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学校と家庭の連携に関する研究の動向

小　倉　正　義 1）

はじめに

　子どもを取りまく環境として，学校，家庭，地域が連
携することの必要性は以前から叫ばれ，連携に関する研
究もさまざまな分野で行われてきた。特に中央教育審議
会第一次答申（1996）以降，全国各地で「開かれた学校」
づくりが目指され，学校・家庭・地域の連携による教育
活動が多くの地域で展開されている。
　また，それと同時に社会教育体系から生涯学習体系へ
の移行や情報化・国際化といった社会の変化，2000年度
の「学校評議員制度」の導入，2002年度の「総合的な
学習の時間」「学校週5日制」の導入などに対応するた
めには，従来の自己完結的な学校運営では行き詰まって
しまうことも多くなると考えられてきた。そのような社
会の動向を受けて，文部省（現文部科学省）は，「教育
改革プログラム」（1997）で「社会人や地域社会人材の
学校への活用」の項目の中に「学習支援ボランティアの
活動推進」という具体的項目を設け，「学校の教育活動
について地域の教育力を生かすため，保護者，地域人材
や団体，企業等がボランティアとして学校をサポートす
る活動（学校支援ボランティア活動）を推進する」と施
策の方向を述べている。実際に，絵本の読み聞かせやゲ
ストティーチャーという形で，保護者や地域の人材がボ
ランティアとして学校に関わり始めている。
　家庭，地域との連携が学校にとって新たな負担になる
という声も聞こえてくるが，「連携」に地道に取り組ん
できた学校はむしろ周辺業務が軽減され，スリム化につ
ながったというケースも少なくない（柏木，2002；佐藤，
2002など）。またその他にも，学校に対する家庭や地域
の理解が深まり，学校経営が順調になったという成果も
みられる（佐藤，2002）。学校の中で，家庭，地域との
連携が負担にならず，子どもたちにとってよりよい教育
効果を生み出すためにも，学校，家庭，地域の連携につ
いて再考し，研究を進めていくことが重要である。

問題と目的

　学校，家庭，地域の連携に関する研究は，これまで教
育学の分野を中心に様々な方面から数多く行われてき
た。戦後には「地域と教育」というテーマの中で，地域
集団または地域社会圏と教育との関係を扱った研究が盛
んに行われ，1980年代に入ると，父母の教育権と学校
教育への参加の正当性の問題を扱った研究，近年では連
携活動が子どもに及ぼす効果についても検討され始めて
いる（小野田，1998；柏木，2002など）。
　そして近年，わが国の心理学においても，教育心理学
やコミュニティ心理学の分野で研究が行われ始めてい
る。特に，1995年度に文部省（現文部科学省）が「スクー
ルカウンセラー活用調査研究委託」事業の名称で，全国
の公立小中高等学校のモデル校に，臨床心理士等子ども
の発達援助の専門家を配して以来，スクールカウンセリ
ング，スクールカウンセラーの1つの機能として，学校，
家庭，地域を結びつけるコーディネーターとしての役割
を挙げ，連携の問題が論じられることが多くなった（鵜
養・鵜養，1997；亀口・堀田，1998；亀口・堀田・佐伯・
高橋，1999；石隈，1999；竹森，2000など）。
　鵜養・鵜養（1997）は，学校コミュニティの中で，親
や教師を中心に子どもたちの周囲にいるさまざまな年齢
のさまざまな個性・役割・機能を持った人々や機関が，
子どもの発達援助のために協力関係の下に積極的な活
動をすることの重要性を説いている。また石隈（1999）
は，学校教育と心理学を統合した学問として「学校心理
学」を紹介している。この中で，学校生活でのトータル
な援助を目指すために，従来の1対1の「カウンセリン
グ」ではなく，チームとして保護者や地域社会をとらえ
て，連携，協力する必要性を主張しており，この理論的
枠組みをもとに様々な共同研究がなされている（石隈・
田村，2003；田村・石隈，2003など）。たとえば石隈・
田村（2003）は，子どもの個性や学習スタイル，行動ス
タイルを把握し，子どもについての情報を整理し，援助
方針や援助案を立てるための「援助チームシート」と，
周囲にいる援助者の能力，立場を把握し，子どもの問題
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解決を助けてくれそうな人物を発見して記入するための
「援助資源チェックシート」を活用して，効果的なチー
ム援助を行う方法について述べている。
　また小泉（2000）は，学校，家庭，地域社会の中で，
一番規模が大きく，それでいて存在を実感しにくいもの
として地域社会の存在を指摘している。そして，学校と
地域社会の連携の程度を測定できる学校・地域連携評定
尺度を開発し，地域住民に評定させたデータをもとに，
地域住民が自ら必要性を感じ主体的に学校に関わること
の重要性を指摘している。さらに小泉（2002）は，学校
がアンカーポイント（個人と環境との相互交流を促進す
る機能をもつもの）として役割を果たすなら，学校，家
庭，地域社会の連携を進めることができると考え，理論
的枠組みと手順の考察を試みている。このようにわが国
でも，様々な形で学校，家庭，地域の連携の重要性が説
かれ，体系的に研究がなされ始めている。
　現在，学校，家庭，地域のそれぞれが社会の流れの影
響を受けて急速にその姿を変えつつある。特に家庭は核
家族化や経済成長，欧米からの影響などによって，その
機能が変化・縮小し，外部機能による家族機能の肩代わ
りが急速に進んでいる（小島・森下，2004）。そして，
外部機能の1つである学校との関係性の中で，学校が家
庭の機能を請け負う部分が多くなってきている（河合，
2004）。しかしながら，Christopher（2003）が指摘する
ように，子どもの人生にとって家庭は最も重要な存在で
あり，学校と家庭が連携することは，子どもはもちろん，
教師や保護者にとってもよい結果を導きだすものであろ
う。わが国でも，変わりつつある家庭や学校と家庭の関
係性を改めて問い直し，子どもの発達にとってよりよい
ものとするために，学校と家庭の連携を促進するための
研究を進めていくことが必要である。
　そこで本稿は，学校と家庭の連携についての研究の動
向を概観し，学校と家庭の関係を規定する要因と連携を

促進する方法について考察することを目的とする。

学校と家庭のダイナミックス

　亀口（2001）のレビューによると，学校―家庭連携に
関する研究は，1978年にLightfootの著書が発表されて
以降に急成長してきた分野であるとされている。亀口
（2001）はLightfootの貢献に関して，両親と教師が互い
の役割を別々に設定し，家族と学校の境界を超えた接触
を最小限にしかもたないようにしていることに着目した
点を挙げている。そしてLightfootは，その傾向は教育
や児童発達の研究者にまで拡大しており，片方が学校で
の子どもに焦点化すれば，もう片方は，家庭での子ども
にしか焦点を向けようとしなくなっていると指摘して
いる。わが国においても，1990年代後半からようやく，
家庭ストレスや養育態度と学校適応の関連についての研
究やレビューがなされるようになってきた（戸ヶ崎・坂
野，1997；田中・谷本，2002）。このことから，家庭と
学校の問題をつなげて考えることが，研究者にとっても
困難であることと考えられる。
　ここで，学校と家庭の関係について少し整理をしてお
く。FIGURE 1は，Epstein et al（2002）を参考に，学校
と家庭の関係について図式化したものである。
　FIGURE 1のFはFamily（家庭），SはSchool（学校），
PはParent（保護者），TはTeacher（教師），CはChild（子
ども）を示す。Epstein et al（2002）のモデルによると，
学校と家庭の間には様々なダイナミックスがあり，個人
として子どもをとらえるだけでなく，環境の中で子ども
をとらえることが必要であることがわかる。FIGURE 1

のFAMILYとSCHOOLの円が重なっている部分は，学校
と家庭が関わりをもつ部分である。そして，この図に示
された矢印は，組織としての学校（図のS）と個人とし
ての教師（図のT），家庭という集団（システム）と個
人としての保護者が，子どもを中心として，様々な関わ
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Figure 1　学校と家庭の関係（Epstein et al, 2002より）

C ：Child （子ども）
F ：Family （家庭というシステム）
S ：School （学校というシステム）
P ：Parent （個人としての保護者）
T ：Teacher （個人としての教師）
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りをもっていることを示している。それぞれの矢印が示
している具体的な内容は，①家庭というシステムと子ど
もの関係，②個人としての保護者と子どもの関係，③学
校というシステムと子どもの関係，④個人としての教師
と子どもの関係，⑤家庭というシステムと個人としての
保護者の関係，⑥個人としての保護者と個人としての教
師の関係，⑦学校というシステムと個人としての教師の
関係，⑧学校というシステムと家庭というシステムの関
係である。
　わが国では，子どもと学校・学級という環境を共有す
る教師が心理教育的援助サービスの中心であるので，子
どもを環境の中でみるという傾向は強い（石隈，1999）。
したがって，その特性を生かしながら，環境の中での子
どもの援助を考えなければならない。このモデルに，鵜
養・鵜養（1997）の学校コミュニティの発想を取り入れ
ながら，わが国における学校と家庭の関係を整理すると
以下のようになる。
　子どもは，家庭というシステムの成員でもあり，同時
に学校というシステムの成員でもある。そして学校の中
では，準拠集団としてのクラス，学年，委員会，クラブ
活動などいろいろな集団の中に属している。家庭では保
護者の影響を強く受け，学校では教職員の影響を強く受
けながら生活を送っている。次に保護者は，子どもと同
じ家族というシステムの成員である。また学校というシ
ステムの成員ではないが，学校コミュニティに関わる存
在である。子どもには家庭の中で主たる養育者として関
わり，家庭訪問や個人懇談などでは教師と直接的に関わ
ることもあり，学校という組織全体には子どもを通して
いろいろな面で間接的に関わっている。最後に教師は，
学校コミュニティに子どもとは質が異なる成員として属
している。学校内では，学年，分掌，クラブ活動顧問，
教科等さまざまな形で子どもに関わり，また家庭訪問や
PTAなどで保護者と関わることもある。
　このように子どもを中心にして，学校と家庭の関係を
整理したが，家庭を含んで学校コミュニティであると考
えると，学校コミュニティは非常に複雑な組織であるこ
とがわかる。したがって，学校と家庭の関係を考えると
きも，その両者の間に非常に複雑な関係性があることを
意識しなければならない。FIGURE 1でいえば，どの部
分の関係を想定し，どちら向きの矢印について検討して
いるのかを明確にすることが，学校と家庭の連携に関し
て研究していく上では非常に重要である。このようなダ
イナミックスを扱うことが，学校と家庭の連携を考える
際，心理学が貢献できる部分であろう。

教師と保護者のコミュニケーション

　学校と家庭が連携する一つのポイントとして，教師と
保護者のコミュニケーションの問題が挙げられる。教師
と保護者のコミュニケーションがうまくいけば，保護者
が教師との関係の中でネガティブな影響を受けることも
なかろう。PTAなど学校への直接的な関わりは，教師
と保護者のコミュニケーションが促進される場である
と考えられる。しかしながらここで重要なのは，その場
で行われるコミュニケーションの質である。教師と保護
者のコミュニケーションの場が設けられていたとして
も，逆にそれが負担になり学校への関わらなくなってし
まう場合もあろう。より円滑なコミュニケーションを
図るためには，教師と保護者のコミュニケーション自
体へのアプローチも必要になる。ここで教師と保護者の
コミュニケーションの質を研究するうえでは，ヘルス・
コミュニケーションの研究が参考になる。Northhouse 

& Northhouse（1992）は，医療の場における医療者同
士や医療者と患者間のコミュニケーションに関連する代
表的な要因として共感，支配，信頼，自己開示，確認を
挙げ，それらの要因の医療場面への適用について考察し
ている。このような立場の違う者どうしのコミュニケー
ションの研究は，教師 -保護者関係にも適用することが
できよう。教師が子どもを教育する専門家である以上，
そこには何らかの立場の違いが存在していると考えられ
るからである。上村・石隈（2005，2006）は，医師と患
者の言語コミュニケーションの研究の枠組みやグラウン
ディッド・セオリー・アプローチによる分析によって，
教師と保護者の面接場面における教師の言語コミュニ
ケーションの分類を試みている。このような教師と保護
者のコミュニケーションの在り方を研究することが，誤
解が起こりがちな学校と家庭の関係を向上させるために
役立つであろう。

教師から保護者への関わり

　最近になって，学校と家庭がネットワークを形成し
チームを組んで子どもを援助するという考え方が広ま
り，さまざまな実践が行われ始めている。たとえば竹森
（2002）は，スクールカウンセリングの中で，生徒・学校・
家庭のネットワークを作り出す包括的支援を行うことの
重要性を説いている。また石隈（1999）は，援助チーム
を「援助ニーズの大きい子どもの学習面，心理・社会面，
進路面，健康面における問題状況の解決をめざす複数の
専門家と保護者によるチーム」と定義し，保護者の役割
として子どものSOSやストレスに対応できることや子
どものアセスメントを挙げている。この理論をもとに田
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村・石隈（2003）は，不登校生徒15例に対する援助の
実践の中で，スクールカウンセラーや担任が抱え込む形
ではなく，保護者を含んだチームで援助することの有用
性を主張している。この研究では，保護者の状況によっ
て援助チームが4つのタイプに分類されており，タイプ
分類することで援助チームの形成が柔軟に行われ，援助
が促進されることが明らかにされている。以上の理論や
実践研究では，保護者を援助する対象としてではなく，
子どもを援助する専門家としてとらえている。しかしな
がら援助チームは，保護者からの働きかけではなく，教
師やスクールカウンセラーなどの学校側の人間が保護者
に働きかけて初めて実現している。そのため，保護者の
関わりを促すような教師やスクールカウンセラーの対応
が必要であると考えられる。特にトラブルが起こった際
に，教師やスクールカウンセラーがそのトラブルについ
てどう連絡するかによって，保護者が支援チームの一員
となれるか否かが決まってくると言われている（岡田・
加勇田・佐藤，2003）。
　教師の保護者への対応を扱った研究はいくつかある。
上村・石隈（2000，2001）は，特別な教育ニーズをもつ
子どもの母親，父親を対象に教師からのサポートのとら
え方を調査し，母親，父親それぞれに教師のどのような
サポートが効果的であるかを検討している。その結果，
母親と父親によってサポートの捉え方に違いがあること
が明らかにされている。また小倉（2002）は，小学生の
保護者を対象に調査研究を行い，教師の働きかけが保護
者に及ぼす影響について検討している。その結果，教師
の共感的な態度が保護者の学校に対する肯定的な感情を
引き出し，学校に関する情報を与えることが保護者の子
どもに関する不安を和らげることが示唆されている。こ
れらの研究は，教師から保護者への働きかけについて
扱ったものであり，教師から保護者への対応を考えるう
えで参考になる。そして特に母親には，評価的な関わり
方よりも情緒的な関わり方のほうが意味があることが示
されている。ここで教師にとって「保護者との対応」は，
「子どもとの対応」「同僚との関係」とともに，教師スト
レスの上位に属しており（岡田ら，2003），教師側から
のニーズもあいまってか，難しい保護者への対応のノウ
ハウについての経験的な知見が蓄積されている（小林・
有村・青山，2004など）。上村・石隈（2000，2001）や
小倉（2002）の研究は，これらの経験的な知見を実証す
るものであり，より効果的な実践を考えるうえでの貢献
は大きいと思われる。

保護者から学校への関わり

　先述したが，石隈（1999）の学校心理学の理論をもとに，

子どもを援助するチームの一員として保護者をとらえ，
ここ数年で体系的に援助チームに関する研究がなされ始
め，教師から保護者への対応についても研究されてきて
いる。しかしながら，FIGURE 1で示されている保護者
から教師，家庭から学校への矢印，つまり家庭・保護者
から学校・教師への関わりに関する研究は，父母の教育
権や学校教育への参加の正当性といった教育経営，教育
行政の観点からみた研究，転校生の母親の新環境適応の
研究（小泉・江口，2001）を除いてはわが国ではほとん
どみられない。しかしながら，田村・石隈（2003）の実
践研究の中でも，援助チームの形成に保護者の状況が非
常に強く影響を及ぼしていることから，保護者の学校や
教育への関わりについて研究することの必要性は大きい
と考えられる。
　保護者の学校への関わり（Parent Involvement）に関
する研究は，アメリカではコミュニティ心理学の分野で
盛んに行われており，保護者の学校や子どもの教育への
関わり（Parent Involvement in education）が，学校に
おける子どものレディネス（readiness）や成功，登校，
学習などと強い相関があることが示されている（Epstein 

& Dauber, 1991；Zellman & Waterman, 1998 ; Izzo, 

Weissberg, Kasprow & Fendrich, 1999；Epsetin & 

Sheldon, 2002など）。
　保護者の学校への関わりというと，わが国では，実際
に教師とのコミュニケーションや援助チームへの参加，
あるいはPTA活動や学校行事への参加をイメージする
ことが多い。しかしながら，「学校に関わる」というこ
とを広い意味でとらえると，保護者の学校への関わりは
実際に学校に関わることだけを指すわけではない。
　Epstein（1987）は，保護者の学校への関わりとし
て，「安全，健康のための基本的なケア」，「子どもの成
果（progress）と学校での活動についての情報を確保す
るための学校との関わり」，「ボランティアとしての学
校に対する積極的な関わり」，「家庭での宿題や学校関
連の活動に対する積極的な関わり」，「学校やその地域で
の議決事項への関わり」の要素があるとしている。ま
たGrolnick & Slowiaczek（1994）は，「学校や家庭での
行動（会議や保護者会，学校の活動に出席する，宿題を
手伝う，学校とコミュニケーションをとる）」，「認知・
思考的な関わり（子どもに読み聞かせをする，子どもに
刺激的な活動や情報を与える）」，「個人的な関わり（子
どもの学校での成果や状況について連絡をとったり，知
らせたりする）」という3つの要素を挙げている。この
ように研究者によって，保護者の学校への関わりとして
挙げている要素は若干異なるが，それらには家庭を軸と
した活動から学校を軸とした活動まで幅広くあると考え
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られている（Hoover-Dempsey & Sandler, 1997；Perry, 

2000など）。この点に注目して，小倉（2007）はわが国
における保護者の多面的な学校への関わりを測定するた
めの尺度として，「保護者の学校への関わり尺度」を開
発している。
　また保護者の学校への関わりに及ぼす要因について
も，これまでに研究されてきている。Grolnick, Benjet, 

Kurowski & Apostoleris（1997）は保護者の関わりの
レベルを予測する変数として，個人要因（individual 

factors），社会的文脈（contextual factors），制度的な
要因（institutional factors）の大きく3つに整理してい
る。個人要因は，大きく「保護者の特性」と「子ども
の特性」に分けられる。「保護者の特性」としては，学
校への関わりや子どもの教育に対する信念（beliefs）
や役割認知（role perception），その役割に対する保
護者の効力感（effi cacy）などを挙げており，「子ども
の特性」としては性別や年齢などを挙げている。次に
社会的文脈としては，収入，家族構成などのデモグラ
フッィク（demographic）なものや援助資源の不十分さ
（inadequacy of resources）を挙げている。さらに制度
的な要因としては，学校の特性や学校長の態度，学校の
保護者に対する態度などを挙げている。そして社会的文
脈の及ぼす影響を中心に，これまで様々な要因について
の実証的な研究が行われている。またEccles & Harold

（1993）は，実際の学校への関わりと関わりたい気持ち
の間に矛盾があることを指摘している。実際の関わり
と関わりたい気持ちの間の矛盾が生じているのは，モチ
ベーションがあるにも関わらず，実際に関わることがで
きない状況であると考えられる。このことから，実際の
学校への関わりの程度だけで分類するだけでなく，モチ
ベーションという観点を取り入れることが必要とされ
る。
　このように先行研究の中で様々な要因が検討されて
いるにも関わらず，これらの要因がどのように作用し
あって保護者の学校への関わりに影響を及ぼしている
かについて，ほとんど研究されてこなかった。Hoover-

Dempsey & Sandler（1997）のレビューで，保護者の学
校への関わりに関する諸要因がまとめられ，階層的なモ
デルが提唱されているくらいである。しかしながら，学
校と家庭が実際に連携していくためには，保護者が関わ
れる理由，あるいは関われない理由を単一の要因に求め
るのではなく，多面的にとらえることが必要である。多
面的にとらえることで，保護者が学校に関われるような
教師の対応が可能になるだろう。わが国においても，保
護者から学校への関わりについての研究が，より多面的
になされることが期待される。

　わが国と諸外国では社会文化的背景，教育行政や教育
制度が大きく異なっており，保護者の学校への関わりに
ついても，海外の概念をそのままとりいれることは難し
い。しかしながら，子どもを援助するためのチームを保
護者と組むためには，保護者の学校への関わりをより多
面的にとらえ，これに影響を及ぼす要因を明らかにする
必要がある。そのためには，わが国と諸外国ではどのよ
うなところに違いがあるのかに注意しながら，まずは仮
説モデルを生成する研究をし，その上でその仮説モデル
を検証するという実証的な研究が求められる。
　それでは，保護者の学校への関わりに及ぼす要因につ
いて明らかにすることが，どのように実践で応用するこ
とができるのだろうか。保護者の学校への関わりに影響
を及ぼす要因について確認できたのならば，その要因に
対して何らかの働きかけをすることで，保護者は学校
に関わりやすくなると考えられる。Hoover-Dempsey & 

Sandler（1997）は，「どうして保護者は自分の子どもの
教育に関わるのか？」というリサーチ・クエッションを
たて，保護者が自分の子どもの教育や学校への関わりに
影響を及ぼしている要因についてレビューをしている。
数々ある要因の中で重要なものとして，保護者の役割意
識，つまり子どもの学校での成功を自分が助けることが
できるという保護者の効力感を挙げた。学校の教育プロ
グラムを成功させることだけをねらうのではなく，子ど
もや学校から保護者に関わるように要求し，機会を設け
るなど，保護者の役割意識や効力感を考慮したプログラ
ムを組むことの重要性を説いている。このことから保護
者の子育てに対する効力感を高めたり，子どもの学習面
での適応を促したりするプログラムを学校で組むことに
よって，解決されると考えられる。
　保護者の子育てに対する効力感を高めるための働きか
けには，米国でよく実践されている子育て支援のワーク
ショップ（バーンズ亀山，2001；Epstein et al, 2002な
ど）や保護者が互いの子育ての悩みを共有しあうピア・
サポート活動（亀口，2001）などが有効であると考えら
れる。

おわりに

　本稿では，学校と家庭の連携についての研究の動向を
概観し，学校と家庭のダイナミックスを心理学でどのよ
うに扱うことができるのか，またそれらの研究の知見か
ら実践への応用の方向性を考察してきた。先に述べたよ
うに，心理学では，学校と家庭の連携についてまだ扱わ
れ始めたばかりである。しかしながら先行研究を概観し
た結果，心理学が学校と家庭の連携に貢献しうること，
および今後の研究の方向性が明らかにされた。また，本
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稿で提言した心理学研究の実践へ応用可能性は，これま
での研究の臨床的妥当性を検討することにもなりうる。
そして実践する中で，さらなるリサーチクエスチョンが
導き出されるだろう。このように学校と家庭の連携を考
えるうえで，研究と実践が相互補完的に為されていくこ
とが今後必要とされる。
　最後に今後の課題を述べる。本稿では，学校と家庭の
連携について広く扱ってきたが，障害のある子どもへの
支援の際に，学校と家庭の連携をどのように考えるべき
かについては十分に扱えていない。障害のある子どもへ
のよりよい支援のためには，学校と家庭の連携が重要で
あることが主張されてきている（浜谷，2006；石隈・上
村，2002；木村，2006；Porter & Mckenzie, 2000など）。
わが国でも，2007年度から特別支援教育の完全実施が
なされ，特別支援教育をめぐる議論が盛んになされてい
る。今後，学校（教師）と障害のある子どもの家庭（保
護者）の連携の問題を検討することは，効果的な実践を
考えるうえでより必要とされるだろう。
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ABSTRACT

An Overview of Psychological Research on School-Family Partnership

Masayoshi OGURA

These days, the importance of school-family partnership has much understanding. It is valuable for 

school-family partnership to promote children’s growth, their school progress, and their development.  

So school-family partnership is one of notable topics in psychological research. The purpose of this 

study was to overview psychological research on school-family partnership and to discuss the deter-

minants of school-family relationship and the methods of promoting school-family partnership. In the 

fi rst part of this paper, psychological research dealing with school-family partnership was overviewed 

from three perspectives ; communication between teachers and parents, teachers’ support for parents, 

parents involvement in their children’s school education. Then a discussion on the possibility of appli-

cation for practice in school was conducted in the three perspectives. Finally, it is suggested that study 

and practice of school-family partnership is complementary each other.

Key Words :  School-Family Relationship, Parent Involvement, School Counseling, 

Collaboration, Partnership




