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地域と子どもに開かれた学校経営に関する研究
──「学級経営」との接点を求めて ──

松　下　行　則・齋　藤　幸　男

は じ め に

現代の学校経営・学校づくりを象徴する言葉は
「地域とともにある学校」であるといってよい。
文部科学省は，平成 22年 10月に「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」を設
置し，「学校と地域の関係」めぐる審議をまとめた。
平成 23年 7月 5日には「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～」と題する提言を行った。
それ以降，「地域とともにある学校」づくりは，
現代の学校経営論の柱として意識されている1。
それは，1998年の中央教育審議会答申におけ
る「学校の自律性」と「開かれた学校づくり」以
来の新たな学校像として期待される。今般，「地
域とともにある学校」が言われるようになったの
には，それ相応の理由があるように思われる。
これまでコミュニティ・スクール推進の掛け声
のもとで学校運営協議会が設置され，制度的には
学校づくりが地域と共にあることは意識されてき
た。しかし，ややもすると学校運営協議会は，地
域から見れば，学校に対する制度的形式的関与が
中心であり，地域が学校の対等のパートナーとし
て意識されることはほとんどなかった。
一部に「開かれた学校づくり」2が言われ，「土
佐の教育改革」などに代表されるように「三者協
議」，「四者協議」など，学校・教育委員会，保護
者・地域，生徒たちの対等・平等性を教育理念と
する教育実践が展開されてきたが，それは全く稀
有な実践だった。多くの学校のスタンスは，学校
に役立つ限りでの「開かれた学校づくり」であり，
学校に対する地域からの要望は，教職の専門家に
対する素人との意見として見做され，対等・平等

性が意識化されることはほとんどなかったと言っ
てよい。ましてや「四者協議」のように生徒が対
等・平等に学校運営に意見を言うことなど，多く
の学校は，想像してみたことさえないであろう。
つまり，教育は教職の専門家が実施するもので
あって，他者の意見を聞き，それを取り入れるこ
とは，教師としての専門性を疑われている事態と
認識し，教師の専門性不足が連携を必要とさせて
いるという認識に陥りやすい。学校単独で，つま
り学校・教師の力のみで，児童生徒を育てるとい
うその意識は根深い。しかし，地域とともにある
学校は，その意識を変えうる可能性を含んでいる。
なぜなら，真に「開かれた学校」となるためには，
学校（教師）が協働・対等のパートナーとして保
護者・地域を見るとともに，教員自身が地域の一
員として自らを見なし（3年程度で異動する教員
には困難がつきまとうが），学校改革，教室改革
に踏み込んでいく視点を獲得できるからである。
しかしこれからの学校は，地域とともにあるだ
けで十分だろうか。学校が「未来を創り出す学校」
となるためには，学びの主体である子どもに学校
が開かれる必要があろう。
さて，この「子どもに開かれる」という言葉に
は違和感があるだろう。そんな言葉は聞いたこと
がないと言われるかもしれない。しかしすでに「子
どもに開かれる」という言葉は先述した「開かれ
た学校づくり」研究と実践において使用されてき
た。浦野は「地域に開かれる」を「ソトに開かれ
る」という言葉で表し，「子どもに開かれる」を「ウ
チに開かれる」という言葉で表現してきた。そし
て子どもに開かれた学校とは，子どもの「参加協
力型」3として描いてきた。この視点は，それまで
の「開かれた学校論」にはなかった視点であり，
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子どものために，学校を開くことが求められた従
来の「開かれた学校」論とは異なる。また，今般
の「地域とともにある学校」論の枠組みにもこの
視点は弱い。従来から子どもは，学びの主体であ
るにもかかわらず，教師のコントロールの下にあ
る教育の客体として意識されてきた感がある。し
かし「子どもに開かれる」とは，子どもが学びの
主体として，特に授業（づくり）の主体として，
地域と学校でどうあるべきかを議論するための視
点であり，学びの主体である子どもの「主体性」
が教育においてどうあるべきかという論点を含ん
でいる。
本稿では，地域や子どもとともにあり，開かれ

た学校づくり論を展開する視点から，特に学校の
危機からの再生や学校改革への校長のリーダー
シップの実践事例を検討することを通して，「子
どもに開かれる」学校を推進するための視点を抽
出することを目的とする。その際に，学級経営と
しての授業づくりとの接点を探ってみたい。

第 1章　  地域と子どもに開かれた学校への系
譜

明治期の学校制度の始まりから 1998年の学校
改革までの変遷を文献をもとに整理すると，初期
は，学校教育と学校経営は同義で，学校教育活動
を円滑に行うことが学校経営であった。教育目標・
内容はすでに決められていて，いかに効率よく効
果的に進められるかに関心があった。それは，欧
米諸国に追いつき追い越すための詰込み・競争型
の教育で，一部の自由教育などの実践校を除く大
部分の公立学校では，画一的な学校経営・学級経
営が行われてきた。
戦後も敗戦を経て，学校教育目標は国家主義教

育から民主主義教育に変わるが，学校教育は日本
の社会経済の発展に資する効率的な人材育成であ
り，若年時に取得した学歴による人材選抜を重視
した学校制度は継続されることになる。小川正人
はロナルド・ドーアの「後発効果」を引用して，「『後
発効果』の概念は，『追いつき型』近代化の達成
という国家目標のために，国主導で義務教育学校

と帝国大学等の高等教育の急速な整備を図った戦
前日本の教育展開を説明するだけでなく，戦後改
革から 1970年代までの教育の展開を説明する上
でも同様に有効である」4と述べる。

1970年代以降，過度の受験競争や学力低下，
不登校，校内暴力等の教育問題が顕在化し，1980

年代以降に「追いつき型近代化」が終えた日本社
会に見合った教育制度の在り方を模索する動きが
本格的に始まることになる。1987年の臨教審答
申の個性重視の原則と生涯学習体系への移行，国
際化・情報化への対応から，1998年 9月の中教
審答申の学校の自主性・自律性の確立と地域に開
かれた学校へと進展し，学校教育は画一性，硬直
性，閉鎖性を打破して，個人重視の教育と開かれ
た学校へと，「教育」から「学習」への転換が求
められていくのである。岡東壽隆5は，「教育」か
ら「学習」へというパラダイム転換を，学校の教
育目標の理解において，それが子どもの生活目標
や学習目標に転化しているかどうかを問うている
とする。そしてそれは，学級（における授業）が
新しい子ども観や学習観によって変革することを
求めただけでなく，個々の教師が「教育」から「学
習」の場として学級を変えていくとき，それを支
援する学校経営の構造と過程が存在しなくてはな
らないとする。
それまで学校経営は学級経営と重なり選抜の学
校教育であったのが，それからは一人ひとりの子
どもの個性を伸ばす学級経営とそれを支える学校
経営が求められている。そこでは，子ども，教師，
保護者地域がそれぞれに自主的・自律的であり協
働による学校経営が求められている。
現在も学校改革が進んでいるが，教員を対象に
した最近の調査でも「半数以上の回答者が，学校
現場と教育政策との間にギャップを感じている」6

と指摘している。学校改革が次々と打ち出され，
職員の意識とにズレがあるからだろう。
佐藤全は，学校の教育活動を教員の個業という
側面から見た場合，「当該教員の教育観や教育哲
学に基づいて編成された教材を媒介として展開さ
れ，個性的な特徴が反映されるので個別的であり，
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また学習者に対する教育過誤の是正が困難である
という点では一回的な性格を帯びている」とし，
学校経営を「個々および複数の教員による個業と
しての教育活動の全体が，当該学校の教育目標の
達成という観点から整合性と継続性をもちうるよ
うに方向づけたり，条件整備を行う営み」7である
とする。また，岡東壽隆は，現状のままの学級経
営，学年経営，学校経営が連続したものとは捉え
られるかどうかは疑問であるとし，「少なくとも
学級経営と学校経営の間には大きな溝がある」8と
する。
学校には，所属する教職員の数だけ教育観や教
育哲学，指導方法が混在しているといえる。そん
な中で，いま学校は，学校改革に依りながら，一
人ひとりの子どもに着目し，「教育」から「学習」
への転換を軸に，子ども，教師，保護者地域それ
ぞれが自主性・自律性をもとに，協働的な学校経
営と学級経営との連関と統合を模索しながら歩ん
でいるといえる。

第 2章　  小学校の新たな学校経営－危機から
の再生として－（事例研究 1）

福島県伊達市立保原小学校（以下　保原小学校）
は，平成 23年 3月 11日の東日本大震災・原発事
故（以下　震災・原発事故）で校舎が損壊し，平
成 23年度は 3つの校舎に分散し教育活動が行わ
れる。1学期間に，中学校に移った中・高学年の
子どもたちの生活は，不安定になっていった。そ
こで，2学期以降校長を中心に全職員で対応し，
平成 24年 3月に新校舎が完成し移転すると，校
長のリーダーシップのもとに『学び合い』9を取り
入れることで子どもたちは落ち着きを取りもどし
ていく。保原小学校の危機からの再生への歩みを
たどり，新たな学校経営と学級経営の連続性と統
合性について検討する。

1　保原小学校校舎改築にかかる教育理念と建築
指針
保原小学校のある伊達市は，平成 18年 1月に

5町が合併して伊達市となる。人口約 6万人で，

市庁舎は保原町に置かれる。保原小学校は，伊達
市の中心校で，現在児童数 732人，29学級（普
通 25，特別支援 4），教職員 52人（県費負担 39，
市職他 13）の大規模校である。
保原小学校改築にかかる経緯から，保原小学校
の教育理念を整理しておこう。
伊達市は，合併前から耐震性に問題のある学校
の建て替えを計画し，保原小学校も平成 15年度
から保原小学校建設地検討委員会を設立し準備が
始まる。福島大学名誉教授森田道雄は，平成 17

年 10月から建設地決定後保原小学校建設準備委
員会委員長として，教育理念と建設指針等の校舎
建築の根本に関わる内容に携わることになる。
森田は，新保原小学校の教育理念と建設指針に
ついて 4つのポイントをあげている10。

1つが，校舎設計のコンセプトとして，伊達市
の「学校教育指導の重点」と呼応し，「子ども本
位の学校」「納得できる学びのある学校」「地域の
かけがいのない財産としての学校」を示したこと
である。｢教え中心｣ の学校から「教え，学び，
仲間・大人と交流しながら人間力をはぐくむ」と，
これまでの学校のあり方を根本から問い直してい
る。

2つが，保原小学校を「地域に開かれ，地域が
つくる学校，共同運営方式が導く『学びのコミュ
ニティ』」のパイロットスクール，リーダースクー
ルとして打ち出したことである。
伊達市は，保原小学校をモデルに，子（学校）
を縁とした地域づくりを「子縁」といって，地域
住民が学校を支援するだけでなく，子縁をもとに
した地域住民の学びの交流による地域づくりを推
進し，各小学校区に広めている。

3つが，学年ごとのまとまりを重視し，さらに
特別支援の教室の配置など，子ども目線でレイア
ウトと設備を意識的に行ったことである。

4つが，大学との連携を取り込んだことである。
伊達市教育委員会と福島大学との連携である。「教
育研究室」を設け，会議室としてだけでなく，大
学の教員，学生，大学院生などの控え室を兼ねる
位置づけになっている11。
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このような教育理念のもとに，平成 20年 12月
に基本設計が完了し，平成 22年 10月に建築工事
が着工する。
平成 24年 1月完成予定としていたが，震災・
原発事故で工事期間が延長され，2ヶ月遅れて平
成 24年 3月 1日に開校式が行われ，子どもたち
の登校が開始される。
保原小学校は，先に見た「教育」から「学び」

へと軸足を転換し，子ども，教師，保護者・地域
がそれぞれの自主性・自律性をもとに協働的な学
校経営，学年・学級経営を実現するために造られ
た校舎といえる。　

2　危機からの再生における校長のリーダーシッ
プと教師の協働
震災・原発事故後の学校と子どもたちの状況を，

当時の保原小学校校長二瓶洋允（以下　校長）へ
のインタビューと資料をもとに整理してみよう。
平成 23年 3月 11日午後 2時 46分に，大地震
が東日本を襲った。伊達市は，震度 6であった。
この時，保原小学校は新校舎建築中で，旧校舎で
教育活動が行われていた。
校長は，出張で車を運転中だった。すぐに学校

に引き返し，まず児童教職員の安全を確認する。
幸い児童も職員も全員の無事が確認できた。校舎
は，天井や壁が崩れ落ち大部分が損壊し，使用で
きなくなった。そこに原発事故が発生し，全市休
校措置が続く。校長は，学校再開に向けて教室の
確保に奔走する。そんな中で，市教育委員会の通
知を受けて学校は修了式を中止するが，市の施設
で 3月 23日に卒業式を行う。そして，4月 6日
に近くの中学校で入学式・始業式を行い，新年度
がスタートする。しかし，1つの中学校校舎に小
中合わせて約 1,300人の収容は，中学校の教育活
動にも支障が出はじめ困難となる。そこで，4月
下旬に，低学年約 260人は隣の町の統合で閉校に
なったばかりの小学校校舎に，中学年約 250人は
町内にあるもう一つの中学校に，高学年約 250人
は今の中学校に，それぞれ分かれて教育活動を行
うことになる。高学年は徒歩で，低学年は午前 8

時に，中学年は午前 8時 10分に，それぞれ 5台
のスクールバスに分乗して，片道 20分，10分の
通学が翌年の 2月まで続く。
低学年は，3月まで使われていた校舎で，体育
館，給食室，職員室もあり，教育環境に支障はな
かった。
中学年，高学年は，中学生との生活が始まった。
校長は，共同生活とはいえない間借りのような状
態だったと言う。体育館での運動や遊び，放射線
の影響により戸外での運動や遊びも制限された中
で，職員は，絶えず「静かにしなさい，さわいで
はいけない，走ってはいけない」と，注意するこ
とが多かったと言う。
その中で，1学期中に自己の感情を抑えきれな
い子どもたちや子どもたち同士の関係性の悪化が
現れるようになった。通学や学校生活の厳しい変
化，制限された教育活動などで目に見えない増大
したストレスの状況は容易に推測できる。
校長，教頭は職員室を置く高学年の中学校にい
て，総括役として高学年に研修主任，低学年に教
務主任，中学年には生徒指導主事を配置して体制
を整える。

2学期から，この年の人事異動で新しい校内体
制で臨むが，状況がすぐに好転するわけではない。
そこで，全職員で話し合い，全職員で子ども一人
ひとりと向き合うようにする。しかし，分散して
いる状況で，学年だけの対応だけでは難しかった。
校長は，そんな時に，ある校長から上越教育大
学教授西川純の『学び合い』の話を聞き関心を持
つ。西川純の文献を読み手応えを感じ，職員に取
り組みをもちかける。3学期が始まって 1月に，
職員 2人を 3日間上越教育大の西川純研究室に研
修派遣する。2人は，実際に『学び合い』の授業
を 4校参観し，衝撃を受けて帰ってくる。そして，
もう 1人職員が加わり，3人で半信半疑ながら週
1，2回程度の実践が始まる。他の職員の理解を
得ることは困難だったが，実践する中で子どもた
ちに変化が見られるようになり，実践している 3

人の職員も校長も手応えから確信に変わるのであ
る。
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この時期は，次年度の教育課程編成と新校舎へ
の移転とが重なり，校長は新校舎の理念と『学び
合い』を柱とした学校経営運営ビジョン（以下　
ビジョン）を打ち出す。
教育目標は，「自ら学ぶ　心豊かな　たくまし

い子ども」である。ビジョンの中心に『学び合い』
と大きく表記し，その下にサブタイトルとして「聴
き合い，認め合い，高め合う児童の育成」と小さ
く説明がある。それを支えるのが，「人とかかわ
る力，取り組む意欲，やりぬく意志，思考力・判
断力・表現力，人間性・社会性・道徳性」の 5つ
の要素である。そのための個々の目標として，「つ
みあげる子ども，めあてをもって学ぶ子ども，み
とめあう子ども」の児童像，「集中力と活力あふ
れる学校，響き合い結び合う組織力を駆使する学
校，地域に信頼され開かれた学校」の学校像，「子
どもの意欲・考えを引き出し指導支援する教師，
子どもの知識・技能等の獲得を支援する教師，育
てたい子どもの育成のために全員一丸となって取
り組む教師」の教師像を掲げ，「豊かな心育成プ
ロジェクト」「ゆめをかなえる学習宣言」「保原っ
子生活のリズム充実運動」の「知・徳・体」の具
体的な手立てで構成されている（下線　齋藤）。
職員には，「学級経営の最優先事項は『学び合い』

による授業づくり，学年経営の最優先事項は『学
び合い』による授業づくり，ブロック経営の最優
先事項は『学び合い』による授業づくり」である
ことを示し，全職員が同じ方向を持つことを期待
する。
このビジョンの背景を見てみよう。3つの視点

があるように思う。
1つが，3校分散で起った子どもたちの危機的

な状況である。3学期の全職員での話し合いの中
で，職員から，子どもたちの危機的状況を生んだ
のは学級担任 1個人の問題ではなく，大規模校だ
からという理由で教師側の一方的な指示・指導が
先行し，低学年から子どもたち自身が自ら考え判
断する場が少なかったからではないかという反省
が出されてくる。そこから校長や職員は，大きな
要因の 1つとして「教師主導型」の授業があると

分析する。子どもたちの増大したストレスの中で
も，職員は「これをしなさい」という指導や指示
を一層強めて子どもたちの行動を制限し，「この
ような状況でも学力をつけなければならない」と
思い，柔軟な発想や対応ができなかったのではな
いか，教師自身が考え方を変えるということが難
しかったのではないか，そのために 1学期中には
子どもたち自身が善悪の判断ばかりでなく他とか
かわれず，自己中心的な行動に拍車をかけたので
はないかという考えに至る。

2つが，新校舎の教育理念と建設指針である。
校長は，平成 18年の合併による伊達市誕生の年
の 4月に市教育委員会に異動になる。森田が保原
小学校建設準備委員会委員長として参加する時期
と重なり，校長は新校舎建設に事務局として直接
かかわり，教育理念と建設指針を熟知していたこ
とである。校長自身も子ども主体の授業づくりや
学校づくりを実践してきていて，子ども，教師，
地域に開かれた新校舎への期待は大きかった。新
校舎は，学校教育や学校のあり方の変革を促す環
境要因であると職員に宣言し，変革を求めること
になる。

3つが，西川純の『学び合い』との出会いである。
『学び合い』は，3つのルールと授業展開に特徴
がある。
「学校は，多様な人とおりあいをつけて自らの
課題を達成する経験を通して，その有効性を実感
し，より多くの人が自分の同僚であることを学ぶ
場」という学校観，「子どもは有能である」とい
う子ども観，「教師の仕事は，目標の設定，評価，
環境の整備で，教授は（子どもから見れば学習）
は子どもに任せるべきだ」という授業観という 3

つのルールと，導入の語りと課題提示の 5分，展
開の子ども同士の交流学び合い 35分，終末の語
りの 5分という授業展開の目安がある。校長は，
これまでの職員の教師主導の児童観，指導観，授
業観を根本的に見直し変革することが重要である
と考え，「みんなでみんなができるようにする。
一人も見捨てない」という理念を持つ『学び合い』
を導入する。
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校長は，教師主導型管理型では学校経営が困難
である，子どもたちの危機的状況は「教える」こ
とを急ぎ「育てる」ことを忘れた結果ではないか
と考え，「子どもが主役」の児童観・授業観・教
師観・学校観に変革しようと職員に求め，「『学び
合い』による授業づくり，子どもたちの願いや夢
の実現，人とかかわり交流の拡大」を学校経営の
重点とする。子どもたちの将来において，「生き
る力」を持った，閉ざされた大人ではなく，自立
し自制した開かれた大人を育成することを展望す
る。
校長は，子どもの判断力や自制心を育てる，子
ども同士のよりよい関係性を構築するためには，
単なる改善ではなく，根本的，本質的な変革を求
める必要があったと言う。
そこで，校長は学校経営の中心を『学び合い』

にするために，研修主任と研修派遣した 2人の研
修副主任を推進役のミドルリーダーとして位置づ
け，各学年 1人を学年研修部員として研修部を組
織する。4月 9日から学級担任の研修副主任が算
数科の『学び合い』による授業を職員に公開し，
学級『学び合い』だけでなく，学年『学び合い』，
全校『学び合い』に取り組み，全教職員に『学び
合い』による授業実践が広まっていく。4月下旬
の授業参観では，1年生を除く全学級で『学び合
い』による授業を公開し，PTA総会では校長が
学校変革を宣言し保護者に理解を求めた。その後，
6月の市教委の学校訪問，7月にはプレ公開を行
い，大学との連携協定を締結し，秋にはスポーツ
フェスタなどの大きな学校行事を行い，年度末の
2月には西川純を講師に呼んで学校公開を行う。
さらに，校長は変革を促進するために「掲示板」

を開設し，校内 LANで全職員をつなぎ情報を共
有しあうようにする。工事の都合で 9月からの開
設になったが，職員は，『学び合い』の実践をあ
りのままに語ることにより，学級を開き自分を開
いていく。また子どもたちが心を開いている様子
が語られている。
職員は，学年会や研修部会等では話し足りない

こと，伝えたい思いを掲示板に書き込むようにな

る。毎日誰かが「児童のエピソード」を書き込み，
校長はじめ職員の誰かがコメントを書き込み，職
員が閲覧し全職員をつないでいく。
掲示板の書き込みの例をみてみよう（担任学年，
書き込み月日）。

　例 ①（2年　9/26）しあげの問題が問題。昨
日の課題と比較して，問題文の読み取りから始
まるためか，「この問題どういう意味？」と歩
き回っている児童が多い。Yが，「そうか，やっ
と何のことかわかった。ありがとう。」と，に
こにこ Rに礼をいい，取り組み始める。「ぼく
ヒントあげられるよ」と，Nのところへ行く。
なかなか通じず「R君もきて」と呼んできて N

にヒントを出す。（以下略）
＜校長のコメント＞子どもたちが自分から関わ
ろうとして頑張っていますね。人とかかわるこ
とは，「自分を開く」ことであり，「心をつなぐ」
ことだと考えています。がんばれ 2年生！

　例 ②（4年　9/29）「わり算の筆算」の 2時
間目。Dが 2けた÷2けたの筆算のやり方が理
解できずに悩む。周りに Aら数人が集まり必
死に説明するが Dは分からない。「みんなが教
えてくれるのに僕は分からない…」と泣いてし
まう。それを見ていた Aも「分かるように教
えてやれない…」と泣く。それを見て周りはオ
ロオロし始める。その後ドリルに書いてある説
明を見つけ出した子が，それをもとに説明した
ところ Dが「わかった！」と。周りも「よかっ
た！」とほっとした様子。授業の終わりに「D

の涙は，本当に学習に真剣に向き合っているか
らこその悔し涙である。その後，Aも周りも投
げ出さずに取り組み続けたのは立派」と話す。
＜校長のコメント＞Aを含め，周りの子どもた
ちの寄り添う心が胸を打ち，うれしく涙がこぼ
れました。このような子どもたちをしっかり見
守ってくれている担任にも心から感謝です。
＜研修主任＞素晴らしいエピソードですね。子
どもたちが「みんなでみんなができる」ことを
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めざして，動き出していますね。（以下略）

職員は，同僚の職員に向かって，『学び合い』
の様子を，うまくいったことも失敗したこともあ
りのままに語ることで学級を開き自分を開いてい
る。子どもを個名で語ることで，一人ひとりの子
どもと向き合い認め，子どもたちに自分を開いて
いる。そこに，他の職員からコメントが付される
ことによって，安心し自信をもつ。自信が自己肯
定感を高め職員間の信頼とつながりを強めていっ
ている。例 ① の 2年生の担任は 50代だが，9月
から始まった掲示板に 3月まで毎日のように書き
続ける。
同じようなことが，子どもたちにも起こってい

る。例 ② にもあるように，「わからない，おしえ
て」と友だちに話しかけ，話しかけられた方も教
え方が分からないといって共に泣き合う姿には，
共に心を開き支え合い信頼が生まれている。担任
は，Dや Aだけでなく学級の子どもたち全員に，
「立派！」と承認し，子どもたち同士，教師と子
どもたちは一層つながりが強まるのである。

4月から 1年間，すさまじい日程の中，校長を
先頭にして 3人のミドルリーダーと研修部員が職
員を牽引し，学年主任や学級担任が主体となり全
教職員が一丸となって「子ども主体」の学校づく
り・学級づくりを実践し続け，子どもたちの学校
生活は落ち着きを取りもどしていく。
学級は，一人ひとり個性をもった担任が担当し
ていて個別である。その担任が「子ども主体」の
学級づくりをめざし『学び合い』という授業方法
を共有し，子どものことや指導法のことを一人ひ
とりの職員が心を開いて共有し合う中に，一人ひ
とりの子どもが心を開き自主的・自律的につなが
る学級経営が形成され，その総体として学校経営
が形成されている姿を見ることができる。

3　教師，子どもに開く学校経営・学級経営
校長は平成 25年 3月に定年退職をし，その後
平成 25・26年度に 1人，平成 27年度にもう 1人
新たな校長に変わるが，『学び合い』は保原小学

校の学校経営，学年・学級経営の柱として継続さ
れていくことになる。
さて，校長の強いリーダーシップと職員の願い
とが重なり全校に『学び合い』が導入される経緯
を見てきたが，『学び合い』を職員や子どもたち
はどのように受けとめているのかが気になる。
職員については，平成 25，26年度の年度末に
保原小学校に依頼して意識調査を行った。調査対
象は校長，教頭を含む授業を持つ職員で，平成
25年度は 33人，平成 26年度は 34人にアンケー
ト調査法で行い，それぞれ 30人から回答があっ
た。
『学び合い』に取り組む前と現在の意識の違い
をたずねた（平成 25年・26年の割合）。　
取り組む前は，「少し抵抗があった，大変抵抗
があった」が（70%・77%）だった。「教師が教
えないとはどういうことなのか理解できなかっ
た」など，これまで実践してきた教師主導型の授
業方法とは全く異なるのだから当然といえば当然
である。しかし，1年が経過すると，「積極的に
取り組む，少し積極的に取り組む」が（93%・
97%）に変わる。先ほどの職員は，「大変抵抗が
ある」から「積極的に取り組んでいる」に変化す
る一人だが，「子ども自身が学ぼうという気持ち
を持って取り組んでいるので，効果が上がってい
るため」と理由を述べている。
『学び合い』でどんな効果があるか項目を立て
て 4件法で尋ねた。
「子どもたちが進んで学習に取り組むように
なった」「子どもが分からないことを恥ずかしが
らずに分わからないと言えるようになった」「子
ども同士が教え合い聞き合うようになった」「子
どもたちの関係がよくなった」の項目については
高く評価し，「テストの点数が高まった」の項目は，
少し低く評価をしている。　　
「『学び合い』が教師主導の授業から児童主体の
授業に変えるこれからの新しい授業づくりに役立
つと思うか」については，（93%・100%）と高い
評価だった。自由記述には，「人とかかわる力が
ついている」「学習の見通しが持てるようになっ



人間発達文化学類論集　第 22号 2016年 3月104

た」や「子どもの学びの姿そのものを大切にして
いる授業であるから」「子どもがかかわりながら
授業をつくれるのでよい」「私自身が今まで以上
に教科と向き合うようになった」など，職員が自
分を振り返り子ども観，教科観，授業観の転換を
図ろうとする意識が見られる。
課題を自由記述で尋ねたところ，子どもの姿に

ついて「自分で考えないですぐに友だちとくっつ
くスタイルが身についてしまっている」や，教師
として「『学び合い』がすべてではないが，一部
として利用できる」などがあげられた。職員は，『学
び合い』を実践しいていく中で，内省をしながら
自主的・自律的に学級経営・学校経営に携わって
いるといえよう。
つぎに，子どもたちは，『学び合い』をどのよ

うにとらえているだろうか。
学校は，継続的に 5月と 11月に全学年の児童
を対象にアンケート調査を実施している。最近の
調査（平成 27年 11月）で見ると，「『学び合い』
の学習は好きですか」の項目で，学年ごとに 1年
生から 5年生は 82%から 90%の児童が「とても
好き，好き」と回答している。6年生については
70%だったが，学校は要因として「学習内容が
難しくなっている」｢『学び合い』のもとに教え合っ
ているが，互いによりよい考えを導き出すまでに
至らず，学びの実感につながっていない｣ などを
あげている。その 6年生は，「分からないといえる」
「分からなくても友達が助けてくれる」の項目で
はどちらも 96%と高く評価し，『学び合い』の考
え方をよく理解していて，友達関係も良好である。
学校公開が今年度も平成 28年 1月に行われた。
その中で，全校『学び合い』終了後，6年生のあ
るクラスが円陣になり『学び合い』係の児童を中
心に学級『学び合い』会議をし，なぜ全員達成で
きなかったか，自分たちでできることはなかった
か，次の時間全員達成に挑戦しようと短時間の中
で真剣に話し合っている姿に出会った。子どもた
ちが，自分たちで「学び」を作り上げている姿が
あった。
『保原小学校実践紀要』には，NRT学力調査，

全国学力状況調査，福島県学力調査の経年変化を
みとっているが，いずれも向上していることを示
していた。この大規模校で不登校がいないという
のも，校長はじめ全教職員が求めた「子ども主体
の学校」「わくわくしながら学び合う教室」が実
践されている姿だと見ることができる。

4　学校経営と学級経営の連続性と統合性
保原小学校の実践を整理すると，3つのポイン

トがあるように思う。
1つは，校長が子どもたちの心の叫びと職員の
反省に耳を傾け，新校舎の教育理念に沿って，子
ども主体の『学び合い』による授業づくりを学校
経営の中心にして，学校像，教師像，児童像を具
体的に示し，全教職員で危機的状況を変革しよう
と目標を共有したことである。

2つは，校長が，『学び合い』の授業づくりが
機能するように組織化を図り，行程を具体的に示
し，職員一人ひとりが自主的・自律的に実践した
ことである。

3つは，掲示板や日常の会話で，学級が語られ
子どもたちが語られることで職員同士の心が開か
れつながり，『学び合い』をとおして子どもたち
同士，子どもたちと職員との心が開かれつながれ
たことである。
『学び合い』には，「分からないことを分からな
い，教えてと言える。一人も見捨てない，全員達
成が目標だから，必ず子ども同士がかかわる。教
えて分からないと，分からない子が悪くて排除さ
れるのではなく，教える子が分かるように説明の
しかたを変えて何度も分かるまでかかわろうとす
る。教える子も，教える内容の理解が深まる」な
どの特徴がある。『学び合い』には，どの子も「学
び」に向き合い，子ども同士がかかわりながら「学
び」を高め合い，子ども同士の理解も深まり友好
な関係がつくられるという効果がある。そのこと
が，校長が思い描く子ども主体の学校づくりと職
員の思い描く子ども主体の学級づくりとが結びつ
く実践につながったのだろう。
岡東壽隆は，「学校教育目標が達成できる学校
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とそうでない学校の差異化は，個々の学校の組織
文化の成熟度による」とし，「学校組織の成熟度を，
組織への『教育理念の浸透度』と，それを『具体
化する努力』と『そこから生み出される創造的な
取り組み』の程度から把握できるという基本的仮
説がある」12とする。また，「これまで教員の相互
主観領域にかかわる教育理念の共有は，これまで
のような一定の目標や理念枠に教師の考え方を当
てはめようとするリーダーシップでは効果がな
く，教師の考え方を集約していく文化変革的な
リーダーシップの有効性に注目」13する。この視
点で保原小学校の実践を見たときに，教育理念の
共有，協働による実践，自主的・自律的な実践か
ら多くの示唆を得ることができた。
このことを学校経営と学級経営の関係で見たと

きに，これまでは 2つが重なるか学校経営から学
級経営への一方向のつながりであったといえる。
学級経営は学級担任の個業として委ねられ，学級
の問題は学級担任の力量の問題に置き換えられ，
学校経営と学級経営は個別につながっていること
が多かった。しかし，一人ひとりの子どもを中心
に「子ども主体」の学校経営を見据えたときに，
小学校 6年間を見通した学級学年の連続性と統合
性が存在し，教職員同士の連携と協働を生み，学
級経営と学校経営とが双方向につながり柔軟で創
造的な取り組みが生まれてくる。
保原小学校も，毎年人事異動で学校組織は変化

する。学校は，学級の総体であり，学級は子ども
一人ひとりの総体である。子ども一人ひとりを中
心に，教職員一人ひとりが心を開き自主的・自律
的に内省し協働する中に新しい学校経営・学級経
営が絶えず更新されていく。今後も，一人ひとり
の子どもを中心に学校経営と学級経営との関係性
に注目して検証していきたい。

第 3章　  中学校の新たな学校経営－道徳教育
を土台に据えた学校づくり（事例研
究 2）

元山口県美祢市立厚保中学校・児玉典彦校長（現
下関市立川中中学校）によって端緒が開かれた「道

徳教育を土台に据えた学校づくり」（平成 20年度
より）は，学校経営論としては独自性を持つ。児
玉の「主発問一つ」の道徳授業システムは，山口
県内で広がりを見せている14。例えば，1997年にま
とめられた『学校経営と校長のリーダーシップ』15

には 45の事例が紹介され，そのうち道徳教育の
取り組みが幾つかある。しかし，日々の道徳授業・
道徳教育を土台とし，システム化している学校経
営論は皆無である。
学校における道徳教育の重要さを自覚しない校
長はいないし，学校経営の柱として道徳教育が重
要であると捉えない校長はいない。しかしそれが
学校経営の土台とならないのは，道徳教育の重要
さとは裏腹に，その重要さを一般教員時代に自ら
の学級実践として自覚的に推進してきた校長はほ
とんどいないことが起因している。
本章では，道徳教育を土台とした学校経営がど
のようにして可能となり，それがどのように継続
しているのかを，2つのインタビューをもとに明
らかにする。
一つは，平成 27年 11月 25日に厚保中学校・

松岡秀樹校長に行ったインタビューであり，もう
一つは，平成 28年 1月 27日に児玉典彦校長に行っ
たインタビューである。
さて，新任の松岡校長は，「厚保中学校だより」

（平成 27年 7月号）に「道徳の授業について」と
題して，次のように書いている。

　本校では，心の教育をすべての教育活動の基
盤としてとらえ，道徳教育の充実に力を入れて
います。そのために，35時間の道徳の授業を
確実に実施することにしています。さらに校長，
道徳教育推進教員，学年関係教員は必ず授業を
参観し，気づきを授業者に伝えるようにしてい
ます。

いかに道徳授業を大切にしているかがわかる。
では，この道徳授業システムはどのように作ら
れ，どのようなシステムとして継続してきたのだ
ろうか。
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1　「主発問一つ」16の道徳授業を土台とした学校
づくりの成立

　（1）　「主発問一つ」成立の経緯
児玉氏は，平成 19年に厚保中学校に校長とし

て着任し，平成 20年に山口県の道徳教育セミナー
を受け，研究指定校を受けた。小さな中学校であっ
たので，教員と力を合わせて道徳授業に取り組も
うと考えた17。
着任後から教員に対して，児玉氏自身の 15年
以上にわたる道徳授業研究と実践をもとに道徳授
業のやり方を教えていた。ただ，その一方で自分
がやったことを教員に伝えることは不可能だと
思っていた。「私がエネルギーと時間をかけて身
につけたものを教員にやれと言ってもできるわけ
がない。」
次の年，「学びの共同体」（佐藤学）の授業を取

り入れ，教科で「学び合い」を研究した。道徳の
指定を受けた時に，道徳にも「学び合い」を取り
入れようということになった。それでグループ活
動を取り入れてやっていたら，大ベテランの教員
から，「発問が 3つもあったら，グループ活動は
やれない。2つでも時間がない。一つでやってい
いか」と言われた。心の中では「一つでできるわ
けない」と思っていたが，教員が提案をしてきた
ことだから，「とりあえずやって見ようや」と提
案した。そしたら「うまくいくんです」。子ども
が一人で考えて，そしてグループで意見交換し，
発表して，とやった。これなら指導技術はいらな
い。発問を一つ考えるだけでよい。自作資料で教
材研究したら，1週間が潰れてしまう。「それな
ら副読本だけでやろう」ということを教員が言う。
私は面白くないだろうなと思ったが，教員がやる
気になった。指定校だから，35時間やらなくて
はならない。それで 35時間分のデザインシート
を残そうということになった。2年目（平成 21年）
に 35枚のデザインシートが 3学年分できた。
それをやり遂げたということで，それから学校

が変わった。
毎週，次の時間の「問い」（主発問一つ）は何

にするかとみんなで考えた。これならやれると

なった。

　（2）　  誰でもできる道徳授業づくりのシステム
化

最初は，何も考えていなかった。1時間に一つ
の発問だから，「主人公の気持ちをどう思うか」
というような簡単な発問ではしょうがないだろ
う，問いと解が近い発問ではなく，それが遠い，
子どもが頭を悩ますような問いを作ろうというと
ころから始まった。現場で考えたので，理屈も何
もないんです。
そこから「ねらい」に結びつかなくてはならな
いよね，となって，それに見合う難しい問いを作
ろうとなっていった。また，「学び」（佐藤学）の
考えも持っていなくてはならないから，生徒が一
人で考えることが必要だと考えた。
教師たちは，「道徳」を専門に研究したことは
ない，普通の教師たち，平均的な力を持った教師
集団ですから，附属中学校でもなんでもないんで
すから。
その継続的な取り組みの中で，「主人公の気持
ちが大きく変わり，状況が大きく展開するところ
で，主人公の気持ちを変えたものを問うことはい
い問いになるのではないか」とわかるようになっ
てきた。
デザインシート（電子媒体化された）をベース
にして，次の下関市立菊川中学校でも継続した。
これを参考にしつつも，問いは教師自身が考える
ように促してきた。その学校の生徒に合うかわか
らないので，教員自身で練り直してほしいと伝え
てきた。
川中中学校に着任した時には，すでにペア学習
やグループ学習などやっていた学校だったので，
取り入れることは難しくなかった。またすでに「私
が道徳をやることについては知られていたので」。
厚保中，菊川中，ともに 35時間やりきったこ
とで教員が自信を持った。担任が 35時間やるの
は並大抵ではない。川中中学校では 2年目だけど，
1年目からほぼ 35時間やっている。
教師は「資料で勝負しよう」と言うが，35時
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間用意することはできない。「公開」の授業を 35

時間やれることはない。
それに菊川中学校から副担任を入れて，ロー

テーションで授業をやるようになった。川中中で
は，デザインシート，ワークシートは輪番で担任，
副担任が作っている。大きい学校なので，10人
くらいのローテーションで，1年間に 3～ 4枚作っ
たらよい。
電子媒体には，副読本だけでなく，自作資料の

ものを含まれている。
教頭，教務主任，生徒指導主事以外は，授業づ

くりに参加し，必要があれば，T2として授業に
参加している。常に授業は公開しているので，教
科に変更はできない。
一回ごとの子どもの変化ではなく，35時間を 3

年間で積み上げていくのだから，即効性ではない。
子どもの実態としても今の 3年生は，2年生から
〔今のやり方を〕始めて 2年目だけど，「おお，そ
こまで考えるか」とこちらを驚かせるような発言
をしている18。

　（3）　学校経営とは
　①　学校経営を成り立たせるのは教職員の意識
それは特別なものではなくて，教職員の意識で

ある。川中中学校は，下関市の中心校と呼ばれて
いて ─ 校長会長もする，色々なことを先進的に
取り組む ─ 役割を持った学校なので，教職員に
プライドを持たせたいと思って，荒れた中学校の
中でも（昨年，史上最悪の 2年生と呼ばれた），
道徳授業を 35時間やりきる，やりきろうじゃな
いかとやってきた。
　②　校長の役割
あの山に登るぞというのが一般的な校長の役割

だが，どの手立てで行こう，この手立てで行こう
と示すことである。登ったら，お弁当食べようや，
そこから見る風景とはこんなのだよ，とビジョン
を示すことだと考えている。
あとは，教員の頑張りを承認することだと思う。

子どもは認めてほしいと願っているように，教員
も認めてほしいと思っている。

年間に「校長だより」を 100枚ぐらい出してい
る。生徒保護者向けが 70枚から 80枚，教員向け
が 100枚である。　

2　「主発問一つ」を継続する美祢市立厚保中学
校の取り組み

　（1）　学校の概要
美祢市は，山口県の西部の山間部に位置し，人
口約 28,000人余り。市立厚保中学校は，市の南
西部にある。「日本一学びが好きな学校」を学校
教育目標に掲げ，めざす生徒像を「自分が好き，
仲間が好き，ふるさとが好きな生徒」としている。
生徒数は 32名，各学年は単学級である。松岡校
長は，始業式の式辞で，「学んでほしい」19ことと
して「これからの変化の激しい社会を生き抜くた
めに，しっかりと学んで学力をつける」，「将来，
社会を構成する一員として，他の人との関わり方
を学ぶ」，「ふるさとやふるさとの人々の良さを学
び，ふるさとに対する誇りと愛着を持つ」ことを
挙げた。学校は，重点目標として「自ら学ぶ力の
育成」，「学ぶ力を活性化する支持的風土の醸成」，
「コミュニティ・スクールの確立」を掲げている。
児玉典彦校長時代の平成 21年，22年に文部科
学省道徳教育実践研究授業推進校となり，「主発
問一つで行う道徳授業と学び合う授業研究システ
ムの工夫」と題した実践研究が上廣倫理財団の上
廣道徳教育賞第19回優秀賞を受けた 20。その後も，
平成 24年・25年には，山口県教育委員会調査研
究推進校「道徳の時間の実践研究と心の教育」と
なり，平成 27年度も「主発問一つで行う道徳授業」
は継続されている。周りからは「道徳の厚保」と
呼ばれている。

　（2）　「主発問一つ」の道徳授業の継続
松岡は，過去の担任時代の気の重くなるような
道徳授業の思い出を語りつつ，厚保中学校の取り
組みを次のように述べる。

　この 4月ここに転勤してきて，道徳の授業に
非常に力を入れているということなので，少し
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本を読み，中教研の道徳部会のお世話もするこ
とになって，少し勉強を始めたばかりのところ
です。24代の児玉先生がここで 35時間への挑
戦を始められた。全授業公開ですね。これがデ
ザインシートと言って指導案ですよね。教材と
指導案。今日の〔授業の〕デザインシートも 1

から作ったのではなくて，〔その原型が〕この
中に入っていると思うんですね。それを少し修
正しながら，授業で使っている。
　〔テーブルに並べた資料をさしながら〕これ
が 26年ですか，3年分ですね。これがデジタ
ルで残っている。担当した人が手を加えて，使っ
ているという状況です。

　（3）　授業を共有する仕組み
　①　発問内容について
発問は，道徳授業のイメージを決める重要な要

素である。中学校においては，教師は，資料で勝
負しようと考える傾向があるから，発問を研究す
ることは少ないが，「主発問一つ」の授業は，そ
の発問が授業の成否を左右する。
創始者の児玉も次のように述べている。
「道徳の時間において大切なことは，資料を通
して浮かびあがった自分の価値観を，他の価値観
とぶつけあうことで，それを自ら修正し深化して
いくことである。そういった授業を仕組むために
は，発問の工夫，価値観をぶつけ合う場の設定と
いった教師の絶え間ない工夫が必要になる」21。
松岡も発問の内容について次のように言う。

　〔発問としては〕「……させるものは何か」が
多い。「涙を流させたのは何か」「それに向かわ
せたものは何か」ということで，「なぜ何だろ
うかという問いじゃない」。　　
　〔主発問で〕どちらかといえば，資料の世界
を読み解いていく。生徒自身を資料の中に入れ
て，その中で考えさせるとかで〔あり〕，登場
人物の心情を読み取るとかまではいかないが，
……どちらかというと資料を主に使っている。
だから現実の，実生活の中でそれに関する発問

をするということはあまりない。資料をかなり
扱っている。
　で見ていて，主発問一つですので，失敗もあ
る。ねらいとした方向に生徒が考えてくれない
とか，そういうことで主発問の吟味が必要だと
思う。もう少し補助発問があってもいいかなと
〔思う〕。個人でしっかり考えさせて，班で話し
合わせて，という時間を確保するために主発問
一つだと思うが，あまり時間を割かない程度で
補助発問があって，ある程度子どもたちの視点
を，ねらいに沿った方向に向けさせることも必
要なのかなと思っている。

また，松岡は，主発問一つの有効性を次のよう
に指摘している。

　一問一答で教師と生徒がやりとりしながら授
業を進めるのであれば，教師の力量にかなり成
否がかかる。これでやると，ある程度パターン
されているので，しかも，生徒に投げるような
形になるので，それほど大きな失敗がないのか
なと思う。

しかし松岡には，先述したように補助発問の有
効性を考察しようとする発想がある。

　生徒が個人で考えてワークシートに書く段階
で，指導者がいろいろ机間指導，机間観察をし
て，「こういう考え方もあるんじゃないか。」と
か指導しながら回っている。ある程度，ねらい
に沿った方向に目を向けさせることをやってい
るが，それが補助発問である程度，できないか
な。

　②　学力向上のベースとしての道徳授業
道徳授業を 35時間実施する学習システムを整

備したことで，厚保中学校は，生徒自身の能力の
格差にもかかわらず，学力向上のための土台が形
成されていることを松岡は次のように述べる。
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　全教育活動のベースが道徳で，この中で話し
合いとかをしっかりさせることによって支持的
風土を醸成させる。これで少し間違ったことを
授業の中で言っても，受け入れてもらえるわと
いう雰囲気を作ると，授業中の発言が盛んにな
る。また，他者理解，自己理解が進み，発表と
かをしますので，表現力も付いてくる。

　道徳をベースにして「学び合い」と「教えて
考えさせる授業」22，「手厚い支援」の 3つで，
子どもたちの学力を上げていこうと考えてい
る。

今の 3年生は，全国学力テストでも，全国の
平均が正答率 60%としたら，うちの 3年生は，
70%を超えますので，そういった意味で応用
する力とかはかなり付いているのかなと思う
（学習のシステムが影響を及ぼしている。自主
的にどうやるかという力を育てないと学力は伸
びていかないので）。／一学年 10人ぐらいです
ので，授業の中でじっと座って何もしないとい
う子はまずいない。常に指名されるような形だ
し，あるいはグループで話し合ったり，ペアで
話し合ったりするのだから，1時間中ずっと緊
張が続く形なので，環境としてはとてもいい環
境だと思う。そこに学び合いのようなものを取
り入れて教えたり，教えられたりしてやってい
るので，そういう力はついてきたのかなと。

　③　道徳授業システムの定着
平成 22年度から実施された「主発問一つ」の
道徳授業システムは定着し，継続している。いく
つか紹介してみよう。

●授業観察カード
　この道徳は定着しているなあと思います
ね。全然衰えていない。参観者はみんな道徳
授業観察カードを書く。これに参加者が書い
て，青いの〔用紙〕は授業者が書く。これを
授業者に渡して，授業者がさらに加筆して，

そして戻す。こういう形を去年やって，これ
だけになっている。
●デザインシート等のデータベース化
　定着しているのは，道徳担当教員が記録を
取る，板書も最後に写真を撮って保存する，
〔教員の〕共有ホルダーの中に入れるという
こと。そういった意味で「大きな貯金をして
それを未だに使いながら授業している」とい
う形ですね。昔から衰えていない，変わって
いないと思います。
●システムは変わらない
　去年よりも今年，今年よりも来年といい授
業ができるように，少しずつ手を加えて，修
正しながらやっていますので，その辺だと思
います。システム自体は大きくは変わってい
かない。
●校長の除く全教員による道徳授業
　〔道徳の授業が〕月 4回 4時間としたら，3

時間は担任が 1時間が副担がする。教頭は〔授
業を〕やっている。

　（4）　学校経営について
厚保中学校は，地域と子どもに開かれた学校と
なっているのだろうか。この点について松岡は，
生徒指導の問題が少ない小規模校の優位性を何度
なく語り，子どもが安心して通える学校であるこ
とを強調した。

　いろいろな個人指導，個別指導ができる。も
ちろん授業の中でもそういう風に集中力が続く
ようなシステムになってますし，授業外でも，
手厚い個別支援ができる。大規模校だったら，
こうはいかないだろう。今，期末テスト週間な
んですけど，帰りの学活が終わって，1時間ぐ
らい子どもたちは自習して帰るんですけど，そ
こに教員が輪番制で付いて質問を聞いて，
……。大規模校でしたら，そこに生徒指導の問
題があるから，終わったらなるべく早く下校さ
せるとか，そして教員が教材研究とかそっちの
方に取り掛かるとかやっているんですけど，こ
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こは，授業数の関係でも，授業の持ち時間が少
ないので，ゆったりした感じでできるし，生徒
指導の問題に時間を奪われることもほとんどな
い。ですから教員に取っても生徒にとっても非
常に恵まれた環境だな〔と思う〕。

厚保中学校は，平成 26年度にコミュニティ・
スクールとなったばかりだが，松岡は，学習支援
の人材バンクが整っていないこと，小学校ほど地
域との交流が進んでいないこと等を語った。
厚保中学校では，地域に開く特別の手立てが取

られているわけではない。現在の取り組みによる
教育効果が高く，地域への特別な働きかけが必要
との認識は強くないのかもしれない。
また，保原小学校の「子どもに開く」事例を紹

介したが，「子どもに開く」という視点も意識さ
れてはいなかった。その理由は，「本当にずっと，
割と以前の取り組みを引き継いでやっている。一
人一人が主人公，学級の中で生きていますし，本
当にいろんなところで活躍する場がある。数が少
ないからそうでしょうけど，それに道徳もこの何
年も続いてやっているし，今は『教えて考えさせ
る』を美祢市教育委員会がやっているし，その前
が学び合いだったと思うんですよね。その学び合
いもいいところを取って，継続してやっている。
積み重ねができているところだなと思います。」
というように「子どものための学校」を作ってき
たという自負があるからだろう。

お わ り に

森隆夫は「実践から理論へ，つまり，ひとつの実
践が理論に貢献するということだが，実践が，その
道を極めた一流の人となると，一事例が即理論の
一部となる」23と指摘した。地域に開き子どもに
開く学校は，それぞれがエッジの尖った新しい取
り組みなので，今後，学校経営論を構成する一部
になっていく可能性がある。しかし，先進的と言
われる学校であっても，校長が変わり，職員が一
定の周期で異動していくシステムでは，それを継
続することは簡単なことではないだろう。しかし，

今回紹介した学校は，その歩みを進めている。今
後ともその進展に期待しつつ，新しい学校のあり

方を検討していきたい。
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Case Studies on School Management for Opening  

to the Local Community and Student

MATSUSHITA Yukinori, SAITOU Yukio

　　This paper aims to analyze the school management for opening to the local community and student.　
The latter usually means that a student takes part a council of the school management that is run by a 

principal.　Furthermore, it seems obvious to us that it needs students are encouraged to be an active partici-

pant in the class. 

　　The results of analysis of the two cases on the school management, in the first case we can see that it 

was important for the student to be ensured a sufficient discussion time in the class, so called, “manabiai” in 

order to the recovery from the breakdown of it, and in the second case, to be respected the student’s thought 

for the formation of their morality in the class.　And it is of importance to support the ordinary teacher who 

could run the class on moral the teachers do not know the teaching method to manage the class by one-main-

question system in the school that claims to stand for the principle of the moral education based school 

management.　The one-main-question system is one of the question method different from the three-ques-

tion method in the class that gets used to moral class in the Japanese education, and that consists of the funda-

mental question, its supporting question, and center set question.　That is the system that would encourage 

a student to learn himself. 

　　Thus we extracted open educational system for the local community and student from the two cases. 

 


