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アメリカにおけるカリキュラムマネジメント諭の研究  

－SLにおけるカリキュラムリーダシップ論を中心に－  

倉  本  哲  男★  

Ⅰ．はじめに（課題設定）  

教育を内的事柄（例えば、授業の方法論や内容諭、学習者である生徒の学習の実態等）と外的事  

柄（学校に直接的な影響を与える社会的状況・地域の事情・教育行政上の特質・学校経営上の条件  

整備等）に分割して研究することは、研究上の混乱を避け特定の研究テーマを深化・拡充する上で  

の一般的な研究方法である。   

しかし、それはあくまでも研究上の都合であって、学校における教育的営みは連続的・全体的な  

ものである。学習主体者である生徒の変容・成長を中心におく教育の全体性を把握するとき、例え  

ば教育課程経営論においてでさえ、その条件整備・組織運営としての外的事柄、つまり、カリキュ  

ラムの提供者（Curriculum－Maker）との視点に加えて、その開発されたカリキュラムが学習者主体  

者（Curriculum－User）にどのような教育的インパクトを与え、如何なる成長・発達に貢献したのか  

教育的効果の検証もなされる必要がある（1）。   

学校改善論・コミュニティー改善論の中枢にカリキュラムの経営論が位置づけられるとしても、  

そのカリキュラムの提供者としての視点と学習主体者の視点が有機的に統合されるとき、其の意味  

での学校改善・コミュニティー改善が論じられていくと考えられる。   

その課題意識から、本研究ではアメリカのカリキュラムマネジメント諭（CurriculumManagement）  

を研究対象とする。アメリカのカリキュラム開発諭（CurriculumDevelopment）の研究動向は、教  

師と学習者を中心とする学習論の分野に焦点を当ててきた。しかし、カリキュラムのシステムオペ  

レーション（SystemOperation）の視点から考察すれば、カリキュラム開発の計画段階は学校シス  

テム内で構築され、その実施段階も組織的なシステムによって展開し七いき、学校行政システムや  

コミュニティー （Community）のニーズに対応することが求められる（2）。例えば、全米の各学校の  

カリキュラムは、各州が定めるアカデミックスタンダード（StateAcademicStandard）を満たすよう  

に開発・実践化されるのである。   

つまり、このカリキュラムマネジメント論は、教育方法論（Curriculum＆Instruction）の立場か  

らのカリキュラム開発論（CurriculumDevelopment）が対象とする概念範暗が拡大し、組織システ  

ムの条件整備・運営レベルまで含むマネジメント諭である。アメリカの場合は、この傾向が頭著で  

★九州大学大学院博士後期課程3年  

－19－   



倉 本 哲 男   

あり、よって、アメリカにおけるカリキュラムマネジメントを研究する意義がある。   

一方、国内研究では中層等が、カリキュラムPDSサイクルで動態的経営をする視点を確立し、条  

件整備系列を協働的体制（CollaborateStructure）・協働文化（SchooIculture）の相補関係で整理し  

た（3）。また、内容方法の系列から「連関性」の概念で整理しようと試みたが、特定の教育課題・内  

容や学習者への効果、更には学校と地域社会との関係性におけるカリキュラムマネジメント諭の領  

域までは、十分には論じられていないと言えよう。   

よって、本研究の目的は、カリキュラムマネジメント諭を広義に捉え、学校運営・条件整備の視  

点からの経営過程諭と内容方法にまで及ぶ学習過程諭を統合する研究領域を発展させることにあ  

る。その切り口として米国のサービス・ラーニング（ServiceLearning以下、SL（4））に焦点を当てる  

ことで、その経営過程論と特定の教育課題も含んだ内容方法論まで及ぶカリキュラムマネジメント  

諭に有益な示唆を示すことを試みる。   

以上のような観点から本研究では、まずイングリッシュ（F．English）によるカリキュラムマネジ  

メントの構成要素諭（5）を整理した上で、学校改善・地域社会改善論の視点まで含むヘンダーソン  

（J．Henderson）の変革的カリキュラムリーダーシップ諭（TransformativeCurriculumLeadership）を  

中心軸におく（6）。またヘンダーソンは、SLがその具体的実践の方策であると位置づけていることか  

ら、SLをその分析視点に設定することができる。   

すなわち本研究は、米国で普及したSLを切り口に、SLにおけるカリキュラムマネジメント諭の  

理論的全体像を整理していく。米国のカリキュラムマネジメント諭が学校改善論・地域社会改善論  

に如何なる有効性を持ちえるのかという研究課題の解明を目的に、国内でも論じられた教育課程経  

営論、及び内容諭に限定されるカリキュラム開発諭に対して一定の示唆を得ようとするものである。  

そこに本研究の独創的な観点があると考える。   

Ⅰ．学校・コミュニティー改善のためのカリキュラムマネジメント論  

（1）カリキュラムマネジメント論の構成要素   

イングリッシュは、組織システム条件整備とカリキュラムの内容・方法論の相互作用としてその  

構成要素を整理し、カリキュラムマネジメント諭を構築している。   

それは第一に、学校組織構造がどのようなカリキュラムを構築（Construction）できるのかを課  

題に、共通認識をする。次に学校組織の葛藤矛盾を見据えながら協働化によってカリキュラムデザ  

インを実施（Implementation）する。第二に、学校外部との協働化も必要になり、コミュニティー  

が如何なる教育要求を持ち、それに応えるかたちでコミュニティーの外的教育リソースを如何に有  

効活用できるのか、その鍵がカリキュラムデザインにあるとする。第三に、カリキュラム実践の評  

価・検証（Evaluation）によって、学習の内実をどのように変革・改善できるのかを課題に掲げ、  

データを基に生徒・父母・教育関係者・コミュニティーとの調和が求められていくのである。その  

意味で、学校システムの組織的改善がなされるのであり、その中核がカリキュラムマネジメントで  

あると全体的構造を整理している（7）。  

－20－   



アメリカにおけるカリキュラムマネジメント諭の研究  

次に、イングリッシュのカリキュラムマネジメント諭に多大な影響を受けて、その評価諭の視点  

から調査研究を実施したヒノジョサ（E．Hinqiosa）は、カリキュラムマネジメントの構成要素の関  

係性を整理している。   

このカリキュラムマネジメントをシステム諭として捉えるとき、第一に、主要な条件操作では、  

CM調査研究を活用してデータ焦点化（datafbcus）をおこなう。これにより目標設定（oqectivity）  

を明らかにし、「目標による管理」の実施を開始する。その二次的な条件操作は、計画（planning）  

の段階であり、教師間の協働化を進める上で、先見的リーダーシップ（proactiveleadership）とス  

タッフ相互のコミュニケーション（communication）が学校内部の協働性につながり、システム諭  

の副次的なインプット要素となる。   

このカリキュラムマネジメントのシステムにおけるアウトプットは、実施（implementation）段  

階に焦点化すれば、スタッフのモラール（staffmorale）・行政的政策（govern＆・pOlitics）・コミュ  

ニティーからの付加的な支援（additionalsupport）が二次的な効果要素に挙げられる。特に付加的  

支援と行政的政策は、学校外部の協働性として理論付けられている。更に、全システムの主要なア  

ウトプットには、カリキュラムの改善的変化によって単位学校組織・学校システムの改革（reform）  

がなされることになる。このカリキュラムのシステム的な構成要素の整合性に配慮し、全体構造化  

をしたフレームワークがカリキュラムマネジメント論である（8）。   

以上のように、イングリッシュのカリキュラムマネジメント諭は、単なる内容諭的なカリキュラ  

ム開発諭に終始することなく、それを経営することで単位学校改善、延いてはコミュニティー改善  

の中心核として位置付けられることに特徴があると言えよう。  

（2）カリキュラムリーダーシップ論からみるカリキュラムマネジメント論   

イングリッシュのCM諭に関わって、ヘンダーソンの変革的カリキュラムリャダーシツプ諭  

（TransformativeCurriculumLeadership以下、TCL）にも同様な論調がある。ヘンダーソンのTCLは、  

単なる学校レベルのカリキュラム開発諭が拡大し、カリキュラムPDS過程を軸とした学校・コミュ  

ニティー改善のマネジメント諭として整理されている（9）。  

●プログレッシブ学習／思想性（ProgressiveLeaming）  ●授業技術論（Teachingartistry，）  

●プログラムデザイン（ProgramDesign，） ●授業計画（InstructionalPlanning，）  

●効果的評価諭（AuthenticEvaluation）  ●組織開発諭（OrganizationDevelopment，）  

●学校コミュニティーの関係論（School－Communityrelations，）  

●リーダーシップ開発諭（LeadershipDevelopment．）  

また、その改善論のためのカリキュラム開発過程諭を、以下のように示している（10）。  
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1．協働的に、民主社会における生徒の興味関心を明確にし、プログラムに統合する。  

2．批判的に、現在のプログラム、実践、結果の全体的構造を検証し、全ての要素を再検討し   

再構造化を図る。  

3．創造的に、反省的考察の必要性に応じて、再修正されたプログラム、実践を実施する。  

4．批判的に、これらのカリキュラムと授業の成果を評価検証していく。   

ここでヘンダーソンは、TCL論を図1のように整理しながら、その具体的実践性をSLに求めてい  

る（11）。ヘンダーソンは、SLとはコミュニティーにおける市民的資質、特に民主社会の実現を目標諭  

に据え、コミュニティーヘの貢献を通して学習者（生徒）の人格を形成する方策であると位置づけ  

ている。つまりSL教育目標諭は、ヘンダーソンが論じる変革的教育論（TranSformativeEducation）の  

目標諭と合致するものとして把握できる。   

よって、本研究ではこのヘンダーソンの変革的カリキュラムリーダーシップ諭を、とりわけTCL  

同心円を枠組みにしてSLを分析視点に整理していく。こうした研究上の方法論が、イングリッ  

シュらが論じるCM諭の一断面を整理することになると考える。   

以上のことから本研究では、ヘンダーソンが論じる変革的授業・カリキュラム計画・評価諭等の  

整理を通して、それが学校内外部と協働（Collaborate）する学校文化（SchooICulture）を醸成することを  

明らかにする。更にそのことが、カリキュラムを軸に学校開発・コミュニティー開発に有効となり  

うるCM諭の一断面の整理につながると言えよう。  

国1変革的カリキュラムリーダーシップ（TransformativeCurriculumLeadership）構造図（12）  
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Ⅱ．変革的カリキュラムリーダーシップ論にみるカリキュラム開発方法論   

（l）変革的教育論（TransformativeEducation）の目標論的検討   

ヘンダーソンは、変革的教育論の教育目標諭を検討するうえで、特にそのコミュニティーにおけ  

る市民教育論に着目し、その実践的方策としてSLを取り上げている。そこで、ヘンダーソンの変  

革的教育論とSLの側面からみる社会・市民教育論の整合性を整理する。   

例えばラングトン（S．Langton）らは、市民性の成長とは、依存からの独立であり、自分白身こ  

そが世界の中心であるとの自己認識から、社会的構成員の一人であるとの自覚が生まれることであ  

るとする。そこでSLは、生徒が学校・コミュニティーにサービス活動をすることによって、依存  

心や自己中心性から成熟した相互依存性、更には社会的責任感、市民性の成長を図る教育機会を与  

える社会・市民教育論の一形態であると整理している（13）。   

キルスマイヤー（］．Kielsmeier）は、SLが学習対象とするコミュニティーをリーダーシップ実験  

室（1aboratoryofleadership）と定義づけ、生徒にとってのリーダーシップとは、コミュニティーで  

共通の目標を分かち合い、他者の援助に専心する自発的な自己啓蒙活動であり、「意義ある違い」  

（significantdifference）を実現できる能力であるとする（14）。   

以上のようなSL目標諭は、ヘンダーソンが論じる変革的教育の目標諭と合致するものである。  

ヘンダーソンは、生徒がコ’ミュニティー変革の必要性に気づき自らの課題を形成し、その課題解決  

に向けて追及していく学習活動を重視しており、これによって究極的には学校が、コミュキティー  

を創造する社会的組織の一環として認知されていくとしている。  

（2）変革的カリキュラムの開発論（TransformativeDesigning／Planning）の検討   

また、次の同心円である変革的授業諭（TransformativeTeaching）と変革的カリキュラムの開発諭  

（TranSfbrmativeDesigning仲1anning）の整理も重要である（15）。   

ヘンダーソンが変革的授業論の具体的方策として挙げるSLには、第一に、生活（生きること）  

とアカデミック教科内容・スキルとを統合（integration）することによって知識を生きた知識に変え  

る、第二に、体験的・問題解決型の学習を地域の社会的イッシューにおいてサービス（奉仕）活動  

として展開し、社会的な市民性を育成するという特徴がある。   

変革的カリキュラムの開発論に関わるSLの究極的目標である市民教育実践では、コミュニティーの  

「社会的ニーズ」に合致した実用的な体験的学習（hands－On）を中心に据えた活動計画を、生徒が立  

案・実行し反省的思考によって高次元な学習にしていくことを強調している。その方法論は、生徒た  

ちは生産的な社会変革の意義（自分自身がコミュニティーに貢献できた喜び）と自己の学習価値（学  

ぶ価値）を自覚し、人格的高まりとアカデミック内容・スキルを総合的に実感していく学習論である。   

つまり、SLにおける変革的カリキュラム開発諭では、民主的で社会的な市民性を育成するため  

に、生徒の社会的興味関心を中心に据えながら、如何に学習テーマに組み込んでいくかが一つの鍵  

になる。それは、生徒自身が社会的な関わりを持つ意味で、コミュニティーを教材化しコミュニ  
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ティーに貢献できるような教育機会を設け、そのテーマを中心にアカデミック内容をブレンドする  

構成をした統合力リキュラム（IntegratedCurriculum）論であるとも整理できよう。  

（3）コミュニティー開発（communitydeve］opment）とSL経営主体の検討   

一般にはカリキュラムマネジメントの経営主体は学校側にあるが、その経営主体が学校外、コ  

ミュニティーのエージェンシー （NPO等）の専門機関にある場合もあり、SL実践は典型的である。  

SLカリキュラムの開発過程では、その条件整備の視点も加えたマネジメントサイクルが論じられ、  

学校組織と社会的教育機関とのパートナーシップ（Partnership）の視点も含めた経営主体の座標軸  

から、以下のように整理されている（17）。  

粥主導  エーシエンシー主導  

学校でのサービス  工一ジェンシーでのサービス  コミュニティーでのサービス  

一日体験プロジェクト  短期間プロジェクト  継続的プロジェクト   

このSLのカリキュラムマネジメントに関って、学校主体なのか、NPO等のコミュニティーエー  

ジェンシー主体なのかは、ヘンダーソンの論じるコミュニティー開発の視点から重要な論点になる。  

コミュニティーにおけるエージェンシー主体のSLマネジメントが学校区、学校等との公的な協働  

性によって開発されているのか、単なる教師レベルとの非公式なコーディネーションによってなさ  

れているのかによって、SLカリキュラム開発の質とそのマネジメント効率等に大きく影響すると  

言える。   

例えば、非公式なコーディネーションレベルのSLカリキュラム計画では、一日体験プロジェク  

トか短期間のプロジェクトに終始しやすく、やはり、長期的な継続的プロジェクトヘと発展させる  

ためにはカリキュラム行政レベルとの公的協働性が必須となる。また、その経営主体が学校のみの  

場合、そのサービス活動範暗が学校内部の活動に限定される傾向もある。しかし、学校とコミュニ  

ティーのエージェンシーとが協働化した場合は、そのサービス活動が学校外部のエージェンシーヘ  

と移り、更にはエージェンシーが経営主体になる場合は、コミュニティーに基盤を置くサービス活  

動へと広がりをみせることになる（18）。   

以上の点に関してヘンダーソンのTCL諭は、カリキュラムの開発が質的に向上すれば、コミュニ  

ティー改善に対してインパクトを与えることが可能と提唱するのであり、その典型的実践例がSL  

であるとする。SLはカリキュラムの内容方法論に関する開発諭と、その条件整備にまで及ぶ経営  

主体諭を統合するカリキュラムマネジメント諭であり、その視点からカリキュラムを軸としたコ  

ミュニティー開発諭へと展開していくのである。  
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Ⅳ，変革的学校文化論（TransformativeSchooICulture）  

①学校文化論とマネジメント文化論   

ここでは、変革的学校文化論（TransfbrmativeSchooICulture）について整理を進める。まず、ヘ  

ンダーソンによれば、学校文化とは、「不可視的なものであり、確固とした信念と仮説的な思考性  

の体系が、学校組織の構成員の言動に意味づけをするものである。それは、構成員が日常的な事柄  

を如何に解釈するかによって形成されていく。組織の構造性は、その行動表現と表象言語を媒介と  

して反映され変革されていく。文化とは、時系列のなかで信念や行動規範を形成する社会的意味に  

よって構築されるものである。」   

「学校構成員の相互関係性、学級生活、学校儀式、組織的雰囲気における期待、如何なる方法論  

で課題を定義し明らかにするか、何が評価され、戒められるのか、誰が行動規範や権威付けをする  

か等の項目を含んでいる（19）。」と定義している。   

更に学校文化は、組織の解放性（open－mind）、参加、責任、意見反映、ケアリング、役割分担等  

に影響を受け、カリキュラム開発上の重要な要素に成り得るとする。また、学校文化はその学校を  

包含するコミュニティーの文化・価値基準にも多大な影響を受けるのであり、それらには、宗教  

性・人種性・政治的要因・社会的要因等の要因を挙げている。   

つまり、学校文化とは、単位学校の構成員に潜在する意識であり、主流となる価値観や思考パ  

ターンという知覚・認識的枠組であると解釈できよう。学校文化は，単なる人間関係諭に終始せず、  

組織構成員の中心的な価値観・思考性・行動様式を含む概念であり，これらの要素の総体性が、ヘ  

ンダーソンが述べる変革的学校文化論に該当する。   

ここで、学校文化の考察を具体的に進める上で、コミュニケーションの形態がどのようなもので、  

学校をしめる主流の価値観は何か、どのような価値規範が受容され、そうでないのか等を判断する  

ために、以下の項目が挙げられる。   

（SL団体の学校文化チェックリストから、筆者が考案した調査項目より。（20））  

1．他の教科担任教師や学級担任教師間で、学校の課題について意見交換をしたり、教材を共   

有したりする機会が増えた。  

2．保守的な雰囲気からものごとに挑戦して新しいものを作りだろうという積極的な雰囲気が  

出てきた。  

3．研究授業などのスタッフ研修機会の支援があるようになった。  

4．到達度が低い生徒をより支援しようとする雰囲気が出てきた。  

5．授業技術・内容が向上した。  

6．教師の勤務意欲が向上した。  

7．生徒の評価がきめ細かになった。  

8．教材の選択がいっそう配慮されるようになった。  

9．各教師の能力を適材適所で活かそうとする雰囲気が出てきた。  

10．父母やコミュニティーメンバーを協働してより支援しあう建設的な関係が構築できた。  
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以上の学校文化論の考察を念頭に置いて、次にヘンダーソンが論じる変革的学校文化論を整理する。  

②学校文化論とマネジメント文化論   

ヘンダーソンによれば、学校文化を分析する視座には二つの領域があり、それは内容性と形式性  

（形態性）に関わるものである。内容性とは、本質的態度・価値観・信念・習慣・仮説性等に関わ  

る特定の教師集団や、広域的な教師コミュニティーで分かち合う行動・思考様式である。形式性  

（形態性）とは、組織構成員間での特性的な文化醸成パターンであり、これを「マネジメント文化」  

（ManagementCulture）と定義付けている（21）。   

この「マネジメント文化」は「分離的文化」（Culture ofseparation）の「個人主義」  

（Individualism）から「結合的文化」（Cultureofconnection）となり、最終的には「統合的文化」  

（Cultureofintegration）である「充実した協働文化」（FullyCollaborativeCulture）へと学校文化が移  

行することとして、その全体性が整理されている。学校文化の移行過程の触媒的要素には文化的状  

態があり、「不自然な同僚状態」（Contrivedcollegiality）・「快適な協働状態」（ComfbrtableCollabora－  

tion）・「分業状態」（balkanization）が挙げられる。   

ハーグレイブス（AHargreaves）は、学校文化が充実した協働文化にあれば、各教師やコーディ  

ネータは相互に何をすべきかを十分に心待ているが、この協働状態が構築されない各教師の個業状  

態では、実践をフィードバックするシステムも構想されておらず、新しい実践を創造する革新的で  

積極的な状況は生起しないと総括している。さらに、「マネジメント文化」の構造は、図2（22）のよう  

になり、その文化の接合点として3つの文化的状態を整理している。ここで、オニール（JO’Nei11）  

は、ハーグレイブスに依拠しながら、カリキュラムリーダーシップを発揮するするカリキュラム  

コーディネーター（Curriculumcoordinator、以下CC）に特に着目し、これをマネジメント文化論と  

して展開しているが、このCC諭は学校文化の醸成過程を考察する上で参考になる（23）。  
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a）分業状態（balkanization）   

分断した学校文化だからこそ、CCのリーダーシップには以下のような期待がある。  

・財政的・物理的リソースヘのアクセス  

・基本的な課題とニーズヘの対応に関わる中心的役割  

・細部にわたるクロスカリキュラムの開発  

・授業の重要場面においてカリキュラム実施の継続性を保証する厳密なアプローチ   

しかし、分断した学校文化ではCCのリーダーシップを発揮したとしても、通常、一部の教師グ  

ループでの取り組みに終始しやすく、学校レベルでの組織的な共通理解に基づく実践意識が高まり  

にくい。この状態を学校文化における分業状態としている  

b）不自然な同僚状態（官僚性）   

学校文化の不自然な同僚性（官僚性）が強すぎる状態では、CCは官僚的な外部からの点検者と  

してしか評価されず、そのリーダーシップはまったく機能しないと言える。あまりにも官僚化が進  

行したカリキュラム行政下では、一般に教師は与えられたカリキュラムの消化にのみ関心を持つ傾  

向にある。よって、現状の授業や学習スタイルの目標・内容・方法論を明らかにしたり、重要課題  

を明確化した学校改善案を再考したり、リフレクションによるカリキュラム開発・カリキュラム組織  

改善を検討したりする傾向は、希薄であると言える。この不自然な同僚性（官僚性）の下では、カ  

リキュラムPDSとそれを運営・支援する条件整備等のカリキュラムマネジメントの全局面において、  

中心であるべき学習者を忘却してしまい、学校外部からの官僚的要求のみに対応する現状がある。  

c）成熟した協働状態   

成熟した協働性のもとでは、CCリーダーシップは強制的な意味合いを持たず、寧ろ限定されて  

くる傾向があり、教師間の要求に応じた実践上のアドバイスとしてみなされる。成熟した協働性で  

のCCリーダーシップ諭は、各学級経営・教科授業経営の不十分さを半強制的に指導するのではな  

く、組織的構成員が各々に持つ専門性を統合するかたちで機能していく。また、協働状態でのCC  

リーダーシップは、教育的リソースを組織化し、学校組織内部に限らず学校外的な教育要求も満た  

せるように、組織的な学校政策の方向性に関わる計画案を作成したりする。   

以上のようにCCに着目し3つの文化的状態を整理してきたが、CCは場合によっては学級担任の  

領域を侵すことになり、マネジメント文化的に結合・協働が図れない場合もある。しかし、学級ご  

とでの授業行為が教師の晴好に過剰に左石され、学校組織の教育目標の具現化とか、異分野のカリ  

キュラムと統合する等の全体的視野に立った教育的営みが不十分である場合、これらの課題解消の  

ためにCCには以下のような役割が期待される。  

●担任教師の孤立状態を融和し、克服していくためのリーダーシップ。  

●学校の範暗で、協働的なカリキュラム開発を拡張するためのリーダーシップ。  

●教授と学習の質を向上するためのリーダーシップ。  
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よって本研究では、CCリーダーシップ諭を整理しながらCCを組織軸として位置づける視点から学  

校文化論の分析を進めた。その学校文化論において協働化する組織的構造性が、醸成した協働性を  

達成するための枠組みに成り得ることが指摘できる。つまり、この分析から「分離的文化」から  

「結合的文化」となり、「統合的文化」へと学校文化が移行することが、協働化の発達段階プロセス  

を具現化するマネジメント文化であると総括できよう。  

③変革的学校文化論における学校文化の改善   

この変革的学校文化論は、コミュニティー開発と学校開発に特に重点を置いており、ヘンダーソ  

ンは一般的な学校文化との比較から表1のようにその特徴を整理している。  

表1．主流の学校文化論と変革的学校文化論の比較（24）  

一般的な学校文化   変革的学校文化   

カリキュラム思想性：高いアカデミック達成度   
カリキュラム思想性：人格の形成、自己の確立、民主的な  
価値観   

スタンダード、評価に規定される   スタンダードに配慮し、学習者中心主義、論理的に導かれる。   

トップダウンで外的事項に重要事項を決定されている。   全ての関係者で、重要な決定は熟考しておこなわれる。   

バラパラの個人主義；balkanization分業主義   協働的対話；コミュニティーの構築   

主流な反省的実践；行政的評価論   教師の調査と説日月責任による5Cの反省的実践  

一般的な学校文化から変革的学校文化への移行を志向するヘンダーソンは、「一般的な学習とは  

個人的作業にすぎず、その教育目標・実践性を総合的に包括する構造性に乏しく、その学習を構成  

するカリキュラムの各要素が、教職員集団に十分に浸透し理解されてはいない。その構成要素とは、  

社会的・経済的・政治的文脈においても学習を成立させる整合性を持つべきものであり、そこでの  

カリキュラム開発に有用な相互依存関係システムの構築こそが、変革的学校文化論に適合する」と  

整理している。   

ここで、例えばリバーマン（A．Liberman）によるカリキュラム開発・経営論に着目して、学校文  

化を改善するためのチェック項目例は、以下の通りである（25）。  

●学校における人間関係の改善と全関係者による信頼関係の本質的な構築がなされている。  

●生徒、学校、学校区、州の各レベルにおいて、何が最重要関心事なのか関係者全てが各自の   

意見をディスカッションできる建設的な関係性が構築されている。  

●カリキュラム、授業、生徒、学校文化、評価に関する熟考がなされている。  

●授業や学校における学習が、学習者の人生観・価値観を反映している。  

●協働的ビジョン、問題解決能力、意志決定等の各要素が組織レベルで職業的専門性に浸透し   

ている。  
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●学校組織に関する権威は適切に配分され、専門的知識ばかりではなく、他者への思いやり等   

を含む倫理観に基づいている。   

以上の学校文化を改善するためのチェック項目から派生して、ヘンダーソンは「学習組織の構築」  

（buildinglearningorganization）・「創造的緊張感の醸成」（fosteringcreativetension）・「共通理解の形成  

論」（definingcorebeliefs）の3点について整理をしている。  

a）学習組織の構築（buildinglearningorganization）   

フラン（M．Fullan）に依れば、教職員の雰囲気、スタッフ研修・評価諭のストラテジー等の総合  

的な要素（学校文化）を考慮することなくカリキュラムの質的改善に取り組めば、その試みは必ず  

不成功に終わるとする。つまり、多様な学校文化の要素を構造化する理論が必要であり、単なる内  

容方法的なカリキュラム開発諭ではなく、この学校文化の範暗も含む意味でのカリキュラムマネジ  

メント諭が生起するとしている（26）。   

そこで、センジー （M．Senge）は以下のタイプの学校文化を「学習組織」（1eamingorganization）  

と定義し、カリキュラムマネジメントの構成要素の一つであるとする（27）。  

1．組織構成員が将来的に飛躍できるように、関係者の専門的能力を継続的に伸長できるリー   

ダーシップが発揮されている組織。  

2．組織運営の現状と組織のビジョンとのギャップを改善したい等の成長欲求があり、組織改   

善を志向して刺激的な緊張感を持っている組織。  

3．システム思考者（組織間の多様な局面に関する相互依存関係、例えば、カリキュラム管理   

監督、職業的研修、評価、学校文化醸成責任者）としての能力開発を進める組織。   

以上、カリキュラムマネジメントには、これら学校文化の各要素の相互依存関係こそが重要であ  

り、センジーが述べるような学校文化・「学習組織の構築」も・求められる。  

b）創造的緊張感の醸成（fosteringcreativetension）   

ヘンダーソンは、学習者・授業者のリフレクションを含むシステム的評価体系によって、その教  

育目標・信念や実践の質を如何に検討するのか、その学校組織改善の方法論を焦点化している。そ  

のためには現実の学校文化の検討が必要であり、それが理想とする組織目標・信念を実現化する手  

だてとなるとする（28）。   

センジーはその全構成要素が統合的に高まることを、「創造的緊張感」（creativetension）と定義  

した。しかしセンジーによれば、現実には「創造的緊張感」の醸成は、大部分の学校組織において  

容易ではない。なぜならば、「創造的緊張感」の醸成のためには、他者との関係性において教師集  

団はオープンになり本質的連携を持たねばならないが、これは同時に、意見の対立を包含する場合  

もあるからである。つまりこれは、認識論と言うより感情論として露呈する場合もあることを示し  

ている。特に、意見的対立関係が、学校長や組合のリーダー 、または中央教育当局の行政官である  

場合は波乱を含むことになると指摘する。  
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こうした「創造的緊張感」を伴う関係性の構築は、極めて意義あるものであると同時に、困難な  

ものでもあるが故、学校組織構成員は、政治的手腕やコミュニケーションスキルを磨き、関係者の  

相互関係においても各教育的要求を満たす働きが期待される。   

ここでヘンダーソンは、その教育目標と実践性を確立し批判検討的な評価諭をもちあわせていな  

いと「創造的緊張感」の醸成が本質的ではなく表皮的なものになるので、行動的な協働性を発揮し  

て建設的な「創造的緊張感」を醸成することが重要と指摘する。その際に考慮すべき点は、ジェン  

ダー・ 人種性・社会的階層性・多種多様なイデオロギー等の複雑な全要素が、我々の言語や行動規  

範に反映されることである。つまり、この学校組織における、計画性、実践性、評価性の各要素が  

整合性を伴って構造化されるとき、上述した「広域的意識」や「創造的緊張感」が醸成されると整  

理している。  

c）共通理解の形成論（Denningcorebeliefs）   

変革的学校文化のコア（核心）は、分かち合った信念や目的意識の組織化である。学校組織の共  

通目標や信念がスローガン的に形骸化してしまうのではなく、その組織構成員相互の共通理解に基  

づく意識化を深めなければならない。そのための留意点を示しておく（29）。  

●組織がオープンであり、多様な方針が存在し（独裁的ではない）、正直なコミュニケーショ   

ンパターンが確立していること。  

●個人的な表現（意見）が反映されて、協働的なコミュニティービジョンが確立されていること。  

●継続的な対話と熟考がおこなわれること。  

●行動的な調査活動による組織改善と問題解決活動が、目標諭と実践諭との関係性のなかで構   

築されていること。  

●個人的、集団的なリフレクションと行動があること。   

以上、伝統的な学校文化から変革的学校文化へと転換することは、個人的・職業的な信念や行動  

原理をより高める 

検討的リフレクションを重視し、ポリシーの変容を受容・理解することである。このような変革は、  

短期間で成就するものでは決してなく、ある一定期間を通して徐々に達成されるものである。教師  

は日常の経験から、個人的信念を形成する。そこで、学習コミュニティーを形成し、職業的信念シス  

テムまで高める必要がある。それは、 

べきものであり、そこに変革的学校文化へと転換していくカギが潜んでいると総括できよう。   

Ⅴ．おわりに（研究の成果と課題）  

本研究では、基本的にヘンダーソンの変革的カリキュラムリーダーシップ諭、とりわけSLを核  

とした同心円理論に基づきながらカリキュラムマネジメント論の構成要素について論考し、その全  

体的な構造図（フレームワーク）を図3のように整理した（30）。  
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図3．サービスラーニングを核としたカリキュラムマネジメント構造図   

アメリカにおけるカリキュラムマネジメント諭は、カリキュラム開発諭の経営的要素としての位  

置づけはあるが、この分野に焦点化した諭の構築はほとんどなされてこなかった。イングリッシュ  

は、カリキュラムマネジメントの概念を整理し、その解明を試みた研究分野を確立しているが、こ  
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れは基本的にカリキュラム行政諭としての色彩が強く、単位学校改善・コミュニティー改善におけ  

るカリキュラム開発諭の内容方法論に及ぶ実践の態様・評価の実態等にはほとんどふれてはいな  

い。また同時に、そのカリキュラム開発の不可視的な要因として多大な影響を及ぼす学校文化論に  

ついての限界性も併せ持つ。   

この視点からカリキュラムマネジメントの一断面を明らかにしていく過程で、ヘンダーソシの変  

革的教育論の目標諭とそれを実現する変革的カリキュラムリーダーシップ諭は、貴重な示唆に富む。  

その上で、そのカリキュラム開発における変革的デザイン・プラニング、更には変革的授業諭の具  

現化の方策としてサービスラーニングを例示している。   

本研究の成果は、そのヘンダーソンの同心円理論に依拠しながら、その理論の残余部分である  

SLと変革的カリキュラムリーダーシップ諭との整合性を明らかにしたことと考える。特に、SLの  

視点から見た変革的教育論の目標諭には民主社会の実現を意図した市民教育論が理論的土壌となっ  

ており、そのカリキュラムマネジメントの経営主体が、学校ばかりでなくコミュニティ ーにもある  

ことを論じたことに研究上の意義がある。   

一方、今後の研究上の課題として、カリキュラムマネジメントの重要な側面である学校文化論と  

SLの更に精緻化された整合性が求められよう。ヘンダーソンは、革新的リーダーシップ諭のベー  

スになる革新的教育の推進をすれば、学校文化の醸成が生起し学校やコミュニティーが改善される  

としている。しかし、その改善のための構成要因を整理する上で、本研究でもSLとの関係性につ  

いて十分には論述できなかった。この研究課題に対して、現在インターネットを介して電子メール  

によるアンケート調査を実施しているが、その結果分析を通して理論的枠組を再構成し、実証的検  

証を進めていくつもりである（31）。   

本研究は以上のような限界点を持つが、今後の研究の方向性としては、カリキュラム開発諭の条  

件整備論を抽出し、協働性の概念を分析視点に設定しながら「学校組織の内なる協働性」としての  

学校文化論、「学校組織の外なる協働性」としての学校とコミュニティーとの関係論等を通して、  

アメリカのカリキュラムマネジメント諭を更に多角的な全貌を明らかにしていきたい。  
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