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１ はじめに 

 平成 27 年 10 月６日から 10 月 16 日までの 10

日間、平成 27年度「独立行政法人教員研修センタ

ー 教育課題研修指導者海外派遣プログラム」の

研修生として、オランダを訪問した。私が所属し

た派遣団の研究テーマは、「学校経営の改善」であ

る。オランダにおける学校評価とその評価を受け

ての学校経営の改善についての現状を調査し、そ

の成果と課題を把握することによって、本市の学

校教育の課題でもある「学校経営の改善を前提と

した学校評価の実施と学校・家庭・地域と連携し

た学校づくりの推進」の手だてを探りたいと考え

た。 

２ オランダの教育状況 

(1)教育の概要 

 1815年にオランダ王国が誕生して以来、政府は

全ての子供に十分な教育の保障をする義務を履行

してきた。しかし、その後 90年間にわたり、教育

制度をめぐる政治闘争が行われ、1917年に憲法が

改正されたことにより、「教育の自由」が確立され

た。この「教育の自由」に基づいた教育制度がオ

ランダの学校教育を特徴づけている。 

 「教育の自由」とは、次の３つの自由が保障さ

れている。それは、「１．設立の自由＝200人の子

供が集められれば、自分たちで学校をつくっても

良い」「２．理念の自由＝宗教色を出しても、他の

ことで特徴を出しても良い」「３．方法の自由＝教

育内容、教材の裁量権など、教育方法を自由にで

きる」ことである。つまり、様々な特徴を持つ学

校が、オランダ国内では設置されている。 

 オランダの学校は、国内の約４分の３が私立 

校だが、私立も公立も国の援助は同一で、学区 

はなく、保護者と本人の意志で自由に学校を選ぶ

ことができる。義務教育は、５歳から 16 歳まで

で、授業料も無償であり、多くの子は４歳になっ

た月から、小学校に通う子供が多い。 

(2)教育制度 

①初等教育：４歳から 12歳まで行われ、「イエナ

プラン」や「ドルトンプラン」そして、「シュタ

イナー教育」「ピースフル教育」など、学校によ

って様々な特色ある教育活動が行われている。 

②中等教育：12 歳から行われる教育で、「ＣＩＴ

Ｏテスト（全国学力調査テスト）」の結果等を受

けて、「ＶＭＢＯ（職業訓練コース）」「ＨＡＶＯ

（上級中等コース）」「ＶＷＯ（大学進学コース）」

の３つのコースに進むべき道が決められていく。 

③高等教育：18 歳から行われる教育で、「ＨＢＯ

（上級職業教育）」と「ＷＯ（大学教育）」の２

つのコースがある。オランダの場合、卒業する

校種によって、卒業年度が異なるだけでなく、

就職できる職種が決められており、日本に比べ

就職の選択の幅が狭まっていると言える。 

(3)学校評価 

 各学校では、毎年「学校評価」が行われ、イン

ターネット上で公表されている。また、「教育の質」

を確保するために、教育監督局（日本の文部科学

省）から派遣されるインスペクター（査察官 以

下査察官と表記）によって、ＣＩＴＯテスト（全

国学力調査テスト 以下ＣＩＴＯと表記）や保護

者・子供たちへのアンケート、授業実践や財務状

況など様々な角度から学校経営が評価され、改善

命令等を出すことができる。改善が見られない場

合には、当該校が廃校に追い込まれることもある。 
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３ 学校訪問をして 

(1)ロッテルダム市 公立プルスプント小学校 

 ①訪問先の概要 

ロッテルダム市にある公立小学校で、10年前ま

で、肢体不自由な児童生徒を対象とした特殊学校

であったが、個別対応教育の導入に伴い、個別対

応教育モデル校として国から認められ、それぞれ

の子供の能力や障害に合った教育活動を実践して

いる。 

 ②訪問先の様子 

 個別対応教育モデル校ということもあり、障害

を持っている子供たちだけでなく、個々の能力に

応じたきめ細かな支援がなされている。「全ての子

供に右肩上がりの成長を保障する」という理念が

実践されており、これからの教育実践にも役立つ

ヒントがたくさんあった。 

 

 

 

 

 

また校内には、作業療法室、理学療法室やカウ

ンセリングルームが併設され、教科指導にはコン

ピュータが活用されている。 

③学校経営と評価 

学校経営には、保護者の力を積極的に活用して

おり、保護者向けの学校経営報告会とアンケート

は年３回実施している。ＣＩＴＯの結果やアンケ

ート結果等はインターネット上に公開され、保護

者も自由に閲覧することができる。 

(2)ハーグ市 ホフスタット・リセウム中等学校 

 ①訪問先の概要 

新旧共同キリスト教系の私立中学校で、千葉県

の市川学園と姉妹校として交流している。ユネス

コスクールモデル校として、学習指導はもちろん

のこと、人権教育や国際理解教育、そして外国語

教育に力を入れている。移民が多く住んでいる地

域にある学校として、差別の撤廃と国際的な感覚

を身に付けさせることに力点をおき、とても人気

が高い学校である。 

 

 

 

 

 

 

②訪問先の様子 

教室の中を見ると、様々な民族の子供が在籍し

ていることがわかる。ＣＩＴＯの結果によって分

けられたコースでは、それぞれカリキュラムが異

なり、コンピュータや実習機材を活用して授業が

行われていた。差別の撤廃や国際理解を中心とし

た授業づくりは、本校の教育課程に反映していき

たいと考えた。 

③学校経営と評価 

学校経営の評価として、年５回の保護者説明会

と年４回の保護者アンケートが実施されている。

また、査察官による学校評価も行われ、「ＣＩＴＯ

の結果」「退学率･留年率」を中心に、「保護者アン

ケート」等加えて総合的に評価されている。 

４ 研修成果の活用 

＜学校評価と学校経営の改善＞ 

 オランダの学校では、学校評価の結果は、全て

インターネット上に公開され、保護者や子供が学

校を選択するうえで、大きな判断材料になってい

る。本市では、学校独自の評価結果を公開してい

るものの、学校選択制を導入しているわけではな

い。今回の研修を終え、本市全体で共通した学校

評価項目を設け実施すれば、学校の特色もより明

確化し、より良い学校経営に結びつけられるので

はないかと考える。今後も自校の学校評価結果を

もとに学校運営改善に努めていきたい。       

理学療法室 

コンピュータを利用した外国語授業 
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１ はじめに 

 まず最初に確認しておきたいのは、この報告書

でイギリスという表記は、われわれが通常いうイ

ギリスすなわち「グレートブリテンおよび北部ア

イルランド連合王国」のうちのイングランドの地

域のみを指しているということである。いわゆる

イギリスは連合王国であり、イングランド・スコ

ットランド・ウェールズと、それぞれの教育制度

は異なっている。今回の訪問先は、イングランド

内の都市である。よって、見聞してきたことはイ

ングランド内に限るということを述べておきたい。 

 また、今回は学校のみならず、イギリス教育省、

バーミンガム校長会、全国学校理事会、地域教育

にも貢献しているプロサッカーチームの「レイト

ン・オリエントＦＣ」、シチズンシップ教育財団と

いう教育関係団体の視察も行うことができた。 

２ イギリスの教育状況 

 日本と同様に、教育行政を統括する政府機関と

して教育省が設置されている。ところが、政権交

代がおこると、教育政策も大きく転換することが

少なくない。教育行政や学校が、ときの政権与党

の政策に大きな影響を受けている。 

 イギリスの学校形態は、主に次の３種類に分か

れている。①地方が設置・維持するいわゆる公立

学校②国庫から運営資金を出してもらうが、独立

性が高い国庫補助学校（アカデミースクールなど）

③公費補助を受けない独立学校（私立でパブリッ

クスクールと呼ばれる）である。現在は、学校経

営に教育行政が関わらない方向で進んでいるため、

①の公立学校から②のアカデミーへの移行が進ん 

でいる。 

 次にイギリスの学校評価の概要について説明す 

 

 

  

 

る。1992年に設立された「教育水準局」：Office For 

Standards in Education（以下、Ofsted）による 

第三者評価が、イギリスでは圧倒的な影響力を持

っている。最終的には、４段階で示される結果の

最上位 Grade１「優(Outstanding)」になると、そ

の後学校配布予算が増額される一方で、Grade４

「不可(Inadequate)」となると「改善警告校」と

して Ofstedの定期査察を受け、改善が進まない場

合には、閉校措置もあり得るという。 

 最後にイギリスの学校経営についてであるが、

学校長の経営における権限は絶大で、学校に配付

される人件費含む予算の配分は、学校長の経営方

針により分配される。また、給与査定含む人事権

も学校長がもっている。ただし、この個々の学校

も地域の代表から構成される学校理事会によって

管理されている。 

３ 学校訪問をして                     

 今回の研修で、イギリス首都ロンドンと第２の

都市バーミンガムを訪れた。その中で、視察した

学校に共通するのは、１クラス 30人学級に教員は

２名、各教室に電子黒板とネット環境がきちんと

整備されている。それは、地域の経済力に関係な

く整備されていた。以下、特に印象に残っている

２校についてまとめてみた。 

(1)クィーンズブリッジ学校 

（Queensbriddge School）:バーミンガム 

 やや小規模の中等学校である。スペシャリスト

の養成機関としての位置づけも与えられており、

演劇スタジオなども整備されているなど芸能や

芸術に力を入れている。 

 この学校だけでなく、バーミンガム市全体の傾 

向として、イスラム教徒の割合が非常に高いとい 
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うことが、もう一つの特徴としてあげられる。す 

べてというわけではないが、イスラム教徒は移民 

であることも少なからずあり、経済的には厳しい。 

この学校も、約 40％の生徒がイスラム教徒である。 

 かつて、この学校は Ofstedの評価が４段階中 

下から２段階目で、評判は決して良くなかった。 

それを、最近の査察では２段階上げて、Grade１ 

となった。 

 この背景には、かつて教員としてこの学校に勤 

務していた、現校長の強力なリーダーシップのも 

と、学校経営改善が図られた結果であると考えら 

れる。 

 学校経営改善の１つとして、教員の資質向上に

向けた研修面があげられる。この学校では、「実践

力を伸ばそう！(pushing practice)」を合言葉に

６週間ごとにスキルアップに励んでいる。指導力

のある教員と不足している教員がバディ（二人組）

を作り、毎週金曜日に研修を行っている。 

 また教員の評価は、その学科主任がまず行い、

その後、日本で言う４学年にあたるリーダーシッ

プチームに引き継ぐそうである。また、職員全体

で行う研修会は年に２回開催される。 

(2)グリーンフォード高校 

（Greenford High School）:ロンドン 

Ofstedの評価が Grade１となっており、非常に 

高い評価を受けている学校である。11～18歳の共

学総合制中等学校であり、生徒数 1828名の大規模

校となっている。体育に力を入れていて、グラン

ド・体育館・ジムなどの設備が素晴らしい。また、

現代外国語学科があり、29カ国の生徒が在籍して

いる。その中に日本語学科があり、日本への関心

が高い生徒が在籍している。 

 この学校では、特に新任の研修に力を入れてい 

る、毎週水曜日に週一回、放課後 1時間程度、「す 

べてのこと」（生徒指導も含む）について指導方 

法等について話をする機会を設けている。 

また、学科を単位として毎週火曜日に週一回、 

２時間程度教員が参集して、学科の指導や生徒の

振る舞い等について意見交換をしている。学科に

は６名のトレーニング担当（研修担当）がいて、

その内容は常にオープンにしているようである。

生徒指導関係の情報に関しても、職員間で共通理

解を図ろうという努力は、日本と変わらない点だ

と感じた。 

４ 研修成果の活用 

 今回の研修を通して、イギリスの教育について

多くのことを学ぶことができた。そこで感じたこ

とは、教育行政制度や学校経営が日本とイギリス

では大きく違うという点である。イギリスは

Ofsted による４段階で示される学校のランクづ

けをすることで、学校長は特色ある学校づくりや

教員の質を上げるための研修等に力を注いでいる

という点にある。また、保護者や一般市民が学校

に求めるもの、また教育に関する考え方について

も、日本とイギリスの大きな違いを実感した。 

 そこで、今回の研修でとても参考となったこと

について、以下のように活用したいと考えた。 

第１に「学校評価項目についての検討」である。 

イギリスの Ofstedの評価資料の中に、事前にと 

った保護者対象のアンケートの結果が含まれて 

いる。このイギリスの保護者対象の学校評価項目 

を参考に、自校の学校評価の項目を検討したい。 

第２に「校内研修での具体的な取組」である。

イギリスの校内研修を参考に、自校での研修の具

体的な取組について検討したい。 

研修成果の活用については、自校のみならず、

機会があれば千葉市に発信していきたいと思って

いる。 

 最後に、このような研修の機会を与えていただ

いた皆様、また研修を支えてくださった本校の先

生方に深く感謝しつつ、研修報告としたい。 


