
教員の意識改革に向けて

北海道札幌北高等学校長  黒 田 信 彦

(前北海道函館中部高等学校長)

1 学校の特色

北海道函館中部高等学校は函館という地方都市の中心的な立場の学校であり、ほぼ全員

の生徒が大学進学を目指して日々の学習に励むとともに、部活動も大変盛んであり文武両

道の精神で自己を鍛えている。

市内には、函館中部高校と切磋琢磨しながら学校の特色を打ち出し進路実績を上げてい

る私立高校が多く、高校受検では私立高校の推薦入試の合格により函館中部高校の受検を

辞退したり、合格しても私立高校に向かう生徒が多く、他の地方都市の進学校とは大きく

様相が異なつている。

2 学校の課題

函館中部高校では生徒の自主性を大切にした教育を重視し、自由な校風の下に自ら考え

て行動する人間の育成を大切にしている。しかし、近年、少子化や核家族化の進行、中学

生のほぼ全員が高校に入学する時代にあつて、伝統校 。進学校と言えど黙っていても生徒

が集まつてくる時代ではなく、学校の特色を明確にし進学実績を確実に伸ばさなければや

がては名前だけの伝統校に成り下がる危険性さえ感じている。

こうした中で、平成 15年度に英語科教員からの提案で文部科学省から「スーパー・ィン

グリッシュ・ランゲージ 。バイスクール」 (SELHi)の 研究指定を受けたことが、教

員の意識改革と学校改革のきっかけとなり、その後も海外 4大学との連携事業や医進類型

研究指定校を受けるなど特色ある教育活動を推進しており、地域はもとより国内の多くの

高校から注目される学校へと大きく前進することになった。

3 函館中部高校の置かれた状況

(1)地元に大学が少ない

かつては北海道教育大学函館校に小中学校教員養成課程があり、函館中部高校からも進

学する生徒が多かつたが、大学再編により教員養成のための課程がなくなったことや、10

年ほど前に『 はこだて未来大学』が新設されたが、工学系に特化した学部であることから

進路の選択幅が限られている。

また、昭和 48年 (1973)の 医科大学誘致の際には、旭川に設置された影響が未だ残つてお

り、地元に医学部がないことは生徒の流出や厳しい受験競争を強いられることになる。 最

近は、函館市に医学部を新設しようとする動きが出ており、地域医療の充実や地元高校生



の進学先の確保、そして地域の活性化が期待できるので早期に実現できることを期待して

いる。

(2)私立高校と高専の根強い人気

函館ラ・サール高校、遺愛女子高校、函館白百合学園高校はブランド校として広く知れ

渡つており、中高一貫教育や特進コースなどを設けて難関大学への進学実績を上げ、生徒

募集や学校の情報公開にも工夫を凝らしており、公立高校も見倣 うべき点は多い。

特に、女子高校は生徒指導が行き届いていることやセーラー服に憧れを持つて入学する

生徒もいて、保護者から見れば安心できる要因もあるのではないかと思う。

道内の他の地方都市にも私立高校は存在しているが、大学進学の実績は函館の私立高校

には到底及んでいない。

こうしたことから、函館では学力の高い中学生は函館中部高校を含めて複数の高校に分

散する傾向が続いている。特に、北海道教育大学附属函館中学校の生徒は函館中部高校を

はじめラ・サール、遺愛の特進コースや白百合のLBコースに進学する生徒が多いことか

ら、生徒と保護者に対しては、函館中部高校の取組や実績を正しく理解してもらう必要が

あると考え、後に述べるアンケー ト調査を実施し、学校改善に役立てることとした。

(3)本州に目が向いている生徒が多い

函館中部高校は以前から道外の国公立大学や私立大学に進学する生徒が多いが、道外の

大学を希望すればそれだけ厳しい受験競争になる。

一方、札幌市内の高校生は北大を目指す割合が高く、興味 。関心に応じた研究も可能で

経済的にも無難なことからその志向が強い。

(4)中 学生の進路と地域性

多くの中学生は公立高校と私立高校を併願するが、私立高校に推薦合格すると公立高校

に進まず私立高校に進学する生徒が多い地域である。

例えば、函館中部高校で受検辞退と入学辞退を合わせた数は、平成 20年度入試で82名 、

21年度入試で75名 、22年度入試で 67名であつた。当初倍率は毎年 1.2倍～1.5倍であ

るにもかかわらず、最終的には不合格の生徒は極めて少数であつたり二次募集をしなけれ

ばならない年もあつた。

これは函館中部高校だけではなく、市内の他の公立高校にも同様の傾向が見られている。

4 函館中部高校に対する理解の促進

北海道教育大学附属函館中学校はこれまで毎年秋に函館中部高校や私立高校の数校を中

学校に招き進路希望別の学校説明会を開催していたが、実際のところ函館中部高校をどの

程度理解 し進学する気持ちがあるのか、さらに期待や要望などを把握する必要があり、ア

ンケー ト調査を実施した。

対象は附属中学校 2年生、 3年生の全生徒 240名 、その保護者 240名 に函館中部高校と



附属中学校のPTA会長の了承を得ながら実施した。附属中学校の皆様にご協力いただき感

謝している。 (回収率 :生徒 94.6%、 保護者 65。 6%)

(1)ア ンケー ト調査の結果 (抜粋)

●将来、医学部に進みたい気持ちがありますか ?(Figl)
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●中部高校に推薦入試があつた方がよいと思いますか ?(Fig4)

‐どちらでも良い

今のままで良い

●良いと思う
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●中部高校の教育内容の情報は十分に伝わつていると思いますか ?(Fig5)
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(2)分析

○ (Figl)医 学部進学を希望してる割合は 3年生が 36.0%、 2年生が 28.4%、 保護者が 29.0%

であり、函館中部高校の医進類型に対する期待が大きかつた。

○ (Fig2)海外留学を希望している割合は 3年生が 42.3%、 2年生が 29,3%、 保護者が 48,4%

であり、函館中部高校の海外大学との連携事業に興味を示 していた。

○ (Fig3)私立高校に合格 したら、函館中部高校の受検を辞退する割合は、3年生が 27.0%、

2年生が 12.9%、 保護者が 12.3%で あり、3年生の割合が高く、この時期は既に私立高 校

に行くことを決めている生徒が多かつた。 しかし、辞退 しない割合は生徒も保護者も 相

当高く函館中部高校を第一希望としていることが覗える。

私立高校を選択する理由では、①大学進学実績、②中部の雰囲気が嫌い、③中部に魅力

を感じない、④私服が嫌い、⑤他からの風評などがあり、函館中部高校を選択する理由 で

は、①伝統や校風、②経済的理由、③部活動、④男女共学などがあつた。

○(Fig4)推薦入試があつた方がよいという割合は、3年生が 62.2%、 2年生 58.6%、 保護

者が 55.5%であり、函館中部高校にも推薦入試の導入を期待する声が多かつた。

○(Fig5)函 館中部高校の情報の伝達については、「十分に伝わつている」「ほぼ伝わつて

い る」を合わせた割合が48.2%であり、情報提供の方法を更に工夫する必要を感じた。
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○函館中部高校への期待や気になっていることの記述では、函館中部高校を応援していた

だいている意見としては、①講習が充実している、②医進類型の成果を期待している、 ③

推薦入試の導入を望んでいる、④道南の進学校として期待 している、⑤最近は学校の 前

向きな姿勢を感じる、⑥個性を生かし自ら考える教育は素晴らしい、⑦自由な中にも 責

任ある校風が良い、③上の子供が通つていて丁寧な指導を受けているなどのご意見が 多

かつた。

反面、叱咤激励の意見としては、①学力向上を図りもつと国公立大学に入れて欲しい、

②受験を意識させた指導が必要、③塾に頼らなくても良い指導が必要、④自由をはき違

えている生徒がいる、⑤函中の品格の欠如、⑥私立高校に水を空けられている、⑦入学

しただけで満足している、③きめ細かな指導を望む、⑨早い段階での学校説明会の開催

など様々なご意見をいただいた。

5 学校経営の改善に向けて

附属中学校の生徒と保護者 480名からいただいたご意見は、函館市民の代表的な声とし

て捉えており、その中で推薦入試を望む声が非常に多かつたことや、私立高校に進学して

いる生徒を呼び戻し学力の高い生徒を確保するための方策の一つとして、推薦入試導入の

検討を開始した。

・H21.10_1 附属中学校へのアンケー ト調査実施

・H21.10.19 アンケー ト集約・分析

・H21.10.23 職員会議でアンケー ト結果の報告、推薦入試適否の検討 (1回 日)

。H21.11.2 教職員の意見集約

。H21.11.16 職員会議で今後の進め方の検討 (2回 日)

・H21.11.25 道教委高校教育課と協議

・H21.12.9 職員会議で検討 (3回 目)

・H22.1.18 職員会議で検討 (4回 日)

このように約 4ヶ 月かけて様々な角度から推薦入試導入の是非について検討を重ねた。

学力の高い生徒を推薦入試で確保するためには、現行の推薦入試の選抜基準である「面

接」と「中学校からの調査書及び推薦書」だけの資料では、学力や就学意欲を把握するに

は不十分であり、他県や札幌市立高校が行っているような適性検査と称した学力を測るた

めの検査や、面接時においては函館中部高校が求める人物像と生徒の将来の進路目的を知

るためのいわばAO入試に近い面接を行わなければ優秀な人材の確保にはつながらない。

道教委にも相談したが、入試制度の改革をするには、道民の要望や議会議論を踏まえ外

部の検討委員会などにより検討しながら改善していくものであり、現行の推薦基準を簡単

に逸脱して選抜することはできないとの指導を頂いた。

こうした指導を受けて、中学校からの調査書がどの程度信憑性があるのか平成 21年度入

学生 240名 のうちAラ ンクで入学した 119名 の生徒 (内、99名 がオール 5)全員について



函館中部高校の学力検査の合格ランクとの相関関係を調査した。

その結果、学習点は全員 Aだつたにもかかわらず学力点では 3段階から 13段階までの

ばらつきがあり、追加合格で入学していた生徒もいた。

これまでも中学校間での学習点の格差は見られていたが、相対評価から絶対評価に変わ

ったことで全くと言つていいほど調査書の学習点は参考にならないことが判明した。

さらに、推薦入試では募集定員の 20%程度を合格させることになっていて、仮に 20%に

満たない募集人数であれば全員合格させなければならないし、学力の高い生徒が推薦入試

を受けるかどうかも予想がつかず導入することのリスクが大きくなることも考えられた。

進学校が当初から推薦入試を取 り入れていない理由にはこうした背景があるものと思わ

オしる。

現在、大学入試では各大学の裁量幅を拡大して生徒を確保 しているが、道立高校では規

制が厳 しく入 り口での学校裁量がほとんどなく、このままでは特に地方都市の進学校は衰

退 していき、函館市のように特色ある私立高校がある地域では、道立高校の生徒確保には

限界を感 じた次第である。

函館中部高校では、 「医進類型」と「海外大学との連携」を特色ある教育活動の二つの

柱として実践 しており、推薦入試によつて優れたコミュニケーション能力、高度なプレゼ

ンテーション能力を持つた生徒を確保するチャンスとして教職員が英知を出して検討 した

が、学校の裁量権はなく現行の制度が存在している間は推薦入試の導入を見送らざるを得

ないことになった。

しかし、教職員全員が新しい取組について真会1に時間をかけて検討したことは意義があ

り、この後に行つた年度末反省会議でも意識改革に大いに役立った。

年度末反省会議における学校改善に関した主な意見では、

①附属中のアンケー ト結果が、函館中部高校の課題を明確にしており、保護者や生徒にも

こうした意見を投げ掛けて検討する必要がある。これをどのように受け止めどう改善し

ていくかの指針を作るべきであり、地域からの信頼を回復したい。

②地域からは函館中部高校の自由な校風を逆手に取られて、指導していないという印象を

受けた。

③函館中部高校が未来まで残しておくものと、捨て去らなければならないものを整理する

時期に来ている。

④函館中部高校を積極的に選んでもらうには、全ての授業をはじめ今行つていることを全

て公開し理解を得ることである。

⑤知的好奇心を高め本物に出会える教育活動が必要でありOBや一流人からの講演を増や

したい。などの声が多かった。

6 2年間を振り返つて



折しも平成 17年度から3年間にわたり、道教委では同一校 15年以上の長年勤務者の解

消に取 り組み、人事の帰1新が図られたことは学校改革を進める上で大変大きな要因であつ

た。

また、研究指定校を受けることによつて教員のカロ配が措置され、少人数指導などきめ細

かな指導が可能となつたり教育課程の選択幅が広がって多くの進路に向けた指導が可能に

なってきた。

最近では様々な場面での学校紹介の効果が現れつつあり、将来医学部を目指 している複

数の中学生が他の私立高校に進まず函館中部高校に入学してくれた。

これからは、教職員は総力を挙げて進学実績を顕在化 しなければ直ぐに見放されること

も多いので今後数年間が本校の将来を占うための極めて大切な時期である。

校長は最前線に立って教職員の英知を結集 しながら学校改革を進めていくが、改革は学

校が良くなるための手段であつて決 して目的ではない。

そのことは、先に検討 した推薦入試の導入についても何が何でも実行すれば良いのでは

なく、検討 してみて引き下がることの勇気も持ち備えなければならない。

そして、校長はじめ私たちが行つていることは全て生徒のためであって、自分たちの都

合ではない。

私は 2年間しか函館中部高校に勤務できなかったが、いろいろな種を撒きレールを敷い

てきた。今後、改革の成果が日に見えた形として現れるには数年はかかるかも知れない。

7  終わりに

平成 22年 3月 には新年度の 「学校経営基本理念」を申し述べてきた。

北海道函館中部高等学校は真のリーダー・真のエリー トを育てなければならない学校で

ある。

エ リー トの条件としては幾つかの考えがあるが、「ミッション (使命 )、 ビジョン(展望)、

パッション(情熱)を持っていること」と言 う声を聞いたことがある。

北海道函館中部高等学校は「47都道府県の名門高校」に名を連ねている学校であり、高

い学力と人間性を育成 し、 「白楊魂」の精神を身につけ常に函館市内の トップ校であらね

ばならない。

そのためには、教職員はリベラルアーツを磨く授業を行い、生徒の無限の可能性を引き

出す教育こそが北海道函館中部高等学校に課せ られた使命である。


