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〈実践報告〉 

 

教育課程経営における保護者の位置づけ 

̶中学校における学年保護者アンケートの取り組みから̶ 
 

首 藤 隆 介  
名古屋市立駒方中学校 

 

1．問題意識と本報告の目的 

	 2017年に告示された中学校学習指導要領（以下、「新学習指導要領」とする）では、

「社会に開かれた教育課程の実現が重要」だとされている。ここで問題となるのが、

「教育課程」とは何か、である。文部科学省『中学校学習指導要領解説	 総則編』（平

成 29年 7月）では、「学校において編成する教育課程については、学校教育の目的や

目標を達成するために、教育の内容を生徒の心身の発達に応じ、授業時数との関連に

おいて総合的に組織した各学校の教育計画である」と定義し、「学校の教育目標の設定、

指導内容の組織及び授業時数の配当が教育課程の編成の基本的な要素」であると述べ

ている。そしてその教育課程は「各学校の教育活動の中核として最も重要な役割を担

うもの」であり、その編成作業は、「当然ながら全教職員の協力の下に行わなければな

らない」とされている。 

	 しかし、学校現場において「教育課程」は、教育活動の中核として位置づいている

とは言い難い状況が以前から指摘されている。植田健男は、教育課程は各学校におい

て自主的・自律的に編成されるべきものであるにもかかわらず、教育行政当局による

多様な支配・統制によって、それが妨げられているとし、「地域や子ども・青年の実態

に即した教育課程編成の在り方の原理やそれを保障するシステムの探求が公教育学校

の課題として関係者の間で十分に自覚されないままに放置され、結局は、各学校の教

育計画の全体像を、自らの学校のレベルで共同して描き出す作業そのものが放棄され

てしまう、或いは、課題として追求されないことになってしまった」と述べ、これを

「全校的な教育計画としての『教育課程』の『不在』ないしは『空洞化』・『名目化』

とも言うべき状態」だと指摘したが、筆者が経験した学校現場でも現在までこのよう

な状況が続いている１。 

「教育課程」を各学校で創造するものとして捉えた取り組みとして、各教科の授業
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内容・方法としての「授業づくり」のレベルのものがある。もちろん各教科の「授業

づくり」は、学校の教育活動の中心であり、教育活動の中核を占めるものではあるが、

その「授業づくり」の寄せ集めだけでは「全教職員の協力の下」つくられる学校の全

体計画としての「教育課程」とはならない。 

「教育課程」を各学校で編成する意義は、目の前の子どもの実態に応じた教育活動

を組織的に行うことにある。「空洞化」・「名目化」されたものでもなく、かつ、「授業

づくり」のみに矮小化されたものでもない「教育課程」が求められている。 

さらに「教育課程」の中身のみならず、その編成・実施・評価・改善に誰がどのよ

うに関わるのか、すなわち「教育課程経営」の在り方も問われている。だが新学習指

導要領に「教育課程経営」という用語はなく、「カリキュラム・マネジメント」という

用語が用いられている。学校現場において「カリキュラム」は、各教科の指導計画と

して用いられることもある多義的な用語である。学校の「全体」計画として定義され

た「教育課程」ではなく「カリキュラム」という用語を使用することは、「教育課程の

矮小化」をもたらす可能性がある 2。学校の「全体」計画の組織・運営を捉える「教育

課程経営」の在り方が問われている。 

この教育課程経営に保護者はどのように位置づくのか。新学習指導要領では「教育

課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるように努める」3 こ

とを各学校に求めているが、教育課程が「空洞化」・「名目化」されている現状におい

て困難な課題となっている。 

これまでにも保護者の学校への関わりについては様々な検討がなされてきた。法制

度的な議論としては、「国家の教育権」論に対する「国民の教育権」論を批判的に吟味

する過程で高まった「親の教育権」論がある。すなわち、国民の教育権論において親

の教育権論が論じられながらも、実質的には教師の教育の自由に吸収され、親の教育

権が事実上名目化している、という批判に基づいて、「父母の教育意思・評価の把握、

教育内容決定過程への反映と父母の参加」などが「学校・教師に教育法上の責務とし

て課されている」という主張である 4。この課題を受け、公教育の組織・運営の基礎的

な単位を校区に設定し、そこでの教育課程経営に父母・住民を位置づけた「地域教育

経営」も提起されたが 5、普遍性のある実践として他の地域に広がっているとは言えな

い。学校評議員の導入、学校評価制度、学校運営協議会の設置など、教育課程経営に

保護者・地域住民を位置づけようとする施策についても、すでに形骸化したものとな

っていたり、過度に家庭教育や教育実践に介入したりするなどの問題点が指摘されて

いる 6。 

このような問題意識のもと、筆者は中学校の学年主任という立場で、保護者の教育
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要求を学年の指導方針や教育活動に生かしていくための学年保護者アンケートを行っ

た。教育課程経営に保護者を位置づける取り組みの一つとして実践したものである。

本報告では、この実践を記述し、その意義と限界を明らかにすることによって、教育

課程経営における保護者の位置づけを検討する。 

 

2．学年保護者アンケート実施に至る経緯 

（1）実践校（公立 A 中学校）の概要 

実践を行った公立 A中学校は、全校生徒約 270名の、市内では小規模な中学校であ

る。閑静な住宅街にあり、保護者の所得が安定している家庭が多く、いわゆる「生徒

指導上の問題」が少ない学校である。本実践時、筆者は第 2学年の学年主任であった。

第 2学年は 3学級あり、教員は学級担任各 1名と、筆者を含む学級担任を持たない 2

名の、計 5 名であった。5 名とも第 1 学年時からの「持ち上がり」であった。なお、

Ａ中学校には、学校運営協議会は設置されていない。 

 

（2）「学年指導方針」と保護者への説明 

	 筆者は、学年主任となってから「学年指導方針」を毎年作成し、それを学年教員で

共有するとともに、保護者に説明するようにしている。この学年指導方針は A4 用紙

2頁に書かれたもので、4つの項目からなる（図 1	 学年指導方針（一部）参照）。 

 
図 1 学年指導方針（一部） 
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1 つ目が主に教員向けの目標である「1	 学年方針」である。「生徒が自己肯定感を

もち、人間的に自立できるように支援する」という、1 年時から継続した方針とその

趣旨を記載している。2つ目がそれをやや具体化した「2	 具体的には…」である。生徒

への接し方（まなざし）、生徒の居場所としての学校（教室）の在り方、生徒の不適応

行動に対する具体的指導方法、生徒と教員の関係の在り方、などを記載している。3つ

目が「3	 2 年生学年目標（生徒･保護者向け）」である。1 年時の学年目標「みんなの

思いをよく聴こう」に「感じる心を耕そう」という言葉を加えた目標にし、そのねら

いや「1	 学年方針」との関連を説明している。4つ目が「4	 生活面について」である。

言葉づかいや服装･頭髪、荷物の置き場所など、学校生活上のルールを記載している。 

この学年指導方針を、保護者向けに表現をかえ、4 月の学級懇談会の際に配布し、

担任から保護者に説明した。生徒に対しては学年目標を書いた掲示物をつくり、学年

集会で発表・説明をした後、学年の廊下に掲示したほか、学年通信にも同様の内容を

掲載した。また、全教職員に配布し、理解と協力を求めた。 

このような「学年指導方針」は、特に作成するよう定められているものではない。

筆者が学年主任の立場以外で所属した学年でも、言葉だけの「学年目標」を定めてい

ることはあったが、それ以上の具体的な方針はなかった。筆者も初めて学年主任とな

った時には作成していなかったが、学年主任 3年目で、学年の教員がほぼ初対面ばか

りという第 1学年の学年主任となった年度から作成し始めた 7。 

作成し始めた理由は、「具体的な教育方針の不在」を「学校保護者アンケート」（年

度末の学校評価）の実施によって自覚したことによる。15年ほど前から始まった保護

者アンケートには「本校の教育目標は適切であったか」を 4件法で問う項目があった。

これに対して保護者の自由記述欄に「どのような教育目標か知らない」というものが

あった。これは当然のことで、保護者に対して学校の教育目標や方針などを説明して

いないだけでなく、そもそも教職員で目標や方針を検討し、共有することができてい

なかったのである。そこで学年主任という立場でできることとして、保護者に説明し

ておくべき学年指導方針を作成することにした。筆者としては、この学年指導方針を、

現在の状況において、各学校で創造的に編成しうる「教育課程」の中核的な一部分で

あると同時に、保護者が計画や評価に関わるべき「教育課程」の一部分であると位置

づけていた 8。 

	 これまでは、学年指導方針を保護者に説明するのみであった。そこで今回初めて、

この学年指導方針に基づいた学年の教育活動について、保護者から評価をしてもらう

ことにした。次年度以降の指導方針や教育活動全体に生かすことを考えた、学年保護

者アンケートの実施である。教育課程経営における「評価」に保護者の声を取り入れ、
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「計画」に生かしていこうと考えたのである。 

	

3．学年保護者アンケートの実施  

（1）学年保護者アンケートの作成 

アンケートは、「どのような子どもに育ってほしいか」「2 年生で、これまでより力

を入れてほしいこと」「保護者への連絡・情報発信」「職員への要望（を伝えにくい理

由）」「個別保護者会の形式」の 5領域にわけ、「そう思う」「まあそう思う」「どちらと

もいえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」の 5 件法による設問（全 50 項

目）を用意した（図 2～図 5のアンケート結果参照）。 

「どのような子どもに育ってほしいか」では、学年方針と学年目標の妥当性を尋ね

るために「自己肯定感の高い子ども」「感性の豊かな子ども」という項目をいれたほか、

多様な発達課題を意識して項目を作成した。「2年生で、これまでより力を入れてほし

いこと」では、「基礎・基本を定着させる授業」「協調性を育てる集団的活動」「規則を

守らせる生徒指導」など 14項目を設けた。保護者の意見を聞いて、各教科の指導の重

点をどこに置くべきか、総合的な学習の時間や特別活動でどんな活動を行えばよいか、

などを判断する材料となるように項目を作成した。「保護者への連絡・情報発信」では、

「学年通信などの発行頻度を増やしてほしい」「個別保護者会の回数を増やしてほし

い」といった、保護者と学校が関わる具体的な機会の頻度などを問うことにした。保

護者が職員に要望を伝えにくい理由については、「子どもが不利な扱い（成績などで）

を受けそう」や「『モンスターペアレント』と思われそう」という項目をいれた。これ

は、学校・教員は、保護者に対して強い立場にいるという自覚をもって接する必要が

あると筆者は感じており、それを教員間で確認するために設けた項目であった。「個別

保護者会の形式」についても、少なくとも 1回は保護者と教員のみの 2者面談が望ま

しい、という筆者の考えを、保護者に確認したいと思い作成した項目であった。 

	

（2）保護者アンケートの実施と結果の公表 

2年生の 2学期末に学年保護者アンケートを実施した。2年生全 85世帯中、77世帯

から回答があった（回収率 91%）。この回答の集計結果をまとめ（図 2～図 5参照）、

筆者による分析を加えたものを学年教員に配布し、意見を聞いた。学年教員からは、

「保護者が全体的に肯定的に評価してくれているように感じた」といった意見が聞か

れた。そのほか、「『職員による家庭訪問を増やしてほしい』」と答える保護者が多かっ

たらいやだなと思っていたけど、少なくて安心しました」といった、教員と保護者の

連携の具体的在り方に関する感想が聞かれた。 
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	 2 年生の保護者と全教職員に対しては、毎月発行の学年通信に、ほぼすべての結果

と筆者のコメントを加えたものを掲載し配布した。他学年の教員から、「おもしろいア

ンケートですね」という意見は聞いたが、管理職も含め、それ以外の反応はなかった。 

	

4．考察 

（1）学年保護者アンケート実施の意義 

このアンケートの実施は、筆者にとって理想の教育とは何かを考える機会となった。

例えば、「どのような子どもに育ってほしいか」（図 2参照）や、「2年生でこれまでよ

り力を入れてほしいこと」（図 3参照）の項目を作成し検討する際には、中学生の発達

課題にはどのようなものがあるのか、これまで行った、そして今後行うべき教育活動

を抽象化し分類するとどのようになるのか、ということを考え直した。また、本校の

教員もそのようなことを考え、その後の教育活動や方針に生かした部分はあったので

はないかと考える 9。 

また、「個別保護者会の形式について」は、保護者の回答が 3 者面談と 2 者面談の

両方を支持する結果となったため（図 4参照）、次年度 3者面談の予定であった 1学 

 

 
図 2 ご自身のお子さんにどのように育ってほしいですか 

 

 

図 3 2 年生でこれまでより力をいれてほしいこと 
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期の個別保護者会を、時間を区切って 3者面談と 2者面談の両方を実施する形式に変

えるなど、アンケート結果を直接的に生かしたものもあった。 

	 その他、「学校からの情報発信について」や、「職員への要望について（伝えにくい

理由）」の結果（図 5、図 6参照）は、教員が保護者からどのように見られているかを

知る資料となったので、教員が保護者に対する接し方を見直すきっかけになったので

はないかと考える。 

図 4 個別保護者会の形式について 

図 5 保護者への連絡・情報発信について 

 

図 6 職員への要望について（伝えにくい理由） 

 

（2）アンケート形式による保護者評価の限界 

学年保護者アンケートを実施した主たる目的は、保護者に学年の教育方針や教育活

動を評価してもらい、次年度の教育活動や方針に生かすことであった。上述のように、

教員が保護者の意見の「傾向」をつかむことによって、直接的に教育活動に生かした

部分もある。 

しかし、アンケート結果によって次年度の学年指導方針の文言変更は行わなかった。

アンケート作成時、学年指導方針や学年目標についての妥当性や効果を直接的に尋ね
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ようとして「子どもの自己肯定感が高まったか」や「感受性が高くなったか」を項目に

入れることも考えたが、これらのことは、1 年単位で区切って評価できるようなこと

ではなく、保護者にとって評価の基準や観点も分かりづらく、答えに困るような項目

であると考えた。代わりに「どのような子どもに育ってほしいか」の中に「自己肯定

感の高い子ども」などを入れたが、保護者からの否定的な回答は少なかった。この結

果から分かったことは、学年指導方針や学年目標はおおむね否定はされていない、と

いうことであった。そのため方針の文言を変更する積極的な理由が見いだせなかった。 

またアンケート結果によって、新たな活動計画をたてることもなかった。アンケー

ト項目は、今後の教育活動の具体的な方針作成や行事の創出・削減などに生かせるよ

うに、「これまでより力を入れてほしいこと」においてかなり細かく設定したが、すべ

て肯定的な回答が多かったためである。 

保護者アンケートの結果があまり生かされなかった理由として、このアンケートの

取り組みにおいて、学年教員間での集団的な共有が不十分であったことが挙げられる。

アンケート項目の作成、結果の分析については、筆者がほぼ単独で行い、他の学年教

員には実質的には理解と承諾を得たのみであった。筆者以外の学年教員が主体的に関

わるための手立てを講じなかったことにより、指導方針や活動計画を変更するといっ

た議論にはならなかったと考える。 

ただ、いずれにしても、アンケートの活用に際しては、多数派の意見をそのまま取

り入れるのではなく、教員集団の専門性で判断しなければならない。アンケートはそ

の際の「参考資料」として捉える必要があろう。 

	

（3）保護者の「切実な要求」に応える教育課程経営 

	 筆者がアンケート結果を受けて、指導方針の改善などの具体的な行動に移さなかっ

た最大の理由は、そこに保護者の「切実な要求」を見いだせなかったからである。ア

ンケート結果として浮かび上がってきた「保護者全体の傾向」からは、学年の指導方

針や実践が、おおむね肯定的に評価されていた。一方でこのアンケート調査中にも、

保護者からの「切実な要求」は少なからずあった。それは、保護者が電話等で訴える要

求、例えば、「うちの子が『最近クラスで浮いている』と言って学校に行きたがらない

のでどうしたらいいですか」「部活で嫌がらせを受けているみたいなのでなんとかして

ほしい」といった声であり、教員集団として早急に手を打たなければならない「切実

な要求」であった。このような要求を受けて教員集団は対応を考え、生徒本人と保護

者に了解を得て関係生徒を指導し、保護者にその指導の報告を行い、納得したかどう

かを確認し、再発防止のための策を考える、ということをしていた。このような要求
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に応えることがアンケート結果を反映させることよりも重要であると判断したからで

ある。保護者の「切実な要求」への応答は、子どもが安心して学校で過ごし学習をす

る基盤であり、教員集団が協力して行わなければならない教育課程経営の中核である。 

アンケート結果に表れた保護者の教育要求や、PTA役員など保護者の代表による教

育要求は、一般的・抽象的なレベルのものが多い。これらの要求に応えることも学校

の責務ではあろう。だが、前述の切迫した「困り感」のような個別具体的な保護者の

教育要求に教員集団でどのように応えていくのか、そしてその際の方針を教員集団で

どのように共有しておくのかということが、教育課程経営には求められる。 

保護者が関わる「カリキュラム･マネジメント」として現在行われている、もしくは

行われようとしている取り組みには、年度末の保護者アンケート結果を数値化して「評

価」とし、それを教育課程の改善に生かそうとする取り組みが見られる。しかし数値

化された評価のみで「父母の教育意思・評価の把握、教育内容決定過程への反映と父

母の参加」10 とするには不十分であるとともに、保護者の「切実な要求」に応える教

育課程経営とは言えない。保護者を教育課程経営に位置づけるには、決まった時期に

決まった形式でアンケートを実施することにとらわれるのではなく、保護者の「切実

な要求」をくみ取り、それに応えていく体制を、その学校の現状に合わせ整えていく

必要がある 11。 

 

注 
1	 	 植田健男「地域教育経営論の課題と展望－宗谷教育調査の理論的総括に関わる問

題提起－」宗谷教育調査団編『第五次宗谷教育調査報告書』名古屋大学教育学部教

育経営学研究室，1997年，18頁。また近年も植田は、教育課程の内実は「空洞化・

貧困化」が進み、「現実に、学校が引き受けている子どもたちの実態はもとより、地

域の実態から一つひとつの学校の教育活動の全体計画が教育課程として示される、

というのとは無縁の状態」にある、と指摘している。植田健男「『学習指導要領体制』

の転換期における教育課程づくりの課題」全国民主主義教育研究会『民主主義教育

21』Vol.12，2018年，93-100頁参照。また梅原利夫は、教育行政当局による多様な

支配・統制を「学習指導要領体制」の問題として整理し、その体制を「乗り越える

取り組みや努力も教育実践現場では必要に迫られて進められている」と述べている。

梅原利夫「『総則』の劇的変更に象徴される学習指導要領改訂の特質」『民主教育研

究所年報』第 17号，2017年 7月，1-14頁参照。 
2	 	「教育課程経営」と「カリキュラム・マネジメント」の整理については、植田健男・

首藤隆介「今次学習指導要領改訂の教育課程経営論的検討」『日本教育経営学会紀
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要』第 61号，2019年，13-22頁参照。 
3	  文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29年告示）』2017年，5頁。 
4	  今橋盛勝『教育法と法社会学』三省堂，1983年，189頁。 
5	  植田，前掲論文（1997），8-39頁参照。 
6	  少なくとも筆者がこれまで勤務した学校で行われてきた学校評議員制度は、その存

在自体を多くの教職員が意識することのない状態が続いている。学校運営協議会の

問題点については、仲田康一『コミュニティ・スクールのポリティクス	 学校運営

協議会における保護者の位置』勁草書房，2015年に詳しい。 
7	  教職 11 年目に作り始めた。それ以来学年主任を務めた年度はほぼ同じものを作成

しており、本実践時教職 18年目で、通算 5回目の作成となる。 
8	  一般に、このような指導方針は「生徒（生活）指導」の領域として「学習指導」を

中心とした「教育課程」に含めない。文部科学省は「教育課程」の基準として『学

習指導要領』を位置づけ、「生徒（生活）指導」に関しては『生徒指導提要』という

生徒指導の手引き書を別に示し、関連はあるが別の領域と捉えているようである。

しかし「教育課程」が教育目標を達成するために組織された計画であるならば、そ

こには「学習指導」だけではなく「生徒（生活）指導」の計画も含まれなければな

らないと考える。教科の授業においても「生徒指導」は必要であり、生徒指導的な

要素が「教育課程」に含まれないという捉え方は、実践上問題があると考える。こ

の教育課程の捉え方については別途検討を要する。 
9	  これはあくまで筆者の推測である。その実証については今後の課題である。 
10	  今橋，前掲書，同頁。 
11	  保護者でない地域住民を教育課程経営の主体として位置づけることは、「教育要求

の切実性」という観点から考えると、かなり無理があるように思われる。この点に

ついては今後の課題であるが、少なくとも保護者の教育要求と地域住民の教育要求

は区別した上で、その位置づけを考えなければならないであろう。 

	

付記 

この実践報告は、「平成 30年度名古屋市教育委員会ミドルリーダー研修」における

筆者の課題研究「保護者との連携を生かした教育活動推進に向けて～教員の共通理解を

重視した学年経営～」の一部を、教育課程経営の視点から再構成し、加筆･修正したも

のである。なお、本報告で使用した「2年生保護者アンケート」の内容・実施過程・集

計結果を研究目的で使用し、学会誌に投稿する旨の承諾を、被調査者である保護者か

ら得ている。 


