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地域による学校評価と学校開放

一一住民の学校評価法によるアラスカ州アキアチャック小学校の学校改革一一

井康之

SCHOOL EV ALUATION BY COMMUNITY AND SCHOOL 
EXTENSION: The School Reform of Akiachak Elementary School in 
Alaska by Method of School Evaluation by Whole Community People. 

Yasuyuki TAMAI 
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I 学校評備の課題と方法

1 学校評価の必婆性と課題

すでに欧米においては，学校改革の一環として学校評錨を組織的に導入している学校は少なく

ないが(剖}，近年日本においても，学校改善を促すために学校評価が急速に導入されようとしてい

る。とりわけこれまで日本では行われていなかった学校長の学校運営に対する評価も含めて導入

の検討が進められている。学校長の姿勢を含めた学校運営に対する評価は，学校をより良くする

ために何らかの形で不可欠であると言える。児童生徒を取り巻く家庭や地域環境や社会環境も変

化し，また児童生徒の歪み，問題行動，不登校等が増大する中で，学校運営自体もこれまでの伝

統的な経営の枠組みを越えて，何らかの新たな対応・改善が求められているからである。そのた

めにもより多くの関係者による，学校長の運営や行政の在り方を含めた学校評価は，今後とも重

要な課題となろう。

しかしその評価方法の在り方によっては，改善の指擦を指し示すものになるとは限らず，単な
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る画一的な管理の道具になる可能性を強く持っている。評価の導入自体が重要なのではなく，誰

が，どのような=制面を，何のために行うかという評価方法の在り方が重要な問題になってくるの

である。

学校改革及び学校評掘が政策的にも課題となってくる中で，東京都教育庁は， 1995年に，学校

長及び学校経営に対する評価法や，校長等の勤務評定による勤勉手当の導入を打ち出した。この

教育庁による学校長とその運営に対して行う評価法は，自本においては管理職に対して組織的に

行う評価としては初めてのものである。この学校長に対して行う評価法は，今後他府県・市町村

に普及する可能性をもっている。

しかし教育局等上級機関による学校評備法は，中央集権的な側面がとりわけ強い日本において

は，必ずしも学校の改善や活性化につながるとは雷えず，教育委員会の評備に当てはまる事だけ

を行うか，もしくは婚を売ることだけに熱心な上意下達式の学校経営を促進させることになりか

ねない。そのことは結局，画一的な管理を強め，子どもの教育をめぐる学校長と教職員との信頼

関係や，父母や地域との信頼関係を失い，運営の混乱を招くことにしかならないのである。

このような点からすれば，教育局の上からの評価法ではなしむしろ下からの教員や，学校を

広範に支える父母・地域住民による運営への評価法が重要になってくる。しかし統一的な指標に

よって地域住民のすべてによる学校評価を実施したところは，現在の日本にはないのが現状であ

る。日本においては，指導要領が法令によって決められ，カリキュラム上に融通の幅がほとんど

ない。そのために，父母や住民の意向を開き取ったとしても，それを組み入れて再編成すること

自体が公的には認められないという暗黙の了解が，父母・住民の意向を取り入れる改革に踏み出

し得ない理由となっている。

しかし教育活動が本来学校だけで行われるものではなく，家庭や地域を含めて児童生徒の教育

環境も高まるとするなら印刷，当然父母や地域住民の意向を踏まえながら，同時にそのことに

よって父母や地域住民の教育意識や教育活動への参加を高めて行くことが重要になる。

また，教育行政の在り方を所与のものとして行政からのみ学校を評価するのではなく，父母・

地域住民が，学校を指示する行政施策の内容にも問題があると感じているならば，当然そのこと

を合めて学校運営を評価することが重要になる。父母・地域住民が行政や学校に対する不満そ持

ちながら，一方で学校には協力するということはあり得ない。行政や学校に対する評価は，いっ

たんは，混乱するかのように見えるが，本当の共通の認識と多様な人々の教育への援助・協力を

得て教育効果を高めるためには，学校運営や行政施策全体に対する評価と新たな合意の形成は，

不可欠のプロセスである。

このような日本において学校評価が十分になし得ていない現況を反映して，父母・地域住民に

よる学校運営・教育行政に対する評価の研究も希少な状況である。

これまでの学校評髄研究の主要なものを見てみよう。『実践学校経営診新』シリーズの高野編著

f学校改革・改善と経営診新.!l(闘では，経営診断の必要性の一般的な意義がとらえられている。ま

た高野・宮地編著『学校と地域の連携の診断.!l(酬では，地域との連携を目指すための診断のポイ

ントがとらえられている。これらは評価の観点をとらえる上で，貴重な研究である。ただ，父母

や地域住民に実施させる評価法というよりは，昌己評価の観点として著されている。また牧昌見

編著『学校経営診断マニュアル.!l(注めでは，川崎市の実践事例を基に，人間関係や運営の雰閤気な

どの項目を事例iにして，学校運営の一般的な条件を検討している。本書は，学校内部を改革する

ために，教職員による評値が行われている点で，重要な意義を持っているが，本書においても父
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母・地域住民を含めて学校評錨・行政評価を行っている訳ではない。評価法が学校関係者に閉じ

られているのである。

以上のような日本での評価法の現況と，評価研究の動向を踏まえつつ，本稿では，教育改革に

鐸れたアラスカチl'Iアキアチャック小学校の事併を元に，父母・地竣住民による学校評価方法のあ

り方とその意義をとらえることを課題としている。アキアチャック小学校では，学校と地域の連

携を学校改革の方針に掲げ，地域と結び、{すいた多様な活動を進めて行ったが，その推進のために，

学校が自ら，父母・地域による学校評価法を実施した。この学校評価は，教育評価に加えて，

校経営評価と行政の施策に対する行政評価を併せて行うものである。この学校・行政に対する住

民の評価によって学校への信頼を非常に高め，学校改革の基礎を作っている。これは，住民によ

る学校評価法を媒介にした一つの学校開放のあり方を示している。

アキアチャック小学校の地域と連携した活動は多様であるが，本稿では学校と地域が結び付い

た活動内容を一つひとつとらえるというよりも，アキアチャック小学校の評価方法のあり方とそ

の意義に限定して，学校評儲による改革の実践的な意義をとらえて行きたい。

2 学校評偶の形態と方法

学校評価には，大部すると，第一に，教育評価と，第二に，経営評価とがある。実際に学校で

行われている学校評価の主な形態は，年度当初に策定する，教育課程を初めとした教育計調と，

それを含めた学校経営全体の計画を策定し，それに基づいて実践し，年度末に総合的に実践過程

を評鏑するというものである。計画は，年度当初に各学校ごとに『学校経営計画書』として策定

され，総括は，各校務分掌，学年，教科教育，生活指導内容ごとに，職員によって提案され議論

されている。すなわち，いわゆる一般的な学校経営過程の計器 (plan)一実施 (do)一評価 (see)

と言われる過程である。

しかし学校評価の中で，一般的に，学力評価や授業評備などの児童生徒に関する教育評価につ

いては，包括的に議論されている場合も多いが，経営評価については学校長の専決裁量権に属し

た所与のものとして反省されない場合が多い。まして教育行政の指導内容に関して，是非を議論

ずることは，ほとんど皆無である。この学校経営計画書自体も毎年同じものであったり，それに

基づいた評髄も学校の自己批判を抜きにした形式的なものである場合が多い。

臨教審答取以来，これまでの学校中心の狭い学力体系の反省も伴いながら，学校改革の課題も

取り上げられるようになっている(注九学校経営研究においても，創造性や再編成の過程が重視さ

れるようになり，また学校再部に関ざされた体系ではなく，生麗学習体系の中で地域・社会と広

く結び付いた学校経営，地域・社会の振興に資する学校経営が自指されるようになる(問。そのた

め評錨の在り方も，これまでの在り方だけでなく，地域・父母など外部の人を導入した新たな方

法が検討されるようになっている{刷。

学校評価は誰が行うかによってもその性格が異なってくるが，学校経営の評価を評価者による

形式で分けるならば，①上級行政官庁による評価，②学校内部の自己評価，③学校を取り巻く父

母や地域住民等の広義の学校関係者による評価，の 3つに分けられる。

この中で，①の上級行政官庁による評舗は，これまでの呂本において往々にして行われて来た

勤務評定の性格が強く現れる評価である。②の学校内部の経営自己評価は，本来管理職のみなら

ず教職員を含めて行われるものであるが，学校がこれまでのように閉ざされた世界で終始するの

であれば，創造的な教育課程や広範な協力を得た学校改善の再生には眼界が伴わざるを得ない。
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なぜなら，児童生徒の問題行動や教育問題が増加し，また生涯学習社会下での創造的実接的な教育

課程が課題となるにしたがって，学校内部だけで解決できない問題が増えてきているからである。

③の父母・地域住民の学校評価は，これまでの完結的な学校体系からすれば，いったんは混乱

を招くようにみえる。しかし，室長躍や地域など子どもを取り巻く生活環境の中で，教育の大きな

課題に向けて共通な認識を持つ人々を増やし，広範な視点で広範囲な協力を得ながら教育活動を

進める為には，今後不可欠となってくるものである。すなわち，学校評価を行うことは，学校改

革の方向性を指し示すのみならず，評価方法の行い方によっては，父母・地域住民自身の意識を

高め，学校援助協力者をいっそう増やすことができるのである。

このような評価の形態を念頭におきながら，父母・地域住民による学校評価法を導入したアラ

スカチ1'1アキアチャック小学校の先進事例を基に，学校改革に向けた学校評価の在り方とその意義

をとらえていきたい。そのため，学校評価の重要な構成要素をなす経営評備と，教育評価と，学

校を指示する教育行政に対する評傭，の各評価の在り方をとらえていきたい。

11 学校目標の再確認と学校評価の契機

1 アキアチャックの「置いの雷糞J と地域と連携した学校改革の試み

アキアチャック地域は，アラスカ南西部に位置し，人口 500人強のユーピックエスキモー民族

の村である。アキアチャック小学校が崩する学校行政区は「ユーピット学校行政援」で，管轄内

に高校を含む 4つの学校を持っている。アキアチャック小学校は，そのうちの一つで，児童数は

約80人で， 1-2， 3ーし 5-6年の 3クラス編成の小規模複式校である。

学校の基本方針は，どこにもあるが，現実にはほとんど形式的で実質的な効果を持たない標語

も多い。このような中で明確な学校目標を制定し，学校改革を図る為にも，アキアチャック小学

校及びユーピット学校行政区は， 1992年にマイヤー記念財団による，学校改革のためのアラスカ

「優秀さに向けた前進」基金提供に応募している{酬。このアキアチャック小学校が提示した学校改

革の基調をなす自標は，父母や地域住民を含みながら，科学的な認識形成や，社会的技能や，

活指導等の教育課程の改善を目指すというものである。

まずアキアチャックの学校及び学校区が始めたことは，あいまいで抽象的な目標からより具体

的な目標に向かうために，学校の憲法でもある「審いの言葉」を制定した。アキアチャック小学

校及び学校行政誌の「審いの言葉J は，次の 3つ，すなわち①「我々は次のような缶統的な地域

の生活の方法を尊重まする。生存のための技能，言語や文化，伝統的ゲームや道異や衣服，自然，

共同と扶助，他人の特性，自尊心や相互尊重」②「我々は次のような家庭や学校での規律の確立

を重視する。自己規律，生産に対する責任，自分自身の主体性，社会的に重要なものに関する知

識」③「我々は学習の重要な基礎としての読み書き算構，新知識への探求，未来に向けた学習を

重視するりである。この 3つを含めて「生涯を通じた学審者となり J，学校の教育活動・児童の

教育に対して「父母の協力活動と援助」を伴うことを重撹している。

この「誓いの言葉」を賠まえた上での学校改革の基本方針の柱は，次の 5つ，すなわち①ユー

ピック民族の生活や歴史を知り，またそれ以外の文化をも知り，両方の文化の中で， fi専を学び取

り入れることが重要なのかを考える。②教育と労働のために，学び理解することの重要性を考え

る。③学校と地域生活の調和の取れた生活を目指し，地域への関心及び積極的な態度を養う。④

地域の法を遵守し，地域を発展させる姿勢を養う。⑤ユーピック諾と英語の能力を発展させる，

というものである。この 5つの基本方針は，後述のようにカリキュラムの中にも活かされている。
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まずアキアチャック小学校ではあらゆる場面において父母や地域住民の参加及び協力関係を拡

大するために，父母・地域住民の教育に対する意向を把握することにした。児童の学習過程にお

いて父母が協力できる機会の提供，及び児童の学問や社会的技能の発達にむけた地域との協力関

係の在り方を探るためである。

父母・地域住民の参加協力を強める理由は，第一に，後述の事例のように，科学的技能を路用

するためには，実生活の知恵や経験と結び付けて学習することが最も理解しやすしそのために

は父母や地域住民の実生活において蓄積された知識や経験を用いることが有効となるからであ

る。また科学的な技能が実生活に役立つことを父母・地域住民にも理解してもらい，学校の学習

への応援波びに協力を得ることができるからである。第二に，そのことと関わって，単に科学的

な知識だけでなく，社会的技能を身につけるためには，年長者の経験が重要となるからである。

第三に，ユーピックの民族の独自の伝統技能や文化を身につけ，それに対し誇りと自負心を持つ

ためには，父母・地域住民の協力が不可欠となるからである。これらの地域の尊重と地域との連

携があらゆる教育改革の基本的な条件となるのである。

2 r奮いの雷葉」に関する意識輯査の溶剤と学校罰標の再確認

学校と地域の連携の活性化のために最初の活動は，標語となった学校の「審いの言葉」を，父

母や地域住民に再確認することから始めている。住民にまず「普いの言葉」に関する意識調査を

行い，自覚的にこの内容に関わってもらうようにした。初期の意識調査においては，自由記述に

よるアンケート方法を用いながら，父母・地域住民の多様な意識をまず、全体としてとらえること

を目的とした。その意識調査の内容は以下(表1)の通りである。

表 1 <r普いの言葉」に関するアンケート〉

(1) あなたはこの学校の「響いの言葉」について何か知っていますか。

(2) あなたは学校の「誓いの音葉」の最も麓要な部分は何だと思いますか。

(3) 学校がうまくいくための方法は，何だと思いますか。

(4) 学校が改善されなければならないところは伺だと思いますか0

(5) 学校のカリキュラムで最も重要な部分はどこだと思いますか。

(6) どのような方法で学校と地域が協力しあえると思いますか。

(7) 学校はどのようにユーピック文化の橋渡しをできると思いますか。

(8) ユーピック文化を伝える上で父母と地域の役割は何だと思いますか。

(9) r優秀さに向けた前進」事業の毘的及び教育効果は侍だと思いますか。

(10) r懐秀さに向けた前進」事業の実施過程で必要な援助は何だと思いますか。

ω 学校に彫響を与えている行政施策上の問題点は何だと思いますか。

ω 生徒の状洗を測るよで，共通テストを用いることをどう思いますか。

邸) 学校の活動の善悪を測るよで，最も重要な指標は侍だと患いますか。

以上のような自由記述式のアンケートを取ることで，父母・地域の基本的な意識と要求の把握

から始めており，このような学校の「普いの言葉」の確認によって，父母・住民の意識の高揚の

最初の契機を作り出している。
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湿地域による経営評価と学校運営改革

1 学校・地域の連携の具体的施策と学校運営改革

すでに見たように，アキアチャック小学校では，すべての教育改革の基礎的条件として，学校

と地域の連携を密接にすることを方針としたが，そのために新たに改革を実行した具体的方針の

主要なものは，以下の通りである。

① 各父母と教師の個別懇談会の設定:各父母と教師が年に 4回，各児童生徒の成長の状況を

議論するために懇談する。

② 地域の父母全戸と学校の懇談会の設定:父母と学校は，学問的・社会的な課題における

校生活の状況を議論し，また総合的な教育計画の質を高めるために，年に 4囲，父母全体と懇談

会を開催する。

③ 家庭訪問の実施:学校での児童生徒の多様な発達を議論するために，教師と補助教員とで，

年2臨家庭訪問を行う。

④ 教師と父母の日常的なコミュニケーションの実施:丹に一度，家庭訪問後の状況を確認す

るために，父母への電話，手紙の送付，覚書の送付等を行う。手紙は，児童生徒の状説について

明確なコメントをつけたものを送付する。電話は毎月一度の他に必要に応じて行う。

⑤ 学校行事，余興，感謝祭の開催:生徒連は，父母が参加できる寸劇や行事や余興を，年間

を通して行う。

⑥ 家庭における学習援助と父母の教育技能の護得:家躍における児童の学腎技能獲得のため

の父母向けの学習会を，年に 3田行う。例えば，子ども達と一緒に家で指題を行うための心構え

などである。また子どもとの信頼関係の建設，父母の責任，児童の動機，問題解決，父母の主導

性など，父母・教師の関心事についても多様に学習討論を行う。

⑦ 学校の一般公開日の設定:教師連は，父母に多様な学校の教育活動を見せるために，学校

公開日を年に 3国設ける。

⑧生徒の特別活動への援助:父母にはしばしば学校やクラスに関係する諸活動に参加した

り，特加の企画や文化活動で，クラスの教師を助けるよう要請を行う。

⑨ 生徒の文化集会への援助:父母，地域住民と古老は，生徒連に語り部として話題を提供し

たり，生徒の多様な関心事について語りあう。

⑩ 生徒指導委員会の設寵:この委員会は，校長・古老・地域住民・父母を含めた常設の生徒

指導の委員会で，学校内外の生活指導の問題を議論する。

⑪ 地域サービスの実施:毎週金曜日に，選出された生徒と職員は，教育的な文化活動の一環

として，村の古老を訪問し，その人が継続していたり求めるようなサービスを行う。

⑫伝統文化の日の設定:怯統文化の日を設定して，地域住民と一緒に，科学的な内容や意味

を伴った伝統文化活動を行う。またユ…ピック言語教育も定期的に行う。また児童の忍耐力と積

極的な態疫を養うために，地域住民の協力を得てキャンプ活動を行う。

⑬ 多様な通信の発行:学校長から，毎週一回，学校運営全体の状況に関する通信を発行する。

また担任教獅等からも毎週通信を発行する。

⑬ 父母による学校評価の実施:学校を評備する父母の評価委員会を設置し，父母と学校の評

価内容を議論する。
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これらのアキアチャック小学校の活動は，教職員が，父母・教師・家庭・学校聞のより密接な

関係を促進しようと働きかけた多様な改革の一部である。これらを実行することは，いったんは

教師・学校にとってもかなり多忙な状況を生み出すが，地域と結び付いた活動が，結果として大

きな教育効築を生み，教獅の教育活動も地域と分かち合えるようになると考えている。

2 地域による経営評価と学校運営改革

学校が前項のような地域と連携した学校運営全体の改革を実行すると決めた以上，運営の到達

点、を確認・評価していく必要があるが，アキアチャック小学校では，学校内だけの確認・評価で

はなく，父母・地域住民の全員のアンケート調査による学校評錨によって到達点を確認・評価し

ている。地域によるアンケート調査は学期ごとに行われている。

その場合，アンケートの実施方法に関して，単に父母・地域住民の学校に対する一方的な要望

や個人的な不満にするのではなく，父母・地域住民の学校への関わり方を，自覚と責任あるもの

にするためにも，父母自身の自己評価と併せて学校評価を行うようにしている。何故なら，学校

と地域の連携の活動は，学校を地域に開くことのみならず，地域も学校に協力することによって

発展することが前提になるからである。

学校評価及び父母・地域住民の自己評価の主要な大分類項目は， (1)学校と家庭・地域の意志

瑛還に関すること， (2)援助・協力者としての父母の役割に関すること， (3)学習者としての

父母の活動に関すること， (4)教師としての父母に関すること， (5)学校助言者・政策決定者

としての父母に関すること，のら種類である。

この 5つの大分類項自の中に，実際の活動実施内容ごとの小項目が含まれており，この小項目

ごとに 4段階{全く行われていない・めったに行われていない・時々行われている・しばしば行

われている}に分けて評価される。さらにその小項目ごとに自由記述欄を設けており，単に剖数

などの実態としての確認だけでなく，それを多いととらえるか少ないととらえるかなど，意識上

の評価も含めて記入できるようにしている。

各大分類項呂内の活動実施内容の評錨項目は，以下の通りとなっている。

まず(1)の，学校と家庭・地域の意志疎通に関する評価項目は， (l)PTA会報， (2)校長の週刊

通信， (3)担任教部の週刊通信，(4)生徒による地域への学校ニュース， (5)教鯛から父母への電話，

(6)教師による家賠訪問，(7)家庭・学校連絡委員の活動， (8)学校による父母・地域に対する要求把

躍調査，の 8項目である。これらの活動を学校が行っていたかどうかを，父母・地域住民が評備

する。

( 2 )の，援助・協力者としての父母の役割に関する評価項居は，すでに述べたように，父母自

身も自分の役割を実行して来たかどうかという自己評価を含めて問うものである。小項目の評価

内容は，(1)学校の一般公開日の準備への参加・協力， (2)新入父母へのオリエンテーションへの参

加・協力， (3)児童生徒の公演・余興活動への参加・協力，(4)生徒の諸活動の表彰式への参加・協

力， (5)特別の学校行事への参加・協力，の 5項目である。

( 3 )の，学習者としての父母の活動に関する評価項目も，児章生徒の学習援助者になるために

は，父母自身が高まらなければ児童生徒も高まらないという考えによるものである。したがって，

学校が父母向けの学習機会を提供したかどうかに加えて，父母自身の学習が伴っていたかどうか

が，ここでの評価の目的となる。小項目の評価内容は， (1)父母教育研究集会及び会議(教育会議，

学留遅滞児指導相談，特別教育，家庭と学校協議会，クラス公開日)， (2)学校による父母への構報
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提供の教育研究集会及び会議 (r優秀さに向けた前進」の会議，父母と教師の会合，子育て技能獲

得研究集会)， (3)父母・児童合同教育研究集会及び会議(家族の数学日，コンピュータ…の夜)， 

(4)テストに合格するための父母による克童への情報の提供， (5)カウンセリングに関する父母と教

師の学習， (6)子育て中の家への資料の送付，の 6項目である。これらの活動を学校が開催したか

どうか，またそれに参加・協力したかどうかが評価される。

( 4 )の，教師としての父母・地域住民に関する評締項目は，学校に来て援助したり学校の学習

を家庭で援助するような，教訴としての父母の活動の自己評価である。その小項目の評価内容は，

(1)学校と家庭の学習活動への指導， (2)学校教育ボランティア活動，の 2項目である。

( 5 )の，学校助言者・政策決定者としての父母・地域住民に関する評価項目も，父母の役割の

自己評価を行うものである O 小嘆毘の評価内容は， (1)父母の助言者グループ(教材選択委員会，

薬物・飲酒問題委員会，教育委員会)への参加・協力， (2)組織化された父母の委員会 (PTA，家

庭・学校委員会，技能伸長委員会)への参加・協力の 2項目である。

さらに，これら学校運営全体に関する各活動の評価とともに，それを集まって総括検討する学

校行政毘内合同の教脊会議や父母の教育会議に対しても，その会議内容や会議の持ち方を評価で

きるようにしている。例えば，教育会議の呂的が伝わっていたか，会議の目的は達成されたと思

うか，情報交換は鮮明に行われたか，会議の情報は役にたったか，会議の資料や提示物の質が高

かったか，教育長の講評はどうだったか，校長の講評はどうだ、ったか，などの評価項自が，学校

長や学校行政区に対しても，住民によって厳しく行われている。このように，実施内容の評価と

同時に，これらを総括する会議に対しても父母・住民による評価が行われ，父母・住民の理解状

抗及び学校・学校行政区の姿勢が確認されているのである。

N 地域による教育評価とカリキュラム改革

1 地域人材の活用とカリキュラム改革

学習到達慶を儲る教育評価は，経営評価と並ぶもう一つの重要な評価の柱で、ある。学校と地域

の連携によって，児童の教育効果や学校での学習意欲を高める得るようなカリキュラム内容を，

父母・住民とともにどのように再編成していくかということが大きな課題となる。そのためには，

地域住民の意向を基に，地域住民が意欲的にカリキュラム内容に関われるようなものを導入する

とともに，それを契機に父母・地域住民にも学校教育内容全般についても，その重要性を浬解し

てもらうことが課題となる。

アキアチャック小学校では，年震が始まる前に，年間の予定表とカリキュラム内容を検討して

いる。その検討の過程で，児童が学校教育を身近に感じられながら，教育効架が高まるものとし

ての古老の話や地域の現象の中から科学的な意味をとらえる教材の導入，すなわちいわゆる地域

素材の教材化の導入を決定した。古老の話は，アキアチャック小学校の「地域託統文化週間」の

一環として取り入れている O

その古老の話題提供のひとつの事例として，アラスカの気候の話題の内容を上げておこう(表

2 )。この話題は，経験の中から科学的な因果をとらえようとするものである。この一事例は，身

近な地域素材がいかに科学的に重要な教材となり得るかを示している。

これらの古老の話は，すでに単なる迷信的なものを除いたもので，科学的な根拠が明らかになっ

ているものだけを選んでいるo 古者の経験的なものであるが，そこには必ず国果関係が存在し，

これらの話と科学的な根拠が結び付くことによって，児童生徒は，実生活の経験の有効性と科学
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表 2 <伝統文化週間の古老の物語り/気候の状態について〉

A.嵐の跡は，方位を指し示すことができる。嵐は，車を倒し風が吹いていた方向を指

し示す。もしあなたが，この方向に注目すれば，自然によって作られた羅針盤を持つ

ことができる。雪の中でさまよった時にも同じことが言える。

B.流星の曲がる進路は，風がやってくる方向を指し示す。

c.太揚や月の聞りの小さな虹の輪は，天繰が悪くなることを示す。

D.太陽や月の国りの大きな虹の輸は，暖かい天候になることを示す。

E.太揚の両側に立った量産の虹は，特別寒い天気が長期陪続くことを示す0

1 太陽の右倶jの単一の垂商の虹は，東風がやってくることを示す。

G.嵐は霧がどのぐらいの期間滞留するかを示す。風が強いほど，霧が滞留する時間が

短くなることを示す。

H.夕方の地聞に近い霧は，天気が良くなることを示す。

I.オーロラの下に見える簿黒い雲は，援かい天気を予報している。

1.夏草の伸びがいい持は，冬は雪が深くなることが多い。もし夏草の伸びが短いとさ

は，冬の雪が深くならないことが多い。

K.十分な餌を蓄えた雷鳥は，天候が悪くなることを予報している。

L.猫が頻繁に自分の顔を洗う時は，天候が悪いことを意味する。

前.卒春に蛙が泣くときは， JlIの水が高くなることを示す。

N.早秋に雪が積もる時は，春の地面の水はけはよりいい。しかし，雪が積もらないで

王手秋に凍る持は，春の水たまりは多くなる。洪水の可能性は，このような条件の元で，

より大きくなる。

o.春にJlIの氷が流れ出す時に，氷がより多く浮いていれば，洪水はより減少する。

の奥深さの両方が感じられるのである。これらの他にも，動物や昆虫の動き方と夫気が関係ある

ものも語られている。

これらの古老の話は，学校が地域住民の人材を活用しながら，学校教育内容を豊かにし得たも

のである。地域住民を含めた毎年の教育会議の中で，題材を探し，父母・住民に協力を要諒して

いる。

また一般的なカリキュラム舟蓉に関する意見も地域に求めつつ，カリキュラム全般への理解と

協力を要請している。会議において父母の議論を活発にするために，例えば， (表 3)のようなカ

リキュラムに関する父母への質問表を渡し，それらを基にして父母の議論を活発化させている。

この質問票は，小学校から高校までを通して，長期的な視野でカリキュラムの重点を考えてもら

うように作られている。

例えば，ユーピック語を教えるにしても，小学校から教えるのがいいか高校から教えるのがい

いか，また基礎的教育を重視するか地域文化教育を重視するか，大学への準備教育を重視するか

職業教育を重視するかなど，ある薗で対立的な賀間内容が含まれている。単純にどちらかに割り

切れるものではないが，現実の一定枠の総授業時間の中で，どちらに比重を置いたカリキュラム

を作るかといった，現実の問題を含んでいるのである。このように質問内容に両国を含めること

で，カリキュラムの方向性にも常に両面があることが父母・地域住民に理解でき，より良い具体
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的なカリキュラム時間を，各個人の不満・要望・意見を越えて，より住民の総意の基に設定する

ことができる。

表 3 <カリキュラム改革に向けた父母の議論のための質問襲〉

(1) 小学校でユーピック簡が教えられることを望みますか。

(2) 高校でユーピック語が教えられることを望みますか。

(3) 生徒にとって，英語ができることはどのぐらい重要だと患いますか。

(4) 児童生徒に対して，基礎知識の習持を強く望みますか。(読・害・算・科学・社会)

(5) 大学に入るための準備は必要だと思いますか。

(6) 職業教育の基礎教育を重視するべきだと思いますか。

(7)性教育やエイズ予訪教育は必要だと思いますか。

(8) 小学校では，どのような健蔵教育が必要だと患いますか。

(9) 薬物やアルコール妨止の教育で学校に何を望みますか。

(10) 生徒の自負心の確立は，どのぐらい重要だと患いますか。

2 地域による学習部遺度評価とカリキュラム改革

教育評価においては，児童の学習の到達度を客観的にとらえることは不可欠である。その場合，

単なる教師の見方だけではなく，生きる技能を含めて京い意味での学力をとらえるならば，教師

以外の知恵や知識を持った父母や古老など，地域住民から見た到達度評価も不可欠となってくる。

アキアチャック小学校では，児童生徒の弼遼度の評価を父母・地域住民から見てどのような力

量形成の課題が残っているかを，地域住民による到達度評価によって潤っている。地域住民によ

る生徒の到達度評価法は，テストの客観的な点数だけではなく， 5段階評価(大変低い・低い・

普通・高い・大変高い)によって，地域住民から見た今後の課題や意識を含めてとらえてもらっ

ている。このアンケート結果が，次年度カリキュラム再編の比重の置き方の議論の基礎資料とも

なる。

児童生徒に要求される能力の評価項目は， (1)コミュニケーション能力， (2)社会的技能， (3)勉強

の技情， (4)コンピュ…ター教育技術， (5)薬物/アルコール情報， (6)公的な挨拶の技能，(7)放課後

のレクリエーション活動， (8)エイズ教育， (9)筆記能力， (10)読書能力， (11)算措能力， (12)ユーピック

雷語の発展， (13)英語の言語の発展，制健康教育，帥職業・技術教育，制入学前言語発達教育，間

水泳・海上作業に関する技能，の 17項目である。

これを見ると分かるように，単に狭い意味での学力だけではなく，生活技能や社会的技能など

きる力全般について質問している。このような生活技能等の教育内容を含めているために，生

活技能に経験的な蓄積を持つ父母・地域住民による評価が重要となってくるのである。

V 地域による行政評価と行政施策改革

学校教育に対して責任を持つ機関は，学校だけでなく，学校を指導する学校行政もその責任を

持っている。したがって，学校の経営評価・教育評価だけでなく，学校行政区の評価を行い，そ

れに父母・地域住民が参加することも重要となる。

ユーピット学校行政区では，地域と連携した「鐸秀さに向けた前進」の取り組みの批評を得る
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ために 1年間を終えて，父母・地域住民からアンケートによる行政施策に対する評備を行って

いる。アンケートは，施策に対して，賛成・反対・保留，の選択式で行われ，各項目ごとに自由

記述式のコメントを入れてもらっている。 1993年度の学校行政区に対する住民アンケート項目は

以下(表4)の通りである。

表 4 <ユーピット学校行政区の教育施策に対する評価粟〉

(1) 学校行政区はJ優秀さに向けた前進」計画における生徒の成績に責任を負うために，

活発な役割を担う必要がある。

(2) その他に学校行政区に必要なものは，技術指導や職業指導の援助じ地域の文化的

な括統を遇した学問的な改善である。

(3) 不安定な季節労働者の子どもには，最初に優先的な配慮を施すべきである。

(4) ユーピット学校行政区は，学校改善に向けて，アラスカの標準カリキュラム，国家

教育標準カリキュラム，を取り入れるべきである。

(5) ユーピット学校行政区は，学校改善に向けて，インディアン教育を取り入れるべき

である。

(6) 学校改革において，学校行政区は，補助者や教師や行政担当者の専門性の進展のた

めに，標準的な指導基準を設けるべきである。

(7) 地域の教育に対して，行政が目標達成に向けて役割を果たすべきである。

(8) 地域住民，教師，父母は，生徒達に高い期待をかけるべきである。

(9) 生徒達は，良き学習者にならなければならない。

。。 私は，子どもが学校に出席したり時間に間に合うように，学校に協力したい。

ω 私は，学校の改善のために，学校行政匿に次の提案を申し出たい。

これは新たな施策の導入後，施策の是非を再度問うだけでなく，地域住民の構成員全員の相互

の相違をとらえつつ，合意できる方向をとらえるための評価でもある。また議論が多様に出てく

る中で，たとえ，客観的にその成果が上がっていたとしても，全体としての総意を常に確認しな

がら施策を進めていくためのものである。

日本においては暗黙のうちに，全国一律の行政の施策を所与の条件としている場合が多いため

に，このような父母・地域住民による自治体教育行政に対する評価，及び評価結果に基づいた施

策の変更は基本的に存在していなし )0

アキアチャック小学校では，これらの父母・地域住民による学校及び学校行政に対する評価を

通じて，学校と地域の結び付きをいっそう図り， 2年後の 1994年には，再度地域の教育の目標と

して以下の基本方針を確認している。

① 学校と地域間の意志陳通を継続すること(電話・通信・家賠訪問・生徒に関する明白なコ

メントを添えた手紙，等々)

②積極的な態度を養うために，古老の精神に学ぶこと(父母や古老を学校に招待)

③地域・父母・古老ぐるみの教育活動を行うこと(年2回の昼食会を含めて父母・教師が一

緒になる父母の日，教師を地域住民に紹介する年度当初の会合，等々)

④ 児童をして，自分自身及び学校の学習に対する積極的な態度を引き起こすように試みるこ
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と(生徒を学校拾業時間に間に合わせる，子どもに他の人への奉仕を行うことを学ばせる，子ど

もにより責任を与える，等々)

⑤ 学問的な裏付けを伴った「伝統文化の日(遍間)Jを発展させること(学校での生徒の全画，

等々)

このような方針に基づき，これまでの校長・教師による地域住民全戸への週刊通信，家躍訪問

等による情報提供をいっそう強めながら，父母や地域住民が学校に対して親しみを持てるように

している。また学校参観日も，父母以外の参加も多くなり，学校を通じた地域住民の交流も函ら

れるようになっている。学校参観日では，父母・地域住民は，生徒の成長の記録に基づき，子ど

もの問題状況や期待について議論している。

さらに学校行事でも， 1994年度から，父母主催のポットラック夕食会(伝統的な 1品持ちより

パーティ)・子どもの誕生会に合わせた父母の展食招待・指父母祝福の日・毎月何人かの古老を対

象に行う古老の日，を始めるようになった。

このような学校と地域の諸種の活動の中で，当初学校の中に入ることすらためらっていた父母

や地域住民も，積極的に学校に来るようになった。また父母・地域住民の何人かは，個人指導と

して英語の読み書き指導のボランティアや，学校図書室などでのボランティアを行うようになっ

ている。

U おわり tこ一一地域による学校評価法と学校改革

以上アキアチャック小学校の事例を通じて，学校改革のための学校評価法の在り方とその意義

をとらえてきた。学校評備は，経営評{面と教育評価に大尉できるが，アキアチャック小学校では，

いずれも父母・地域住民による評価を重視していた。またアキアチャック小学校では，学校評髄

だけでなく，それを指示している学校行政区の政策に対しでも，父母・地域住畏の評錨を自ら行っ

ていた。何故なら，教育活動の活性化には広範な父母・地域住民の参加が不可欠であり，これら

地域を含めて，教育改革及び合意形成を行うためには，学校職員や行政関係者のみの自己評価だ

けではなく，父母・地域住民による学校・教育行政への評価とそれに基づく改革への地域の参加

が不可欠となるからである。

また，アキアチャックの学校評価・行政に対する評価は，単に父母・地域住民の無責任な不満

や批特による評価にしないためにも，父母・住民自身がどれだけ積極的に教育活動に関わったか

という自己評価を含めて行っていた。これらはまさに，父母・地域住民の学校評価・行政区評価

への参加と責任の自覚を通じた学校開放である。

アキアチャック小学校の学校評価は，地域と結び付く内容を持つ学校の「饗いの言葉」を策定

し，それを自覚的に認識していくために r響いの言葉」に関するアンケートそ実施することから

始めている。さらに学校と地域を結び付ける学校運営の諸施策を実施しつつ，それに対する経営

評儲を行った。

さらにカリキュラム改革に関しでも，地域の意見を組み入れて地域の生活技能と科学的知識を

結び付けるようなカリキュラムを導入する。そして問時にそれに対して，地域による教育評価法

を導入している。父母・地域住民が教育評価を行うのは，単に狭い意味での学力だけでなく，

活技能等生きる力全般の能力の向上を評価するからである。

これらの学校評価の取り組みを毎年導入しながら，学校と地域との結び付きと，合意形成作り

をいっそう深め，学校への様々な協力を可能にしている。これらの成果は，基礎学力の向上や生



地域による学校評価と学校開放 167 

活指導にも現れている。アメリカの共通テストである ITBSテストでは，アキアチャック小学校

は， 1993年から例年にかけて，毎年 12%から 14%の伸長率を記録している。また学校への出席

率は， 1992年の 89%から例年の 92%にまで伸びている。

以上のように，日本では行われていない父母・地域住民による学校評価及び行政評価は，大胆

な学校経営改革やカリキュラム改革を審易にしている。その結巣として基礎学力向上や生活指導

の改善を容易にしていくのである。単に上級機関による管理的な評備ではなく，父母・地域住民

を含めた下からの評価が，広範な地域の人々の参加・協力を生み出し，そしてそのことが学校改

革の基礎的条件となるのである。

注記

注1.アメリカの生活指導に関する学校評価研究については，玉井康之「生活指導に関するアメリカ

の学校改善自己評悩研究 WHOPE A T LAST for At Risk Youth~ の学校評価のリストの成

果を通じてーj，北海道教育大学紀婆』第 1996年，及びROBERTD.BARR & WILLIAM H. 
P ARRETT. wHOPE A T LAST for At Risk Youth~ 1994年， ALL YN AND BACON社，

を参照されたい。

注2.学校外教育の必要性については，玉井康之「子どもの生活課題と学校外教育一学校との連携に

よる生涯学習の基礎形成 j，日本社会教育学会編 f生涯学習体系化と社会教育~1992年，東洋

館出版社，及び地域との連携の役割については，玉井康之著 F北海道の学校と地域社会一農村

小規模校の学校開放と地域教育構造一~ 1996年，東洋舘出版社，を参照されたい。

注 3. 高野桂一編著『学校改革・改善と経営診断~ 1988年，ぎょうせい

注 4. 高野桂一・宮地誠哉編著 r学校と地域の連携の診断~ 1988年，ぎょうせい

注 5. 牧島見編著 f学校綬営診断マニュアル~ 1986年，教育開発研究所

注 6. 臨教審直後の学校改革の課題については，小島弘道編著 f学校改革の課題~ 1985年，国土社，

参照。

注 7. この点については，新井郁男「地域振興の観点にたった教育経営の意義と課題j，日本教育経営

学会編 f教育経営と評価~ 1995年，第一法規，参照。

注8. この点については，中留武昭「教育課程経営の評価に関する現状と課題j，沼本教育経営学会編

『教育経営と評価~ 1995年，第一法規，参照。

注9.基金の導入経過及び「誓いの雷葉」の制定については， RA Y BARNHARDT wIT T AKE THE 

WHOLE VILLAGE TO EDUCATE A CHILD: Onward To Excellence in the Yupiit 

Schools~ 1995年， University of Alaska Fairbnks，を参照。

追記.本稿は，山田定市先生を初めとした北海道大学教育学部社会教育研究室において学んだ「地

域からの社会教育」の視点、をベースにしている。アラスカの教育を「地域からの社会教育」

の視点、でとらえることによって，初めて，日本の学校教育が学ぶべき学校開放及び学校改

革の課題をとらえることができた。現段階の重要な課題である学校開放・学校改革の視点

を，北大社会教育研究室において学ぶことができた学患を感じつつ，山田定市先生に感謝

の意を込めて本稿を執筆する次第である。


