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研究論文

戦後改革期における学校と地域の連携と校長の役割

~教育指導者講習 (IFEL)に着目して~

School Principal's Role in School and Community Collaboration on the Postwar 

"'" Reform Era: Focusing on the Institute for Educational Leadership "'" 

柴田聡史1
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はじめに

2006年に約60年ぶりに改正された教育基本法では、第13条において「学校、家庭及び地域住民その

他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努め

るものとするj との条文が追加され、学校、家庭、地域住民等の相互の連携協力に関する規定がなさ

れた(l)。

教育基本法を受けて2008年に改正された社会教育法においても、地域と学校や家庭との連携を促進

することが求められている。第3条第3項では「社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性

を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなる

よう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促

進に資することとなるよう努めるものとするJとされ、社会教育行政は学校、家庭、地域住民等の連携、

協力の促進に努めることが明記された。現在、「コミュニティ・スクール(学校運営協議会)推進事業」

(2004年度--)、「放課後子どもプランJ(2007年度--)、「学校支援地域本部事業J(2008年度--)など、

地域住民のもつ様々な能力や資源を学校運営や教育活動に活用するという観点から、地域住民も参画

し課題解決を図ろうとする施策が展開されている。このような地域と学校との連携については、保護

者や住民、ボランティア等の地域のアクターについて、その意識や役割に関する研究が進められてい
る(2)。

一方、学校にとっても、地域の資源を把握し、どのような連携を構築していくかが課題となる。特に、

地域との接点をもっ校長や教頭といった学校管理職に求められる役割は大きい。例えば、日本教育経

営学会が作成した「校長の専門職基準Jにおいては「家庭・地域との連携・協働Jが校長に必要な力

量の lつとして示され、「校長は、家庭や地域社会の様々な関係者が抱く多様な関心やニーズを理解し、

それらに応えながら協働・連携することを推進するJというように校長の役割が求められている。

しかし、学校と地域との連携の推進は、新たな課題では無い。特に戦後教育改革期には教育行政レ

ベルの改革とともに、教育の実施・運営における学校の自主性、学校運営の民主化、教職の専門職化、

l東北大学大学院教育学研究科博士課程後期/日本学術振興会特別研究員
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保護者・住民に聞かれた学校運営などの学校経営レベルの改革が行われた。そこでは、教育に関わる

権限が学校に多く承認されていたほか、学校運営においても保護者や住民の意向を重視する仕組みゃ

参加の仕組みが目指されていたω。1930年代米国においてオルセン (E.GOlsen)によって提唱され

ていたコミュティ・スクールの考え方のもと、日本においても「地域社会学校Jなどという名称によっ

てその理念が導入された。また、地域教育計画と呼ばれる取り組みも一部で盛んに実施され、教育課

程は地域社会生活の問題や課題を軸に編成しようとする考えに基づいて教育課程開発の試みが各学校

で行われた川。

では、そうした状況のもとで、地域において学校が果たすべき機能はどのように位置づけられ、そ

の中で校長にはいかなる役割が期待されていたのか。先に見た地域教育計画等に着目し、戦後教育改

革期の地域と学校との関係を扱った研究はなされているものの(町、校長の役割に着目した研究は管

見の限り見られない。後述のように地域自体も改革や発展の途上にあったこの時期の校長に期待され

ていた役割を見ることは、現在のコミュニティ・スクール等の施策において想定されている地域(住

民)の存在や、それらを前提とした校長の役割を捉え直す視点を提示するものと考えられる。そこで

本稿では、戦後改革期に全国で大規模に開催された「教育指導者講習Jを対象とし、第 1に、当時の

校長養成がどのように展開されていたかを明らかにするとともに、第2に、その中で地域と学校との

関係の中で求められた校長の役割について分析する。

1 .校長免許状の創設と教育指導者講習(lFEL)の実施

(1) 校長免許状の創設

はじめに、戦後の校長の資格と養成をめぐる状況を整理する。 1947年に制定された学校教育法では、

第8条において各学校に校長を置くことが規定され、同年の学校教育法施行規則において「校長(学

長をのぞく。)は校長免許状を有するものJ(第8条)と定められた。そして、 1949年の教育職員免許

法および同法の関係法令において、校長免許状に関する詳細な規定と免許取得の要件が示され、一定

の基礎資格(教職経験)を有することと、大学において所定の単位を修得することが求められた。

当時の文部省は教育職員免許法の解説の中で、校長に必要な能力について次のように述べている。

「学校の管理者として一方においてそこで行われる教育について十分な理解と、必要によってはみず

からその教育を担任するに足る能力を有するものでなければならない。他方において、学校の内部管

理や学校を代表して外部官公署その他との折衝、地域社会との連携等についても十分の知識と能力を

もつものでなければならないJ(下線部筆者)。その上で免許状創設の理由として、「前者については

教員の免許状を有することをもって足るのであるが、後者についてはさらに別個の教養を要するので

ある。主としてこの後者についての資格証明として校長の免許状が考えられたJ と説明している則。

すなわち、校長の役割として、学校を代表して外部の行政機関や地域社会との連携を図ることが位置

づけられ、そのために特別な知識を身につけなければならないとされたのである。

そうした知識は大学での単位修得を通じてなされるものとされた。すなわち、「校長及び教育長は、

教育行政官として、その準備教育としては、学校教育、社会教育、教育行政、教育財政等に関する教

養を具えることが必要J(下線部筆者)であるとされ、「教育評価(精神検査を含む)J、「学校教育の

指導及び管理(学校衛生を含む)J、「教育行政学(教育法規、学校財政及び学校建築を含む)J、「教育

社会学及び社会教育Jが大学において修得すべき科目として規定されたのであった(7)。

一方、こうした免許制度が創設された当時、校長養成の場として想定されていた新制大学の整備は

不十分な状況であった。そのため、免許法においては、当面の問、現職者に対する講習(校長認定講

習)を実施し、そこで上記の科目の単位修得をもって、校長の有資格者とすることが想定された(8)。

したがって、校長養成をめぐる当時の課題は、今後の大学での養成を担う人材の育成・確保とともに、

当面の校長の有資格者をいかに確保するか、そのために各地で開催される認定講習に携わる大学や行
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政等の関係者をどのように育成するかという点にあった。こうした状況のもとで行われたのが、本稿

で検討対象とする教育指導者講習 (theInstitute for Educational Leadership ;以下、 IFELとする)

である。

(2) 教育指導者講習(IFEL)の概要

IFELは、 1948年の教育委員会法において設けられた新たな職である教育長・指導主事の養成を行

うとともに、大学におけるそれらの職の養成モデルを示すことを目的に開催された、大規模な講習会

である。 CIEの指導の下、 IFELは1948年10月から1952年3月までの聞に 8期にわたり、全国各地の

大学を会場として開催され、約 1万人が受講した(9)。

開設された講座・コースは、①教育長、指導主事、校長など、新しい教育職のためのもの、②初等・

中等の各学校段階の教育課程や教授方法、教科教育法などの教職課程に関するもの、③養護教育や図

書館教育など新たな教育分野に関するもの、④大学の行政に関わるものなど、多種多様であった。各

期のIFELの特徴について見てみると、前半の第 1期から第4期にかけては、特に教育長や指導主事

の養成を目的として開催されている。一方で、中盤の第5期・第6期は、 1949年の国立学校設置法に

よって各都道府県に設置された学芸大学、学芸学部、教育学部が設置されたことを受け、大学で教職

員の養成に携わる大学教員等を対象とする教職課程関係の講座が中心に行われている。さらに、第7

期・第8期のIFELでは、再び教育長などの教育指導者の養成が行われるとともに、新たに教科教育

法の専門家の養成を目的として行われることとなった(10)。

IFELの目的は、単に教育長などの新たな職や大学教員の養成だけではなかったとされる。 IFELの

講習を通じて、教育指導者を民主的なプロセスになじませ、民主主義を体得させるとともに、彼らが

それぞれの職場で実際に民主的なプロセスを用いることで、教師の聞に民主主義を普及させ、その

教師による民主的な教育を通じて、日本社会に民主主義を定着させることが目的であった(11)。また、

IFELの特徴は、ワークショップと米国人講師であると言われている(12)。ワークショップはIFELの活

動の中心であり、それにより参加者は民主的プロセスを体験的に学習した。また、米国人講師はアメ

リカの教育学を教授するだけでなく、参加者との交流の中で民主主義を身をもって示すことがその役

割であった。 IFELは「きわめて大規模で継続的な教職員現職教育Jであり、「戦後日本の教育民主化

のための重要な施策として、日本の教育者に大きな影響を与えたJ(13) とされる。したがって、 IFEL

において養成された校長は、自らが新たな民主的な教育について学ぶだけでなく、各学校や地域にお

いて民主的な教育を普及させる役割を担ったのである。

II. IFELrこおける校長養成

(1) r学校管理J講座の概要

IFELにおいて、主として校長を対象として行われた講座が「学校管理」講座である。小学校長を

対象としたものが「小学校管理J講座、中学校・高等学校長を対象としたものが「中等学校管理j講

座である。これらの講座は主に、 IFELの第5期から第8期にかけて行われ、延べ621人(小学校管理:

315人、中等学校管理:306人)が受講した。

第5期は1950年9月から12月、第6期は1951年1月から 3月の12週間にわたって実施され、会場は

「小学校管理Jが東京学芸大学、「中等学校管理」が東京教育大学であった。第7期からは6週間の課

程となり、前期・後期の開催となった。第7期は、前期が1951年9月から10月、後期が同年11月から

12月で、「小学校管理Jは東京学芸大学と京都学芸大学、「中等学校管理Jは広島大学と九州大学を会

場に開催された。第8期は、前期が1952年 1月から 2月、後期が同年2月から 3月の 2回で、「小学

校管理Jは広島大学と福岡学芸大学、「中等学校管理Jは東京教育大学と京都大学を会場に開催され

た(次頁・表 1)。

-23一



表 1 IFEL学校管理講座の会場と参加者数

開催大学 第5期 第6期
第 7期 第8期

計
前期 後期 前期 後期

東京学芸大学 24 24 36 35 119 

校管理学

京都学芸大学 35 38 73 
広 島 大 学 35 29 64 
福岡学芸大学 30 29 59 

計 24 24 71 73 65 58 315 
東京教育大学 26 26 38 33 123 I 

京、 都 大 学 35 34 69 I 

広 島 大 学 28 29 57 
九 リ‘N 大 学 29 28 57 

計 26 26 57 57 73 67 306 
(出所)各期の修了者名簿(高橋寛人『占領期教育指導者講習基本資料集成』第E巻、すずさわ書庖、

1999年に所収)より筆者作成。

表 2 IFEL学校管理講座受講者の現職内訳

現 職 第 5期 第6期
第 7期 第8期

計
前期 後期 前期 後期

校長 学 校 長 2 6 60 66 60 51 245 
大学附属小学校教諭 2 5 5 2 4 18 

教員 師範附属小学校教諭 2 2 
小・中学校教諭 4 6 
地方出張所長・課長 4 5 

審学理
自治体 教育委員会係長

職員 指 導主事 4 7 12 
その他主事 5 4 2 4 2 18 
大学助教授

大学
青年師範学校教授

他
教育研究所長・所員 2 3 
そ の 他 2 

計 24 24 71 73 65 58 315 
高 等 学 校 長 7 2 9 14 20 10 62 

校長 中 Af 主A 校 校 長 1 4 36 38 48 52 179 
学 校 長 1 

大学附属中学校教諭 2 4 
教員 高等学校教諭 4 5 

等学校管中

師範学校教諭 1 2 
地方出張所長・課長 2 2 4 

自治体 教育委員会課長・係長 3 l 6 
指導主事 2 4 6 

理 職員 そ の他主事 8 5 4 2 2 3 24 
専 門 職 員 3 1 3 7 

大学 大学助教授・助手 2 2 

他
教育研究所員 2 
そ の 他 2 2 

計 26 26 57 57 73 67 306 
(出所)各期の修了者名簿(高橋寛人『占領期教育指導者講習基本資料集成』第E巻、すずさわ書庖、

1999年に所収)より筆者作成。
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先述のように、第 5・6期のIFELは「教員養成教育や現職教育の良き指導者を得ることを主眼と

するJものであり、その受講者は「既に教職員の養成並びに現職教育を担当している者Jから選び、

各講座について「各都道府県の教員養成大学(学部)又は教育委員会(県を含む)の関係者の中から

ー名以上採用するJ こととされた(14)。したがって、第 5・6期の「学校管理講座」の受講者は各地

の指導主事などの職員が中心となっている。

一方、第 7期・第8期は現職者対象の講座として行われたため、受講者のほとんどが現職の校長で

ある。両講座の受講者は、前期・後期ともに各会場30名程度で、都道府県ごとに選抜された。「小学

校管理」講座はのべ267名、「中等学校管理」講座はのべ254名が受講し、そのうち約90%が現職校長

で、あった(前頁・表 2)。

表 3 講座の日程と担当講師

月 日
午 前 午 後

講義題目 担当講師 講義題目 担当講師

7 開講式 諸打合せ 末吉

8 諸打合せ 末吉 茶話会、各委員決定 リーフグリーン、末吉

9 討議、新教育の反省 リーフグリーン、末吉 個人研究及び面接

10 新教育の反省と講和
長田

質問と討議、研究グ
末吉

後の教育の方向 ループの討議

11 教育法規について 森岡
研究グループの主題

末吉
決定

14 初等教育論 虎竹 CIE図書館見学

16 教員養成の諸問題、
玖村、カーレー 協議会 末吉IFELの在り方

17 教育行政学 皇
研究集会、企画委員

末吉
2zzh z 

18 教育行政学 皇 研究集会 末吉

21 研究集会 末吉、リーフグリーン 全体討議 末吉、リーフグリーン

22 指導者の技術 リーフグリーン 研究集会 末吉

23 ガイダンス ニ好 個人面接 リーフグリーン

24 学校視察 能力別指導 リーフグリーン

25 道徳教育 末吉 研究集会 末吉

28 全体討議 末吉 全体討議 末吉

29 全体討議 末吉 全体討議 末吉

30 教育財政 中城 自由研究、個人面接 リーフグリーン

31 教育行政 天城
研究集会、企画委員

末吉
d32hZ h 

教育行政 天城 研究集会、記録委員会 末吉

4 人事管理 桐原 全体討議 末吉、リーフグリーン

5 学校衛生 田中 研究集会、個人面接 末吉、リーフグリーン

6 教育社会学 末吉 研究集会 末吉

7 精神衛生 小?召 職員会のもち方 リーフグリーン

2 8 福山市教育視察 リーフグリーン、末吉

11 小学校視察 リーフグリーン、末吉

12 社会教育 二宮 質疑応答 二宮

13 図書館学 山中 社会教育 池田

14 教育評価 古賀 グループ謝恩会

15 開講式

(出所)昭和26年度教育指導者講習会編『第 8 回教育指導者講習・小学校管理~ 1951年、 6-7頁より

筆者作成。
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(2) 学校管理講座の実際

では、 IFEL学校管理講座の実際はいかなるものであったのだろうか。 1952年 1月7日から 2月15

日にかけて広島大学で開催された、「第8期前期小学校管理J講座を例に見ていく。同講座は、 CIE

と文部省の協力のもと、広島大学の主催で行われた。

他のIFEL各講座と同様に、各1名の講座主事、講座主事補佐、米国人講師、および数人の講師に

よって講座が行われている(15)。講師は、会場である広島大学の教授・助教授を中心に、文部省から

も派遣された計17名であった(16)。一方、受講者は中国四園地方から選抜された、現職小学校長 (33名)

と教育庁主事 (2名)の計35名である。

午前は主に、校長免許状取得に関わる科目を中心に講師による講義が行われた。教育行政学、教育

評価、精神衛生、学校衛生、教育法規、教育財政、教育社会学などを中心に、社会教育や初等教育論、

道徳教育、指導者の技術、ガイダンス、人事管理、図書館学などの科目が実施されている。一方、午

後は研究集会(ワークショップ)や全体討議が中心であった(前頁・表 3参照)。研究集会とは、受

講生が各班に分かれて研究活動を行うものであった。同講座では、受講生35名が、次のように 5つの

班を組織し、各班のテーマについて研究活動を行った。第 l班は「小学校管理の基本原理J(6名)、

第 2班は「望まししミ小学校管理J(12名)、第3班は「今後の教育計画とその運営J(8名)、第4班は「小

学校における健康教育J(3名)、第5班は「小学校と地域社会との関連J(6名)である。こうしたワー

クショップは、午前中の講義を踏まえて行われ、その活動の成果は講座のまとめである研究集録とし

て刊行されている。

(3) r学校管理J講座の内容と研究集録

IFELの講座の多くでは受講者のワークショップの成果として研究集録が作成された。特に、大学

や都道府県の養成担当者を対象に行われた第 5期・第6期IFELは、開催されたすべての講座に関し

て研究集録が作成され、それらは大量に印刷されて全国の大学図書館に所蔵された。 IFELの内容を

全国に普及するという意味で、いわば新しい教育に関するテキストとして重要なものであった。した

がって、以下では、第 5・6期の小学校管理講座の研究集録を対象に分析していく。

第 5期・第6期の小学校管理講座の内容は「民主的な校長の性格、役割と責任、教員の長としての

立場、教育委員会、指導主事、 PTAや地域社会の諸集団との関係J(下線部筆者)が中心であった(1i)。

先に見た第8期の講座と同様に、これら第 5期・第6期の講座においても、受講者は午前中に講師に

よる講義を受け、午後は受講者主体のワークショップによる共同研究活動を行い、その成果を研究集

録として刊行している問。

第 5期・第6期の小学校管理に関する講座については、 2つの研究集録が刊行された。まず、第 5

期の小学校管理講座で作成された『第五回教育指導者講習研究集録X(l) 小学校管理及び指導~ (以下、

研究集録①)である。同講座では、受講者24名が6つのグループに分けられ、それぞれ 1つないしは

2つのテーマについて研究活動を行った。研究集録は227頁、全 9章から成る。第6期の小学校管理

講座では、『第六回教育指導者講習研究集録X(2) 小学校管理及び指導~ (以下、研究集録②)が作成

された。同講座では、受講者が4つのグループに分けられた。研究集録は433頁、全4章で構成された。

本稿の関心に即して研究集録の構成をみるならば、どちらの研究集録においても地域と学校との関

係については単独で章が設けられており、それぞれの講座において重視されていたことが分かる(次

頁表4参照)。研究集録①では、第7章「学校と社会」において、「教育の社会的背景Jr地域社会に

おける新しい学校の性格Jr学校と社会との関係Jr成人教育Jr青少年団教育Jrp T AJとそれぞれ

節を設けてまとめられている。一方、研究集録②では、第4章「校長と地域社会」において、「地域

社会の教育的意義Jr地域社会は学校に何を期待するかJr学校は地域社会に何を期待するかJr地域

社会は校長に何を期待するかJr校長は教職員と地域社会の人々との間にあってどんな役割をするかJ
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「地域社会における校長の私生活Jrp TA活動と 表4 各研究集録の構成

校長Jの7節によって構成されている。 研究集録① 研究集録②

第一章 小学校の性格 現代小学校の性格

第二章 小学校長の任務と責任 校長と行政管理

第二章 小学校の教育計画 校長と助言指導

第四章 学校組織 校長と地域社会

第五章 小学校の事務
第六章 小学校の建築と施設
第七章 学校と社会

第八章 現職教育

第九章 学校評価

第 5期の小学校管理講座の主任講師を務めた

中川武夫が研究集録①の序文で、「学校の教育経

営が効果的に行われるためには、個々の学校の実

状に即して適切なる運営がなされなければなら

ないことは云うまでもないが、その一方一般的に

考えて学校の経営、管理の点から如何なる問題が

取り上げられるべきか、又夫々の問題領域におい

て如何なる原理原則が立てられるべきか究明す

ることが大切であるJ(19) と述べているように、学
(出典)各期の研究集録目次より、筆者作成。

校の教育計画や学校事務、現職教育等と並んで、地域と学校との関係もまた重要な学校経営上の課題

であったと言える。そうした研究活動の成果である研究集録の内容から、地域社会と学校や校長との

関係に関する記述を抽出し、 IFELにおいて捉えられていた校長の役割について検討する (20)。

ill. IFEL研究集録にみる校長の役割

(1 ) 地域と学校の関係

まず、研究集録の中で、学校と地域との関係がどのように捉えられていたのかを明らかにする。

研究集録①では、新しい小学校の'性格についてまとめる中で、「新しい教育が確かな基盤に立って

展開されていくためには、地域に即して具体化していく手続きが極めて大切であるJ(集録①:3頁)

とし、特に学校教育の社会性の観点から「児童の経験の基盤は地域社会にあるJ(集録①:5頁)とする。

すなわち、学校で行われる教育の基盤が地域社会にあること、地域の実態に即した教育を目指すこと

が示されている。こうした考え方の背景にある学校観については、先に述べたオルセンの考え方をも

とに、新たな学校が地域社会学校 (CommunitySchool)であるとし、「地域社会と教育との密接な

関連のもと、地域社会に基盤を置いたものでなければならないとする。J(集録①:18頁)。

研究集録②でも、「新しい教育にあっては、先ず「生活中心Jであって、児童の生活経験をとおし

て学ぶことを教育の目的として、大きく取上げる必要があるのである。(中略)今日の学校では社会

のなかに存在するだけでなく、社会と連関を持ち、社会生活上の経験をどんどん取入れ、すべての教

育計画をたてることが重視されているJ(集録②:375頁)と述べ、経験主義的な教育へと転換する中

で、学校における教育活動と地域社会との密接な関係が重視されているのである。すなわち、学校の

教育活動、特にカリキュラム編成の基盤として地域社会が位置づけられており、地域社会の実態に即

して学校教育を進めていくことが示されている。

こうした学校の中で、小学校長の職務は「人事管理J、「物的管理J、「事務・予算の管理J、「対外関

係J、「監督指導Jの五つに分類される。特に「対外関係Jについて「学校は常に教育委員会や教育長、

地域社会の人々と密接な連絡をとり、協力して学校と地域社会が共に進歩するように努めなければな

らないJとし、「地域社会の人々やPTA、家庭との連絡を密にし、地域社会の人々が学校に対する

理解を一層深めるようにつとめること、学校施設を開放し地域社会の成人教育に積極的に協力するこ

とJ(集録①:31頁)が求められている。

より具体的に地域社会における校長の立場と義務について、次のように示している。「一般の人々

に学校の計画や目的必要等を知らせ、地域の人々が学校に興味を起こして学校の計画に関係し地域社

会や学校の発展に寄与させることは校長の義務である。校長は学校と社会との間にあって、その接衝

点にあたる位置にいるので、直接学校を一般に紹介する好都合の位置にいる。校長は学校の政策とか

機能について地域社会の正しい感情を育でなければならない。そのためには校長は市民的生活にも関
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与して自然の中に目的を達するよう努力すべきであるJ(集録①:161頁)。つまり、校長は地域社会

に対し、自校の活動内容に関して明らかにしていくことともに、学校の活動に対する地域社会の人々

の関心と理解を高めることが求められたのである。

研究集録②では校長を「民主主義社会実現の第一線の指導者であるj と位置づけ、以下のように述

べる。「民主的な校長による学校の民主的な管理運営は、教師の民主的な態度を育成し、児童の民主

的な自主的な活動を促し、民主的な学校社会が実現されるばかりでなく、地域の民主化に影響すると

ころ甚大なものがある。校長は校内外第一線の指導者である。J(集録②:22-23頁)つまり、校長は

民主的な学校運営を通じて、教師や児童だけでなく、地域の民主性を高める上で指導的な役割を果た

すことが期待されたのである。民主主義社会の実現に向けた地域の指導者としても、その職務の重要

性が示されたのである。

以上を踏まえると、学校と地域の関係や 2つの側面から位置づけられていることが明らかである。

すなわち、一方では学校の教育活動の基盤として地域が捉えられており、他方で地域社会の発展に貢

献すべき学校という位置づけがなされている。次に、その 2つの点から校長に具体的にいかなる役割

が求められていたのかを検討する。

(2) 学校の教育活動における地域社会との関係

上述の小学校の性格と関わり、学校のカリキュラム内容の構成について次のように説明される。「教

育の内容は地域の生活の現実から編成されなければならない。地域の人々が様々な将来への要望をも

ちながら仕事に努めている生活の現実の中にある課題に取り組み、これを解決しながら進むために教

育があるのであり、地域の生活に結びつくものである。J(集録①:51頁)さらに、教育の地域的性格

として「地域社会の教育は、地域の生産的性格と結合し、地域社会人を育成するものとして計画され、

企画されなければならない。このことは教育の内容についても方法についても言われることである。

あくまでも地域社会の現実にたって考えられるべきである。コミュニティ・スクールはこのような立

場に立っているJ(集録①:156頁)と述べている。ここでいう「地域の生産的性格Jとは、農業や工

業といった地域の中心的産業であり、そうした地域の産業的基盤に基づいた人材育成が求められてい

る。

したがって、カリキュラムの運営に際し、「地域社会学校としての性格を理解し、十分に地域社会

の要求を考え、広く人々の意見を尊重するJ(集録①:63頁)ことが校長には求められるのである。

特に、教育目標の決定や内容の選択について、地域社会に即して地域の人々の協力を求めなければな

らないとして、次のように示す。「第 lに、教育目標の決定については、地域社会の要求に応じたも

のでなくてはならない。社会的理解、態度、技能など、何が地域社会にとって必要であるかを慎重に

考慮する。第2に、教育内容の選択についても社会の営みの過程が学習されるものでなければならな

い。そのためには地域社会の実態を調査し、あるいは要望を聞くことが必要となるJ(集録①:159-
160)。

カリキュラムの構成における役割については、より具体的に以下のように述べられている。「地域

社会において要望を受け取り、教育目標をより地域に即して具体化するかが地域社会および学校に課

せられた課題である。学校自体で目標や方針を決定するのではなく、地域社会の要求を組み入れなけ

ればならない。そのためには地域社会やPTAと協力して、教育目標設定委員会を設け、その学校の

目標に地域社会の要求を反映させることが望ましい。校長は地域社会の特色をマッチさせて適切な教

育目標を生み出さなければならない。J(集録②:59頁)ここでは、一歩踏み込んで「教育目標設定委

員会Jとして制度的な構想を提示し、地域社会の要求を反映するために校長がとるべき方策を示して

いる。

さらに集録②では、地域社会の人々と教職員の聞における校長の役割について以下のように示され
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ている。「教職員の経歴、人柄、子供への関心・研究問題・教育活動の状況等必要なことがらについて、

よく理解させることに努めなくてはならない。その外学校運営の方針・課程・結果や教職員の苦心に

対して深い認識を与えることが大切である。その上に校長の職責についても十分理解させたいもので

ある。地域社会の人々の正しい要求は聞き、それを満たすようにしなくてはならない。かようにして

学校への協力を期待することが必要であるJ(集録②:400頁)。ここでは、校長が学校の活動や教職員、

校長自身について地域社会の人々の理解を深めること、地域の人々からの要求を把握し、学校に対す

る協力を得ることが求められるとともに、教職員に対して地域の要求を理解させ、助言指導すること

が求められた。

(3) 地域社会に対して学校・校長が果たすべき役割

学校が地域社会について果たすべき具体的な役割については、主に社会教育との関係から説明され

ている。一つは地域の教育に関する「サービスセンターとしての学校Jである。この点については「社

会教育施設として学校の果たす役割は大きい。公的施設として住民に開放するだけでなく、学校が主

体となって社会学級講座等を開設し、一般成人の教養を高める機会を与える。これらは社会に対して

大きな寄与をするとともに、住民と学校とのつながりを一層強くし、住民の教育に対する関心を高め

ることとなるJ(集録①:20頁)とし、学校の役割として施設の開放や講座の実施を求めている。

そこで校長に求められるのは、「社会教育への積極的な協力参加」である。社会教育(施設)が不

十分であるとの認識のもと、「校長は社会教育の諮問機関であり、指導者として有力なメンバーであ

る(中略)その上で、教師と共に地域の社会教育に積極的な役割を果たすことが求められているJ(集

録①:21頁)というように、学校と校長の役割が求められている。当時の社会教育法が社会教育の振

興に学校が全面的に協力すべきことを規定したものであるとして(21)、「校長が第一線に立ち、地域社

会のためにその組織と施設を開放して社会教育のセンターとならなければならない。それこそが地域

社会学校としてのあるべき姿である。J(集録①:25頁)というように社会教育における学校や校長の

役割を想定しているのである。

社会教育との関わりではさらに、「現在教育の悩みは学校と社会とのギャップの大きいことで、学

校教育推進のために校長は積極的に社会教育に乗り出さなければならない」、「学校教育振興の立場か

ら先ず新教育理解のための方途を講ずることに努力すべき」と校長の役割について論じられている。

そこには、地域社会が本来は学校と相互に働きかける存在としつつも「文化の程度や教育に対する関

心度が低調」であるという認識のもと、学校教育の推進のためにも、社会教育について指導的な役割

を果たし、「地域社会の啓蒙Jを図ることが大きな役割であるとされている(集録①:161頁)。

そのためには、「実際の計画や仕事に参画させることにより理解を深めていくことJが重要である

として、校長がとるべき具体的な方策が示されている。特に注目すべきは「専門家の招腸」と「社会

調査」である。「専門家の招鴨Jとは地域住民を専門家として学校教育の場面に参加させることを意

味している。授業の支援や教員の現職教育のサポート等に住民を参加させることにより、学校や児童

にとっての教育的意義の他、住民にとっても教育への理解を深める機会となるとされる。他方、「社

会調査」は地域社会の人々に対して、地域社会の現状と課題を把握させるとともに、その解決には教

育が必要であることを認識させるものであるとする。(集録①:163頁)

その他、「成人教育」や「青少年団体教育Jについても校長の一定の責任が示されている。特に、「地

域社会学校j として地域社会の文化事業は学校を中心として運営されるべきであり、成人教育には直

接の責任を持たない校長も、指導助言と言った支援を通じて積極的に関わるべきとされる。加えて、

そうした成人教育の支援として学校施設の開放を進めることも求められている。そこでは、「校長は

単に学校教育の責任者であるばかりでなく、広く地域社会における文化の推進力であることを自覚し

なければならない。そこで、学校の施設と能力をあげて成人教育のために努力すべきである。成人教



育を充実することがやがて学校教育を推進する力となる」とされる(集録①:171-173頁)。

集録②では「地域社会は校長に何を期待するかJとして、校長に期待する内容を二つの立場に分け

て示している(集録②:397-399)。第ーは、学校教育の責任者としての立場であり、学校の施設管理

や学校財政、教職員の指導などに責任をもってあたることが求められている。第二は、地域社会の指

導者としての立場であり、地域社会に対する関心を持つこと、地域社会を理解し、その生活に調和・

協力し、指導することが求められた。先に述べたように、学校は地域の教育の中枢を担うことが期待

されており、校長はそこで地域社会に対しでも指導的な役割が求められたのである。

おわりに

本稿では、 IFELにおいて実施された学校管理講座の研究集録の分析から、地域と学校との関係の

なかで、校長の職務や役割がどのように論じられていたのかを明らかにした。新たな社会の構築を模

索していた戦後改革期には、学校(教育)を中心として、民主的な社会の実現が目指されており、そ

こにおいて学校には地域における社会教育の拠点、として役割も付与されていた。そのため、校長には

自校内部の管理だけでなく、地域社会の民主化における指導的な役割も求められていたことが明らか

となった。「新教育」として教育のあり方が求められ、特に経験主義的なカリキュラムへと変化する

中で、学校の教育活動を効果的に運営するために、児童生徒の経験と密接に関わる地域社会との関係

が重視されたのである。そこでは、地域社会の理解と協力が必要であり、自らの学校について情報を

明らかにするとともに、地域社会の要望を把握することが求められたのである。

しかしながら、地域社会・住民は今日想定されるように、教育上あるいは学校経営上活用しうる十

分な資源を持つものとしてそれほど期待されていない。むしろ、学校を通じた地域社会の教育が想定

されており、そうした活動において校長は地域の中で指導的な役割を果たすことが理想とされている。

すなわち、地域の教育拠点として学校が位置づけられており、地域の発展においても学校は貢献をす

べき存在として指摘されていた。学校を拠点として地域社会の変革をも視野に入れていくという動き

は、戦後の新たな教育を模索する中で重要課題として生起してきたものであろう。しかし、地域の教

育全般に関与し、リードするといった校長の役割に見るならば、そこには地域の教育の有力者として

位置づけられていたような戦前の校長像の連続性を見出すことができる (22)。ゆえに、当時の校長は

地域社会における一定の発言力を有する存在として想定され、地域と学校の関係構築においてもそれ

らをリードする立場として捉えられていたと考えられる問。

一方、 2000年代以降の学校・家庭・地域社会との連携に関わる諸施策において地域は、戦後改革期

のように学校がその発展に寄与すべき存在としてではなく、学校にとって必要な様々な支援を提供し

うる存在、あるいはそうした資源を有する存在として想定されているものと言える。したがって、そ

のような地域の存在を前提に、校長には学校と地域の連携を主導する役割よりも、学校を代表して地

域との良好な関係を日常的に構築し、校内において様々な調整を行うことが求められているのであ
る(24)。

こうした点に鑑みるならば、校長もまた地域住民やボランティア等と並び、学校と地域の連携関係

の中の一つのアクターとして捉えられよう。しかし、そうした地域と学校との連携をさらに活性化し

ていく、あるいは十分な支援が得られないような地域で連携関係を構築していくといった課題がある

場合、校長には一つのアクターに留まらない主導的な役割を果たしていくことも同時に期待される。

ゆえに、地域と学校の連携政策において、学校支援ボランティア等の外部の人材確保が課題とされる

中で、校長等の養成や研修もまた広く地域と学校の連携を担う人材育成という視点から捉え直すこと

が求められる。

本稿で、扱った戦後改革期以降、地域と学校との関係がどのように変容し、そこでの校長の役割がど

のように想定されてきたのか、さらにはそうした校長の力量がいかなる仕組み、内容をもって育成さ
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れてきたのかについては、別稿にて明らかにしたい。

(付記):本稿は科学研究費補助金(特別研究員奨励費) r戦後の学校経営改革と校長のリーダーシッ

プJの成果の一部である。
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