外勤務時間 

教員のワーク・エンゲイジメントに対しては，時間外勤務時間が少なからず影響を及ぼしているものと予測

される。ただし，このことについての教員を対象とした先行研究は見当たらない。勤務時間のネガティブ指標

（心理的ストレスや業務負担）への効果についての研究は多いのだが，ポジティブ指標への効果を対象とす

る研究は，管見の限り，皆無である。ただし，民間企業の従業員を対象とした調査研究としては，中原・パ

ーソル総合研究所（2018）が報告されている。時間外勤務時間 45-60時間の層までは，時間外勤務時間の

長さがエンゲイジメントを蝕む。ところが，60-80 時間の層及び 80 時間以上の層になると，エンゲイジメント

が上昇し始めるのである。時間外勤務時間とエンゲイジメントとの関係は，線形関係ではなく，U 字の非線

型関係にあることが確認されている。ただし，時間外勤務時間と情緒的消耗感は線形関係にあり，時間外勤

務時間が長いほど，情緒的消耗感が高くなる実態も，同書では示されている。 

2）プロフェッショナルとしての授業力向上認知 

教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因として，職場資源や信頼関係に着目した研究が複数報告され

ている。たとえば，教員のワーク・エンゲイジメントに対して職場資源（職務における自律性，フィードバック

の存在，職務の意義の理解，同僚・上司からのソーシャル・サポート等）が正の影響を及ぼすことが明らか

にされている（Altunel，Kocak，& Cankir 2015; Bermejo，Hernandez-Franco，& Prieto-Ursua 2013; Köse 

2016）。教員の職務に対するワーク・エンゲイジメント，すなわち，活力・熱意・没頭に特徴づけられる仕事

に関連するポジティブで充実した心理状態は，職場において自由裁量があり職務遂行の際の自律性が高いこ

と，同僚や上司からの職務遂行に対する適切なフィードバックが存在すること，職務の意義を理解できている

こと，同僚や上司からの情緒的・道具的支援が期待できること等によって影響を受けるのである。プロフェッ

ショナルとしての自律性が保障され，フィードバック等による専門性向上の機会が確保されていることが，ワ

ーク・エンゲイジメントの規定要因であると解釈できる。 

また，信頼関係（同僚・上司，生徒・保護者との信頼関係）によるワーク・エンゲイジメントへの効果を

明らかにした研究も報告されている（Gulbahar 2017）。この調査結果から，同僚・上司及び生徒・保護者と

の信頼関係の構築が，教員のやりがいの源であると解釈できる。教員が児童生徒や保護者のために奉仕貢

献し，児童生徒の成長を共有することで，また，こうした成果を同僚・上司との協働活動を通して実現するこ

とで信頼関係は醸成され，それが教員のやりがいに結合していくのであろう。ただし，先行研究では，具体

的にどのような職務が教員のワーク・エンゲイジメントを高め，どのような職務がそれを低下させているのか，

職務の具体的内容に立ち入って分析した研究は確認されていない。 

先行研究では，ワーク・エンゲイジメントを高める要因として，プロフェッショナルとしての自律性保障，フ

ィードバック等による専門性向上の機会の確保，生徒・保護者への奉仕貢献行動や同僚・上司との協働活動

を通して得られる信頼関係の影響を指摘している。これらの要因は学校組織で言えば，協働的な「授業力向

上」の実践に集約化されると考えられる。プロフェッショナルとして授業力向上についての高い意識を持ち，

同僚との協働活動を含む実践を通して達成感を認識することで，教員のワーク・エンゲイジメントが高まるも
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のと考えられる。 

 3）ワーク・ライフ・バランスの代理指標としての主観的幸福感 

 さらに，教員のワーク・エンゲイジメントは，主観的幸福感による影響を受けていると予測できる。主観的

幸福感とは，「人々の感情反応，場面ごとの満足感，総合的な生活満足の判断を含む諸現象」（Diener，Suh，

Lucas，& Smith 1999: 277）を意味する。測定方法としては，Diener，Larsen，Levin，& Emmons（1985）

の SWLS（Satisfaction With Life Scale）が有名である。また，Fordyce（1988）が提唱している一般的幸

福尺度（Happiness／Unhappiness Scale）も有名である。これは，最高に幸福な状態を 10，最高に不幸な

状態を 0として，現在の状況を 11段階尺度で測定する方法である。OECDの幸福度調査においても使用さ

れている（OECD 2017）。ワーク・エンゲイジメントは仕事の局面に限定された概念であるが，主観的幸福感

は特に場面を特定しない限りは，家庭生活の状態も含む包括的な概念となる。この得点が高い教員は，家

庭と仕事のいずれかに不調があるわけではなく，両面の満足感が高いため，ワーク・ライフ・バランスがと

れている教員であると考えることが可能である。 

教員の主観的幸福感に関する研究はここ数年増加傾向にある。たとえば，教員の許しと感謝に基づく行動

が主観的幸福感を高めるとする研究（Chan 2013）が報告されている。また，Mclnerney，Korpershoek，

Wang，and Morin（2018）は，教師の職務における自由裁量の拡充や弾力的な職務遂行が教師の主観的

幸福感を高めることを報告している。同じく，Cumming（2016）は，上司や同僚との信頼関係が，教師の主

観的幸福感に影響を及ぼすことを明らかにしている。さらに，Chi，Yeh，and Wu（2014）では，校長のリー

ダーシップと教師の主観的幸福感との正の相関関係を明らかにしている。日本では，高木（2019）が，教員

の幸福度に対するキャリア適応力の正の影響を明らかにしている。キャリア適応力とは，職業人が自らの能力

や適性にあわせて職業上の希望を持ち，職業や職場から要請される様々な内容を受けつつ自立的な能力開

発を行うことで，個人と環境の間の葛藤を改善する能力・態度であるとされている。学習を通して，個人と環

境の葛藤を調整する力，問題を解決していく力を持つことが，教員の幸福度の向上に寄与するものと解釈で

きる。問題解決能力や職能成長を図ることが，教員の幸福感を高める上で重要であるとする点が示唆されて

いる。 

近年では，主観的幸福感を成果変数ではなく，文脈変数として扱う研究が注目されている。主観的幸福感

が個人の創造性や生産性，組織的成果を高めるとする論調は，Lyubomirsky（2007）や前野（2019）おい

て主張されている。「幸福だからうまくいく」とする発想は，アラン（Alain 1928）の幸福論において既に示さ

れており，主観的幸福感が個人的・組織的成果を高めるのであるから，主観的幸福感を向上させる方法に焦

点を当てるべきとする理論がそこでは展開されている。なお，主観的幸福感がもたらす効果については，教

員を対象とした調査研究も既に報告されている。たとえば，Jalali and Heidari（2016）は，イランの小学校

教師 330名を対象として，主観的幸福感による個人的な職務成果（job performance）への効果を検討して

いる。主観的幸福感は職務成果の 16%を説明するとの結果を得ている。また，教師の主観的幸福感は，学

級の雰囲気，生徒と教師の信頼関係，生徒のモチベーションや学力水準とも関連性を持つことも先行研究に

おいて解明されている（Brouskeli，Kaltsi，& Loumakou 2018; Mclnerney et al.2018）。しかしながら，教

員の主観的幸福感によるワーク・エンゲイジメントへの影響については，検討が進展していない。 

 

（2）研究課題の設定 

 以上の先行研究の検討を通して，本研究では，高校教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因に関する

3つの研究課題を設定する。なお，以下の研究課題については，いずれも，教員を取り巻く個人属性，勤務

校を取り巻く学校属性の影響力をコントロールした上での影響関係を想定している。 

 第 1 は，ワーク・エンゲイジメントと時間外勤務時間の関係についてである。先行研究（中原・パーソル総合

研究所 2018）の結果からは，時間外勤務時間が短い場合と長い場合にワーク・エンゲイジメントが高まり，中間

レベル（45-60時間）において，ワーク・エンゲイジメントが最も低いとする調査結果が得られている。高校教員の

場合も，民間企業と同様の結果が得られるのであろうか。 
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 第 2は，ワーク・エンゲイジメントと授業力向上認知の関係についてである。先行研究の成果を踏まえると，教

員のワーク・エンゲイジメントは，授業力向上に対する意識の持ち方によって影響を受けると考えられる。そして，

授業力向上の意識については，授業力向上に対する「必要感」認知と，その実現状況の自己評価についての「達

成感」認知に分けて分析を進める。高校教員に求められる授業力のうち，どの分野の「必要感」が，また，どの

分野の「達成感」がワーク・エンゲイジメントに影響を及ぼしているのだろうか。 

 第 3は，ワーク・エンゲイジメントと主観的幸福感の関係についてである。Lyubomirsky（2007）や前野（2019）

の議論を踏まえると，教員にとって幸福な状態が個人的･組織的成果を高めるとする影響関係が想定される。本研

究では，先行研究の指摘を受け，教員の幸福感をワーク・エンゲイジメントの規定要因として仮定した上で分析を

実施する。高校教員においても，主観的幸福感はワーク・エンゲイジメントを高める要因となっているのであろうか。 

 

３ ．方法 

 

（1）調査対象と手続き 

A県高等学校教職員組合の協力を得て，「高校教員のやりがいに関する質問紙調査」を実施した。教育研究大

会において参加者に配布し，後日郵送で回収した。344 名の対象者のうち，206 名からの回答があり，回収率は

60.6％ 2であった。調査票には，調査目的，調査データの使用方法を記載し，その他調査倫理については回答者

に対し直接口頭で説明した。 

 

（2）測定項目 

 ワーク・エンゲイジメント: ワーク・エンゲイジメントの測定尺度として頻繁に使用されている UWES（Schaufeli, 

Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker 2002）を使用した。日本版 UWESでは，3つの下位因子（活力，熱意，

没頭）を 3項目ずつ配置した合計 9項目によって測定できる短縮版を活用する（表 1参照）。尺度は，「全く感じ

ない（0点）」から「いつも感じる（6点）」までの 7件法である。因子分析（主因子法・プロマックス回転，因子

パターン係数を表記，以下同様）の結果，1因子が抽出されている。9項目を単純加算した 54点満点でスコアを

構成した。記述統計量は平均値 28.73，標準偏差 8.83，α係数は.93であった。 

時間外勤務時間: およその平日 1日あたりの平均残業時間を 30分単位で質問し，当該数値についての 22日分

の推計時間数を算出した。平均値 70.90，標準偏差 32.35 であった。分析にあたっては，40 時間未満（27.7%），

40 時間以上-60 時間未満（27.2%），60 時間以上-80 時間未満（18.8%），80 時間以上-100 時間未満（15.8%），

100時間以上（10.9%）の 5群に集約化した。 

教員の授業力向上認知: 授業力向上の必要感と達成感の質問項目の作成にあたっては，「小中学校教員の勤務

に関する意識及び実態調査」（新潟教育研究所 2012），「授業力診断シート」（東京都教職員研修センター 2005），

「校内研修サポートブック 指導力向上をめざして」（高知県教育センター 2005）を参考にし，17項目を新たに作

成し，調査を実施した。必要感の尺度は「大変必要（4）」「少し必要（3）」「あまり必要でない（2）」「全く必要で

ない（1）」の 4 件法である。達成感の尺度は，「ほとんどできている（4）」「少しできている（3）」「あまりできて

いない（2）」「全くできていない（1）」の 4件法である。授業力向上における必要感に関する 17項目の因子分析

の結果，3 因子が抽出され，全分散の 57.18%が説明されていた（表 2 参照）。それぞれ，「授業改善の必要感

（平均値 3.47，標準偏差.41，α係数.90）」「授業準備の必要感（平均値 3.44，標準偏差.51，α係数.71）」「新

規課題対応の必要感（平均値 3.16，標準偏差.62，α係数.71）」と命名した。また，達成感についても，必要感と

同じ項目を使用し，3変数を作成した。すなわち，「授業改善の達成感（平均値 2.80，標準偏差.38，α係数.84）」

「授業準備の達成感（平均値 2.66，標準偏差.57，α係数.60）」「新規課題対応の達成感（平均値 2.46，標準偏

差.57，α係数.71）」である。 

主観的幸福感: 主観的幸福感の尺度としては，既述したように，Diener et al.（1985）が開発した SWLS や，

Fordyce（1988）が提唱した一般的幸福尺度がある。本研究では，OECDの幸福調査にも使用されている一般的

幸福尺度を使用する。一般的幸福尺度とは，最高に幸福な状態を 10，最高に不幸な状態を 0 として，現在の状
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態を 1項目 11段階尺度で測定する方法である。最近 1 ヶ月（調査年度の 6月）の幸福感について，全体的とし

て普段どの程度幸福だと感じていたかについて，教員に対して回答を求めた。尺度は 0～10の 11件法である。記

述統計量は，平均値 5.92，標準偏差 2.16であった。 

統制変数: 性別ダミー（女性=1, 男性=0），教職経験年数（10年区間の 4区分），教諭ダミー（教諭=1, その

他=0），学校規模（小（11学級以下）・中（12-18学級）・大規模校（19学級以上）の 3区分），勤務校所在地

区（教育事務所別 3カテゴリー），普通学科ダミー（普通学科=1, その他=0）の 6つの属性変数を設定した。ま

た，学校環境特性を，生徒・保護者・地域の変容の視点から測定し，統制変数に加えた。以前（約 5 年前）に

比べた生徒や家庭の現状の変化に関する 12 項目について，教員に対して回答を求めた（表 3 参照）。尺度は，

「とてもそう思う（4）」「少し思う（3）」「あまり思わない（2）」「全く思わない（1）」の 4件法である。因子分析を

実施したところ，「生徒の変容」に関する因子（9項目）と「保護者・地域の変容」に関する因子（3項目）の 2

因子が析出され，全分散の 46.12%を説明していた。新たに合成化した変数「生徒変容」は，平均値 3.06，標準

偏差.52，α係数.87であった。「保護者・地域変容」は，平均値 2.56，標準偏差.55，α係数.70であった。 

 

表 1  「ワーク・エンゲイジメント」尺度の因子分析の結果 

項        目 平均値 標準偏差 因子 共通性 

仕事に没頭しているとき，幸せだと感じる  3.71 1.28 .842 .710 

私は仕事にのめり込んでいる  4.12 1.43 .834 .696 

仕事をしていると，つい夢中になってしまう  4.08 1.27 .830 .689 

仕事は，私に活力を与えてくれる  4.19 1.05 .823 .677 

仕事をしていると，活力がみなぎるように感じる 4.28 1.15 .794 .677 

自分の仕事に誇りを感じる  4.76 1.30 .778 .606 

職場では，元気が出て精力的になるように感じる 4.09 1.14 .775 .630 

朝に目が覚めると，さあ仕事へ行こう，という気持ちになる 3.86 1.23 .745 .556 

仕事に熱心である  4.71 1.13 .620 .384 

 Note. N=204. 説明量は 61.64%である。 

 

表 2  「教員の授業力向上認知」尺度の因子分析結果 

項        目 平均値 標準偏差 第 1因子 第 2因子 第 3因子 共通性 

生徒の到達度の把握や評価の工夫 3.44（2.70） .590（.569） .784 -.212 .083 .537 

配慮を要した生徒への指導や支援 3.44（2.63） .589（.623） .765 -.289 .140 .527 

メリハリのある授業展開 3.55（2.82） .528（.602） .751 .001 -.047 .539 

板書の工夫 3.32（2.74） .677（.633） .729 -.079 .023 .490 

生徒の実態把握 3.71（2.91） .499（.621） .715 .137 -.277 .541 

発問の工夫 3.48（2.78） .575（.638） .693 .125 -.013 .579 

計画に沿った授業の時間配分 3.21（2.83） .661（.674） .651 -.107 .226 .519 

教師としての情熱・熱意を持つこと 3.68（3.15） .528（.622） .552 .261 -.136 .470 

授業改善の意欲を持つこと 3.61（2.94） .573（.649） .534 .309 .010 .557 

授業後の省察（振り返り） 3.43（2.66） .604（.609） .530 .258 .149 .587 

授業における適切な目標設定 3.46（2.86） .565（.599） .488 .378 -.158 .516 

同僚性の構築 3.27（2.59） .680（.727） .466 .259 .165 .511 

授業の準備時間の確保 3.56（2.64） .590（.791） -.171 .911 .071 .717 

教材研究 3.69（2.78） .532（.700） -.068 .885 -.031 .718 

適切な家庭学習等の課題の出題 3.09（2.57） .757（.794） .017 .554 .279 .455 

ICT機器の活用 3.11（2.37） .701（.805） -.129 .176 .877 .762 

アクティブ・ラーニングの実践 3.20（2.54） .708（.705） .193 -.059 .754 .693 

因子間相関係数  第 1因子 1.000    

  第 2因子 .571 1.000   

  第 3因子 .481 .250 1.000  

Note. N=204. 平均値と標準偏差の数値は，「必要感（達成感）」である。因子分析は，必要感についての回答データを用いている。 

説明量は第 1因子 37.56%，第 2因子 6.56%，第 3因子 4.80である。 
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表 3  「学校環境特性」尺度の因子分析の結果 

項        目 平均 標準偏差 第 1因子 第 2因子 共通性 

対人関係が苦手な生徒が増加した 3.19 .714 .933 -.158 .703 

集団での行動が苦手な生徒が増加した 3.00 .679 .801 .019 .662 

生活習慣が不規則な生徒が増加した 3.05 .733 .753 -.058 .514 

生徒の平均的な学力が低下した 3.29 .729 .592 -.024 .333 

支援を要する生徒が増加した 3.41 .648 .570 .051 .366 

指導が困難な生徒が増加した 2.84 .876 .525 .088 .343 

生徒の平均的な運動能力は低下した 2.81 .770 .458 .102 .281 

生徒の社会的なモラルが低下した 2.83 .797 .457 .299 .477 

生徒の家庭環境が複雑化した 3.15 .721 .444 .266 .421 

部活動でのトラブルが増加した 2.46 .698 -.079 .825 .602 

保護者の理解が得られにくくなった 2.67 .700 .208 .585 .545 

地域と生徒の関係が希薄化した 2.55 .710 -.067 .577 .288 

 Note. N=204. 因子間相関係数は.652である。説明量は第 1因子 40.44%，第 2因子 5.68%である。 

 

表 4  記述統計量 

変  数 平均値 標準偏差 範囲 構成比 N 

ワーク・エンゲイジメント 28.73 8.83 0-54 －  202 

性別ダミー（女性=1，男性=0） .27 .44 .00-1.00 －  203 

教職経験年数 10年未満    29.1 60 

       10-20年未満    29.1 60 

       20-30年未満    28.6 59 

       30年以上    13.1 27 

教諭ダミー（教諭=1，その他=0） .89 .31 .00-1.00 －  206 

学校規模 小規模校    52.2 107 

     中規模校    14.1 29 

     大規模校    33.7 69 

勤務校所在地区 A地区    44.3 90 

        B地区    31.0 63 

        C地区    24.6 50 

普通学科ダミー（普通学科=1，その他=0） .64 .48 .00-1.00 －  204 

生徒変容 3.06 .52 1.89-4.00 －  205 

保護者・地域変容 2.56 .55 1.00-4.00 －  204 

月あたり残業時間推計 40時間未満     27.7 55 

           40-60時間未満    27.2 55 

           60-80時間未満    18.8 38 

           80-100時間未満    15.8 32 

           100時間以上     10.9 22 

授業改善の必要度 3.47 .41 2.08-4.00 －  202 

授業準備の必要度 3.44 .51 1.33-4.00 －  203 

新規課題対応の必要度 3.16 .62 1.00-4.00 －  202 

授業改善の達成度 2.80 .38 1.92-3.92 －  195 

授業準備の達成度 2.66 .57 1.00-4.00 －  196 

新規課題対応の達成度 2.46 .57 1.00-4.00 －  195 

主観的幸福感 5.92 2.16 0-10 －  204 
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（3）分析戦略 

  本研究では，研究課題の解明に向けて，1つの被説明変数と 16の説明変数を設定した多変量解析を実施する。

ただし，本研究では，説明変数に複数のカテゴリカル変数を含むため，重回帰分析を用いることは困難である。

また，教職経験年数（あるいは学校規模，時間外勤務時間）とワーク・エンゲイジメントは，直線的な相関関係に

あるとは考えにくい。これらの説明変数はカテゴリカル変数として設定し，非線形的関係を視野に入れた分析を実

施する必要がある。そこで，本研究では，連続変数とカテゴリカル変数を同時に分析できる一般化線形モデル

（Dobson 2002）を使用する。使用する統計ソフトは SPSS ver22.0である。なお，ワーク・エンゲイジメント変数

は，Shapiro-Wilkの正規性検定（D=.992, p=.347）の結果から，連続量の正規分布とみなすことができる。 

 

４ ．分析結果 

 

（1）教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因についての探索的分析 

本研究で使用する変数の記述統計量は，表 4に示す通りである。月あたり残業時間推計では，いわゆる過労死

ラインを超える教員は 26.7%であった。主観的幸福感は，5.92であり，OECD（2011）一般国民データで示された

6.0点よりもやや低い数値となっている。 

ワーク・エンゲイジメントを被説明変数とする一般化線形モデルの分析を実施したところ，表 5 に示す結果が得

られた。分析結果から，研究課題 1～3についての検討を行う。 

研究課題 1は，高校教員のワーク・エンゲイジメントが，時間外勤務時間によって規定されるかどうかについて

の検証を求めるものであった。非標準偏回帰係数（B）をみると，40時間未満カテゴリーに対して 60-80時間カテ

ゴリー（B=3.041），80-100時間カテゴリー（B=4.366），100時間以上カテゴリー（B=3.578）の値を得ているが有

意水準には至っていない。100時間以上を参照点とした分析もあわせて実施しているが，同じく，統計的に有意な

カテゴリーは検出されなかった。また，時間外勤務時間を独立変数，ワーク・エンゲイジメントを従属変数とする

一元配置分散分析を実施しても，統計的に有意な効果は認められていない（F=.862，p=.488）。時間外勤務時間

の長短は，教員のワーク・エンゲイジメントを規定する要因ではないようである。 

研究課題 2は，高校教員のワーク・エンゲイジメントが，授業力向上認知（必要感と達成感）によって規定され

るかどうかについての検証を求めるものであった。分析の結果，新規課題対応の必要感（B=2.288 p<.05），授業

改善の達成感（B=4.164 p<.05），授業準備の達成感（B=2.902 p<.05）において，統計的に有意な影響が認めら

れていた。アクティブ・ラーニングや ICT 機器活用への対応を必要な改革として捉えている教員，授業改善の手

応えを実感し，教材研究・授業準備に時間をとることができている教員は，やりがいを実感する確率が高いとする

結果が得られている。授業力向上認知は，高校教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因であると解釈できる。 

研究課題 3は，高校教員のワーク・エンゲイジメントが，主観的幸福感によって規定されるかどうかの検証を求

めるものであった。分析の結果，主観的幸福感は教員のワーク・エンゲイジメントに対して正の影響を及ぼしてい

た（B=1.322 p<.01）。職場と家庭生活を含めての幸福感が高い教員は，ワーク・エンゲイジメント状態になりやす

いことが確認された。 

なお，属性要因では，高校教員のワーク・エンゲイジメントの性差と地域間差が認められた。女性であることが

ワーク・エンゲイジメント得点に負の効果を及ぼしている（B=-2.886, p<.05）。また，Ｃ 地区は，参照地区である A

地区に比べてワーク・エンゲイジメント得点が高い（B=2.860, p<.05）。ただし，C地区は，95%信頼区間の下限値

が負の値となっており，結果の解釈には留意が必要である。 

 

 

 

 

 

 



学校改善研究紀要 2020  学術研究論文 

71 
 

表 5  ワーク・エンゲイジメントを被説明変数とする一般化線形モデルの分析結果 

 

説明変数 

 95%信頼区間 

B SE 下限 上限 

切片 -16.153   8.735 -33.273 .966 

性別ダミー（女性=1，男性=0） -2.886*  1.274 -5.383 -.389 

教職経験年数 10年未満 0      

       10-20年未満 2.441   1.475 -.451 5.333 

       20-30年未満 .506   1.600 -2.628 3.640 

       30年以上 -1.944   2.115 -6.089 2.201 

教諭ダミー（教諭=1，その他=0） -1.426   1.936 -5.220 2.368 

学校規模 小規模校 0      

     中規模校 -.110   1.659 -3.362 3.142 

     大規模校 -.145   1.465 -3.016 2.727 

勤務校所在地区 A地区 0      

        B地区 2.112   1.378 .116 5.605 

        C地区 2.860*  1.400 -.589 4.813 

普通学科ダミー（普通学科=1，その他=0） -2.019   1.231 -4.432 .395 

生徒変容 -.965   1.330 -3.572 1.642 

保護者・地域変容 1.660   1.192 -.676 3.996 

月あたり残業時間推計 40時間未満  0      

40-60時間未満 .298   1.557 -2.754 3.351 

           60-80時間未満        3.041   1.752 -.391 6.474 

            80-100時間未満       4.366   1.895 .652 8.080 

            100時間以上         3.578   2.013 -.367 7.524 

授業改善の必要感 .842   1.747 -2.582 4.265 

授業準備の必要感 1.047   1.485 -1.863 3.956 

新規課題対応の必要感 2.288*  1.027 .276 4.300 

授業改善の達成感 4.164*  1.873 .492 7.835 

授業準備の達成感 

新規課題対応の達成感 

主観的幸福感 

2.902*  

1.022   

1.322** 

1.254 

1.047 

.282 

.444 

-1.030 

.769 

5.360 

3.074 

1.875 

  

AIC（Akaike's Information Criterion） 1235.627 

BIC（ Bayesian information criterion） 

対数尤度 

1321.535 

-590.813 

  

Note. N=179. ** p <.01., * p <.05. 

 

 

５ ．考察 

 

  高校教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因の解明という研究目的を達成するために，時間外勤務時間・授

業力向上認知・主観的幸福感の 3 つの視点から探索的分析を実施した。高校教員のワーク・エンゲイジメントを

被説明変数とする一般化線形モデル分析を実施したところ，以下に記述する知見が得られた。 

 第 1は，「授業改善の達成感」と「授業準備の達成感」がワーク・エンゲイジメントに対して正の影響を及ぼす

ことである。授業過程における手応えと授業準備の充実度が，高校教員のやりがいを規定している。「授業改善の

達成感」の影響は容易に予測できる要因であるが，「授業準備の達成感」は，やや意外性をもった要因である。

神林（2017）では，小学校と中学校において，「週あたり労働時間（授業準備）」が教諭の心理的負担を高めてい

るとする結果が得られており，授業準備はどちらかと言えばネガティブな職務として捉えられがちである。神林（2017）

は，高校教員ではなく小・中学校の教員を対象とした研究であり，母集団も単一自治体レベルではなく，複数自

治体レベルである。さらに，達成についての「認知」ではなく，授業準備の「時間」を分析対象としている。した

がって，本研究の分析結果との比較は慎重に行うべきではある。しかしながら，高校教員にとって授業の準備が教

員の心理的負担を高めるネガティブな職務ではなく，やりがいを高め得るポジティブな職務として機能する可能性
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があるとする知見，すなわち，授業準備や教材研究のための「学習・研究時間の確保」が高校教員のやりがいを

高めるとする知見の生成は，今後の調査研究の蓄積が必要ではあるものの，本研究における価値の一つと言えよ

う。 

 第 2は，「新規課題対応の必要感」がワーク・エンゲイジメントに対して正の影響を及ぼすことである。「新規課

題対応の必要感」の構成要素であるアクティブ・ラーニングや ICT 機器活用は，高校教員に対してこれまでの授

業方法からの変革を迫るものである。本研究の分析結果では，新規課題対応に伴う授業スタイルの変革を必要と

捉える教員は，やりがいを感じる傾向が認められている。それを不要と捉える教員には，残念ながら，やりがいの

向上が認められていない。この結果は，必要感が持つ言葉の意味の多様性に配慮する必要はあるが，高校教員

にとって挑戦的な技術革新への対応意欲が，やりがいの一つの源泉となっている実態を示していると解釈できる。

積極的に挑戦したいと思える新規課題テーマを，教員一人ひとりが持ち，それらに主体的に取り組むこととで，教

員のやりがいが高まる可能性が示唆されている。 

 第 3は，「主観的幸福感」がワーク・エンゲイジメントに対して正の影響を及ぼすことである。高校教員による私

生活を含めた幸福感の認知は，やりがいある職務生活につながっている。こうした結果は，「主観的幸福感」が個

人的･組織的成果を高めるとする先行研究の結果（Brouskeli et al. 2018; Jalali & Heidari 2016; Lyubomirsky 2007; 

Mclnerney et al. 2018; 前野 2019）を追認するものである。Skaalvik and Skaalvik（2018）は，ワーク・エンゲイ

ジメントが，教師の離職意思を抑制するという貴重な研究成果を報告している。この研究成果からは，教師の「主

観的幸福感」がワーク・エンゲイジメントを高め，それによって，教師の離職意思を抑制できる可能性が示唆され

る。初任者教員をはじめとする若年層教員の離職が問題となっている今日，教師のワーク・ライフ・バランスを維

持し，やりがいを高めることで離職を防ぐという視点の重要性が示唆されている。 

 第 4は，時間外勤務時間は，高校教員のワーク・エンゲイジメントと関連性が乏しいことである。時間外勤務時

間の 5カテゴリーにおけるワーク・エンゲイジメント得点は，40時間未満（M=27.56; N=54），40時間以上 60時

間未満（M=28.63; N=52），60時間以上 80時間未満（M=29.82; N=38），80時間以上 100時間未満（M=30.88; 

N=32），100時間以上（M=28.59; N=22）であり，既述のように一元配置分散分析の結果も有意ではなかった（多

重比較も同様）。なお，高校教員の場合は，中原・パーソル総合研究所（2018）の民間企業調査のように，時間

外勤務時間 45-60 時間を最底部とする U 字分布ではなく，80-100 時間を最上部とする極めて緩やかな逆 U 字分

布をとることが判明している 3。時間外勤務時間は，高校教員のワーク・エンゲイジメントの規定要因ではないもの

と解釈できる。 

 

６ ．結語 

 

 分析結果より，高校教員のワーク・エンゲイジメントは，「授業改善の達成感」「授業準備の達成感」「新規課題

対応の必要感」「主観的幸福感」等の要因によって規定されることが分かった。そして，考察過程を通して，教員

のやりがい（ワーク・エンゲイジメント）を高める働き方改革のためには，「時間」短縮よりも，「学習・研究時間

の確保」，「新規課題への対応意欲」，「実質的なワーク・ライフ・バランスの維持」がより重要であるとする知見が

得られた。教員のやりがいを高めるためには，教育委員会や学校管理職が働き方改革のテーマを，時間外勤務時

間の短縮そのものに置くのではなく，学習・研究時間を生み出すための業務改善，新規課題に挑戦するための業

務改善，ワーク・ライフ・バランスを維持するための業務改善に設定することが望ましいとする点が，本研究にお

ける分析・考察を通して示唆されている。 

 最後に，本研究の限界と今後の課題について言及しておく。 

第 1 は，学校レベル変数の効果が十分に検討できていない点である。リベルタス・コンサルティング（2018）

は，日本の小・中学校における勤務時間は学校によってかなり差があることを明らかにしている。個人レベル変数

だけでなく学校・地域レベル変数を含めたデータセットによる分析の実施を，今後の調査研究において実施する必

要がある。 

第 2は，属性要因の影響についてのより精緻な分析･考察の実施である。本研究では，ワーク・エンゲイジメン
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トに対する性差と地域差の効果が検出されたが，詳細な考察には至っていない。なぜ男性教員は女性教員に比べ

てワーク・エンゲイジメントが高いのであろうか。なぜ A地区に比べて C地区においてワーク・エンゲイジメントが

高いであろうか。これらの結果については理由の解釈が困難であり，今後予定している A県内の高校教員調査（悉

皆調査）や，インタビュー調査を通して，これらの要因を含む属性要因の分析・考察を深めたい。 

第 3は，時間外勤務時間とワーク・エンゲイジメントの関係についてのより詳細な分析である。本研究では，双

方には相関性がないこととする結論が得られている。ただし，双方をつなぐ媒介要因や調整要因の効果が本研究

では検討されていない。また，時間外勤務時間を 13段階で測定しているにも拘わらず，サンプル数の少なさゆえ

に 5段階にまとめているため，重要な情報をそぎ落としている可能性がある。今後，分析モデルの工夫やサンプル

サイズの拡張を通して，これらの残された課題の解明に取り組みたい。 

  第 4は，民間企業との比較の精緻化である。民間企業との対比に関する記述を各所で行っているが，民間企業

調査と本研究では，測定方法が若干異なる。民間企業調査（中原・パーソル研究所 2018）は，組織への貢献に

特徴づけられるエンゲイジメント概念を測定している。また，幸福感についても，Diener et al.（1985）の SWLSを

活用している。調査対象には管理職層を含まない点で一致しているが，本研究の分析結果と，全く同じ基準で比

較することには注意が必要である。今後は，民間企業調査と同じ尺度を使用して測定を試みたい。 

 第 5 は，高校教員と小・中学校教員との比較の精緻化である。本研究では，高校教員が置かれる組織環境と

職務の特殊性を理由として，高校教員には小・中学校教員とは異なる働き方改革アプローチが必要であると仮定

し，分析を進めてきた。しかし，本研究と対照可能な小・中学校教員のデータを提示できていないため，高校教

員の働き方の相対的な特殊性を十分に描き出せていない点に課題がある。現在，本研究と類似の調査枠組みで，

小・中学校教員を対象とした調査データの収集を進めており，本課題の克服に着手している。 

 第 6は，定量的･定性的な時系列データに基づく分析の実施である。今後は，アンケート調査に加えてインタビ

ュー調査についても紐付きデータを生成し，ワーク・エンゲイジメントの変化過程の記述を試みる予定である。筆

者らが参加している別の調査研究では，ある自治体の公立小・中学校の若年層教員を対象として，2 年間にわた

り毎月ワーク・エンゲイジメントを測定している。また，5名程度の時系列インタビュー調査もあわせて実施してい

る。定量的・定性的なパネルデータの作成と分析によって，ワンショットサーベイでは見ることのできない，よりリ

アルで具体的な知見の生成が期待される。 

 

〔註〕 

1）A県県立学校教員勤務実態調査による。 

2) 質問紙調査の対象者の属性等は以下の通りである。性別は男性 73.4%，女性 26.6%。年齢は，25歳未満 3.4%，25-30歳

未満 12.6%，30-35歳未満 12.6%，35-40歳未満 16.5%，40-45歳未満 18.4%，45-50歳未満 15.0%，50-55歳未満 12.6%，

55-60歳未満 7.3%，60歳以上 1.5%。教職経験年数は 0-9年 29.1%，10-19年 29.1%，20-29年 28.6%，30-39年 11.7%，

40 年以上 1.5%。職位は教諭 89.3%，講師 5.8%，実習助教諭 1.5%，実習助手 1.5%，その他 1.5%。学校規模は小規模

校（11学級以下）所属 52.2%，中規模校（12-18学級）所属 14.1%，大規模校（19学級以上）所属 33.7%。勤務校所在

地域は A 地区 44.3%，B 地区 31.0%，C 地区 24.6%。所属学科は普通学科 63.7%，工業学科 18.1%，商業学科 3.9%，

農業学科 7.8%，その他の専門学科 1.5%，その他 4.9%。6月勤務日の平均残業時間は，0分 1.0%，30分以下 2.0%，30

分-1時間 6.4%，1時間-1時間 30分以下 6.4%，1時間 30分-2時間以下 11.4%，2時間-2時間 30分以下 13.4%，2時間

30 分-3 時間以下 10.9%，3 時間-3 時間 30 分 10.9%，3 時間 30 分-4 時間以下 7.9%，4 時間-4 時間 30 分 9.9%，4 時間

30分-5時間 5.9%，5時間-5時間 30分 4.0%，5時間 30分以上 6.9%。 

3) 時間外勤務時間を 5 区分ではなく，素データの 13 区分でワーク・エンゲイジメントとの相関性を確認した。時間外勤務時

間によるワーク・エンゲイジメントの説明量（R2）は一次直線モデルで 0.3%，二次曲線モデルで 0.3%，三次曲線モデルで

1.8%であった。なお，本研究では，80-100時間を最上部とする極めて緩やかな逆 U字分布をとる実態が描かれているが，

過労死ラインの先にワーク・エンゲイジメントのピークがあるこの状態は改善されるべきものである。 
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１ ．はじめに 

  

(1) 問題の所在 

本稿は，中核市 A 市教育委員会による外国語教育施策を事例として，国が進める外国語教育改革を実現させ

るための地教委の取組について，教員へのアンケート調査や関係者への聞き取りから分析し，地教委の教育施策

推進における指導主事の役割を検討することが目的である。 

 現在，義務教育段階の外国語教育は大きな改革期にある。文部科学省（以下，「文科省」とする）は，2013年

の「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」（以下，「英語教育改革実施計画」とする）において，英

語教育全体の抜本的な充実を図ることを公表し，小学校高学年では週３ コマ程度の教科型，同中学年は週１ ～

２ コマ程度の活動型の英語教育を行うことを示した。英語教育改革実施計画は，2003年に策定された「「英語が

使える日本人」の育成のための行動計画」及び 2011 年にまとめられた「国際共通語としての英語力向上のため

の５ つの提言と具体的施策 ～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通じた確かなコミュニケーション能力の育成

に向けて～」の流れを受けたものである。これを踏まえた 2017 年３ 月に告示された学習指導要領では，小学校

高学年に週２ コマの外国語科が設定された。また，2008年３ 月告示の小学校学習指導要領で導入された外国語

活動は，2020年度より中学年での実施となる。同時に，中学校でも指導する語や文構造，文法事項などの指導事

項が追加されている。文科省によるこの一連の外国語教育改革は，文科省からのトップダウンの政策であること，

新たな教育内容の追加を伴うなど，学校の教育課程に影響する政策であること，また，小学校での対応が急務で

あること 1)の特徴がある。この改革を実現させるためには，地教委による教育施策の改善や各学校への指導が必

実践研究論文 

要約：本研究の目的は，中核市 A 市教育委員会による外国語教育施策を事例と

して，国が進める外国語教育改革を実現させるための地教委の取組について教員

へのアンケート調査や関係者への聞き取りから分析し，地教委の施策推進における

指導主事の役割を検討することである。2016年に A市教育センターに着任した指導

主事による新学習指導要領告示前後の取組を踏まえ，ALT増員や教員研修の改善

などの施策について，アンケート調査や聞き取り調査を実施した。その結果，事例

では ALT 増員という人的支援を強化して授業の改善を促すことで，外国語教育改

革を学校現場に伝達しており，これを中心施策として外国語教育の変化を学校現場

に認識させながら，教員研修により学校を支援していた。この際の指導主事の役割

は，専門家を活用した研修で担当者に変化の趣旨を理解させること，また，学校の

課題に応じた校内研修への協力により教員集団への専門的かつ実践的な指導助言

を行うことであった。 
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要である。 

 

(2) 先行研究の検討と課題設定 

都道府県教委や地教委が取り組む外国語教育施策については，いくつかの先行事例が示されている（佐藤 2012，

久松 2015，西 2016 など）。これらでは施策の実践のポイントが示されており，他の参考となりうる。このことに関

して，「教育委員会と教育センター等は，その学校改善の活動を支援するための行政施策を多様な形態において

展開してきている。しかし，それらの行政施策が，学校改善の活動を実際にどれだけ支援し，学校の教育力の向

上に本当に役立っているのかについて，いかに評価されてきたのであろうか」と指摘されている(金子 1993，p.91）。

また，外国語教育政策に関する研究について「具体的に日本各地で教育行政を行う地方公共団体がどのような取

り組みをしているのかがほとんど議論されていない」ことや，「そもそも対象が一部地域に限られていたり，大都市

に限られていたりなど，日本全国の一般化ができるように調査が設計されていないうえ，指導主事を含む教育委員

会事務局の具体的な取り組みについては議論が進んでいない」ことが課題であるとの指摘もある(青田 2017，

p.104)。この課題については，「教育関係者は，先進的な自治体が積み上げてきた知見をいかにして日本全国に

共有するかを考えなければならない」とし，「具体的な政策のプロセスや，既に行われている自治体間の参照行為

について検討することが重要」であると述べられている(青田 2017，p.112)。 

都道府県教委と市町村教委の各行政段階ごとの指導機会について，小・中学校代表者が受ける影響力は，「都

道府県教委については情報的な影響力を，市町村教委については直接的な指導機会の場面の影響力を強く感じ

ていることが推察される」と述べられている(大竹 2005，p.40)。また，指導行政における指導主事の役割は「極め

て重要な存在」であるとして，「指導行政と学校の関係は指導主事と学校教職員の関係」としている(澤井 1993，

p.104)。その上で，指導主事による教職員の指導力の協働的向上を中心とした学校改善では，校内研修の活性化

に向けて，「①教育課程基準の改善と趣旨についての理解の深化，②それを中心とした学校改善に関する校内の

合意の形成，③教職員の力量の向上と校長のリーダーシップの発揮に関する指導助言を展開すること」に対する

指導助言が基本的課題である(澤井 1993，pp.119-120)。外国語教育改革に対応した地教委の教育施策は各学校

の教育課程に大きく関わるものであり，「外発的学校改善」（篠原 2012）に該当する。学校改善は「学校現場の日

常的努力を超えて，人的・物的・金銭的さらには研究条件といった面で，教育委員会の外的支援に支えられてい

る」(篠原 1993，p.161)。指導主事が関与できる学校改善の視点である「校長・教頭・各主任の役割の明確化と

リーダーシップの発揮」の支援では，「市町村教育委員会主催の校長・教頭・各主任研修会等を活用し，必要に

応じ研究者や専門家を講師とし，各学校に最適のノウハウを確立させる等，強力にサポートすることも学校改善に

当たっては大切である」との指摘がある(井上 1993，p.181)。さらに，「校内研修の推進」では，「学校の求めに応

じ専任講師を務めるなど，校内研修の推進に協力することが大切である」とも示されている(井上 1993，p.191)。

以上から，教員の指導力向上を目指した校内研修の活性化においては，研究者や専門家の活用や校内研修への

協力が必要であり，これらにより指導主事が学校改善に関与できると言える。では，外国語教育改革を実現させよ

うとする地教委の施策では，指導主事のどのような役割により学校改善が促されているのか。本研究では，先行研

究を踏まえ，外国語教育改革の実現に向けた地教委の教育施策展開の場面での指導主事の役割に焦点化して検

討する。 

 

２ ．研究の方法と対象 

 

本研究では，外国語教育改革の実現に向けた教育施策を展開している事例として中核市 A 市を取り上げる。

2016年４ 月に A市教育センターに着任した C指導主事（筆者）による課題認識と ALT 2)増員や教員研修の改善

の施策について，文科省が新学習指導要領を告示する 2017年前後の取組の概要を時系列に整理する。それを踏

まえ，アンケート調査や聞き取り調査から，学校改善を促す指導主事の役割について検討する。なお，事例とする

A市は人口約 40万人であり，小学校 48校，中学校 25校を有する（2019年 3月 31日現在）。C指導主事は，

A市教育委員会事務局（以下，「A市教委」とする）で，外国語教育の主担当である。 
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３ ．A市の事例 

 

(1) 2016年度の取組 

1) 外国語教育における課題 

A市は外国語教育に積極的な自治体であり，1988年に JETプログラムを活用して各学校への ALT派遣を開始

した。C指導主事の着任当時，ALTは８ 名体制であり，A市教委から各中学校に対して派遣を行っていた。また，

1994年には，小学校全学年の独自カリキュラムを作成して外国語教育を導入した。これらの施策は 2016年も形を

変えずに継続されていた。A 市の外国語教育施策は，途中で学習指導要領改訂による小学校での外国語活動の

導入という変更はなされたものの，20年以上も大きな変更が加えられていなかった。 

A 市教委内では 2020 年度の小学校への外国語科導入が把握されており，C 指導主事の着任直後からその対

応が議論された。その中で，教育課程の改善による授業の充実だけを学校に求めるだけではなく，ネイティブ・ス

ピーカーとしての ALT の派遣を小学校にも拡大し，授業内外に関わらず，児童生徒に対して英語によるコミュニ

ケーションの機会をより多く与え，英語力向上を図る必要があると判断された。しかしながら，A 市の全国的な位

置が不明であったことや他自治体の先行事例の収集が十分ではないことから，2016年７ 月に中核市に対する照会

を行った 3）。この結果から，ALT の人数及び ALT との授業時数は中核市平均よりも少なく，ALT 一人あたりの

年間授業時間数は中核市平均を大きく上回っていることが確認され，ALT による人的支援の不十分さが課題であ

ると判断された。 

 A市には，2016年度までに外国語教育に係る教育課程特例校や研究開発学校の指定を受けている学校はない。

また，外国語教育の専科などの教員の加配も措置されていなかった。2016 年５ 月に小学校外国語教育担当者を

対象に実施した調査では，外国語教育における学校での大きな課題は示されていないが，外部人材との打ち合わ

せのための時間確保が不安であるとの意見が多かった。 

 例年，A市教委では授業改善を目的とした教員研修である「小学校外国語活動研修」，「中学校外国語科研修」

を実施していた。これらは小学校または中学校での研究授業と授業研究会で構成する研修であり，指導方法を共

有する協議も設定されていた。中学校では全校の担当者が同日に受講する一方，小学校では２ つのグループに

分けて別の日程で実施しており，同じ指導内容でも授業者が異なるために研究授業の指導過程が異なっていた。

2016 年度の受講者の意見を確認すると，それぞれで受講者が参考点として捉えたこととに差があった。これは，

同じ目的で実施している研修であるにも関わらず，その成果による授業実践に差が生じかねないという懸念を生む。

このことより，教員研修の内容の改善は必須であるとした。 

C指導主事は A市立の学校での勤務経験がなく，市内の学校に対する状況理解が十分ではなかった。そのた

め，学校現場の状況把握を目的として，A市で外国語教育を推進する F指導教諭との情報交換を行った 4)。その

際，F指導教諭は以下のとおりに A市の外国語教育での課題を指摘している（下線は筆者加筆）。 

 

A 市が積極的に先取りしてきた歴史はありますが，現在文科省の意図していた外国語活動が行えているかどう

かは疑問です。私も教諭ですので，他校の事情を巡回できているわけではありません。ALTに聞くと実態がよくわ

かるのではないでしょうか。 

 ただし，私の感じる限りでは，英語嫌いが少しずつ増える傾向にあるのではという懸念があります。 

 

 以上の C指導主事の情報収集により，国の外国語教育改革のタイミングと同時に，A市の外国語教育施策の改

善が必要であるとし，ALTによる人的支援の拡充と教員研修での研修形態の改善による研修成果の均一化に加え

て，教員に対する外国語教育改革の周知が必要であることが明確になった。 

 

2) 学習指導要領改訂に向けた事業の立案 

外国語教育の情報収集による課題を踏まえて，2020 年の新学習指導要領の全面実施への対策が検討され，

ALT増員と教員研修の改善を施策の原案とした。外国語科の授業を行う小学校高学年及び中学校全学年の学級
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あたり週１ 回の授業が行えるように ALTの総数を試算したところ，必要人員は 30名であった。この数を目標とし，

全面実施時の配置を目指して，年次的に増員することを構想した。加えて小中兼務で配置することで，小学校と中

学校の連携を促すために活用することを想定した。また，教員研修は，小学校を中心とする外国語教育改革を周

知するために授業研究から講義形式のものへと内容を変更し，外部講師による講義を小中担当者悉皆で年間２ 回

程度の実施を想定した。 

以上の改善の構想により，新規事業「小中連携による英語力強化事業」を立案した。これは，各種会議での検

討の後，予算化された。事業内容は，2017 年度から２ 名ずつ計４ 名の ALT を追加し，モデル地区による ALT

配置の効果検証，及び外部講師を招聘した教員研修の実施である。事業決定後，C指導主事を中心に中学校２

校を抽出し，その校区内の小学校を含めた ALT配置モデル地区を２ つ選定した。また，C指導主事は教員研修

の講師選定を行い，複数の候補者から文科省教科調査官に研修講師を依頼した。 

 

3 ) 学校訪問による情報収集 

外国語教育における A 市教委による学校現場での状況把握や意見交換などを目的とした学校訪問は，2015 年

度までは実施されていなかった。ALT 増員による情報収集と学校への支援が必要であることにより，2016 年度に

は，小中学校に対して授業視察を主とした学校訪問が行われた。この訪問は，C 指導主事が ALT と教員との協

働による授業の参観を行うことで ALTの活用状況を把握し，後日，ALTへのフィードバックを行い ALTの指導力

を向上させることを目的とした。また，文科省の改革や A市の施策の方向性の説明に加えて，各学校の管理職及

び外国語教育担当の教員（以下，「担当者」とする）から意見や要望の聴取が行われた。なお，この学校訪問は

目的や方法を変更せず，2018年度まで継続された。 

 

(2) 2017年度の取組 

1) ALT派遣制度の変更と拡充 

2017年度に２ 名増員した ALTは，２ つのモデル地区に配置された。モデル地区では，中学校に ALTを配置

し校区内の小学校に派遣する方式として，授業計画書の事前提出も求めず，学校と ALT 間で随時授業の打ち合

わせを行うこととした。また，ALT による授業記録を A 市教委の職員で確認することで授業実施時数を把握した。

加えて，小学校高学年と中学校での ALT活用の想定から従来の ALT派遣も見直しを行い，全ての小学校で行う

授業の一部に対して ALT 派遣を開始した。これは，A 市の小学校には 2016 年度までは ALT が派遣されておら

ず，小学校に対して ALTやその制度について周知する必要があったためである。 

以上の派遣制度変更と同時に，さらなるALT増員に向けた検討も進められた。モデル地区での状況を踏まえて，

施策の拡充による A 市内の教育環境の公平化を図る必要があるとの理由から，A 市教委内の予算枠を考慮して

ALTを５ 名増員した 15名体制とする施策が立案された。これは，新学習指導要領へ対応する施策「小中学校外

国語教育推進事業」として財政サイドに説明がなされ，2018年度の予算に反映され，事業化された。 

 

2) 教員研修の改善 

先述の教科調査官を講師として招聘した教員研修は，９ 月と１ 月に計２ 日間実施された。2 回とも小・中学校

の担当者悉皆研修として行い，９ 月の研修は講義形式とし，小学校の変化を中心とした外国語教育改革の説明が

なされた。さらに，１ 月は事例による指導方法の提示を目的とした。この研修では，教科調査官，C 指導主事及

び A市の外国語教育推進リーダーの教員３ 名で授業研究を午前に実施した。午後は９ 月同様の悉皆として，午

前の授業を動画で教科調査官が解説しながら説明する内容とした。 

 

3) ALT派遣に係る協議会の実施 

 A 市教委では，2016 年度まで，年度当初に小学校担当者を対象として「国際理解教育担当者研修」を実施し

ていた。内容は，主に A市の国際理解教育（外国語教育）についての行政説明，各学校の課題に関する協議及

び担当者の打ち合わせであるため，研修とはしているが協議会としての性格を持つ。 
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 ALT 増員に伴い，この研修の対象と内容を変更した。ALT ２ 名増員によるモデル地区を設置した 2017 年度

は，「外国語教育担当者研修」として実施し，中学校担当者にも対象を拡大し，文科省の外国語教育改革の解説，

A市の施策の説明と質疑応答，中学校区内の担当者による協議の実施など内容を変更した。 

 

(3) 2018年度の取組 

1) 施策の継続と調整 

 前述のとおり ALT15 名体制となった事業は A 市教委による大きな施策の一つであるため，各学校に対する詳

細な説明が求められていた。このため，「外国語教育担当者研修」に加えて，2018年８ 月に各小中学校の担当者

を対象とした協議会を開催した。内容は，ALT 増員に伴う配置の詳細説明と ALT 派遣の日程調整である。以前

まで，ALT 派遣計画は各学校の日程確認の後，C 指導主事により作成されていた。この協議会以降，日程調整

は各中学校区の担当者間で行うことが示され，協議会内で各学校の担当者により派遣計画が作成された。また，

外部講師を招聘した教員研修を継続して実施しており，小中学校の担当者の合同の研修が１ 回，中学校の担当者

のみで１ 回の計２ 回を実施した。この研修に加えて，小学校での授業を中心に解説，講義を文科省教科調査官が

行う研修を希望研修として実施している 5)。 

 

2) 指導主事の校内研修への協力 

 A 市教委では，教員研修による悉皆研修だけではなく，指導主事が講師を務める外国語教育に関する校内研

修も実施されている。これは，校内研修に指導主事が出向き，教員集団に対して直接講義や演習等を行うもので，

学校の任意の依頼により実施されている。この指導主事の校内研修への協力は，2018 年度にのみ行われており，

小学校７ 校で実施されている。時期は学校の希望により６ 月２ 校，７ 月２ 校，８ 月３ 校であり，各学校で年間１

回，時間は 60～90分間として実施されている。この校内研修での講師はすべて C指導主事が務め，新学習指導

要領の概要説明，A市の施策の説明，模擬授業についての講義や演習により進められた。 

 

４ ．A市教委の外国語教育施策に関する調査 

 

(1) アンケートによる調査 

1) 外国語教育に対する評価 

 A 市教委による施策や校内研修の状況を把握することを目的として，2018 年１ 月 26 日に実施した研修の参加

者を対象にアンケート調査（選択式）を実施した。この調査で得られた回答は表 1である。なお，回答数は 71で，

内訳は小学校教員が 46，中学校教員が 25である。 

 調査結果は，外国語教育の変容の理解(1～13)，校内研修での資料活用(14~19)，教員の意識(20)，A 市教委

による施策の評価(21～27)，悉皆研修の評価(28～32)に分けられる。まず，中心的な施策である ALTに関する回

答では，派遣時数や A市教委の対応は肯定的な評価である。ALT増員の認識は高くはないものの派遣時数増加

の必要性が高くなっており，さらなる ALTの増員が学校現場から求められていることが理解できる。次に，外国語

教育の変容については，小学校の変化や移行期間，教材などの教育課程に影響することへの理解に対して肯定的

な回答の割合が高い。このことは，悉皆研修の評価が概ね肯定的であることも踏まえると，教員研修の効果である

と言える。しかし，小学校での指導内容については十分な理解が得られているとは言い難い。このことは中学校で

も同じ傾向である。この時点では，研修や協議会などでの行政説明により，外国語教育が変更されることの概要が

強調されて学校現場に浸透しており，具体的な指導内容までは周知できていないためであると考えられる。このこ

とは，校内研修での授業で使用する教材や「研修ガイドブック」の活用に対する否定的回答が多いことからも把握

でき，外国語教育に関する校内研修が実施されていない可能性があることや校内研修は実施されるもののその内

容が授業の具体論まで及んでいないことが推察される。加えて，外国語教育では教師の指導力，特に英語力の向

上が必須であるがその意識も高くはない。授業での具体的な指導方法の習得を目的とした校内研修の実施や教員

の意識改革が，調査時点までの課題であることが把握できる。 
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2) A市教委の施策と学校内の変容に対する認識 

 本調査は，A 市教委の施策と学校内の変容に対する認識を把握することを目的に，2018 年 11 月 30 日に実施

した教員研修の出席者を対象として実施した。選択式による質問と自由記述による回答を求めた。この調査での選

択式により得られた回答は表 2である。なお，回答数は 72で，内訳は小学校教員が 47，中学校教員が 25であ

る。 

 

 

 

 

表１ ．外国語教育に対する担当者の評価 (N=71) 

項目 あてはまる 
どちらかといえば 
あてはまる 

どちらかといえば 
あてはまらない 

あてはまらない 
わからない・ 
無回答 

【外国語教育の変容の理解】 

1. 小学校外国語教育の変化の理解 

2. 小学校における移行期間の理解 

3. 中学校全面実施の理解 

4. 小学校移行措置の時数の理解 

5. 中学校における移行期間の理解 

6. 小学校高学年新教材の理解 

7. ４ 技能５ 領域の理解 

8. 小学校中学年新教材の理解 

9. 小学校移行期間の使用教材の理解 

10. 小学校外国語活動の指導内容の理解 

11. 小学校外国語科の指導内容の理解 

12. 小学校での「Small Talk」の理解 

13. 中学校での指導内容改訂の理解 

【校内研修での資料活用】 

14. 「研修ガイドブック」の校内研修活用 15. 

小学校高学年新教材の校内研修活用 

16. 小学校中学年新教材の校内研修活用 

17. 小学校高学年指導書の校内研修活用 

18. 小学校中学年指導書の校内研修活用 

19. デジタル教材の校内研修活用 

【教員の意識】 

20. 教員の英語力向上への意識 

【A市教委による施策の評価】 

21. 小中双方への ALT派遣の理解 

22. ALT派遣でのセンターの対応の適切さ 

23. 移行期間の A市の対応の理解 

24. ALT派遣時数増加の必要性 

25. ALT派遣時数の適切さ 

26. 小学校高学年への地域人材活用の理解 

27. ALT増員の理解  

【悉皆研修の評価】 

28. 講師の適切さ 

29. 悉皆研修の内容の適切さ 

30. 研修対象の適切さ 

31. 悉皆研修の回数の適切さ 

32. 中学校対象の研修の必要性 

 

58(81.7%) 

55(77.5%) 

33(46.5%) 

30(42.3%) 

25(35.2%) 

30(42.3%) 

17(23.9%) 

26(36.6%) 

24(33.8%) 

5(7.0%) 

4(5.6%) 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

 

4(5.6%) 

10(14.1%) 

8(11.3%) 

6(8.5%) 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

 

4(5.6%) 

 

35(49.3%) 

20(28.2%) 

40(56.3%) 

30(42.3%) 

16(22.5%) 

31(43.7%) 

11(15.5%) 

 

40(56.3%) 

34(47.9%) 

31(43.7%) 

21(29.6%) 

28(39.4%) 

 

11(15.5%) 

9(12.7%) 

21(29.6%) 

19(26.8%) 

23(32.4%) 

15(21.1%) 

26(36.6%) 

15(21.1%) 

16(22.5%) 

27(38.0%) 

28(39.4%) 

14(19.7%) 

12(16.9%) 

 

18(25.4%) 

11(15.5%) 

13(18.3%) 

8(11.3%) 

10(14.1%) 

6(8.5%) 

 

10(14.1%) 

 

21(29.6%) 

35(49.3%) 

12(16.9%) 

21(29.6%) 

32(45.1%) 

12(16.9%) 

10(14.1%) 

 

20(28.2%) 

26(36.6%) 

26(36.6%) 

29(40.8%) 

20(28.2%) 

 

0(0.0%) 

4(5.6%) 

6(8.5%) 

10(14.1%) 

9(12.7%) 

14(19.7%) 

17(23.9%) 

16(22.5%) 

15(21.1%) 

22(31.0%) 

21(29.6%) 

26(36.6%) 

25(35.2%) 

 

15(21.1%) 

12(16.9%) 

13(18.3%) 

18(25.4%) 

18(25.4%) 

16(22.5%) 

 

30(42.3%) 

 

5(7.0%) 

7(9.9%) 

9(12.7%) 

11(15.5%) 

11(15.5%) 

10(14.1%) 

27(38.0%) 

 

1(12.7%) 

2(2.8%) 

3(4.2%) 

9(12.7%) 

2(2.8%) 

 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

4(5.6%) 

2(2.8%) 

5(7.0%) 

3(4.2%) 

6(8.5%) 

6(8.5%) 

7(9.9%) 

9(12.7%) 

13(18.3%) 

12(16.9%) 

 

30(42.3%) 

33(46.5%) 

33(46.5%) 

34(47.9%) 

34(47.9%) 

39(54.9%) 

 

6(8.5%) 

 

5(7.0%) 

2(2.8%) 

3(4.2%) 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

9(12.7%) 

13(18.3%) 

 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

1(1.4%) 

 

2(2.8%) 

3(4.2%) 

11(15.5%) 

8(11.3%) 

12(16.9%) 

7(9.9%) 

8(11.3%) 

8(11.3%) 

10(14.1%) 

10(14.1%) 

9(12.7%) 

14(19.7%) 

17(23.9%) 

 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

4(5.6%) 

5(7.0%) 

 

21(29.6%) 

 

5(7.0%) 

7(9.9%) 

7(9.9%) 

4(5.6%) 

7(9.9%) 

9(12.7%) 

10(14.1%) 

 

10(16.9%) 

9(12.7%) 

11(15.5%) 

12(16.9%) 

20(28.2%) 
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表 2．A市の施策に対する認識 (N=72) 

項目 あてはまる 
どちらかといえば 
あてはまる 

どちらともいえない 
どちらかといえば 
あてはまらない 

あてはまらない 無回答 

1. 地域人材の派遣時数の増加 

2. 学校訪問の実施 

3. 施策の充実の実感 

4. ALT増員 

5. デジタル教材の対応 

6. 指導主事による校内研修支援の認識 

7. 外国語教育の変化の十分な周知 

8. 外国語教育に係る情報提供や相談 

46(63.9%) 

47(65.3%) 

18(25.0%) 

35(48.6%) 

29(40.3%) 

20(27.8%) 

9(12.5%) 

15(20.8%) 

15(20.8%) 

12(16.7%) 

34(47.2%) 

15(20.8%) 

9(12.5%) 

12(16.7%) 

23(31.9%) 

13(18.1%) 

3(4.2%) 

9(12.5%) 

19(26.4%) 

12(16.7%) 

14(19.4%) 

18(25.0%) 

38(52.8%) 

26(36.1%) 

4(5.6%) 

4(5.6%) 

1(1.4%) 

7(9.7%) 

10(13.9%) 

14(19.4%) 

1(1.4%) 

11(15.3%) 

4(5.6%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

3(4.2%) 

10(13.9%) 

8(11.1%) 

0(0.0%) 

7(9.7%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

1(1.4%) 

0(0.0%) 

 

 記述による回答から，外国語教育を進める中での教師の意識変容として指摘された主なものは以下のとおりで

ある。（自由記述回答者数 63） 

 

・ 授業内容を工夫して指導(11) 

・ 「やるべきこと」として教育課程編成などで認識(9) 

・ 学年の教員によるグループなどでの教材研究の実施(9) 

・ 児童生徒に聞くことや話すことなどの力を身に付けさせたいという意識の向上(8) 

 

 また，外国語教育を推進することによる児童生徒の様子に関して，記述により得られた主な回答は以下のとおり

である。（自由記述回答者数 55） 

 

・ 知っている英語を使って話そうとしている(13) 

・ 授業に積極的に取り組んでいる(7) 

・ ALTが来る日を楽しみにしている(4) 

 

調査を行った時期は ALT が 15 名体制となり，学習指導要領の移行期間の１ 年目である。学校現場では新学

習指導要領に即した教材を用いた授業が行われていた。ALT増員の学校現場における認識は概ね肯定的である。

地域人材の充実も含めた授業の場面での人的支援が，学校現場により強く認識される施策であると理解できる。

ただし，学校訪問の実施やデジタル教材の対応についても肯定的な認識が確認されることから，人的支援のみが

施策の充実を実感させるものではないと考えられる。また，教委による情報提供や相談の実施，校内研修の支援

では肯定的な認識が強いとは言えない。学校への学校訪問の実施は認識されているものの，指導主事による学校

現場への直接的な働きかけが十分に周知されてないと捉えることができる。他方，学校内での教員と児童生徒の

変容は自由記述による回答で確認できる。外国語教育への取組を学校現場で進めることで，教員は外国語教育の

変化をやるべきこととして捉え，授業内容を工夫したり教員集団での教材研究をしたりしながら児童生徒に英語力

を身に付けさせようと取り組む様子が推察される。そのような教員の姿が児童生徒の授業への積極的な取組とな

り，学んだことを生かして話そうとする意欲として表れていると見られる。また，ALT増員による派遣時数の増加も

児童生徒の学習意欲に一部寄与していると考えられる回答も得られている。 

 

3) 指導主事による校内研修の協力についての調査 

前述の指導主事による小学校に対する校内研修の協力について，受講した教員を対象としたアンケート調査を，

研修実施日からおよそ１ カ月後に行った。受講者に対する調査の結果は表 3である。 
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調査項目は，指導主事による校内研修に対するもの（1～8）と研修後の教員の行動(9～15)に分けられる。まず，

校内研修では，ほぼすべての受講者が外国語教育の研修に興味や関心を持ち，多くの教員に課題意識があること

が確認できる。指導主事による説明等は概ね評価が高く，満足感も十分に得られている。また，指導主事による校

内研修は教員の支援に資するとの認識もあり，実践意欲の向上や再度の研修の希望も見られる。指導主事による

校内研修での教員への直接的な支援は，教員の課題や興味・関心に応えるものであり，教員の意識に変容を与え

ると捉えられる。次に，研修後の教員の行動に着目すると，研修内容を授業に活用しようとしている教員の姿が見

て取れる。教材研究のしやすさは約６ 割，教材分析力の向上は約７ 割の教員が肯定的に認識しており，全体の半

数程度が研修内容を実践に活用している。さらに，研修内容を活用した授業による児童の意欲の向上も肯定的に

捉えられている。校内研修での指導主事の働きかけによって教員の実践が促され，児童の意欲にも影響を与えて

いると考えられる。 

 

(2) 聞き取りによる調査 

 A 市教委の外国語教育施策とその展開や教員研修について，聞き取り調査を実施した 6)。聞き取りは小学校と

中学校のそれぞれの管理職及び教員の中から，A 市の小学校外国語教育部会長である E 小学校長，外国語教

育推進リーダーであり外国語教育に係る指導教諭である F教諭，教育行政や学校現場で外国語教育に携わってい

る G中学校長，及び県が主催する外国語教育の研修で授業提案者としての経験があり A市の中堅教員である H

教諭の４ 名を対象として行った。 

 

1) 小学校の聞き取り 

 小学校の聞き取りは E小学校長と F教諭に行った。 

 E小学校長に対する聞き取りは，2018年 12月 20日に E小学校で実施した。教員研修に対する質問では，「県

と市の双方の外国語教育に関する研修が多くなった。」と回数の増加を指摘する一方で，「市の研修の設定は，必

要性が十分に理解できる。ただし，研修を受けたことがない教員を対象とした研修を実施することが求められる。」

と課題を指摘した。また，「横への広がりは，学校の理解が必要」であるとして，「研修への出席は担当者が出席

する。担当者は理解できていると思うが，校内で伝達を行ってはいるが他の職員への横の広がりが課題。全教員

への研修があるとよい。」と要望を述べた。また，ALT増員については「学級担任が主で授業を行うが，ALTが

表 3．指導主事が支援する校内研修の事後調査 (N=81) 

項目 あてはまる 
どちらかといえば 
あてはまる 

どちらかといえば 
あてはまらない 

あてはまらない 無回答 

【指導主事による校内研修に対するもの】 

1. 研修内の説明の理解しやすさ 

2. 研修内容の課題への対応 

3. 外国語教育の研修への興味や関心 

4. 研修内容の満足感 

5. 指導主事の校内研修による教員の支援 

6. 再度の研修の希望 

7. 実践意欲の向上 

8. 外国語教育に対する課題意識 

【研修後の教員の行動】 

9. 教材分析力の向上 

10. 研修内容の活用による児童の意欲の向上 

11. 教材研究のしやすさ 

12. 研修内容の教育実践への活用 

13. 指導計画の再確認 

14. デジタル教材の効果的な活用 

15. 研修内容の授業外への活用 

 

41(50.6%) 

39(48.1%) 

35(43.2%) 

41(50.6%) 

40(49.4%) 

30(37.0%) 

28(34.6%) 

34(42.0%) 

 

13(16.0%) 

6(7.4%) 

5(6.2%) 

3(3.7%) 

14(17.3%) 

10(12.3%) 

1(1.2%) 

 

37(45.7%) 

39(48.1%) 

42(51.9%) 

34(42.0%) 

34(42.0%) 

39(48.1%) 

41(50.6%) 

28(34.6%) 

 

44(54.3%) 

46(56.8%) 

44(54.3%) 

42(51.9%) 

29(35.8%) 

32(39.5%) 

20(24.7%) 

 

2(2.5%) 

2(2.5%) 

3(3.7%) 

5(6.2%) 

4(4.9%) 

5(6.2%) 

11(13.6%) 

14(17.3%) 

 

11(13.6%) 

12(14.8%) 

19(23.5%) 

18(22.2%) 

23(28.4%) 

18(22.2%) 

36(44.4%) 

 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

1(1.2%) 

2(2.5%) 

0(0.0%) 

1(1.2%) 

 

5(6.2%) 

7(8.6%) 

6(7.4%) 

6(7.4%) 

7(8.6%) 

11(13.6%) 

16(19.8%) 

 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

0(0.0%) 

1(1.2%) 

4(4.9%) 

0(0.0%) 

3(3.7%) 

 

7(8.6%) 

9(11.1%) 

6(7.4%) 

11(13.6%) 

7(8.6%) 

9(11.1%) 

7(8.6%) 
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いたほうがよい。」としたものの，「HRT と ALT の指導のタイミングなどの打ち合わせの時間はない」ことが課題

であるとした。 

 A 市の外国語教育推進リーダーである F 教諭は，学校内外の研修講師として外国語教育の説明等を行う機会

が多くある。聞き取りは，電子メールで行い，2019年１ 月 10日に依頼し，同 11日に以下の回答を得た。（下線

は筆者加筆）。 

 

・ 小中学校，どちらにとっても ALTの派遣される時間が大幅に増えた。その結果，児童生徒が，英語に慣れ親

しみ，直接 ALT とのやり取りを通しながら，自分の知っている英語を駆使して言葉を紡いでいく機会が生み出さ

れるようになった。 

・ 拠点校と担当校の ALT担当者のやり取りで，容易に調整できるため，委員会を通す手間が省けるようになっ

た。 

・ 年度当初に，拠点校と担当校で ALTのスケジュールを検討しあったため，極力各学校の行事等を考慮したス

ケジュールを作成することができた。また，そのスケジュールを把握することができた。 

・ 移行期に適した研修や，実際の授業をもとに協議を行ったり，実際に文部科学省の担当調査官から指導を受

けることができたりするような，希望による参加者のニーズに合った研修を行っている。 

 

 この回答では，ALT 増員による授業時数の増加や柔軟性のあるスケジュール作成が可能となっていることが理

解できる。また，教員研修についてもニーズに応じた悉皆研修が実施されていることがわかる。 

 

2) 中学校への聞き取り 

 中学校への聞き取りは，G中学校長と H教諭に行った。 

G 中学校長への聞き取りは，2018 年 11 月７ 日に実施した。聞き取りでは，外国語教育施策について，「ALT

増員は素晴らしいことであり，ALT が学校の職員の１ 人となっている」と評価した。その理由として，「文化祭な

どの行事にも参加し，授業だけではない姿が見られる。余談ではあるが，夜の職員の懇親会にも加わるので，学

校職員にとっても職員の１ 人としての認識がある」状況がみられるからであるとしており，「現在は，ALTのいる姿

が当たり前となっている」と学校での変化を述べた。その様子を「ALTがお客さんから職員になった」と表現して

おり，校長自らが，「自分からも職員に働きかけた。」と振り返った。 

また，2018年 11月７ 日に H教諭への聞き取りを行った。H教諭は施策の中心を ALTの増員とその配置シス

テムの変更であるとしたうえで，「ALTが学校に常駐するシステムは良い。ただし，担当教員が授業や生徒指導等

で打ち合わせる時間がない。加えて，授業の準備は時間的にできない。」と現状を述べた。また，「授業中に ALT

がいることは生徒にとってよい。」として，ALT の必要性を指摘する一方で，「学校が ALT をどのように生かすか

が明確でないとマイナスになる。」と学校現場の認識が必要であるとした。 

 

3) 聞き取りのまとめ 

以上の聞き取りを総括する。聞き取りでは教員研修と ALT増員に関する意見が主に出されている。まず，ALT

増員に関しては，小学校と中学校の双方で授業での ALTの必要性が確認でき，ALTによる「教材の理解」や「打

ち合わせる時間」が課題であることも共通している。一方で，小学校では ALT と児童の接する時間の増加により

「自分の知っている英語を駆使」するような児童の変容が確認されたこと，中学校では ALTが「職員の１ 人とし

て認識」されているように小学校と中学校での相違も見られる。また，派遣方法の変更は，ALT派遣時数が「大

幅に増え」，「各学校の行事等を考慮したスケジュール」を「容易に調整できる」ようになっている。一方で，その

ためには ALTを「どのように生かすか」を明確にすることが学校に求められる新たな課題であると捉えられる。 

教員研修については，小学校の対象者２ 名から回答が得られており，「参加者のニーズに合った研修」が実施

され「必要性が十分に理解できる」ものである一方で，「横の広がりが課題」であるとの指摘から，悉皆研修後の

校内における伝達に課題があることが確認できる。中学校の対象者からは教員研修に対する回答は得られていな
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いことから，教員研修に対する小学校教員と中学校教員の意識に差があると考えられる。 

 

５ ．考察 

 

(1) 知見のまとめ 

 事例と調査をもとに，指導主事に焦点化し考察する。 

 事例による指導主事の行動をあらかじめ整理する。外国語教育改革を実現させるために，A市教委では，C指

導主事が中心となり，情報収集による課題認識を踏まえて ALT 増員と教員研修を中心施策とした。ALT 増員で

は，学校訪問の実施と協議会の開催により C 指導主事が主となって施策説明と事業の推進を行っている。また，

教員研修では，研修方法及び内容の改善，悉皆研修での講師選定及び校内研修での指導助言を行っている。以

上の指導主事の行動をもとに，調査結果を踏まえて本事例での指導主事の役割を検討する。 

 まず，ALT増員の施策は，調査から確認できるとおり学校現場から求められていたものでありニーズを満たすも

のであった。特に小学校では教育課程の大きな変更を余儀なくされるため，外国語教育の変化は大きな課題とな

る。ALT 増員後は，授業の打ち合わせの時間がないという悩みはあるものの ALT の存在意義が高く評価されて

いる。これは，学校現場で外国語教育を進める中で，児童生徒が知っている英語を使って話そうとしたり，ALT と

の直接のやり取りの中で英語を駆使したりしている様子を教員が認識しているからであると考えられる。一方，この

施策推進では，指導主事が協議会や学校訪問での説明や情報収集を行っているものの，直接的に大きな役割を

果たしているとは言えない。このことは，小学校外国語教育の変化は理解されているが十分な周知には至ってい

ないことから理解できる。とは言え，施策充実の実感が一定程度得られていることを踏まえると，ALT 増員という

学校への人的支援は，外国語教育の変化を表すシンボルとして機能していたと考えられる。このことを用いて指導

主事が施策を推進していたと推察される。 

 次に，教員研修について検討する。事例では，悉皆研修と指導主事による校内研修の支援が行われている。外

国語教育改革に伴い，教員研修が増加していたことが聞き取りから確認できる。A 市教委が実施した悉皆研修は

参加者のニーズに合うもので必要性が十分に認識されるものであった。また，その回数や内容，講師についても

概ね高い評価を得ている。しかしながら，校内での伝達には課題があり校内研修の充実が十分ではない。教員の

力量向上には，担当者による悉皆研修を踏まえた校内研修の実施だけではなく，校内研修への指導主事の協力も

有益であると考えられる。このことにより校内全体の実践意欲を向上させることや教育実践への活用が確認された。

指導主事の講義や演習が教員の課題に対応した専門的な知識による具体的かつ実践的な内容であったことが実

践化への要因であると考えられる。 

以上から，事例では，ALT増員という人的支援を強化して授業の改善を促すことで，外国語教育改革を学校現

場に伝達している。これを中心施策として周知することで，外国語教育の変化を学校現場に認識させながら，教員

研修により学校を支援している。この際の指導主事の役割は，施策の十分な課題認識を踏まえ，専門家を活用し

た研修で担当者に変化の趣旨を理解させること，また，学校の課題に応じた校内研修への協力により教員集団へ

の専門的かつ実践的な指導助言を行うことであると捉えることができる。 

 

(2) 課題 

 本研究では，外国語教育改革を実現するための地教委の教育施策について，A市の事例により，学校改善を指

導主事に焦点化して検討した。このことでは，次のことが課題となる。指導主事の校内研修への関与について，本

研究では事例が限定的である。そのため，指導主事の校内研修への関与の有無による教員の意欲や実践などの

比較が必要である。また，悉皆研修と校内研修への関与の順序性及び程度の検討も必要である。加えて，自治体

の規模や指導主事の配置人数などの地教委の条件や環境については，他の事例を踏まえた検討が必要である。さ

らに，事例が外国語教育に限定されているため，他の領域との比較も必要である。これらについては今後の研究

課題としたい。 
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註 

1) 文部科学省「平成 30 年度英語教育実施状況調査」では小学校教師のうち中・高等学校英語免許状を所有している割合

が調査対象の 5.9％との結果である。 

2) ALTは「外国語指導助手」のことであり，Assistant Language Teacherの略称である。 

3)  照会は中核市４ ５ 市（2016年４ 月現在）を対象に実施し，３ ３ 市から回答が得られた。 

4) C指導主事と F指導教諭の情報交換は 2016年 4月 25日に電子メールで行われている。 

5) 「希望研修」とは，担当者であるか否かに関わらず，教員自身の希望で参加できる教員研修である。 

6) 聞き取り調査に関しては，調査協力者に対して，調査目的及びプライバシー保護等の倫理的配慮について説明し，承諾を

得た。 
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コミュニティ・スクールは子どもの何を育むか 
―社会関係資本が育む資質・能力とは― 
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１ ．はじめに 

 

  「地域とともにある学校 1)」であるコミュニティ・スクール（以下，「CS」）が急増している。2018 年度の

増加率は，前年度比 1.5倍に上った。文科省は，「全ての学校を CSに」を合言葉に地教行法改正 2)等の様々

なタスクを着実に実現させている。本市においても，研究指定校の成果と課題をもとに，来年度から市内全校

に順次導入される予定である。 

一方，本校教職員の CS認知度 3)は低い。原因の一つに，研修機会や情報提供が少ないことが挙げられ

る。道徳の教科化や外国語活動の新設，新学習指導要領への移行措置，教育の情報化，配慮を要する児童

や家庭への対応など，学校現場には喫緊の課題が山積している。さらに，働き方改革の潮流として学校の業

務改善が求められている状況では，未だ見ぬ CSは教職員にとっての喫緊の課題ではない。 

 

２ ．研究の動機 

 

 教職員にとって，CSへの課題意識が低いのはなぜか。 

第 1に，育成すべき「子ども」の姿が明確に共有できないこと，第２ に，地域との連携・協働が「本来業

実践報告 

キーワード 

コミュニティ・スクール 

資質・能力 

社会関係資本 

カリキュラム・マネジメント 

探索的因子分析 

要約：コミュニティ・スクールが急増している。本市でも順次導入の予

定である。しかし，学校運営協議会や学校地域協働活動に関しては，

これまでも多くの研究が積み上げられてきたが，育まれる子どもの資

質・能力についての研究は少ない。本研究の目的は，地域学校協働活

動が育む子どもの資質・能力（以下，CSパワー）とそれらに影響を及

ぼす変数を明らかにすることである。探索的因子分析の結果，CSパワ

ーには，「Passion（向上志向）」と「Action（参画志向）」の因子があ

り，両者とも児童と地域との間の社会関係資本と関係性が深いことが明

らかになった。また，地域学習のカリキュラム・マネジメント実践では，

「教師の明確な関与」が CS パワーの育成に影響を与えることが検証

された。これらの実践的示唆を踏まえ，学校地域協働活動の「量から質

への転換」と「教師の明確な関与による地域に働きかける学習の創造」

が今後の課題であると提言する。 

 

 

 

 

アミカケ部分は，掲載決定後にご記入いただきます。 
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務」以外の業務と解釈されていることが原因であると考える。 

「地域とともにある学校」は，露口（2018）が「不易 4)」と指摘するように，今に始まる学校課題ではな

い。これまでも「学社連携」や「学社融合」の名のもと，「社会に開かれた学校」づくりが進められてきたが，

「目的性」が十分共有されないままの連携の中には，両者にとって過重負担や持続可能性などの理由で廃

止され，再び「閉ざされた学校」への道を歩むことも少なくなかった。 

一方，今日の「地域とともにある学校」には，これまでとは異なる二つの面がある。一つは，教育再生実

行会議がレインボー・プランに掲げた「新しいタイプの学校 5)」の側面であり，もう一つは，2030 年問題へ

の対応策としての「学校を核とした地域創生 6)」の側面である。これらに共通するビジョンは，学校ガバナン

スやコミュニティ創生の側面であると言えよう。 

また，新学習指導要領にも「社会に開かれた教育課程」が明記されたが，育む資質・能力については，

「明確にし」との記載だけで具体的な資質・能力に言及しておらず，CSにより「子どもの何が育まれるのか」

という疑問への答えはない。 

また，CS の目的に「子どもと向き合う時間の確保」があるが，特に導入期には，地域との連携・協働に

かかる調整コストの増大や協力依頼の増加などの問題が生じることも過去の事例 7)にある。神林（2017）は，

学校現場の多忙化は「本来業務の負担の増加」が原因であると指摘している。本校教職員の超過勤務時間

は，平均３ 時間 17 分間で，過労死ラインの月間 80 時間を超える教職員も 27％ 7)に上る。本来業務が多忙

な教職員にとって，CSが負担になれば本末転倒である。 

露口（2017）は，こうした業務を「教員悶絶業務」と呼び，その特徴を「目的性」「関係性」「自発性」

が欠如した業務であると指摘し，その解決策としてリフレーミングの重要性を述べている。CSの枠組みを「子

どもにとって欠かせないもの」，「教員の中核的な本来業務」へと変えるためには，「育成する子どもの姿の共

有」が出発点になろう。 

しかし，これまでの CS研究や実践報告には，育まれる具体的な資質・能力が研究対象であるものは散見

するところ見当たらない。 

そこで，先行研究として，志水（2014），露口（2016b），大林(2018)，柏木（2018）らの社会関係資本か

らアプローチ 8)を参考に，学校地域協働活動が育む子どもの資質・能力（以下 CS パワー）とはどのような

ものか，また，どのように育成していけばよいかについて明らかにしたいと考え，研究課題の設定に至った。 

 

 

３ ．研究の目的 

 

本研究の目的は，今後導入されるコミュニティ・スクールにより，学校地域協働活動が活性化 9)されること

で，児童のどのような資質・能力が育まれるかを明らかにするとともに，それらを効果的に育むための実践的

示唆を得ることである。 

 

 

４ ．研究課題 

 

研究目的を達成するために，以下の 2つの仮説を設定し，検証することを研究課題とした。 

【仮説１ 】 学校地域協働活動は，児童と地域との間の社会関係資本を醸成し，児童に何らかの CS パ

ワーを育むであろう。 

【仮説２ 】 CS パワーを効果的に育成するためには，学校地域協働活動をカリキュラムに位置づけ，児

童と地域との間の社会関係資本の醸成を図ることが有効であろう。 

 

５ ．研究方法 
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本研究で用いる「CS」及び「CSパワー」の用語については，学校ガバナンスの側面を範疇とせず，学校

運営協議会等によって活性化されるであろう「学校地域協働活動」の側面を「CS」と捉えて述べることにす

る。 

 研究課題１ の「CSパワーとは何か」については，先行研究等をもとに CSパワーに関係する資質・能力

について，CSパワーの仮フレームを作成する。それをもとに，全国学力・学習状況調査等の既存調査の質

問項目から CSパワーの尺度を設定する。 

また，「学校生活等の認知」「学習経験の認知」「児童と地域との間の社会関係資本」に関する質問項目を

設定し，CSパワーとの関係性を分析する。児童質問紙の調査の実施及び分析に当たっては，研究倫理や交

絡バイアスの回避について，十分な配慮を行うこととする。回収した得られたデータは，ID化処理をしてから

データベースを作成し，個人情報の保護・管理には厳正を期す。詳細は以下の段落構成で説明する。 

(1) CSに求められる資質・能力の探索  (2) 質問紙の作成と調査の実施 

(3) 調査分析による全体像の把握     (4) 考察 

研究課題２ の「CSパワーをどう育むか」については，年間指導計画における学校内外の地域学習や地域

交流を整理し，課題を明らかにする。その解決に向けて，地域連携担当教員が関与しながら，学校地域協働

活動を生かしたカリキュラム・マネジメントに取り組み，その効果を検証する。詳細は以下の段落構成で述べ

る。 

 (1) 児童と地域との間の社会関係資本をどのように醸成するか 

(2) カリキュラム・マネジメント実践－３ 年「ふくしってなぁに？ 」の実践より－  

(3) 効果検証と考察  

 

 

６ ．研究内容 

 

（1）研究課題１ 「CSパワーとは何か」 

 

1）CSパワーの探索方法について 

まず，「仮想 CS パワー」を想定した尺度群を設定し，それらの尺度群から主成分を抽出する。それに

基づいて探索的因子分析を行い，因子合成と因子寄与率から，CSパワーの全体像を描き出す。尺度の設

定は，文献等をもとに CSに関係した資質・能力に関するキーワードを収集し，それらを階層クラスター分

析により作成したフレームに当てはめながらバランスよく設定する。 

 

2）CSに関係する資質・能力のレビュー 

① 中教審「論点整理」等に見る CSパワー 

教育課程企画特別部会論点整理 （平成 27年 8 月）では，育成すべき「資質・能力の３ つの柱」

が示され，コンピテンシーベースの汎用的資質・能力が新学習指導要領にも反映された。また，第３ 次

教育振興計画（平成 30～34 年度）では，2030 年以降の社会を展望した教育政策の中に，「個人と社

会の目指すべき姿」が示されている。さらに，コミュニケーション教育推進会議（平成 23年 8月 29日）

においても，「知識基盤社会」や「多文化共生時代」を生きる資質・能力として，コミュニケーション能

力が求められている。 

② CSの背景に見る CSパワー 

CSは，教育改革国民会議（2000年）の提案（いわゆる「レインボープラン」）を受け，「新しいタイ

プの学校」として 2004 年に第 1 号（五反野小学校）が誕生した。CS 構想の提唱者である金子(2000)

は，社会関係資本を活用した学校運営の好事例を紹介したが，もともと工学博士である彼のネットワー
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ク理論に CS構想の源流を見ることができる。金子（1992） は，「人と人との相互作用によって生まれる

「動的情報」が，新しい関係を切り開き，新しい秩序を作ってゆく」と述べ，ボランティアが社会を改善

する可能性を示唆している。「ボランティア元年」と呼ばれる阪神・淡路大震災（1995）の３ 年前であ

る。 

今やボランティア活動は，福祉や教育，地域創生などの様々な分野に広がりを見せ，共生社会の実現

に欠かせないものとなっているが，「ボランティア活動の３ 原則 」は，「自発性・主体性の原則」「社会

性・連帯性の原則」「無給性・無償性の原則」であり，近年は，「創造性・先駆性・開拓性の原則」を

加えた４ 原則 10）とすることもある。これらの資質・能力は，CSパワーと親和性が高いと考える。 

 ③ ソーシャル・キャピタル研究と CSパワー 

露口(2016b)は，子どもの社会関係資本（ソーシャル・キャピタル：以下，SC）を細分化し，「家庭

SC」「子ども間 SC」「教師 SC」「保護者 SC」「地域 SC」と「子どもの学力」との関係について調査研

究を行っている。そして，子どもの「地域 SC」が「学習意欲」に影響を与えることを明らかにしている。 

大林(2018)は，被説明変数として学習意欲や学力でなく「地域に貢献する意欲」を高めることが重要

と指摘している。さらに，露口(2016b)の調査を再分析した結果から，特に「家族とのつながり」が少な

い児童にとっては，「地域住民とのつながり」が「学習への肯定感」や「地域貢献意欲」に大きな影響

を与えていることを明らかにしている。「地域とつながる力」も CSパワーの重要な要素であろう。 

 

3）CSパワーの仮フレーム作成 

先述の①～③に描かれた資質・能力を，新学習指導要領が示す「育成すべき資質・能力の３ 本柱」で

整理（表 1.）すると，★印が示す「多様な他者」「合意形成」「対話」「創造性」「自己肯定感」「地域と

つながる」「自立・挑戦」「社会貢献」の８ つのキーワードに集約することができた。 

 

表 1．学校地域協働活動に関する資質・能力のキーワード 
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図 1．CSパワーの３ 領域（仮フレーム） 

 

そして，これらのキーワードを階層クラスター分析した結果が図 1.である。デンドログラムの示すように

３ の領域に分類できたことから，それぞれ「領域Ａ：他者と関わる力」「領域Ｂ：よりよい自分になる力」

「領域Ｃ ：地域のためになる力」と定義し，CS パワーを探索するための仮のフレームとして使用すること

とした。 

 

4）質問紙の作成 

  次に，「地域に関するアンケート」の質問項目を設定した。質問項目については，尺度としての信頼性を

担保するために，平成 30 年度全国学力・学習状況調査児童質問紙調査と露口（2016b）から，CS パワ

ーに関するものを選出した。 

CSパワーの下位尺度に関係すると思われる質問項目は４ つ選出できた。しかし，「領域Ｂ：よりよい自

分になる力」に対応する質問項目がなかったため，新しく設定することとした。質問項目の設定に当たって

は，先に示した図１ の階層クラスター分析のデンドログラムをもとに行い客観性を確保するよう配慮した。 

「領域Ａ：他者と関わる力」については，第５ レベルのキーワードの中から，「他者」「貢献」を除いた

「地域」「つながり」「合意形成」の言葉から，「関係形成力」を設定し，地域学習や地域交流への肯定感

を尋ねる１ 項目を設定した。 

「領域Ｂ：よりよい自分になる力」については，地域における自己肯定感を尋ねる「役割自覚」と新し

い自分の創造のイメージから「自己成長」に関する 2項目を設定した。 

「領域Ｃ：地域のためになる力」については，大林（2018）が重要と指摘する「私の参加により，変え

てほしい社会現象が変えられるかもしれない 11）」という社会貢献意欲の視点から，「改善意欲」に関する

１ 項目を設定した。 

次に，CS パワーを説明する変数として，「学校生活の認知」に関する質問項目（「自己肯定感」「将来

の目標」「教師の承認」「友達の援助」「将来貢献意欲」），「学習経験」に関する質問項目（「対話学習認識」

「地域学習認識」），「児童の地域との間の社会関係資本」に関する質問項目（「大人 SC」と「高齢者 SC」

「地域参加Ｐ 」）をそれぞれ設定した。 

№1～17 の質問は，全て 4 件法で回答を得られるようにした。№18 の「地域参加Ｐ 」は，地域行事を複

数選択式で回答させ，合計得点を下の頻度基準で４ 件法に換算することとした。（選択０ ＝1 点,選択１ ＝2

点,選択２ ～３ =３ 点,選択４ 以上=４ 点） 
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表 2．「地域に関するアンケート」の質問項目 

 

また，多重共線性を避けるため，「大人 SC」と「高齢者 SC」の合計ポイントを２ で割った値を「地域

SC合成Ｐ 」として使用することとし，さらに，統制変数として属性に関する「性別」「学級」の２ 項目を設

定し，以上の 20項目で構成する質問紙を３ ～６ 年生児童を対象に作成した。 

 

5）質問紙調査の実施 

＜調査の概要＞  

   調査方法：質問紙調査（20項目） 

調査対象：３ ～６ 年生の児童 356名 

実施期日：2019年 1月 9～10日 

回収状況 

     

※ 出席停止等で個別調査が困難なデータは回収しなかった。 

※ 欠損値を含むサンプル（5件）は除外した。 

＜主な分析方法＞  

統計ソフト「EZR」による分析（主な出力：主成分分析，因子分析，重回帰分析） 
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6）調査の分析 

① CSパワーの探索的因子分析 

表３ は，CSパワーに関する８ 項目の基本統計量，クロンバックの信頼係数，相関行列を示したもの

である。信頼係数αは，全ての項目で高い数値（α=.774～.802）を示していること，また，全ての項目

間で有意な正の相関（r=.229～.508）が見られることから，尺度としての信頼性は確保されていると判断

した。 

 

表 3. 尺度の基本統計量と相関行列 

*p<.05，**p<.01，***p<.001. 

 

まず，8つの尺度で表される「仮想 CSパワー」の主成分分析を行った。その結果，固有値の減衰率

から，「仮想 CSパワー」から２ つの因子が抽出できることが確認できた。次に，CSパワーの全体像の

中には，これらの尺度で合成される２ つの因子が含まれていると想定し，プロマックス回転法による探索

的因子分析を行った。 

 

表 5. CSパワーの因子（プロマックス回転法による） 

 

 

分析の結果は，表 5.示した通りである。CS パワーには２ つの因子があり，それぞれ「Passion（向

上志向)」と「Action(参画志向)」と命名した。因子寄与率は，「Passion（向上志向)」が 22％，「Action(参

画志向)」が 19％で，CSパワーの全体像の 41％を説明し得ることが明らかになった。 
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② CSパワーに影響を与える尺度は何か 

次に，各因子と「学習経験の認識」「学校生活への認知」「児童と地域との間の社会関係資本（以下，

「児童-地域 SC」）」との関係性を明らかにするための分析を行った。 

表 6.に，各変数の相関行列を示した。両因子とも，「地域行事への参加」「性別」「学級」を除く他の

変数との間に有意な正の相関（r=.21～.63）が見られた。さらに，「Passion（改善）」と「Action（行動）」

と因子間にも，r=0.56（p=0.00）の正の相関が確認できた。 

 

表６  各因子と各変数の基本統計量と相関行列 

*p<.05，**p<.01，***p<.001.  

 

次に，ステップワイズ法（減少法）による重回帰分析を行った。 

各因子の得点は，下位尺度の合計点（４ 点×４ 尺度＝16点）とした。それらを被説明変数として，「自

己肯定感」「将来の目標」「教師の承認」「友達の援助」「対話学習認識」「地域学習認識」「地域 SC 合

成Ｐ 」「地域参加Ｐ 」を説明変数として重回帰モデルに投入した。また，多重共線性を回避するために統

制変数として「性別」「学級」も併せて投入した。最終モデルを表 7.及び表 8.に示す。 

 

表 7. 因子１ 「Passion（向上志向）」を説明する尺度 

*p<.05，**p<.01，***p<.001. 
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表 8. 因子２ 「Action（参画志向）」を説明する尺度 

*p<.05，**p<.01，***p<.001. 

 

「Passion（向上志向）」因子は，それぞれ「対話学習の認識」「自己肯定感」「友達の援助」「地域

SC合成Ｐ 」との間に正の相関がみられた。また，「E2.地域学習認識」「P2.将来の目標」との間にも弱

い正の相関がみられた。 

「Action（参画志向）」因子は，それぞれ「自己肯定感」「友達の援助」「地域 SC合成Ｐ 」との間

に正の相関がみられた。また，「地域学習認識」「将来の目標」「教師の承認」「地域参加 P」との間に

も弱い正の相関がみられた。 

 

7) 考察 

CSパワーについての探索的因子分析を行った結果，CSパワーには，「Passion（向上志向）」と「Action

（参画志向）」の因子があり，全体像の約 41％を説明し得ることが明らかになった。よって，研究仮説１ のう

ち、「社会関係資本の醸成は、児童に何らかの CS パワーを育む」については支持された。 

また，これらの分析結果をもとに作成した「CSパワーの関係図（図 2.）」は，児童と地域との間の社会関

係資本が CS パワーと影響し合っていることを可視化できることから，CS 理念の共有ツールとして，学校地

域協働活動促進のための研修資料等として今後の活用が期待できると考える。 

（５ ％水準で有意な相関があるものについて，相関の強さ（r=0.23～0.74）を線の太さで表した。） 

図 2. CSパワーの関係図 
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（2）研究課題２ 「CSパワーをどう育むか」 

 

1）どのように児童と地域との間の社会関係資本を醸成するか 

研究課題１ の成果として，CS パワーには，児童と地域との間の社会関係資本が関与していることが明

確になっている。そこで，どのように児童と地域との間の社会関係資本を醸成していくことが効果的かを検

討することにした。 

文科省の「地域学校協働活動参考事例集№１ ～４ 」や「地域学校協働活動パンフレット」には，教育

課程内外の様々な地域学校協働活動が例示されており，それらを表 9.に整理した。 

 

表 9. 主な地域学校協働活動の分類 

      

本校でも，既にクラブ活動の外部講師や学習プログラム提供など，参考事例と同様の取組があった。 

しかし，それらを「もの・ひと・こと・つながり 12)」の視点で捉え直してみると，特に「ひと」について

課題があることが浮かび上がった。 

「教科・教科等」において，講師等として招聘しているのは，警察官，市社会福祉協議会，大学講師，

通信会社など，関係諸機関や企業の「ひと」である。もちろん，専門性や経験値の高い「ひと」が効果的

な学習もあるだろうが，校区内にも消防団，防災士，民生委員，史談会，教員ＯＢなど，多くのステーク

ホルダの「ひと」がいる。それにも関わらず，地域人材を十分生かし切れていない現状があった。 

そこで，教師が意図的に身近な地域の人から学んだり，交流したりする機会をカリキュラムの中に設定し，

子どもたちが地域の「ひと」との「つながり」を実感しながら学習を進めることで，児童と地域との間の社

会関係資本が醸成され，CSパワーが効果的に育まれるのではないかと考えた。 

 

2) カリキュラム・マネジメント実践 －３ 年総合「ふくしってなぁに？ 」の実践より－  

総合的な学習の時間では，学習課題や追究テーマの見直し，各教科等との関連，成果発表の時期や方

法，効果的な探究サイクルの在り方などについて，毎年，総合的な学習主任を中心に学年主任や各教科

主任が連携しながら全校体制で行っている。 

筆者は，昨年度から地域連携担当として，地域の人材や素材を生かした授業構想の提案，CSを視野に

入れた校内研修などに取り組んでいるが，その一つとして取り組んだ「地域とつながるカリキュラム・マネ

ジメント実践」の概要を以下に記述する。 
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昨年度 12 月，６ 年生の修学旅行先が神戸方面に変更されることになり，カリキュラム・マネジメントの

必要が生じた。関係主任による話合いを重ね，６ 年生は，これまで「平和学習」や「福祉学習」に取り組

んできたが，阪神淡路大震災のメモリアルパークでの学習効果を高めるために，新しく「防災」の視点で

学習活動を位置付けようという方向性が提案された。 

一方，３ 年生の総合的な学習の時間では，数年来，「歯と健康」をテーマに探究的な学習活動を行っ

てきたが，「一つのテーマを長期間探究し続けるのは発達段階から難しい」などの改善への要望が上がっ

ていた。６ 年生は内容過多，３ 年生は内容不足という課題の解決策として，３ 年生に「福祉学習」を移

行してはどうかという案が出されていた。その際，地域連携担当教員（筆者）は，校区内の福祉施設と連

携し，地域に根差した学習活動にしたいという強く要望していた。 

２ 月中旬には，担当主任から問題の経緯の説明があり，年間計画の見直しが提案されたが，学習内容

については全くの未定であった。第６ 学年では，社会科と関連を図った学習であっため，３ 年生で実施す

るためには学習内容の全てを新しく考案する必要があった。それには，「思い」と「経験」を持つもう一人

のキーマンが必要であった。 

Ｃ 教諭は，前年度に６ 年生の「福祉学習」をカリキュラム・マネジメントした経験があった。今年度，３

年生の学年主任になり，「やるからには，児童を変えたい」という思いで，３ 年生での「福祉学習」の新

設を強力にけん引した。学習と実践を通して，児童が変わっていく様子を目の当たりにしたことがＣ 教諭の

原動力となった。夏季休業中に，学年部の教員を連れ，市や地域の施設をフィールドワークしたり，担当

者と何度も打ち合わせたりして，「学習と交流」の学習内容を形にしていった。  

運動会が終わった９ 月下旬，市の福祉施設や校区内のデイサービス施設の訪問で学習は始まった。施

設の見学や職員の方の福祉への思いに触れながら訪問を重ねるうちに，児童は相手意識を持っていった。

学級では，「思いを届けよう」を合言葉に，利用者の方々と共に楽しい時間を過ごすための工夫を話し合

った。「車椅子の利用者さんには目線を低くしないと」「耳の聞こえない利用者さんには手を取って伝えよ

う」など，児童なりの思いを込めて交流活動を練り上げていった。 

11月初旬，デイサービス施設の交流活動では，ゆっくりと確かに流れる時間をともに過ごす様子を目に

した筆者は，この体験は必ず子供たちを成長させていると確信した。 

３ 年生は３ 学級あり，学年主任以外の担任は 20代男性である。子育てや介護の経験もなく，初めは高

齢者との交流活動に主体性を発揮できないでいた。しかし，打ち合わせや訪問を重ねるうちに，「利用者

の気持ちで考えよう」という声掛けが自然に出てくるようになっていた。また，クイズや小物作りなど，子ど

もたちが一生懸命に考えて準備した交流が進むうちに，施設の方から「いつもと違う利用者の笑顔が見ら

れてうれしかった。」「何度でも来てほしい」など，利用者にとっての効果を実感する声が聞かれた。 

11月末，学習成果発表会では，子どもたち一人一人が教科書にある知識でなく，自分で触れ，考え，

感じた「福祉への思い」を堂々と発表していた。 

 

3) 効果検証と考察 

Ｃ 教諭を中心に行った「地域とつながるカリキュラム・マネジメント実践」は，子どもたちに何を育んだの

か。CSパワーに焦点を当てながら検証した。 

研究課題１ で分析したアンケートは，前述の実践から 1か月後に行ったものである。他の学年にも外部講

師やゲストティーチャー，田植え・稲刈り体験など，地域とつながる学習機会があるため，「児童-地域間 SC」

を統制したいと考えた。 

そこで，図 3.の通り，全校児童が地域の独居老人を訪問する「〇〇小幸せ立花宅急便」（12 月 22 日実

施）を統制イベントとし，実施直後にアンケート調査を行っている。効果分析は，福祉学習の該当学年を介入

群として，他の児童を非介入群として，ウェルチの t検定による CSパワーの比較を行った。 
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図 3. 調査の実施時期と「児童-地域間 SC」に関するイベント  

 

結果は，図 4.が示すように，介入群（福祉学習あり）は，統制群に比べて CS パワーの平均値が有意に

２ ポイント高かった。 

さらに，図 5.が示すように，カリキュラム・マネジメントにおいてリーダーシップを発揮した学年主任の学級

の児童は，他の２ 学級と比較して，CSパワーの平均値が５ ポイント以上高く，標準偏差も小さいことが明ら

かになった。 

*p<.05，**p<.01，***p<.001.                  *p<.05，**p<.01，***p<.001. 

図 4. 福祉学習の効果             図 5. リーダーシップの効果 

 

このことから，「CSパワーの関係図」で示唆されたように，「友達との支持的な対話学習」，「教師の明確な

関与による地域学習」，地域の人との交流による「児童と地域との間の社会関係資本の醸成」などが，介入

群の CS パワーを育んだ可能性を示唆するものであると考えられる。よって，研究課題１ で支持された研究

仮説１ 「社会関係資本の醸成は、児童に何らかの CSパワーを育む」が検証できた。 

しかし，介入群と統制群の CSパワーの間に有意な差は見られたが，「教師の承認」や「友達の支援」な

どの変数を十分に統制できなかったこと，また，ワンショット・サーベイであり児童の変容を明らかにできてい

ないことから，研究仮説２ は検証できなかったものと考える。 

今後，CSパワーの効果検証に向けては，十分な観察と記述による効果分析を取り入れるなど，研究構想

の一層の改善が必要であると考える。 
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７  成果と課題 

 

(1) 研究の成果 

1) CSパワーには，全体像の約 41％を説明し得る「Passion（向上志向）」と「Action（参画志向）」の

２ つの因子があることが明らかになった。 

2) 児童と地域との間の社会的つながり感（社会関係資本）の醸成が，CS パワーを高める可能性が示

唆された。 

3) 地域の「もの・ひと・こと」と密接に結びついたカリキュラム・マネジメントを推進することで，児童の

CSパワーが高まることが検証できた。 

4) 「教師の明確な関与による参画型の地域学習」を創造しようとする教師の思いや指導力が，児童の

CSパワーに影響を及ぼす可能性があることが示唆された。 

 

(2) 今後の課題 

1) CS パワーの全体像のうち約 59％が未だ不明である。尺度やサンプル数を増やすなど，研究構想を

練ることで，さらなる解明につながることを期待する。 

2) 教職員の CS への動機づけを図るために，「CS パワーの関係図」や「カリキュラム・マネジメント実

践の効果データ」を活用した研修を工夫する必要がある。 

 

 

８  おわりに 

 

研究を通して，CSが育む資質・能力は，「人や社会の問題を人や社会と関わりながら学んでいく態度」で

あるということを実感した。研究の実践的示唆を踏まえながら，今後の地域学校協働活動の在り方について次

の 2点を提言する。 

 

(1) 地域学校協働活動の「量」から「質」への転換が，CS 導入を成功に導く。 

地域の教育資源と育む資質・能力を教育課程に明確に位置付けて，学習の内容や方法を工夫すること

が重要であり，カリキュラム・マネジメントこそ教師の本来業務としての力量の見せどころである。 

(2) 教師の明確な関与による「地域へ働きかける学習」が子どもを育む。 

教師自身が，地域の教育資源と積極的に関わり，地域社会の水先案内人となるリーダーシップが重要

であり，子どもが自ら考えて地域に働きかけ，社会とつながる喜びを享受する地域学習により学力の基

盤となる自己肯定感を高める。 

 

デューイ（1957）は，「家庭で比較的貧弱に，偶発的に行われているものを，組織的に，かつ大規模な，

よく考案した，ちゃんとした方法で行う」ことが学校の使命であると述べており，「家庭」を「地域」に言い換

えると CSの目指す文脈が見えてくる。「貧弱」で「偶発的」な子どもたちと地域とのつながりを，学校と地域

の協働体制を構築し，地域社会という広大な教室で，育む資質・能力を明確に共有し合い，「社会に開かれ

た教育課程」に位置付けて実施する。 
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また，露口（2018）は，「社会に開かれた教育課程」の実現のために必要な４ つ留意点を指摘している。

（図 6.） 

図 6. 「社会に開かれた教育課程」を実現する４ つの視点 

 

これまでも「地域を生かす」「地域を学ぶ」という視点での地域学習は，様々なところで開発・実践されて

きたが，CS の増加によって，さらに今後は，「地域に貢献する」「地域とともに学ぶ」という視点に立った地

域学習の必要性が高まるであろう。そして，それらの学習が育む子どもたちの資質・能力の測定方法や効果

検証に関する研究が進む際，本研究が礎石となれば幸いである。 

 

 

註 

1) 中央教育審議会答申（2015）の「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後

の推進方策について」の呼称。 

2) 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47条の６ 」の一部改正で努力義務が明記。（2017.4.1） 

3) 本校教職員の CS認知度は，昨年度は，23.5%（2017.12.25），今年度は，32.5%（2018.7.20）であった。 

4) 露口（2018）は，100年前の米国にも地域の衰退問題に対して，地域を巻き込んだ学校づくりに取り組んだハニファン.L.J.

の例を挙げ，現在の「地域とともにある学校」との共通性を指摘している。 

5) 教育改革国民会議（2000年 12月）の「教育を変える 17の提案」の中で，新しい時代にふさわしい学校づくりとして「新

しいタイプの学校＝“コミュニティ・スクール等”の設置を促進」が提案された。 

6) 内閣府の「まち・ひと・しごと創生本部」を中心に各省庁が連携し，「学校を中核として地域のあらゆる力を結集」し，「一

億総活躍社会の実現」で人口減少社会に対応しようとする一連の政策 

7) 「教職員の多忙感と負担感に関するアンケート」（2017.12.25）より 

8) 近年，社会関係資本と子どもの資質・能力の関係性が明らかになってきている。例えば，志水は，「学力形成への寄与」

を指摘している。露口は，学校を取り巻くアクターの社会関係資本を細分化し，マルチレベル解析による学力，健康，学習

意欲等への直接効果を指摘している。大林は，家庭でのつながり感の低い児童にとって地域とのつながりが代替機能を果た

すことを指摘している。柏木は，困難を抱える子どもに社会関係資本が与える影響を具体的な記述によって明らかにしている。 

9) 加治佐は，「法改正により CSのガバナンス問題は収束し，今後は，地域学校協働活動の在り方が研究対象となっていくだ

ろう」と指摘した。（2017.6.22九州学校経営学会シンポジウムにて） 

10) 東京ボランティア・市民活動センターのＨＰ 参照（URL:https://www.tvac.or.jp/） 

11) 大林（2018）は，調査分析に「中学生・高校生の生活と意識－日本・アメリカ・中国・韓国の比較，日本青年研究所

（2009）」の質問項目である「私の参加により，変えてほしい社会現象が変えられるかもしれない」を設定した理由につい

て，「今後は，地域貢献の視点が重要になってくると思われる」と述べている。 

12) 露口(2018)は，地域活性化を支える４ 資本として，「経済資本（もの）」「人的資本（ひと）」「文化資本（こと）」と，それ

らの基盤となる「社会関係資本（つながり）」が重要であると指摘している。 
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兵庫県稲美北中学校におけるコミュニティ・スクールの取組 
―『北中プライド』を創り出すために― 
 

北谷錦也 a，松尾哲子 b ，諏訪英広 c    
 

a兵庫県稲美町立稲美北中学校 kitatani@inami.ed.jp  

b兵庫県稲美町教育委員会 tetsuko_matsuo@town.hyogo-inami.lg.jp 
ｃ兵庫教育大学 hidesuwa@hyogo-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ．問題の背景と発表の目的―教育長として― 

 

筆者（松尾）は，本県で小学校の教師を 21年間，町教委で 5年間，小学校教頭として 5年間，小学校校長と

して 5年間勤めて，6年前本町の教育長となった。そして，初めての学校訪問で稲美北中学校を訪れて驚いた。

噂には聞いていたが，その実態は想像以上で，授業中にもかかわらず校舎外にたむろしている生徒達，廊下を徘

徊している生徒，机に伏して眠っている複数名の生徒，教師の話は全く聞かずにおしゃべりに興じている生徒。そ

して，そんな教室内で淡々と授業を進めている教師。「やる気」を削ぐ雰囲気の中，これでは学力向上など到底望

めない。まずはこの学校を何とかしなければ，何とかしたいと思った。 

それから何度となく，稲美北中学校を訪問。連休には，教育委員会の職員と共に交代で見回ったりもした。そし

て，教師たちの日々の苦悩に心が痛んだ。生徒の問題行動や保護者対応に追われ，地域の人からも届く多くの苦

情への対応。教師達は疲弊していた。そんな状況の中，校長は教師だけの対応では限界があると，生徒の様子

を授業公開という形でさらけ出し，保護者に改善の協力を求めていった。当時の PTA 会長は毎日学校に来ては，

生徒達の様子を見て回り，会長の名で懇談会を開催したりなど，PTA 会長のみならず役員たちも，そして保護者

達も，わが子の実態を目の当たりにして，何とかしなければという思いを共有した。 

その思いが届いたのか，写真 1（授業の様子）に見られるように生徒は次第に変り始めた。その要因は，校長

のリーダーシップの下，教師達の意識の変化，それを促した保護者の行動だった。このことで，学校に外からの風

実践報告 

要約：様々な背景のもと，喫煙や器物損壊，授業放棄，暴力行為（対教師暴力を

含む）などの問題が多発するいわゆる「荒れた学校」であった稲美北中学校の立

て直しは，町教育委員会及び校長（筆者）をはじめ北中教職員の責務であり，地

域・保護者の切実な願いであった。そのため，学校は校長のリーダーシップのもと，

生徒たちの自己肯定感や自尊感情を高める様々な取組を行ってきた。また，町教育

委員会は教育長（筆者）のもと，それらを最大限に支援していった。取組の成果が

表れ，学校が落ち着きを戻り出した頃，さらなる学校改善を目指して，コミュニティ・

スクール（以下，「CS」）の導入が教育長より提案された。CSに新たな可能性を見

出した校長は，町教育委員会の支援を受けながらその実施に向けて研究・実践を

行った。 

 本稿では，CS の導入の背景や経緯，そして CS の取組により生徒たちの自尊感

情が高まっていった実践を報告する。 

キーワード 

荒れた学校 

自尊感情 

コミュニティ・スクール 

生徒の変化 

教育委員会の支援 
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を吹き込むことの意義を実感した。 

そうした時期に，兵庫県ではまだまだ聞きなれない CS に目が留まった。X 県の P 中学校は，かつて非常に問

題行動の多い学校であったが，CSを導入することで，生徒が落ち着いて学習に取り組めるようになってきたという

のである。そこで，CSの可能性を感じ，CSの導入を検討することとした。 

さて，この 4月に CSを導入して以来，近隣市町からの問い合わせがいくつかある中で，メリットについて問われ

る事もあった。従来の学校評議員会が機能している，学校ボランティアの活動が活発で学校はとても助かっている，

この上にどうして CS を導入するのかと。それは，まさに 6，7 年前の筆者

の学校長時代の思いと同じものだった。おそらく全国には，このような思い

を抱いている人たちはまだまだ多いのではないかと思われる。CS が制度

化されて以来，導入校の増加率は芳しくなかったことからも推察される。ま

た努力義務化された今，今度は形式的な CSが増えていくのではないかと

少し不安な中，私達の CSの導入，そして実施について模索している状況

を発信することは，これからの CS の導入を考えている自治体への多少の

参考になると思い，実践報告することとした。 

 

２ ．稲美北中学校 CS導入に向けた取組―教育長として― 

 

新年度になり，これまでのいきさつをよく知る教頭が校長になり，まずは校長と CSに対する思いや期待を共有し

たいと考えた。同時に校長の思い，稲美北中学校をどんな学校にしていきたいのかも理解した上で，共に CSの取

組の方法を考えていきたいと思った。また，新しい取組には少なからず現場の教職員の抵抗はあるものである。そ

うした教職員を含めて，CS を前に進めていくには，一番身近なリーダーである校長の思いが大きく影響するはず

である。教育長からのトップダウンでしなければならない CS ではなく，学校改善に期待の持てる CS であるため

に，まずは CSを知ることから始めていった。 

そこで，まずは先進校等の視察に校長を同行させた。 

・X県 P中学校   

P 中学はかつて問題行動が頻発していた時に CS により問題行動が減少した実績がある。同時期に始められた

シニアスクールでは，大人がいきいきと学び，それを生徒が間近で見ているという点で非常に参考になった。 

・Y県 I市教育委員会   

I 市は平成 26 年度から 5 年計画で全市の小中学校に CS を導入しようとしている。CS を導入したきっかけや，

それまでの具体的な流れなどを聞き取った。 

・CSマイスター訪問 

 稲美北中学校の教職員に CS についての専門的知識が必要であること

から，講演会を企画し，講師依頼するために CSマイスターを訪問し，CS

の有効性などを聞き取った。それまで漠然と捉えていた CS が訪問調査

や CSマイスターの話から，非常に具体的な像となり，目指す CSが実現

可能に感じられた。稲美北中学校独自の CS の模索も始まった。写真 2

は，そのような職員研修の様子である。 

 写真 1 授業参観の様子 

写真 2 CSに関わる職員研修の様子 
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こうした実際の活動の様子や CS マイスターの話から，校長は CS に対する期待度が高まってきたように思えた。

また，想定していた学校運営協議会のメンバーに相談したところ，想像以上に好意的な手応えを感じ，自分の思い

描く学校と地域の関係が具体的なものとして形になってきたと思われる。 

校長へのインタビューでは，教頭時代に生徒の学びに向かう姿勢や，地域の人たちの冷ややかな目をとても残

念に思い，何とか改善したいと思っていた矢先の CSの話だった。訪問調査，CSマイスターの話，地域の人たち

の思いに触れるにつれ，CS に対して急速に肯定的な意識に変容していった。創設時の地域の人たちの学校に対す

る期待や思いに考えを巡らせ，再度この地に稲美北中学校がある意義を問いかけた時，そこに CS の有効性を見

出した，と話した。 

さらに CS に対して教職員はどのような意識を有しているのかも把握したいと考え，CS に関する教員アンケート

を実施した。1 回目（2017 年 5 月）は，CS の概要を示した 1 枚の資料を配布した上で実施し（回答者 34 名），

2回目（同年 8月）は CSマイスターによる講演会後に実施した（回答者 25名）。2 回の調査結果を示したものが

表 1 である。「わからない」を除いて，各項目の平均値（1～4 点）を算出し，3.0 を肯定的回答の基準とした。

 

1回目は，「学校運営協議会委員の人材が得られない（3.36）」「保護者・地域の協力が得にくい（3.16）」など

が肯定的に見なされる項目であった。また「学校の自律性が損なわれる（2.96）」が 3.0に近いことから，自律性

阻害の懸念は少ないことが伺えた。1 回目と 2 回目を比較すると 1 回目は 3.0 以上の項目は 2 項目，2.5 点を下

回った項目が 7 項目あったのに対して，2 回目は 3.0 を上回った項目が 11 項目に，2.5 を下回ったのは 1 項目

（「勤務負担が増える」）のみだった。また，1 回目のアンケートに「形式的な説明だけで進行すると，業務量が

集まるところに集まり，限られた人間だけ負担を強いられるのではないか」と書いていた教員が，教職員へのイン

タビューでは，「授業前の人としての生活の部分，自分らでなんとかしていこうと意識させる取組ができるのではな

いか」「子ども達の，地域の人に支えられているという感覚や，傍にいて見守ってくれているという安心感を，地域

の人にもわかってもらいたい」など好意的な意識に変容した。アンケートの中で一番否定的だった「管理職や教職

員の勤務負担が増える」の項目についても，「新たな取組には負担が増えて当然だけれども，やりがいがある」と

負担感は感じていない様子も伺えた。 

アンケートやインタビューを通して，生徒や教師が変わりつつある今をチャンスと捉え，自分も何かやってみたい

という意気込みが感じられた。その背景には校長の日頃の言動とリーダーシップが影響していると推察される。 

表1　コミュニティスクールに対する教員の意識
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1回目 2.11 2.05 2.31 2.69 2.21 2.21 3.36 2.77 2.75 2.17 2.08 2.83 3.16 2.96 2.58 2.73

2回目 2.04 3.33 3.32 3.56 2.75 3.11 3.00 3.15 3.70 3.05 2.83 3.30 3.29 3.38 2.53 2.83

差 -0.07 1.28 1.01 0.87 0.54 0.90 -0.36 0.38 0.95 0.88 0.75 0.47 0.13 0.42 -0.05 0.10
注：「差」は，2回目の値から1回目の値を引いた値であり，差が＋の場合，太字で示している。
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教育委員会としては，まずは予算取りである。町長，副町長に話をし，議会で説明しながら理解を求め，そのた

めの必要な資料を整え，「稲美町立学校における学校運営協議会の設置に関する規則」を作成するとともに，担当

者は稲美北中学校の準備委員会には全て参加し，同じ方向を向いて進んでいるという安心感を持ちながら，粛々

と事務を進めていくことが重要だと考えている。そして，4月にスタートした今は，後方からのサポートにまわり，学

校と学校運営協議会が前面に立って，自分達の学校の，自分たちの地域の子どもたちの，将来あってほしい姿を

思い浮かべながら，独自の CSを作っていって欲しいと思う。 

 

３ ．稲美北中学校「コミュニティ・スクール」の取組 

(1)稲美北中学校の概要 

本校の所在する稲美町は，兵庫県南部，姫路平野の東部にあり，東

は加古川市，西は神戸市西区及び明石市に隣接している。古代では

「印南野」あるいは「稲見野」と呼ばれており，これが町名の由来と

なっている。江戸時代より多くのため池を造り水田化に努めたため，た

め池密集地となり，県下の穀倉地帯の一つとなっており，田園とため池

に囲まれた自然豊かな美しい町である（写真 3）。また，全体的に田園

都市であるが，農業基盤の整備を強化しながら阪神地区のベッドタウ

ンとして，1960 年代から南部を中心に宅地開発が進められてきた。面

積 は 34.92㎢，人口 3万 1020人（2015年）となっている。 

町内には，5つの小学校と 2つの中学校がある。本校は，1985年に

稲美中学校の生徒数が増加したことにより新設され，本年で 34年目を

迎えている。本校には，校区内の 2小学校（加古小学校，天満小学校）

から生徒が入学しており，当初は 20学級を超える大規模校であったが，

少子化とともに生徒数は減少し，現在は表 2 に見られるように全校生

429名（通常学級 13，特別支援学級 3）の中規模の学校である。写真

4は，本校を正門から見たものである。 

校区は，古くからの集落と新興住宅が混在した地域で

あり，住民の考え方にも若干の隔たりが感じられるが，地

域の人々の人情は概して厚く，学校教育に対する期待も

大きい。ただ，個々の家庭を見れば，経済的格差が見ら

れ，それを背景に子どもたちの生活も安定せず，創立当

初より生徒指導上の課題が心配されていた。そのような

中，生徒指導上の『荒れ』という状況が見られることもあ

ったが，地域の支援もあったことで生徒たちは頑張り，大体は落ち着いた学校生活が送れていた。しかし，10 年

ほど前より社会情勢を反映し家庭の経済力・教育力の二極化がさらにすすむ中，問題行動が多く見られるようにな

り，数年前には喫煙や器物損壊，授業放棄，暴力行為（対教師暴力を含む）などが多発するいわゆる教育困難

校の中に入るような学校であった。 

生徒の様子を全国学力・学習状況調査の生徒質問紙から見ると，「自分にはよいところがある」「難しいことでも

失敗を恐れないで挑戦している」「ものごとを最後までやり遂げてうれしかったことがある」「将来の夢や希望を持

表 2 生徒数（2018年 11月 1日現在） 

  1年 2年 3年 計 

男子 60（3） 89（0） 76（0） 225（3） 

女子 66（1） 78（1） 60（1） 204（3） 

計 126（4） 167（1） 136（1） 429（6） 

（ ）特別支援学級生は内数 

写真 3 上空より見た学校の周辺 

写真 4 稲美北中学校 正門 
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っている」等の自尊感情や自己肯定感，学校生活の充実度に関わる質問項目において全国平均より低い結果とな

っている。また，校外での蝟集や喫煙，通学マナー等により，地域からも「北中は。北中生は。」と眉をひそめら

れる存在であり，地域の信頼も失っていた。生徒も教職員も自信を失い，自尊感情や自己肯定感が極めて低い状

況であった。現 3 年生に中学校入学前，北中をどのように見ていたかを聞いたアンケートからも良いイメージを持

っていなかったことがわかる（表 3）。 

上記のような荒

れた時期から見る

と，ここ数年で急激

に問題行動が減

少し，落ち着いた

学校へと変わって

きた。授業や部活

動に対しても前向

きに頑張る生徒が増えてきている。特に生徒会活動が活発になり，生徒が主体的に活動できるようになってきてい

る。地域からも「北中，ようなったなあ」「北中生はよく挨拶してくれる」などの声が聞けるようになってきている。

もちろん，自然に落ち着いてきたのではなく，学校をよくするための生徒や教職員の取組があった。 

 

(2)学校を変えた取組 

①『北中プライド』のスローガン 

「地域を愛し，地域に愛される学校」をめざして，創立 30周年を迎えた平成 26年度に，生徒・教職員・保護

者・地域が 1つのチームとなり，笑顔あふれる北中の再生をめざそうと，「チーム稲美北」「北中ルネッサンス」を

スローガンとした。そして，28年度よりは，さらにこの稲美北中学校で学んだことに誇りを持てるような学校，自分

自身や仲間を大切に思い，一緒に学んでいることに誇りを持てるような学校，一人ひとりが自分の可能性を信じて

がんばれる学校，互いを認め合い，一人ひとりが自分のやるべきことを知っている学校をつくっていこうという願い

を込めて「北中プライド」をスローガンとした。このスローガンには，地域を愛する生徒を育てるとともに，地域に

愛される学校でありたいという願いを込めた。 

②生徒会を中心とした活気ある学校づくり 

・生徒会による「ネット・SNSに関わるルール作り」（平成 27年 12月生徒総会）（写真 5） 

・生徒会執行部とＰ Ｔ Ａ役員，学校評議員（学校運営委員）との座談会（写真 6） 

※「親と子でこんな学校つくろうや」をテーマに，創立 30 周年を迎えた平成 26 年度より，年に 1～2 回行って

いる。この座談会がきっかけとなり，奉仕活動や桜の植樹が実施された。また，生徒会の「ネット・SNSに関

わるルール作り」が始まった。「ノーチャイム」制の実施では，条件整備について協力を得た。 

・「ノーチャイム」（平成 28年 12月より実施）（写真 7） 

・生徒自身による学校生活基本指針「INAKITA ISM」の制定。（平成 29年 12月生徒総会）（写真 8） 

・生徒会が中心に学校行事の運営⇒体育祭，文化祭（音楽コンクール），新入生説明会，3年生を送る会など 

・横断幕等を作成し，地域への PR と啓発 

表 3 （問）中学入学前（小学校の頃），北中のことをどのように思っていましたか？  

3年男子 自分自身はあまり知らなかったが，親は悪いイメージがあったようだ。 

3年男子 とても荒れていてヤンキーと呼ばれる方たちが多いと思っていた。 

3年女子 良い人と悪い人の差が激しくて，あまり良い印象は持っていなかった。 

3年女子 荒れていて，治安の悪い学校。 

3年男子 ヤンキーが多く，入学すると自転車のタイヤの空気を抜かれると思っていた。 

3年女子 荒れていると地域の人から聞き，少し不安があった。 
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 ・「ボランティアスピリット」の呼びかけ，提案（平成 30年 6月生徒総会）（写真 9） 

・全校生による地域清掃活動の実施（平成 30年 12月） 

③家庭・地域との連携 

・校内合唱コンクールや「3年生を送る会」に PTA コーラスも参加し，  

3月の「3年生を送る会」では，PTA コーラスと 3年生全員による合唱を

行う。 

※生徒の成長を見守るとともに生徒との交流を深め，大人自身もともに

学んでいきたいとの思いから，「北中 PTA コーラス」が 12 年前から始ま

った。近年は，保護者の皆さんだけでなく，地域の方々や卒業生も加わ

り，舞台発表も文化祭はもとより，「いなみ野音楽祭」や連 P実践発表会

にも出演している。 

また，「3 年生を送る会」のステージでは，生徒と心をひとつに合同合

唱にも取り組んでいる。コミュニティ・スクール初年度の平成 30年には，

コーラスの名称も「北中コミュニティ・コーラス『North Wind（北の風）』

とし，活動の幅を広げている。 

・生徒会の取組を校区育成協（稲美北中学校区青少年健全育成推進協

議会）が支援し，横断幕，啓発用のぼりを作成し，体育祭等の学校行事

や地域行事の際に掲示し，地域への啓発活動を行っている。（写真 10） 

④環境整備・清掃活動の充実 

大規模改修によりきれいになった教室・トイレ等は生徒の意識を変化させている。「施設を大切に使う」「清掃を

しっかりやる」等の良い傾向が生まれている。今後もこの気持ちを大切に，生徒と教職員が一緒になり環境作りに

写真 5 ネットルールの横断幕 

写真 9 生徒総会で地域交流の呼

写真 8 北中生の生活指針 INAKITAISM 

写真 6 座談会：生徒会より学校生活の報告 

写真 10 ネット・SNSルールののぼり 

写真 7 テレビでも取り上げられた『ノーチャイム』 
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努めていきたい。また，右（写真 11）のように，お父さんたちの有志が年数

回，自主的に除草・剪定等の活動をしてくれている。                        

⑤稲美北中学校学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進 

「地域の中の学校！ 地域とともにある学校」をスローガンとして，地域と

の連携を重視して教育活動を推進し，学校運営協議会を核に，これまでの

コーラスや座談会等の取組を広げていき，地域の人たちが「行きたくなる学

校」づくりをめざしている。 

 

(3)稲美北中学校学校運営協議会設置までの経緯 

生徒会の頑張りにより，学校が落ち着きだした頃（平成 28年）に，町教育委員会より学校運営協議会（コミュ

ニティ・スクール）の提案を頂いた。その時期は，生徒会より「地域清掃等の奉仕活動や地域交流をもっとすす

めて，北中のことを地域の人に知ってもらいたい」との声が出だした時期でもあった。また，PTA コーラスの取組

が広がり，地域の参加が増えだした時期とも重なっていた。まさに絶好のタイミングであった。ただ，唯一の不安

は筆者（校長）を含め，多くの教職員が学校運営協議会（コミュニティ・スクール）についての知識が無く，その

推進・取組についてのイメージが持てていないことであった。 

そのため，町教育委員会の協力を得て，先進地視察や研修会を実施するとともに，29年には「稲美北中学校学

校運営協議会準備委員会」を当時の学校評議員や PTA役員の方々の協力で立ち上げた。多くの皆さんの献身的

な協力を得て，準備委員会（3 回の開催）の協議もすすみ，平成 30 年 4 月，「稲美北中学校学校運営協議会」

が立ち上がった。それまでの経緯については下記の表 4にまとめている。 

表 4 稲美北中学校学校運営協議会（コミュニティ・スクール）設置へのあゆみ 

日 時 とりくみ 内容他 

平成 28年 11月 4日 
岡山市立岡輝中学校・ 
岡山県矢掛町教育委員会・ 
矢掛小学校視察 

コミュニティ・スクールについて視察を行う。岡輝中学校では，地
域の人たちが学ぶ「シニアスクール」を参観。矢掛町では，町教育
委員会より学校運営協議会設置の経緯や組織について説明を受
け，その後矢掛小学校を訪問。 

平成 29年 1月 18日 伊丹市教育委員会訪問 
伊丹市のコミュニティ・スクール設置の経緯や規則等について説明
を受ける。 

平成 29年 5月 16日 教職員アンケートの実施 
本校教職員に対して，コミュニティ・スクールに関するアンケートを
実施。 

平成 29年 8月 1日 校内研修会の実施 
文科省 CSマイスターの小西哲也さん（兵庫教育大学大学院教授）
を招き，本校教職員，学校評議員及び町内小中学校の教職員と研
修を行う。 

平成 29年 9月 5日 
学校運営協議会 
第 1回準備委員会 

PTA役員，学校評議員を中心に準備委員会を立ち上げる。第 1回
準備委員会では，設置の目的を確認し，学校運営協議会設置に関
する規則・要綱や学校運営委員の人選について協議。 

平成 29年 12月 13日 教職員意見募集 
職員会議で準備委員会の報告を行うとともに，組織や活動について
の意見募集を行う。 

平成 29年 12月 13日 
学校運営協議会 
第 2回準備委員会 

第 2回準備委員会を開き，学校運営委員の人選や組織，活動計画
について協議する。 

平成 30年 2月 27日 学校運営協議会の周知 

PTA理事会において，次年度の学校運営協議会（コミュニティ・ス
クール）の設置について説明し，協力を依頼する。また，その後の
学校便りにおいて，全保護者，地域にも周知を図る。 

平成 30年 3月 22日 
学校運営協議会 
第 3回準備委員会 

第 3回準備委員会を開き，協議会の組織や当初の取組について確
認するとともに，年間計画について協議する。 

 

写真 11 お父さんと一緒に植え込みの清掃 
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(4)稲美北中学校学校運営協議会の組織 

学校運営協議会組織は図 1 の通りである。 

 

  稲美北中学校                      委員の任命・支援など  

   生徒会    連携・協働  稲美北中学校学校運営協議会         町教育委員会 

   Ｐ Ｔ Ａ             15名（企画・運営）      意見        

   教職員                       

 

地域連携     生徒・学校支援    育ち支援（小中連携）       学校評価 

  ・学校行事の開放  ・登下校の見守り   ・PTA教育講演会        ・アンケート調査 

  ・北中コーラス    ・生徒会座談会   ・新入生説明会補助           ・関係者評価 

  ・生徒の地域参加  ・環境整備     ・生徒の訪問ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ                     など 

        など   （除草作業等）           など     保護者や地域の 

  「地域との学び」  ・校区清掃     「子育て」についてともに     意見を学校運営 

をすすめる       など     学び，考える          に反映させる 

             生徒とともに                      

              活動する 

    

                  ・学校支援ボランティア 

         ・自治会   ・老人会    ・民生児童委員   ・子ども会 

         ・加古小学校  ・天満小学校  ・加古幼稚園  ・天満幼稚園 

         ・北中校区青少年健全育成協議会  ・交通安全協会  ・防犯協会 

                  ・地域住民の皆さん  など                                

 

 

 

  

 

(5)コミュニティ・スクールに関する主な活動（平成 30年度） 

コミュニティ・スクール初年度の本年は，とにかく「学校のこと，生徒のこと」を地域に知ってもらうことに重点を

置き，生徒と教職員が地域に出て行き，地域の皆さんと交流することに努めた。その中からいくつかの活動を参加

した生徒の感想を含めて紹介する。 

【芝桜の植樹（環境整備）】 

6月末の土曜日，早朝より学校運営委員・地域ボランティアの方々と生徒会執行部，部活動有志等，総勢 90名

近くで，正門前の花壇に芝桜の植樹や校内の植え込みの剪定作業などの校内整備を行った。梅雨どきで伸び放題

だった植え込みもすっきりとし，来年の春，芝桜のピンク色の花が咲くのが楽しみである（写真 12）。 

地域の学校 地域とともにある学校 

図 1 稲美北中学校 学校運営協議会組織 
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［参加した生徒の感想］                   

・早朝から地域の方々と芝桜を植え，「来年が楽しみですね」と言いな  

がら作業ができた。 

・どんな植物かと思っていざ見てみると，これが桜(?)という感じだった。

しかし植えるときに地域のみなさんが優しく教えてくれたので咲くのが

待ち遠しい。 

・地域の人がとても優しく教えてくださったこと，とてもスムーズに楽しく

芝桜を植えられてとても良かった。来年が楽しみ。 

・地域の方々と植えたことは大変だったが楽しかった。新しい北中名物になってほしい。 

【夏祭り『満天夕涼みの会』】 

校区内の天満小学校区の夏祭り『満天夕涼みの会』に参加し，生徒会

執行部が「まちづくりの会」の出店運営を手伝い，地域との交流を進め

た。また，吹奏楽部もステージ出演し，素晴らしい演奏を披露した。さら

に，翌日の清掃活動には生徒の有志約 50 名が参加，ゴミ拾いに汗をな

がした。写真 13は，焼き鳥販売の様子である。 

［参加した生徒の感想］ 

・いつもは食べる側だった祭りも売る側になると違った面白さがあった。  

みんなで昼から用意して，焼きそば・焼き鳥を売ったことは忘れられない。 

・とてもわくわくしていた。いつもは自分が参加する側だったが，初めて店の手伝いをして，「しんどさ」を知った。

焼き鳥は炭の煙が目にしみて痛かったが，少しつまませてもらったし，とても楽しかった。 

・一緒に焼きそばや焼き鳥をつくることで地域の人たちと交流できた。同級生も声をかけてくれて楽しかった。 

・楽しくやりがいがあった。いろんな人の笑顔がみられて嬉しかった。 

・不安もあったが，地域との交流もとれ，生徒会内での協力することの大切さなどを学べる良い機会となった。ま

た，「外で活動する」＝「周りを見て行動する」ということも学べるので，続けていってほしい。 

【学校運営協議会・PTA・生徒会座談会】 

「親と子でこんな学校つくろうや！ 」をテーマに，創立 30周年を迎えた平

成 26年度より，年に 1～2回行っている。この座談会がきっかけとなり，

環境整備の奉仕活動が実施された。コミスク元年の 30 年は，学校運営

委員の皆さんにも座談会に参加した。 

今年の座談会では，生徒会，学校運営委員，PTA役員，教職員がグ

ループに分かれて，「ネットや SNSの使い方」をテーマにして，それぞれ

のグループが模造紙にまとめ，意見交換を行った。写真 14 は，グルー

プでまとめた意見を発表している様子である。 

［参加した生徒の感想］ 

・北中の現状を話し合い，保護者や地域の目線からの北中を知ることができた。 

・楽しい座談会をしながら SNS について話し合って班ごとに意見を出し合って発表すると SNS などの危険への対

策もでてきた。 

写真 14 生徒と大人が一緒に発表 

写真 12 芝桜の植樹作業 

写真 13 焼き鳥の前でピース！  
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・親から見てどう見えているのか，また地域からは北中はどうみえているのかも話し合えて，改善していくことがで

きるので，良いと思った。また，北中のルールを親も含めどうしたいのかということも話ができた。 

・大人の考え方や体験談にとても驚くことがたくさんあって，とても良い経験になった。意見交換する大切さがよく

分かる良い経験になった。地域の方々と 1枚の紙に意見をまとめる時がとても楽しかった。 

・生徒とは違って，保護者目線での意見を聞けたのが良かった。SNSルール改正の目安となる意見もあったので，

今後の活動する上でとても役立った。 

・自分が意見を考えるのがそんなに得意じゃないので，とても緊張していた。しかし，一緒に話し合いをした皆さ

んがとても優しく話しやすかったので，気楽というか楽しくできた。また，他の班の意見もまとめ方が違ったり，

大人や先生方の意見も色々聞けた。 

【コミュニティ・コーラス】 

生徒の成長を見守るとともに生徒との交流を深め，大人自身もともに

学んでいきたいとの思いから，「北中 PTA コーラス」が続けられ 12年

目となった。近年は，保護者の皆さんだけでなく，地域の方々や卒業

生も加わり，舞台発表も文化祭はもとより，「いなみ野音楽祭」や郡連

P実践発表会にも出演している。また「3年生を送る会」のステージで

は，生徒と心をひとつに合同合唱にも取り組んでいる。コミスク元年の

本年は，コーラスの名称も「北中コミュニティ・コーラス『North Wind

（北の風）』とし，９ 月より活動を開始した。写真 15 は，文化祭でのス

テージ発表の様子である。 

［生徒の感想］ 

・自分の子どもが中学生ではないが出てくださっている人もいると聞き，とても驚いた。また個人的に２ 曲目がと

てもすてきだった。歌詞も，歌っている時の表情も見習うべきだと思った。 

・北中と地域がひとつになっていて良かった。 

・夜の時間を使って練習されていたのを知っていたので，歌声をきいたときはとても感動した。一人ひとりが大き

な口をあけて真剣に歌っている姿は僕たちも見習わなければいけないと思った。 

・たくさんの方が参加してくださったり，文化祭に出席してくださったり，やはり北中と地域はつながっていると思っ

た。 

【吹奏楽部の地域ボランティア演奏】 

 吹奏楽部はコンクールに向けて練習する傍ら，多くの地域行事やボ

ランティアに参加している。今年も 4月の「桜ウォーキング」や 5月の

「いなみふれあい祭り」，7月には地区コンクール直前にもかかわらず

夏祭りにも参加し，地域との交流を頑張った。このような地域活動だけ

でなく，町内外の施設等へのボランティア活動もがんばっている。写真

16は，吹奏楽部の演奏を楽しむ施設の皆さんの様子である。 

［生徒の感想］ 

・訪問演奏に行くことで幅広い年代の曲を知ることができました。私たちの演奏で涙を流してくれる方や喜んでくれ

る方，たくさんの拍手をもらい，私たちの方が元気をもらいました。私たちが成長するのにとても良い機会になり

写真 15 文化祭での発表 

写真 16 老人介護施設での演奏 
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ました。  

・私たちの演奏をきいて訪問先の方々が笑顔になってくれているのを見ると嬉しかったです。言葉だけでなく，音

楽でもつながる人の心，そのあたたかさを感じました。 

【地域清掃活動】 

夏祭り等の地域行事の運営に参加するだけでなく，行事後の清掃活動

にも多くの生徒がボランティア参加した。写真 17 は，12 月に実施された

『いなみ冬景色 2018』の翌日の清掃活動の様子である。寒い中であった

が，早朝から 80 名を超える生徒が集まり，会場になった公園のゴミ拾い

を行った。 

さらに，２ 学期末には生徒会の呼びかけで，３ 年生全員が，校区のく

もり川遊歩道や通学路の清掃活動を行った。また，冬季休業には，部活

動単位で町内の公園等の清掃活動を行った。 

［生徒の感想］                       

・私は地域交流に参加する機会があまりなかったが，コスモホール周辺清掃活動に参加して，地域の人との交流

に改めて関心をもった。自分たちのふるさとをきれいに保つために清掃したら，町がとてもきれいになったように

私は思った。 

・この清掃活動をしてみてゴミがなくなってすっきりしたし，活動が終わった後のごみ袋がぱんぱんになって，とっ

ても達成感があった。地域の役に立つことができてとても嬉しかったしとても楽しかった。 

・初めてボランティア活動に参加した。今までは面倒だろうな，参加して何か得られるものはあるのだろうか，と思

っていた。しかし，実際に参加して感じたことが 2つある。1つ目はとても良い気持ちになれたことだ。自分の町

を大切にすることですがすがしい気持ちになれた。2 つ目は地域の人と交流ができることだ。普段祭りやイベン

トを計画し，開催してくださる地域の方たちに清掃活動というかたちで日頃の感謝をあらわすことができた。私は

今，ボランティア活動のことを地域に感謝し，ふれあうことのできる素敵な活動だと思っている。 

・このような活動もすごく大事ということが分かった。私たちは稲美町で生まれ稲美町で育っているためこのような

活動をこれから積極的に取り組んで稲美町をきれいにして稲美町に感謝していきたい。 

・ボランティア活動に参加して思ったことがある。私はあまりボランティア活動に参加したことがなく，ただごみを拾

うだけだったが，いざやってみるとごみがなくなっていくにつれて何だかすっきりした。 

・正直あまり興味がなかったが，活動してみて私たちの「ふるさと」となる稲美町を少しでもきれいにするのは嬉

しいと感じた。これからは自分の意志でもボランティア活動に参加して行きたいと思う。 

 

(6)成果と課題 

 生徒の現状を見ると，学校生活は落ち着いてきたが，経済的・家庭的な生徒を取り巻く環境面ではこれまでと大

きな変化はない。また，生徒指導面での課題を見ると数年前までの喫煙，器物損壊，暴力行為等の反社会的行動

は大きく減少したが，最近の傾向として，対人関係や家庭の悩みを抱え，不登校傾向になる生徒やリストカット等

の自傷行為など，心の面で心配な生徒が増えてきている。子育てに悩む保護者も多く，虐待が疑われる生徒もい

る。これまでとは違った指導や対応が必要となってきている。 

そのような中，生徒たちの自己肯定感や自己有用感，自尊感情を高めたいとの願いが『北中プライド』であっ

写真 17 町内公園の清掃活動 
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た。「北中で学んでいること，学んだことに誇りを持てるような学校にしよう！ 」という合い言葉のもと，生徒と教職

員が生徒会活動の活性化等を頑張ってきたことが，現在の落ち着きにつながってきている。さらに，PTAを中心と

した保護者の協力や育成協等の地域の応援・見守りが大きな支援となった。このような，学校・生徒・教職員，

保護者・地域との良い関係をさらに深めてくれたのがコミュニティ・スクールであった。様々な行事に参加した生

徒の感想を見ると，生徒たちは地域の人たちを身近に感じ，その応援や見守りを肌で感じることが出来ている。そ

して，多くの励ましの声をもらって，自尊感情が大きく高まっている。生徒の中には，地域の人に「北中のことを知

って欲しい」「自分たちの頑張りを見て欲しい」との思いがさらに強くなってきている。このように，「地域とのつな

がり」「地域の中の自分」を生徒が意識できるようになってきていることこそがコミュニティ・スクール導入の大きな

成果と言える。 

一方，CSに対して教職員はどのような意識を有しているのであろうか。表 5は，2018年 10月に実施した CSに

対する課題意識に関するアンケート調査（回答者 27 名）の結果である。「わからない」を除いて，各項目の平均

値（1～4 点）を算出した。平均値 3.0 を肯定的回答の基準とした場合，全 16 項目中 14 項目において肯定的回

答が見られた。導入前は，教職員の理解・協力が得られるか心配なところもあったが，表の数値を見る限りでは，

課題認識は低く，コミュニティ・スクールに肯定的な認識を持っていることが分かる。CS初年度にかかわらず，様々

な取組がスムーズにすす

められた大きな要因と考え

られる。しかし，「管理職や

教職員の勤務負担が増え

ている」という点には，課題

認識が高くなっている。この

点については，多くの教職

員が現実に負担を感じてい

るということではないと思

われる。その理由は，今年

度はコミュニティ・スクール

導入が教職員にとって新た

な負担とならないよう，出

来る限り管理職と担当教員

だけですすめてきたからで

ある。管理職・担当教員の

様子を見て，勤務負担が増えているという課題認識を持ったと考えられる。しかし，筆者も含め担当者は，少し違

うように感じている。確かに仕事量は増え，時間的な負担は増えた面もあるが，地域の皆さんとの交流は，筆者た

ちにとっても新たな気づきや学びがあり，有意義な時間となった。そして何より生徒たちが生き生きと活動している

姿，地域の人たちに認められることで自己肯定感を高めている生徒の姿を見ることは，教員にとって何よりの喜び

であり，そこには負担を超えたものがある。このような体験をすべての教職員にしてもらえなかったことは，管理職

として課題だと感じている。 

度数 平均値 標準偏差

(13)保護者･地域の協力が得にくい 28 3.61 0.57

(9)保護者や地域住民の声が反映されているので特に必要ない 25 3.60 0.58

(12)教育委員会のサポートが得られない 17 3.59 0.62

(14)学校の自律性が損なわれる 27 3.56 0.51

(16)教育上の学校間格差が生じかねない 23 3.48 0.73

(7)学校運営協議会委員の人材が得られない 19 3.47 0.70

(11)特定委員の発言で運営が混乱する 22 3.45 0.60

(4)従来の学校支援本部事業と変わらない 22 3.36 0.85

(10)任用の意見申し出で人事が混乱しないか 18 3.33 0.77

(8)学校支援本部事業でも十分だろう 19 3.32 0.75

(15)委員同士の意見対立が起きないか 20 3.30 0.66

(6)制度が形骸化するのではないか 23 3.13 0.76

(3)類似制度(学校評議委員会）との違いが理解できない 26 3.12 0.91

(2)学校運営協議会の成果が不明確である 21 3.10 0.89

(5)活動費や委員謝礼の支弁が困難である 11 2.55 1.04

(1)管理職や教職員の勤務負担が増えている 26 2.12 1.14

表5　コミュニティ・スクールに対する課題認識

「１：そう思う　　２：ややそう思う　　３：あまりそうは思わない　　４:そう思わない」の平均値である（「５：わからない」は除

外して算出している。）。平均値が高いほど，課題認識が低いことを意味する。
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また，このことから生徒に比べ，教職員の意識が後れを取っていると感じる。多くの教職員が気になりながら，

何をしたらよいか戸惑っているところが未だにある。負担は少し増えるかもしれないが，教職員も楽しく参加できる

活動を続けていきたいと思う。そのためにも，またコミュニティ・スクールが持続・発展していくためにも，教職員

への情報発信を綿密に行い，情報の共有が必要である。生徒や地域の人たちはもちろんであるが，教職員も参加

して楽しいコミュニティ・スクール，そして 10年，20年，30年・・・

と持続していく組織の基礎を作り上げることがここ数年の課題ではない

かと考える。 

写真 18 は，体育祭で地域の皆さんと生徒，教職員が力を合わせて

綱引きをしている様子である。この写真のように，力を合わせて地域を

愛する生徒を育てるとともに，地域に愛される学校をめざし，「地域の

中の学校 地域とともにある学校」を合い言葉にこれからも取組んで

いきたい。 

 

４ ．まとめと今後の課題―教育長として― 

校長は学校改革のために，CSの可能性を見出し，学校から地域へと視野を広げていった。変容というよりは具

体的イメージの拡大とも解される。また教職員は校長の熱意や研修を通して，CSに対する期待感を高め，主体的

に関わろうとする肯定的意識に変容していった。生徒に地域の一員であるという有用感を持たせ，自分の将来に繋

がる学びとなるために地域の人たちとの交流やサポート及び地域貢献は重要であり，地域の人たちにとっても自負

と有用感，自分自身の学びにつながる学校となることから，学校を核とした地域の活性化を図るために CSの導入

は有効であると考える。教育長は，校長を同じ方向に導き，校長がリーダーシップを発揮できるようにサポートす

ることが大切であると実感した。 

CSを活用し，地域の人たちと共に，稲美北中学校が存在する意味や意義を再考し，地域の活性化をこれからも

共に考えていきたい。生徒や教師は今，どんな形で地域貢献ができるか考え，地域の人たちは学校に役立つこと

は何かと考えている。校長の熱意，努力，創造力，リーダーシップに基づき，稲美北中学校を核として，校区に

学びの場が広がるために，教育長として支援していきたい。 

また，稲美北中学校区には 2つの小学校があり，それぞれの小学校に設置された地域学校協働本部において，

コーディネーターを中心に“いなみ いきいき共育ネット事業”が活発に行われている。今後，小学校 2 校を合わ

せて，一つの CS としていき，同時にもう一つの中学校にも CS を立ち上げながら，そちらには 3 つの小学校があ

るので，いずれは稲美町に中学校区ごとに 2つの CSを作っていきたい。 

また，P中学校のシニアスクールのように，本町もいつか，両中学校で地域の人たちが生徒とともに学び合う事

ができないものかと考える。本年度も 2名の教師が夏休みに講座を開いた。一つは技術科の教師が，コンピュー

タで写真を取り込んだうちわ作りを。もう 1人は美術科の教師が，エッチングでストラップ作りを。参加人数は少な

かったが，小学生やその保護者が，とても充実した楽しい時間を過ごしたと聞く。そこに地域の人たちの参加が 

できる雰囲気ができればと思う。そして，同様に，数学で，英語で，社会科でできないだろうか？ 現役生徒も参

加して・・。そうなれば，地域住民の学び直しの場としての学校像への転換，教職員の専門性を生かした地域貢

献や地域活性化につながるのではないか。しかし，働き方改革が叫ばれている昨今，それには教師の負担が大

きすぎるかもしれない。 

写真 18 体育祭 地域参加演技 綱引き 
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刻々とかわりつつある社会の中で，現状維持では大きく取り残されてしまう危機感の中，トップダウンの改革を，

どのように効果的に推進していくか，それは現場のトップリーダーである校長によるところが大きく，教育長の思い

や考えを率直に校長に伝え，校長を同じ方向に導いていこうと考えてスタートした CS であったが，実際はすでに，

稲美北中学校の土壌には，CSのその種は撒かれ，芽を吹き出していたのだと，気付かされた。 

地域の中にある学校は，どこの学校の土壌にも建てられたその時から，地域の人たちの大きな期待とともに，CS

の種は撒かれているのだと感じているところである。 

 

【参考文献】 

・国立教育政策研究所(2015)『「地域とともにある学校」の推進に向けた教育行政の在り方に関する調査研究〈報告書〉』 

・佐藤晴雄（2016）『コミュニティ・スクール』エイデル研究所 

・佐藤晴雄（2017）『コミュニティ･スクールの成果と展望』ミネルヴァ書房 

・兵庫教育大学(2014)『スクール・コミュニティに向けた学校のマネジメント力強化に関する調査研究成果報告書（学校の総合

マネジメント力の強化に関する研究調査）』 

・藤原和博(2014)『「創造的」学校マネジメント講座』教育開発研究所 

・文部科学省(2008)『コミュニティ・スクール事例集』 

・山口県教育委員会(2016)『やまぐちコミュニティ・スクール実践事例集』 
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１ ．問題の背景と発表の目的 

 

  豊かな日本に暮らす子供たちは，「井の中の蛙」のように，他者と最小限の関わりの中で，生きていける

と思っているように感じられることがある。ニート，引きこもりといった他者との関係をうまく築くことができな

い人々に加え，自分さえよければという人々も増えている。しかし，日本のグローバル化が進み，国内に

いても，外国人との関わりは避けられない現状がある。例えば，兵庫県教育委員会（2014）が作成した

『ひょうご教育創造プラン』の「社会情勢の変化(4) グローバル化の進展」の中に，「グローバル化に伴

い，異文化に対する理解や異文化との共存等の必要性も増している。本県には約 10万人の外国人県民が

在住し，県内の大学・短期大学，専修学校等に在籍する留学生数は 10年前の 2倍以上になるなど，着実

に伸びている。他方，海外に留学した日本人は平成 16年の約 8万 3千人をピークに減少傾向にあり，学

生や研究者等若者の海外への関心が低下する，いわゆる「内向き志向」も指摘されている。 

このような状況の中，子どもたちにチャレンジ精神や創造性，コミュニケーション能力等，グローバル社会を

生き抜くための力を身に付けさせ，さらに国際社会に活躍の場を広げていくことが課題となっている。また，

国際社会に生きる日本人としての自覚をもたせるとともに，民族や国籍を異にする人々と互いに自他の文化

や習慣，価値観を認め合い，共に生きる心を育成することが課題となっている（p.6）。」とある。また，「基

本方針１  自立して未来に挑戦する態度の育成」の中でも，「グローバル化に対応した教育の推進」とし

て，「グローバル化が進行する社会において，子どもたちが，将来，国際社会で活躍できるよう，語学力や

コミュニケーション能力を育むことはもとより，主体性や創造性，チャレンジ精神，リーダーシップ，異文化

に対する理解と日本人としてのアイデンティティなどを培うことが重要である（p.28）。」と述べられている。 

文部科学省（2013）では，「グローバル化と言われる現代を生きる子どもたちにとって国際理解教育が重

実践報告 

要約：グローバル化する現代において，世界の人々と共に生きていく力の育成が

急務である。筆者（阪井）は，これまで，海外派遣の経験から，国際教育に携わ

る中で，多様な価値観を持つ人々と協働しながら社会に貢献できる創造性豊かな

人材を育成することの重要性を感じてきた。 

令和 2年度より，小学校では新学習指導要領が施行され，グローバル人材の

養成を目指して，小学校英語が本格的に実施されることとなる。これまでも，国際

理解教育が重視されているとは言い難い現場では，「国際理解教育は，英語だけ

で十分」，ともすれば「英語をすれば，国際理解教育をしている」となってしまう

ことが危惧される。しかし，国際理解教育とは，英語を学ぶことだけが重要なの

ではない。 

そこで，本稿では，海外経験や，JICAや青年海外協力隊との繋がりを教育活

動に活かした実践を報告する。 

キーワード 

国際教育 

国際理解教育 

JICA 

青年海外協力隊 

グリーティングカード 
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要であることは論を待ちません。しかし，『国際理解教育』の名の下に行われる授業や活動には様々なもの

があり，初期の目的を達成するためにどのような内容をどのような手法で取り上げるのが適切なのか，現在

に至るまで試行錯誤が続いていると言っても決して大げさではありません。特に小学校においては平成 23

年度に外国語活動が正式に始まって以降，国際理解教育と外国語活動との関係を巡ってさらに模索が続い

ていると見ることもできます（巻頭言）。」とある。 

筆者は，A市小学校教育研究会において，国際教育部で研究を行ってきた。平成 29年度まで，「教科

外の部」に位置付けられていた国際教育部は，英語活動を考えるグループと多文化共生グループに分かれ

て活動していた。しかし，平成 30年度からは，「教科の部」に移動となり，外国語活動・国際教育部とい

う名称に変更された。小学校英語の本格実施に向け，英語活動を考えるグループには多くの部員が所属し

ているが，多文化共生グループは非常に人数が少なく，存続が危ぶまれている。A市小学校教育研究会

国際教育部（2017）では，国際教育部のめざす資質および態度を以下の通り示している（p.2）。 

 

1コミュニケーション能力 

 2さまざまな文化や伝統を尊重する資質 

 3地球規模の問題を考えようとする態度 

 4多様な価値観を受け入れる資質 

 

世界をイメージすることが難しい小学生ではあるが，純粋で素直，偏見も少ない学童期に，世界の多様

な文化や価値観に触れることは，将来必要なグローバルマインドを養うことにつながる。まずは，世界には

たくさんの国があり，たくさんの文化があることを知り，興味関心をもつことから始まると思われる。 

そこで，本稿では，小学生と青年海外協力隊員との交流活動の実践を通して，国際教育の意義と課題を

明らかにするために，実践報告を行う。 

 

２ ．JICAとのつながり 

 

 筆者は，青年海外協力隊員として，2007年 6月から 2009年 3月まで，カンボジアに現職派遣されていた。現

地の小学校で，子供たちや先生方に音楽・図工・体育を教えた 1年 9か月であった。この経験は，小学校教諭

としての自分自身に大きく影響を与えた。よく耳にする言葉に，「開発途上国の子供たちの目の輝き」がある。ど

この国でも子供は子供であるから，日本の子供たちの目が曇っているとは言いたくないが，学ぶ意欲には大きな

開きを感じた。小学校への入学率は 90％を超えているものの，落第もあり，金銭面でも学び続けることができな

い子供たちがまだまだ多くいるカンボジア。学びたいという気持ちや学ぶことへの喜びが，子供たちの目に表れて

いた。 

 カンボジアで働きながらも，気にかかるのは，日本の子供たちの方であった。物や情報に溢れ，学ぶことは当

たり前というよりも義務でさえある。過保護と思えるほどに守られ，心身共に弱くなっていると感じることが年々増

えていた。子供たちが大人になった時，国際社会で力強く生き抜いていくことができるのだろうかと思いを馳せ

た。「生きる力」が叫ばれるようになって久しいが，現状は逆行していると思わざるを得ない。 

 帰国した筆者は，JICAが校区にある，A市立 A小学校へ赴任した。一方，青年海外協力隊兵庫県 OB会で

同志とも言える先輩 OB との関わりを深める中，会長職を頂くことになった。この県から世界中の開発途上国約 50

カ国に青年海外協力隊員として派遣されている青年は，約 100名であった。青年海外協力隊兵庫県 OB会で

は，毎年，この青年たちにグリーティングカードを郵送している。この封筒に，故郷の子供たちのカードも同封し

ようという取組が行われていた。子供たちから，途上国で活動している隊員へ直接「頑張ってください！ 」のメッ

セージが届けられる。このメッセージが，一人異国の地で生活している若者にとって，とても感動的なものとなっ

ており，返信してくれる隊員も多くなったと聞いた。地球の反対側から，それも今まで聞いたこともなかった国か

ら，自分宛の手紙を受け取り，クラスの中で共有することで，子供たちの世界観は一気に広がるであろう。子供
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たちにとって，グローバルマインドを育み，将来，国際社会で活躍できる地球市民としての一歩としたいという思

いから，勤務校でも取組を始めることとなった。 

 筆者自身，そして勤務校の JICA との結び付きから，この「グリーティングカードプロジェクト」は，3年生の

総合的な学習の時間「Hello the World」に位置付けられ，8年間継続することができた。筆者が担任ではない

時も，3年生の担任と連携を取って進めることができた。平成 26年度，筆者はこの取組を中心に，A市小学校

教育研究会国際教育部において研究授業を行った。3年生担任と共に行う，チームティーチングであった。 

 

３ ．A市小学校教育研究会国際教育部 平成 26年度の実践 

「つなごう！ 世界と！ 」Hello The World 「グリーティングカードプロジェクト」 

～手紙がつなぐ，世界とわたし～ 

 

（1） 国際教育部の取組    

多文化共生を考えるグループでは，「つなごう！ 世界と！ 」をテーマとして，国際教育について研究を重ねて

きた。その中で大切にしてきたことは，子供たちが身近な暮らしの中から世界とつながることで，「多様な価値観

を受け入れること」「様々な問題を，意識して解決しようと自ら努力すること」である。 

 平成 26年度は，A小学校で 5年間続けてきた 3年生の総合的な学習「Hello The World」を取り上げて授

業研究を行った。A小学校は，近くに JICAなどの国際協力に携わる施設があり，さらに元青年海外協力隊員が

いることもあって，世界で働く青年海外協力隊員にグリーティングカードを送る活動を行ってきた。まずは手紙

（グリーティングカード）という慣れ親しんだ伝達手段を使うが，さらなる交流が生まれれば様々な表現方法が

広がると思われる。また，日本人である兵庫県出身の青年海外協力隊員とのつながりをきっかけに，さらに世界

に目を向ける種まきとなればと考えながら，研究を進めた。 

 

（2） グリーティングカードプロジェクトとは？  

グリーティングカードプロジェクトの概要は以下の通りである。 

・青年海外協力隊兵庫県 OB会とのコラボレーションで行われる。OB会が主催しているグリーティングカードを

送る活動に，参加させてもらう。 

・海外に派遣されている青年海外協力隊員にグリーティングカードを送る。 

 

（3） 学習指導案 

 

第 3学年 総合的な学習の時間 学習指導案 

 

児童 31名 （男子 15名 女子 16名） 

指導者 A市立 A小学校 阪井 園子，担任 A 

 

1．日時 平成 26年 11月 18日（火） 第５ 校時（13:50～14:35） 

2．単元名 Hello The World 「グリーティングカードプロジェクト」 
～手紙がつなぐ，世界とわたし～ 

3．場所 3年 1組教室 

4．単元の目標  

世界の途上国で現在活動している青年海外協力隊員と手紙を介してつながることで，世界にはたくさんの

国があり，世界で活躍している日本人がいることを知る。また，世界とつながる活動を通じて，子供たちの

世界観を広げ，自分の町を見つめ直そうとする気持ちを育む。 
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5．指導にあたって 

本学級には明るく人懐こい性格の児童が多く，男女の仲もよい。国際理解に関わる学習としては，2年生

で地球っ子プログラム「モンゴルの方との交流」や，兵庫県国際交流協会（HIA）主催｢国際交流員文化

交流イベント｣で 5ケ国の方との交流を体験している。本校の近くには，HIAをはじめ，JICAやWHOな

ど，世界につながる施設がたくさんあり，生活科「町たんけん」でも学習している。また，「JICAでご飯食

べたよ。」「外国の人に会ったよ。」などの話が児童から出ることもあり，日常生活でも世界を感じることので

きる恵まれた環境にある。しかし，それらは単独の経験となっているだけで，世界とつながろうとする気持

ちは，まだ薄いと思われる。 

本校では，このグリーティングカードプロジェクトを 3年生の総合的な学習の中に，系統的に位置づけて

から５ 年目となる。青年海外協力隊 OGである筆者(平成 19年，小学校教諭，カンボジア現職派遣)を通じ

て JICAから見せてもらう「兵庫県から派遣されている現隊員の名簿」を利用し，青年海外協力隊兵庫県

OB会とコラボレーションすることで成り立っている活動である。このプロジェクトの利点として，青年海外協

力隊員（日本人の大人である）を介することで，言葉の壁がなく，臨機応変に交流を進められることが挙げ

られる。さらに，各国について学ぶという異文化理解に加え，身近に世界で活躍している日本人がいること

やその人々の思いを知ることが，児童の世界観を広げることにつながればと願っている。また，手紙やメー

ル，場合によってはテレビ電話などの手段を使って情報収集，発信，交流する中で，コミュニケーション能

力や表現力の高まりも期待できる取組である。 

指導にあたっては，人と人(国と国)とのつながりを大切にしながら学習を進めていく。導入では，１ 学期

末に，青年海外協力隊の活動目的や実際に活動している隊員の様子について話し，今も兵庫県からたくさん

の人が世界で活躍していることを伝え，興味をもたせる(写真 1)。そして青年海外協力隊員へ一人ひとりが

手紙（グリーティングカード）を書き，一対一で関わろうとすることから活動を始める(写真２ )。手紙を書く

にあたっては，宛先となる国について世界地図や学習図鑑を使って調べさせるが，普段あまり耳にしたこと

のない国がほとんどで，どんな国か想像をふくらませることができる。本では情報が少ないため，現地で活

動している人から返事が来て，その国の様子が伝わればさらに興味をもって今後の学習が広がっていくと考

える。返事が返ってくる 2学期後半には，一例として，教師の体験談を話したり，海外から届いた返事を読

んだりする中で，さらに交流を深め，広げていく。返事が返ってくる確率は，例年 2割程度である。世界の

郵便事情について，身をもって知ることになるだろう。全員に返事が返ってこないからこそ，つながったその

人々との関わりを大切にして交流を進めたい。相手とのつながりの中で，それぞれの国や人の個性が生か

され，多様な交流が期待される。未知との出会いを楽しみ，夢のある活動ができればと願っている。 

相手国については，兵庫県から 46カ国 106名の青年海外協力隊員が派遣されているが，そのうち，A

小学校は 43カ国 48名の方に手紙を書いた。その国は以下のとおりである。 

6．単元計画 (全 8時間) 

時期 次 時 内容 学習活動 

7/9 1 1 「青年海外協力隊」とは？  

知る 

学年集会で，途上国で活動している青年海

外協力隊について知る。 

7/10

～16 

2 2 グリーティングカードを書こう。 

書く  

青年海外協力隊員に一人一人がグリーティ

ングカードを書く。 

11/10 3 3 体験談を聞こう。      学年集会で元青年海外協力隊員(筆者)の体

インド，ウガンダ，ウズベキスタン，エクアドル，エチオピア，エルサルバドル，ガーナ，カンボジア，キ

ルギス，グアテマラ，ケニア，コロンビア，ザンビア，ジブチ，ジャマイカ，スリランカ，セネガル，タイ，

タンザニア，チュニジア，ドミニカ共和国，トンガ，ネパール，パプアニューギニア，パラグアイ，バング

ラデシュ，フィジー，ブータン，フィリピン，ベナン，ブラジル，ベリーズ，ボリビア，ホンジュラス，マラウ

イ，モルディブ，ラオス，モロッコ，モンゴル，ヨルダン，ルワンダ，中華人民共和国，南アフリカ共和国 
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聞く 験談を聞く。 

11/18 4 

 

4 

本時 

これからの学習について考えよう。 

         話し合う 

海外から届いた返事を読んで，さらに知りた

いことや，やってみたいことを出し合う。 

11 月

～ 

3学期 

5 5～7 世界のことを調べたり，交流をした

りしよう。 

交流する 

・インターネット，メール 

・テレビ電話(スカイプなど) 

・本，資料 

・手紙や絵を交換など 

3学期 6 8 ふりかえりをしよう。 

分かち合う 

学習をふりかえり，感想を書いたり，意見交

換をしたりする。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

7．本時の目標 

海外から届いた返事をきっかけにして，これからの交流方法を出し合う。 

 

8．本時の展開（第 4次第１ 時） 

児童の活動 指導上の留意点 評価 

1. 海外から返事が届いたこと

を知る。  

  

 

2. 届いた返事を読み，書いて

あることを知る。 

・手紙 

・メール 

 

 

 

・前時のカンボジアを話題にし，手紙を書いた相手は今

世界で働いていることを強調する。そして，海外から返

事が届いたことを知らせ，児童の興味関心を高める。 

 

・エクアドルの Iさんから手紙をもらった児童を前に出し，

どんな手紙かを確かめさせる中で，わくわくする気持ち

を次の活動につなげられるようにする。 

・届いた封筒や写真を拡大して掲示し，内容を模造紙に

書くことで，情報を共有し，またいつでも見られるように

する。 

・Google Earthで，その国を見せ，その手紙が長い道の

り，時間をかけて届いたということを視覚的に分かりや

すくする。また郵便事情などを伝え，届くことが当たり前

ではなく，だからこそつながった相手を大切にしたいこ

とを再確認する。  

 

 

 

 

○興味をもっ

て，話を聞い

ている。(観

察) 

 

写真 1．青年海外協力隊とは 写真 2．グリーティングカードを書こう 
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3. これからやってみたいことを

出し合う。 

・手紙，メール，電話， 

インターネット(スカイプな

ど) 

・絵，習字，折紙などを送

る 

・DVDレター 

 

 

 

4.学習のふりかえりをする。 

・「現地の小学生が交流したい」というウガンダの川崎さ

んからのメールなどを，担任から紹介することで，返事

が届いていない児童にも交流の可能性を与える。 

 

 

 

・手紙を出した相手だけではなく，その人を通して外国

の人とも交流できることを確認する。 

・ワークシートを用意し個人だけでなく，グループで相談

する場を与え，多様な意見が出るようにする。 

・意見が出にくいときには，遠く離れた家族や親戚とどの

ようにつながっているかを問いかける。 

・「やりたいこと」だけでは話がすすまない場合は，内容

にも踏み込んで考えさせる。 

・問題点が出てきたら，端に板書する程度にとどめ，本時

は考えをどんどん広げていく。 

 

・ワークシートに，本時の感想を書く欄を，用意してお

く。 

・児童が考えたことを，できるだけ実現できるようにすす

めていこうと呼びかけ，これからの活動につなぐ。 

 

 

 

 

 

 

○これからどん

な交流をし

たいか考え

ている。（発

言，ワークシ

ート） 

 

（4） 本時の振り返り１ ―子供のコメントより― 

・3年生であっても，「交流」だけではなく，「支援」という視点をもっていることが分かった。 

・インターネットに家で親しんでいる子供たちがいることを想定していたが，やはり，スカイプなど，直接現地と結

び付く交流方法が出てきた。 

 

（5） 実践の振り返り 2―研究協議会より― 

実践の振り返りとして，次に実践後の研究協議会で出された意見等を掲載した上で，若干の考察を加える。 

1） JICAや青年海外協力隊との関わりについて 

・OB会からの名簿を利用するので，JICAにつながりがないとできない。どの学校でもできる活動ではない。し

かし，筆者が 3年生担任でない時も，他の 3年生担任に委ねた状態で 5年間続いてきた。名簿を入手し OB

会で手紙を封入，発送してもらうことと，第 1次と第 3次は筆者が行った。  

・手紙を出す相手や国が違うので，入り口は同じだが，クラスによって展開は変わってくる。 

・スカイプなどのネットワークを利用する場合，JICAが近くにあるので，施設を使わせて頂くことも視野に入れて

いる。 

・相手は途上国なので，設備的，言語的に交流は本当にできるのか？  

  →電源は不安定な所もあるが，概ねインターネットなどは普及している。子供同士が交流する場合，時差は

問題になってくるが，青年海外協力隊員は，自宅にインターネットを引いている人もいるので，時間の都合が

つけやすいと思われる。青年海外協力隊員という日本人が間に立つので言葉の壁は緩和される。しかし，現

地の児童に手紙を書く場合は，訳すのも大変なので，絵や習字などが中心になってくると思われる。 

・JICAの現地での任期は 2年（現職は 1年 9か月）。 

 

 

これからどんな交流をしたいかを考えよう。 
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2） 3年生で取り組んだこと，また系統性について 

・3年生から，4～6年生に続かない。系統性がないのはもったいない。 

・3年生が単独でするので良いと思う。6年生ではなかなか難しい。 

・3年生は，地域学習から同心円状に社会が広がっていくので，早すぎる。高学年がふさわしい。 

・2年生で「スーホの白い馬」と絡めモンゴルの話を聞くことが多いのだから，3年生でもおかしくない。 

・高学年は行事が多く忙しい。「総合的な学習の時間」でとることも難しかった。高学年で行う場合は，もっと深い

テーマが必要になる。3年生は，種まきであると考えられる。 

 

3） 種まきで良いのか 

・理解したり深めたりするのは 3年生には難しいが，今後思い起こされることがあれば良い。早くてもつながって

いくものがある。3通しか返ってこなかった返事からも，平和の意味を考えられるのではないか。 

・以前，風船をいっぱい飛ばすという活動があった。そういうやりっぱなしの活動ではなく，送り返してくれたと

いうやりとりの中で，喜びや成果が得られるのではないか。 

・失敗も経験として生きていく。 

・現実的にうまくつながらなくても，その過程が大切だと考える。自分の生活が世界中で通用すると思っている子

供が，そうではないと知るだけでも十分意義がある。本時で「支援」と書いた子供がいたことがすばらしい。

将来，青年海外協力隊に参加する子がいるかもしれない。視野を広げることに意味がある。 

 

4） 交流について 

・例年している活動ではあるが，兵庫県からまた同じ国に派遣されるとは限らないので，その国との交流は一期

一会である。  

・本時は交流方法を考えていたが，もっと子供の気持ちを受け止め，何をしたいか(内容)を考えれば良かったの

ではないか。 

・内容を考えていたら，もっとワクワク感があり，子供たちの笑顔もさらに見られたのではないか。 

 

5） 本時について 

・Google Earthを活用し，3年生でも距離感をつかめたのが良かった。 

・Google Earthや実際に届いた手紙に対する，「おおっ。」という子供たちの反応が，素敵だった。 

・「手紙が返ってきた子がうらやましい。」という子供の感想に，返事したくても書けない人がいる，というフォロ

ーが必要だ。郵便事情などの説明はあったが，返事が届いた子に拍手はしない方が良かった。 

・手紙の提示を 2人の先生が分担して提示したのは，子供の興味を引いて良かった。しかし，3分節目でもメー

ルの拡大コピーなど，何か資料の提示が必要である。 

・とても興味をもって授業に参加している子供が多かった。 

・日本の子供たちは，「できないこと」に弱い傾向がある。成功体験も必要であるが，失敗することも無駄では

ない。 

 

6） 指導助言より 

今回の取組と「国際教育部のめざす資質および態度」に関わって 4点の指導助言を受けた。 

① コミュニケーション能力 

  グリーティング（あいさつ）から人と人はつながる。会話や手紙を通して互いのことを伝え合うことができた。子

供たちは，外国の人や外国で働く青年海外協力隊の人とどうつながろうかと考えていた。 

② さまざまな文化や伝統を尊重する態度 

  手紙，Web 会議，写真，映像などから，多文化に触れることができた。日本のことを知らせようとする中で，

自分たちの生活や文化をふり返る部分もあった。日本との違いや共通点も感じられた。 
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③ 地球規模の問題を考えようとする態度 

  貧困，飢餓，ゴミ山，物売りなど，同じ子供が置かれている境遇を知ることで，「ふつう」と思っていることが，

「ふつう」ではない世界があることを知ることができた。違う世界への気付きがあり，将来への種まきになって

いる。 

④ 多様な価値観を受け入れる資質 

郵便事情一つとってみても，日本のように当たり前に届くわけではない。マダガスカルとの文通では，半年経

ってから返事が返ってきた。子供たちには様々な気付きがある。3年生での種まきを 4～6年生でさらに積み上

げることができればよい。 

 

（6） 交流の例①―青年海外協力隊員とテレビ電話でつながろう― 

1) 日時：2015年 3月 19日（木）13:30～15:30  

2) 場所：JICA 2階 ブリーフィングルーム 

3) 参加者： 南アフリカ M.Y(男)さん   

ラオス  F.S(女)さん  

セネガル  I.N(女)さん  フィジー H.I(男)さん 

        A小学校 3-2(31名)，3-4(30名)，担任 2名， 筆者  

       JICA  M さん，A さん，N さん 

4) 交流内容 

14:00 Web会議システム開始 

フィジー（17:00）より H さん紹介 帰宅風景，家からお出かけ中継 随時 

14:05～14:45  3-4 メインの交流  

南アフリカ（7:05） M さん（13:45～14:30頃ご出勤） 

＊ M さんからの南アフリカ紹介 

パワーポイント（任地・活動の紹介，南アフリカの乗り物・ 

食べ物・言葉・衣装・地方と都市） 

・質問タイム 

・子供たちによる出し物(写真３ )      

＊ M さんと F さんに向けて 

→M さんとさようなら。 

ラオス（12:05） F さんへバトンタッチ 

＊ 外からの中継 

・ラオス紹介 

活動紹介：口頭で，病院についてなど  

市場紹介：市場を歩いて，風景や実際に買い物 

・質問タイム 

・手紙をくれた子たちとのお話      

（フィジーH さんの中継）               

14:45～15:10 3-2 メインの交流   

セネガル（5:45）I さん不測の事態に備えて「学校＆小学生の 

ムービー」（JICAのパソコンで用意） 

・（一緒にWeb会議が可能であれば）セネガル人（I さん宅の 

大家さんの紹介）(写真４ ) 

・食べ物：名物ごはん（できれば前日に現地の人に 

 作ってもらったものを実際に食べてみせる），フルー 写真 4．途中で大家さんが登場 

写真 3．子供たちから歌とダンスのプレゼントこう 
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ツ，飲み物 

・服：西アフリカの布は鮮やかでいくつか種類がある 

・人気スポーツ，音楽（最近の曲・楽器ジャンベ） 

・質問タイム 

15:10 繋がっている人全員であいさつ（児童代表の言葉） 

15:20 Web会議システム終了（各国で切って頂く）      

                 

（7） 交流の例②郵便でつながろう～マレーシアの方と～ 

郵便でつながった例として，マレーシアの隊員とのやり取りが挙げられる。(写真 5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ．実践の成果と課題 

 

（1）成果  

実践の成果は以下の通りである。 

・翌年，4年生の教室でマララ・ユスフザイさんの話をしたとき，「去年，グリーティングカードプロジェクトで，

パキスタンに手紙を送った。」と口にした子供がいた。心の中に体験として残っていることが分かった。 

・子供たちと世界の途上国で今現在活動している青年海外協力隊員とが直接つながることは，子供たちに世界を

身近に感じさせる効果的な方法であったと思われる。 

・インターネットやテレビの情報ではなく，現実的な相手にグリーティングカードを書いて送ることによって，働く

人や現地の様子について世界各国の生きた情報を得ることができた。 

・現地と交流しても言語の壁が立ちはだかることが多いが，青年海外協力隊員という日本人を通すことで，自立

的に交流方法を考えることができた。郵便，メール，Web会議と，様々な方法を活かし，交流の幅が生まれ

た。特に，4か国同時にWeb会議を行ったことは，時差や国の様子，隊員の活動や性格なども知ることがで

き，正に顔の見える交流を行うことができた。 

 

（２ ）課題  

 実践及び研究の課題は以下の通りである。まず，実践の課題として以下 3点を挙げることができる。 

写真 5．マレーシアからの返事 

写真 6．マレーシアへの返事 
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・転勤により，A小学校の 3年生において 8年間続けた「グリーティングカードプロジェクト」を行うことができ

なくなった。 

・どの学校でも，誰でも行えることではない。 

・学校全体の中で，系統性をもたせることができなかった。 

 

次に，研究の課題として以下 2点を挙げることができる。 

・児童の言動や文章から，教師の観察により気が付いたことしか，分析できていない。分析の手法について考え

る必要がある。 

・データの取り方を工夫しなければ，客観性に欠ける結果となる。 
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１ ．はじめに 

 

生涯学習社会の実現が求められるなか，学校に求められる役割は，地域の学びの核として存在することであり，

地域と一体となって「地域の子ども」を育てることにある。この姿は兵庫教育大学（2017）の「学校と地域の関係

性モデル」における「共同運営期の発展モデル」に相当すると考える。この研究では，学校と地域が教育活動に

おいて協働する「共同運営期」の特徴として，「一貫した教育目標，育てたい子ども像が設定されている（p.21）」

ことが挙げられている。また，そこに至るまでの関係形成期においても，「地域のニーズを把握し，現状を分析し

た上で学校教育目標に反映させる必要性（p.18）」が指摘されている。この指摘のように，地域とともにある学校

ならば，めざす子ども像，ひいてはどのような人材が地域に必要かが地域と学校で共有され，学校教育目標もそ

こに立脚したものであるはずである。学校と地域が協働するために，地域の願いを反映した学校教育目標がどのよ

うに設定・共有されていくのかが今後の学校づくりに大きく影響するのではないかと考える。 

 以上の問題意識より，本研究は，「学校教育目標」に着目し，松阪市（以下，「本市」）における学校教育目標

の現状と課題及び先進事例の検討を通して，地域とともにある学校づくりを推進・発展させていくために，「学校教

育目標の設定・共有」を行うための本市への提案とする（注 1）。 

 

２ ．学校教育目標の現状 

 

新学習指導要領（文部科学省 2017a）では，学校教育目標を明確にし，家庭や地域と共有することを求め（注

2），さらに，学習指導要領解説総則編（文部科学省 2017 b）では，具体性を有する学校教育目標であること，児

童（生徒）や学校，地域の実態を的確に把握すること，家庭や地域との共有が必要であることが述べられている。

教育活動は学校教育目標の達成をめざして行われるはずのものであり，「社会に開かれた教育課程」の実現に向

実践報告 

要約：地域とともにある学校づくりには，学校教育目標に地域の願いが反映され，

それが共有されていなければならない。しかし，現状の学校教育目標はそのよう

な状態ではないことが多い。本研究では，松阪市の小中学校長を対象に質問紙調

査により，地域を巻き込むシステムがないこと，今後の学校づくりに不安を感じる声

を聴くことができた。また，研究を進める中で，学校教育目標の設定段階から，教

職員，保護者，地域を巻き込み，地域との関係に変化をもたらした先進事例に出会

った。質問紙調査の結果，先進事例をもとに，校長，CSマイスター，教育委員会

への訪問調査も行い，改めて松阪市の課題も明らかになった。これらの知見をもと

に，筆者が必要と考える学校管理規則の改正，ファンドの導入も含めた校長裁量権

の拡大，現行制度の中でできる見直しなど，教育委員会への提案を報告した。 

キーワード 

地域とともにある学校づくり 

学校教育目標 

目標の設定 

目標の共有 
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け，学校教育目標が地域と共有するに値するものかどうかを問うていると解釈される。 

筆者が考える理想の学校教育目標は，下記の図１ に示したように，国，自治体，地域の 3つの構図の中で生

きる子どもたちにどうあってほしいのか，国の教育振興基本計画，自治体の教育ビジョンなどと同時に，地域に生

きる子どもとして，保護者，地域，教職員が関わりながら，保護者，地域の願いを反映し設定されたものを理想と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 1 学校教育目標のイメージ 

 

 しかし，学校教育目標については，先行研究においても，「目標が抽象的，一般的で明確性を欠く（黒沢

1976,p.52）」,「同じ表現で居座り続け，はてはそれがどんな理由で設置されたのか，そのことすらわからなくなっ

てしまう（佐藤他 2015,p.247）」，「教育課程を編成する際も『授業の配当』が中心となり，『学校教育目標』『指

導の重点』については毎年の検討が十分行われないことがある（住野他 2016,p.1）」と指摘される。さらに，『子

どもの豊かな学びを創造し，地域の絆をつなぐ―地域とともにある学校づくりの推進方策―（学校運営の改善の在

り方等に関する調査研究協力者会議 2011）』は，めざすべき学校運営の在り方の中で，学校と地域の人々との間

での目標共有について，「当事者間での納得のプロセスが不可欠」であることを指摘し，熟議の内容例に「学校

の教育目標」を挙げている(pp.4-5)。このように，教育目標に関する課題は以前から指摘されており，天笠（2018a）

は，「学校教育目標をどのように設定するか。それは古くて新しいテーマであり，学校運営上の課題としてあり続け

ている（p.50）」とし，「改めて，わが校の学校教育目標について，これまでどおりでいくか，それとも見直しに踏

み切るか―その経営判断が問われている（p.50）」と論じている。さらに，天笠はそれを「教育の不易と流行」と

指摘し，「『不易』を校訓が受け止め，『流行』を学校教育目標が担い，両者の関係を保つことによって，学校の

めざす理念や価値の実現をはかる（2018b，p.53）」，「学校教育目標と重点目標の関係をとらえ，さらには，各部

門計画との関係を明確にすることが求められる（2018c，p.47）」と指摘している。 

 筆者の経験上，「学校教育目標」が話題になることはほとんどなく，それを即答できない教職員も多い。抽象度

が高くどのような時代にでも対応できる学校教育目標は，達成するためのものではなく，理念に近く，校訓に近い
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と考える。教育課程編成時にも，学校教育目標，重点目標，教育課程の一貫性を持たせた検討がどれだけの学

校でなされているだろうか。地域とともにある学校をめざす上で，学校教育目標は重要な検討課題と言えよう。 

 

３ ．松阪市の現状と山口県山口市における先進事例からの考察 

 

 本市の現状を知るため学校教育目標に関する質問紙調査を実施することにし，並行して，先進例として，学校

教育目標の設定に地域を巻き込んでいる先進事例を探すことから始めた。質問紙調査は，市教委，校長会の支援

を得て，市内小中学校全校の校長を対象に実施した。先進事例は，文献や学校のホームページ等様々な情報か

ら，山口県の小学校（山口市立良城小学校）において，校長の発信で学校教育目標を見直し，その設定段階か

ら地域を巻き込んでいる事例を選定した。 

 

（1）松阪市小中学校における学校教育目標の現状と課題 

1）本市の小中学校における現状 

 本市小中学校の学校教育目標の現状と課題を明らかにするために，校長を対象とする質問紙調査を実施した。

質問紙調査は，市教委，校長会の支援を得て，2018年 4月に実施し，44校から回答があった。配布数・回収数・

回収率は，小学校：36校・34校・94.44％，中学校：11校・10校・90.90％，計：47校・44校・93.62％であ

った。調査内容は，学校教育目標の変更の有無，その理由，設定の際に参考にする意見，発信，学校教育目標

の設定のあり方に関する意見などであった。表 1は，校長の着任年数である。 

 

表 1 校長の着任年数 

校種 
着任年数 

校種 
着任年数 

 
着任年数 

年数 数 ％  年数 数 ％  年数 数 ％  

小学校 

1年目 12 35.29  

中学校 

1年目 2 20.00  

合計 

1年目 14 31.82  

2年目 11 32.35  2年目 5 50.00  2年目 16 36.36  

3年目 9 26.47  3年目 2 20.00  3年目 11 25.00  

4年目 2 5.88  4年目 1 10.00  4年目 3 6.82  

       （%は小数点第 3位を四捨五入で計算、そのため小学校の合計は 99.99%となる。） 

 表 2は，学校教育目標の変更の有無を示したものである。その結果，目標の変更について，「変更したことが

ある」と「変更したいと考えている」を合わせると 50％であった。そして，変更の有無の理由をカテゴライズ化し

たものが表 3である。目標の変更の理由としては，「子どもや，地域の実態に即して」が多く，「新学習指導要領

に準拠した」等が挙げられた。これに対して，「変更したことがない」の理由としては，「目標に異論がない」が

最も多く，次いで「着任年数が短いことや自身の経験が少ない」ことが挙げられた。他には，「長年定着した目標

である」「校訓と目標が一致しているため変更できない」もあった。 

 

表 2 学校教育目標の変更の有無 

校種 回答 数 ％  

小学校 
変更したことがある 15 44.12  
変更したことがない 17 50.00  
変更ないがしたことが今後変更したいと考えている。 2 5.88  

中学校 

変更したことがある 2 20.00  

変更したことがない 5 50.00  
変更ないがしたことが今後変更したいと考えている。 3 30.00  

合計 
変更したことがある 17 38.64  
変更したことがない 22 50.00  
変更ないがしたことが今後変更したいと考えている。 5 11.36  
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表 3 学校教育目標の変更の理由 

校種   回 答 理由 数 ％ 

小学校 

したことがある 15 

子どもや地域の実態に応じて 8 53.33  

新学習指導要領を意識 3 20.00  

目標がわかりにくい 3 20.00  

自分のビジョン 1 6.67  

したいと考えている 2 

子どもや地域の実態に応じて 1 50.00  

記載なし 1 50.00  

長く根付いた目標である 0 0.00  

したことがない 17 

継続性を重視 2 11.76  

自身の経験や着任年数 5 29.41  

長く根付いた目標である 3 17.65  

目標に異論がない 6 35.29  

記載なし 1 5.88  

中学校 

したことがある 2 

子どもや地域の実態に応じて 2 100.00  

新学習指導要領を意識 0 0.00  

目標がわかりにくい 0 0.00  

自分のビジョン 0 0.00  

したいと考えている 3 

子どもや地域の実態に応じて 1 33.33  

記載なし 1 33.33  

長く根付いた目標である 1 33.33  

したことがない 5 

継続性を重視 1 20.00  

自身の経験や着任年数 0 0.00  

長く根付いた目標である 0 0.00  

目標に異論がない 2 40.00  

記載なし 2 40.00  

合計 

したことがある 17 

子どもや地域の実態に応じて 10 58.82  

新学習指導要領を意識 3 17.65  

目標がわかりにくい 3 17.65  

自分のビジョン 1 5.88  

したいと考えている 5 

子どもや地域の実態に応じて 2 40.00  

記載なし 2 40.00  

長く根付いた目標である 1 20.00  

したことがない 22 

継続性を重視 3 13.64  

自身の経験や着任年数 5 22.73  

長く根付いた目標である 3 13.64  

目標に異論がない 8 36.36  

記載なし 3 13.64  

 

 次に，目標を設定するにあたって参考にする意見を示したものが表 4である。その結果，中学校では「前任の

校長」及び「教頭」が最も多く，小学校では「教職員全員」が最も多く，次いで，中学校では「企画・運営委

員のメンバー」，小学校では「前任の校長」という結果であった。校区の小中学校の学校教育目標を参考にして

いる例も見られた。「地域の代表」「保護者」「PTA役員」となると，いずれも 10％台にとどまった。  
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表 4 教育目標を設定するにあたって参考にする意見  

校種 回      答  数 ％  

小学校 

教職員全員 21 61.76  

前任の校長 20 58.82  
教頭 14 41.18  
企画・運営委員会のメンバー 9 26.47  
学校評議員 9 26.47  
地域の代表（公民館長，民生委員等） 6 17.65  
PTA役員 5 14.71  

保護者 4 11.76  
校区の小中学校の学校教育目標 4 11.76  
その他 4 11.76  
特に参考にしていない 3 8.82  
児童・生徒 2 5.88  

中学校 

前任の校長 7 70.00  

教頭 7 70.00  
企画・運営委員会のメンバー 3 30.00  
教職員全員 3 30.00  
PTA役員 3 30.00  
保護者 2 20.00  
地域の代表（公民館長，民生委員等） 1 10.00  

学校評議員 6 60.00  
校区の小中学校の学校教育目標 3 30.00  
児童・生徒 0 0.00  
その他 1 10.00  
特に参考にしていない 0 0.00  

合計 

前任の校長 27 61.36  

教職員全員 24 54.55  
教頭 21 47.73  
学校評議員 15 34.09  
企画・運営委員会のメンバー 12 27.27  
PTA役員 8 18.18  
地域の代表（公民館長，民生委員等） 7 15.91  

校区の小中学校の学校教育目標 7 15.91  
保護者 6 13.64  
その他 5 11.36  
特に参考にしていない 3 6.82  
児童・生徒 2 4.55  

 

 次に，「保護者や地域における学校教育目標の認知度を示した結果が表 5である。その結果，保護者の認知度

は，小学校では 8割が最大，中学校では 2割が最大であった。地域の認知度は，ともに低く，1割～2割が約半

数を占めた。 
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表 5 保護者や地域における学校教育目標の認知度 

校種 
保護者 地域 

割合  数 ％  割合 数  ％  

小学校 

0 0 0.00  0 1 2.94  

1 2 5.88  1 14 41.18  

2 1 2.94  2 4 11.76  

3 2 5.88  3 4 11.76  

4 3 8.82  4 0 0.00  

5 5 14.71  5 2 5.88  

6 4 11.76  6 2 5.88  

7 1 2.94  7 0 0.00  

8 8 23.53  8 1 2.94  

9 0 0.00  9 0 0.00  

10 2 5.88  10 0 0.00  

無回答 6 17.65  無回答 6 17.65  

中学校 

0 0 0.00  0 1 10.00  

1 1 10.00  1 3 30.00  

2 4 40.00  2 2 20.00  

3 2 20.00  3 1 10.00  

4 0 0.00  4 0 0.00  

5 2 20.00  5 1 10.00  

6 0 0.00  6 0 0.00  

7 0 0.00  7 0 0.00  

8 1 10.00  8 0 0.00  

9 0 0.00  9 0 0.00  

10 0 0.00  10 0 0.00  

無回答 0 0.00  無回答 2 20.00  

合計 

0 0 0.00  0 2 4.55  

1 3 6.82  1 17 38.64  

2 5 11.36  2 6 13.64  

3 4 9.09  3 5 11.36  

4 3 6.82  4 0 0.00  

5 7 15.91  5 3 6.82  

6 4 9.09  6 2 4.55  

7 1 2.27  7 0 0.00  

8 9 20.45  8 1 2.27  

9 0 0.00  9 0 0.00  

10 2 4.55  10 0 0.00  

無回答 6 13.64  無回答 8 18.18  

 

 次に，地域と学校の関係について，兵庫教育大学（2017）で示された「未成熟モデル」から「発展モデル」（図

2）までの 5つのモデルのいずれに該当するかを問うた結果を示したものが，表 6である。その結果，地域と学校

が協働できる仕組みが出来上がってきているという「成熟進行モデルⅡ」の回答が最も多く，小中学校の合計で

50％を占めた。地域との関係性と地域の目標の認知度の関連を見ると，「成熟進行モデルⅡ」と保護者の認知度

の関連が高い。一方で，地域の認知度との関連は見られなかった。 
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表６  保護者や地域における学校教育目標の認知度 

校種 
地域との関係 

校種 
地域との関係 

校種 
地域との関係 

状態 数  ％  状態 数  ％  状態 数  ％  

小学校 

1 0 0.00  

中学校 

1 1 10.00  

合計 

1 1 2.27  

2 12 35.29  2 4 40.00  2 16 36.36  

3 18 52.94  3 4 40.00  3 22 50.00  

4 3 8.82  4 1 10.00  4 4 9.09  

5 0 0.00  5 0 0.00  5 0 0.00  

無 1 2.94  無 0 0.00  無 1 2.27  

 図 2 調査に使用した「地域と学校の関係モデル」の図と解説 

  

 

 

 

① 「学校」と「保護者」の結びつきだけで，地域との結びつきはない。もしくは，結びつきがあったとして

も表面的な結びつきでしかない状態である。 

② 学校として地域の教育資源を探し始めている。または地域から学校へ協力を申し出てくれる住民があり，

保護者ではない住民の協力や参加がある。しかし，それはいつも同じ住民や特定の行事への参加に限られ

ている。 

③ 学校は地域の教育資源を積極的に利用しようとしている。そのために，学校の評価結果や課題，目標を地

域に広く示し，地域の子どもを育てようというメッセージを発信している。地域や保護者との協力・協働が限

定された行事や人ではなく，教職員と多くの住民が共通の認識を持ち，継続的に結びつこうとしている。そ

れに伴い，学校支援地域本部事業やコミュニティ・スクールなど，地域と学校が協働するための仕組みや組

織が出来上がってきている。 

④ 保護者も地域住民であり，地域と保護者は一体だという認識で「地域」をとらえている。学校支援地域本

部事業やコミュニティ・スクールなどの学校と地域が協働するための組織が機能し，教職員や地域住民の多

くが「学校を中心とした地域の在り方」や「学校と地域がともに育てる子ども像」を意識している。学校と地

域の相互に，表面的ではない信頼関係が築けている。 

⑤ 学校と地域が，相相互の信頼によって作られた共同運営の仕組みをさらに進化させ，地域に応じた独自の

理想の形にしようとしている。学校と地域が一体となって，持続的で安定した教育力を最大に発揮して，生

涯学習社会を実現できる段階にある。   

（兵庫教育大学（2017）『学校の総合マネジメント力の強化に関する調査研究報告書』の中で示された内容

の趣旨を変えない範囲で抜粋，要約，修正） 
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 さらに質問紙では，下記にあるような，学校教育目標の設定の在り方に関する兵庫教育大学（2017）の指摘を

提示し，それに関する校長の考えを自由記述方式で問うた。その結果，「先行研究の考え方に同意できる」という

意見が多く出されるとともに，「実現させる仕組みがない」，「具体的にどう進めるのか」，「地域の声に偏りが出る

のではないか」という懸念も出された。また，「学校運営協議会はあるが，議論がその段階には至っていない」と

いう意見もあった。表７ は，校長から出された考えの中から一部抜粋したものである。 

学校と地域の協働には，相互の信頼関係のもと「育てたい（もしくは，「めざす」）子ども像」に近づくため

の「教育目標」が明確化され，共有されていることが必要条件となる。そのためには，学校教育目標の設定に，

地域の教育ニーズや子ども像を捉えて目標に反映させる方策が必要である。 

 理想的な教育目標は，学校の幅広い視点での現状分析と，地域住民の思いの把握が前提にある。その上で，

学校と地域の役割を地域住民の参画により明確にし，学校のあるべき姿を決める。そしてさらに，学校と地域が

連携し教育力を高めていくためには，目標の設定に地域住民の参画を求めていくことが必要になる。 

 （兵庫教育大学（2017）『学校の総合マネジメント力の強化に関する調査研究報告書』の中で示された内容

の趣旨を変えない範囲で抜粋，要約，修正） 

 

表７  兵庫教育大学（2017）で示された学校教育目標の設定の在り方に関する指摘に対する意見 

・地域住民や保護者とともに子どもたちを育てる上で，学校教育目標をともに考え，設定していくことが，今後，

地域とともにある学校づくりをすすめる上で重要であると考える。 

・地域住民の学校教育に対する思いは温度差がある。また，学校教育目標が地域住民に充分浸透していない

ので，方策を考える必要がある。 

・学校評価委員会では学校の教育活動や自己評価について，様々な視点から意見をいただけるようになり，少

しずつであるが，次年度の教育活動に取り入れ，改善をしている。目標設定に地域住民の参画が得られるの

ならば，保護者・地域と共に子どもを育てることができ，目標に近づきやすいと思う。理想的である。しかし，

本校の場合，教職員全員の共通理解，ベクトルを合わせることが第一の課題であり，そこからスタートしたば

かりである。 

・これまで学校教育目標は，学校が決め地域へ協力要請してきた。しかし，新教育委員会制度の導入とともに，

地域のニーズを把握し，地域に信任を得られる学校教育目標の設定を地域とともに行う必要があると考えて

いる。まずは，現状をもっと知っていただくことから始めたい。 

・上記のことは理想だと思います。また「社会に開かれた教育課程」を実現するためには必要なことだと思い

ます。しかしながら，現状として，それに必要なシステムができていないので，目標設定に地域住民が参画

するのは難しい。 

・学校目標の設定には，幅広い視点での現状分析や地域の方の思いの把握が不可欠であると思います。地域

ぐるみで子どもたちを育てていくためには，学校と地域の信頼関係を築いていくことがとても大切だと感じてい

ます。 

・その通りだと思います。ただ，自分の数少ない経験からは，地域住民の思いをどこでどのようにとらえるかが

難しいと感じます。「地域の考え，思い」として声をあげられる人物はごく一部の人，しかもいわゆる識者，

実力者として活躍してみえた（活躍してみえる人）が多く，地域の思いの一部だと感じます。〝地域全体で，

学校を核として子どもたちを育てる”という感覚をもっともっと広げなければなりません。でも，まだまだ時間

がかかりそうで心細くなるところです。 

 

2）本市の検討課題 

 質問紙調査の結果を踏まえ，本市における学校教育目標に関する課題を検討する。 

 学校教育目標は，子どもの実態や地域の願いを反映すべきものであるが，「長く定着」などを理由に変更してい

ない学校がある。50年近く前からの石碑の文言を使用という学校もある。長年にわたって見直さがない学校教育

目標は，「理念」であり，達成がめざされる明確な目標とは言い難い。さらに「目標設定の際の参考」について
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も，小中学校全体では「前任の校長の考えを参考にする」という回答が最も多い。今学校の在り方が問われてい

るなか、改めて「学校は誰のものか」と校長に問えば，地域とともにある学校づくりが求められている現状から考

えれば、恐らく大半の校長は「学校は地域のものである」と答えるだろう。それならば，学校教育目標は誰のも

のであるのか。本市の現状は，目標の存在意義そのもののとらえ方に関わる課題であると筆者（西井）は考える。 

 また，地域と学校が協働できる仕組みが出来上がってきている段階にありながら，学校の教育目標に対する認

知度は低い。学校が何をめざしているのか，どういう子どもを育てようとしているのかが地域に知られていないとい

うことであり，これは「社会に開かれた教育課程」の実現から見ても看過できない課題であろう。学校教育目標を

見直すことに対して，校長の異動のスパンが短いことが見直しに躊躇する理由として考えられるが，着任直後から

検討を始めることができないだろうか。筆者が想定するような学校教育目標の設定方法について多くの校長が賛同

しているが，それを実現させていくための仕組みが不十分なことをあげている。そのことが質問紙に寄せられた「心

細い」ということにつながるのではないかと推察される。それを解消できるような方策があれば目標設定の方法を

見直す学校が増えるのではないかと考えられる。 

 

（２ ）山口県山口市立良城小学校における先進事例 

1）訪問調査の概要 

 2017年度に着任した現校長の増野校長（注 3）が，学校教育目標を見直した事例を紹介し，検討したい。筆

者 2名で，2018年 6月に学校を訪問し，増野校長にインタビュー調査を行った。なお，同校ホームページにも詳

細情報が掲載されている。 

増野校長がかつて教頭として勤務した学校において，学校のめざす方向が分からない状況にあることを上司であ

る校長に伝えたことから，学校教育目標の見直しが行われ，組織が活性化したという実体験を有する。校長として

勤務した前任校では，コミュニティ・スクールで成果を挙げた実績を持ち，教員時代の経験から「地域とともにあ

る学校」に対する思いも強い。校長として一番大切にしたいことは「地域とともにある学校づくり，これが自分の基

本」である。 

 校長として良城小学校に着任後，すぐに教育目標の見直しに着手した。職員に向けて見直しの必要性を説き，

地域には学校通信の配付から始め，「社会に開かれた教育課程」という新学習指導要領の理念を発信し，段階を

追って学校教育目標の設定のプロセスを共有した。地域の願いの反映には，全戸アンケートなどが理想的だが，

実現可能で最適な方法ということで，学校が原案を作り，学校運営協議会，PTA全委員会などの組織，保護者ア

ンケート，地域回覧を通して最終決定に至った。教職員を 3つの組織に分けて，原案作成をその組織に任せ, 協

議を重ねた。目標は第 1次案から最終目標に至るまで 4度の提案を行い，最終的に 2018年 3月の第 4次案が学

校教育目標として設定され，新年度を迎えた。校務分掌も学校教育目標に合わせ見直した。目標設定に職員が主

体的に関わったことで，職員の行動にも変容が生まれた。インタビューでは，学校教育目標を基にした具体的な

行動計画が描かれた「生徒指導だより」が紹介された。さらに，目標設定後も学校通信に「吉敷地域づくり協議

会」の「吉敷街づくり計画」と学校教育目標の関連性を掲載するなど，学校教育目標が学校にとどまる目標では

なく地域づくりにつながるものとして，その価値を共有するための発信が続けられている。このような取り組みと併

行した学校の諸活動により，地域の学校に対する受け止め方がより肯定的になった事例も豊富に紹介された。 

 また，学校教育目標のさらなる共有・浸透をめざして，目標を校門，体育館など多くの箇所に掲示している。訪

問した時間帯が昼休みであり，校庭で遊ぶ子どもたちが，口々に学校教育目標を教えてくれるという姿があった。

「私はこの目標のここが好き」と教えてくれる低学年の子どももいた。そして，増野校長に対して学校教育目標を

正確に暗唱し，校長から「学校教育目標合格証」をもらう子どもたちの姿も見られた。これらのことから，家庭や

地域だけでなく，子どもたちにも目標が共有され，浸透している様子がうかがえた。 

 

2）訪問調査において得られた知見 

 訪問で得られた知見として，「『学校教育目標の設定』の視点をこれまでと変えることができれば，着任した年度

からでも見直しに着手することができる」ということがある。さらに，「教育目標の設定のプロセスを地域と共有して
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いくことで，学校に対する地域の認識，地域との関係に変化をもたらすことができる」ということである。目標設定

については，学校や子どものこれまでと現在を知っている教職員がいて，地域（保護者を含む）がある。そこに着

目できれば，子どもたちや子どもたちをとりまく現状を把握でき，地域とともに子どもたちのめざす姿を考えること

ができるということである。そのためには，「学校教育目標とは何か」，「なぜ見直すのか」を理解してもらう必要が

ある。目的は学校教育目標を見直すことではない。そこを大切にしながら，増野校長は目標設定のプロセスを考

えて提案し，設定までのプロセスを整えることができれば，初年度からでも見直しを行うことができるのではないだ

ろうか。 

 「目標設定の見直しに地域を巻き込むことに躊躇はなかったのか」という質問に対して，増野校長は「全くなか

った」と即答した。さらに「目標は達成するためのものであり，校訓とは異なる，学習指導要領と直結するもので

ある」とも語った。増野校長は，地域とともにある学校像が明確にあり，「地域づくりに学校をつかってもらう」とい

う発想で地域と学校の関係を見ていた。「地域の支援を受ける」という一方向では見ていない。増野校長自身が

地域とともにある学校づくりに対する思いが強くあり，これまでに勤務してきた学校でも CSにとりくみ，成果を上げ

てきている。その取り組みと，教職員評価を通して感じた「何のために自分たちが頑張るのか」という疑問から取

り組み始めた教育目標の見直しの取り組みが一体となり，現在の良城小学校の地域とともにある学校づくりをめざ

した学校教育目標の見直しにつながっていると推察できる。また，学校教育目標の原案作りの段階から教職員を

関わらせ，設定後も「達成に向けた実践も任せる」という校長の姿勢を示したことが，教職員の主体性を生み，

校内の組織運営にも効果をもたらした事例でもある。「昨年までとは違う感覚がある，目標を作った 3つの部のトッ

プとなった中核の教員の意識は高い」「目標をつくるための勉強もした」「取り組みも変わっている」という校長の

言葉，実際に訪問時に会うことができた生徒指導主事の言葉からも，この経過の中でミドルリーダーが育ったこと

が推測できる。これは，中教審の「学校における働き方改革特別部会」が示す「分散型リーダーシップ」を活用

した組織運営に通じるとも言える。 

 ただ，増野校長は，「3年間良城小学校に在籍できることが分かっていた。だから見直す目標に対して責任がと

れると思った」とも述べている。この言葉は 3年の間に，校長として職員や地域を巻き込みながら設定した教育目

標のもとで，学校がどのように変化するのか，校務分掌等の見直しも含めて，教職員がどう変わるのか，地域が

どのように変わるのか，そのなかで子どもたちがどう過ごすのかを見る時間がある，より効果的な取り組みを生む

ための改善もできると判断したことから発せられた言葉ではないかと推察でき，さらに「責任がとれると思った」と

いう言葉は，校長としての覚悟を示したのではないかと思われる。 

 本事例は，増野校長の経験，個人特性が影響する先進例かもしれないが，増野校長のめざす学校づくりは，

本市のめざす方向性に大きな示唆を与えてくれるものであり，本市の質問紙調査から見えてきた学校教育目標の

設定における課題の改善のために範となる事例と言えよう。 

 

４ ．本市学校関係者に対するインタビュー調査 

 

（1）本市校長及び CSマイスターに対するインタビュー調査の概要 

 質問紙調査の結果及び良城小学校の事例を基に，2018年 8月～11月，本市校長 4名及び本市第四小学校運

営協議会理事長である CSマイスター1名に対して，質問紙調査の結果に対する見解を問うインタビュー調査を実

施した。回答者の見解を示したものが表８ である。 
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表８  本市校長及び CSマイスターに対するインタビュー調査の主たる回答 

A校 

CS未実施，サポート組織がある。歴史が浅く，おらが学校という意識はない。新学習指導要領が実施

される今が学校教育目標の変え時だと思う。地域が広く全戸の声を集めるのは困難，既存組織の活用

は一部の意見に偏る懸念がある。先進事例を参考にしたいが，予算的に課題がある。 

B校 

古くからある地域で住民は協力的。学校教育目標にこだわりを持って考えたことはない。学校に対して

住民からの指摘はないが感じていることはあるだろう。この地域だからこそグローカルな子どもをと考え

ているが，それを地域と共有できていない。めざす子ども像を学校教育目標として地域に投げかけるこ

とはできるが，自身の次年度の勤務先がどこになるかによる。 

C校 

学校目標は達成するものとして見直しが必要。CS 準備期間中，地域は協力的，情報を発信し関心を

持ってもらうことは可能。ミドルリーダーに働きかけ，学校教育目標を見直すこともできる，ただし全校

でとなると，各校の組織状況による，校長の着任期間が 2年では難しい。3年あれば見直しもできる。

校長の姿勢を示すことが地域からの信頼につながる。 

D校 

CS2年目，学校の存続の課題もあり学校教育目標の見直しをしたいが，自分の着任期間が今年限りで

次の校長に託すことになるので，もう少し時間をかけて考えたい。職員には見直しを投げかけたが，教

育目標が遠い存在のようだ。地域には，学校の情報を自ら発信してくれ，移住者を増やすための活動

も積極的に行ってくれている人もいる。地域や子どもたちのために学校を残したい，少人数の課題の改

善方策を打つにも人や予算が必要になる。 

CS 

マイ

スタ

ー 

 

試行から 7 年，本格実施から 5年が経過，今年度めざす子ども像を見直した。地域子どもは地域で育

てたい。学校教育目標はここにつながるものだと思うが，そこまでできていない。学校，保護者，地域

が同じ土俵に乗るのは難しい。商工会議所など地域の機関は先を見据えて自分たちの生き残りをかけ

て，CS の研修会などもしている。先進例では校長の発信力を強く感じる。リーダーシップが働いてい

る。校長が変わっても地域と協働できるのが CSのしくみである。さらによいものにしていきたいが，今

は校長が職員に遠慮しているように思う。 

 

（2）本市教育委員会に対するインタビュー調査 

 2018年 8月，本市教育委員会事務局幹部職員（以下「幹部職員」）に対して，質問紙調査の結果に対する見

解を問うインタビュー調査を実施した。表９ のような見解が示された 。 

 

 

（3）考察 

 インタビュー調査の結果について考察を加える。 

 本市は，小学校 36校中，児童数 100人未満が 14校，100～200人が 8校と小規模校が多く，小規模校ならで

はの課題が出された。校長が本来の仕事ではない業務を抱えざるを得ない状況にある上に，職員数が少ないこと

表９  本市教育委員会事務局幹部職員に対するインタビュー調査の主たる回答 

〇「地域と学校が協力する仕組みや組織が出来上がってきている」とする学校が多い，それをぜひ次の段階

である「教職員と地域住民の多くが「学校を中心とした地域の在り方」や「学校と地域が共に育てる子ども

像』を意識し，学校と地域の相互に，表面できてはない信頼関係が築けている状態」に近づけ，実現され

ることを望む。 

〇学校教育目標については，すべての学校で実施している学校評価からその結果を分析し，学校評価委員会

で成果や課題，課題解決の改善策を協議し，目標に反映すべきである。保護者や地域住民の意見を参考に

するという回答が少ないが，学校関係者評価，学校評議員制度，CS を有効に活用することで，保護者や

地域住民の意見を生かした学校教育目標になると考えられる。 

〇学校長がリーダーシップを発揮し，学校教育目標を保護者や地域住民と共有することでそれぞれの役割を

理解し，支え合い，貢献し合うことにより，あらゆる世代が夢や生きがいを持って，学び合い，育ち合う学

校づくりを進めていくことが望まれる。 
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が学校改善を難しくしている実態がある。そのなかで，校長自身が学校教育目標をあまり意識しないまま日が過ぎ

ている。本調査でそれに気づかされたということであったが，自分の着任年数がどれだけ残されているかが見直し

を躊躇させている。過疎地の校長は，そこに生きる子どもたちに対する思いも強く，それを地域と共有し，取り組

みを進める困難さも語られた。中学校も同様の状況である。 

 また，2校で予算が課題としてあげられた。1校では人も必要だという声も聞かれた。財政状況の厳しいなか，

経営資源である「人・物・金・情報」をどう確保するのか，これまでの枠にとらわれない新しい発想で考えること

が必要になっている。この点については，「つかさどる」職となった事務職員の役割も期待されよう。 

 CSマイスターからは，学校との意識の差が看取された。校長の発信力とリーダーシップの必要性については，

幹部職員が語る「校長にリーダーシップを発揮してもらいたい」ということに通じる。多くの取り組みが展開されて

いるが，めざす子ども像の共有，実現に向けて，学校と地域の温度差を埋めることができない様子が看取された。 

 また，「校長として大切にしていることは何か」という問いに対して，全ての校長が「子ども，先生が楽しく元気

に学校に来ることができること」「教員が意欲を持って働けること」と回答された。教職員に関しそのような言葉が

出ることが，学校の現状を表していると看取された。同時に「学校教育目標の見直しが教員に新たな負荷となる

のでは」「職員からの理解が得にくいのでは」という言葉も聞かれた。 

 このような実態をもとに考えると，やはり地域と学校がめざす子ども像，学校教育目標を描くプロセスから，地域

も教職員も関わる者が当事者として向き合い，共有することが重要であると考えられる。「『15歳の時にどんな子ど

もであってほしいのか』を皆でしっかり考えたい」と CSマイスターが語った。子どもは学校だけで育つものではな

い。自治体や地域の現状を広く客観的に把握し，社会の変化も踏まえ，そして公共の学校として地域の願いを汲

んで，めざす子ども像を描き，明確な学校教育目標とする。そのプロセスを整え，全体を動かしながら，学校教

育目標を描くことができるかどうか，校長の役割は重い。本市のインタビュー調査や先進事例調査から考え，やは

り地域とあるともに学校づくりには，これまでにも増して校長の存在が大きく影響すると考えられる。また，教職員

のやりがい，負担感に対しても，学校教育目標に教職員が主体的に関われる状態を作ることが有効に作用するの

ではないか。先進事例で見られたように設定段階から関わり，共有された学校教育目標のもとでは，何をめざす

のかが明確になるだけでなく，リーダーが育ち，それが組織全体を活性化させている。 

 先進事例は，校長のリーダーシップが学校内の組織にも地域にもうまく働いた例である。広い校区を持つ地域で

現実的にできる方法をとり，職員を巻き込みながら，学校教育目標の見直しを行っている。当然，「見直し」が目

的ではない。学校教育目標の見直しを通して，地域との共有，職員の認識・行動の変容化など，校長が描く地域

と共にある学校づくりへの大きな一歩を刻んだ事例である。地域づくりに学校を使ってもらうというねらいをもって，

地域に働きかけ，地域に出向き，意図的・戦略的に動く校長の姿が見える取り組みである。地域に無理のない方

法で，地域への校長のリーダーシップが働いていると言える。露口（2018）は，これからのリーダーの在り方に

ついて，コミュニティ・リーダー（注 4）という提案を行っているが，この像に近い校長ではないかと考えられる。 

 

５ ．本市教育委員会に対する提案 

 

 地域とともにある学校づくりには，「学校教育目標を明確化するだけでなく，その価値を地域と共有することがで

きるか否かが大きく影響する」，「それには校長のリーダーシップが不可欠である」，このことを，本研究を通じ改

めて確認することになった。この考え方のもとで，次のことを提案したい。 

 

（1）地域とともにある学校づくりをめざした学校教育目標の明確化 

 本市では「教育大綱」並びに「教育ビジョン」において「夢を育み 未来を切り拓く 松阪の人づくり」を理念と

して掲げ，その理念のもと，「コミュニティ・スクールをはじめとする地域とともにある学校づくり」や「社会に開か

れた教育課程」の実現をめざしている。 

 本稿では，この実現をめざし，全ての小中学校において学校教育目標の明確化とその共有を市（教委）の方針

として強く推進することを提案する。 
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 そのためには，学校教育目標に対する教育委員会の考え方を明示する必要がある。それを示せるのが学校管

理規則である。学校管理規則は，市（教委）と学校の関係を現すものであり，学校の自主性・自律性を尊重しな

がら，市（教委）が学校に求めるものを現した規則であるというとらえができる。学校管理規則は市（教委）で定

めるものである。分権社会のなかで，市の独自性を打ち出した規則であってよいはずである。日渡（2011）もこ

の点を指摘している。（注 5）そうとらえれば，管理規則を再考し，「地域とともにある学校づくり」や「学校教育

目標」に関し，次のような条文を明記することができる。 

 

 

 さらに，これを実効ある規則とするために，各校における学校教育目標設定のよりどころとなるマニュアルを作成

し周知する。並行して，学校経営を支援できる指導主事を育成し，その者と現在市教委に配置されている学校経

営アドバイザーを増員，活用して，実現に向けた支援を行うこともできる。 

 各校が設定する学校教育目標はその価値が地域と共有できるものでなければならない。そのために，「熟議」

は設定の段階から大いに活用すべきものとなるだろう。このような場の活用に対しては「一部の意見になる」「偏り

が出る」という危惧は当然あろう。目標設定に納得が得られる客観性を保持することは大切な要素である。校長と

してそれを担保する方策も考えなければならない。例えば，地域が大きくなければ全戸アンケートも実現不可能

ではない。地域が大きければ，小単位の集会などに出向いて話をする，声を拾うということも考えられる。日常的

に意図をもって地域の声を集めるという姿勢を学校が示すことで地域の変容をもたらしたことは先進事例でも見ら

れたことである。できないと諦めるのか，できることを考えて行動するのかの差は大きい。 

 

（2）校長裁量権の拡大 

 天笠（2017）は現在の学校の課題について，「学校へのヒト・モノ・カネをはじめとする時間・情報など経営資

源の投入と運用の在り方を問う必要がある(pp.8）」と指摘する。日渡（2011）も，学校の自主性・自律性の確立

には校長の裁量権の拡大が必要であることを指摘している。 

 確かに，本市でも自主的・自律的な学校経営ができているとは言い難い状況である。地域の特色を生かした学

校づくりをしようにも，人も金もない学校にできることは限られる。これはインタビューでも聞かれたことである。本

市の校長に与えられている財務の権限は小さい。学校教育目標を設定し，その実現に向かってどのように資源を

活用していくのかを描こうにも，その資源が保障されないなかでは実現困難な目標にとどまる。そのことが，学校

教育目標を曖昧にする原因になっている。ここを解消するため，学校の経営資源である「人」「もの」「金」「情報」

を采配できる校長の権限を拡大することを提案する。まずできることとして，予算を総額裁量制にすること，さらに

思い切った見直しとして，市費で予算措置を行い，学校独自に職員を任用できるシステムを構築することや学校フ

ァンドの導入，そこからさらに発展させたクラウド・ファンディングの導入を提案する。このように，学校が自ら資源

を得ることができるシステムを構築することができれば，そのもとで学校教育目標は達成すべき目標，地域と共有

できる目標として，明らかになると考える。ファンドの導入には，人材の確保，法整備などが必要であるが，導入

している地域では「保護者，地域のニーズに応じた教育の実現」などの効果があるとされる（MRI株式会社三菱

総合研究所人間・生活研究本部 2016）。学校ファンドについては，横浜市の東山田中学校コミュニティハウスを

拠点とする「やまたろうファンド」，本県津市立南が丘中学校支援委員会を拠点とする「南が丘コミュニティ・ファ

（参考例） 

 ・第○条 この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 33条の

規定により，松阪市教育委員会（以下，「教育委員会」という）の所管する小学校及び中学校（以下「学校」

という。）について，自主的，自律的な学校運営を行い，地域とともにある特色ある学校づくりを実現するため必

要な基本的事項を定めることを目的とする。 

・第○条 校長は，学校教育法（昭和 22年法第 26号。）第 21条，第 29条及び第 45条で示された教育の

目的のもと，学校にふさわしい目標を定めるものとする。この目標を「学校教育目標」という。 

 ２  学校教育目標は，児童生徒，保護者及び地域住民の現状を基に，めざす姿を示すものとし，学校は児

童生徒，保護者及び地域とこれを共有することに努めなければならない。 
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ンド」などの先進例が参考にできる。 

 

（3）「特色ある学校づくり事業予算」の見直し（エントリー制への変更） 

 上記の他に，現行制度の中でできることがある。委託事業の「特色ある学校づくり事業」の見直しである。事

業実施校を全校ではなく一年度あたり数校に絞る方法へと変更する。希望校のエントリー制とし，教育委員会で計

画を査定，実施校を決定する方法に変更する。教育委員会は希望校の計画について，学校教育目標の妥当性，

達成に向けた重点事項が明確であるか，地域の願いを反映しているかといった観点で査定する。こうすることで，

各校は学校教育目標を再確認し，目標達成への重点事項，方策までの一貫性を含めた検討が必要になる。この

方法であれば，現行制度を大きく変更することなく実現でき，このようなことから始めることで，各校の教育目標の

明確化への一端になると考える。この時にも，良城小学校の先進事例は大いに参考にできる。 

 以上のことを学校教育目標に着目した本研究からの提案として発信する。 

 

注 

注 1）「地域」は「子どもが日常的に関わりを持つ場」と考え，小中学校の連携やきょうだいの関係などが子どもの成長に影響

を与えることから，本研究では「中学校区」を「地域」としてとらえることとする。 

注 2）教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ，

各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるも

のとする。 

注 3）固有名詞（学校名，校長名）の表記については、増野校長の承諾を得ている。 

注 4）露口（2018）は，地域住民を魅了し，学校生活に巻き込むビジョン・戦略，人間的魅力を有する校長を「コミュニティ・

リーダー」ととらえている。 

注 5）平成 12年の地方分権一括法で地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され，それまで都道府県教育委員会

が示していた市町村教育委員会の定める，いわゆる学校管理規則の準則規定が廃止されたが，はたしてそれ以降学校の自主

性・自律性の確立に資する学校管理規則の改正を行った市町村はどれくらいあるのだろうか。 
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高木亮著・『チーム学校園を構築するための教師ストレス研究』・ナカニシヤ出

版（2018） 
 

 

柏木智子  

立命館大学 k-tomoko@ritsumei.ac.jp 

 

本書は，教師・保育者のストレスに関する先行研究を俯瞰的に整理した上で，研究蓄積の少ない組織体・

立場にある教師のストレス調査研究の成果をわかりやすく示した書である。筆者によると，「それぞれの立場

や役割の異なる先生方が別の先生方のことを理解して“あっちも基本的に大変なんだ”とまで限界と仕組み

を理解していただくことを目的にし」（ⅲ頁）た書となっている。職業に関連するストレス研究は，誰もが健康

で幸せな職業生活，ひいては人生を送るために重要なものであり，近年の動向に照合しても，非常に重要な

研究である。本書は，そうした中で，教師・保育者に関するストレス研究の現在地を示すものであり，研究的

にも実践的にも意義のある著作となっている。 

本書の特長的な点を三点述べておきたい。一つ目は，初学者が手に取って読みやすいように，研究を始め

やすいように工夫されている点である。研究書でありながら，ガイドブックにもなりうるように描かれており，あ

る程度ストレス研究を進めてきた研究者にとっても，ストレスに関する研究を始めたい初学者にとっても，スト

レス研究の現在の到達点がどのあたりで，今後何が求められているのかをわかりやすく提示してくれている。 

二つ目は，ストレス研究について，ストレスなく，あるいはストレスをできる限り感じることなく把握できるよ

うに描かれている点である。それは，書き方が「です，ます」調であることや，仮面ライダーの話やら年金生

活で時代劇を見ながら過ごしたい筆者の希望やらが随所に織り込まれながら論が展開されていくところに表

れている。読んでいて，思わず微笑んでしまう作りになっている。 

三つめは，筆者自身が行ったストレス調査研究を論じる中で，初学者あるいは教師・保育者向けの分析方

法についても適宜示されている点である。ソフトの価格まで記された本書では，量的調査研究の基礎的な所

作を身に付けられるよう配慮されている。 

続いて，各章の概要について述べる。第 1章では，ここ 40年ほどの教師・保育者のストレスに関わる議論

が次の六点に沿って展開される。１ ．保育者・教師のストレスの概要，２ ．ストレスの結果（ストレス反応や

精神疾患）に関してわかったこと，３ ．“何が原因なのか？ ”（ストレッサー）に関してわかったこと，４ ．“ス

トレスに耐える要素”（ストレス抑制要因）を探ってわかったこと，５ ．ストレスの問題をよくする実践研究，６ ．

その他，である。第 2章では，教師のストレスに立ち向かった精神科医である中島一憲氏の業績が整理され

る。第 3章～第 5章では，それぞれ保育者・教育行政勤務教師・養護教諭に焦点をあて，筆者の調査研究

成果が検討される。終章では，教師・保育者のストレス研究と，ストレッサーにもストレスの抑止力にもなる

学校園のチームとしての在り方に関する提言がなされる。 

全体を通して，ストレス研究書でありながらも何かしら光が見えるように描かれているのは，筆者自身が「現
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場の教師・保育者にはもっと夢や希望や未来の展望になる調査や議論を示したほうがいいのではないかと思

います」（106頁）と述べる思いが投影されているためであろう。最後に，本書に対しての要望を言えば，第

1 章のところでは，研究課題に沿って整理するのではなく，これまでに提示された知見をもってまとめれば，

現在までに解明された内容と今後の課題がより鮮明に浮かび上がったように思われる。また，性別や年齢以

外の個人的特性に相当する個人内要因や，同様に性別や年齢以外の他者の特性に関連する要因分析を行う

と，より深みのある知見が得られるのではないかと考えられる。今後は，健康や幸福を扱うポジティブ心理学

と結び付いたストレス研究の発展が楽しみである。 
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當山清実著・『「優秀教員」の職能開発－効果的な現職研修の検討－』・ジア
ース教育新書（2019） 
 

 

相良 誠司
 

 

福岡市立青葉中学校 sagara.s08@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

 「人は人によって人となる」「教育は人なり」といった言葉があるように，学校教育における最大の資源は

教員であり，学校教育の成否は教員の資質能力が鍵を握っているといっても過言ではない。だからこそ，教

員の資質向上・職能開発は，長年にわたり学校現場の重要な課題の一つであり続けている。「顕著な成果を

上げる教員を育成する条件は何なのか」「優秀な教員を育成するためにどのような研修をすればよいのか」

等の課題解決の要諦は十分に解明されているとは言い難い。 

 本書は，筆者が博士（学校教育学）の学位を授与された論文「『優秀教員』の職能開発における現職研

修の効果に関する研究」に加筆修正を行ったものである。本研究の目的は，文部科学大臣優秀教員表彰制

度の被表彰者「優秀教員」を教職における職能開発の成功モデルと推定し，彼らが経験してきた現職研修の

効果を明らかにすることにより，優秀教員が育成される条件を探るとともに，職能開発を促進する支援策の在

り方を考究することである。本書は，綿密な調査と精緻な検証から，冒頭に述べた課題に理論的・実証的に

迫っている力作である。 

 本書は，第 1部序論（第 1章），第 2部本論（第 2章～第 10章），第 3部結論（第 11章）の 3部，11

章で構成されている。 

 第 1章では，研究の対象と方法について示している。研究の対象範囲として，①効果測定の対象を優秀教

員に特定，②設置者別の対象を公立学校の所属に限定，③年齢区分を 35歳から 45歳に限定，④職能開発

の過程の中で入職後の現職研修の効果に焦点化している。この中で，年齢区分を 35 歳から 45 歳までに限

定しているのは卓見である。このことにより，年功によらない優秀さが浮き彫りにされるからである。また，校

内研修・校外研修・自主研修における実質的な研修項目を精査に洗い出し，現職研修の分類・区分として

いる。ただ，実務家の読者の視点からみると，「子どもたちとのふれあい」については教員としての日常の教

育実践活動（職務）そのものであり，インフォーマルな校内研修として位置付けるのはやや違和感がある。

また，派遣研修も，細かくみると，校内研修のようにフォーマルな部分とインフォーマルな部分に分けられる

だろう。 

 第 2 章では，優秀教員表彰制度の創設に至る政策動向，優秀教員表彰制度の実施状況，運用上の課題

について述べている。ここでは，教員の資質向上・職能開発に係る政策（答申）の経年的な動向，全国の

優秀教員表彰制度の多面的な比較等，詳らかに調査された内容がまとめられている。特に，運用上の課題に

ついては，表彰基準の面及び待遇改善と活用方策の面について正鵠を射た指摘がなされており，地方レベ

ルの優秀教員表彰制度を改善する観点として有用である。 

 第 3章では，質問紙調査に基づいて，優秀教員の実績及び表彰理由，ライフコース上の経験，勤務実態，

表彰後の変化や将来の進路希望等に関する意識について示されている。調査結果の中で，表彰者本人に表

彰理由が明確に伝達されていないというケースが示されている。また，優秀教員の活用方策の面で，表彰後
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の業務依頼のないケースが 6割程度であることも明らかになっている。これらは，今後各教育委員会等行政

が改善を施すべき点であろう。 

 第 4・5・6章では，校内研修・校外研修・自主研修の効果について，質問紙調査に基づく統計的考察が

なされている。また，第 7・8・9章では，校内研修・校外研修・自主研修の効果について，インタビュー調

査に基づく事例的考察がなされている。いずれも，周到に練られた調査の結果から，優秀教員の職能開発に

おける校内研修・校外研修・自主研修の効果についての知見が導かれている。 

 第 10章では，統計的・事例的考察に基づく総合考察が示されている。第 4・5・6章での定量的な検証，

第 7・8・9章での定性的な検証を総合しての考察であるため，校内研修・校外研修・自主研修の効果につ

いて説得力のある知見が導出されている。 

 第 10章第 4節では，校内研修・校外研修・自主研修を集成した現職研修の効果に基づいて，優秀教員

が育成される現職研修の条件及び支援策について論じられている。さらに，第 11章第 1節では研究の総括，

第 2節では政策動向を踏まえた補遺が述べられている。ここに列挙されている提言内容は，いずれも現職研

修の質を高め，より効果をあげる上で大変重要な点ばかりである。ただ一方で，筆者も言及しているように，

「国及び地方の財政難による研修関連予算の縮減に伴い，校外研修への参加機会も減少傾向にある。さら

に，教員の日常業務の多忙化は，研修への参加意欲の減退や機会の遺失を招いている実情にある。」といっ

た状況が生じている地域もある。だからこそ，予算を抑え限られた時間の中で効果を上げる，新たなタイプの

現職研修を創出することが喫緊の課題であると言えよう。 

 第 11 章第 3 節では，今後の課題が述べられている。特に，第 3 に挙げている「現職研修の効果意識に

関する優秀教員と一般教員との比較・分析を行うこと」という課題に取り組まれることを待望したい。職能開

発の前提条件に関する優秀教員と一般教員の差異，派遣研修を受けることができた優秀教員と受けることが

できなかった一般教員の意識の差異，勤務時間外の自主研修に対する優秀教員と一般教員の意識の差異等

から，新たな現職研修改善の視点が導かれるのではないかと考える。  

 本書は，優秀教員が経験してきた現職研修の効果を実証的に析出するとともに，優秀教員が育成される条

件を浮き彫りにし，職能開発を促進する支援策を考究した秀逸な研究書である。校外研修を司る教育行政（教

育センター等）の政策担当者，校内研修をマネジメントする学校管理職及びミドルリーダーの研究主任(指導

教諭）をはじめ，すべての学校教育関係者に熟読玩味してほしい一冊である。 
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