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要    旨 

学校評価の実施と活用について置籍校での実践を基に考察し、その定着に向

けての課題を明らかにした。学校評価を核にした学校経営の方向性は、内に向

かっての「ミドル・アップダウン型組織への移行と、学校評価を生かしたマネ

ジメントサイクルの徹底」、外に向かっての、「Web ページ等を活用した学校情報

の積極的な発信と、家庭・地域との能動的な交流による開かれた学校の実現」

に尽きると考えられる。 

 

キーワード： ミドル・アップダウンマネジメント、情報開示の二つのループ 

 

１ はじめに 

平成 19 年８月の「学校評価の在り方と今後の推進方策について 第一次報告」には、学

校自己評価の課題について、「当初から公開することを意識したものではないがゆえに、自

己評価結果の公表が質量共に十分に進んでいないのではないか」との指摘がある。また、

学校評価は、「自己評価のみならず、学校関係者評価との有機的な連携を図りながら、学校

運営を進める上でのＰＤＣＡサイクルを確立する中で行われることが望まれる。」との見解

が示された。続いて、平成 19 年 12 月 26 日より施行された学校教育法施行規則等の一部を

改正する省令において、学校自己評価の実施と結果の公表が義務とされ、学校関係者評価

の実施・公表についても努力義務とされた。また、平成 20 年１月には「学校評価ガイドラ

イン[改訂]」が示され、学校評価の法的整備等は着実に前進している。しかしながら、学

校評価を活用しＰＤＣＡサイクルを確立するには未だ課題も多く、このままでは評価シス

テムとしての内実を伴わぬまま、形のみが学校に定着するのではないかと危惧される。 

学校評価を学校運営改善につなげていく仕組みとして確立し、学校経営方針を具現化す

るため、学校評価をどのように実施しＰＤＣＡサイクルに沿って活用していけばよいかを、

置籍校での２年間の実践に基づいて研究した。また、学校評価の定着と学校評価を核にし

た学校経営の在り方（組織マネジメント・学校に関する情報提供）について考察を試みた。 

 

２ 研究目的 

実践例を分析し、学校評価の在り方と学校評価を核にした学校経営について考察する。 

 

３ 研究方法 

(1) 文献を通して、学校評価・学校に関する情報提供の基礎理論研究を行う。 

(2) 置籍校における２年間の学校評価とそれに対応した学校経営について整理し、学校評

価実施･活用上の課題等を分析する。 
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(3)  学校評価を核にした学校経営（組織マネジメント・学校に関する情報提供）につい

て、課題と展望を明らかにする。 

 

４ 研究内容 

(1)  学校評価・学校に関する情報提供の基礎理論 

ア 学校評価のあゆみ 

木岡氏(2005)によると、日本における学校評価の歴史は組織統制的な観点からの学校評価

システムであったといえる視学制度が始まった明治初期にさかのぼる。その後、「外部評価機

関を設けて統制機構を整備するという視点」と、「学校の自己組織性に着目して組織開発を促

進するという視点」から学校評価への取組が繰り返し試みられたが、発展することはなかっ

た。 

この二つの視点は互いに影響を及ぼし合いながらも、組織統制の視点からの学校評価は学

校組織の内実の改善に迫りえず、組織開発の視点からの学校評価は、組織を改変するダイナ

ミズムを内部から生み出し得なかった。つまり、学校評価の問題は、実は学校組織開発の

問題ともいえるものである。 

そのような経緯を経て、今次の学校評価を巡る国の施策は、平成 10 年９月の中教審答申、

「今後の地方教育行政の在り方について」において「開かれた学校づくり」の推進が一層求

められる中で推進されてきた。 

イ 学校評価の法的根拠 

学校評価の法的根拠は、学校教育法第 42 条に規定されている。また学校教育法施行規

則において、自己評価の実施及び公表の義務（66 条）と設置者への報告義務（68 条）、

学校関係者評価の実施及び公表の努力規定（67 条）が定められている。これらの諸規定

は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にも準用される。 

ウ 学校評価の目的・意義 

   学校評価の目的・意義としては次の３点があげられる。 

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、

その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校とし

て組織的・継続的な改善を図ること。 

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公

表・説明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と

参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の

改善措置を講じることにより、一定水準の教

育の質を保証し、その向上を図ること。 

 エ 学校評価の実施手法 

   学校評価の実施手法は次の(ｱ)から(ｳ)より

なる（図１）。 

(ｱ) 自己評価：各学校のすべての教職員が行う評

価(学校評価の基本となるもの) 

(ｲ) 学校関係者評価：保護者、地域住民等の学校
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関係者などにより構成された評価委員会が、自

己評価の結果について評価することを基本と

して行う評価 

(ｳ) 第三者評価：学校と直接関係を有しない専門

家等による客観的な評価 

オ 学校評価の実施状況 

「平成18年度学校評価及び情報提供の実施状

況調査」(文部科学省、2008)によれば、自己評

価の実施率は国公私立学校全体で89.5％にまで

上昇している。一方、学校関係者評価も公立学

校で49.1％に達し、学校評価への取組は着実に

定着しつつある。他方、「学校と家庭の教育に

関する意識調査」等（日本ＰＴＡ全国協議会、

2003～2006）では、学校自己評価制度について、

「知っている」は20％の近傍でほとんど４年間

変わらない。評価結果の公表についても、「わか

らない」が70％近傍でほぼ４年間一定である。

様々な要因がかかわっているものの、学校評価

について学校の説明責任が果たせていない実態

がうかがえる（図２）。 

カ 学校評価の実施成果 

  平成 18 年度の文部科学省調査（前掲）にお

いて、学校評価を実施した成果を問う項目では、

学校評価が学校経営改善に機能している様子が

うかがえる。他方、保護者の協力の推進（45％）、

保護者の意識の変化（37％）、地域の協力の推進

（26％）、地域の意識の変化（15％）という数字

は、学校評価の実施が直接的に保護者・地域の

意識変化にはまだまだ大きくはつながらない現

状と学校からの積極的な情報発信の必要性を示

している（図３）。 

キ 学校評価実施方法に関する課題 

  学校評価実施方法に関する課題としては、平

成 18 年度の文部科学省調査（前掲）では、評

価項目の設定（55％）、評価結果の活用方法（49％）等が上位を占めている。他方、奈良

市教育委員会「平成 19 年度地域とともにあゆむ学校づくり」によると、評価項目の設定

（56％）、教職員の多忙感（53％）、評価の客観性の確保（53％）等が示されている（図

４）。 

ク 学校関係者評価委員会の活動内容 

  学校関係者評価の取組は、平成 18 年度の文部科学省調査（前掲）においては、校長等
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管理職との対話（95.3％）、学校訪問・学校行

事参観（87.7％）、授業参観（78.9％）の三つ

に収束しつつある（図５）。 

ケ 学校関係者評価の公表 

  文部科学省の調査によると、平成 17 年度の

公立小・中学校学校関係者評価の実施率並び

に公表率において、本県は全国平均を大きく

下回っていた。平成 19 年 12 月の教育改革取

組状況調査（奈良県）では、実施と公表が前

進している様子がうかがえる（図６）。 

コ 保護者の意識 学校公開・参加の希望 

  「学校教育に対する保護者の意識調査」（ベ

ネッセ、2004）では、「とても望む」と「まあ

望む」を合計した数字を見ると、「子どもの学

校での様子を伝える」（95.6％）、「学校の教育

方針を伝える」（90.2％）、「気軽に質問したり

相談したりできる」（88.8％）の３項目に集中

している。この傾向は中学校より小学校で、また、郡部より市部で顕著にみられ、情報

発信面での開かれた学校づくりに貴重な示唆を与える（図７）。 

(2)  置籍校での実践に基づく学校評価の実施・活用上の課題 

ア 学校評価の推進体制 

学校評価は、学校経営の根幹にかかわる重

要事項であり、またその業務は多岐にわたる

ため、教頭が事務局を担当した。学校評価に

かかわる一切の検討事項は、運営委員会で処

理し、職員会議の承認を受けた。「組織運営」

については、運営委員会が評価を担当した（図

８）。 

イ 既存の学校評価との整合性の確保 

  既存の学校評価（年度末総括）の取組に対

し、学校評価がどのような関係になるかを明

示し、両者が補完関係にあることの理解を求

め、職員の心理的な抵抗感を軽減した(図９）。 

ウ 評価項目設定上の注意 

学校評価は「評価項目本位制」であり、従

来の総括では「生徒指導」として一括した議

論も内容に応じ、道徳・特別活動、生徒指導、

安全管理として個別に評価される。さらに、

道徳・特別活動と生徒指導は、教育活動の評

価に分類され、安全管理は学校経営の評価に分類されることで、的確な学校運営の改善
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や教育活動の充実が図られる。アンケート作成では、中項目での漏れ落ちを無くしなが

ら、小項目では対象に応じた細かな設定に努めた。評価の小項目ごとに具体的には何を

評価規準とするのかを十分考察し、評価材料用の項目を教職員全員で考えることにより

参加意識を高め、学校評価への共通理解を深めた（表 1）。 

表１ 評価項目の組み替え 

 

エ 評価資料作成の手順 

教職員の時間的な多忙感・圧迫感を

軽減するために、作業の具体的な内容

を提案した。 

①学校評価アンケートの再検討から確

定（運営委員会）、②アンケートの実施

とネットワークを用いた入力（ＰＴＡ）、

③アンケートの分析（各分掌）、④アン

ケートとその分析結果の公開（教頭）

の流れの中で、アンケート入力はＰＴ

Ａ14 人の２時間×２日の協力で完了し

た。担任の負担をアンケート用紙の配布・回収のみとし、ＰＴＡの協力を得る中で、学

校評価の取組に対する保護者の理解を深めた。 

 置籍校では、アンケート集計処理に奈良市の学

校評価アンケートシステムを利用した(図 10)。こ

れは負担軽減に役立った。 

オ 学校評価公表の際の留意事項 

評価結果の公表については、アンケート集計結

果・自己評価書・学校関係者評価書・学校関係者

評価を受けての対応を、逐次 Web ページに掲載し

た（図 11）。この四つすべてを印刷物として配布

するには種々の困難が伴うため、いつでも容易に過去に遡ってすべてを見てもらうには

Web ページ上での公開が適している。そのためには Web ページの開設と定期的な更新体

制の確立が求められる（図 12）。 

学校評価を学校・家庭・地域間のコミュニケーション・ツールとして活用するには、

中項目 小項目 
教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

中項目 小項目 
教
職
員 

生
徒 

保
護
者 

教育計画・

教育目標 

教育活動の評価  ○ ○ 問題行動の指導 ○     

学習内容の精選 ○ ○ ○ 家庭との連携     ○ 

指導方法の工夫改善 ○ ○   

生徒指導 

教育相談・生徒理解   ○ ○ 

教科指導 

評価 ○ ○ ○ 安全管理 安全指導の工夫改善 ○ ○   

指導計画の立案   ○   組織的な進路指導 ○ ○ ○ 

学級活動・学級経営   ○   

進路指導 

勤労観・職業観に関する
指導 

  ○ ○ 

学校行事 ○   ○ 

道徳・特別

活動 

部活動の活性化 ○   ○ 

特 別 支 援

教育 

組織的な特別支援教育 ○     

学校情報の発信 ○ ○ ○ 人権教育 人権教育指導計画の立
案 

○ ○ ○ 地 域 と の
連携 学校（授業）公開   ○   
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アンケートの集計結果だけを示すのではなく、奈

良市立鶴舞小学校の取組に見られるように、併せ

て考察を載せる必要がある。県内の公立小中学校

300 校余りの中で、Web ページ上で平成 19 年度の

学校評価情報を提供している 28 校（奈良市 13 校、

奈良市以外 15 校）のうち、保護者アンケート結

果のみの公表形態に留まっている学校は 10校（奈

良市２校、奈良市以外８校）に達する。公表につ

いては学校評価が何を目指すものなのかという原点に立ち返って考える必要がある。 

 (3) 学校評価を核にした学校経営について 

ア 学校評価から学校組織づくりへ 

(ｱ) 学校組織と学校評価体制 

学校評価が学校経営の根幹にかかわる重要事

項であることが認識され、またその業務が多岐

にわたるうえに「組織運営」という一校務分掌

では対応不可能な領域に及ぶことへの認識が深

まるにつれ、運営委員会が学校評価体制の中核

を担うスタイルが定着してきた（図13）。 

学校は、管理職－校務分掌の主任－分掌の構

成員から成る比較的緩やかな上下関係で成り立っているフラットな組織構造であり、格

子（マトリックス）のように、教職員が一人で様々な組織に重複して所属している（図

14）。マトリックス型組織は垂直型の組織構造

のような効率性や迅速性に乏しく、一人で何

役もの仕事を抱えたり、人によって校務が偏

り、頻繁な会議などで多忙を極めることにな

ってしまう。したがって、この部分に手をつ

けずに学校評価の取組を進めようとすると、

組織崩壊の危険性が生じてしまう（図 15）。 

(ｲ) ミドル・アップダウンマネジメント 

加治佐氏（2008）は、学校評価の推進課題

として次の２点を指摘した。一つ目は学校評

価を学校づくりに積極活用すること。二つ目

は「学校組織マネジメント」の習得である。

組織マネジメントとしての学校評価システム

（ＰＤＣＡシステム）を確立し、ビジョンの

作成と明確化、ビジョンの共有化を行う。こ

のためには、「中規模以上の学校ではミドル・

アップダウンマネジメントが必要」であるこ

とも強調している。このマネジメントスタイ

ルの特性は他と比較することでよく理解でき
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る。 

トップダウンマネジメントでは、管理職から学校経営方針や活動の方向性、具体的な

取り組み方などがこと細かに教職員に示される。それにより教職員は統一的かつ迅速に

取り組むことができるが、管理職からの指示だけに頼って取り組むことになり、自分た

ちで学校を運営するという主体的な意識と意欲が薄れてくる面がある。 

ボトムアップマネジメントでは、教職員の意見や意向を吸い上げる。それにより一人

一人に主体性をもたせることができるが、意見をまとめ方向性を打ち出すのに時間がか

かり、統率のとれた取組が困難となる面がある。 

ミドル・アップダウンマネジメントは、学校組織の特性を生かしたものであり、管理

職と教職員の中間的立場に立つミドルが学校運営にリーダーシップを発揮して、学校経

営方針や活動の方向性を教職員に周知徹底させるために指導・助言などの働き掛けをし

たり、逆に教職員の教育活動に対する考えを集

約して管理職に伝えるなど、組織の意思疎通を

円滑にして学校の活性化を図る手法である。 

このため、ミドルリーダーには上下をつなぐ

役割が求められる。また学校全体の組織活性化

のためには、上下の連携だけでなく他のミドル

リーダーとの連携が欠かせない。つまりミドル

リーダーには、上下や横の連携を図り、連絡調

整や指導助言の役割を果たしながら組織を活性

化させることが期待される。これが機能するには垂直方向はもとより水平方向にも円滑

なコミュニケーションが求められ、冗長性のコストと人的疲弊のリスクが生じるが、そ

の解決には組織文化としての「報告・連絡・相談」の確立とインフォーマルな意思疎通

のための活動が役立つと考えられる。 

善野氏(2007)は「自己評価書の作成作業そのものが、学校運営についての現状と課題

の共通理解を図るコミュニケーション・ツールとなる」と指摘しているが、それを実現

するのが、運営委員会を活用したミドル・アップダウンマネジメントである（図 16）。 

表２ 自己評価書の作成と学校経営の評価 

学校自己評価書フォーム（Ⅱ学校経営に関するもの）                   
大項
目 

中項
目 

小項目 目標及び具体的

な評価項目 

取組と成果 小項
目の
評価 

中項
目の
評価 

評価の観点

と理由 

 

① 校長のリー
ダーシップ 

３ 

② 学校経営目
標・方針 

３ 

③ 教職員の適
正配置と運営
への参加意識 

２ 

④ 校務分掌等
の連携  

３ 

⑤ 会議の運営
と位置づけ 

３ 

⑥ 会議の結果 ３ 

Ⅱ 

学 

校 

経 

営 

に 

関 

す 

る 

も 

の 

（１）

組

織

運

営 

⑦ 職場の人間
関係 

昨年の学校評価
の改善方策で示
されたように、
③教職員の適正
配置と運営への
参加意識を実現
するため、徹底
した意見の吸い
上げ、総括会
議・校内人事委
員会の議論の充
実により、参加
意識の向上をめ
ざす。校務分掌
を再構成して、
業務の効率的な
処理を目指す。 

 昨年度と同じ
方向で取組を展
開した。共通理
解を深め、報告
連絡相談を密に
するように努め
たが、組織とし
て十分力が発揮
できない場面も
あった。県のア
ドバイザリーチ
ームより学校の
グランドデザイ
ン作成の提案を
うけた。 

２ 

３ 学校評価
で、教職員
の意見反映
などの３項
目で厳しい
評価を得
た。これは
学校経営へ
の冷静な評
価が定着し
た結果とも
考えられる
ので、今後
の取組を期
待して３と
評価した。 

学校長がグランドデ
ザインを提示し、より
わかりやすく学校運
営の方向を示す。アド
バイザリーレポート
のためだけではなく、
学校をより良くする
ためのキーポイント
として指摘された課
題に取組む流れを創
りだす。運営への参加
意識の高揚や、職員の
相互理解を深める。よ
り良い学年や校務分
掌の円滑な運営と連
携を図る。 
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例えば自己評価書の作成については、次の①～⑥の過程となる。①外部アンケート等

を参考に自己評価書作成を指示（校長）、②各分掌の評価担当を決定（運営委員会）、③

各分掌単位での自己評価（教職員）、④各分

掌の責任者が担当部分を記入（教職員）、⑤

各分掌の評価の妥当性を確認（運営委員会）、

⑥運営委員会での検討・差し戻し・修正を

経て、自己評価書が完成する（表２）。この

ように運営委員会を活用したミドル・アッ

プダウンマネジメントを機能させることで、

学校が対応すべき様々な課題が解決されて

いく（図 17）。 

イ 学校評価を生かしたマネジメントサイクルの実現 

学校自己評価では、Check（評価）は、前段階にある活動の Do（実施）がないと実施でき

ない。その Do（実施）は、当初に Plan（計画･目標設定）されたものに対して行われる。し

たがって、学校自己評価システムとは、「学校の教育活動を Plan・Do・Check・Action サイク

ルで回すといった、ごく当たり前のことを、評価（Check）という切り口にして表現したもの」

（浅野、2001)と言える。表３に示すように、学校評価は一年中活動が継続する。その進行

管理には毎月の定例職員会議に向けて、週刻みで運営委員会での審議等が要求される時

期もある。しかしながら、この作業によってこそ評価結果を学校改善に最大限に活用で

きる。「学校評価が学校経営の根幹にかかわる重要事項である」と先述したのは、システム

としての学校評価の確立抜きにマネジメントサイクルの実現はあり得ないという意味である

（表３）。 

表３ 学校評価の進行管理 

ウ 学校関係者評価の活用 

「学校評価ガイドライン[改訂]」（文部科学

省、2008）において、学校関係者評価には、

自己評価の結果の評価を通じて、①自己評価

の客観性・透明性を高めること、②学校・家

庭・地域が共通理解をもってその連携協力に

より学校運営の改善に当たること、が期待さ

れ、学校・家庭・地域を結ぶ「コミュニケー

ション・ツール」としての活用を図ることが

７月 
８月 
11 月 
12 月 

教職員・外部アンケート実施 
 アンケート集計、分析結果を公表 
 学校自由参観、教職員・外部アンケート実施 
 アンケート集計、分析結果を公表 

Check 
[点検・評
価] 

１月 

２月 

 自己評価／自己評価書の作成・公表／自己評価にもとづく改善方策を検討／

学校評議員に自己評価書等を提示、説明。外部評価を求める。 

 学校評議員から外部評価を得る。外部評価結果への対応の取りまとめと公表 

Action 

[改善] 

３月  外部評価結果、改善に関する意見を次年度の教育計画に反映 

４月 

 

５月 

 単年度の具体的目標を設定(評価項目について取組指標・成果指標の設定)／

目標、指導計画等の公表／学校評価の共通理解 

 PTA 総会等で、学校評価について説明(前年度の評価結果、本年度の目標等) 

Plan 

[計画] 

   教育活動等の展開 Do[実行] 
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重要とされている。その進展には、香芝市、奈良市、天理市のように、市町村の教育委

員会によるルール作りや評価書フォーム等の提供といった支援が求められる。また、受

けた学校関係者評価に対しては、奈良市立都跡

中学校の取組に見られるように、学校はどう対

応しようとしているか、家庭や地域にどのよう

な支援を求めているのかを Webページで公開し、

具体的に発信する必要がある。 

エ 家庭・地域との能動的な交流 

文部科学省は「今後の学校評価の推進のため

の主な論点の整理について」（平成 18 年 12 月）

において、学校評価の充実を図るためには「学

校に関する様々な情報を積極的かつわかりやす

く提供する」ことが必要だと述べている (図

18)。 

(ｱ) 保護者の意識と学校の情報提供 

「学校教育に対する保護者の意識調査」（ベネッ

セ、2004）によると、情報公開に関する保護者の

希望は、「いじめ・暴力・不登校の実態、学校によ

る対処とその結果」等に集中している（図 19）。

他方、学校への協力に関しては、「学区の安全を守る巡回活動」だけが 54.8％と過半数に達

している（図 20）。このような状況下で、学校が保護者から教育資源を引き出し、保護者の

評価を教育活動に活用するには、学校側から情報を提供し開かれた姿勢を示すことが、その

信頼獲得に不可欠である。 

置籍校では、「○月の学校風景」と題して学校生活のいろいろなシーンを毎月１～２回

Web ページに掲載した。伝えるのは「豊かな彩りの中で展開される充実した学校の日常」

である。豊福氏（2005）は、学校の利害関係者が求めているのはマスメディアが取り上

げない学校の日々の地味な努力であると指摘し、「公共に対する『宣伝』ではなく、公共と

良好な関係を保つために、飾らない日常を伝えられるのなら、学校現場における認識も変わ

るであろう。」と述べている。

置籍校での取組が例証する

ように、学校の日常風景の

質の高い情報発信は単に

Web ページ閲覧数の増加を

もたらすだけでなく、学校

への信頼と安心感を醸成す

る（図 21）。 

(ｲ) 情報開示の二つのループ 

情報開示の二つのループ

という考え方がある。「情

報開示の負のループ」では、
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消極的情報開示姿勢によって、学校の現実が

専ら一部事件や不祥事を誇張した報道や不確

かな噂で構成され、学校不信や学校との対立

姿勢を強化する。外部からの批判告発に対し

て、学校は萎縮し閉鎖的態度を強めてしまう。

他方、「情報開示の正のループ」では、積極

的情報開示姿勢によって、学校の現実の姿が

Web ページで伝えられ、学校に対する信頼感や

協調姿勢を強化する。外部との円滑な関係によ

って、学校は自信と誇りを強める。積極的情報

開示姿勢によって、日々の具体的活動状況を高

頻度で発信して学校の日常を伝え、利害関係者

の信頼感を醸成し協調関係を築くことは、これ

からの学校経営の根幹にかかわる重要事項であ

る（図 22）。 

 

５ 研究結果と考察 

学校評価を核にした学校経営の方向性は、内

に向かっての「ミドル・アップダウン型組織への移行と、学校評価を生かしたＰＤＣＡマ

ネジメントサイクルの徹底」、外に向かっての、「Web ページ等を活用した学校情報の積極

的な発信と、家庭・地域との能動的な交流による開かれた学校の実現」に尽きると考えら

れる。 

 

６ 今後の課題 

「新しいスタイルの学校等に関する意識調査」(奈良県、2007)が示すように、本県の保

護者には学校とかかわろうとする意識が高い（図 23）。保護者の期待に応える開かれた学

校づくりを目指して本研究の成果を実践に生かしたい。 
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