義務教育における学校間連携システムの革新に関する実証的研究

義務教育における学校間連携システムの革新に関する実証的研究

風岡

１. 研究の目的と背景

治

教職員は家庭・ 地域を巻き込みながら、試行錯

各市町村・ 学校は子どもたちの最も身近なと

誤をしながら、その責を果たしていくことが求め

ころで、実際に彼ら彼女らの成長・ 発達を図る

られる。義務教育学校は、保護者や地域の期待に

教育を行っていける。このための教育システムは、

応え、子どもの社会的自立を支え、一人一人の多

学校や市町村が地域の実情に応じた最適な教育を

様な力と能力を最大限伸ばす場とならなければな

実現できる仕組みでなければならない。「義務教

らない。

育の質保証・ 向上」のための、主体的で責任あ
る学校経営が新しい学校づくりに求められる。
今次の学習指導要領改訂にも見られるように、

平成 17 年 10 月中央教育審議会答申「新しい時
代の義務教育を創造する」では、「設置者の判断
で 9 年生の義務教育学校を設置することの可能性

学ぶ意欲の低下や生活習慣の未確立、問題行動の

やカリキュラム区分の弾力化など、学校種間の連

頻発など義務教育をめぐる状況には深刻なものが

携・ 接続を改善するための仕組みについて種々

あり、学力低下への懸念など公立学校に対する不

の観点に配慮しつつ十分に検討する必要がある。
」

満は少なくない。また、いじめや不登校生徒の増

と提言した。

加などの心の問題への対応や「小一プロブレム」

こうした背景のもと、近年、小中接続を強化す

「中一ギャップ」など幼小中の接続と発達が課題

るべく、小中連携教育の推進に取り組む自治体や

となっていることもあり、６・３制という現行の

学校が増えている。小中連携教育は、発達段階に

義務教育の区分が子どもの成長に合わなくなって

あわせてどのような教育内容と方法で児童生徒を

きているとう問題指摘もみられる。さらに、少子

教育するのが望ましいかという側面が強調される

化による学校規模の縮小・ 統廃合の問題、団塊

が、実際には、複数の学校で協調的な組織マネジ

の世代の大量退職に伴う教職員の世代交代によ

メントを展開していくことが重要となる。
しかし、

る、学校文化・ 知識の継承、教職員の資質能力

品川区の取組みにもみられるように未だその仕組

の問題など、教育水準に大きな影響を及ぼす問題

みの開発は不十分である。

も多い。こうした問題を克服する仕組みの確立は
喫緊の課題といえる。
こうした新しい学校づくりに目を向けた場合、

そこで本研究では、品川区を含む先進的な事例
分析（施設一体型と分離型、カリキュラム一貫型
と従来型を軸に分類）を通じて、教職員協働や連

学校だけでなく、家庭、地域がそれぞれの役割を

携のための組織体制、意思決定の仕組みなどにつ

果たしながら協働していく体制が必要となる。そ

いて、比較考察することで、学校間連携システム

の連携のなかで、学校が果たす本来の役割は、子

の意義と課題を明らかにし、広く一般化し持続可

どもたちの学力を養い豊かな心を育むことといえ

能な展望を得ることとした。

る。
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２. 研究の方法

し、教育課程の「接続」と教育資源の「統合」を

まず第 1 章では、小中学校の連携における問題

構想する、協働的なシステム開発の必要性を明ら

の所在を明らかにした。すなわち、①いじめや不

かにし、そのために必要となる人材と組織につい

登校生徒の増加などの心の問題への対応や「中一

て、ネットワークマネジメントの展開に必要とな

ギャップ」など、小中の接続と児童生徒の発達が

る人材像と、
「学校の事務・ 業務の共同実施」を

課題であること、
②学習指導要領への対応として、

経営資源の協働と交流、人材と組織開発の方向性

発達段階に合わせた９年間を見通したカリキュラ

から検討し今後を展望した。

ムを教職員協働のもとで開発していくこと、さら

そして、学校間連携システムの今後の展望と課

に、③少子化による学校規模の縮小・ 統廃合の

題を、
「補完性の原則」のもと、学校間連携から

問題、団塊の世代の大量退職に伴う教職員の世代

地域学校間や行政とのネットワーク化を展望する

交代による、学校文化・ 知識の継承、教職員の

「学校間ネットワーク」の構築であると示した。

資質の問題など教育水準を保つための仕組みが必

学校間連携システムは小学校、
中学校の教職員が、

要となることを明らかにした。

学校間の壁を打ち破り、新たな関係を紡ぐ取組み

次に第 2 章では、小中接続のシステムとしての

である。近年の教育政策では保護者・ 地域・ 第

学校間連携教育に関する現在の動向を、連携教育

三者機関など学校の外部から評価や監査を進め、

に取り組んでいる小中学校のヒヤリング調査か

学校を開かれたものへしようとする傾向も見られ

ら、施設の設置形態（一体型と分離型）
、独自カ

るが、学校間連携システムは学校内から、閉鎖的

リキュラムの有無（一貫型と従来型）を視点に４

と言われる学校観を覆す試みであり、この様な点

つの形態に分類し、それぞれの特質を分析した。

で他の教育政策とは指向が異なるものであろう。

（図 1）

しかしながら現状では、
小中学校の空間的制限、

第 3 章では、その特性と課題を学校組織開発の

学校区に複数の小・ 中学校がある設置形態や特

分析枠組みの組織マネジメント要因とリーダー

徴、人員加配や教員の異動などの制約など課題も

シップの 8 つの実践領域を対照させ比較分析する

多く、また教員に多くの負担がかかることで思う

ことで、組織マネジメントにおける学校間連携の

ように期待される効果を発揮できない実施校も少

4 つのタイプの特性と課題の検証を行い、そのう

なくない。教育委員会や行政から予算面や校区の

えで目標管理型の経営手法からの学校評価への対

見直し、
また教職員に権限を委譲することなどの、

応として、教職員の協働体制の構築と学校と地域・

協力と支援が一層なされることを期待する。目標

家庭が協働する場を意図的につくるなどが重要な

管理の考え方に根ざした公教育システム設計が進

視点であることを明らかにした。

む中で、いかに個々の学校の基盤の脆弱性を克服
し、ネットワークマネジメントを駆使して地域協

３. 結論と今後の課題
学校間連携システムを促進していくマネジメン
トでは、学校間連携を一層強化・ 革新するため
のあり方を、小中連携を、中学校区を単位とした
地域的な共生の視点から捉え、「単一学校経営観」
から「地域学校経営観」への転換を図るための学
校経営のマネジメント観の転換が必要であると

!#

働による学校経営システムを構築していくかが問
われている。

Ԙࠆ⦡․ޟቇᩞߠߊࠅߦ㑐ߔࠆ੍▚ޠ$
ԙ⹏ଔߩᎿᄦ㧔⹏ଔߦၮߠߊᜰዉ⸘↹ߩᚑ㧕$
Ԙᩞ㐳ޔᢎ㗡ޔਥᐙߩ⽿છࠆᩞോ$
ԙ⚵❱ߩࠗࡦߩ⏕ൻ$

Ԙ⻠Ꮷࠍ߳ߒߚᬺ⎇ⓥળ$
ԙోᢎຬ߇⎇ⓥᬺࠍታᣉ$
ԙ㧠ᩞ㧝ߣߥߞߚᐜዊਛ৻⽾ᢎ⢒⥄ਥࠣ࡞ࡊ⎇ⓥ
ࠍᢎ⑼Ფߦዋੱᢙߢታᣉ$

Ԙᣉ⸳৻ဳߩᣂ▽ᩞ⥢㐿㐽ᑼߩ᷷᳓ࡊ࡞$
ԙ㧝ᐕ↢߆ࠄߩᮡḰ㧔㧕⌕↪$
Ԛᄖㇱ⹏ଔ⠪ᐲߦࠃࠆቇᩞ⹏ଔߩታᣉ$

Ԙᬺ⎇ⓥߦࠃࠆዊቇᩞਛቇᩞߩᏅ⇣ߩℂ⸃$
ԙ! ᐕ㑆ࠍㅢߔߎߣߦࠃࠆ⥄Ꮖߩᓎഀߩ⏕ൻ$
Ԛ⎇ୃࠍㅢߒߡߩࡕ࠴ࡌ࡚ࠪࡦߩะ$
ԛዊਛ৻⽾ᢎ⢒ߦࠃࠆᗧ⼂ᡷ㕟ߣ⾗⾰ߩะ$

Ԙዊਛ৻⽾ߒߚ੍▚✬ᚑ$
ԙ' ቇᐕ߆ࠄ ! ቇᐕ߹ߢߩᵹᵴേ$
Ԛᐕ㑆 % ࿁ߩ⹏ଔ⹏ቯ$

Ԙᩞ㐳 ' ੱޔᩞ㐳 * ੱࠍߒ߈ޔ㍿ࡉ࠲ဳ⚵❱߆
ࠄ✭߿߆ߥࡇࡒ࠶࠼ဳ⚵❱᭴ㅧߦߒߚߎߣߦࠃ
ࠅޔᩞ㐳ߩ⽿છࠍ⏕ߦߒߚ$
ԙ↢ޟᵴోޠ
✚ޟോ▤ℂޠ
ޟቇ⠌ㅴ〝ߩޠಽᲤ
ߩᢎຬ⚵❱$

Ԙᐕ ' ࿁ߩో⡯ຬߩᬺ⎇ⓥߩታᣉ$
ԙࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊဳߩ⎇ୃળޔද⼏ળࠍታᣉ$
Ԛࠬࠢ࡞ࠞ࠙ࡦ╬ߩലᨐ⊛ߥᵴ↪ߦࠃࠆޔቇ
ᩞᢎ⢒⋧⺣ߩలታ$

Ԙᢎ⢒ᆔຬળ߆ࠄߩᡰេ$
ԙ+(, ߮ቇᩞㆇ༡ද⼏ળ߆ࠄߩᡰេ$
Ԛၞ⼔⠪߿㑐ଥᄖㇱ࿅ߣߩㅪ៤$

Ԛ࠺ࠩࠗࡦ

ԛኾ㐷ᕈ

Ԝ࠰ࠬ

ԝ࠳㐿⊒

Ԟ⍮⼂⚻༡

ԟ⚵❱㑆ߩㅪ⚿

႓᷼Ꮢ┙╙ਃਛቇᩞ$

Ԙዊਛวห↢ᵴᜰዉోળࠍ⸳ቯ$
ԙቇߩᄐ⑂ࠅࠍၞ⼔⠪ߣߣ߽ߦታᣉ$
Ԛࠨࡑࠬࠢ࡞ߢߩ⨶ේ╙ਃਛቇᩞ↢ᓤߩᜰዉ$
ԛᐜዊߩㅪ៤$

Ԙޟቇജޠ
↢ޟᓤᜰዉߚߞ⛉ߦޠㅪ៤$
$

Ԙᩞോಽߩዊਛ⛔৻ൻ$
ԙዊቇᩞߩᢎቶ↪ߩᎿᄦ$
Ԛዊቇᩞ⧷⺆ᵴേߩᜰዉ᩺ߟߊࠅ$
Ԙቇᩞㆇ༡ࠦ࠺ࠖࡀ࠲ࠍਛᔃߣߒߚᢎ⢒⺖㗴߳
ኻᔕ$
$

Ԙዊਛวหߩડ↹ળ⎇ޔⓥផㅴᆔຬળ$
ԙ㕍㊁ේၞᢎ⢒ᵴᕈൻળ⼏ߣߩㅪ៤$
Ԛዊਛቇᩞ +(, ߣߩㅪ៤$

Ԙዊਛวห⎇ୃ$
ԙᄢቇᢎࠍ߃ߡߩᬺᴺ⎇ⓥ$
Ԛዊਛోᢎຬߩ⎇ⓥᬺߩታᣉ$
ԛวหߩఽ┬↢ᓤᜰዉળ⼏ߦࠃࠆᖱႎ$

Ԙዊቇᩞਛቇᩞߩఽ┬↢ᓤⷰߩォ឵$
ԙᐕ ) ࿁ߩᬺᴺ⎇ⓥߦࠃࠆᢎຬߩࠬࠠ࡞ࠕ࠶ࡊ$
Ԛࡑࡀࠫࡔࡦ࠻⎇ୃߩታᣉߦࠃࠆࡒ࠼࡞࠳⢒ᚑ$

Ԙᬺᴺ⎇ⓥߦࠃࠆᢎຬߩ⾗⾰ᜰዉജߩะ$
ԙዊਛቇᩞ㑆ߩఽ┬↢ᓤⷰޔᬺᗵߩ$
Ԛዊቇᩞਛቇᩞߩᓎഀ⼂$

Ԙᬺ⎇ⓥߦࠃࠆዊቇᩞਛቇᩞߩᏅ⇣ߩℂ⸃$
ԙ! ᐕ㑆ࠍㅢߔߎߣߦࠃࠆ⥄Ꮖߩᓎഀߩ⏕ൻ$
Ԛ⎇ୃࠍㅢߒߡߩࡕ࠴ࡌ࡚ࠪࡦߩะ$

ԘᏒᢎ⢒ᆔຬળߩᡰេដߌߠߊࠅ$
ԙਃਛቇᩞቇᩞㅪ៤ផㅴද⼏ળߩ⸳⟎$
ԙၞⴕ߳ߩఽ┬↢ᓤߩࡏࡦ࠹ࠖࠕෳട$

Ԙᐕ ) ࿁ߩᬺᴺ⎇ⓥ$
ԙ㐿ㅳ㑆ࠍ↪ߒߡߩዊਛቇᩞ㑆ߩᬺෳⷰ$
Ԛቇജ࠹ࠬ࠻↢ᵴ⠌ᘠࠕࡦࠤ࠻ߩਃᩞߢߩಽᨆߣ
⺖㗴ߩ$

Ԙ▤ℂ⡯㧔ᩞ㐳ᢎ㗡㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚㅪ៤ᢎ⢒ߦߟ
ߡߩࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߦߟߡߩ⎇ୃ$
ԙਛၷᢎຬࠍኻ⽎ߣߒߚࡑࡀࠫࡔࡦ࠻⎇ୃ$
Ԛᄢቇ㒮߳ߩᵷ㆜ߦࠃࠆࡒ࠼࡞࠳ߩ⢒ᚑ$

Ԙ╙ਃਛቇᩞߢߩዊਛቇᩞ㧥ᐕ㑆ߩᢎ⢒ࡆ࡚ࠫࡦ
ߩ$
ԙ⼔⠪ၞߩᩞౝߔߴߡߩዊਛቇᩞ߳ߩ㐿ߩ
ታᣉ$

Ԙዊਛቇᩞ㑆ߢߩᩞ⒳㑆ㅪ៤ᬺߩታᣉ$
ԙዋੱᢙᜰዉ ((ޔᜰዉߥߤᜰዉᴺߩᎿᄦ$

Ԙⴕߩ㧢㧟ߩ߽ߣߢߩㅪ៤ߣᵹ$
ԙߑߔሶߤ߽ߩዊਛቇᩞ㑆ߢߩ⛔৻$
Ԛੱޟᮭᢎ⢒ޠ
ޟቇജะޠ
ޟၮᧄ⊛↢ᵴ⠌ᘠ↢ᓤᜰ
ዉࠍޠᩭߦߒߚㅪ៤$

Ԙห৻ᢝౝߦ૬⸳ߐࠇߚዊਛߩᩞ⥢$
ԙၞߣߩ࿑ᦠ㙚ࠬࡍࠬ$
Ԛቇᩞ⹏ଔߩផㅴ$

Ԙᢎຬߩዊਛቇᩞ㑆ᵹᬺ$
ԙ㧥ᐕ㑆ߩቇ⠌♽⛔࿑ߩᣂቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߳ߩኻᔕ$
Ԛዊቇᩞ߳ߩᢎ⑼ᜂછߩ⎇ⓥ$
ԛᬺᡰេ߳ߩਛቇᩞᢎຬߩᵴ↪$

Ԙⴕߩ㧢㧟ߩ߽ߣߢߩㅪ៤ߣᵹ$
ԙᆎᬺᤨ㑆㧔৻㒢⋡㧕ߩዊਛ⛔৻ᤨޔ㑆ഀߩ⺞ᢛ$
Ԛวหᦺળޔวหఽ┬↢ᓤ㓸ળߩታᣉ$
ԛቇᩞⴕ㧔ㆇേળቇ⧓ળߥߤ㧕ߩวห㐿$

Ԙ⧷ᬌ㧡⚖ߩขᓧߦะߌߚᜰዉዷ㐿$
ԙᄖㇱ⹏ଔ⠪ᐲߦࠃࠆቇᩞ⹏ଔߩታᣉ$
Ԛࡐ࠻ࡈࠜࠝ⹏ଔߩታᣉ$

Ԙ⠌ᾫᐲቇ⠌߿ࠬ࠹࠶ࡊࠕ࠶ࡊቇ⠌ࠍታᣉߒၮ␆ቇജ
ߩቯ⌕ࠍ࿑ࠆޕ$
ԙ㧟ᐕ↢એߢᢎ⑼ᜂછࠍታᣉ$

Ԙ& ᐕ↢߆ࠄోߡߩᢎ⑼ߢᢎ⑼ᜂછࠍታᣉ$
ԙ⠌ᾫᐲቇ⠌߿ࠬ࠹࠶ࡊࠕ࠶ࡊቇ⠌ࡓࠗ࠲ࡊ࠶ࠕޔ
ߥߤޔ㧥ᐕ㑆ࠍㅢߒߚᢎ⑼ᜰዉ$

ԙᢎᴺ

Ԙ⟵ോᢎຬߩ㧥ᐕ㑆ࠍޟ㧠㧙㧟㧙㧞✬ߢࠅ߹ߣ߹ߩޠᚑ
ߒߚޔຠᎹዊਛ৻⽾ᢎ⢒ⷐ㗔$
ԙᄢ㑆┄࠲ࠗࡓ㧔' ࿁ '& ಽ㧕ߩታᣉ$
Ԛᄢ㑆┄ṽሼᬌቯߩታᣉ$
ԛᓼ․ޔᵴേ✚ޔว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ࠍ⛔วߒߚޟᏒ
᳃⑼ޠ$
Ԝ' ᐕ↢߆ࠄ⧷⺆ቇ⠌ࠍ♽⛔⊛ߦታᣉ$

⚵ ❱ ࡑ ࡀ ࠫ ࡔ ࡦ ࠻ ⷐ ࿃ 㧔ഃ⠨㐿㧕 ߩ ․ ᓽ$
ຠᎹ┙ᄢ㑆┄ዊቇᩞ$
⋧ᮨේᏒ┙㕍㊁ේዊቇᩞ$

Ԙዊਛቇᩞ㧥ᐕ㑆ࠍ৻⽾ߒߟߟޟ㧠㧙㧟㧙㧞ߣ߹ߩޠ
߹ࠅߢᢎ⢒⺖⒟ࠍ✬ᚑ$
ԙฦᢎ⑼ࠞࠠࡘࡓߦߟߡޔߩቇᐕߩౝኈࠍਅ
ߩቇᐕߢᜰዉߒߩ᧪ᧄߟ߆ޔቇᐕߢౣᐲᜰዉߔࠆߥ
ߤߦޠ࡞ࠗࡄࠬޟቇ⠌ዷ㐿$
ԛ▚ᢙᢙቇ╬ߩዊੱᢙᜰዉ⊒ޔዷ⊛ቇ⠌ߩታᣉ$
Ԝోቇᐕ %& ಽᬺߩታᣉߢޔ
ⴕߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦᲧ
ߴޔᐕ㑆ᬺᤨ㑆ᢙࠍᄙߊ⏕$
ԝᓼ․ޔᵴേ✚ޔว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ㑆ࠍ⛔วߒߚޟᏒ
᳃⑼ޠ$
Ԟ' ᐕ↢߆ࠄ⧷⺆ቇ⠌ࠍ♽⛔⊛ߦታᣉ$

ຠᎹ┙દ⮮ቇ$

Ԙࠞࠠࡘࡓ

$

（図１）ヒヤリング調査校の分析枠組み
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