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（1）イギリス調査からの示唆（望月國男）
（2）イギリス調査からの示唆（貝ノ瀬滋）
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実地調査データ（インタビュー記録）

＜イギリス調査日程（現地日時）
＞
（1）1 日目（10 月 17 日）
午前：視察機関関連資料の確認などミーティング
午後：同上打ち合わせ（通訳の村田氏含む）
（2）2 日目（10 月 18 日）
午前：NFER（National Foundation for Educational Research）
Sigrid Boyd さん他スタッフにインタビュー（途中から最近の学校理事会の動向に詳し
い Tamaris（Tami）McCrone さんが参加、INCA の方から日本の教育事情についてのイン
タビューを受ける）、資料収集
午後：CfBT（Centre for British Teachers）
Karen Whitby さん他スタッフにインタビュー、資料収集
（3） 3 日目（10 月 19 日）
午前：学校理事会関連資料の確認などミーティング
午後：The National Governorsʼ Association
クレア理事長にホテルミーティングルームにおいてインタビュー
（4） 4 日目（10 月 20 日）
午前：The Schools Network（ 旧：The Specialist Schools and Academies Trust（SSAT）
）訪問、
Director Chris Montacute さんに資料送信を依頼
午後：West London Free School 視察（Headmaster Thomas Packer 他にインタビュー）
（5） 5 日目（10 月 21 日）
午前：DFE（Department for Education）9 時に到着するも DFE 側が急な会議のため、お昼に延
期となる
午後：DFE で、学校運営組織の担当官 David McVean さん他にインタビュー
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＜調査報告（論考）
＞
1 イギリスの教育政策と学校理事会の動向―インタビュー調査から―
堀井

1−1

啓幸

イギリスの教育法制と学校理事会

イギリスの近代公教育の起点は、1870 年の初等教育法（フォスター法）である。各行政地域に学
校委員会を設け、これに教育地方税徴収の権限を与え、その地域に有志団体設立学校がない場合、
公立の学校設置を義務づけた。この法律をきっかけに、多くの労働者階級に義務教育の機会が与え
られたといえる。
そして、1944 年教育法によって、「教育大臣の統制のもと」地方教育当局（LEA：今日では、教
育以外のサービスも行う機関として地方当局 LA と呼ばれる）が、当該地域の学校のあり方を規定
するという行政と学校の基本的な関係構造が明確にされた。
しかし、今日のイギリスの学校教育のあり方を基本的に定めているのは、1988 年教育改革法で
ある。
1988 年教育改革法は、国の権力や伝統を重視する新保守主義と自由主義経済を志向する新自由
主義の折衷の産物といわれる。具体的には、ナショナルカリキュラムに象徴される国家の教育課程
管理の原則を明確にするとともに、その一方で、地方教育当局（現在の地方当局）が握っていた予
算権や人事権を個々の学校の理事会に移譲する制度（school governing body system）を導入した。
1988 年教育改革法の下で、自律的学校経営（LMS: Local Management of Schools）の改革が進
み、2010 年アカデミー法などの成立に象徴されるように、現在の保守連立政権下において、教育
課程管理の規制緩和がさらに進むなかで、公設民営型の学校（アカデミーやフリースクール）も生
まれつつある。イギリスの学校理事会の歴史は古いが、こうした近年の教育改革の動きの中で、自
律的な学校経営の内実を問う象徴的な制度として存在するといって過言ではないであろう。
その点、今回のイギリス調査においてみえてきた、学校理事会の実態と課題は、こうした教育改
革の歴史的な文脈の下で理解される。
一つは、イギリスの多様な学校制度のもとで、子どもにとってよりよい学校をつくるために保護
者や地域住民の要求をいかに反映しているかという点である。もう一つは、アカデミーやフリース
クールという新しい学校に象徴される教育課程・運営管理等の規制緩和の動きの中で、ステークホ
ルダー（利害関係者）モデル（Stakeholder model）からビジネスモデル（Business model）に移行
しつつあるイギリスの学校理事会の実態をどうみたらいいかという点である。言い換えると、公益
団体だけでなく、保護者や企業にも公財政による学校新設を認める改革の下で、元々、我が国の学
校運営協議会よりも学校裁量権が大きいイギリスの学校理事会はどのように変化し、学校運営にど
のような影響を与えているかという点である。
前者については、主に、本報告 2 で報告・検討し、「提案」において我が国の学校運営協議会と
の関連で考察・提案を行った。本章では、イギリスにおけるインタビュー調査データの概括を前提
に、後者の視点に焦点化して、学校理事会の現状と課題を考察したい。

1−2

イギリス調査の目的と調査対象機関

本調査に関わって、調査対象機関宛に以下のように本調査の目的を伝えた。
Purpose:
In Japan, a big target of school management is the collaboration between school and community, after
3.11 earthquakes.
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So we going to investigate how English schools are managed under the school governing body system.
Questions:
1. How do you select school governors from policy perspectives?
2. How is the power relationship between head teacher and school governors on LMS?
3. How is the impact of school governors on educational activities?
2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、それに関わって、2011（平成 23）6 月 25 日に提言さ
れた、東日本大震災復興構想会議「復興への提言−悲惨のなかの希望−」において、以下のように
述べられている。
「施設自体が災害時の避難場所や防災拠点となるのは無論のこと、学校を新たな地域コミュニ
ティの核となる施設として拡充していかなければならない。教職員を始め、児童・生徒そして地域
住民が、『減災・防災教育』を通じて、あらためて地域の特性を知り、いざという時に『逃げる』
までの道程を学ばねばなるまい。こうした教育こそが、人と人を『つなぐ』地域における絆を確固
としたものに育て、果ては地域における文化の復興にまでつながっていく可能性を有する」
こうした提言に関わって、「新しい公共」あるいは「学校運営協議会」設置（いわゆるコミュニ
ティ・スクール）など、地域コミュニティの核としての学校運営のあり方（ガバナンス改革）も改
めて問われることになった（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提言「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−」2011 年 7
月 5 日）
。すなわち、今日の学校は、防災の拠点となるために、ハード面だけでなく、ソフト面の
「つなぐ」機能の強化も求められるのである。
くしくも、筆者は、平成 23 年度の文部科学省委託事業において、本調査研究（「コミュニティ・
スクールの推進に関する教育委員会及び学校における取組の成果検証に係る調査研究」）だけでな
く、「震災時対応プロジェクト」
（正式には、平成 23 年度文部科学省委託研究「震災時における学
校対応の在り方に関する調査研究」日本教育経営学会・国士舘大学『学校運営の改善の在り方に関
する取組』）に関わることができた。その点、イギリスにおける学校理事会の調査研究は、「地域
とともにある学校づくり」に関わって我が国のこれからの学校運営のあり方を探るために多くの示
唆を与えてくれた（この点は、多量なインタビューデータをまとめるにあたって、基本的な問題意
識として意識したことであるが、紙数に限りがあるので稿を新たに考察したい。本報告では、提案
を参照されたい）。
現地調査機関及び主なインタビュー対象者は以下のとおりである。
（1）NFER（National Foundation for Educational Research）
インタビュー対象者：Sigrid Boyd、Tamaris（Tami）McCrone
Address: Centre for Information and Reviews
National Foundation for Educational Research（NFER）
The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire, SL1 2DQ, UK
（2）CfBT（Centre for British Teachers）
インタビュー調査対象者：Karen Whitby 他
Address: CfBT Education Trust
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60 Queens Road, Reading, Berkshire, RG1 4BS
（3）The National Governorsʼ Association
インタビュー調査対象者： NGA Chair

Clare Collins

本調査団滞在ホテルにてインタビュー
（4）The Schools Network（ 旧：The Specialist Schools and Academies Trust（SSAT）
）
インタビュー調査対象者 :Director Chris Montacute
Address: 16th Floor Millbank Tower
21-24 Millbank, London SW1P 4QP
（5）West London Free School
インタビュー調査対象者：Headmaster Thomas Packer 他
Address: Cambridge Grove, Hammersmith, London W6 OLB
（6）DFE（Department for Education）
インタビュー調査対象者 :David Mcvean, Andrew Charlesworth-May, PennyJones, Debra Dance
Address: Strategic Analysis of Department for Education
5th Floor, Sanctuary Buildings, London

1−3

学校理事会の動向とスポンサー理事の役割

2 で詳述するように、イギリスでは、古くから学校理事会が設置主体及び地域の側から学校に対
する指示と援助を行い、カリキュラムや財政、人事について一定の意見を反映するシステムとして
存在していた。 しかし、1944 年法において、LEA（現在は LA）設立の公立学校では、すべてのガ
バナーを LEA が指名、有志立学校では学校設置者が 3 分の 2 、LEA が 3 分の 1 という具合に、保
護者や地域住民が指名されることは少なかった。 1970 年代に、親や地域の関心と運動が高まる中
で、保護者や教師の代表がガバナーとして指名されるようになった。
特に、最近になって、従来の公立学校（maintained school）よりさらに運営裁量が大きいアカデ
ミーやフリースクールが増加しつつあり、ガバナーに、保護者や教師の代表者だけでなく、地域の
代表者として企業関係者も入ることが可能になった。
こうした学校理事会の現状を調査した NFER（National Foundation of Educational Research）の
Tamaris McCrone 氏によれば、「ガバナンスモデルへの人々の興味は、フリースクールまたアカデ
ミーの増加に伴って増えてきた。と言うのも利害関係者モデルにおいて、最も重要なことは地域社
会（local community）を代表する理事が『いる』ということ。しかし、ビジネスモデルでは『い
る』だけではなく、選ばれた理事にビジネススキルがあるということを確かにすることがより強調
されている。」とのことであった。ただ、氏が実際に調査してみると、
「ガバナンスモデル自体に重
要性はなく、校長（Head teacher; 以下 HT）と GB（government body; 以下 GB）の力関係（power
relationship）がより重要であるとの結果が出た。」とのことであった。
氏の調査によれば、学校理事の人材の確保について「学校によって、多くの人材が集まるところ
もあれば、例えば貧困地域や都会では学校理事を探すのが困難な場所もある。総じて理事になりた
いという人は十分にいるが、これらの人々の適材適所（学校へ）のプロセスが難しい。
」として、
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人材確保の難しさを指摘している。ビジネスモデルとしての学校理事会においても、これまで同様
に、学校と学校理事会の力関係が学校の成果を左右することに変わりないが、その学校の校長や学
校理事に人材を得ることが難しいという状況も変わりはないようだ。
氏は、人材確保が難しいという状況の下で、企業関係者が理事に加わることの意義を次のように
述べている。
「フリースクールやアカデミーにとって良いスポンサー理事を持つこと（Sponsor governance）
は重要である。仮に特定の団体がアカデミーを資金援助していれば、通常はその団体の代表は GB
に加わる。また保護者代表理事については、理事が単純に『保護者の視点の代弁者・代表者』とい
うものであってはならないように、GB が『違った背景を持った理事のひとつの集合』でなくては
ならないからである。GB は学校管理におけるすべての側面において関わっていく必要がある。
」
スポンサー理事はコミュニティ（地域）からの選出という形をとる。インタビュー結果からいえ
ば、スポンサー理事は資金援助という現実的な視点から重要なだけでなく、あくまでも「違った背
景をもった理事」の一人ととらえる視点に留意したい。
「違った背景をもった理事」が設立にも関
わることで、地方行政の制約を受けない地域の多様なニーズに応じた学校が増えることが期待さ
れ、学校選択の幅も拡がっているとみることもできる。
また、GB は学校がどのようにして地域コミュニティのすべての子どもたちや若者に対して助
け、サポートできるかを考慮することが求められる。ビジネススキルや資金を得ることで、保護者
やその子どもたちに向けた、第 2 言語としての英語コースの開講、学校の開校時間の延長が可能に
なるなど、地域コミュニティに果たすスポンサー理事の役割も大きいといえる。

1−4

教育政策としてのアカデミー、フリースクール設置奨励

教育省企画政策局（Strategic Analysis of Department for Education）でのインタビュー調査によ
れば、2010 年 5 月に新政権が発足し、それ以降、アカデミーの開校が増加し、2003 年から 2010 年
までに 200 校が設立された程度だったものが、2010 年から今年（調査時点）までには 900 学校が開
校されたとのことである。政府は最終的には学校を LA の管轄から外し、アカデミーへの移行をし
たいと考えているという。
アカデミーは LA の介入を全く受けていない。しかし（いわゆる）文部大臣（secretary state）と
の署名合意によって統制されている。資金合意は契約的な関係で、アカデミートラストの中におい
て制限を設けて認可するため、民間企業が GB の主体となる場合もアカデミー法（2010 年 7 月成
立）の下でのスポンサーとなる。文部大臣が合意に署名すると、”Young Education Funding Agency”
と呼ばれるエイジェンシーが設置され、国と個々の学校のお金の流れを確実なものとするため、厳
しく監視し、公的資金における規定を犯すことないようなチェックが行われる。フリースクールは
法的には、アカデミーの一種であるが、地域に対してより責任を持っているという。
（写真は、現
在の教育省閣僚の写真、教育省フロアーにて）
アカデミーやフリースクール設立のための支援を積極的に担っている CfBT Education Trust にお
けるインタビュー調査において、こうした国の施策の背景として、アカデミーやフリースクールを
出生率の高い地域や子どもの人口比が高い場所（つまりその地域の学校の数が子どもの数に対し少
ない場所）、そして教育の質が問われている学校（保護者が求める教育を学校が提供できていない
とされている）がある場所へ、自由に設置できるようにしたいという政策意図があると指摘してい
た。
すなわち、アカデミーやフリースクール増加の背景には、
「教育の不均衡」をなくしたいという
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施策意図があるという指摘である。とりわけ政府は貧困地域により多くの学校の設立を可能にする
ことで、ここに住む子どもたちへ教育の機会またチャンスを提供したいと考えている。これらの点
は、2010 年 7 月のアカデミー法においても、2010 年 11 月の教育白書「教職の重要性」にも述べら
れており、現政権の教育政策の重要な柱といえよう。
ちなみに、CfBT Education Trust は、いわゆる半官半民の教育機関であるが、教育水準院（Ofsted）に代わり約 7000 校を監査している機関でもある。それは、施策として、いわゆる民間活用の
流れを汲む活動であるが、特に、現在の連立政権が教育関連経費を削減していることと関わって外
注先として重要な機関となりつつあるようだ。その点、
「教育の不均衡」をなくし、学力水準の向
上を図る施策は、一面において経済効率性と結びついているといえなくもない。
この点に関わって、CfBT Education Trust の関係者が、イギリスにおいて影響力が大きい教員組
合の意見を引用して以下のように語っていることは興味深い。
「教員組合（NUT:National Union of Teachers）はフリースクールをよくは思っていない。理由は
フリースクールの教員が必ずしも資格を持っていなくてよいからである。また、フリースクールは
授業時間も自由であるために、規則に縛られ
ていないことも問題視しているところがある
（つまり、法的に勤務時間が長くなりすぎる
など教員の負担に対する批判などがある）
。
こちらの側とすれば、当然フリースクールで
働く教員は、契約内容を理解しているので問
題はない。また他にも、NUT は教育に関す
る専門性を持ち合わせていない保護者が学校
経営などに介入してくることもよく思ってい
ない。NUT は、政府は既存の学校により投
資するべきであり、新しい学校設立へ無駄な
投資をすべきではないと思っている。これに
関しても、こちらの視点でいえば、通常の学校と同じように Ofsted の監査はあるから質の保証は
できると考えている。」
フリースクールは 2011 年 9 月に 24 校開校し、2012 年度開校に向けて 281 校の応募があり、その
うち、国に認可された学校は 55 校であるという。連立政権がフリースクールを奨励していると
いっても審査は必ずしも容易ではないという事実は押さえておきたい。

1−5

アカデミー、フリースクールの学校理事会の可能性と責任

我々が訪問したフリースクール（West London FS：写真は正門）には HT（学校ガイドでは
Headmaster）に 160 人もの応募があったとのことである。イギリスは、教員不足が慢性化してお
り、その点、校長にこれだけの応募があったというのは、この学校やこの学校のある地域への人気
度が高いといえよう（フリースクールであっても場所によっては 9 人しか応募者がいない学校もあ
るとのことであった）。
「提案」1 において望月が注目しているように、アカデミーやフリースクールには確かに他の学校
にはない自由性、教育課程の特徴がある。LA からの自由であったり、雇用の自由であったり、ま
たカリキュラムにおいてはかなりの自由を持っている。
本調査は、フリースクールの実践まで評価するものではないが、ただ、West London FS のイン
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タビュー調査において、良い教員が集まる理由として、
「理念のためだと考えている。とりわけ新
しい学校のため、熱意ある先生方が集まるようになっている（自由裁量のあるカリキュラムなどが
魅力）」と述べている点に留意したい。すなわち、学校理事会と学校の教育活動との関わりという
点で、アカデミーやフリースクールにおいては学校の理念が戦略として明確で教師にとっても魅力
的に映っているのである。
この点に関わって、長年、公立学校の学校理事を務めてきた The National Governorsʼ Association
の理事長である Clare Collins 氏は以下のように述べている。
「アカデミーはビジネスマンのようなもの。アカデミーは新しいものであるのだが、すでに数校
のアカデミーが提唱するように、学校がビジネス的であれば、よりよくなるという考えがある。
よって学校にはよりビジネス（商業的）になる余地が多い。アカデミーがよく機能している点とし
ては、GB の役割として学校の目標（vision）を立てられること。典型的に見られることとして、
アカデミーはここから変えている。よって高い水準の目標を立てられるという点にある。
」
（写真は
クレア氏）
アカデミーの GB においては、学校目標の制定や学校の戦略的方向（strategic direction of school）
などが明確であり、その実現に向けて積極的に HT をサポートかつチャレンジする視点（critical
friend と呼ばれている視点）が明確になっているようだ。
アカデミーは LA によって縛られることなく、どのサービスを、どこから購入するかという点に
おいては完全に自由である。しかし、アカデミーは自由もあるが、その分責任もある。
「アカデ
ミーが自分たちでやること」を政府はプラスとして受け取っている。悪い方向へ向かった場合は政
府はアカデミーの問題に直接介入できる権限がある。
公費維持学校については、GB が機能していなければ、理事を代えることができるが、LA の学校
としては維持される。しかし、アカデミーの場合は（究極の例として）
、当該校の目的と直結して
いるために、学校そのものの存廃に関わる。教育課程経営において規制緩和を図るアカデミーやフ
リースクールの導入と制度化は、自由度の大きさと同時に重い責任も担わせる両面性をもった教育
政策といえるかもしれない。
イギリスでは、財政的な背景、学歴、政策管理などの専門性を持っている人々のビジネススキル
をより GB に活かすことができるよう、今後、さらに学校理事の門戸を自由に広げたいという意図
がある（Strategic Analysis of Department for Education でのインタビュー調査から）
。その点からい
えば、今後、アカデミーやフリースクールの増加とともに、学校の目的と直結した GB の構成にな
るようにさらなる規制緩和が進みそうである。
ただ、イギリスでは、アカデミーやフリースクールの増加や学校理事会の構成の自由度が高まる
傾向がみられる一方で、従来から問題になっていた教員不足に加え、責任の大きさから HT になる
より教員としてクラスルームに留まる教員が増えている傾向があることも指摘されている（今回の
調査において、幾つかの調査機関において同様の発言があった）
。当然のことではあるが、理念を
明確にし、そのための具体的な戦略を立てれば、それが実行されているかチェックされる。アカデ
ミーやフリースクールは自由度が高いだけ、逆にその達成責任が具体的な形として問われるのであ
り、公費での運営という制約のある分、短期での達成が難しいという側面もあることが予想される
のである。

1 − 6 「地域とともにある学校」とビジネススキル
近年、我が国でも管理職になることを嫌う傾向があると指摘されている。管理職の権限が強めら
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れれば責任が大きくなるのはわが国でも同様であろう。特に、
「おらが学校」という意識を醸成し
やすいとされ、学校と家庭、地域の結びつきを求められる我が国においては、地域との連携を積極
的に図る管理職のリーダーシップが求められる。そのためには、保護者や地域住民の要求をしっか
り踏まえることが大切である。
学校運営協議会は保護者や地域住民の要求を踏まえていくための制度的な仕組みではあるが、ガ
バナンス改革という点では見えにくい。すなわち、学校運営協議会のどのような機能が、学校ある
いは学校を核とした地域づくりにとって、どのような成果につながるのか。成果に関わって（子ど
ものために）、保護者や地域住民の参加から参画へのプロセスはどうあるべきか、課題はないかな
ど核心的な事柄について、検討の余地が大きい。わが国では、東日本大震災を経て、これまで以上
に地域との見直しをしなければならないとしながらも、地域をどのように把握し対応すべきかにつ
いては模索状態にあるのである。
これまで述べてきたようにイギリスでは、スポンサー理事が地域の代表者としてより多く参入す
る方向にある。企業的な論理が優先されれば、目的と手段の関係は明確になりやすいが、多様な要
求を有する地域との関わりは逆に不明確になる危険性もある。
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提言「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−」
（2011 年 7 月 5 日）では、「地域とと
もにある学校」が学校運営に備えるべき機能として、以下の 3 点を挙げている。
①関係者が当事者意識を持って「熟議（熟慮と議論）」を重ねること、
②学校と地域の人々が「協働」して活動すること
③学校が組織として力を発揮するための「マネジメント」
そして、その実現のための「仕掛け」として、以下のような仕掛けが例示されている。
＜学校運営に関する「熟議」を引き出す「仕掛け」の例＞
・学校運営協議会
・学校関係者評価委員会
・学校説明会、関係者連絡会等の形で開かれる意見交換の場 等
＜学校と地域の人々の「協働」を引き出す「仕掛け」の例＞
・学校運営協議会、学校関係者評価
・学校支援地域本部、放課後こども教室 等
＜学校の組織としての「マネジメント」を引き出す「仕掛け」の例＞
・校長の在職期間の長期化、優秀な民間人や一般行政職の公務員の校長への積極登用、教員の公
募制の導入
・副校長・教頭や主幹教諭、事務職員を含めたマネジメントを担う組織の整備 等
＜学校間の連携・接続を引き出す「仕掛け」の例＞
・小中一貫教育の推進
・複数の小・中学校を含む中学校区を単位とした地域の人々との協働体制の構築
崩れつつあるといっても地域という教育基盤が残っている（大切にされる）我が国において、多
様な制度的な仕掛けを多面的に活用しながら、地域とともにある学校のパワーアップを図っていく
必要があると思われる。
わが国でも、学校運営協議会という仕掛けが浸透しつつある。しかし、その一方で、学校説明
（会）も不十分な学校も少なくない。今日のイギリスの学校理事会にみられるビジネススキルの視
点も仕掛けの一つとして活用できる余地がある。
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＜主な収集資料＞
・West London Free School Prospectus（2011 年 10 月入手のもの）
・Governing Matters（September/October 2011）
・The ʻhidden giversʼ: a study of school governing bodies in England（CfBT）
・Research report: To the next level; good schools becoming outstanding（CfBT）
・Research report: Nurturing a thousand flowers; International approaches to government funded,
privately provided schools（CfBT）
・Literature Review: School inspections; what happens next?（CfBT）
・Synthesis paper: Internationals comparative study in mathematics teacher training（CfBT）
・Guidance: Closer to home; how to help schools in low-and middle-income countries respond to
childrenʼs language needs（CfBT）
＊本調査は、堀井を調査代表として、本報告における執筆者と佐藤晴雄（日本大学：本研究代表
者）
、佐久間邦友（日本大学大学院：調査団マネージャー）によって行われた。訪問先では、各
機関の研究員、行政担当官、学校長あるいは担当職員の方々から丁寧にご説明をいただいた。通
訳として村田彰子氏にお世話になった。また、関係機関へのアポイントには、文部科学省イギリ
ス調査官の篠原康正氏にお世話になった。ここに厚くお礼申し上げたい。
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2

学校理事会と学校運営協議会

仲田

康一

前章では、学校理事会の動向を、今日の教育政策や、日本の現代的課題に即して論じた。本章で
は公財政によって運営される学校における理事会の権限・構成について整理し、インタビューで得
られた知見を踏まえながら日本における学校運営協議会との違いについて若干の検討を施す。

2−1

学校理事会の権限と機能

学校理事会は、学校運営に対して包括的な権限を持つ、最高意思決定機関とされる法人格であ
る。その権限と責任については次のようにまとめられる。
表 2 − 1 ：学校理事会の役割 i
2.18
すべての公財政によって維持される学校（maintained school；EAii2002, siii19）は、学校理事会という法
人を持たねばならない。理事は 18 歳以下の者ではならない（School Governance（Constitution）
Constitution）
）
（EngEngland）Regulations 2003, S/Iiv2003/348, Schv 6）。学校理事会には次のような義務がある。
（1）政府による規則に従う（EA2002, s20）。
（2）学校の運営においてそれが高水準の学業達成を保障するための責任をもつ。付託条項（terms of
reference）によって学校理事会の校長と比較した時の相対的な役割が示される（EA2002, s21）。
（3）Foundation / Voluntary Aided / Foundation Special Schools において、予算が移譲されていない場合を
除いて EA2002, s36 に示される教職員を雇用する（EA2002, s36（7））
。
（4）学校の有る時間無い時間を問わず、その建物の共有や使用について管理する（EA2002, s31）。
（5）他の制定法的文書によって示されていない異議申立ての対処についての手続きを作る（EA2002,
s29（1）
（a）
）
（6）
（校長と共に）学校の校内外での活動における構成員の健康と安全に関わる LEA による指示に従う
（EA2002, s29（5）
）
（7）Community / Voluntary Controlled / Community Special Schools では、時程（times of school sessions）
を決め、Foundation / Voluntary Aided / Foundation Special Schools においては学期及び休暇の日数と時
期、そして時程を決められる（EA2002, s32）。
（8）ウェールズにおいては、理事による報告書を作成し、用意し、LEA から求められたら提供する
（EA2002, s30）
。
（9）
9）
）ウェールズにおいては、定められた例外（Annual Parentsʼ Meetings（Exemptions）
Exemptions）
）
（Wales）
Wales）
）Regulations 2005, SI2005/2911）を除いて毎年保護者会を開く（EA2002, s33）。
（10）生徒に公的な試験を受けさせる（EA1996, s402）。
（11）性教育に関する明文化された方針を作成し（EA1996, s404）、
（LEA と校長と協力して）性教育が
道徳的関心と家族生活の価値に関する教育を含むようにする（EA1996, s403）
。
（12）
（LEA と校長と協力して）政治的な教化を禁じ（EA1996, s407）、（LEA と校長と協力して）政治的
な事項についてのバランスのとれた扱いを確かならしめる（EA1996, s403）。
（13）委任された予算を管理する（SSFAvi1998, s49）（学校理事は、もしそれが善意でなされた結果であ
れば、その結果を追求されない；SSFA1998, s50（7）
）。
（14）行動や規律に関する明文化された声明書を出す（SSFA1998, s61）
。
（15）放校された生徒に対する種々の義務を果たす（EA2002, s52）
。
（16）宗教教育と宗教集会を確保する（SSFA1998, s70）。
(17）
）Foundation / Voluntary Aided Schools においては、入学事務局として機能する（Community / Voluntary Controlled Schools においては、学校理事会に移譲されている；SSFA1998, s69）
。年度ごとの入学に
関する情報を公開する入学者へのアピールをする（SSFA1998, s70）。
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（18）家庭と学校との契約を受け取る（SSFA1998, ss110-1）
。
（19）バランスがとれており、広範に受け入れられる教育課程を保障する（EA2002, s79）。
（20）Foundation / Voluntary Schools においては、法に関する変更に対する意見を申し出ることができ
（SSFA1998, s28）
、法の停止を求めることができる（SSFA1998, s30）。
（21）特別な教育的ニーズを持つ生徒に対する義務を守る（EA1996, s317）。
（22）特別な教育的ニーズの判定書でその学校名が示された時、入学を認める（EA1996, s324（5））
。
（23）特別な教育的ニーズのコード・オブ・プラクティスを守る（EA1996, s313）。
（24）健康と安全に責任を持つ（Health and Safety at Work Act 1974, s4（2））。
（25）規則に指示されたときには出席率のターゲットを設定する（SSFA1998, s63）。
（26）規則に従う理事への手当金を支出する（EA2002, s19（3）
（f），Education（Governors’ Allowances）
。
（England）Regulations 2003, SI2003/523）
（27）生徒の人権（the welfare of pupils）を守る（EA2002, s175）。
（28）生徒に関わる全ての事柄についてガイダンスに従って生徒の意見を聞く（EA2002, s176）
。
（29）学校への苦情処理手続をまとめる（EA2002, s29）。
（30）学校の高い教育水準の達成を促す（EA2002, s21）。
（31）保護者協議会（parent council）を設立する（EA2002, s23A）
。
（32）学校プロファイル（school profile）を作成し公開する（EA2002, s30A）
。
学校理事会は次の権限を持っている
（1）予算に関する任意の権限を校長に委任する（SSFA1998, s50（6））。
（2）予算を移譲された Community / Voluntary Controlled / Community Special Schools では、LA が雇用者
であっても、教職員を任命する（Foundation / Voluntary Aided / Foundation Special Schools では、学校理
事会が雇用者となる）
（EA2002, s36）
。
（3）2 度放校になった生徒の入学を拒否するアピールを作成する（SSFA1998, s95）。
（4）学校外で行われる非宗教的なカリキュラムの一環として何らかの教育や訓練を受けることを要求し
たり（EA2002, s29（3）
）、行動を改善させる（EA2002, s29（A））。
（5）学校の運営に関してあらゆる必要かつ可能な方法を取る（EA2002, Sch1）。
（6）一定の限定のうえで、施設やサービス（EA2002, s27, Sch1）をコミュニティに開く（EA2002, s28）
。
（7）他の学校の理事会や LEA に対して助言や助力を行う（EA2002, Sch1（3）
（2））
。
（8）金銭の借用、土地や財産の取得や処分、契約の締結、贈与の受領、投資をする（EA2002, Sch1（3））。
i

Ford, J., Hughes, M. and May Karen (2010) Education, Law and Practice (3rd ed.) Bristol: Jordan Publishing, pp.19-22.

ii

Education Act のこと。

iii

section のこと。

iv

Statutory Instruments のこと。

v

Schedule のこと。

vi

School Standards and Framework Act のこと。

vii DfEE（2010）
、The School Governance (Constitution) (England) Regulations 2007, NfER 提供資料より。

このように、学校運営の教育課程・予算・人事について極めて幅広い役割が与えられているとこ
ろに学校理事会の特徴がある。また、2002 年教育法のセクション 21 や、Department for Children,
Schools and Families（2010）Guide to the law for school governors, p.11 1 においては、
「公費によって
運営される学校（maintained school）において、学校理事会は、高い水準の学業達成を推進すると
1 政権が変更されるまえの教育担当省名である。現在は Department for Education（DfE）であるが、DfE のホー
ムページには 2010 年版が掲載されている。
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いう観点で学校を運営するという包括的な責任を有する」とされている。
この役割を達成するために、理事会組織としては理事長（chair）と副理事長（vice-chair）を理
事会内の選挙にて選ぶ。さらに、一定の規則に基づいて委員会（committee や sub-committee と呼
ばれる）を設置し、そこに権限を委譲することもなされている。
日本の学校運営協議会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 47 条の 5 の規定によっ
て、①校長の作成する学校運営の基本方針を承認する、②教育委員会や校長に対して学校運営に関
する意見を述べることができる、③任命権者に対して教職員の任用に関する意見を述べることがで
きる、という権限を有しているが、このうち、後二者は「ことができる」規定にとどまる。また学校
財務においても大きくは移譲されておらず、人事についても県費負担教職員制度の枠内で任命につ
いて意見を述べる権限にとどまる。しかし、同時に、学校運営協議会のメンバー自身が地域活動や
学校支援に積極的に乗り出し、むしろそちらの活動のほうが権限事項よりも活発であるとも言える。
こうした我が国の現状と比べると英国では、単なる参加という枠組みを超え、学力水準など学校
教育の質の面も含めて学校運営の大きな責任があることが強調されており、学校支援活動や地域活
動については、必ずしも重きを置かれていないように思われる。イギリス学校理事会理事長である
Claire 氏が「理事会があることによって地域の絆が深まるというプラスの波及効果はあったか」と
の問いに対して、
「直接的な関係ではないため、波及効果を期待することは難しい。そのようなこと
があればもちろんよい」との答えているのはその現れであろう。
なお、学校理事会と校長との関係については、The Education（School Government）
（Terms of
Reference）
（England）Regulations 2000 2 において、表 2 − 2 にまとめたような規定がなされてい
る。学校理事会と校長それぞれの役割には相互に対応関係があることが見て取れよう。学校理事会
が「概して戦略的な役割を満たすように機能する」のに対し、校長がその日常的な実施や報告を担
うという関係となっている。
表2−2

学校理事会と校長の関係

学校理事会の役割
4.
（1）学校理事会は学校を運営する上で概して戦略的な
役割を満たすように機能するものである。
s t r a t e g i c
（2）学校理事会は、次に掲げる項目について戦略的フ
f r a m e w o r k
レームワークを構築する。
a i m s a n d o b j e c t i v e s
setting
（a）学校の教育目的・目標の設定
（b）上記の目的・目標を達成するための政策の設定
（c）上記の目的・目標に関するターゲットの達成
（3）学校理事会は、設定された目的・目標に向けての
進展をモニター・評価し、それに照らして定期的に戦
略的フレームワークを見直す。
（4）（2）（3）で示された機能を行使する際、学校理事
会は、次のことに留意する
trust deed
（a）学校に関係するあらゆる信託文書に従う（法律
に基づく範囲で）こと。
（b）5（2）に定められた校長の助言を考慮すること。
「批判的友人」として
（5）学校理事会は校長にとっての
行為するものとする。
すなわち、
校長がその役割を満た
すことができるよう支援し、
同時に建設的批判を行う。

校長の役割
5.
internal organisation
management
control
（1）校長は、学 校組織内部や、その管 理・統 制を行
い、学校理事会が構築した戦略的フレームワークの実
施に責任を負う。
（2）校長は、戦略的フレームワークの構築や見直しに
関わって、学校理事会に助言を行う。また、次に掲げ
る項目を行う。
aims and objectives
formulate
（a）学校の教育目的・目標を定式化し、学校理事会
による承認、修正、または不認可の判断を得る。
（b）上記の目的・目標を達成するための政策を定式
化し、学校理事会による承認、修正、または不認可
の判断を得る。
（c）上記の目的・目標の進捗を測るターゲットを定
式化し、学校理事会による承認、修正、または不認
可の判断を得る。
（3）校長は、設定された目的・目標に向けての進展
や、特別に重視されるターゲットの達成度を少なくと
も 1 年に 1 回、学校理事会に対して報告するものであ
る。

2 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/2122/pdfs/uksi_20002122_en.pdf
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2−2

学校理事会の構成

学校理事会の理事構成は、The School Governance（Constitution）
（England）Regulations 2007 に
おいて規定されている。これによれば、公財政で賄われる学校である Community / Community
Special School、Foundation / Foundation Special、Voluntary Aided School（VA）
、Voluntary Controlled
（VC）、Maintained Nursery School（MNS）には、それぞれ学校理事会の構成規定がある。
まず、学校理事会の人数は、ひとつの学校につき 9〜20 人が原則となっている。
次に、カテゴリ（関係するステイクホルダーの区分）の規定が存在しており、ある学校種の理事
会にどのカテゴリが含まれるべきか、どのカテゴリにはどの程度の代表性が求められるか、も定め
られている。カテゴリには､ ｢保護者 parent｣ ･ ｢教職員 staff｣ ･ ｢地方当局 LEA3｣・｢コミュニティ
Community｣・｢設立者・パートナーシップ Foundation/Partnership｣ という 5 つがある。任期はすべ
てのカテゴリにおいて最長 4 年を原則としている。
投票の手続きによって選出される厳密な意味での代表（representative）は、「保護者」並びに
「教職員」理事である。「保護者」理事は、保護者が選挙権を持ち、投票によって選出される代表で
ある。「教職員」も、教員及び職員から選挙によって選出される。保護者理事は、保護者全体に対
して意向を汲むような努力をするべきものとされている。インタビューでも、Claire 氏によって
「例えば保護者理事であれば、例えば校庭などで会ったときの雑談などからくみ上げることができ
る。もっと難しい問題は、下から上へ持っていく意見ではなく、理事会から両親などへ返していく
こと。ウェブサイトやニュースレター、HT からの手紙を通して理事会の意見を両親に返していく
ようにしている」との発言がなされている。
これに対して「地方当局」「コミュニティ」
「創設者・パートナーシップ」は、当該カテゴリ全体
による投票は行われない。「地方当局」については、学校がその支援を求める事のできる高い能力
を持った人間が任命（appoint）されるよう促されている。
「コミュニティ」は学校周辺地域の利益
を代表するような人物が任命される。地域在住在勤の人物、あるいは、学校のガバナンスや学校の
成功に関心を持つ専門的人物やビジネス界の人物が推奨される。この他、学校の創設者など「創設
者・パートナーシップ」理事を任命することもできる。このように、代表（representative）
、任命
（appointed nominee）という代表性の度合いに応じた用語の違いがあることにも注意したい。
Community / Community Special School、VA、MNS の理事会には 4 つのカテゴリ、Foundation /
Foundation Special と VC については 5 つ全てのカテゴリが含まれるべきとされている。その具体的
な構成は、表 2-3 に示したとおりである。少しずつ学校の状況に応じて異なっていることが見て取
れよう。
こうした構成に関して、NFER での聞き取りによれば、理事会のサイズがどの程度であることが
最適かとの論争があるとのことである。しかし調査では GB のサイズは気にかけるほど重要な点で
はないとの結果が見られた。重要なのは先述した校長と理事（特にその長）との関係性である。批
判的友人との文言がくりかえし提唱されることは、それが現実としてすべての学校に当てはまるわ
けではないことを逆照射しているようでもある。NGA の Claire 氏は、校長が適切な情報提供を行わ
ないという校長の問題や、理事の側においてもそれを十分に分析する能力が足りず、研修が課題で
ある旨指摘していた。また、人集めの苦労も多く語られ、地域や学校によっては欠員が出ているこ
とも述べられている。
3 LEA は 2006 年に廃止され現在は LA（Local Authorities）と呼ばれるが、この Regulations では LA から任命され
る理事を「LEA 理事（LEA governor）
」としている。
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なお、NGA は、理事に対する情報提供機能や研修プログラムも有しており、こうした全国組織
が学校理事会の支援を行なっていることは日本にない特質であろう。
表2−3

学校理事会の構成
理事のカテゴリ

学校の種類

Parent

Staff

LEA

Community

Governor

Governor

Governor

Governor

・Community
全体の1 / 5

・Community Special
・Maintained Nursery

少なくとも
全体の1 / 5

・Foundation Special

・Foundation Special
but not Qualifying
Foundation Schools

えてはならない。
少なくとも 1 名。校長を含む。

も可。
少なくとも
全体の1 / 3

全体の45％を超
えてはならない。
他のカテゴリを
回らなければな

を算入して少な
1 / 3と す る こ と

少なくとも 2 名。

最 大2倍 ま で 上

Foundation理 事
くとも全体の

・Voluntary Controlled

−

えてはならない。

少なくとも 1 名。
少なくとも
少なくとも 2 名。全 体 の1 / 5を 超
全体の1 / 10
全体の1 / 3を超 えてはならない。

（with a foundation）

・Voluntary Aided

Governor

全体の1 / 4を超

少なくとも
（without a foundation）
全体の1 / 3
・Foundation

Foundation Schools

Partnership

少なくとも 2 名。

・Foundation

･Qualifying

Foundation /

らない。
少なくとも 1 名。

他のカテゴリを

全体の1 / 10を超 −

2 倍に上回らな

えてはならない。

えてはならない。

少なくとも 1 名。
少なくとも
全体の1 / 5を超
全体の1 / 10
えてはならない。

少なくとも 2 名。
全体の1 / 4を超
えてはならない。

まとめ
以上、学校理事会の権限規定と、属性要件規定をみてきた。ここから分かることは、学校理事会
には法制度上多くの役割が与えられ、単なる学校参加の制度というよりは、学力向上という大きな
教育政策の目標を学校単位で推進し、校長とともに学校経営を行う学校経営の中核に位置づけられ
るガバナンス機関であるということである。権限は大きく、多岐にわたり、それを担うべき理事の
属性要件も、日本と比べ圧倒的に詳細であるといえる。日本の学校運営協議会では、こうしたガバ
ナンスの機能より学校支援機能を持つ実働部隊的な性格を兼ね備えていることもあり、単純な比較
は困難である。また、聞き取りでは、その責任を大きすぎるとする声と、適任者確保の困難性に対
する声が出てきた。1980 年代後半から権限が強化された学校理事会であるが、それから 20 年以上
経ってもそうした問題は解決されていない。すなわち、政策的に手当不能な領域に属するものがあ
るということであろう。日本においても今後の展開が期待されているが、イギリス学校理事会を過
度に理想視せず、日本の制度の特徴を踏まえて漸進することも一つの方向性であろう。
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＜提案＞

1

イギリス調査からの示唆
望月

1−1

國男

イギリスの教育改革

10 月 17 日（月）最初の訪問先は NFER（National Foundation of Educational Research）であった。
学校理事会等の説明が終わり、質疑の最初の質問は担当者から「日本は政権が変わったが、教育は
どのように変わったのか」という質問が私たちにされ、私は大変驚いた。この質問に象徴されるよ
うに、イギリスではこれまで労働党、保守党の政権が変わるたびに教育も変わってきた。
イギリスの大きな教育改革は 1979 年に登場したサッチャー政権が「イギリス病」克服の一環と
して取り組み始めたものである。イギリスは 1970 年代になると、いわゆる「イギリス病」と呼ば
れる経済危機が進行し、加えてロンドン等の都市部を中心に公立学校の荒廃、学力低下に対する批
判が多くの人たちから出され、公立学校の効率的な経営管理とその成果、教育の質的向上等が叫ば
れるようになった。
1980 年教育法、1986 年教育法の改正を経て、1988 年に教育法を抜本的に改め、教育改革が進め
られた。主な内容は次のとおりである。
（1）ナショナル・カリキュラムを設定し、その内容に沿ったナショナル・テストを実施し、その
結果を成績一覧表ともいうべきリーグ・テーブルで公表する。
（2）義務教育段階で学校選択制度を導入し、親はナショナル・テストの結果などを参考にして、
学校を選び、さらには生徒数に応じて教育予算を配分する。
（3）学校理事会が校長を決定し、学校運営方針（予算やカリキュラム）はほぼ全面的に学校が自
主的に決定できる。
（4）学校査察制度（インスペクッション）を設け、政府から独立した教育水準局（OFSTED）が
数年に一度調査を行う。その結果は公表され、達成度の低い学校については政府が立て直すための
特別の管理と援助を行い、それでも成果を上げることができないときは、廃校かフレッシュスター
ト（校長や教員を入れ替えての再出発）という強権的な措置が取られる。
このような教育改革がサッチャー首相によって 1988 年に実質的にスタートし、1997 年に実現し
たブレア労働党政権もこの基本的な枠組みを継承した。

1−2

学校理事会から学ぶこと

学校理事会は以前も存在していたが、1988 年教育法で学校の予算、人事（校長の任免権を含む）
等の権限までを持つようになり、最終的な経営責任を担う各学校の最高意思決定機関となった。
理事会は保護者代表、教職員代表、地方教育局（LEA）の任命理事、地域代表理事等から構成さ
れる。保護者理事が一番多く、地域代表理事は企業、教会、学識経験者等から選出されるが、産業
界からの理事は学校の有力な財政援助者として期待されている。
理事会の仕事の内容は、予算の運用、教員の人事、カリキュラムや学校目標の決定、教育内容の
改善計画、生徒の入学、卒業、規律（退学）に関わる決定などである。任期は 4 年で再任は可とさ
れる。
学校理事会は学校教育全体としての水準向上と学校の荒廃、学力の低下の克服に貢献している
が、次のような問題点をかかえている。
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（1）理事会の権限が拡大するにつれて、理事業務が増加し、理事の負担が大きくなっている。
（2）校種、貧困地域、都市などによっては人材を確保することが難しく、理事が空白の学校もあ
り、また、校長のリーダシップに依存して単なる後援会組織になっている学校もある。
（3）教職員のなかには教育の素人である保護者や地域住民が教育内容・人事等に口を出すべきで
ない、と考えている者も少なくない。
（4）理事は板挟みになることがある。たとえば、教職員の人事、生徒の停学・退学処分などでは
生徒側につく保護者理事と教職員側につく理事との意見対立がある。
成功の成否は校長と理事がいかに良好関係にあるかにあり、うまくいっている学校は優れた教育
活動を展開しているという。日本でも同様なことがいえる。特にコミュニティ・スクールの指定を
受けている学校では、学校と運営協議会委員のパートナーシップがうまくとれているか否かが鍵と
なる。

1−3

キャメロン政権の目玉としてのフリースクールとは

私たちが訪問した学校の一つにフリースクールがある。キャメロン政権が教育政策の目玉として
掲げた学校である。一定の条件を満たせば国の費用で学校をつくることができるという制度で、運
営資金は中央政府から直接提供される公立学校である。教職員の採用やカリキュラムなどで自由裁
量の幅が広く、行政に頼らず、地域住民が協力し合って絆を深めていく新たな社会づくりとしての
学校である。
私たちが訪問したウエストロンドン・フリースクールはロンドンで最初に開校されたフリース
クールである。保守党は保護者や要望や社会の需要に応じた学校を設立できるようにしたいとの方
針を掲げているが、このフリースクールはまさにそうした需要に応えて設立された学校である。生
徒数は 7 年生（12 歳）120 名で、ナショナル・カリキュラムに沿わなくてもよい。教育方針として
掲げていることは、より楽しく学べ、他者への思いやり、健全な道徳心、責任感などの市民性を身
につけた生徒の育成である。ラテン語は必修でフランス語も学ぶことができる。
教員はフルタイム 6 人、パートタイム 2 人で新しい学校なので熱意ある教員が集まっている。学
校理事会は他校に勤務している教員、ジャーナリストもいる。PTA も活動も盛んで、現在楽器、パ
ソコンなどの購入資金を集めている。

1−4

調査からの示唆

（1）イギリスの教育改革は学力形成が中心となっているため、ナショナル・カリキュラム、ナ
ショナル・テストを意識して、どの学校も学力に対する思いが非常に強く、知育中心の教育を行っ
ていた。したがって、授業ではナショナル・テスト対策になってしまうこともある。訪問先の校長
はある教科を教えずに、その時間を試験対策に費やしていると話された。教師の関心は成績を上げ
ることにあるため、学力競争から切り捨てられた子どもが出ているのではないかと危惧する。訪問
校では生徒の学力向上に妨げになるような行動があったら、停学・退学を含めた厳しい措置をとる
という。学力向上対策のために行動の規律と学習環境をきちんと確保するためである。わが国では
生徒の学習規律の確立に教師は苦労しているのが実態である。
（2）ブレア政権は「子どもの教育に対する最終責任者は親である」との原則に基づき、1998 年
に子どもの教育に対する親の責任を規定するため「子育て命令」という規則を制定した。
これは青少年の犯罪の原因には自分の子どもに対して責任を取らない親があるとして、犯罪を犯
した子どもの親には通学時の同行や夜間の自宅監視を命じ、また、被害者には謝罪と賠償を課すと
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いう内容である。不登校も親の責任とされ、子どもを学校に行かせるよう努力しない親は罰金を課
せられる。命令違反には罰金刑など厳格なものになっている。国が家族の在り方まで関与すること
に対してはいささか抵抗感があるが、わが国においても子どもの教育に親が無関心になり、青少年
の歩行が増加する中で、いかにして親に子どもへの教育への関心を持たせるかが大きな課題にな
る。教育者としての親の自覚を促す試みとしてイギリスの成否に注目したいところである。
（3）学校理事会制度は大胆な学校の自由、学校自治を保障する制度である。自分たちの地域の学
校を自ら選んだ校長とともに、学校をつくっていくという「参加と民主主義」は私たちの将来の目
標になる。
さらに、この制度により、学校の教育活動や子どもの様子を知る人々が多くなり、保護者や地域
の子どもへの関わり方に何らかの変化が生じるのではないか期待するところである。その意味でも
一般の保護者や地域住民とのパイプ役を務める学校理事の役割は大きい。同時に学校理事は保護者
や地域住民に対して学校の状況を説明するアカウンタビリティをしっかりと果たさなければならな
い。
（4）学校理事は無償の奉仕活動であるが、役割が広がる、仕事が増える、負担が大きくなるなど
で、理事のなり手がない学校があり、特に保護者理事が少ないという。その意味で、社会的支援が
必要となろう。さらに、理事には予算、校長、教員の人事、学校の発展計画を立てるなど重い責任
がある。
わが国のコミュニティ・スクールにおいては学校運営協議会委員にそこまで役割が求められてお
らず、方針の承認や意見具申にとどまっている。また、委員の確保は日本のコミュニティ・スクー
ルの学校運営協議会にも当てはまるものと考えられる。
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2

イギリス調査からの示唆
貝ノ瀬

滋

日本におけるコミュニティ・スクールは、平成 23 年 4 月 1 日現在 789 校あり、平成 24 年 4 月に
は 1000 校程度に増えることが見込まれている。
全国の公立義務教育学校数は 30,000 校を越える中で、1,000 校とはいささか少なすぎるととらえ
ることもできる。
その数字は、学校長をはじめ教員らの偏見や誤解を含めて、地域市民や保護者の学校参画への学
校側の抵抗感の強さをもの語っているといえよう。
イギリスにおいては、学校理事会が法的に制度化されているとはいえ、その歴史を振り返ると、
すでに学校にそれが置かれていたことによって、コミュニティ・スクール化へと自然な流れが築か
れてきたのである。
学校は、かつては教会によって供給されており、人々は教区教会と共に教員の雇用や学校の運営
を決定していたという歴史的背景をもっているからである。
そういう点では、京都の商家の「かまど金」による番組小学校の設立を想起させるものであり、
現に京都市のコミュニティ・スクールは 176 校に及んでいる。
イギリスの学校理事会制度においても日本と同様、人材確保は重要な問題となっていて、学校に
よって多くの人材が集まるところもあれば、貧困地域や都会など学校理事を探すのが困難な地域も
あるとのことである。
また、理事全員が活動を行っているのではなく、その中の数人が取り仕切ったりしている現状が
ある。そして、学校からの報告や資料を正しく理解できる力を身につけるよう養成・教育の必要が
あるとも報告されている。
日本においても学校運営協議会の委員になりたいという人はいても、学校側の説明を無批判に受
け入れてしまう人も少なくないので、協議会運営の中に「熟議」などの手法を取り入れるなどの工
夫が大いに必要であろう。
2011 年の学校白書によれば、イギリスの学校理事会は学校がどのようにして地域コミュニティ
の全ての子どもたちや若者を助け、サポートできるかを考慮している。そして、地域コミュニティ
が何を必要としているのかという考えや感情を考慮するのも、学校理事会の責任の一つなのであ
る。
それは、学校の主な役割が学校の教育活動だけだという考え方から「コミュニティの中心の場」
にもなるという考え方に変わってきているのである。
さしずめ、その発想は日本におけるコミュニティ・スクールからスクール・コミュニティへとい
う発展と相似形をなしており、「新しい公共型の学校づくり」に連なるものであろう。
かつて、イギリスの学校は「秘密の庭」（secret garden）と呼ばれていた。
日本でも同様、保護者たちは学校で起こっていることを知り得なかった。イギリスも同じで「開
かれた学校」づくりや情報提供要請を背景にして理事会導入となっていった。
つまり、大きくは子どもの人間力向上をめざして、学校の質を上げていくための理事会制度で
あったにせよ、一つの確固たる理由（学力向上）のみでスタートしたわけでないということは重要
なポイントであろう。
「コミュニティ・スクール導入の成果を矮小化、特定化して求めるのでなく、ただ向上を求めて
前進し続けるのみである。イギリスにおいては今や誰であれ過去のシステムに戻りたいという人は

418

いない」という NFER での助言は印象的であった。
学校理事会制度発祥の地であるイギリスの教育省など関係機関や関係者へのヒアリングは、日本
のコミュニティ・スクールを考える上で、極めて有益な示唆に富む内容であった。

教育省歴代大臣−教育省にて−
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＜実地調査：インタビュー記録＞＊調査団全員で行ったもの
NFER（National Foundation of Educational Research）
日時：2011 年 10 月 18 日（火）
場所：Centre for Information and Reviews
National Foundation for Educational Research（NFER）
The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire, SL1 2DQ, UK

1 ．理事会（school governors）がどのように選出されるか
イングランドでは、フリースクールを含めたすべての学校において理事会（Governing Body; 以
下 GB）の設置が法の下義務付けられている。
基本的な GB の役割は；
㾎

シニア・リーダシップチーム（senior leadership team）の監視

㾎

学校の運営についての監視

（監視する項目など役割の具体例）
生徒の目標設定、学校経営（school finance）
、カリキュラムのバランス、スタッフの指名また給
与状況の監視）
役割に関しては、シニア・リーダーシップチームへのサポート提供のみならず、彼らへの戦略的
な挑戦（strategic challenge）が重要。
最近の調査でガバナンス（governance）のモデルを詳しくみたところ、2 つのタイプのモデルが
あることがわかった；
1 . Stakeholder model 利害関係者モデル
2 . Business model

ビジネスモデル

（フリースクールやアカデミーの増加に伴う）
ガバナンスモデルへの人々の興味は、フリースクールまたアカデミーの増加に伴って増えてきた
ものである。というのも利害関係者モデルにおいては、最も重要なことは地域社会（local
local community）を代表する理事が “ いる ” ということ。しかしビジネスモデルでは「いる」だけではなく、選
ばれた理事にビジネススキルがあるということを確かにすることがより強調されている。そして現
在は、項目 2 への関心が高まりを見せている。しかし、調査ではガバナンスモデル自体に重要性は
なく、校長（Head teacher; 以下 HT）と GB（とりわけ GB の議長）の力関係（power relationship）
がより重要であるとの結果が出た。
調査結果は、“ 極めて重要 ” なこととして、HT と BG 議長の関係を指摘した。また他に重要な点
としては、全理事が仕事に対し熱意があるということ。これは仕事が慈善（charity）によるものだ
からである。学校理事には、仕事への責任また熱意を持っての従事という姿勢また、同時に学校の
状況・背景理解が求められる。学校理事は学校の状況また学生について、そして学校の方針
（school policy）など、実態をよく把握しなければならない。
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2 ．GB の人数
学校によって多様（配布物参照のこと）。10 人から 20 人くらい、それ以上の場合もある。
最少人数は決められており、各利害関係者から決められた数を選出しなければならない（詳しく
は配布物参照のこと）。
利害関係者 : 両親、スタッフ、コミュニティメンバーなど
最近の調査によれば、GB のサイズに対して、何人が GB 運営にあたり最適かとの論争がある。
しかし調査では GB のサイズは気にかけるほど重要な点ではないとの結果が見られた。
人材確保の状況：日本と同じような状況であると思うが、地域差また学校の種類により差があ
る。学校によって、多くの人材が集まるところもあれば、例えば貧困地域や都会では学校理事を探
すのが困難な場所もある。総じて理事になりたいという人は十分にいるが、これらの人々の適材適
所（学校へ）のプロセスが難しい。
（具体例）
学校 A では理事会が 20 人で構成されており、学校 B では 10 人で構成されているとする。しか
し、どちらにおいても理事全員が仕事を行っているのではなく、結果その中の数人が取り仕切って
いることが多い。この点において、先の調査結果とも関連してくるが、重要なのがサイズではな
く、HT と GB 議長の関係となってくる。
他の調査結果で分かったことは、学校について出された各データ結果を理事が正しく読み取り解
釈できるように養成（理事の教育）の必要があるという点である。理由は、仕事をボランティアと
して無償でする多くの理事が学校の経営・運営状況に対して理解をしていないからである。つま
り、学校についての理解がなければ、結果的に役割でもあるシニア・リーダーシップチームへの的
確な問題提起もできないということになる。

3 ．委員は選挙による選出か
両親またスタッフは選出（election）により基本的される。仕事が無償ボランティアのため、ま
ず両親またスタッフに直接募集をかける。そして最終的に、半強制のような形（half-pushed）で
あったり半ボランティアと言う形で、最終的に選出されて決まって行く。
両親で理事になりたいと言う人がいる場合は、履歴書の提出が求められ、後に学校理事（School
body）による投票が行われる。
しかし、選出される人々の中でも、地方自治体（Local Authority;

以下 LA）から選出された代

表者は、指名された人である。また、学校が教会付属学校（Church School）の場合であれば、理
事に選出されるのは教会基金 / 財団法人（Church foundation）また団体の人である。
選出にあたり最も困難な利害関係者の部門はコミュニティからの選出である。
フリースクールやアカデミーにとって良いスポンサー理事（Sponsor governance）を持つことは
重要である。仮に特定の団体がアカデミーを資金援助していれば、通常はその団体の代表は GB に
加わる。また両親理事については、理事が単純に「保護者の視点の代弁者 / 代表者」というもので
あってはならず、その理由は、GB が「違った背景を持った理事のひとつの集合」でなくてはなら
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ないからである。GB は学校管理におけるすべての側面において関わって行く必要がある。

4 ．スポンサー理事が重要な理由は学校の財源のためか
理事の視点から見ると、現在新しく設立されつつあるアカデミーにとっては、財源のためである
とも言える。しかし、大まかな GB 自体の目的としてあるのは、学校に興味があることであり、一
番重要というわけではない。無論、よいスポンサー理事がいることは学校にとってはプラスであ
る。

5 ．ふさわしい人材集めの難しさ。つまりふさわしい人材が集まらなければ理事として十分な監視
機能にならないのでは？そうなると、国民から制度廃止の声が高まることはないのか
学校理事の質と理事の評価というものは Ofsted の評価から切り離されている。かつては、Ofsted
の評価のために、HT が憂慮していたことがあった。なぜなら HT が評価のために GB を機能させて
いなくてはならないという責任を感じていたからである（HT は GB が好評価されなければ、最高
評価を得ることができなかったため）。
2011 年の 1 月より、GB は Ofsted 評価のリーダーシップとマネジメント（Leadership and Management）というカテゴリーに移行、別に評価されている（Ofsted 評価の詳細は配布書類参照）
。

6 ．学校理事会の地域貢献
GB は地方コミュニティに対して責任がある。
（配布資料のページ 11 ページ参照 “Schools responsibilities for the local community”）
2011 年の学校白書によると、「将来、保護者理事と国民（public; 市民）は各学校における学校の
成績（performance: 実行・履行・能力）など、より多くの情報へアクセスできるようになる」と述
べられている（2011 年学校白書参照）。調査結果によると「理事がその地域の必要に応じて対応し
た」という問いに対して、4 分の 3 以上の理事が「強くそう思う」また「そう思う」と回答した。
GB は学校がどのようにして地域コミュニティのすべての子供たちや若者に対して助け、サポート
できるかを考慮しているのである。この点を含め、地域コミュニティが何を必要としているか、欲
しているかという考えや感情を考慮するのも GB の責任の 1 つである。

7 ．上記質問に関連して、GB の役割は学力向上という意味においての地域貢献であるのか
学校は地域コミュニティ内のすべての子供たちと若者に教育を供給しなければならない。この点
においては、GB は確かなものとしなければならない。
コミュニティの範疇を超えるものに対しては、限られたもの（貢献）もあるが、これは第一に専
門家（この specialist が誰を指しているかは正確には不明。おそらく GB）は実際の資金調達などを
管理するためにいるからである。
ただし、地域コミュニティに向けて、言語コースを開講しているというケースもある。これは延
長サービスであり、地域コミュニティのために GB を含めた学校が持つ責任のひとつである。
（例）
保護者やまたその子供たちに向けた、第 2 言語としての英語コースの開講
学校の開校時間の延長など
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GB は地域コミュィティに対して「責任」を負っているということを、これらの延長サービスを
提供することで示さなければならない。そしてこの延長サービスを通して提示される地域コミュニ
ティに対しての「責任」は Ofsted に対しても、確実に示さなければならない。
学校の主な役割というものは、「学校」というだけの存在から「コミュニティの中心の場」とし
て、2010 年の白書以来変わってきた。
HT にとって Ofsted の存在とは恐ろしいものである―「Ofsted drives school and also it drives to
improve schools」（Ofsted が学校の機動力となり、また学校の向上につながっている）
。

8 ．GB の仕事が教育委員会（Education board）の仕事を減らすことはあるか
→ LA があるため、教育委員会（education board）はない

9 ．GB の最も大きな課題とは
GB はよく学校をサポートしているが、シニア・リーダーシップチームに対して戦略的に挑戦
（Strategically challenge: 効率よく、戦略的に異議申し立てができる）ためにも、GB は十分に情報に
通じていなければならない。よって、GB は十分なトレーニングを受けるべきなのである。しか
し、GB は無償の仕事であるため、トレーニングを受けさせるべく GB を学校などへ送ることはで
きない。つまり我々（NFER）は GB が HT などのシニア・リーダーシップチームに効率的異議申し
立てができるくらい十分な情報を持っていることを、確実にできているよう、サポートしなければ
ならない。
例えばある学校に保守的な HT がおり、ワンマン体制で学校経営をコントロールしているところ
は、「十分な情報を GB に」という時点で、非常に難しくなる。反対に、HT が GB をオープンに受
け入れ、GB により積極的に学校システム全体において参加してほしいという姿勢があれば、それ
は理想的状況である。結局、先に言ったとおり、詰まるところが透明性を持った「HT と理事会の
関係」となっていくのである。
GB は HT などへの異議申し立てができるようなるためにも、学校やシステムについて十分に
知っておかなければならず、そして HT はそれらの意見に耳を傾ける姿勢を持っていなければなら
ない。

10．教育委員会はあるか
イギリスにはいわゆる教育事務所があり、それが学校に直接関わるのがイギリス。教諭の給与も
理事会が持つ。教育委員会が独立していない。ヨーロッパはほとんどがそのようなシステムであ
る。

11．イングランドにおけるコミュニティ・スクールの定義
コミュニティ・スクールとは他の種類の学校に合致せず、LA が建物（敷地）を有し、LA が正式
な、法の下でのスタッフの雇用主である学校のこと。

12．学校理事会がある学校のことをコミュニティ・スクールと呼ぶか
コミュニティ・スクールは学校の法的なカテゴリのものであり、学校の一部ではない。つまり学
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校というのは、違う法的なカテゴリの下に分けられている。その区分は、誰がスタッフを雇用して
いるかなど、学校の所有権による。
ファウンデーション・スクール（Foundation school）つまりコミュニティ・スクールはこの中の
ひとつのカテゴリの中の学校である。よくも悪くも、名前自体は何も伝えていない（コミュニティ
のためではなく、学校のためのネーミングのようなもの）
。つまり、先に言った通り、コミュニ
ティ・スクールとは所有権が LA にあるもの。
イングランドでは北アイルランド、スコットランドとは違う学校システムがある。しかし各学校
に GB があることは共通である。例えばスコットランドにも GB はあるが、イングランドと比較
し、GB の権力は劣る）
。広義に言って同じようなシステムでグループ・スクールと呼ばれていた
ものが 30 年くらい前まではあったのだが（ 1 つの GB しかなかった）
、1980 年代から学校は個々の
GB を持つようになった。
（オランダでは学校理事会がなくても、地域に貢献するようになっている学校をコミュニティ・
スクールと呼ぶ）
イングランドでは同じではない。あくまでも、学校の中における種類のひとつ。

13．学校理事会を導入した背景は学力向上のためか
そもそもの背景は、保護者をより学校の現場に介入させていこうという動きがあったこと。かつ
て学校は「秘密の庭」（secret garden）と呼ばれていたように、保護者たちは学校で起こっている
ことを知り得えなかった。学校を比較が可能になるような情報は何一つ提供されず、この情報提供
という背景を元にそれが理事会導入という形につながった。そして当然これは学校にとっては少し
脅威であった―つまり GB が先にきて、そして支援等、地方管理がそれに続くということになった
からだ。GB システムはすでに設立され、後に HT のパフォーマンス管理となった。現在のシステ
ムはこれらを段階的に行っているため、導入がやりやすかった。もし政府が「予算コントロールや
スタッフ管理を GB がすべてやる」と一度に行っていれば、より大きな混乱が生じていたと思われ
る。
総じて、理事会が起点として存在し、そこから徐々に発展されてきたもののため、1 つの確固た
る理由（学力向上）というものは言えない。しかしながら、誰しも過去のシステムに戻りたいと言
う人はいない。ただ向上を求めて前進し続けるのみである。

14．将来の GB はいかに変わっていくか
Partnership-Governorship-Management Realism
（直訳：パートナーシップ / 共同経営−理事会管理−現実主義）
PFI（Private Finance Initiative）が入り、民間理事が入り様変わりはしていく（しかし個人的な
見解であるとのこと）。
アカデミーに関しては違ったモデルがあるのだが、アカデミーは今はまだ数こそ少ないものの、
政府が導入を推進したい学校である。アカデミーの数が増えればまた GB も変わってくる。
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CfBT（Centre for British Teachers）
日時：2011 年 10 月 18 日（火）
場所：CfBT Education Trust
60 Queens Road, Reading, Berkshire, RG1 4BS

1 ．収益がプラスに転じた場合は
CfBT では利益がプラスに転じた際は、それらの利益分をリサーチへ回す。
教育に関するリサーチなどは実践的にかつ政策的にも貢献が高い。例えば「教育への証拠」
（Evidence for education）という考えがあり、ここでのリサーチ結果はオンライン等で無料で公
開・提供され）
、教員や政策立案者（policymaker）
、その他実際に政策に関わる方々などを含めた
誰もが活用できるようになっている。
（例）
数学に関して（配布された冊子を参照）

2 ．日本の教育に関するリサーチは？
上記と同じく数学に関しての調査で日本も例に挙げている。
教員派遣活動などは、現在のところ行っていないが、過去には事例がある。

3 ．HT の研修は？
これは特定のプロジェクトで、現在はドバイでのみ行っている。
（内容は、よくわからないのでウェブサイト等を参照してほしいとのこと）
イングランド内では、国立リーダーシップカレッジ（National leadership college：National College）がすべての HT トレーニングを管理している。向上心のある HT たちは NC へ行き、プログラ
ムとトレーニングを受けている（詳細は NC のウェブサイトへ）。
NC のトレーニングにこちらのスタッフは関わっていないが、ドバイのトレーニングで教鞭を
とっている人は、かつて NC で働いていた。

4 ．イングランドの学校における概要
イングランドでは；
㾎

保護者が授業料支払いをしなくてはならない学校（Fee-pay school）

㾎

授業料無料の公教育（state education）が受けられる学校

上記 2 つが大まかに分けて存在する。
これら 2 つの学校に関しては、一般に論争が繰り広げられている。つまり、授業料を支払う学校
に行ける子供とそうでない子供たちにおける「教育の不均衡」を問うものである。連立政権は保護
者グループ、慈善団体、大学等が公費で運営される独立学校（State-funded independent schools）
に働きかけ、フリースクールの設置を奨励している。
この考えの背景には、フリースクールが出生率の高い地域や子供の人口比が高い場所（つまりそ
の地域の学校の数が子供の数に対し少ない）、そして教育の質が問われている学校（保護者が求め
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る教育を学校が提供できていないとされている）がある場所へ、自由に設置できるようにしたいと
いうことがある。政府にとって重要な原動力となっているのが、とりわけこの「教育の不均衡」を
なくしていくことにある。とりわけ政府は特に貧困地域により多くの学校の設立を可能にすること
で、ここに住む子供たちへ機会またチャンスを提供したいと考えている。

5 ．学校設立に携わる人
誰もが学校を設立できるわけではない。とても厳しい応募基準（プロセス）があり、学校設立の
ための知識が細かく問われる。事実、フリースクール設立には政府の資金があるため、学校は会社
など、利益を得るようなビジネス目的で建設されるものであってはいけない。CfBT の経験では、
今年は 1 校（小学校）がレディングに開校、そして中学校も開校が承認され、他にも来年開校に向
けて多くの小学校が承認をされた。これら開校、その途中にある学校は保護者グループ、また地域
に学校が必要だと思っていたコミュニティのメンバーにより設立へと話が進められていった。彼ら
は皆熱意こそあれど、当然ながら教育の専門家ではない。そこで教育への専門性のある CfBT との
連携となるのである。CfBT は慈善団体で、コミュニティと協力して学校設立に向けて決定を行っ
ていく。
政府に提出される応募要項（例）
−学校のレベル（小・中か）
−生徒数
−学校の目標（校訓）
−学校の特質
−教育に関する計画（カリキュラム、試験など）
−必要であるという証拠（つまり嘆願書）
（petition was required）
（例） 開校した学校の例だと 1000 部の嘆願書 / 署名が必要であった
−予算と予算管理の仕方
保護者たちとの面接の後、CfBT と共にさらに応募要項を書き換え、よりよいものにしていく。
学校の設立には 10 か月（教員の募集やカリキュラムの決定など）かかった
フリースクールはコミュニティ・スクールでもあるため、保護者は学校と密接に連携していなく
てはならない（開校のためには、設立の各過程において関わってもらう必要がある）。開校した後
も、図書館でのボランティア活動やガーデニング、料理教室の開講、そしてサッカークラブの手伝
いなど、様々なボランティア活動を頼まれることがある）
。

6 ．設立における難関は
一番の難関は応募過程。特に学校にふさわしい場所（建物）を見つけることができるかなど。開
校したフリースクールは市民ホールから始まり、すでに見つけている建物が改築されるのを待って
いるところである。なぜなら、政府からの資金であるため、学校を新しく立てるなど、建物に掛け
られるほどの予算はでない。
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7 ．公立学校（State school）とは
この国でいう公立学校とは、52 ある LA によって管理されている学校のことを指す。フリース
クールはアカデミートラスト（Academy Trust: CfBT）により管理されている。よって一度開校さ
れると、我々（CfBT）は法的な責任が学校に対して発生し、財政面を含めた日々の管理からその
学校自体の成績（performance）までをみなくてはならない。また学校は地域の GB によって管理さ
れているため、GB の保護者やコミュニティの代表者によって学校の運営方針や管理など日々の決
定がなされていく。

8 ．現在のフリースクール開校状況
フリースクールはこの 9 月に 24 校開校。今年 281 の応募が 2012 年開校に向けてあったが、通った
のは 55 校。審査は厳しい。
レディングにあるフリースクールは現在 7 歳の生徒が 16 人。教会ホールに開校されている。
（文部大臣による開校式が金曜日に予定されている）

9 ．ホームページによると CfBT には年間 100 万ポンドの利益があるとのことだが、どのようにし
てその利益を得ているのか
海外の教育に関する発展に関する管理についてイギリス政府、他国また EU と契約をすれば、そ
の管理費として請求をしている。非営利団体のため、利益分は調査へ回され、さらに利益を生むよ
うな形になっている。
現在は不況のためおそらく 100 万ポンドの収益はない。

10．「2500 人のスタッフ」とあるが、日本にスタッフはいるのか？
プロジェクトがないため、日本にはスタッフはいない。
主にイギリス国内で働いているが、派遣されている地域は世界銀行が投資を行っている場所で、
例えば：ボスニアなどの旧紛争地域、アフリカ南海岸、南アメリカなど。
日本との教育水準を比べることはあっても、基金としての対象としては見ることはない。

11．Ofsted に代わり 7000 校を監査しているとあるが、これらの監査を通して学校理事会に対する
何か問題点はあるか
我々のほとんどが Ofsted のために働いているが、今までにも教育向上につながる調査を実行し
てきた。Ofsted と関連して言えば、概してよい学校は常に高水準を保ち、学生の高い学力水準を可
能にしているようだった。また特に GB における「隠れた功労者」
（hidden givers）に関しては、調
査が行われたが、この呼び名も、GB ができる資質があるが GB に従事できるほどの時間や労力が
ないということから来ている（この調査に関する結果は提供可能）
。
（つまりよい学校にはよい GB
がある。しかしその素質ある GB を集めることが難しいということ。よい GB の資質がある人は他
の仕事などでも忙しい場合が多い）

12．Ofsted の代理をしているというのは、CfBT の専門性が買われた結果、もしくは Ofsted が素
人によって行われているという批判が背景にあるからか
一部はそうかもしれないが、現在英国政府は経費削減のため、高くつく公務員との契約を結ぶよ
り、会社などへの外注を盛んにしている。よって我々（CfBT）のような会社は Ofsted の契約の時
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にも入札に招待され、そしておそらく我々の専門性（学校を実際に運営しているということ、また
学校向上へのサービスを提供していること）を買われ、その入札競争で勝てたということはあるか
もしれない。

13．フリースクールは地域住民の協力でできている（LA からの独立）―イギリスでは教職組合
（National Union of Teachers）が強いが、フリースクールについてどう考えていると思うか
NUT はフリースクールをよくは思っていない。理由はフリースクールの教員が必ずしも資格を
持っていなくてよいから。またフリースクールは授業時間も自由であるために、規則に縛られてい
ないことも問題視しているところがある（つまり、法的に勤務時間が長くなりすぎるなど教員の負
担などがあることが背景）。こちらの側とすれば、当然フリースクールで働く教員は、契約内容を
理解しているので問題はない。
また他にも、NUT は教育に関する専門性を持ち合わせていない保護者が学校経営などに介入し
てくることもよく思っていない。NUT は、政府は既存の学校により投資するべきであり、新しい
学校設立へ無駄な投資をするべきではないと思っている。これに関しても、こちらの視点でいえ
ば、通常の学校と同じように Ofsted の監査はあるから質の保証はできると考えている。

14．幼稚園ネットワークに広げるということに関して
フリースクールは義務教育のみ適応しているため、5 歳から 18 歳までとなる。しかし学校によっ
てはすでに敷設されたナーサリー（フリースクールが資金援助すべきナーサリー）がある場所があ
る。また 4 歳までに広げて一貫性にすることで、社会的に貧困した地域の子供にも学校の言い訳
（違う教育背景があったなど）ということ（責任のなすりつけ合い）をなくし、子供の学力向上が
長いスパンで見られるようになるのではという政府の目論見もある。

15．フリースクールは National Curriculum に基づいているが、私立か公立か
フリースクールによるが、中には公立（state school）ではなく私立（independent school）のよ
うにと考えて設立されている学校がある。学校によっては、私立のいいところを自分たちなりにモ
デリング（例：West London Free School ではラテンが必修）している。他にも、イングランド北部
のブラッドフォードではヒンドゥー系のフリースクールがあり、ヨガと瞑想が必修となっている。

16．今 CfBT が経営しているフリースクールはどのような地域にあってどんな生徒がいるか
現在、ほとんどのフリースクールはロンドンにあり、次に大きなイスラム教コミュニティのある
ブラッドフォードが続く。他には少数ながらバーミンガムの人口密度の高い地域やその他の都会地
域もある。保護者がより多くの学校の選択肢を欲している人口の密集した地域の中での設立競争は
非常に厳しいが、競争自体ができない人口の少ない地方ではフリースクールの設置もまた難しい。

17．CfBT の哲学―最終目標
「公共の利益のための教育」―（Education for public benefit）
質の高い教育トレーニングを提供することで、すべての人のために高い質の教育を提供できるよ
うにする。 教育を通して学ぶ経験を向上させる。
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18．フリースクールでは保護者の関わりが活発だとあったが、一般校と比べて両親の協力を得られ
やすい理由は
保護者にとって、学校の選択肢がないことやそのことに関して LA に打診しても何も反応がな
く、それに対して「何かをしたい」と積極的に取り組む姿勢があること。

19．学校に対して意見を言う仕組みが理事会以外であるか
特にないが、中心的な資金（no central funding）がない。例えばコミュニティが資金集めをして
学校のための冊子制作のために寄付金を集めることがある。これに関しては GB を通していない。
またコミュニティが教会関連であれば、そこを通しての募金集めが可能で、こちらでも GB を通す
必要はない。
かつてイングランドでは PSA（Parent Staff Association）があり、彼らが学校が予算で賄えない
もの（スポーツ器具や楽器、照明など）を購入するため寄付金を募っていた。CfBT は開校した学
校経営に対して管理責任があるため、それら購入に向けて学校へ投資することがある。CfBT は投
資銀行から多額ではないにせよ、長期的管理のために資金を得ている。

20．フリースクールには PTA はあるのか？なければ作られているのか？
教員以上、スタッフ、会計士などにより広がった。
フリースクールは PSA を持つ必要はないのだが、たいていの場合保護者グループは自主的に
PSA を設置する。そして学校の経営などに関わって行く（資金集めやその他リソースの提供な
ど）。また学校設置に関わった特に熱心な保護者に関しては、やはり学校に関わって行きたいとい
う意識があるため、結果 PSA 設置につながる。

21．フリースクールに GB はあるか
ある。我々の学校ではスクールトラスト（School Trust: CfBT）からのメンバーが GB に関わって
いる。他には保護者、キャンペーン（community と同じと思われる）グループ、そして場合によっ
て LA のメンバーが入る。

22．選出方法は
保護者理事は保護者たちによって選出。キャンペーン（コミュニティ）グループの代表はそのグ
ループから選出される。そしてコミュニティ代表者は求人広告に出されることがある。
（例）レディングのケースでは教会コミュニティやマイクロソフトへも広報を出す
広報の主体は CfBT

23．HT はどのように選ぶか
広報（National Paper）に出す
後にタスクを与え、面接（保護者パネル）、CfBT との教育に関する面接、財務プランニング試験
やデータ試験（子供の仮想データを渡して問題の解決の過程を見る）
、そして精神測定検査（適性
検査）― 2 日通して行う。この過程で HT には DfE の人を交えた面接がある。
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24．応募者数は
（例）West London FS は 160 の応募があった。場所によっては 9 人のところもある。

25．一般論として HT のレベルは
人によりけり。政府が学校に対して達成目標の新たな順序を提示したため、これを達成できない
ところは、政府が HT を解任し、その学校をアカデミーにできるようにした。よってレベルはあ
がっていくのではという見解。一方でこの背景があり、HT になるより教員としてクラスルームに
留まる教員の傾向がある（プレッシャーが高すぎる）。また中学校に関しては、HT の高齢化が進
みと若い教員が増えているが、10 年後には HT がいなくなるのではという懸念がある。

26．退職は？
女 64 歳

男 65 歳

10 年後には男女とも 67 歳になる見込み
希望しても働くことはもはや不可能になる。

27．個人的にブレア政権とキャメロン政権について、どちらが教育熱心か
共に教育に関しては熱心だが、焦点が違う。労働党であるブレア政権の時には教育の不均衡をな
くしたかったのだが、保守党は全体の教育水準を上げたいというものがある。保守党はフリース
クールを推奨しているので、個人的には保守党よりの考え方にちかい。

イギリス学校理事会（The National Governorʼs Association）
日時：10 月 19 日（水）
場所：ホテルロビーにて、NGA Chair

Clare Collins にインタビュー調査

概要
NGA は GB の代表である。情報やアドバイスなどのサービスを提供し、政府や政策立案者、その
他教育に関して影響のある機関等に対して理事の声を届けるという使命がある。
（その他具体例）
NC があるが、学校のリーダーが学校のガバナンス理解をできるようにするため、GB に対する
トレーニングなども行っている。
目的
政策立案者へ影響を及ぼすこと：政策がよくないと思われれば、それに対してロビー活動を行
う。
仕事の詳細
NGA は GB そのものであり、クレアさんはその議長。
役割は団体の代表として先頭に立って人に話しかけること、影響力のある人々に会うこと。
（本
調査団が別ルートで連絡をとった）エマ・ナイトさんは最高責任者。
学校理事になったきっかけは同僚からの選出。選出までの経緯は、話し合いがもたれ、その後、
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投票。話し合いの中では、「自分が何をできるか」などのプレゼンテーションをしなければならな
。
かった（NGA で GB をしているのは 18 名）

1 ．学校理事会として学校 / 地域をよくしようという想いがあると思うが、実際的な貢献の例
NGA とはまったく違ったもので、学校における GB は保護者、スタッフ、コミュニティまた LA
のメンバーが構成している。よって各人々に役割があり、学校というものを理解した上でその役割
の中で違った貢献の仕方がある。代表に選出された人々には、コミュニティの意見を理解してもら
うことは非常に重要。

2 ．意見をくみ上げる方法
例えば保護者理事であれば、例えば校庭などで会ったときの雑談などからくみ上げることができ
る。もっと難しい問題は、下から上へ持っていく意見ではなく、理事会から両親などへ返していく
こと。ウェブサイトやニュースレター、HT からの手紙を通して理事会の意見を両親に返していく
ようにしている。
（具体例）
学校時間割の変更があった。その場合は両親との話し合いの場を持たなくてはならない。両親が参
加したもののその提案がよく思われなかった。しかし結果妥協点を見つけ、時間の変更が行われた
（子供たちにプラスになるという共通理解があったため）
。

3 ．学校理事会の一番のメリットは？
学校を全体 1 つのものとして特別な視点を持ってみることができること。保護者、スタッフ、
LA、政府を代表するわけではなく、独立した視点を持つことができる。

4 ．課題は？
多くの課題がある。よい人材集め。集まった人材の学校理解を高めるためのトレーニング。
正しい情報を GB のために集めることが課題。なぜかというと、HT に対して学校の標準をしる
情報を頼ることになる。つまり HT が正しい情報提供というものを提示したくないという姿勢があ
れば、この時点で「正しい情報集め」ができず、人材の理解を高めるトレーニングも難しくなる。

5 ．ご自身の経験（理事会）からのメリットは？
学校が好き。子供たちのために、よりよい教育をということ。自分の培った幅広い知識を、学校
を通して子供たちへ。

6 ．具体例として、理事会を通して向上できたこと？
学校などの教育機関というものは、視野が狭く閉鎖的になりやすい（保守的であり懐古主義的）
傾向があるが、GB はその中に外からの視点を取り入れることができる（例えば IT の利用など）
。
両親が例えば学校で何か気づいた点があるとすれば、GB がそれを学校に申し立てできる。
（例）両親が電話をしたかったときに電話が不通だった。
数学の成績：HT に対して申し立てができる。
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いじめに関する問い合わせもできる
役割としては学校が水準を保って、教育を行っているかということ。
このような水準（基準）を見るためには、データを見せることができることが学校にとっては重
要。数学の例の場合、子供たちが楽しんでいないとすれば、それを申し立て、学校はそれをリサー
チし、その数学の成績の数値が下がっていることであれば裏付けがあるため、何らかの手を加えて
質を向上させなければならない。
よって、理事会として重要になるのは HT の指名であり、HT の活動の manage。
数学の例では、HT に対して到達目標を立て、実行してもらう。

7 ．学校理事の人が、教育の専門家ではないという事実はあるが、それを学校側はどのように受け
止めているか？
地域社会における民主主義（Community democracy）があれば、受け止め方が違ってくる。
理事が実際トレーニングされているかは重要である。また学校自体にそのトレーニング（GB の
ためのコンサルタントがおけるような）が提供できるような予算があるかによる。GB が行うこと
になる HT の指名やパフォーマンスに関しても、コンサルタントを行う。

8 ．学校コンサルトと言う職があるか？
以前 HT を経験していた方々がコンサルタントを行っている。

9 ．すべての学校に理事会があるというが、HT の方が優越しているという状況か
HT は日々の学校経営を行っている。しかしその HT を解任できるのは理事会である。
よって HT がもしよくないと判断されれば、理事会は解任をできる。日々の学校経営などの決定
には影響力があるが、いざという時には理事会に解任の権利がある。よって、これによりある程度
のパワー・バランスが保たれている（会社と同じような仕組みになっている）
。
イギリスの理事会制度では「School management committee」と違い、やはり理事会には HT に対
して異議申し立て（challenge）できる力はある。
GB は「結果」のみで申し立てができる。例えば「数学の成績向上」であれば、達成の過程は考
慮せず、結果のみを HT に求めることができる。ただし、GB は（それらが達成されるまでの教員
などの）行動などに関しての過程には非常に気を配る。例えば、何かが達成されたとしても、それ
が学校側の異常な厳しさ・威圧的な厳しさなど（cruel treatment）によってされたとすれば、それ
は受け入れられない問題になる。目標達成は学校の親切な対応（kind&care）によってなされてい
なければならない。

10．学校理事会を多くみてきていらっしゃると思うが、理事会がよく機能しているところに見られ
る共通点とは
HT と GB の良好な関係が築かれている学校。HT が異議申し立てに対して前向きであり、オープ
ンであること。また GB がよい異議申し立てをできるという前提がある。もし GB がデータを見た
ときにそのデータを理解し、HT に申し立てでき受け入れられればよいが、受け入れない HT がい
れば、学校は行き詰まることになる。問題提起されたあとの、HT のポジティブな対応による。HT
は説明責任がある。また貧困層などの子供や特別な支援が必要な生徒も任せられるという信頼関係
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が必要である。そしてこれらの子供たちのデータ提供、到達目標のデータ提供も必要。
よってもし HT と GB の関係が良好でないのであれば、このデータ自体の提供もおそらくない。

11．GB はどのくらいの活動時間を割いているか
確定時間は言えないが、目標としては例えば Trustee of Charity は年間 8 日から 20 日。議長はよ
り時間をかける（例えば読書やネット検索による情報集め）
。
例えば能力の高い GB がいても、そのような人々はやはり他でも忙しい。実際の従事時間はとて
も難しい。

12．ボランティアとしてよい人材を集めることは難しいか
地域による。社会的に貧困がある地域では難しい。例えば彼女の地域は比較的裕福だが、12 マ
イルも移動すると難しくなる。そのようなコミュニティでは技術面や態度にしてもなりたいという
人々は少なくなる（よってクレアさんは他の町に通勤）。クレアさんは憧れや高い期待を持って迎
えられているのだが、今までのキャリアから、特に貧困家庭から来ている子供たちへの教育の重要
性を痛感している。
今までの経歴から、他の多様な人々を GB へとひきつけることができる。GB は学校に対して目
標を高く掲げることをできるようになる。

13．理事会があることによって地域の絆が深まるというプラスの波及効果はあったか
直接的な関係ではないため、波及効果を期待することは難しい。そのようなことがあればもちろ
んよい。

14．学校選択制か
希望による。希望順に伝えることができる。学校にあきがあれば、そちらに行くことができる。

15．学校理事になるにあたり、地域条件あるか
保護者理事は、その学校に子供が通学していればなれる。クレアさんに関して言えば、両親から
でた理事ではないため、理事である。現状だと、政府は保護者が子供たちに希望する学校へ行ける
ような仕組みにしたいが、当然よい学校は早々に席がなくなる。

16．データの提供などにより、人々が学校に対してより貢献したいと考えるようになったか
優良校ではそれが起こっている。例としては、PTA が活発な場所で見られる。つまり両親と学校
が密接に協力している。両親が教育熱心であれば、やはり子供の教育に関しては向上につながる。
（学校との連携があるため）優良校では学力向上も見られる。
GB は PTA にも働きかけを行っている。PTA で活動的な両親というのは、GB にもなる。

17．アカデミーをどう考えるか
アカデミーはビジネスマンのようなもの―。アカデミーは新しいものであるのだが、すでに数校
のアカデミーが提唱するように、学校がビジネス的であれば、よりよくなるという考えがある。
よって学校にはよりビジネス（商業的）になる余地が多い。
アカデミーがよく機能している点としては、GB の役割として学校の目標（vision）を立てられ
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ること。典型的に見られることとして、アカデミーはここから変えている。よって高い水準の目標
を立てられるという点にある。
アカデミーは資金合意（funding agreement）が中央政府の間にあるために、説明責任も持ってい
る。そしてこれにより、中央政府はパフォーマンスが不振なアカデミーを閉校することができる。
この説明はアカデミー内のモデルにより、説明責任を持つ人が違う。例えば CEO のこともあれば
HT のこともある。またこの説明責任は中央政府に関してある。
Ofsted は監査だけのみ。学校自体はトラストに対して責任（どのくらいまで水準をあげることが
できるのかなど）がある。

18．日本では理事会制度の設置が自由だが、校長は毛嫌いする風があるが、どうすれば対応できる
と思うか
政府から、制度化することで実現させる（イギリスでは制度化されている）
。

19．HT としてのよい資質とは何か
㾎 学校や生徒に対して希望がある
㾎 スタッフの指名や管理のやり方を知っている
㾎 スタッフに対して忠誠心がある
㾎 HT がスタッフと向き合えること。もし教師が十分に教えることができていなければ、よい
HT はすぐに改善をする対策をする
㾎

学校経営の理解があること

㾎

子供たちが興味を持つような、魅力あるカリキュラムを提供できること

㾎

お金の使い方を知っていること

㾎

スタッフを見て適材適所ができる人

㾎

効率よく学校の管理ができること

20．どのようなときに HT が解任されることがあるか
㾎

お金に関して不正があった場合

㾎

性的な問題（ハラスメント）

㾎

基準に見合わない
もし Ofsted が来て学校に低評価が下った場合は、GB は HT を確実に解任しなければならない。

21．（クレアさんからの質問）日本には独自の学校予算があるか
ない。HT は予算配分の権利がなく Board of Education がする。ここはイギリスと違う点。
田舎の小さな学校については問題がある。小規模の学校に関しても HT と GB が必要だが予算が
ない。その予算がないためによい HT を呼ぶこともままならない。そのような地域では、学校の連
合というものが盛んである（HT をシェアすることでお互いの学校で密に働く）
（例）ある村に生徒数 60 人の学校がある。HT が 1 人、4 人の教員、3 人の事務員、そして GB があ
る。この場合 GB は最低 9 人いるので、学校の教員数と同等数になる。
場合によっては、やはりこの 9 人を集めることが難しい。
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村の場所によってはコミュニティのつながりが強いために、集まりやすいということもある。つ
まり学校が村の中心として機能している。学校が開校するには HT や GB が常にいなくてはならな
いというわけではないため、他の学校と掛け持ちをしている人々もいる。

22．イギリスの HT の合格点をあげられるか
人によっては 110 点。全体的にはわからない。

23．学力の高い学校は良い先生が集まる、学力の低い学校はなくなる？
閉校になるということは、とてもこの国では難しい。今では学力の低い学校はアカデミーにな
る。
もし学校のレベルが子供にあってなければ、学力の高い子供たちは転向できるが、定員があるの
で、受け入れ先に席があればということ

24．NGA が国の政策に関してロビー活動した例として？
㾎

すべての理事がトレーニングを適切に持てるようになること。

㾎

パフォーマンス管理（目標管理また到達目標自体を立てること）を HT に対してだけではな
く、GB に対してもできるように HT がみなガバナンスと説明責任（governance and accountability）
のトレーニングを受けられるようにすること

㾎

教員への給与が十分であること
理事ははみな、独立した専門コンサルタント料金を支払って受けている。
かつての School Improvement Partner（学校向上パートナー）のようなもので、学校の水準を上

げるための活動を共にしてきた。

25．理事会のためのトレーニングとは内容そのものか
役割と責任両方に対するトレーニング（法の勉強も含む）

26．学校理事会に LA の人を入れることは必要か
あまりたくさんは必要ない（1 人はいればとても手助けになる。クレアさん側としてはあまりい
てほしくない様子）
すべての GB は独立した庶務を雇わなければならない。GB に助言を与えたり、また議事録など
を取ったりもする。LA が配置される場合もあるが、個人による。

West London Free School
日時：10 月 20 日（木）
場所：Cambridge Grove, Hammersmith, London W6 0LB
学校理念
一般常識として 3C（詳細はいただいた資料参照とのこと）を掲げている。こちらは各教室に
貼ってある。こちらは理念ではなく「規律」に関する事項。
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ナショナル・カリキュラムに沿わなくてよいため、アカデミック・ポリシーとなると違う。
生徒に対して、より楽しく学べることが必要。
最終の学校の理念としては、よい市民を育てるためか、リーダーを育てるためかと言えば、両
方。公立要素もあるのだが、自由裁量のある私学の要素もフリースクールにはあるため、その枠組
みの中で、できる限りのことを子供たちへ。
ラテン語のモットー：Sapere Aude
Dare to learn, Dare to wise
ギリシャ哲学者：シシローの言葉
資金（スポンサー）
政府が現在は払っており、外部からのスポンサーはいない。しかし現在進行中。
創立した背景は―
保守党は保護者や社会の需要がある地域に、その需要にあった学校を設立できるようにしたかっ
た。こちらの中学校はまさにその需要にこたえて設立された学校。
基本的には保護者が学校により関わってこられるようにしていきたい。その形がフリースクー
ル。規律を正すことによって、学力の向上につながるとの理解があるため、これら規律を守ること
については厳しく指導している。
Ofsted の評価はまだ。ただし設立時の監査を通っているため、評価には自信あり。学期終わり
（end of this year とおっしゃったが、タームの終わりという意味で来年か今年か不明）に評価を受
ける予定。
ルール違反した子供に対しては―
教師（学級担任）がまずは子供に対して注意を促し、それで改善が見込まれなければ次（主任）
そして校長へと報告される。それで謹慎処分になる。3 日でも改善されない場合は退学処分とな
る。
（例）校則違反に関して、すでにあったケースでは 3 日の謹慎処分が下された。こちらのケース
の謹慎理由は風紀（髪型）違反。
3 日の謹慎処分中に来てしまうような生徒はいない。謹慎処分になっていても課題は学校から提
出しなければならないため、
もし特別施設に送られた生徒がいるとすれば、個人的な経験からあまりよくないことだと考えて
いる。というのも、つまりそこに集められた生徒たちが、つまり同じような問題を抱えた子供が多
いという背景があるため、必ずしも良いということではなく、改善されて帰ってくることは難し
い。
ただ、例えば 120 人の生徒がいるが 1 人を除くことで 119 人の利益となれば、退学もやむを得な
い。生徒も保護者も入学するときの条件（parent-teacher contract 契約）に合意しているため、そち
らに違反した場合は、退学の可能性もある（が、退学させることはとても難しい）
。
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科目について
○

語学：ラテン語が必修。現在はフランス語も学ぶようになっているが、将来的（校舎移転後）
には、主要言語としてスペイン語やドイツ語を加えていく予定（義務かどうかは不明）
。今は
フランス語以外、放課後のクラブで教えている。

○

宗教学：1 人の教師が宗教、地理、歴史を教えている。

○

サイエンス：伝統的な教え方に則って「化学、物理学、生物学」と細かくサイエンスを分けて
教えている。フリースクールならではのカリキュラムになっている。
（例）1 クラス 24 人ほどが基準だが、生徒の習熟度に合わせて 3 人のクラスを作るとフレキシ
ブル。（理科：1 人）

○

算数：苦手意識をなくすためにも「楽しみながら学べる算数」にしている。美術を利用し、歴
史的に特定の時期を選んで、その絵画背景を算数と一緒に教えていく。例えば、ルネッサンス
期の絵画を使って、そこにある算数（おそらく形などを見ながら）を探し、塗り絵などをさせ
て興味を掻き立てるようなカリキュラムになっている。

○

その他：音楽に特に力を入れている学校である（音楽については、1 人パソコンとキーボード
をつなげたものが用意してあり、音階など譜面の読み方を学ぶ。そうすることで、生徒が楽器
を学びたいと思ったときにも役立つ。3 つの楽器演奏を学んでいる生徒もいる。こうしたクラ
ブ活動は義務づけられており、放課後に行われている）
。かなりの予算が音楽におりている。
弦楽部や聖歌隊もあり。力を入れている分、週に 1 度コンサートを開いている。外部から音楽
の教師を呼んで特定の楽器を教えている。クラッシックのみならず、自由にロックや他の音楽
全般も、生徒の興味に合わせて学べるようになっている。

カリキュラムは与えられているもの。音楽などは選べる。ただし、例えば楽器を 3 つ習っている
学生がいるが、その楽器の授業が算数の時間と同じ時間にあるとすれば、算数をやめて、そちらの
授業に出ることは可能。この算数で出ていない時間は埋めあわせをされなければならない。
個室の楽器練習室 5 部屋もある。
GCSE を生徒は受けなければならない。
I-GCSE（International-GCSE―英語圏の国で開かれている試験。こちらの方が水準は高い）を将
来的には受けることができればという考えがある。理由は、例えば算数は国の中で比べるよりは、
国際的に比較していく方がよい。
偏ったカリキュラム（政治的・宗教的に）になるフリースクールはないのか―
それはおそらくないと思われている。学校理事会がチェックすることがあるため、そのようなこ
とはないはず。
教員について
フルタイムは 6 人、パートタイム 2 人
良い先生が集まる理由は―給料か理念か
理念のためだと考えている。とりわけ新しい学校のため、熱意ある先生方が集まるようになって
いる（自由裁量のあるカリキュラムなどが魅力）。

437

図書館
現在は本がない状態だが、寄付があったので現在は購入が進んでいる。ノートパソコンも完備予
定。
校庭
女子の必修：ネットボールとホッケー
男子の必修：ホッケーとラグビー
器械体操とクリケットが夏の必修に。陸上競技はバスに乗って、University of Westminster まで
移動。そちらで学ぶ。
障害児学級：現在使用している校舎は公立学校（State School）
。また新校舎移動の際は、障害児学
級ができるが、今はない。
食堂：昼食はこちらで。朝食をこちらでとる生徒もいる（事前に連絡が必要）
。事前の支払義務有
り。外注の業者が食堂を出している。時期の校舎ではこちらの食堂も 4 つの各 Houses（寮）に出
される予定。子供たちの支払う食費は学校ではなく、業者との契約関係。学校は関わっていない。
体育館：ボリス・ジョンソン、ロンドン市長がこちらに来られて開校。教育省の方もこちらに来ら
れた（そちらは開校式ではない）。
月・水・金曜日に体育館で朝礼がある。
理事会
理事は地域コミュニティや保護者からなる。また教師（他の学校の教員やスタッフの方）もい
る。5 年前からトビー・ヤンさんというジャーナリストを中心に 5 年前から設立へ動きだし、正式
に 4 年前から活動が始まった。このような中心人物がいることが非常に大切。
HT と理事会の関係は非常に重要で、こちらの学校では関係は良好。
一般的にケース・バイ・ケースだが、おそらく HT と理事会は良好な場所が多いと思われる。問
題は、理事会の内部で関係に問題があるとき。理事会の中で方向性が違うことが、より難しい。
フリースクールについて
もともとフリースクールのアイデアというものが論争を巻き起こしたものだったため、多くの注
目を浴びていた。反対理由としては、おそらく政府を言っていることの誤解。State school の教育
や教員が良くないと受け取ったこと。公共部門から補助金などを切っていくということにも抵抗が
あった。しかし、実際政府がこのフリースクールで言いたかったことは、保護者にとって「より多
くの選択肢と機会の提供」というものが、必要な場所に与えられることであると思われる。既存の
学校へ補助金を与えず、新しい学校設立へ向ける動き事態への反対も一部としてある。
教員の立場からすると子供たちとの距離も近く、新しいこともできるフリースクールはよいと思
う。
フリースクールの「概念」はそもそも労働党が持ちだした。主要な政党の上層部ではお互いに
「フリースクールは必要だ」という共通理解があった。その点で、各政党の上層部ではそのような
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意見の違いは見られないはず。政党の末端に行くほど感情が入り、意見の違いはあると思われる。
PTA：こちらの学校にある。教師（こちらの音楽と古典主任）も参加し、楽器やパソコンなどの
機器を購入するための資金集めなどをしている。こちらの学校では PTA 活動は盛ん。一般的には
多くの学校も活発であるだろうけど、少人数で活動を盛んに行っているところがある。
教員組合は一般的には反対
資格がないというよりは、教員の権利について反対をしている。時間外におこる無償労働がある
程度フリースクールではあるため、そのようなことに対して反対している（しかし、フリースクー
ルの教員はすでに雇用契約に合意しているため、問題はないと言う認識）
。
リーグテーブル
競争社会における、いい刺激となっている。これがあることで、学力の向上にもある程度つな
がっているという意見。
イギリスの教育改革に問題はないか
個人的には政策があり、学力の質向上のために、他の教科の時間を割き、試験対策により多くの
時間が費やされていくこと。
Personal Social Citizenship and Health と言う教科はどこの学校でも教えられるため、人格形成と
いう意味では問題はないと思うが、しかし学校によっては音楽やスポーツなどの時間を割いてい
る。こちらが懸念される。
こちらの学校では、古典的な教え方（例えば理科や音楽やスポーツを学ぶこと）によって、自然
に子供たちの学力向上ができるのではと考えている。
Department for Education
日時：10 月 21 日（金）
場所：Economic Adviser
Strategic Analysis
Department for Education
5th Floor, Sanctuary Buildings, London

DfE の役割や責任
イングランドの学校システムがどのように働いているかなど、学校の編成（school organisation）
、入学許可など
また DfE はアカデミーのポリシーグループの一部である
ペニーさん：ダーリントンより
担当は学校理事、入学許可などの手続き、そして私立（independent school）における学校規則
デボラさん：アカデミーの政策をつくっている

SG（学校理事組織）の役割や責任など
イングランドでは 152 の地方教育局（Local educational authorities）がある。各 LEA は独立した
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理事 / カウンシラー（組長）がおり、彼らは 2 年ごとに選出される。また LA は最高責任者がいる
が、より重要なことは最高責任者はチルドレン・サービスの理事長であり、システムにおいて数々
の責任を有している。
（* こちらの詳細は後程メールで送付されるとのこと）
LA はセーフガードについて責任を持っている。この点は重要である。またイングランドにある
学校の設立、開校、維持についても責任がある。ペニーさんは私立学校に対しての責任があるが、
この私立学校と言うのはすでに LA が提供する教育外のものである。
LA はまた学校の教育水準に対しても責任がある。約 7 年前、数校における学力標準があまりに
も低かったということがあり、劇的な変化が要求されていた状況があり、アカデミープログラムへ
とつながった。アカデミーの目的は LA から、つまりそのフレームワークの規制から学校を自由に
することであった（数はまだまだ少ない）。
2010 年に新政権が始まり、それ以降、アカデミーの常時開校が始まり、2003 年から 2010 年まで
に 200 校が設立され、2010 年から今年までには 900 校が開校された。より増えていく見込みであ
り、政府は最終的には学校を LA の管轄をはずし、アカデミーへの移行をしたいと考えている。
アカデミーは LA の介入を全く受けていない。しかし（いわゆる）大臣（secretary state）との署
名合意によって統制されている。資金合意は契約的な関係で、アカデミートラストの中において限
度設定をするため、もしアカデミー自体の GB を設置したい場合はアカデミーの正式な名前の下で
のスポンサーとなる。
文部大臣が合意に署名すると、我々に ”Young Education Funding Agency”

と呼ばれるエイジェ

ンシーがつく。彼らの役割は文部と個々の学校のお金の流れを確実なものとするため、厳しく監視
し、公的資金における規定を犯すことないようにすることである。
現在、学校経営はあらゆるものによってなされている；LA による公費維持費のもの、アカデ
ミーまたその移行途中にある学校、私立などである。
フリースクールはアカデミーの “ ブランド ” の一種である。ただフリースクールは地域に対して
より責任を持っている。新しい学校はコミュニティのために、その地域に設立され、そして多くの
場合 LA ではなくコミュニティによって運営されている。しかし法的にフリースクールはアカデ
ミーである。
ペニーさんの話
LA によって運営されている公費維持費の学校がどのように機能しているかということだが、と
りわけイギリスの学校で注目したい点は教会や宗教団体の学校である。LA によって維持されてい
る各学校は GB が設置されている。HT は日々の意思決定に責任を持っているが、GB は HT の指名
や予算また学校の方針についての合意責任がある。
GB（選出された保護者、スタッフ、LA また LA が指名した人、そして地域のコミュニティの人）
から構成されているが、例えば教会付属学校や宗教学校の理事になると、学校のエートス（精神）
を維持するための責任のある人が指名され、GB へ参加するようになる。
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私立は（Independent school）は政府の資金援助はなく、慈善団体、個人や会社などによって資
金繰りがなされている。
フリースクールは法的に言えばアカデミーの一種であり、保護者、教師そして慈善団体により設
立された学校である（両親が子供たちに特定の教育を受けさせたいとして、その学校が存在しなけ
ればその要求に従って建てられる）。
将来的なアカデミーまたはフリースクールと LA の関係は、ある意味法的関係中心になっていく
見込み。今後は学校とコミュニティ間の協力姿勢を期待している（地域にある学校と LA の協力に
今後はよるということである）。地域によっては資金合意によって、LA と共に活動していかなけれ
ばならないという要求を受けている場所がある（例：入学許可に関して。もしフリースクールが、
保護者が学校に応募できるというシステムの一部であるとし、フリースクールがそれから離されて
いないのであれば、フリースクールは LA と協力し席をオープンに、公平に、そして透明性を持っ
て用意しなくてはならない）。
学校理事会についての質問

1 ．GB に関して 30 年くらい経つが、GB に対して、当時職員の抵抗がなかったか
イングランドの歴史において、GB はすでに学校にあった（それはすでに HT が置かれていた公
費維持費の学校に当てはまるものではない）。学校の歴史では、かつては教会によって学校共育は
供給されており、人々は教区教会と共に教員の雇用や学校の運営を決定していた。そしてこのシス
テムによる「教育提供」の基準は自然な流れで引き継がれてきたものである。HT が独立してしま
わないような仕組みがあった。

2 ．今現在 GB に対しての改善点（国として）
アカデミーの設立。
機能している学校では、良い GB がある。GB のパフォーマンスがよければ、向上できることが
多くなるため、良い GB を持つことのできる可能性が高いアカデミーはより良いという考えがあ
る。
分析の結果、パフォーマンスの高い学校は GB が HT に対し申し立てができるなど、効率があ
る。よってアカデミーの設立を進める。
歴史的に LA はある程度大臣のようなもの（secretary state）で GB を解任し、新たな理事を置く
権力を持っていた。 そのため、上層理事に迅速な学校の向上を実現できるような、教育に関する
スキルを持つ質の高い理事を置くということは有効ではあった。しかし、現在では、理事を変える
のではなく、アカデミーへの移行という考えになった（これを達成するためにも、学校の精神を変
えるべきだというアカデミーへのリーダーシップやスポンサーを DfE は提供していく予定である）
。
デボラさん：アカデミープログラムについて
アカデミーには確かに他の学校にはない自由を持っている。LA からの自由であったり、雇用の
自由であったり、またカリキュラムにおいてはかなりの自由を持っている。公費維持費の学校と同
じようなことはアカデミーの GB にも当てはまる。
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アカデミーの GB の役割は似かよっており、学校目標の制定や学校の戦略的方向付け（strategic
direction of school）などもそれにあたる。どちらの GB も積極的に HT をサポートかつチャレンジ
する（critical friend と呼ばれている）点においても共通している。

3 ．GB の役割でアカデミーと公費維持費の学校で違う点
アカデミーはまた会社でもある。すべてが慈善によるからである。よって、学校の目標を制定す
ることなどに加え GB はアカデミーが慈善法（Charity Law）また会社法（Company Law）に従うと
いう責任がある。
公費維持で運営されているセクターでは、学校周辺のサービスは LA によって法により提供され
ているが、アカデミーに関しては、トラストにとってこれらのサービスが提供されることが責任と
なる。一般的に、LA をそのサービス提供と言う点で使うこともあるかもしれないが、アカデミー
はこれを自由に決められる（例えば IT 関連サービスなど、子供たちの教育のために求められるも
の）
。アカデミーは LA によって縛られることなく、どのサービスを、どこから購入するかという
点においては完全に自由である。
アカデミーは自由もあるが、その分責任もある。
「アカデミーが自分たちでやること」を政府は
プラスとして受け取っている。しかし悪い方向へ向かった場合は政府はアカデミーの問題に介入で
きる権限がある。
（例）
例えば公費維持費の学校については、GB が機能していなければ、GB を変えることができるが
しかし LA の学校として維持される。しかしアカデミーの場合は（究極の例として）
、完全に変え
ることができる。つまり GB のみの改革ではなく、スポンサー自体を変えることができる。これは
特筆すべきことである。

4 ．よりよい改革のために、国が役割を大きく果たすべきか、市民や地域が大きな役割を果たすべ
きか、はたまた競争原理が役割を果たすべきか
おそらく後者 2 つ。地方に根付いたシステムの中における競争が増えている。コミュニティは学
校に関してより責任を持つことができる（市民コミュニティの需要に対して考え、感じるだけでは
なく、実際のレスポンスができる）
。政府は選択による市場原理、競争がより多くあるフレーム
ワーク作りをしている（この原理のもとでは公共施設は機能しないであろうと言うこと）
。

5 ．イギリス学校理事会の今後は―将来展望―
政治家は GB の構成に対して規制を設けているため（例えば保護者、スタッフ各…名など）これ
に柔軟性を持たせたい。 例えば可能性としてであるが、両親は 2 人以内、スタッフ 1 名、LA1 名残
りは自由など。この背景には、多くの分析がなされた結果、GB のよい人材というのは、財政的な
背景、学歴、政策管理などの専門性を持っている人々のビジネススキルをより GB に活かすことが
できるよう、門戸を自由に広げたいという意図がある。これらの人々を集めるためには、やはり
GB の構成自体に自由が求められる。

6 ．学校に地域を巻き込む積極的理由は？
歴史的に概念としてあった。常にコミュニティから学校の運営に関わりを持っている人々がい
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た。コミュニティは LA の取り決めを通して責任を持っていた（例えば：健康サービス、教育など
のコミュニティによって運営されるべき公的サービス）
。これらのサービスは地域レベルでなされ
るべきことである。
また他の点として、中央政府などは主体としては大きすぎるということである。また政策に変化
があり、中央政府から権力を分散していくという動きもある（地方は地方によって運営されるべ
き）。
考えとしてはリンカーンの「By the people, for the people, of the people」という言葉が適切であ
る。
最後の点としては、スピード向上があげられる。必要な事態が起こったときに、中央政府からで
は対応スピードがどうしても落ちてしまうからである。
（例） 新しいフリースクール設立では、コミュニティが中心となり 15 か月で開校となったが、LA
が関わっていれば 6 年はかかった。
＊インタビューのテープ起こしは、主に、通訳の村田彰子氏によるものである（括弧にインタ
ビュー対象者の様子も記載されている部分もあるが妥当と判断し、そのままに記載した）。通訳の
みならず、滞在時の調査機関と時間調整など親切に対応していただいた。心より感謝申し上げたい
（堀井）。
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➨2❶

アメリカ調査報告

調査報告（論考）
米国シカゴ市における「地域学校委員会」の現状と特色
北野

秋男

はじめに
本稿は、米国シカゴ市における「地域学校委員会（Local School Council）
」
（以下、
「LSC」と略
す。）の発足経緯と権限内容を概観した上で、その活動内容の特性を解明することである。LSC の
ような地域主導型学校運営は、アメリカの中でも極めてダイナミックな形態を持つ実験的なもので
ある。LSC は、シカゴ市教育改革の一環として誕生した制度であり、校長を選任する権限、カリ
キュラムや予算を承認する権限なども付与されており、「アメリカ公立学校の歴史の中で、父母へ
の学校参加をもっとも過激な形で保障されたもの」（黒崎，1994：39）と評価されている。従っ
て、現状では日本の「学校運営協議会」とは組織や権限内容のあり様が大きく異なるが、今後の
「学校運営協議会」のあり方や方向性を検討する上でも参考となりうるものである。
また、筆者は 2011 年 11 月にシカゴ市を訪問し、地域学校委員会に関するインタビュー調査を実
施した。調査内容の詳細は、別紙「
〈調査報告〉米国シカゴ市「地域学校委員会（Local School
Council）」の調査報告」を参照願いたい。

1 「地域学校委員会」の発足経緯と権限内容
イリノイ州北東に位置するシカゴ市は、2000 年の時点で人口 280 万人を超える全米第 3 位の大都
市であり、人種比率は白人 41.97％、アフリカン・アメリカン 36.77％、アジア人 4.35％、その他と
なっている。シカゴ市内の公立学校数は、2011 年でプレスクール（ 3 − 5 歳）395 校、8 年制小学
校 536 校、4 年制高校 137 校、チャーター・スクール 83 校である。全生徒の 85.6％が低所得階層で
あり、13.7％が英語能力に問題があるとされている。シカゴの「地域学校委員会（Local School
Council ＝ LSC）
」は、88 年にイリノイ州法として制定された「シカゴ学校改革法（The Chicago
School Reform Act）」に基づき、シカゴ学区全ての公立学校に設置された学校の最終的な意志決定
権限を有する統治体（governing body）である〈 1 〉
。言い換えると、地域学校委員会とは学区教育
委員会が持っていた学校監督の権限を弱め、保護者・地域住民・教職員で構成される LSC に実質
的な学校運営の権限を付与したものである。
付与された学校運営の権限とは、もともとはシカゴ学区教育委員会が持っていた校長の選任、
「学校改善計画（School Improvement Plan for Advanced Academic Achievement）
」の承認、学校予算
の承認などの学区の統治に関するものである。こうしてアメリカの伝統的な地方教育行政システム
の象徴的理念であった学区自治主義は縮小され、学校運営に関わる重要な権限が全て LSC に委譲
されたわけである。シカゴの事例は、
「教育ガバナンスの大転換」
（篠原，2011：1）
、
「民主主義的
地域主義」（柏木，2004：47）の具現化と呼ぶべきものであった。ただし、シカゴ市教育委員会
（Chicago Public Schools ＆ School Board）は依然として学区全体の教育統治を行い、教育委員は市
長が任命する。いわば、シカゴ全体の教育行政は旧来型の市教育委員会に委ねながらも、学区内の
学校運営はローカル・コミュニティの意思を直接的に学校運営に反映させるという分散型の学校運
営となっている。
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各学校の自律的運営機能を格段に高めた LSC の組織的特徴は、そのメンバー構成と選出の仕方
にある。学校ごとの委員会のメンバー11 名は、保護者 6 名、地域住民 2 名、校長 1 名、教員 2 名
で構成され、高校の場合には生徒代表 1 名も加わっている。各代表は、それぞれ選挙で選出される
だけでなく、LSC の議長は保護者の中の 1 名が担当するという極めて強い民衆統制の理念を持つも
のとなっている〈 2 〉。主なる権限は「校長の選任」「学校改善計画の承認」「学校予算の承認」で
ある。
第一の校長の選任は、委員の 7 名以上の賛成票を投じることが求められている。校長職はテニュ
ア制が廃止され、4 年契約となる。校長の選任にあたっては、まず校長が公募され、候補者の中か
ら選考される。校長は学校のリーダーとして日々の学校運営と改善を行うが、その成果は 4 年ごと
に LSC によって評価を受けることになる。
第二の「学校改善計画の承認」とは、立案されたカリキュラム・教授内容・指導方法などの学校
改善計画への承認である。学校改善計画とは、
「シカゴ学校改革法」で規定された学力と学習成績
の向上という目標達成に向けて各学校が独自の改善点を挙げ、それに即した手続き、実践計画を作
成するものである。スタート当初は 3 年ごとの作成が求められたが、現在は 2 年ごとになっている
〈3〉
。
第三の「学校予算の承認」とは学校予算編成の決定と承認である。
「シカゴ学校改革法」以降
は、学区教育委員会が学校予算の詳細な編成を行っていたが、各学校に毎年平均 50 万ドルの総額
予算を配分する方式に改善されている（Moore, 2001: 3）
。LSC は、校長の下に作成された学校予算
の内容を議論し、最終的な承認を行うことになる。

2 「地域学校委員会」の改革
しかしながら、LSC の革新的な学校運営の全てが最初から成功したわけではない。Designs for
Change 代表のムーア（Moore, Donald R.）は、LSC スタート当初の 10 年間では小学校の約 3 割、高
校の大多数で学校改善の具体的な成果が見えなかった、と指摘している（Moore, 2001: 4）
。そこ
で、デイリー（Daley, Richard M.）市長の下で 95 年に「シカゴ学校改革法」の改定がなされ、一層
強固な指導チィームが組織されるとともに、トップダウン的にテストに基づいた責任制度を各学校
に求めている（Moore, 2001：5）。また 04 年には組織的改革も行われている（柏木，2004：48）
。
その改革とは、第一には、2004 年に各学校に「教職員リーダーシップ委員会（Professional Personnel
Leadership Committee=PPLC）
」が設置されたことである。88 年の改革法では LSC の諮問機関とし
て各学校の教師で構成された「専門職諮問委員会（Professional Personnel Advisory Committee=
PPAC）」が設置され、カリキュラム、教授法、指導内容の決定に対する教師の発言権強化を目指し
たが、余り機能していなかった。そこで、04 年以降には学校のカリキュラム、学校改善計画の開
発と実践、学校予算などの項目について、校長と LSC に助言を行うことが規定され、教師の学校
改善への指導性が保障されることとなる（篠原，2011：4）
。
第二には、校長の指導性の強化である。校長の雇用契約期間は 4 年であり、再任か解雇かの決定
は LSC に委ねられるが、代わって教育目標の達成のために予算配分計画の策定、学校改善計画の
策定と実施、教員の解雇と採用などの人事権を付与される。
第三には、各学校が企業、NPO、市民団体、大学などからの支援を自由に受けることを可能と
している。次節でも紹介するシカゴの “Parents United for Responsible Education” “Designs for
Change” “The Consortium on Chicago School Research” などの組織や活動は、こうした事例を物語
る。
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シカゴ市の学校改革を総括すれば、それは子どもの学力向上を目指して達成目標を明確に掲げ、
。それ
学区教育委員会の権限を再編し、各学校の自律的な学校運営を保障したことにある〈 4 〉
は、88 年以前におけるシカゴ市の貧困、学力低下、暴力や麻薬の横行、ドロップアウト率の高さ
などを要因とし、シカゴ市独自の教育問題がシカゴの教育改革に多くの市民や保護者の目を向けさ
せたからに他ならない。いわば、88 年の「シカゴ学校改革法」以前にはシカゴ市民や保護者から
の「シカゴ学校教育委員会に対する批判はピークに達し」
（篠原，2011：2）
、教育アカウンタビリ
ティを求める声が高まった。その声とは、まさにコミュニティ支配に基づく学校運営を求める地域
住民の要求であった。

3 「地域学校委員会」を支援する組織や活動
次に、LSC を支援する様々な組織・団体を概観し、その具体的な活動内容を見てみよう。本節で
取り上げる組織は、第一には，“Chicago Public School（＝ CPS）” 内の “Local School Councils &
Community Relations（LSC & CR）” である。CPS は LSC の親・保護者に対する情報提供を行う組織
である。第二には、87 年から教育問題と親の権利に関する情報を提供し、意志決定過程に親を参加
させることを意図する “Parents United for Responsible Education（PURE）
” である。第三には、77
年に創設された都市の教育改革を分析するシンクタンク “Designs for Change ＝ DFC” である。第
四には、90 年創設されたシカゴ公立学校の政策と実践を調査し、評価する研究機関 “The Consortium on Chicago School Research ＝ CCSR” である。
（1）Local School Councils & Community Relations（LSC & CR）
シカゴ市教育委員会の中には、Chicago Public School（CPS）内に “Local School Councils & Community Relations（LSC&CR）” という部署があり、各公立学校の WEB サイトに基づく管理ティー
ムの活動を監督し、促進しながら、学校・親・地域との全ての面でのコミュニケーションを拡大し
ている。LSC&CR は、地域と信頼を基盤とする組織、機関、市の部署と学校内外の安全を促進す
るために関係を強化することを目指している。LSC&CR は、全ての LCS メンバーに組織的で包括
的な訓練機会を提供し、かつ CPS 生徒の全ての親に全市を挙げての資源と支援を提供している。
要するに、LSC&CR は LSC の日々の活動に対する全面的な支援と援助を行う部署である。最近の
主なる業務は、
「6 千人以上の LSC メンバーの訓練を行ったこと」
「シカゴの 600 校で LSC メンバー
の選挙を実施したこと」「2,500 以上のサービス要求に応えたこと」
「生徒の安全問題を調査し、促
進することを 100 校以上で実施したこと」（CPS, 2011）などを挙げている。
（2）Parents United for Responsible Education（PURE）
PURE が掲げる使命は、全ての子どもに高品質の公教育を提供することを支援し、保障すること
である。そのために、PURE は教育問題と親の権利に関する情報を提供し、意志決定過程に親を参
加させ、子どもの支援者としての役割を親に与えることを目指す。最近の PURE の成果としては、
① “Parents Across America” と呼ばれる親の全米ネットワーク組織を構築し、教育政策の国民的議
論に親の声を反映させたこと、②シカゴ公立学校の進級政策に差別があったとする「告訴」を行っ
たこと、③ LSC の各学校のスモールスクール化の主張、④ CPS の学校閉鎖と「ルネッサンス 2010」
〈 5 〉への反対活動などである（PURE, 2011）
。
PURE の組織は、理事会、約 800 名の会員、スタッフなどで構成されるが、とりわけジュリー女
史（Julie Woestehoff）は PURE の代表（executive director）であるだけでなく、フォード財団賞を
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受賞した経歴を持つシカゴ 100 人の著名な女性の一人でもある。シーゲル女史（Siegel, Elaine）は
PURE を長年にわたって支援する著名な弁護士である。
（3）Designs for Change（DFC）
DFC が掲げる使命は、アメリカの 50 地域の大規模公立学校制度を改善することである。都市部
の学校が直面する最も困難な問題に取り組む改革を支援する研究と政策分析を行う。1977 年の設
立以来、DFC は都市の教育改革を分析する多くの研究を行っているが、その内容は、「①どのよう
に広範囲の改革が実行されたか、②それらのインパクト」
（Designs for Change, 2010-1：1）であ
る。DFC は、「都市学校の有効で最良の実践」
「学校改善を支援するために実地援助を行う有効な
方法」「教育政策変更に対する最良の主張」といった諸問題をフォード財団、ニューヨーク・カー
ネギー財団、米国教育省およびスペンサー財団から資金提供を受けながら、多角的な都市調査研究
を行なっている。
シカゴ市では、82 年から 88 年までシカゴ公立学校制度の再構築を目指した訓練、研究、組織、
支援プログラムなどを行っていたが、98 年に「シカゴ学校改革法」が州議会で可決されると、以
後 DFC は LSC を支援する活動を行っている。ムーア氏（Moore, Donald R.）は、DFC 創設時から代
表（Executive Director）となり、30 年以上にわたり都市部の学校改革の研究と教育改革理論、な
らびに学校への支援を指揮している。ハーバード大学教育学大学院を修了し、学位は教育学博士
（Ed.D.）である〈 6 〉。
（4）The Consortium on Chicago School Research（CCSR）
CCSR は、「シカゴ学校改革法」制定直後の 1990 年に創設され、その使命はシカゴ公立学校の政
策と実践を調査し、評価する高度な技術を持つ研究を行っている。また、研究者、政策当局者、実
践者とのコミュニケーションを拡大し、政策行動と実践の改善研究の利用を奨励する。現在はシカ
ゴ大学が中心となって運用されている。組織は、運営委員会（Steering Committee）の他に、
CPS、シカゴ市の教育委員会、教員組合、校長と教育行政官協会、州教育委員会、教育改革グルー
プ、大学研究者、地域の政策立案者などが参加している（CCSR, 2011）
。CCSR は、特定の政策見
解を提唱することなく、調査結果を幅広く共有することに努めている。LSC に対する調査は、97
年に行われ、研究者の評価として「非常にうまく機能している」（70％）
、
「うまく機能している。
ただし支援を必要とする」（30％）、
「重大な問題を抱えている」
（10〜15％）であったと報告してい
る（Moore, 2001：3）。また、シカゴのほとんど全ての学校の標準テストの成績が改善されたこと
も指摘されている。それは、教育改善を目標に掲げる校長、高度なチームワーク・士気・想像力を
持ち、親に対する強固な奉仕活動を行う教師の成果であった。
（5）その他の支援組織
DFC が HP 上で紹介している他の LSC 支援組織も挙げておこう（Designs for Change, 2010-2）
。
“Catalyst” と呼ばれる WEB サイトは、シカゴ公立学校に関して独自に情報を発信する月刊ニュー
ス・マガジンであり、シカゴ学校改革の詳細な分析を提供している。“South Side United” は、サウ
ス・サイドの LSC を支援する非民営化組織である。さらには、
「シカゴ教員組合（Chicago Teachers
Union）」，“Local School Council Advisory Board” “Local School Council Member Alliance of Chicago”
なども挙げられるが、紙幅の関係で割愛する。なお、上記で述べた組織・団体は LSC を支援する
と言う点では一致しているものの、それぞれの立場の違いによって LSC との関係性は異なること
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を付記しておく。

4 「地域学校委員会」に対する評価
最後に、LSC に対する評価を確認しておこう。LSC に対する評価としては、発足 10 年後の 97 年
に CCSR が行った Ryan & Bryk らの調査（1997）が注目される。本節では、同調査の概要を簡潔に
紹介している Moore & Merritt（2002）報告の一部を用いて、LSC メンバーの特徴、活動内容など
を概観することとする（Moore & Merritt, 2002：5-8）
。
（1）LSC メンバーの特徴と活動内容
LSC メンバーの教育レベルは、メンバーの 31％が「学士号取得者」
、32％が「大学レベル」で
あった。また、13％が高等学校を中退している。この数値は、メンバーが全米平均の学歴よりも若
干高いことを示している。人種構成は「アフリカ系アメリカ人」42％、
「白人」40％、
「ラティー
ノ」14％であり、都市部の人種構成を典型的に反映したものとなっている。ただし、LSC の「アフ
リカ系アメリカ人」と「ラティーノ」にとっては、LSC は草の根の指導者になる機会を提供するも
のとなっている。すなわち、1,800 人の「アフリカ系アメリカ人」と 700 人の「ラティーノ」が LSC
メンバーに選出され、イリノイ州では最も多くのマイノリティが占める分野になっている。LSC の
会合は、88％が「 1 年に最低 9 回の会合」を持ち、56％が「全ての会合で定足数を満たしてい
る」。LSC の 81％が「 2 つ以上」の活発な委員会を持ち、27％が「 6 つ以上」の活発な委員会を持
つ。平均的な LSC メンバーは、「月 11 時間」を公的職務に、それ以外では「月 17 時間」を自発的
に学校のために費やす。全体では、LSC メンバーは「月 12 万時間」を学校支援のために費やすこ
とになる。
（2）校長評価と選任
CCSR は、LSC の主要任務（「校長評価）「学校改善計画」
「予算編成」）に関してメンバーが責任
を果たしたか否かについても調査している。「校長評価」に関しては、
「LSC は校長評価における明
確な基準を持っている」という質問に対して、メンバーの 86％が「強く同意するか、同意」して
いる。同じく校長の 74％も「強く同意するか、同意」している。「LSC は校長評価の際に公式のプ
ロセスと予定表を持っている」という質問に対しては、メンバーの 82％が「強く同意するか、同
意」している。同じく校長の 74％も「強く同意するか、同意」している。
「我々の評価は、校長が
改革を行う際の助けになっている」という質問に対しては、メンバーの 74％が「強く同意する
か、同意」している。同じく校長の 56％も「強く同意するか、同意」している。
CCSR は、こうした質問結果を総括して、LSC の校長評価を「高い総合的評価」18％、
「総合的
評価」38％、「最小限の評価」32％、「評価しない」12％の 4 段階となり、最小限以上の評価をした
者が約 8 割に達しているとしている。次に校長選任のプロセスに関しては、「候補者の言動を
チェック」84％、「数人の候補者にインタビュー」81％、
「情報を求めて地域内の他のメンバーと接
触」75％、「地域フォーラムに最終候補者が参加」68％であった。
（3）学校改善計画への評価
学校改善計画への質問としては、「LSC は恒常的に学校改善計画を監視した」については、
「強く
同意するか、同意」が 76％、「学校改善計画の情報に関して地域フォーラムを開催した」の質問に
関しては、「強く同意するか、同意」が 61％であった。CCSR は、こうした質問結果を総括して、

448

学校改善計画を発展させることや監視することに対して、LSC は「非常に活動的」14％、
「活動的」
41％、「いくぶん活動的」35％、「活動的でない」10％の 4 段階となり、
「活動的」であったとする
者が 9 割に達していると指摘する。
（4）学校予算への評価
学校予算への質問としては、「LSC は予算を再検討し、改善するために多くの時間を費やした」
という質問に関しては、「強く同意するか、同意」が 73％、
「私は予算の専門的な細部を説明でき
る」という質問に関しては、「強く同意するか、同意」が 58％となっている。コンソーシアムは、
こうした質問結果を総括して、LSC が学校予算の承認や監視を行うことに対して、「強く関与」
22％、「適度に関与」58％、「わずかに関与」16％、
「関与していない」4 ％の 4 段階となり、何ら
かの「関与」を行った者が 9 割以上に達しているとしている。

〈注記〉
〈 1 〉「シカゴ学校改革法」の成立経緯に関しては、ムーア（Moore, Donald R.）の「基本原則の変更」（2001）が
詳しい。ムーアは、シカゴの学校改革を「急進的分権化」（Moore, 2001: 1）と位置づけ、ワシントン市長
（Washington, Harold ）
、「シカゴ連合（Chicago United）」や「商業クラブ市民委員会（the Civic Committee of
the Commercial Club）
」の経済界、研究支援グループの Design for Change、子どもの保護者や地域住民など
が推進し、学校関係者が激しく抵抗した経緯を述べている。
〈 2 〉 LSC 委員は、全体で約 6 千名が選出される。候補者は、教育経験や学校教育の経歴は問われない。選挙は 2
年ごとに実施される。2010 年選挙は 4 月 21 日（小学校）と 22 日（高校）に行われている。
〈 3 〉「学校改善計画」では、学校のカリキュラム方針、各実践における責任の明確化、独自の改善点の表明、補
助金の獲得などの作成が求められる。さらには、教職員の職能開発、研修計画に関する方針、研修の内容な
ども作成する。ただし、こうした学校改善計画の作成は LSC と教職員の協力を得た上で、通常は校長が作成
することになっている。
〈 4 〉 シカゴの学校改善や自己評価のための基準は、07 年シカゴ学区が策定した「Five Fundamentals for School
Success」に明示されている。5 つの基準とは「教育実践」「教育的指導性」「教育専門職能力」「学習環境」
「家庭と地域の参加」
（Hart, 2007:14）である。この基準は、シカゴ市の「計画開発部局（Office of Planning
and Development）
」が策定したものだが、いわゆるトップダウン的なものではなく、各学校の自律的な改善
のためのツールとして利用されている。
〈 5 〉 97 年イリノイ州議会は 60 校のチャーター・スクールを承認したが、シカゴ市では 04 年に「ルネッサンス
2010」計画によって 10 年までにチャーター・スクールなどの新しい学校を 100 校作り、各学校に自治権を与
え、競争を促すというものである。ダーレイ市長やダンカン教育長の主導で行われたものであるが、オバマ
政権は 11 年 1 月に「ルネッサンス 2010」をモデルにした教育改革を行うことが報じられている。
〈 6 〉 報告書としては以下のものがある。Designs for Change 2005 The Big Picture: School-Imitated Reforms, Centrally Initiated Reforms, and Elementary School Achievement in Chicago（1990 to 2005）, Designs for Change.
Donald R. Moore 2003 Crisis: An Alarming Percentage of Hispanic Youth in the Chicago Metro Area Are Dropouts and Jobless, Designs for Change. Matthew R. Hanson and Donald R. Moore, September 2003 Rachel Carson
Elementary School: An Exemplary Urban School That Teaches Children to Read, Designs for Change などが HP
上の「出版物」に掲載されている。
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〈実地調査：インタビュー記録〉
米国シカゴ市「地域学校委員会（Local School Council）
」の調査報告
北野

秋男

調査期間：2011 年 10 月 30 日（日）〜2011 年 11 月 5 日
（土）
訪問者・質問者：北野秋男
訪問先：（1）William Rice Jr. (Senior Advisor), Office of Local School Council
（2）Elaine Siegel (Attorney at Law) Elaine K.B. Siege & Assoc., P.C.
（3）Eben Credit (Local School Council Member at Julian High School)
（4）Michael E. Brunson (Recording Secretary) Chicago Teachers Union
（1）William Rice Jr. へのインタビュー
訪問日：2011 年 11 月 1 日（月）
場

所：Chicago Local School Councils

回答者：William Rice Jr.(Senior Advisor),Office of Local school Council
Ｑ . シカゴの地域学校委員会への地域住民の「満足度」は高いのか。
Ａ . 一般的には地域学校委員会に対する満足度は高いと言えると思います。満足度が低い学校もあ
りますが、それは地域学校委員会の政治的な行動に起因するものです。保護者が地域学校委員会の
パフォーマンスに満足していない場合ですね。一度決断が下されれば、満足度は概ね再び高くなり
ます。ある地域学校委員会では、校長の契約を更新しないと判断した結果、保護者が怒るという状
況になっています。校長のパフォーマンスは高いのですが、委員会との関係がうまくいっていない
のです。それは地域学校委員会に対する信頼を失った状態です。地域学校委員会は校長への契約を
更新しないという決断をしました。保護者と教師は、地域学校委員会がその権限を行使したと怒っ
ていますが、地域学校委員会には、その権限があります。新たな校長が選ばれ、人々がこの変化に
適応すれば満足度は戻ってくると思いますが、現在はシカゴ市の 600 校の内、問題があるのは 10〜
12 校ぐらいです。わずかな数と言えるでしょう。学校数は、約 600 校です。579、580 などと多少上
下はしますが……。
また、シカゴ市内にはチャーター・スクールが多くありますが、これらはすべて公立学校です。
チャーター・スクールに地域学校委員会はありません。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会の目標は学力向上か。
Ａ . 地域学校委員会では学校での実践が向上するよう、指導陣を率いて欲しいという期待を持って
校長を選びます。勿論、安全性や課外活動など、他にも目標はあります。単純に学力だけではな
く、多くの目標がありますが、地域学校委員会は概ね子供たちに最善の教育を提供する教師陣を揃
えることのできる校長の雇用を目指しています。
Ｑ . NCLB 法（2002 年）以降、アメリカではテストの学力向上が求められている。この政策には、
シカゴの地域学校委員会では具体的に、どのように対処しているのか。
Ａ . シカゴ市内で観察下にある学校数を今数えていたのですが……。NCLB 法は、毎年基準を上げ
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ますので、年々基準に達することができない学校が増えています。2014 年までにすべての生徒が
連邦政府の基準を満たすことは難しいと考えています。600 校の内、約 400 校が観察下にありま
す。3 分の 2 の学校が観察下にあることになります。比較的高い学校数ですね。何校かは観察下と
いう状況から離れることができましたが、毎年 7％ずつ基準が上がっていく中では非常に難しい状
態です。特に学力がもともと低い生徒の多い学校では、困難です。
NCLB 法は、非常にひどい法律だと思います。今日では、「頂上への競争（Race to the Top）
」が
さらにひどい政策となっています。教育省と連邦政府は教育関連法案を再制定していませんので、
いろんな変化が耳に入ってきますが、実際には何もまだ起こっていません。今日の共和党と民主党
による政治情勢の下で、教育を含め、様々な点で論争が行われています。どうなるか分かりませ
ん。しかし、おっしゃる通り、現在 Race to the top があります。私が見る限り、Race to the Top よ
りも NCLB 法の方がより大きな影響をもたらしたと思います。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会には予算編成の権限が与えられている。各学校の活動内容によって、
教育委員会から配分される予算に増減はあるのか。活動内容が良ければ予算は多く、活動内容が悪
ければ予算は低いのか。
Ａ . はい、予算は概ね学校に在籍する生徒数に基づく方式により計算されていますので、各学校に
追加予算はありません。ただし学校に割り当てられる各種資金は存在します。要件を満たしている
学校は NCLB の資金を受けていますし、低所得の家庭出身の生徒を対象とした州の「チャプター1」
の資金を受けている学校もあります。無料あるいは割引給食の要件を満たす生徒一人当たり 700 ド
ル付与されます。学校の裁量で用いることのできる予算の大部分はこれらを財源としています。生
徒一人当たりの額は市街地の学校で比較的高く、教育プログラムを支える予算として何百ドルから
何百万ドルの追加予算を得ています。
こうした予算に関して最も多くの権限を持っているのが地域学校委員会です。中央のシステムが
コントロールするコミュニティの資金は、組合による契約を支持するものです。教科書、建物の維
持などのために割り当てられる予算について、地域学校委員会はこれを承認しますが、意見を出す
ことはほとんどできません。例えば修士号を持ち、15 年の経験をお持ちの先生には、7 万ドルの給
料を支払わなければいけません。給料をそれよりも高くすることも、低くすることもできません。
労働組合の契約に組み込まれているからです。このように地域学校委員会は存在するすべての組合
の契約に従わなければなりません。学校予算の 80％は、組合の契約により制約されていますの
で、地域学校委員会が影響を及ぼすことができるのは、予算の 10％から 20％に過ぎません。これ
らは教育実践の向上を目指して行われる補助サービス、支援サービスに用いられます。クラスを小
規模にするために追加で教師を雇用したり、読解力・算数のプログラムを購入したり、延長授業を
行うことができます。
現在、システムを構成している新たに任命された教育長（Superintendent）と市長は、シカゴに
おける授業時間の延長を支持しています。組合は裁判所に訴えましたが、その判決は中央の行政、
教育委員会が交渉を不適切な形で行っており、導入するすべての変更は組合の契約に基づき、交渉
されなければならないというものでした。基本的に裁判所はシステムに対し、労働組合の契約構造
の外で行う組合員との交渉を中止するよう通達したのです。組合とは、確か Teacherʼs Union Number 1 という名前だったと思います。組合に入っていた頃から長年経ってしまいましたので…
Ｑ . 子どもや親は学校を自由に選ぶことができるのか。それとも住居で学校は決められているの
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か。自由に学校を選べるとすれば、それは競争原理を導入しているのか。
Ａ . 決して完全ではありませんが、選択することは可能です。子供たちは住所により定められた学
区に基づいて指定された近隣の学校に通います。中には、近隣でなくとも希望により通学できる学
校もあります。基本的にはくじ引きで入学が判断されます。入学できるかもしれないし、できない
かもしれません。ですので、選択は一定程度ありますが、完全なものではありません。1980 年代
のシェーダー裁判官が強制した合意に戻ることになります。その徹底した判決は失効してしまって
いますが、依然として学校システムは黒人、ヒスパニック、白人を含むよう義務付けられていま
す。学校システムの中に白人はほとんど残っていませんが。また選抜制の学校もあります。マニュ
アルがどうか見てみましょう。
学校間の競争はありますが、大多数の子供たちが近隣の学校に通っています。これらの学校の多
くには、テストの点数など、基準を満たさなければ入学できませんので、選考してもらうためにも
ある一定の要件を満たさなければなりません。空席があり、幅広く生徒を受け入れる学校もありま
すが、わずかな数しかありません。こうした学校はくじ引きで入学の可否を決めていますが、多く
の学校は入学に要件を課しています。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会は「教育アカウンタビリティ」の概念は意識されているのか。具体的
には何か。地域住民や保護者による学校への「アカウンタビリティ」か。それとも、行政側からの
学校運営の責任を問う「アカウンタビリティ」か。
Ａ . 中央と地域学校委員会との共同アカウンタビリティです。地域学校委員会は校長を選び、予
算、学校改善計画、カリキュラムの承認を行いますが、学校が観察下にある場合、すなわち基準を
満たしていない場合には、中央の行政が予算の責任とカリキュラムをコントロールし、学校での実
践に指示を出すことになります。その場合にも学校は校長を選ぶ権限を持ち続けますが、学校改善
の一環としてその校長が解雇された場合には、この権限も奪われることになります。
基本的に、両者がアカウンタビリティを果たさなければなりません。システムは、基準に達して
いない学校で子供達が質の高い教育を受け、予算が適切に用いられるよう保証します。基準に達し
ている学校をシステム側がコントロールすることはありません。地域学校委員会がすべての事柄に
関するアカウンタビリティを果たします。ですから、学校が NCLB の基準を満たしていない場合の
み、システムが介入し、コントロールするのです。多くの学校では、校長はそのまま残り、カリ
キュラム、予算の使途について指示してきましたが、先ほども言いましたように、その予算の多く
は組合との契約により制約されていますので、あまり多くのことはできません。また多くの場合、
システムとして地域学校委員会と協力して学校改善計画を立ててきました。効果的に行われた場
合、システムとして地域学校委員会は何がなされるべきか、という点について合意に達していま
す。したがって共同責任と言うことができるのです。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会は「分散型リーダーシップ（distributed leadership）
」の理念を導入し
ているのか。
Ａ . 「分散型リーダーシップ」という考え方は導入されていると言えると思います。ただし、
「分散
型リーダーシップ」という用語を用いる人は少ないでしょう。私は長年システムの中で、中央の行
政が学校をコントロールするケース、地域学校委員会がコントロールするケースを見てきました。
例えば、マイノリティがその専門的能力を発揮して指導的立場に就く機会が設けられるようになり
ました。黒人やヒスパニックの校長の数は以前に比べて増えましたし、地域コミュニティが学校で
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の実践をよりコントロールできるようになりました。
「分散型リーダーシップ」という用語で表現
されることはないと思いますが、実際に見られるようになったことの一つであると言えるのではな
いでしょうか。結果的には「分散型リーダーシップ」が見られるようになったということです。以
前に比べて、有色人種が地域の学校で意見を述べ、影響を及ぼすことができるようになりました。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会と同じようなシステムは、他の都市や地域でも採用されているか。都
市名や地域名を教えてください。
Ａ . 私が知る限り、選挙で選出される委員会を持つ都市はシカゴだけであると思います。ニュー
ヨークにも委員会があり、他の学校にも委員会は存在しますが、これらは選挙により選出される委
員会ではなく、またシカゴの委員会が持つような権限を付与されていません。私が知る限り、シカ
ゴが、誰が指導を行うかを判断すると共に、契約更新の可否、予算の承認、指導的立場にある校長
の下で実施するカリキュラムを判断する権限を持つ、世界で唯一の委員会であると思います。
Ｑ . シカゴ市内で最も高い評価を得ている地域学校委員会は、どこか。学校名を教えてください。
Ａ . 地域学校委員会の評価についてですが、私の知る限り、地域学校委員会そのものを評価するこ
とはありません。ただし委員の任期を更新するかどうかという点において、投票者により評価され
ると言えるかもしれません。保護者とコミュニティの住民が評価します。インタビューの最初に、
保護者とコミュニティが怒っている学校の例を挙げました。校長の契約更新をしないと判断した委
員は皆辞めさせられるかもしれません。そうならないかもしれませんし、どうなるか分かりません
が、現時点において、保護者とコミュニティは怒っています。新たな校長が着任する前に選挙が行
われる予定ですから、現在の校長を追放して新たな校長を雇用すると判断した委員は、2012 年 4 月
に追放されるかもしれません。投票する人々という点から考えると、評価は草の根のレベルで行わ
れています。
（2）Elaine Siegel（LSC 支援弁護士）へのインタビュー
訪問日：2011 年 11 月 2 日（火）
場

所：Office of Elaine K.B. Siege & Assoc., P.C.

回答者：Elaine Siegel (Attorney at Law) Elaine K.B. Siege & Assoc., P.C.
Ｑ . Pure との関係や LSC 支援の内容をご説明下さい。
Ａ . 私は教育法を専門として弁護士業務に携わってきました。1985 年頃から、この分野の弁護に関
わってきました。これまで様々な教育機関の代理人を行ってきました。例えば学区、大学、PURE
などの保護者によるアドボカシー・グループや、DESIGNS FOR CHANGE などのアドボカシー・
グループ、保護者、生徒、医師、大学院生、学部生などの代理人を務めてきました。また教師の
方々や、初等教育、中等教育の経営陣とも仕事をさせていただいています。長年この分野で活動し
てきました。
学校改革に関する法律は 1980 年代後半に登場しました。当時はハロルド・ワシントンがシカゴ
市長でしたが、地域学校委員会の設立を支援するボランティア弁護団の一員として参加しました。
当初は多数の弁護士が関わっていました。
「学校改革に関する弁護士顧問プロジェクト」に、約
150 人の弁護士が関わっていたと思います。非常に詳細で、複雑な新しい法律、さらにこれが反映
された法令集を読み、地域学校委員会がどのように設立されるべきかを検討しました。地域学校委
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員会への示唆とは何か、またその権限と義務は何かを検討したのです。当初はこうした作業に尽力
しました。
各地域学校委員会の代理人となり、地域学校委員会を支援するために、その活動と義務に関する
出版物を出しました。このプロジェクトは数年に渡って活発に行われたのですが、年月を経て、政
治の状況が変わってしまいました。ハロルド・ワシントン市長が早くに亡くなってしまった後、リ
チャード・デイリー市長がシカゴの公立学校制度を支配するようになり、市長として学校に関する
権限を手にしました。選挙で選ばれた教育委員会ではなく、地域住民が選ぶものです。教育委員会
の委員の選出に地域学校委員会が関わったこともありました。教育委員会というのは、シカゴ公立
学校制度をはじめ、アメリカにおける主な統治機関です。市長が権限を握るというのは、教育委員
会の委員を市長が直接指名するということを意味しました。イリノイ州では非常に有力であったリ
チャード・デイリー市長の影響下で、市長の手に権限が集中したのです。市長は地域学校委員会に
好意的ではありませんでした。これは私の解釈ですが、市長は地域学校委員会を彼の権限への脅威
と感じていたのだと思います。デイリー市長は少しずつ地域学校委員会の権限を最小化し、彼がコ
ントロールする教育委員会の権限を高めるという動きを見せました。次第に、弁護団は地域学校委
員会を支持する立場を取ることは政治的に望ましくないと考えるようになり、当初は大規模であっ
た地域学校委員会に対する法曹界の支援が次第に弱まっていきました。私は地域学校委員会との関
わりを持ち続けた数人の中の一人です。地域学校委員会はシカゴ市に多大な恩恵をもたらし、シカ
ゴの公立学校での教育を大きく向上させました。この進展を、うれしく思っています。政治の状況
によって、地域学校委員会が制度として影響を及ぼすことのできる範囲と権限が損なわれたこと
は、悲しいことです。そのようにして私は関わりを持つようになりました。
地域学校委員会の主な目的というのは、これは私の理解になりますが、シカゴにおける地域学校
委員会は、学校の改善を進める基本的な手段であると思います。どの都市においても、都市圏の学
校にとって非常に有望な組織であると言えるでしょう。地域学校委員会は、非常にダイナミックな
組織です。シカゴの地域学校委員会の構成は、まず 6 人の選出された保護者の委員と教師 2 名が教
育委員会に指名されますが、委員となるためには学校職員による投票を経る必要があります。地域
学校委員会には新たな委員も加えられています。教師以外の学校職員が地域学校委員会の委員とし
て指名されるようになりました。さらにコミュニティの代表者 2 名が選出されます。高校の場合に
は、生徒が地域学校委員会の委員となります。そしてすべて地域学校委員会に例外なく校長が加わ
ります。ですから、学校のあるコミュニティなど、手を取り合うことのできるすべての関係者にユ
ニークな機会が提供されると言えるでしょう。
地域学校委員会がその力を最も発揮している際には、学校のコミュニティ全体を活性化する非常
に強力でダイナミックな組織となります。それが最も地域学校委員会のパフォーマンスが高い状態
です。地域学校委員会の活動記録、すなわち長年に渡る地域学校委員会のパフォーマンスは非常に
高いものです。機能を果たしていない地域学校委員会について耳にすることもあります。そういっ
たケースも見られますが、地域学校委員会は概ねコミュニティにおいて非常に建設的な原動力と
なってきました。
地域学校委員会は校長を選びます。先ほど述べたように地域学校委員会のその力を最も発揮して
いる場合、校長と地域学校委員会は一丸となって活動します。残念なことに、中央の教育委員会の
侵入により、この関係における信頼が様々な形で損なわれています。しかしうまく行っている場合
には、地域学校委員会は校長に応じ、校長は地域学校委員会に応じます。勿論ご存じの通り、校長
は 4 年間のパフォーマンスに基づく契約で勤務していますから、これによりコミュニティとは独特
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なパートナーシップが形成されます。保護者や生徒、同じ建物で勤務する教員に対してアカウンタ
ビリティを果たさない権威主義的な校長とは対照的です。また職務を遂行できない人物が校長の場
合もあります。機能している地域学校委員会があれば、効果的なパートナーシップが形成されま
す。長期に渡って成果を追ったある研究によれば、地域学校委員会は継続的に、低所得の都市部に
おける学力を向上させる大きな要因となっています。人種隔離など、生徒の学力に負担となる要素
が存在する学校も含めてです。ですから地域学校委員会は、シカゴ市において学校改革をさらに推
進する手段の一つとしての役割を果たしてきました。生徒の学力を向上させるために実に多くの試
みがなされてきましたが、地域学校委員会はこれを可能とします。ですから私の目的は、組織とし
ての地域学校委員会の存続を支援することです。また、地域学校委員会を解散させようとする、生
徒の学力に同様の成果をもたらさない他の統治組織の圧力に抵抗することです。
Ｑ . あなたの弁護士活動と LSC 支援の内容は違うのですか。
Ａ . そうですね、地域学校委員会のために私がしている仕事の多くは報酬を伴いませんので、事務
所のために収益を上げることを期待して関与しているとは言えません。非常に重要なことであると
考えています。シカゴで地域学校委員会の力が最大限発揮されていない点は非常に残念ですが、ア
メリカ全土、また世界的にも注目に値する組織であると考えています。何十年にも渡って成功して
いるものです。学校内の壁をなくすという試みや「開かれた教室」などの考えとは異なり、その成
果が証明されてきたものです。何十年も前に行われた学校改革をご存じでしょうか、大きな混乱を
招いたひどいものでしたが、地域学校委員会は実際に行われ、試みられ、機能するものなのです。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会への地域住民の「満足度」は高いのか。
Ａ . はい、シカゴの地域学校委員会に対する住民の満足度は高いと思います。この点に関する具体
的な統計的研究があるかどうかは存じておりませんが。時々、新たな市長となったエマニュエルの
地域学校委員会に対する姿勢は前任者と同じであるように見受けられます。地域学校委員会の持つ
権限を低めることを望んでいるように見受けられます。中には校長やその他学校職員を直接指名す
る権限を持つ地域学校委員会もあります。しかしながら、市長が地域学校委員会の権限を弱める法
案を提出しようとすると、シカゴ市民は強く反対します。これまで何度も見られたことですが、大
衆の抗議の結果、そういった学校に関する法律に対する漠然とした 改正は実現されていません。
これがどういう意味を持つのか、考えてみましょう。元々シカゴにある 600 校の学校すべてに地域
学校委員会が設置されていました。数は減少していますが、依然として何百もの学校に地域学校委
員会が設置されています。各地域学校委員会では約 8 名以上のコミュニティを代表する人々が直接
委員を務めています。これは市の政治に非常に大きな影響を及ぼすものであると私は考えていま
す。何百もの学校において、一年間に 8 名が政治的スキルを獲得、民主主義的過程に参加し、住民
ほぼ全員に関連する事柄に直接関わるのです。これはコミュニティ全体を活性化し、教育するもの
だと思います。このような参加は、まさに区議（ward）
、市議（alderman）をはじめとする権力構
造から成る、シカゴの伝統的な政治構造とは異なるものです。優れた政治構造と捉えられるべきで
しょう。これまでも申してきましたように、地域学校委員会に対する支持は高くありません。しか
し、住民の多くは地域学校委員会に大変満足していると思います。幅広い熱意があります。この点
においては、反対者が公の場に出て、参加を希望する人々が街に流れ出すという事態が発生しまし
た。残念ながら、これまで何年にも渡って地域学校委員会の委員への恐喝や嫌がらせが発生してき
ました。実際に委員を務めることへの熱意は低くなっていますが、依然として高い支持を集めてい
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る機関です。
Ｑ . シカゴの地域学校運営委員会の目標は学力向上か。何か他に目標はあるのか。
Ａ . 最も重要な目標は学力向上です。他の目標、そうですね、すべて関連し合っていますが、もう
一つの非常に重要な目標の一つは、教育の過程に対する保護者の参加を高めることだと思います。
勿論、高い効果をもたらす要因として数多くの研究で指摘されてきましたが、地域学校委員会はそ
ういった保護者の関与を制度化するものです。自身の子供の教育だけでなく、コミュニティの資力
につながる学校全体の政策立案に関わるメカニズムであり、選挙によって長期間存続していく組織
です。保護者はこれに責任を持ち、政策を策定する権限を持つのです。それが二次的な目標と言え
るのではないかと思います。学力も保護者の参加も共に達成されるものですから、二次的とはいえ
ないかもしれませんが。
Ｑ . NCLB 法（2001 年）以降、アメリカではテストの学力向上が求められている。この政策には、
シカゴの地域学校委員会は具体的に、どのように対処しているのか。また最近、アメリカには
「Race to the Top」という政策もありますが。
Ａ . 難しい質問ですね。ただ、ますます悪化していますね。テストの点数と教師のパフォーマンス
をつなげようと試みてきました。試みてきたというよりも、イリノイ州では実際に成功してきてい
ますが。教師の指導の質の向上という点では、テストの点数の利用は逆効果です。教師の評価とい
う点では、テストの点数の効果は立証されていません。テストの点数は誤っていますし、妥当では
なく、大きな誤差を伴います。最悪な点は、マイノリティに過度な負担を課す点です。能力を正確
に反映するものではありませんし、非常に危険なものです。教育の質を損なうものです。
長年複数の地域学校委員会と関わりを持ってきましたが、私の知る限り、地域学校委員会は学校
からデータを得て、ある一定期間のデータの経過をモニターしているように見受けられます。校長
が 4 年間のパフォーマンスに基づく契約の下にある間、地域学校委員会の委員は注意深くこれをモ
ニターしていると思います。彼らはテストの点数に関して、校長に責任を課しています。毎年、地
域学校委員会は校長の年間評価を行い、4 年の終了時に更新するか否かを判断します。数多くの地
域学校委員会を見てきましたが、地域学校委員会はテストの点数の動向という点に関する校長の実
績を重視しているように見受けられます。教育委員会も同じです。実際に学校で行われていること
をどのように測定するかという問題ですね。地域学校委員会の動きという点では、私はこのように
理解しています。
テストの点数の強調というのは、また別のトピックとして長く議論できるものですが、アメリカ
では乱用されています。大きな不安感を生み出しており、何らかの成果があったかどうか、疑問に
感じます。悪影響ばかりが目に付きます。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会には予算編成の権限が与えられている。各学校の活動内容によって、
教育委員会から配分される予算に増減はあるのか。活動内容が高ければ予算は多く、活動内容が低
ければ予算は低いのか。各学校の年間予算は、どれくらいでしょうか。
Ａ . 分かりません。質問の直接のお答えにはなりませんが、私がこれまで見てきた中でお答えしま
す。お役に立つ情報になるかと思いますが、予算に関しては、権限を持つ地域学校委員会と経営
陣、学校経営陣と教育委員会ですね。その間には対立があると思います。地域学校委員会の委員
は、財政に関する情報を得る権利を付与されていますが、多くの場合この権利を保留されていま
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す。そのため、委員が予算に関する情報を獲得するために行動を起こさなければならないこともあ
りました。教育委員会は、校長が法律を順守するよう強制してきませんでした。これが大きな困難
の原因となってきたのです。地域学校委員会の機能不全に対して裁判所は対応してきませんでした
ので、改善の余地のある点であると私は考えています。私が気掛かりだと感じていて、何度も浮上
する問題なのですが、幾つかの学校、特に貧しい地域にある学校の保護者やコミュニティで暮らす
人々は財政的に洗練されていません。教育委員会はある一定額を学校に付与しますが、これを使う
ことは許されていません。年度末に返納することが求められています。予算上の戦略です。このよ
うな学校が 100 校あったとしましょう。そして各校に 50 万ドルのある予算あったとしましょう。使
うことが許されず、年度末に返納する 50 万ドルが予算にあったとするならば、政治家は出費が大
幅に削減されており、年度初めに赤字であったにも関わらず、年度末に黒字になったと言うことが
できます。毎年このような措置を取っているのです。そして保護者は、財政に関する情報を持たな
いため、また予算の複雑性ゆえに、この予算の乱用に対して効果的な監視を行っていません。常に
行われていることであり、今でも耳に入ってきます。使用することが許されていない予算があり、
これが教育委員会に返納されているという事態に対して、人々は不満を表しているのです。これら
が法律によって定められている地域学校委員会の権限が最大限に生かされていないことから生じる
弱点です。これが大きな問題点となっています。
Ｑ . 子どもや親は学校を選ぶことができるのか。学校選択は自由か。それとも住居で学校は決めら
れているのか。自由に学校を選べるとすれば、それは競争原理を導入しているのか。
Ａ . シカゴには学校選択制度があります。生徒は住所に基づいて近隣の学校に割り当てられます。
しかし、空席があれば他のコミュニティにある学校に通うこともできます。ただし、空席があれば
という条件が満たされた場合です。シカゴの南部にある家族が住んでいたとしましょう。近隣にあ
る学校が定数に達してしまっていたとします。そして北部にも学校がありますが、ここで留意され
たいのは、シカゴの南部はほぼマイノリティに占められているという点です。シカゴの北部の学校
はほぼ白人、そして一定数アジア人の生徒に占められています。学校の状況も、ラティーノやアフ
リカ系アメリカンがその大部分を占める学校に比べて、白人やアジア人の多い学校の方が望ましい
状態にあります。シカゴの北部にある学校に空席があったとします。通学が可能であるならば、北
部の学校に通うことができます。子どもを電車に乗せるとか、毎日朝夕一時間をかけて送り迎えを
するつもりであるならば、ある程度学校選択の余地があると言えるでしょう。実際に選択となりま
すね。
チャーター・スクールが導入されています。ただし、チャーター・スクールには地域学校委員会
はありません。勿論、チャータースクールが学校委員会の設置を望めば設けることができますが、
そのような措置を取っている学校はないでしょう。チャーター・スクールの場合には、一定程度の
学校選択権があります。生徒はチャーター・スクールに応募し、中にはくじ引きで入学の可否が決
められる場合もあります。マグネット・プログラムや選抜制の高校など、生徒が要件を満たした場
合に入学を許可される選抜制の学校もあります。こうした学校の多くが非常に素晴らしいもので、
選択することはできませんが、要件を満たせれば出願して入学することが可能です。しかし多くの
生徒は、要件を満たすテストの点数を獲得していません。入学にはある一定のテストの点数が必要
なのです。私は、いわゆる学校選択は幻想に過ぎないと思います。むしろ競争が生じているように
思います。チャーター・スクールの導入の結果、全体的な教育の質は良くても低く、むしろマイナ
スになるだろうと考えています。スタンフォード大学の CREDO の研究でも、チャーター・スクー
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ルの約 17％が優れた教育を提供しており、37％が劣った教育を提供しているという結果が出まし
た。シカゴもその研究の対象地域の一つで、ご存知のようにチャーター・スクールの生徒と通常の
公立学校の生徒をマッチングして行った研究です。現在、チャーター・スクールには多くの資金が
投じられ、政治的な支援が行われています。これがシカゴで 現在見られる状況です。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会は「教育アカウンタビリティ」の概念は意識されているのか。具体的
には何か。地域住民や保護者による学校への「アカウンタビリティ」か。それとも、行政側からの
学校運営の責任を問う「アカウンタビリティ」か。
Ａ . 先ほど学力のアカウンタビリティと、地域学校委員会がテストの点数を注意深く追跡する傾向
にあるということを話しました。残念ながら、それがシカゴにおいて定義されている「教育アカウ
ンタビリティ」です。しかし同時に、学校運営に関する問題も、地域学校委員会の大きな関心の一
つとなってきました。成果をもたらす可能性を持つ優良な地域学校委員会が、学校とその風土に大
きな改善をもたらすことのできる分野です。前にも申しましたが、地域学校委員会の試みに対する
校長、中央行政の協力が求められる点です。学校風土の向上という点で素晴らしい成果を残した地
域学校委員会も数多くあります。例えばボランティアによる学校の安全性向上のための試みが行わ
れてきました。建物の中での、また生徒の通学時の安全性ですね。校庭のモニタリングを支援した
地域学校委員会も多くありました。地域学校委員会が有効な連絡窓口として機能したこともありま
した。地域学校委員会に、一般的には少額ながら有給のアウトリーチのポジションが設けられ、学
校のアウトリーチとして保護者による関与の強化を試みたのです。こうした保護者が関与する活動
は非常に有効でした。先ほども申しましたが、より多くの保護者を学校に引き付け、保護者による
関与を強化することは学校の改善に貢献します。また問題解決に関する学校経営陣との関係、ある
いは学校内に存在する問題点や保護者が問題と認識する事柄に対して経営陣の関心を喚起するとい
う点は、地域学校委員会がその力を存分に発揮する上で十分エンパワーされていない分野と言える
でしょう。地域学校委員会が政策に影響を及ぼすことのできる分野であるにも関わらず、です。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会は「コミュニティ支配 SBM（community control SBM）
」と校長・教員
などによる「専門職支配 SBM（professional control SBM）
」のバランスに配慮したものか。
Ａ . SBM とは「学校を中心としたマネージメント（School-based management）
」ですね。シカゴで
大きな問題点となっているものの一つです。学校によって状況は大きく異なります。ある一定の独
立性を維持して全体的に大きな成功を収めている学校もありますし、専門職による支配が見られる
学校もあります。ダウンタウンの教育委員会が介入し、学校に彼らが優先する事柄を導入しようと
するケースもしばしば見られます。校長は全員、ある要件を満たさなければなりません。シカゴで
校長としての職を務めるためには、満たさなければならない非常に厳しい一連の要件があるので
す。イリノイ州の他の学区とは違い「タイプ 75」があるからと言って校長の職に就けるわけでは
ありません。「タイプ 75」は適切な学歴を持つ者に対して、州政府が付与する経営上の資格です。
専門能力の開発を積極的に行い、更新していくことが求められます。しかしシカゴではより厳しい
要件が課されています。地域学校委員会が選出することのできる候補者は多数存在しますが、教育
委員会のお気に入りの候補が既に存在しているのです。政治的な結びつきによるものもあれば、個
人的なものもあります。多くの場合、単純に誰を知っているか、誰の友人であるか、どの女子学生
クラブ（sorority）や男子学生クラブ（fraternity）に所属しているかなどによって、特定の候補者
が推薦されます。ですから、教育委員会あるいは中央の行政と言うべきかもしれません。彼らが推
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す校長の候補者を、学校側の意思決定を覆し、あるいはその意思決定に影響を及ぼして校長として
任命することを強制している事態を多く目にします。すると、たいていの場合、地域学校委員会と
中央の行政との間に対立関係が生じ、権力のバランスが崩れます。教育委員会が、学校のレベルが
下がるように意図的に校長を任命しているように見受けられることもありました。そうすると、学
校は機能しなくなります。そして教育委員会が介入し、意思決定権を握り、全員を解雇して新たな
職員を雇用する建て直しを行うか、チャーター・スクールに転換します。教育委員会による地域学
校委員会の支配に関しては、このようなパターンが見られます。ご質問がありますか。どうぞ。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会は「分散型リーダーシップ（distributed leadership）
」の理念を導入し
ているのか。
Ａ . 効果を阻んできた点を具体的に挙げるとすれば、中央の行政でしょう。地域学校委員会の成功
の最大の障害となってきたと思います。
Ｑ . シカゴの地域学校委員会と同じようなシステムは、他の都市や地域でも採用されているか。都
市名や地域名を教えてください。
Ａ . 他の都市については詳しく知らないのですが、ミシガン州デトロイトに地域学校委員会と類似
した組織が設けられたことがあったと思います。ただし、今はデトロイトは、シカゴと同じ制度で
はありません。現在はひどい状況です。まったく別の話になりますが。デトロイトの公教育は非常
にひどい状況にあります。
Ｑ . なぜ他の都市がシカゴと同じような制度を導入しないのでしょうか。
Ａ . そうですね、問題は市長にあるのではないでしょうか。イリノイ州の政治権力は地域学校委員
会が成功することを望んできませんでした。地域学校委員会は、初のアフリカ系アメリカンの市長
であったハロルド・ワシントンにより推進されたイニシアティブです。ワシントン市長は、ベース
となる市民をエンパワーし、学校に対する市民の参加を促したかったのです。それが彼のビジョン
でした。その後ワシントンを継承したのは、権力者でした。デイリー市長も、エマニュエル市長
も、シカゴ市にとって最善の策は何かを分かっていることを隠すことなく、彼らが最善と考えるプ
ログラムを実施し、全国的に広めたのです。オバマ政権は−私はオバマ政権を支持していますが−
デイリー市長のパターンを踏襲しています。改革ではないので「改革」という用語は用いたくない
のですが、シカゴで行われてきた制度を全国で複製するために、シカゴ公立学校システムの前
CEO を教育省長官として任命したのです。“Race to the Top” など、先ほどおっしゃっていたイニシ
アティブなどです。共和党、民主党のいずれからも、政治的な人気はありません。
例を挙げましょう。イリノイ州を代表する二人の上院議員の一人であるディック・ダービンは、
非常に人気のある有力な政治家であり、まさにそれにふさわしい人物なのですが、私は彼がこうし
た政策を全国レベルで他の政治家や市民グループのリーダーや民間企業、労働者などのコミュニ
ティ・グループに広める姿を見てきました。こうした考え方、いわゆるアカウンタビリティを擁護
し、全国的に広めています。その過程においては、地域学校委員会が果たす素晴らしい役割が表に
出てきません。誰も地域学校委員会の働きを知らないのです。数年前になりますが、オックス
フォード大学で教育法の分野のリーダーが集まるシンポジウムに参加しました。彼らは地域学校委
員会についてまったく無知でした。聞いたこともなければ、どういうものかも知りません。彼らは
繰り返し研究に記録されてきたシカゴの地域学校委員会の近年の成功について知らないのです。
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ですから先生の研究は素晴らしいと思います。ここシカゴで失われる危機に直面しているものに
国際的な注目を集めていらっしゃるのです。他の地域ではほとんど行われていません。目標は何か
という一つ目の質問に戻ることになりますが、私の目標は、この組織が人々の視界から失われない
よう維持することです。その役割が正当に評価されるまで。
Ｑ . シカゴ市内で最も高い評価を得ている地域学校委員会は、どこか。学校名を教えてください。
Ａ . 私には分かりませんが、お話されたら良いのではないかと思う人物を何人も知っています。
DESIGNS FOR CHANGE のドン・ムーアとお会いになる予定はありますか。私からドンに連絡
してみましょうか。とても忙しくしているみたいですから。
ドンは、素晴らしい研究者です。この分野の研究を 30 年から 35 年間行ってきました。非常に優
しい方なのですが、ドンは DESIGNS FOR CHANGE の創立者で、地域学校委員会システムの主要
設計者の一人でした。彼は教育学の博士号を持っており、数年前、公立大学教育プログラムの名誉
卒業生として表彰されました。豊富な知識を持った優れた研究者でありながら、気さくな方です。
先生がドンにお会いできるよう、連絡します。これが DESIGNS FOR CHANGE のウェブサイトで
す。非常に豊富な情報が掲載されています。多くの情報です。“Big Picture” を読まれたら良いと思
います。“Big Picture” は非常に重要な研究です。
（3）Eben Credit（LSC メンバー）へのインタビュー
訪問日：2011 年 11 月 3 日（水）
場

所：Hampton Inn & Suites Chicago-Downtown Hotel

回答者：Eben Credit (Local School Council Member at Julian High School)
Ｑ . LSC メンバーとなった経緯からお話下さい。
Ａ . シカゴの地域学校委員会は 1987 年頃、当時の市長ワシントンの下で誕生しました。学校の近
隣のコミュニティ、そこに住む住民や保護者、生徒など、すべての利害関係者が地域の学校に対し
て直接意見を述べられるようにするというものでした。長年そのような形で実施されてきました
が、95 年、96 年に、イリノイ州の州議会により、学校に関する権限が市長に与えられました。こ
れにより混乱が生じたのです。例えば、私が所属するジョリアン高校ですが、私は 96 年に委員会
に参加しましたが、イライラすることも多く、どうでもいいやと思うようになりまして、2 年間委
員会を離れ、2000 年に戻りました。なぜか分かりませんが、学校をダメにしようとしている暫定
の校長が学校を率いていました。卒業生が集まって大部分の委員を招集し、新たな校長を求めまし
た。幸運なことにこの校長を解雇して、ウィリアム・ヘイヤー博士を校長として雇用することがで
きました。
ジョリアン高校は 75 年に開校しました。私はまさにその開校日にいたのですが、当時の私の歴
史の先生がヘイヤー先生だったのです。ですから、数年後に彼を校長として雇用することになりま
した。すべてがうまくいきました。もっと技術的なカリキュラムを導入したいという要望を出し、
シカゴ南部では初めてナノテクノロジーの授業を開講した学校となりました。当時はナノテクノロ
ジーが何かさえ誰も分からなかったのですが。日本語の授業や料理、洗浄技術、ダブル・エンジニ
アリング・プログラムと呼ばれるもの、一つは木材、もう一つがナノテクノロジーの授業も開講さ
れました。テストの点数も上がりましたが、ヘイヤー博士は定年を迎えました。その時点で、校長
として着任する方が決まっていたと言われたのですが、この方が辞退されたので、シカゴ公立学校
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に新たな校長が決定するまでヘイヤー博士が校長として留まることができるよう依頼しました。シ
カゴ公立学校（Chicago Public Schools：教育委員会）はこれを拒否し、暫定の校長が既に決まって
いると通達してきました。新たに着任したこの校長は横領を働いていましたので、半年かけて解雇
しました。シカゴ公立学校にはこの校長の横領の事実を伝えたのですが、何の返答もありませんで
した。
その後、デリル・ヤング博士を校長として選び、着任していただきました。ヤング博士は難しい
事態に直面していました。彼女が原因となった問題もありましたが、シカゴ公立学校により彼女に
押し付けられたものでした。端的に説明しますと、この校長からは、既に見られた進展を確認する
程度の働きしか見られませんでした。一年半後にこの校長を解雇しました。その後、別の暫定的な
校長が着任しました。先ほどシカゴ公立学校は必ずしも地域学校委員会の意図に、この場合には学
校のコミュニティになりますが、耳を傾けないと言うお話をしました。ナノテクノロジーの授業、
日本語の授業、洗浄技術の授業、料理の授業はすべてなくなり、地域学校委員会、コミュニティ、
生徒にも説明がありませんでした。我々は大声で叫び、わめきました。すべてのプログラムがなく
なり、テストの点数が低くなるという、ものすごいことが起こりました。問題ですね。
ですから我が校のケースでは、地域学校委員会が原因だとされることもありますが、実際の状況
を理解している人々は、我々に原因があるとは必ずしも言えないということを分かっており、シカ
ゴ公立学校に原因があると言います。シカゴにある多くの学校には似たような恐ろしいエピソード
があります。地域学校委員会の役割が、学校での実践をモニターすることだということを理解して
いるコミュニティの人々は多くありません。地域学校委員会は校長を選ぶ権限はありますが、学校
経営は行いません。強制的に指定される校長よりもうまくいきます。その時点で校長はコミュニ
ティの人間ではなく、権力構造側の人間だからです。興味深い質問だと私が考えるのはこのためで
す。実際の構造を理解している人々に対して投票を行ったら、地域学校委員会を嫌うのではなく、
わずかでも地域学校委員会を支持すると思います。地域学校委員会は子供の教育について合法的に
意見を述べることができるからです。
Ｑ . ジュリアン高校は 4 年制の総合高校ですよね。
Ａ . はい、そうです。4 年間です。シカゴの高校は皆 4 年制です。私は、同校の卒業生です。生ま
れた時から今まで、高校の近隣に住んでいます。同校の LSC メンバーには選挙でコミュニティに
より選出されました。コミュニティの住民としてコミュニティ全体を代表しています。

Ｑ . 「地域学校委員会」のメンバーは何年間務められるのですか。
Ａ . 地域学校委員会の委員の任期は 2 年間です。来年の 4 月に選挙が行われます。2 年間の任期で
す。日本ではどのようになっているのか分かりませんが、シカゴでは 7 人の保護者の代表者、2 人
のコミュニティの代表者、高校の場合には生徒の代表者、校長が委員となります。校長は自動的に
委員となります、そして 2 人の教師の代表、そして教師ではありませんが、教師のようなサービス
の代表者がいます。ですから高校の場合には 13 名、小学校の場合には生徒の代表が委員を務めま
せんので 12 名になります。サービスと教師の代表者はその学校の教員による投票で選出されま
す。コミュニティの代表者は、保護者により選出されます。特定の学校の生徒、コミュニティの代
表、保護者の代表も同じです。生徒の代表は生徒による選挙により選ばれます。うまくいけば、コ
ミュニティと地域学校委員会が校長を選びます。私は地域学校委員会のトレーニングをすることも
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あるのですが、その際には学校を企業のように考えて説明をしています。学校がビジネス、企業で
あったとします。企業には理事会があり、株主が集まって理事会の委員を投票で選出するというも
のです。
Ｑ . 「地域学校委員会」のメンバーとしての仕事は何ですか。給料は出ますか。
Ａ . 地域学校委員会はボランティアです。給料は出ません。給料が出ると言われていますが、無給
です。私の通常の仕事は、検査技師です。イリノイ州、シカゴ公立学校には 611 校の学校がありま
すが、その内 580 校に地域学校委員会があります。平均すると 12 人の委員がいますから、シカゴに
はおよそ 7000 名の地域学校委員会の委員がいることになります。
給料が出ないと言う点を指摘するというのは嫌ですね。ボランティアです。日本と同じですね。
きちんとやれば、フルタイムの仕事と同じですよ。例えば私は昨夜仕事が終わってから、コミュニ
ティのミーティングに出て、今日は１時から夜まで CAPS ミーティングに出て近隣のコミュニティ
がどうなっているかを見て、ブラックフッドのミーティングにも出て、コミュニティの人々に学校
での実践について話を聞いてきました。ですから、フルタイムの仕事のようなものですよ。私の
ガールフレンドは「私のための時間は？」と言ってふてくされています。
Ｑ . 「地域学校委員会」の委員長も無給ですか。
Ａ . はいそうです。地域学校委員会は、毎年 7 月に集まって、役職に就く委員を選出します。そし
て 1 年間その役職を務めます。私はずっと書記を務めています。何度も何度も書記として選出され
るのです。委員長の名前はモン・デイリーです。手続きを経て、彼女が去年から委員長を務めてい
ます。来年度どうするからを決めなければなりません。今は一時的な状況にあります。
ところで、シカゴの「学校法」はお持ちですか。学校法とは、州の法律により地域学校委員会に
課せられ、これを受け入れているものです。これは月曜日に印刷したんですね。
毎年、委員会として全員が集まって、役職に就く委員を選出します。法律には、二つの役職、委
員長と書記の選出が定められています。読んでいただければ分かりますが、この学校法は約 50 万
人を対象としたものです。イリノイ州で 50 万人が住んでいる都市はシカゴだけですから、基本的
にはシカゴのための法律になっています。
この法律は、地域学校委員会がどのように設置されるのか、投票の手続き、市長の役割、教師の
代表、雇用、誰が委員を務めることができるか、地域学校委員会のトレーニング、学校のプログラ
ム計画などが記載されています。
Ｑ . シカゴ市内で最も高い評価を得ている地域学校委員会は、どこか。学校名を教えてください。
Ａ . 評価と言う場合には、成績についてですか。それとも地域学校委員会の働きについてですか。
何について考えるかによって、際どい質問です。成績についてということであれば、シカゴのトッ
プ校は Northside Prep、Walters Payton、Johns Commercial、Whitney Young、Lane Tech、そして…
Lindblom も入っているかと思います。ここで留意されたいのは、この 6 つの学校は選抜制の学校
で、入学にある一定のテスト点数が必要だということです。私の妹が選抜制により入学が許可され
た高校を 84 年に卒業したのですが、当時は地域工業高校でした。その学校に行くには全員テスト
を受けなければいけませんでした。これはシカゴ公立学校のしたことなのですが、どういう理由か
分かりませんが、学校の安定を損なうようなことをしていました。70 年、80 年前に建てられた建
物で、非常に古かったので、3 つ 4 つの建物を転々としなければなりませんでした。同時に校長も
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3 、4 人がいました。この学校は一般的な学校よりも良い学校だったのに、入学にはテストの点数
が必要なのです。
選抜制のもう一つの学校が、近くにある選抜制のマグネット・スクールです。突然皆が「素晴ら
しい！」「この高校は素晴らしい！」と言い始めたのですが、いやいや、そうじゃなくて、Northside Prep はトップ 2 ％の生徒を入学させたのですよ。テストをまず受けますね。テストの点数の
トップ 2％をまず選抜して、面接でさらにそのトップ 2 ％を合格にしたのです。98 パーセンタイル
なんて、何なんだっていう。
（4）Michael E. Brunson へのインタビュー
訪問日：2011 年 11 月 3 日（木）
場

所：Chicago Teachers Union

回答者：Michael E. Brunson (Recording Secretary) Chicago Teachers Union
Ｑ . 「地域運営学校」は公立学校だけに設置されていますか。
Ａ . 今日アメリカでは、公の資産を民営化しようとする動きがあります。最も大きな公有資産の一
つが公立学校です。民営化を推進しようとする民間企業のビジネスマン、億万長者、金融セクター
の立場、すべてを公のままに維持しようとする公務員の立場、そしてその中間の立場があります。
この中間の人々は、民間の機関のために公共の資金を用いようとする人々です。ここにポートフォ
リオ・モデルが当てはまります。ですから中間と言えるわけです。先ほども申しましたが、地域学
校委員会は公立学校の立場に立っています。
チャーター・スクールは、公立と私立の中間にあります。公共の資金を用いて、民間により運営
されています。チャーター・スクールの場合、地域学校委員会は存在しません。地域学校委員会が
存在するのは公立学校の場合のみです。チャーター・スクールには諮問委員会があります。諮問委
員会と地域学校委員会は異なる存在です。諮問委員会に権限はありません。
Ｑ . シカゴにはネオリベラリズムが広まっていると思われますか。
Ａ . そうです。ご存知ですね。ネオリベラリズムです。ネオリベラリズムは金融セクターにより推
進されています。シカゴ市長は、皆まさにネオリベラリズムの中心におり、ネオリベラリズムを代
表する存在です。彼らの政策、理論はネオリベラリズムに則ったものです。
このように考えてみてください。民営化というのは、大企業がすべてを運営するということを意
味しています。大企業が学校を運営する場合、彼らは民主主義を教えると思いますか。いえ、教え
ません。私たちは民主主義であるからこそ、学校は公立であるべきだと考えます。民主主義であり
続けるためには、人々は学校で民主主義を学び、これを学校で実践する必要があります。企業の学
校で生徒が学ぶのは、ヒエラルキーのみです。指示に従うことばかりを学んで、批判的思考を学ぶ
わけではありません。私は、人々が批判的思考を学ぶことは大切だと考えています。歴史的な文脈
や世界のことを学ぶことも重要ですが、企業の考え方ではテストばかりになってしまいます。すべ
てが標準テストのために行われます。ですから多くの知識を吸収するのではなく、テストに合格す
るために必要なことだけを習得することになってしまいます。そこに問題があると考えています。
アメリカでの難しさは、ネオリベラリズムが学校システムを支配し、これを学校改革と呼んでい
るところにあります。彼らはそう呼ぶのです、学校改革であると。質の高い教育を提供する、現状
を改善すると彼らは主張していますが、実際には公立の学校を多く閉鎖し、これらをチャータース
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クールに転換しています。教員組合としては、この流れを止めようとしていますが、彼らは「教員
組合は改革の立場にある」と言います。改革や進歩は望んでいないが、古いやり方に戻りたいと考
えているのだろうと言うのです。ですから、今日では言葉の争いとなっています。
Ｑ . 日本はアメリカの動向に追随しています。およそ 10 年くらい前から日本では国レベルのテス
ト、都市圏でのテスト、学区のテスト、都市でのテストが行われるようになりました。似た状況で
あると思います。日本はアメリカに続いています。
Ａ . そうですね、日本はアメリカと同じ流れを辿っているように思われますね。アメリカでこの流
れを率いているのは、シカゴとニューヨークです。教育改革という点では、シカゴとニューヨーク
です。考え方の源はこの二つの都市です。
教育省長官のアーン・ダンカンは、シカゴ出身です。彼が推進していることはアメリカ全体の教
育制度に大きな影響を及ぼしていますが、これは彼がシカゴでの実践を通して得たものです。シカ
ゴのモデルをアメリカ全国に広めているのです。ですから注目すべき都市は、ニューヨークとシカ
ゴ、そしてロサンゼルスですね。アメリカで最も大きな学校システムのある 3 都市です。アメリカ
で最も規模の大きな学校システムは、1 番目がニューヨーク、2 番目がシカゴ、そして 3 番目がロ
サンゼルスです。
教育の危機ですね。ただし、彼らが危機を生み出しているのです。彼ら自身が危機を生み出し
て、これを修正すると言っているのです。でもそもそも問題を作り出したのは、彼ら自身です。彼
らは学校を閉鎖します。学校が生徒を教育していないという理由で。しかしこうした学校が抱えて
いる問題は、貧困です。最善の教育を受けることのできない生徒が通っている学校の多くは、貧し
い地域にあります。背景にある家庭の事情に目を向けなければならないでしょう。またこうした学
校は、資金不足に直面しています。学校自体が子供たちのための資金を必要としているのです。そ
の資金が手に入りません。地域学校委員会と教育組合は、自ずと同じ立場にあります。手を取り合
うことができる存在なのです。ただこれまでそのように協力してきませんでした。まさに私が取り
組んできたことです。地域学校委員会と教員組合は手を取り合わなければならないと主張してきま
した。そして少しずつ協力するようになってきています。地域学校委員会をなくそうと対峙する
人々と、教員組合をなくそうと対峙している人々は、同じなのですから。
確か、質問をお持ちでしたね。ここにある質問の多く、いや、すべてですね、お渡しした本、そ
して既にお持ちの本に答えがあります。すべての質問の答えが書かれています。
Ｑ . 地域学校委員会が導入された後、評価によって実際に何人かの校長は職を失いましたか。
Ａ . 校長の契約は４年間です。何人かの校長が職を失いました。地域学校委員会によって、職を
失った校長が何人かいます。問題となったのは次の点です。地域学校委員会がある校長を解雇し、
他の先生を校長として雇用することができると建前上考えたとします。一方で、シカゴの公立学校
システム、あるいは教育委員会はその校長を留まらせたいという考えであったとします。すると対
立、戦いになりますね。多くの場合は、地域学校委員会が勝ちます。法律でそのように定められて
いますから。しかし、戦いになります。シカゴにある学校がありました。今日、我々はネオリベラ
リズムの圧力、システムの動揺などの問題を抱えており、校長に大きな圧力がかかっています。あ
まりの圧力に、校長はその圧力を教師に向けます。すると対立が生まれますね。中には学校で暴君
のように振る舞う校長もいます。こうした校長は教師を支配しますから、教師たちは恐れ、怯える
ようになります。あまり良い労働環境とはいえません。まさにそのような学校がありました。その
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学校の教師から何度も電話が私のところにかかってきて、不平不満と相談を受けました。どうした
ら良いかと。私はその学校の教師に地域学校委員会の会議に出席し、地域学校委員会の委員全員と
知り合いになり、彼らにこの校長の振舞いを伝えるよう言いました。何年もかかりましたが、最終
的には地域学校委員会が校長に対峙し、契約更新時に更新しませんでした。私ができることの一つ
です。地域学校委員会の会議に行って、委員と話をし、彼らが実際に起こっていることを知ってい
る状況にすれば、この校長を評価する際に、地域学校委員会は良い評価を与えないと、助言し続け
たのです。その校長の再雇用を判断する際には、再雇用されないことになりますし、もうすでに書
類がそろっているという状態を作り出すことができるのです。そのような形になります。
Ｑ . シカゴの「裕福な学区」「ミドルクラスの学区」
「貧しい学校」で学校予算や学力に違いはあり
ますか。
Ａ . アメリカには 50 州があります。各州はそれぞれの教育システムを司っていますが、各州は学
区に分けられています。今いらっしゃるイリノイ州だけで、300 か 400 の学区があると思います。
イリノイ州にある 400 の学区のうち、この学区、シカゴのみが市長によりコントロールされている
学区です。他の学区には皆選挙で選出される教育委員会があります。学校の予算は違います。学区
の予算は同じですが、学校は地域の財産税の影響を受けます。学校税だけではなく、財産税もあり
ます。裕福な地域であれば、学校のために用いることのできる資金が多くあることになります。貧
しい地域にある学校には、それほどの資金はありません。ですから学校間で大きな差異が生まれま
す。それに、人々自身が学校に寄付する額も違ってきますので、大きな差が生まれます。これは
「学校の成績表」というものですが（封筒から取り出す）
、いろいろな情報が載っていますので、こ
のコピーをお持ちになってください。ポール・マグネットという、シカゴで一番優秀な学校のもの
です。貧しい地域にある学校の成績表もお渡ししますね。貧しい地域にある学校ですが、才能があ
ると認められた優秀な生徒が通う学校です。成績表を出しますね。
ちょっと待ってくださいね。アメリカで学校のパフォーマンスが良くないという時には、常に貧
しい地域にある学校のことを指しています。貧困地域ですね。裕福な地域、あるいはミドルクラス
の地域にある学校のパフォーマンスは高いものです。2 つの学校の例をお渡しします。いずれもミ
ドルクラスの地域にある学校です。アフリカン・アメリカン、白人、ラティーノなどのエスニシ
ティも、学力に違いを生み出します。白人の多い地域の学校は優秀で、ラティーノが多い地域の学
校は中間、アフリカン・アメリカンが多い地域の学校の成績はあまりよくありません。二つのアフ
リカン・アメリカンの学校の例をお渡ししますね。一つの学校は、ちょっと待ってくださいね。
ハーバー、貧しい地域の学校ですね。アルドトリッジにしましょう。一校は貧しく、さらに重要な
点になりますが、望ましい家族構成ではない生徒が多い地域の学校が一つ。母親と父親がそろって
おらず、片親だったり、祖父母が世話をしている生徒が多く通う学校です。もう一校は家族構成が
良い地域の学校です。家族構成も大きな影響を及ぼすのです。
2 校分を印刷しますね。ちょっとお時間をいただきます。学校を評価する際に使用するのがこれ
です。アカウンタビリティ、これがアカウンタビリティに用いるものです。マーカーを出します
ね。ちょっとお待ちください。これですね。この最後のページを見てください。読解力のスコア、
出席率、そして算数のスコアを見ます。ちょっとお待ちください。読解力、数学ですね。これは、
AYP です。他の学校のものもお見せしましょう。すぐ戻ります。
これは、いい学校です。これは才能のある子どもたちが通う学校です。非常に頭の良い生徒が通
う学校です。それに、私のいとこがこの学校の校長だったのですよ。
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Ｑ . こうした学力の違いは、どうして生まれのでしょうか。
Ａ . 私は、60 年代に高校に行きました。市内にあるすべての学校には、作業の授業がありまし
た。工芸、木や鉄、プラスティック、自動車に関する作業を学ぶ授業ですね。学問教科に関する授
業はほとんどなかったということです。これらは、手を動かすものですね。子供達には人気があり
ました。すると彼らは学校に行きます。中退することもありません。今日の学校システムでは、す
べての学校に作業の授業や芸術の授業があるわけではありません。あるのはここ、そしてこの学校
のみです。ですから、試験ばかりの学校に通っても、子どもたちはつまらなく感じます。面白くな
いし、成績も良くなく、中退してしまうのです。その理由の多くは、官僚によって学校システムが
変化させられてしまったことにあります。学校は、子供たちがいたいと思う場所ではなくなってし
まったのです。
Ｑ . シカゴでは、高校を卒業する際、卒業要件に試験のスコアが課されていますか。例えば他の
州、マサチューセッツ州では MCAS テストというものがありますが。
Ａ . 「卒業時スコア（Exit score）
」と呼ばれるものですね。私は小学校を見てきましたので、あま
り詳しくないのですが、高校卒業の資格の取得にはある一定の成績が求められると思います。
私が強調したいのは、今日のアメリカは製造業の基盤を失ったということです。以前に比べて物
作りをすることがなくなりました。今はマクドナルドで働く、などのサービス産業が多くなりまし
た（笑）。そして今日の学校では、手を使った作業について教えることが以前よりも少なくなりま
した。ここには関連性があると思います。
Ｑ . 頂いた資料では、「地域行動委員会（community action council）
」が設置されると言うことです
が、地域学校委員会と地域行動委員会のダブル・システムですか。あるいは地域学校委員会が地域
行動委員会にほぼ移行しているということですか。
Ａ . このように考えてみてください。地域学校委員会があるのは、保護者とコミュニティ、さらに
教師も含まれるかもしれません、彼らが学校に関して意見を述べることを求め、政府に訴え、政府
が法律を作ったことによります。こうした動きから地域学校委員会が生まれました。コミュニ
ティ、住民の訴えから生まれたものです。これはシカゴ公立学校によるものです。シカゴ公立学校
が思い描いたものです。ネオリベラリストですね。先ほど述べた人々によるものです・・・名前は
なんだったでしょうか。ロバート・ランシーです。
ランシーは、ネオリベラリストですね。これは彼の考えによるものです。はっきり言い切ること
はできませんが、これは地域学校委員会を弱体化させる動きだと私は思います。あくまでも私の考
えですが。住民によるものではなく、教育委員会と市長の下にあるシカゴ公立学校によるもので
す。ですから、今後の進展を注意深く追いかけられたら良いのではないかと思います。これを私が
出したのは、こうした理由によるものです。ネオリベラリストは地域学校委員会をなくして、これ
を推進しようとしているのです。ランシーは、「地域学校委員会」ではなく、
「地域行動委員会」を
推進しようとしているのです。これは、2011 年度の案です。先ほど申した通り、これは実際に行
われているものの一例です。どこでしょうか……。オースティンです。これですね。地域ごとに設
けられるものですので、市内に 6 つあります。見てください。ここにあります。ここにあったと
思ったのですが、なくなってしまっていますね。これが構成図ですね。これが地域行動委員会で、
これが地域学校委員会です。以前はここにあったのですが、なくしてしまったようです。これが地
域行動委員会で、これが地域学校委員会、そして他の利害関係者がいます。これが彼らの考えです。
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