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第２回 「川崎市学校評価事業運営委員会」 会議録 

 

■開催日時  平成１８年１２月１２日（火）  ９時３０分～１１時３０分 

■開催場所  川崎市教育会館 第３会議室 

■出席者 

 ・委員   村井委員、松下委員、千々布委員、髙木委員、宮嶋委員、中村委員、横山委員 

       毛利委員、渡辺（直樹）委員、鈴木委員、柴田委員、加藤委員、沼田委員、垣東委員 

       渡邊（直美）委員 

 ・事務局  河野、黒川、佐藤、金子 

■欠席委員 

       藤田委員、隅田委員 

■次第 

１ 開会のことば 

２ 委員紹介 

３ 議案 

（１）第１回委員会会議録の確認 － 資料１ 

（２）講演  国立教育政策研究所研究開発企画部 千々布敏弥 総括研究官（当日持参資料あり） 

（３）検討事項 

 ①川崎市における望ましい学校評価システムの確立に向けて 

 【参考資料】○資料２ PLOT 2006 [peer look on triangle] 

            （藤の木・南・附属横浜中 ３校合同による外部評価） 

       ○資料３ 第１回委員会における協議内容・意見のまとめ 

       ○資料４ 第三者評価試行フォーマット（文部科学省） 

       ○資料５ 自己評価表等の事例 

 ②リーフレットの作成に向けて（案） － 資料６ 

 ②次回（第３回委員会）の検討内容（案） － 資料７ 

４ その他 

（１）次回の日程 

（２）その他 

■傍聴者 なし 

■協議内容 

２ 前回欠席した委員が自己紹介を行った。 

３ 議案 

（１）第１回委員会会議録について、案（資料１）のとおり承認された。 

（２）千々布委員が国の動向等を踏まえた学校評価についての講演を行った。（当日持参資料あり） 

○講演要旨 

 昨年、横浜市教育センターと連携して横浜における授業研究の実施状況を探る目的で教員を対象に

アンケートを行った。「授業力を向上させるのに、誰からの評価が役に立つか」とうい質問に対して、

小学校では「同僚からの評価」、中学校では「子どもからの評価」という回答が も多かった。横浜で
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は中学校での授業研究の実施率が低く、同僚からの評価を受ける機会があまりない。そこで、中学校

では、自分が教えている「子どもからの評価」を授業力向上のための評価と考えている。小学校の教

員にもこの意識はあるが、それよりも「同僚からの評価」の方が多い。授業研究の中で子どもの反応

を適切に指摘してくれるので、「同僚からの評価」への信頼が高いのではないか。 

次に結果で注目すべき点は、「管理職からの評価」「地域や保護者からの評価」「教育委員会からの評

価」「第三者機関からの評価」を選んだ割合が低いことである。この事実は謙虚に受け止めるべきであ

る。川崎と横浜では先生方の意識に若干の違いはあるとは思うが、全体的な傾向は同じではないか。

調査結果から明らかになった事実に基づいて、先生方が納得するような外部評価を行っていかなけれ

ばならない。しかし、だからといって「先生方に信頼されない第三者評価や外部評価はやる意味がな

いのか」というと、それは違う。 

近、委員の一人と一緒に、学校を訪問する機会があった。先生方は、「ほんの２、３分授業を見た

だけで、自分たちのことがわかるのか。」と言うことがある。しかし、１つの授業を２、３分見て回っ

ただけで、その委員は問題がある授業をいくつか指摘した。私は気付かなかったが、改めて対象の授

業をじっくり見てみると、確かに問題がある。見る目を鍛えれば、２、３分でも授業をきちんと見る

ことができることがわかった。 

そのような意識をもって、先日国の第三者評価の施行で、ある県の学校を訪問した。４、５分くら

いで教室を移動したが、一緒に回った教員経験者の３人と私の評価結果はほぼ一致した。外部の目で

見ても評価することはできると思う。また、外部の目で見た評価は、その学校の先生方は気付いてい

ないことが多い。外部評価により、先生方に自らの問題点に気付いてもらい、学校を改善しようと考

えてもらうことが大事ではないか。 

 なぜ外部評価が必要となってきたのか。外部評価の効果を説明すれば、必要性も一応は説明できる。

しかし、今は、効果があってもなくても外部評価をやらなければならない雰囲気である。この雰囲気

に反発を覚えている先生方はたくさんいる。なぜこのような雰囲気になったのか。 

現在の国の教育改革に対して、先生方はかなりの被害者意識をもっている。悲鳴を上げている先生

方もたくさんいる。この状況を文科省の友人に伝えたところ、「何を甘えているのか。我々は教育界を

守るために、一生懸命施策を考えて実行している。忙しいのは誰もが同じであり、教員だけが甘えて

はいけない。」と言う。文科省の人がこのように言っていることを先生方に伝えても、「国も頑張って

いるのだから、我々も頑張らなければいけない。」と言う人は、今のところいない。「国の人間はわか

っていない。」と反応するだけである。 

マスコミと接触する機会がある度に、「マスコミがいつも学校の悪口ばかり書くから、学校が悪くな

っている。」と言っている。新聞記者からの反応は、「よい先生がたくさんいることもわかっている。

でもそれでは記事にならない。」と言い、さらに学校には問題があるとも考えている。先生方は、新聞

記者に対しても「自分たちのことをわかっていない。」という被害者意識をもっている。 

新聞に対しては文科省もほぼ同じ意識をもっている。文科省は、「いつも自分たちの揚げ足をとるよ

うな報道ばかりだ。」と言う。一方のマスコミには、「他の省庁には上手な人が多いのに、文科省はマ

スコミとの付き合い方が下手だ。」という人が多い。 

このような状況を「国、学校、マスコミの三すくみ」と解釈している。互いに批判をし合っている

だけで、現状は何も変わっていないし、むしろ悪くなっている。学校評価もこの流れの中に入ってい

るので、このような状況で学校評価を行っても、学校は国に対して被害者意識をもつだけである。だ

から国が学校に対して学校評価を行うようにいくら促しても、結果として何も変わらないだろう。 
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それでも文科省は、ある程度は学校の状況をわかっている。文科省は教育再生会議に関する昨今の

報道内容に加え、経済財政諮問会議と規制改革・民間開放推進会議における審議内容に非常に危機意

識をもっている。この二つは官邸内に組織されている会議で、出される勧告がほとんど反文科省的な

内容である。それに対して文科省も反論するが、聞く耳をもたないし、世の中もどちらかといえば二

つの会議の論調に同調するような流れである。つまり、文科省までを含めた教育界が世の中からいじ

めを受けているという状況である。 

この状況から抜け出すためにはどうしたらよいのか。一番大事なことは、国民に学校のことを正当

に評価してもらうことである。今の三すくみ状況の中での教育改革の根源は、国民が教育界を不審の

目で見ていることにある。 近、教員の不祥事、いじめや問題行動に関する多くの報道が流されてい

る。このような報道を通じて、国民の大多数が今の学校は非常に悪い状況にあると思っている。一方、

学校の内部にいる人は、学校は非常によいことはわかっている。ただ、先生方はそれを説明しようと

いう努力をしない。 

先生方は「子どもが好き」というパーソナリティーをもっている。これは世界的に見て素晴らしい

ことである。給食費を払わない保護者、修学旅行費を払わない保護者がいる。アメリカであれば、払

わなければ「給食を食べなければいい。」「修学旅行に行かなければいい。」で済んでしまう。日本の先

生は、保護者に払わせるにしろ、自分で立て替えるにしろ、「何とか食べさせたい。」「他の子どもと一

緒に行かせたい。」と考える。このようなパーソナリティーをもった先生が大部分であるということが、

非常な強みであるということは、国民にはあまり知られていない。 

また、先生方は自主的な勉強会や研究会を行っている。本来、このような会は学校でやる必要はな

い。でも、熱心な学校では見られる。自主的な勉強や研究によって自分の学校が高まる。また、自分

の学校だけでなく、他の学校も高まる。そのような意識をもっている先生方がたくさんいる。このよ

うな状況をきちんと国民に示したならば、改革に関する様々な圧力が揺らぐだろう。学校評価は、「先

生方が自分たちで気付いていないところを指摘する」また、「学校のよさを国民に知せる」という二つ

の意味で必要だと考える。 

学校評価に関する国の 初の報告は、教育改革国民会議のものである。それに従って小・中学校の

設置基準がつくられ、その中で学校評価を行うことが努力規定で示された。その後、経済財政諮問会

議において外部評価の必要性が示され、昨年秋の中教審の答申では、学校評価のガイドラインをつく

ること表明し、今年３月には「学校評価ガイドライン」がつくられた。文科省では、ガイドラインに

従って協力者会議を開いている。また、第三者評価の試行や都道府県・指定都市教育委員会に学校評

価の実践研究を依頼している。川崎市もこの実践研究を行っている。私は協力者会議の委員であると

ともに、第三者評価の試行にもかかわっている。 

第三者評価試行実施に際して、本日資料４として配付されている「第三者評価試行フォーマット」

が作成された。 初にこのフォーマットを見たとき、細かすぎると思った。しかし、この項目をどう

やって削減したらよいのかをうまく言えなかったので、協力者会議でそのまま認められ、現在の試行

で使われている。実際に使ってみると、やはり細かく不要な項目もある。大項目だけでも十分である。 

学校の本質的な問題は授業にある。また、子どもの育ち方は子どもをみればすぐにわかる。校門を

入り挨拶を交わすだけで、ある程度の子どもの育ち方がわかる。授業をある程度見れば教師の力量が

わかる。その点を評価すれば十分である。第三者試行のフォーマットでは、耐震構造や安全基準等の

細かい部分まで評価をしようしている。今後の協力者会議では、細かすぎるという主張をしていきた

いと考えている。川崎でも、そのような細かいフォーマットを設定するのではなく、大きな本質的な
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問題を評価していく形にしてもらいたい。 

あまり広く認識はされてはいないが、現在行われている外部評価は指導主事訪問である。第三者評

価の試行実施で一緒に回った指導主事経験者に、「自分が指導主事であった時代に、学校を訪問してど

うだったか。今日気付いたことと比べてどうか。」と尋ねたところ、「指導主事として気付いたことと、

今日第三者として気付いたことほぼ一緒である。」という回答であった。また、試行実施校の校長が「本

日受けた指摘は、指導主事訪問のときに受けた指摘と同じである。」という話をしたので、「指導主事

に受けた指摘は先生方に伝わっていますか。」と尋ねた。校長は伝わっていると言ったが、先生方にそ

れとなく尋ねてみると伝わっていない。 

きちんと見る目をもっている指導主事と、そのような能力をもたない指導主事がいる。後者の場合

は指導すること自体ができないので、 初からオブラートに包んだ物の言い方をする。見る目をもっ

ている指導主事は、きちんと指摘はするが、それでもある程度のオブラートに包んだ言い方をする。

また、１回限りで学校を離れるので、オブラートに包んだ指摘を受けても、おそらく変わらない。 

新しい第三者評価や外部評価を考えるとき、現在の指導主事訪問の問題点を認識し、それを変えて

いくのが一番現実的で効果的である。また、学校の強みをきちんと認識する必要があるとともに、そ

れをいかに説明するかを考えることが大事である。 

日本の授業研究は、日本だけでしか行われていない世界的に見てすぐれた研修の手法である。アメ

リカでは、2000 年に入ってから授業研究の実施率が右肩上がりで上がっている。アメリカで授業研究

が注目されるようになったきっかけは、1995 年に行われたビデオスタディ調査である。日・米・独の

３カ国の中学２年生の数学の授業 250 件をビデオで撮影して比較分析を行った。それぞれのサンプリ

ングはきちんと行われている。３カ国の研究者がすべての授業のビデオを見て、どの国でも優秀な教

師からそうでない教師までの幅があることに気付いた。しかし、それ以上に国と国との間の差が大き

いことにも気付いた。日本でも優秀な教師からそうでない教師までの幅はあるが、アメリカに比べれ

ばはるかに力量が高い。 

授業中の生徒支配について説明する。教師が子どもたちに一つの発問を投げかけて教室が静かにな

ったとすると、その時間に耐えられない教師が多い。しかし、耐えることができるとすれば、その時

間を支配しているのは子どもである。子どもの頭の中では思考が回転している。ある子どもが発言す

る、その発言に対してまた別の子どもが発言する。その時間を支配しているのは子どもである。子ど

もの考えに関係なく教師が一方的にしゃべっていれば、その時間は教師が支配している時間である。 

優秀な教師の場合は子どもが支配している時間が８～９割くらいになる。ビデオスタディの分析で

は、子どもが支配している時間が、日本では４割であるのに対して、アメリカでは１割でしかない。

また、別の観点からも分析した。アメリカの数学の授業では解き方を教師が一方的に指導し、その後

の９割以上の時間は単純なドリル練習である。日本の授業では、どんなに下手な教師でも、まず子ど

もたちに解き方を考えさせる。これを見たアメリカの研究者は、1960 年代に教育の現代化運動が起こ

ったときに数学教育の理想的な在り方として推奨した方法と同じであり、その方法を日本の教師はマ

スターしていると考えた。一方、アメリカの教師はマスターしていない。アメリカの研究者はこの違

いが生じた理由はどこにあるのかを考えた。そして、その違いを生じた理由が授業研究であるとの結

論に達し、アメリカで授業研究がブームになった。 

このビデオスタディの分析結果は、‘Teaching Gap’という本で 1999 年に出版された。そこで、ア

メリカが日本の授業研究に気付いたのは 1999 年以降ということになる。同年、一つの学校でさっそく

授業研究が始まり、翌年にはさらに多くの学校で授業研究が行われ、その後もどんどんと増えている。
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‘Teaching Gap’はベストセラーになった。私がアメリカの大学に行ったとき、大学院生で知らない

人はいなかった。教職課程のテキストにもなっており、学部生でもかなりの人間が知っていた。それ

くらい‘Teaching Gap’が知られているということは、日本の授業研究も知られているということで

ある。日本でも翻訳本が出ているが、残念ながらあまり売れていない。 

授業研究をめぐるアメリカのリサーチの中で、ミルズ大学のキャサリン・ルイスに出会った。アメ

リカで日本の授業研究を広めている第一人者である。彼女は高校生のときに日本に来て、以来３０年

間日本の学校を見続けてきた。その彼女が「アメリカでも個別にはよい学校がたくさんあるが、日本

の政府高官で『アメリカの学校はよい、日本の学校はよくない』と言っているのは、ワシントン近辺

の高級住宅街にある学校を見ているだけだからです。アメリカでも田舎の学校、特に都市部の貧困地

区の学校は非常に悪い。しかし、日本ではどこに行っても一定水準の教育が行われ、一定水準の校舎

が造られている。全国的によい小学校をつくっている国は、日本が一番である。」と言っている。この

ようなことをきちんと評価しなければならない。そのことにより学校評価は流れ、学校に対する信頼

は取り戻せるようになると思う。 

○委員長 先生方を力づけるような話をいただいた。質問や感想があれば伺いたい。 

○委員  先生方にこのような内容を伝えることができれば、ずいぶん元気が出るのではないか。前

回欠席したので、少し自分の考えを話したい。川崎にも教育プランができたが、プランの

根底には「いきいきとした川崎の教育をめざして」がある。川崎の教育は、「子どもたちは

元気か」「教職員は元気か」「家庭や地域は元気か」と、子どもたちの姿等を問い直しなが

ら教育を推進してきた経過がある。しかし、ご指摘のような外部評価を導入して、その元

気さを確かめる、伝えるという作業は行ってこなかったのではないか。 

また、学校をわかってほしいという気持ちはあっても、どうしても中に閉じこもってし

まい、外に出て行く機会がない。元気教育の根底には、教師が実践力を高めていく、子ど

もたちが安心した生活の中で学力を高めていく、保護者に学校を信頼していただけるよう

な学校をめざしていくことがある。このようなことをもっと伝え、信頼を築いていくため

に、導入による様々な課題はあると思うが、学校評価をきちんと行う必要がある。 

そこで、学校評価を切り口にしながら学校の様子を伝えることにより、信頼される学校

づくりをめざすという立場で参加させていただきたい。 

○委員  前回も話題になったが、「評価」には二つの意味がある。学校をランク付けするというよう

な「値踏み」と、学校の課題を明らかにしてその解決をめざす「支援」である。講演を聞

いていると、学校評価は学校にある課題を明らかにしてその解決をめざすもの、また、説

明することで地域や保護者との信頼関係を築くものというとらえであった。このような評

価であれば学校や教員も安心してできる。 

しかし、教員に学校評価に対して不信感ほどではないが不安があるのは、マスコミや政

府からバウチャー制などが出てくるからである。学校の中に競争原理を持ち込むというよ

うな言い方をするので、余計に不安になる。このことによる弊害は、かなり大きいと思う。

既に東京などでは行われていると聞いているが、その実態を伺いたい。 

○委員  非常に大事な問題である。結論から言えば、値踏みをするのではなく学校改善を支援する

ためのものである。そのような方向性を明確に打ち出す必要がある。 

しかし、なぜ値踏みのニーズがあるのか。「値踏みは嫌だ。」という教師の中には、本当

に値踏みしてもらわなければならないような教師もいる。このことを国民もわかっている
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ので、「このような教師をきちんと評価しなければいけない。」というような圧力になる。

これは事実として認める必要がある。 

しかし、それでも評価は値踏みをするのではなく、いかに変えていくかをめざして行わ

なければならない。この点は国民には若干の不満をもたらす。しかし、「評価によって学校

がこのように変わっている。」ということをきちんと示すことができれば、その不満も解消

できる。 

一方、ある程度の値踏みも必要である。例えば、「学校改善に取り組んでいるか。」「不登

校児童生徒がこのように減りました。」「標準テストの成績がこのように上がりました。」等

は、学校が変わったということを示すデータとして使えたらよいのではないか。 

それに対して、値踏みのデータを「どの学校が一番よいのか。」ということに使っている

地域については、私自身が現在そのような問題について研究に取り組もうとしている状況

である。そのような地域では一部の学校に人気が集中し、一部の学校からは子どもたちが

逃げていくという傾向がある。では、子どもたちが逃げている学校は、本当に努力してい

ないのか。それよりも風評被害で子どもたちが逃げているだけではないか。聞くところに

よると、「あの中学校にあの子が行くらしい。」というだけで、その中学校から子どもが逃

げているということもある。あるいは、「あの先生があの中学校に行くらしい。」というだ

けで、子どもが逃げ出すというようなこともある。 

大事なのは、全体水準を引き上げることであるのに、このようなことをすれば、一部の

学校の水準は上がるが、全体水準は下がってしまう。このことを証明することができれば、

「値踏みをする評価はよくない。」ということがはっきりと言える。しかし、現状ではきち

んとした調査結果が出ていないので、研究者や国がデータをきちんと揃える必要がある。 

○委員長 前回も話題になった学校評価の在り方の問題である。 

○委員  私の学校で第三者評価の試行が行われた。２日間学校の様子を見ながら話をしていただい

た。第三者評価の試行を受けて自信をもったことは、自分が学校運営で課題にし、その課

題解決に向けて取り組んでいることが、調査報告書案でも同じような評価をされていたこ

とである。自分の学校経営の方向が正しいという自信になった。私が気付いていなかった

部分について指摘されれば更によかったのかもしれないが、ほとんどが現在課題としてい

る内容だったので、これまで自分がやってきた学校改善に向けた取組は間違っていなかっ

と安心した。そのような意味で大変助かった。 

○委員長 関連したことがあれば協議の中で深めていく。 

（３）検討事項 

①川崎市における望ましい学校評価システムの確立に向けて 

○資料２、３、４、５の内容について、事務局が補足説明を行った。 

○委員長 資料２について説明してほしい。 

○委員  本校では現代的な課題として二つのことを追求している。一つは次の学習指導要領に対す

る学習内容について読解力という課題で行っている。もう一つは、本校の教員は県と川崎、

横浜から５～７年のサイクルで来て地元に戻っていくが、その人たちを養成するという視

点で、教師の力量形成を含めた学校組織マネジメントに関する研究を行っている。 

この学校組織マネジメントの研究の一環として学校評価をどのように進めるかという取

組を行っている。現在行われている学校評価をどのような形で行えば、児童生徒の学校生
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活をよりよくできるかという観点で、いわゆる値踏みとしての第三者評価的なものではな

く、教師自身が学校改善にどのように立ち向かうことができるのかを基軸として昨年度か

ら研究を行っており、今年が２回目になる。 

内容は、教師の視点から学校内部を改革していくことと、外からの目を入れて学校の内

容を改革していくことである。３校のトライアングルによる実践だけでなく、今回は研究

者の目から、附属教育実践総合センターの客員教授である県、横浜、川崎の指導主事の力

も借りて評価を行った。朝の始業から夕方の終業までのすべてを参観し、気付いたことを

ＫＪ法によって付箋を貼りながら問題点を整理していく方法である。アウトプット指標と

して、どのようなことをポイントに授業を見ていくかを４観点として挙げている。その観

点の指標を見ながら、改革・改善を図ろうということである。 

私の見ている問題とこの研究で示された結果は、ほぼ一致していた。当日は出張してい

たため不在で、帰ってから報告を受けたが、職員には「これまで言ってきたことと同じ結

果だ。」と言った。自分がやってきたことを外部から確認する。変な話だが、教師は意外と

気付いている。「気付いていても、日常の多忙さによってできていない」ことに気付いて改

善を図ることが、この研究のメリットである。 

この研究は高見からの評価ではなく、目線を同僚性に置いている。同じ教師の目線で、

自分だったらどのように改善していくのかという視点、言い換えれば、同僚性の視点から

変える評価である。この評価の意義は「受け入れやすさ」である。講演にもあったが、教

育界はなかなか理解されていない。理解していない者が学校についていくら言っても、教

師はそれ対して反発するだけであり、なかなか取り入れようとしない。学校のことを理解

している者が行うことによって、より優れた改善になることを、この成果を見て感じた。 

第三者評価行う場合には、「ここがダメ、あそこがダメ」というような改善点だけの指摘

であれば、教師は疲弊するだけである。「どこがよいのか」「そのよさをどのように伸ばし

ていけばよいのか」は、同僚性でなければ見えてこない部分である。教師の教育の困難さ、

多忙さ、大変さということがわかった上で評価をしていくべきであると、この授業評価を

見て感じた。 

○委員長 大事な問題である。学校評価を行う場合、この基本を見失うと「教育界に問題があるから、

このような問題がでてきた。」という程度の判断で進められることになる。時代の変化の中

で、これがなぜ必要なのかということを互いに知った上で進めたい。 

本日の議論をどのように進めたらよいか。資料３が前回の会議の内容をわかりやすくま

とめている。ただ、羅列してあるだけので、これを基に方向性を出さなければならない。

前回は、「学校評価の本質をどうとらえるのか」という基本的な問題が一つ出てきた。次に、

評価について様々な印象が定着しているが、学校を評価する場合、わかりやすい数値で評

価しようとする捉え方もあるが、それにこだわりすぎると質の面での評価で見落とすこと

があるのではないか。そこで、「質の評価についても、十分研究しなければならない。」と

いうのが二つ目の問題であった。そして、「外部評価」の問題もあった。外部評価が強く打

ち出されているが、互いの理解の中で深めていかなければならないということである。こ

の三つが大きな柱で、２枚目にその背景が載っている。本日はこの三つの柱で考えていく。 

まず、学校評価の本質について、「学校評価をどのようにとらえるか」「何のために評価

をするのか」「なぜ今頃出てきたのか」、この部分について共通理解をしておかないと、注
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文の出し合いで終わってしまう。これまでは学校評価がそれほど話題にならなかったのに、

このように規定されて出てきた。その原因についてどのように理解しているか。あるいは、

なぜ今出てきたのか。今の教育が悪いから出てきたのか。 

○委員  学校は対社会的な立場から、ダメなところだと見られている。その象徴が、教育再生会議

である。「再生」という言葉は死んでいるから使われる。しかし、実際は日本の学校はとて

もよくやっている。講演ではアメリカと比べていたが、イギリスやヨーロッパと比べても

非常によい教育が行われているし、教師の質も高い。しかし、現在それが引きずり降ろさ

れようとしている。そのあたりが、学校を評価しなければ行けないという外部からの批判

にもなっている。 

逆に、この評価を通して「学校はこれだけよくやっている」ということを示す必要があ

る。例えば、教師の部活動の費用は４時間で 1,200 円である。土曜日や日曜日に勤務し、

休日をなくしてもその代償はわずか 1,200 円である。このような事実を、評価を通して伝

える。「学校はこのようにやっている」という事実を伝える作業として、学校評価を行うこ

とは、これからの学校にとってプラスになる。 

○委員  「外から見ると全体的な動きから見える。」というのは、そのとおりである。一方、中から

見ていると、「見える姿と見えない姿」という話があったが、毎日の生活が霧に包まれた中

で動いている。子どもたちも「こうすればば、必ずこうなる」というものではなく、様々

なものが渦巻いている。学校の中にいると、「何が課題なのか」「何がよいところなのか」

がわからないままで毎日を過ごし、１年が終わってしまうというのが現実である。 

本校でも学校評価を始めたが、確かに見えるものは評価できるが、見えないものは簡単

に評価できないし、評価のしようもない。しかし、「見よう」という意識で見ていると、少

しずつではあるが見えてくるようになる。 

社会的な情勢から考えると、学校の中から見ると、学校評価によって課題やよさ、特色

などが明らかになってくる。また、明らかにしたいという気持ちはあれば、課題やよさ、

特色を明らかにできる。自分たちが考える課題やよさがあるし、保護者から見た課題やよ

さもある。立場によって課題やよさの見方が違うが、いずれにしろ、課題やよさを明らか

にする必要がある。 

○委員  「指導主事訪問で受けた指摘が、伝わってなかった。」「外部評価で受けた指摘は、学校も

課題だと思っている。」という話があったが、そのようなことはよくある。「課題としては

わかっている。」という言葉を部外者の立場で聞くと、「わかっていたならば、なぜ変えな

いのか。」と、もどかしく思うことがよくある。 

教育委員会の指導主事に、「あの学校にもう少し手を入れたら変わることがわかっている

のに、なぜ行かないのか。」と言うと、「テリトリーがある。あの学校の指導は別の指導主

事が担当で、私は担当ではない。だからなかなか動きづらい。」という答が返ってくる。都

道府県レベルでは、この傾向がもっと強い。「都道府県で動こうとすると、間に教育事務所

や市町村教育委員会が入るので動きにくい。」と言う。 

校長レベルになると、「わかっているが、この学校の教員はなかなか動かないので待って

いる。」と言う人が多い。そのあたりを変えていくシステムをつくらなければならない。 

○委員  学校評価というと外部からの評価が話題になるが、まず自己評価を改めて見直さなければ

ならない。これまでも年度末や行事ごとに反省を行う機会は多かったが、学校としてどの
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ような目標や重点課題を設定し、さらに、教職員がそのことを意識して取り組んでいたか

となると、学級経営や学年経営にウエイトが置かれていて、意識が薄かったのではないか。 

このような意味で、学校が自身の教育活動を、何をめざして行っているのかを改めて意

識し、それに基づいて自己評価・自己点検をしっかり行うことが大事である。そして、そ

の取組を外部の方に「自分の学校ではこのような目標を掲げ、このように取り組んでいる

が、外から見ていかがか。」と言って、しっかり見ていただくことが大事である。 

私も第三者評価委員として４校を訪問した。保護者や学校評議委員にヒアリングをする

と、予想以上に学校のことを知らない。ＰＴＡ役員でも、あまり学校のことをご存じない。

悪い印象ではなく、「学校はよくやってくれている。」という大きな受け止め方はしている

が、学校からヒアリングした細かなことを伝えると、「そんなにいいことしているのか。」

「もっと意見を言ってもいいのか。」いう声が聞かれる。 

保護者や地域の人とつなぐという意味でも、学校評価を通してよい仕組をつくることが

できると期待している。 

○委員長 先生方は「これまでも１年間の総括をしているのに、なんで今さら。」という意識が非常に

強いが、実際は「１年間の様々な感想を基に、こうしました。」というだけで終わっている。

「評価ではない。」とは言わないが、あいまいなままで終わっている。学校のスローガンを

高々と掲げるが、具体性は何もない。「数値による評価」が出てきたのは、それに対する一

つの問題提起である。しかし、それだけでもいけないので、「質の評価」の問題も出てきた。 

様々な意見が出たが、このような捉え方はどうか。私は評価を二つの柱か捉えようとし

ている。まず、教育は 終的に教師が行い、教師自身が問題点を把握する。「内部評価」で

はなく「自己評価」という言葉を使ってほしいのは、教育に主体性をもってほしいという

意味がある。しかし、自分たちだけの評価では当然問題が起こるので、外部評価や第三者

評価も必要になる。この外部評価や第三者評価を、現在の教育に対するマスコミが騒いで

いる課題の解決のための評価という視点だけで見ていると、学校評価の本質が見えなくな

ってしまう。 

国が学校をつくり、その枠の中で教育を進めるのならば、学校評価もこれほど大騒ぎに

はならない。現在は、子どもたち一人一人に個性を生かすと同じように、学校にも顔をも

ってほしい、つまり、特色を生かした教育を行うことが求められている。特色をもつため

には、各学校で考えていく必要がある。その考える段階で自己満足に終わらないために、

外部からの判断を受ける。別な言い方をすれば、学校の自立のためにでてきた評価である。

学校が個性をもち、特色ある教育を行うための基盤が生まれ、その基盤が確立して初めて

学校選択とういう制度も生きてくる。 

○委員  言葉の使い方を教えてほしい。「内部評価」「外部評価」という言葉があり、「自己評価」と

いう言葉もある。子どもに行うのは「内部評価」、職員が行うのも「内部評価」という捉え

方をしているが、保護者が行うのは「内部評価」か、それとも「外部評価」か。校長会で

も意見が分かれている。 

また、新たに「学校関係者評価」という言葉が出てきた。「自己評価」は当然職員が行う

ものだが、「学校関係者評価」は「保護者が入った外部評価」という捉え方でよいのか。 

○委員  本校でも第三者評価の試行を受けた。その際、事前に提出する資料に、昨年度の「内部報

告書」と「外部報告書」があった。「自己評価」「外部評価」という言葉を使っている文科
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省が、「内部評価」という言葉を使っており、整合性が図れていないと感じた。 

○委員  先日の国の協力者会議の中で、「自己評価」「外部評価」「第三者評価」の概念について規定

した資料が配付された。縛られる必要はないが、ほぼ妥当な定義をしているので、参考に

してよいのではないか。 

「自己評価」と「内部評価」は、ほぼイコールである。一方、外部評価には、「広義の外

部評価」と「狭義の外部評価」がある。「広義の外部評価」は、「狭義の外部評価＋第三者

評価」である。「狭義の外部評価」とは、「ステイクホルダー評価」「学校関係者が行う評価」、

すなわち保護者が行うような評価である。当該校と関係がなく教育委員会でもない、まっ

たく別のところから来た人が行う評価が、「第三者評価」である。 

保護者は「自己評価」のアンケートにかかわり、「外部評価」にもかかわる。その点が混

乱する理由である。アンケートは、あくまでも「自己評価」のための材料である。それに

対して、「外部評価」は、「自己評価」の結果を基に、学校がどのように改善しているかを

評価する。「自己評価」の保護者アンケートは、おそらく全員の保護者を対象に行っている。

一方、「自己評価」の結果を検証する外部評価委員会には、１、２名の保護者の代表が参加

している。保護者の「自己評価」と「外部評価」へのかかわりを理解してほしい。 

○委員長 １４～１６年度の検討会議でも話題になったが、そのときには次のような解釈をした。当

時は「内部評価」という言葉を使っていたが、内部とは何か。もちろん教員が入ることは

わかるが、子どもも学校の内部だから「内部評価」には子どもも入れなければいけない。

また、保護者も学校にかかわっているから、「内部評価」では保護者も含んだイメージにな

る。 

では、「外部評価」は誰が行うのか。「外部」だから学校外の人が行う。やはり保護者や

地域の人などが行う。学校によっては、子どもが入るところもある。そのあたりで混乱す

る。そこで、「自己評価」という言葉をもう一度確認したい。 

教育はあくまで教員、学校が行う。そこで、「自己評価」は、直接教育を行っている教員

が行う。子どもや保護者は、教育にかかわってはいるが行ってはいないので、「自己評価」

には加えない。 

また、川崎では学校教育推進会議が、「外部評価」を行う機関の一つとして示されている。

推進会議には、子どもや保護者、地域の人が入っており、この人たちは、その学校の教育

にかかわっている学校関係者と捉えることができる。さらにその外側にいる人が行うのが

「第三者評価者」という捉え方をしたい。 

「自己評価」という言葉には、「教育は教員が行う。」という意識が浸透しなければなら

ないという発想がある。周囲の意見に耳を傾けながらも、「我々が教育をつくる。」という

意識が「自己評価」につながらなければならない。 

評価に関して確認したいことがあれば、意見をお願いする。「評価の本質は、教育をよく

すること。」が前提になる。しかし、それだけでは抽象的である。どうすればよりよい教育

が実現できるのか、また、特色をもって頑張ろうという教育を進めることができるのか。 

○委員  どの学校もよくやってはいるが、パーフェクトな学校はない。そこで、学校評価を行うこ

とで課題が明らかになり、その解決に向けて努力することは当然である。しかし、学校の

努力だけでなく、行政や地域の課題解決に向けての協力や支援も必要である。 

また、評価は評価をしただけで終わるものではない。評価には学校を改善してよいもの
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にしていくという視点が大事である。評価をすることが本来の目的ではなく、学校をより

よくすることであることを押さえる必要がある。 

○委員長 評価とは本来そのようなのである。評価は、ある一つの議論を経て、それをどのように開

花させるのかが前提である。課題解決に向けた行政の支援も当然必要である。 

○委員  評価の中で気になるのは、「子どもをどのように見るか。」ということである。「子どもを物

と見ているか、それとも人間と見ているのか。」という本質的な問題が隠されている気がす

る。学校では、当然人間と見ているので、子どもの成長に時間をかける。 

一方、評価には成果主義的なイメージがあり、「これだけやっているのに、なぜ育ってい

ないのか。」ということになる。人を育てるには、相当の時間や努力、愛情等の要素が必要

である。「評価は支援するために行う。」ということを確認しておかないと、物的な評価に

なり、危惧されているような問題が起こることが予想される。 

○委員  本校には臨任が多く、中には授業が上手くいかない教員がいて、子どもから「授業がわか

りにくい。」という声が上がった。そこで、指導主事に指導していただいたが、基本的な話

し方や子どもたちの意見の引き出し方等に未熟な部分があるとのことだった。２日間指導

を受けただけだが、自分に足りない部分に気付き、努力しようという姿勢が見られるよう

になった。できなかった部分を指摘されて努力し、それにより生徒の反応も変わった。改

善することによって、授業がよくなっていることを実感できるような評価の仕方が望まし

い。悪い部分を指摘され、「ここができていないから、こうした方がよい。」というのでは

なく、実際に行う中で生徒の反応を見て、その評価に基づいて改善した結果、生徒も自分

も変わったということを実感できれば、学校評価の本質にある「教職員にとって元気が出

る。」ことにつながる。 

学校訪問の話があったが、川崎でも以前は計画訪問を行っていた。現在は要請訪問に変

わったが、必要のある学校や教員に継続的に訪問し、その教員が自分の手応えを実感でき

るまで指導を受けられるシステムができればよい。他にもやらなければならないことが多

く指導主事も大変だが、このようなものをつくっていく必要がある。 

特に中学校の場合は、教科の専門性の問題があり、他教科の教員が他の教科にアドバイ

スできないという意識がある。しかし、中学校や高校でも、すべての教科に生徒にわかり

やすい授業を進めていくための共通項目や基本的な事項があり、このようなものは教科の

枠を越えて協議する必要がある。小学校には比較的共通なものが多いのに比べ、中学校や

高校では専門性に踏み込めないという意識があるが、このような意識を取り払い、共通の

観点で授業を進める必要がある。 

○委員  ＰＴＡや推進会議の委員でさえ学校の状況がわからないという話があったが、そのとおり

である。年度始めの説明会で、「１年間このような方針で取り組む。」という説明がある。

しかし、それぞれの取組が年間を通してどの授業のどこで行われているのかが、保護者に

伝わる機会がない。 

ＰＴＡ総会には先生の出席率は高いが、保護者はほとんど委任状で済ませ、参加者は数

えるくらいである。説明会も同じような状況であり、目標を掲げて実践していることが保

護者には伝わらない。そこで、できれば学年の単位ででも、「現在取り組んでいることは、

このような目標に基づいて行っている。」ということが伝わるものを出してほしい。保護者

にも学校の取組が随時伝わってくるようなものが出れば、アンケートへの回答にも生きて
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くる。また、年度始と年度末だけでなく、中間の場面を随時伝えてもらえると保護者はあ

りがたい。 

○委員  学校から課題についての説明は受けるが、本当に何をやっているのかは、保護者にとって

はわかりづらい。私の地域では、小学校は学校だよりを地域に回覧しているので学校の様

子がだいたいわかる。しかし、中学校の学校だよりは地域に回覧されていないので、評価

する段階で、「何をやっているのかわからないので評価できない。」ということになる。学

校は、もう少し地域にアピールすることが大事である。 

○委員長 学校としては地域に知らせているつもりだと思うが、どこかで食い違いが生じているのか。 

○委員  学校が知らせたい情報と地域や保護者が本当にほしい情報との間に、大きなギャップがあ

るのではないか。先日の説明会で昨年の失敗例を話した。「このような失敗があったので、

今年はそのような失敗がないように頑張りたい。」と話したら、保護者からどよめきが起こ

った。もう少し詳しく話して納得してもらったが、かえって過剰な心配をかけるような情

報を流してしまったと反省している。 

学校の情報で「これはまずいから、知らせないようにしよう。」と判断してしまう校長も

いる。私は積極的に話す方だが、中には「これだけを保護者に伝えよう。」という人もいる。

一方、保護者ももっと違う情報がほしいのかもしれない。そこで、学校評価を行ってもら

うための情報の提供について、「ここはきちんと提供しよう。」「ここは保護者に満足できる

ものにしよう。」というような共通なものができるとわかりやすい。 

○委員長 外部評価の問題ともからんでくる。 

○委員  学校は、地域や保護者に見てもらいたい場面を積極的に知らせる必要がある。しかし、全

部を知らせるのはどうか。本校でテストの返却が遅れたことがあった。教科の中で協議が

必要だったので返却が少し遅れたことを伝えたが、裏で誰かが点数の配点にクレームをつ

けたのでは、というような噂が流れた。そこで、学校を正しく見てもらうために必要な情

報を中心に知らせた方がよい。「学校ではこのような取組をしている。」「この場面では、ぜ

ひ生徒と先生の関係や生徒の様子を見てほしい。」というように知らせる必要がある。 

○委員  保護者が学校を評価する場合、「自分の子どもという単一的な問題で評価するのか」、それ

とも「学校という全体像をとらえて評価をするのか」という調査があった。この調査では、

「自分の子どもを通してしか学校を見ない」という結果が出た。 

○委員  アンケートに「学校に楽しく行っていますか」という項目があると、「本当に楽しく行って

いるか」と思わず子どもに聞いてしまうこともある。保護者としては、「まわりの子どもが

どうか」までは捉えず、自分の子どもを中心にしか答えない。まわりを見ての回答を期待

されている設問もあるが、それには答えられないし、迷ってしまう。 

○委員  保護者やＰＴＡ役員に話を聞くと、「どこを見て採点したらよいかわからない。」と言う。

「子どもが学校に楽しく通っていますか。」という質問に対して、自分の子どもが楽しく通

っていればそれなりの評価をする。しかし、例えば「学校をよくするにはどうすればよい

か。」というような質問には、どのような視点で答えればよいのかわからない。内容や項目

によって、保護者の採点の視点がかなり変わるので、質問内容を考える必要がある。ただ、

教員がやる気を起こし、子どもが伸びるための評価でなければ意味がない。 

価値観の多様化により保護者が変わったが、教員も変わった。 近若い教員がどんどん

入ってくる。本校でも毎年新任を受け入れているが、授業の度に青ざめている教員もいる。
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校長室の前に、子どもたちが自由に意見を書いて入れる箱がある。担当者が毎日整理して

いるが、いつもその前に立ち止まって見ている教員がいる。何を書かれているか不安なの

だろう。開封して見せようとすると、青ざめて「見たくない。」と言う。一方、年配の先生

で一生懸命取り組んでいると思っている人は、「全部公開してほしい。」と言う。私も、ど

んなに批判を受けても、その人の勉強のためにも全部を公開するように指示している。 

個々の職員との面談のときも気を遣う。私の前で大泣きする教員もいる。「保護者から手

紙をもらったので見なさい。」と言うだけで、震える先生もいる。以前は、泣いても「何く

そ」と思い、「この仕事だけは続ける」という意欲はあった。 近は打たれ弱い人が多い。 

一つの問題で保護者が複数で来校したり、要望書をもって来たりする。その対応で自分

の仕事ができずに、やってみたいことに取り組む時間も限られるということもある。この

ことも解決しないと、本当に学校が前に進むのかという心配がある。 

学校運営協議会を立ち上げたこともあり、先生方に積極的に地域に出るように呼びかけ

ている。しかし、地域の人への対応があまり上手ではない。このことも何とかしなければ

ならない。ある程度の土壌をつくり、子どもたちの前に自信をもって立てるような状況に

する必要がある。 

本校は教員数が少ないので、１日に１回は必ず全員に声をかけるようにしている。育て

方に問題があると指摘されればそれまでだが、「問題を上手に消化して自分の力に変えてい

く度量をもたない限り、これからの先生としては難しい。」と話すと、下を向いてしまう。

闘志を内に秘めた人もいるかもしれないが、前向きに考えるという意欲があまり感じられ

ない。このことが大変気になる。 

年度当初、全学年の保護者に学校の組織や目標、子どもたちに身に付けさせたいこと等

を話す。その際、保護者が学校のことを意外と知らないことに驚いた。例えば、遠足や修

学旅行で生徒を引率する場合、先生も自分の費用を払うことを知らなかった。また、食事

指導をしているので先生は給食費を払っていないと思っていたようで、先生方も高学年と

同額の給食費を払っていると聞いて驚いていた。必要な情報をすべて伝えないと、評価の

対象とは見てもらえない。理解してもらうためには、隠さないことが前提である。 

○委員  横浜で何校かの授業研究にかかわっている。一回行くだけでよくなる学校がある一方、何

回行っても先生方が授業研究から逃げる学校もある。例えば、教育センターの指導主事と

一緒に行くと、必ず有給休暇をとる先生がいる。指導主事に方法を変えなければいけない

と相談しているところである。この状況を次のようにとらえている。 

他の先生が参観するので、授業研究も外部評価の一つである。だから授業研究を行うと

きには自分の内部の力がある程度高まった状態でないと、人の意見を受け入れることがで

きない。一方、ある程度高まっていれば、受け入れることができる。もっと高まれば何を

言われても平気という状況になるが、今の先生方にはそのような状況まで高まっている人

が少ない。大部分が、非常に傷つきやすい状況になっている。そのような先生方の力を高

める施策も必要であると思う。ただ、それは評価とは別の問題であり、別の施策を実施し、

先生方に元気を出してもらうことが必要である。 

校長先生方の話を聞くと、教育委員会の人事に関する不満が出る。その話を教育委員会

の方にすると、「そう言われても、もっているコマは限られている。」と言われる。このこ

ともまた別の問題だが、検討する必要がある。 
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○委員長 小さい頃から「勉強しなさい。」「点数を取れ。」と言われ、先生になっても点数で評価され

ることにおびえている。「ここまできたか」という感じがしなくもない。保護者から見れば、

「こうしてほしい」という注文だけが学校評価だという見方がある。大きな視点で、「今の

子どもたちとその将来を見据えた上で、何をどのようにしていけばよいか。」というところ

までいくためには、学校がまず保護者に情報を流さなければいけない。一方、保護者も学

校からの情報を片手間に見るのではなく、きちんと受け止める必要がある。 

学校評価の本質論ばかりをしていてもきりがない。具体的にどのような情報が学校から

流れた場合に外部評価がしやすいのか。逆に、「ちょっと覗いただけで評価などはできな

い。」と先生方が言うが、「では、どれだけ流せば満足するのか。」というような問題を具体

的にしないと解決しない。 

学校評価の本質については、概ね共通理解ができた。「どうやってそれを具体化するの

か。」「何のために学校評価をするのか。」等について、次回までに事務局で起草してほしい。

本日の資料３は前回の意見を羅列してあるだけなので、本委員会の共通理解のために「学

校評価は何のためにやるのか」という「学校評価の本質」を文章化してほしい。 

「学校は情報を流しているつもりだが、保護者はよくわかっていない。」という意見があ

った。では、学校がどのような情報をどのような形で流せば、保護者は受け止めやすいの

か。 

○委員  「学校だより」「学年だより」「学級だより」であれば、まず一番身近な「学級だより」は

読む。保護者は、自分の子どもにかかわることであれば目を通す。さらに、学年単位での

取組がもう少し伝わるもの、例えば「いまこのようなことをしている。」というものを出し

ていただければありがたい。学級だけだと、学年の横の連携がとれていない場合には、書

いている内容に差が出る。そのような差が生じないよう、学年単位で共通して取り組んで

いることを明確にしてほしい。併せて、保護者に「このようなところを見てほしい。」とい

うような要望等も載せてほしい。 

○委員  校長時代の反省も含めて話をする。在職していた中学校では、学区内の小学校はどの学校

も学校だよりを地域に回覧していたが、中学校では当初回覧をしていなかった。地域の人

は何も言わなかったが、回覧を始めたら「今まで学校だよりがなくて、中学校のことはよ

くわからなかった。」と言われた。 

まず、地域の人や保護者に、学校のことをわかってもらうことが第一である。しかし、

知ってもらうために教育活動の内容がわかるものを配付するという努力が、学校には足り

ない。学級だよりがわかりやすいのは、学級の様子が見えるように担任が書いているから

である。学校も子どもたちの姿がよく見えるようなものを、保護者や地域に発信する必要

がある。 

振り返ってみると、初期の段階では、「とにかく学校だよりを出せばよい。」という安易

な考えだった。学校評価についても、「とにかく自己評価をすればよい。」という段階から、

徐々に掘り下げていくことが大事である。 

地域や保護者には、学校のありのままの姿が見える工夫をする必要がある。現在の情勢

を考えると、忙しいといって逃げずに、学校を理解してもらうこと、知ってもらうことが

一番大切になるので、管理職を含め、全員で知恵を出すことが大事である。宣伝をしたり、

よいことをしたりしていることを外に出すことが気恥ずかしいというのがこれまでの教員
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の基本的な姿勢であり、悪いことは出すが、「こんなにいいことをしています。」と発信す

ることが苦手である。しかし、時代も変わっており、このような意識を変えることも必要

である。 

○委員  保護者に「来てもらって学校を知ってもらう」、また「来なくても知ってもらう」ことは大

事である。保護者にアンケートをすると、自由記述に辛辣なことが書いてある場合がある

が、予想以上によく評価してくれることが多い。授業参観でも比較的よく書いている。お

そらく「よくわからないので、あまり悪く書いても悪い。」「１にしたら悪いから、３か４

にしておけば無難だろう。」という程度の意識で書いている保護者が多いのではないか。だ

から、辛辣なことを書かれた場合は、どのように解決したらよいかが話題にはなるが、そ

れ以外の結果に左右され、仮に高い評価を受けたからうれしいとも思わない。 

本校は、都市部にあり保護者が生活に忙しく、授業参観や懇談会等への出席率がとても

低い。学校の様子を具体的に見るのは運動会くらい、という保護者も多くいる状況である。

このような状況で、いかにして学校の主張や考えを保護者に伝えるか。学校だよりだけで

は十分ではない。そこで、２学期制の実施に合わせ、今年から年回３回の個人面談を実施

している。保護者は個人面談といえば必ず来る。「６時でないと来られない。」と言う人に

は、「６時で構わないので来てください。」と言うと諦めて来る。 

個人面談の際に保護者に伝えなければならないことについては、必ず全員が口頭で伝え

るという共通理解を図っている。「学校だより」を読まない保護者もいる。また、いくら言

っても「学校だより」が机の中に入ったままの子どももいる。そこで、年３回の個人面談

のときには、共通で全体で伝えなければならないことは必ず伝えるようにしている。 

ＰＴＡ総会よりも、年度初めの授業参観と合わせた懇談会への参加者がいちばん多い。

そこで学年懇談会では、すべての学年で校長として話す時間を設定している。その時間で

学校の目標と各学年の学習内容等を話している。しかし、これだけでは十分ではない。強

制的にでも学校の主張を保護者に伝える時間をさらに確保する必要がある。そこで、今年

度より個人面談を実施した。 

保護者は２学期制を決めたのは教育委員会だと思っているが、学校が選んで２学期制を

行っている。２学期制で通信簿が２回になった。「今までは夏休み前に通信簿をもらい、こ

れで夏休みが始まるという気持ちの整理をして夏休みに入った。しかし、２学期制ではそ

ういうものがないので、３学期制の方がよかった。」と平気で言う。夏休み前までの様子を

知らせるために個人面談を行っているのに、その意義を理解してもらえていなかったこと

が 近わかり、少しショックを受けた。そこで、冬休み前の個人面談では、この個人面談

はどのような意味で行っているのかを、必ず保護者全員に伝えることが至上命令である。

このようなことまでしなければ伝わらないというもどかしさはあるが、何とか保護者にわ

かってもらいたい、伝えたいという工夫は今後も続けたい。 

○委員長 学校の情報を保護者にしっかりと受け止めてもらうことが外部評価の要になる。何をどの

ように流せばきちんと伝わるのか。よい情報を流すことが学校の自己評価の確立につなが

る。また、ＰＴＡは５０年以上も前からあるのに、そのわりには機能していない事実も浮

かび上がってきた。このことからも学校評価の必要性がわかる。 

学校評価は何のために行うのかという本質の問題に対して、様々な意見をいただいた。

しかし、散漫になっているので、事務局に文章化してもらい、次回で確認したい。 



 １６

どのような形で評価をすれば学校の様子が伝わるのか、あるいは、自らの成長につなが

るのか、これは「数値と質の問題」や「外部評価委員会をどう機能させていけばよいのか」

という問題につながってくる。 

②「リーフレットの作成に向けて（案）」について、資料６を基に事務局が提案した。 

○特に、意見はなく案のとおり承認された。 

③「次回（第３回委員会）の検討内容（案）」について、資料７を基に事務局が提案した。 

○委員  実践報告の資料は学校で判断して作成してよいのか。 

○事務局 １年間の学校評価の取組がわかる資料であれば、そのまま出していただいて構わない。 

○他に意見はなく、案のとおり承認された。 

４ その他 

（１）次回の日程 平成１９年２月２１日（水） ９時３０分～１１時３０分 
       川崎市教育会館第３会議室 
（２）その他   特になし 
  

以 上 


