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要約 

これまで年間 1、2 回行われる授業観察が主流であったアメリカの教員評価のあり方が、近年、大き

く揺らいでいる。2002年に制定されたNCLB法が「高い資格を有する教員」の雇用を義務づけたり、

2009 年から開始された RTTT プログラムの財政支援を受けるには生徒の学業成績と教員評価を結びつ

けることが条件とされたりしたからである。2010年8月にはロサンゼルスで、2012年2月にはニュー

ヨークで、生徒のテスト成績に基づく付加価値評価と呼ばれる教員評価の結果がメディアに公表された。

教員組合の強い反発にもかかわらず、親や納税者の知る権利は公務員のプライバシーに勝るとの司法判

断も下され、全米で大きな論議を呼んでいる。ロサンゼルスとニューヨークの事例に即して、付加価値

評価を教員評価に用いることならびにそうした教員評価の結果を公表することの妥当性を検討する。 
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1．はじめに 

 これまで年間 1、2 回行われる授業観察が主流であったアメリカの教員評価のあり方が、近年、大き

く揺らいでいる。その背景としては、2002年に制定された「ひとりもおちこぼれを出さない法（No Child 

Left Behind Act: NCLB法）」と、2009年から開始された「頂点への競争（Race to the Top: RTTT）」

プログラムの影響が挙げられる。NCLB法は、学区に対して「高い資格を有する教員（Highly Qualified 

Teachers）」の雇用を義務づけた。「高い資格を有する教員」とは、第一に学士号をもち、第二に州の教

員資格を有し、第三に担当教科において州が定める教授能力をもっていることを実証できる教員と規定

されている（1）。 

 一方、それぞれの州が教育予算獲得を目指して争うRTTT プログラムは、州が財政支援を受けるため

の申請書を提出する際に、「教員・校長の評価を行うために、生徒の学業成績あるいは生徒の成長度のデ

ータを教員・校長と結びつけることに対して、州レベルにおける立法上、法令上、規定上の障害があっ

てはならない」（2）と規定している。生徒の学業成績とは州規模で実施されるテストの点数のことであり、

生徒の成長度とは学業成績を時系列でみた場合の変動のことである。つまり、州がRTTT プログラムの
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財政支援を受けるには、生徒の学業成績と教員評価を結びつけることが条件とされたのである。 

 こうした流れのなか、まずロサンゼルスで、その後ニューヨークで、生徒のテスト成績による教員評

価が公表され、いずれも全米で大きな注目を集めている。本稿では、この二つの事例を取り上げ、その

経緯を整理するとともに、そこから浮かび上がってくる問題に目を向けていきたい。 

 

2．ロサンゼルスの事例 

(1)『ロサンゼルス・タイムズ』の教員評価の企て 

 ニューヨーク市に次ぐ全米第二の学区であるロサンゼルス統合学区（Los Angeles Unified School 

District）は、およそ 72 万人の生徒と 35,000 人の教員を擁している。生徒のエスニシティの割合は、

ヒスパニックが7割強、黒人が1割強、白人が1割弱となっている（3）。こうしたマイノリティの生徒は

おおむね低所得層に属している。生徒のうち約8割の者は無料あるいは割引料金で学校給食を受ける資

格があり、約4割の者は両親ともにハイスクールを中退している家庭から来ている。また、小学生のほ

ぼ半数が英語能力の十分でない英語学習者（English Language Learners: ELLs）で、英語能力の改善

のために特別な教育を受けている（4）。 

 このロサンゼルス統合学区の小学校とその教員がどれほど効果的な教育を実施しているかを明らかに

するため、『ロサンゼルス・タイムズ』は、非営利の教育ジャーナリズムであるヘッチンガー・レポート

（Hechinger Report）の資金援助を受け、ランド研究所（RAND Corporation）の上級エコノミスト兼

教育研究者であるリチャード・バディン（Richard Buddin）に調査を依頼した。バディンは、教員を評

価する際に、生徒の標準テストの点数に基づく「付加価値評価（value-added ratings）」と呼ばれる方

法を用いた。 

 「付加価値評価」とは複雑な統計処理を用いた方法で、ある年からその翌年にかけての生徒のテスト

の点数の変化に注目することにより、教員の能力を測っていく。つまり、生徒のテストの点数の増減に

教員の価値評価を連動させ、翌年の生徒のテストの点数が予測された点数よりも高かったら、教員の能

力が優れていたためと判断し、逆に予測された点数よりも低かったら、教員の能力が劣っていたためと

判断する。なお、翌年の生徒の点数の予測は、人種、性、所得水準などの要因に基づいて算出される。 

『ロサンゼルス・タイムズ』は、「カリフォルニア公文書法（California Public Records Act）」に基づ

いて、約60万人の生徒に関する2002年度から2008年度までの7年間におけるカリフォルニア州標準

テストの数学と英語の点数を、ロサンゼルス統合学区から入手した。生徒の名前は含まれていなかった

が、教員の名前は含まれていた。バディンは、約6,000名の小学校教員について、担当する生徒の3年

生、4年生、5年生の時におけるカリフォルニア州標準テストの数学と英語の点数の増減に基づき、「付

加価値評価」を実施した。 
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(2) 『ロサンゼルス・タイムズ』の結果公表とその余波 

①2010年8月15日：記事の掲載 

 2010 年 8 月 15 日、『ロサンゼルス・タイムズ』はバディンの調査に関する記事の掲載を始め、近日

中に、ロサンゼルス統合学区の約6,000名の小学校教員について、生徒のテスト成績による評価を公表

することを予告した。具体的には、ウェブ上に公表されたデータベースにアクセスし、教員の氏名を入

力すると、その教員の能力が「最低水準」、「平均以下」、「平均」、「平均以上」、「最高水準」の五段階評

価でたちどころに示されるという。 

 ロサンゼルスの教員組合は、こうした試みを教職への攻撃ととらえ、強く反発し、『ロサンゼルス・タ

イムズ』のボイコットを決めた。教員組合側は、テストの点数は教員自らの振り返りには役立つが、評

価には用いられるべきではないと主張した。アメリカ教員連盟（American Federation of Teachers: 

AFT）会長のランディ・ワインガーテン（Randi Weingarten）は、適切な方法で教員評価が行われる

べきことは認めつつも、データベース公表には強く抗議した。 

 一方、アーン・ダンカン（Arne Duncan）連邦教育長官は、親は子どもの担任教員が有能であるかど

うかを知る権利があると述べ、個々の教員が生徒のテストの点数を上げることにどれほど成功している

かに関する情報の公開を支持した。これは、オバマ政権が教員の実績についての情報公開を支持するこ

とを意味したので、全米の多くの学区が、標準テストの点数に基づく「付加価値評価」の採択に向かっ

ていった。「付加価値評価」の結果を公表すると、学校は適切な教育を行っている教員を見分けることが

できるようになると、ダンカンは述べている。 

 ところで、カリフォルニア州はRTTT プログラムの第1ラウンドでも第2ラウンドでも敗者となって

いる。第1ラウンドでの勝者はテネシー州とデラウェア州の2州、第2ラウンドでの勝者はフロリダ州、

ジョージア州、ハワイ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、ノース・カロライ

ナ州、オハイオ州、ロード・アイランド州の9州とワシントンD.C.である。補助金獲得競争で最も重視

されたのは、教員を生徒の標準テストの点数と結びつけて評価しているかどうかであった。こうした流

れのなか、ロサンゼルス統合学区の副教育長のジョン・デージー（John Deasy）は、秋には学区として

生徒のテスト成績による、いわゆる「付加価値評価」と呼ばれる教員評価を導入するつもりであること

を表明した。ただし、これは教員組合の同意を得たうえでのことであり、しかも、この「付加価値評価」

は教員評価の30％までに留め、残りは授業観察に依るのが望ましいとも述べていた。 

 

②2010年8月29日：データベースの公表 

 ロサンゼルスはもとより全米の教員組合の激しい抗議のなか、8月29日、『ロサンゼルス・タイムズ』

は3年生から5年生までの小学校教員6,000名について、生徒のテスト成績による能力評価のデータベ

ースの公表に踏み切った。ロサンゼルス教員組合の会長A.J. ダフィー（A.J. Duffy）は、従来の教員評

価のあり方は見直されるべきであると主張していたが、信頼性に欠ける標準テストに基づく「付加価値
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評価」には反対していた。 

 データベース公表の2日後、ロサンゼルス教育委員会の委員たちが意見を表明した。委員の多くは現

行の教員評価制度の再検討が必要であると述べていたが、親は子どもの担任教員についてもっと多くの

情報を得るべきであるとの意見もあった。 

 9 月 14 日には、ロサンゼルス統合学区の何百人もの教員がロサンゼルス・タイムズ社の前に集まり、

抗議活動を展開した。彼らはおそろいの赤いTシャツを身につけ、「恥を知れ、『ロサンゼルス・タイム

ズ』」とか「我々は公正な報道を求めている」といった言葉が書かれたプラカードをかざしていた。ロサ

ンゼルス教員組合の会長A.J. ダフィーは、「教員はテストの点数以上の存在である」と述べていた。 

 一方、カリフォルニア州の教育委員会は 9 月 15 日にこの教員評価の問題を取り上げ、教員の能力を

評価するための地方学区、州、連邦の取り組みに関する情報を共有するため、データベースを構築する

ことを満場一致で決めた。また、ロサンゼルス統合学区に対して、「付加価値評価」を含む教員評価のあ

り方について、州の教育委員会に何らかの提案を出すよう求めた。 

 

③2010年9月26日：１人の教師の自殺 

 ロサンゼルス統合学区のミラモンテ小学校（Miramonte Elementary School）で5年生を担任するリ

ゴバート・ルエラス（Rigobert Ruelas）は、39歳のベテラン教師で、生徒に献身的な指導をすること

で評判が高かった。ミラモンテ小学校は、ロサンゼルスの中心街から南西に6マイルほどの、ギャング

が横行する貧しい地域に立地する大規模校で、生徒の約6割はスペイン語を母語とする英語学習者であ

る。ルエラスは、ギャングに誘われた生徒をひきとめたり、大学への進学を促したりすることで、多く

の生徒の人生に深く関わり、生徒や親や卒業生から信頼が厚かった。 

 だが、『ロサンゼルス・タイムズ』の「付加価値評価」によると、彼の評価は英語では「平均」、数学

では「平均以下」で、総合すると「平均以下」であった。この結果に、彼は大いに落胆していたという。

実際には、ミラモンテ小学校自身の評価も「最低水準」で、ミラモンテ小学校の全 35 名の教員のうち

「平均」と見なされたのは5名のみであったのだが。9月26日、人里離れた森の渓谷で彼の遺体が発見

され、検視官により自殺と判断された。 

 ルエラスの自殺はメディアを混乱状態に陥れ、『ロサンゼルス・タイムズ』は、ロサンゼルス統合学区

の教育改革をめぐる議論の真っただ中に引きずり出されることとなった。彼の自殺から1ヵ月以上経っ

た 11 月 8 日、数百人の人々がロサンゼルス・タイムズ社の前まで抗議のデモを行い、ルエラスの名前

をデータベースから削除するよう求めた。 

 

④2010年11月9日：ロサンゼルス教育委員会による「付加価値評価」の推進 

 多くの批判があるにもかかわらず、ロサンゼルス教育委員会は、教員評価において「付加価値評価」

を含む自分たちの計画を推進していった。11月9日、ロサンゼルス教育委員会は、ニューヨーク市の公
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立学校を対象に同様の業務を実施しているウィスコンシン大学付加価値センターに、およそ150万ドル

で業務を委託することを満場一致で決めた。 

 ロサンゼルス教育委員会は、すでに 9 月の時点で、「付加価値評価」を受け入れるよう、教員と組合

幹部に働きかけることを決めていた。ロサンゼルス統合学区は、「付加価値評価」を正式な評価の枠組み

に含めるよう、教員組合の役員たちと幅広く交渉をしていたが、組合は強く抵抗していた。 

 

⑤2011年5月8日：データの更新 

 生徒のテスト成績に基づく教員評価を公表し、教育改革をめぐる全米的な議論の中心にいたロサンゼ

ルス統合学区は、2011 年 5 月 8 日に小学校教員評価のデータを更新した。今回は、前回のほぼ倍に当

たる約11,500名の、3年生から5年生を担当する小学校教員の評価が公表された。ロサンゼルス統合学

区の教育長となったジョン・デージーやロサンゼルス教育委員会の委員長モニカ・ガルシア（Monica 

Garcia）は、教員の業績評価はそれぞれの教員に個別に伝えられるべきであると考え、『ロサンゼルス・

タイムズ』に評価結果の公表を控えるよう申し出たが、その訴えは無視された。 

 前回に引き続き分析を担当したバディンによると、今回も前回同様に、優秀な教員は学区のいたると

ころに広く存在していたが、その一方で、同じような状況の学校で同じような生徒を教えている教員間

にも大きな格差が見られた。しかも、学校間格差よりも教員間格差の方がはるかに大きかったという（5）。 

 

3．ニューヨークの事例 

(1) ニューヨーク市における教員評価をめぐる動き 

①2010年10月20日：「付加価値評価」公表の予告 

 ニューヨーク市公立学校システム（New York City school system）もすでに数年間にわたって、生徒

の州の標準テストの点数をまとめていたが、それを教員の業績評価には用いてこなかったし、公表もし

ていなかった。だが、2010 年 8 月にロサンゼルスで、全米で初めて教員評価がメディアによって公表

されると、全米各地のメディアが地元の学区の情報を入手しようとこぞって動き出し、全米最大の学区

であるニューヨーク市でも、「情報公開法（Freedom of Information Law）」に基づいて、『ニューヨー

ク・タイムズ』、『ニューヨーク・デイリー・ニューズ』、『ウォールストリート・ジャーナル』などがニ

ューヨーク市教育局に情報公開を求めてきた。こうした動きに後押しされ、2010 年 10 月 20 日、ニュ

ーヨーク市教育局が 3 年生から 8 年生の英語と数学を担当している約 12,000 名の教員について、生徒

のテスト成績による「付加価値評価」を2日後の22日に公表することを予告した。 

 ニューヨーク市の用いた方法は、『ロサンゼルス・タイムズ』の用いた方法と基本的に同じものであっ

た。だが、『ロサンゼルス・タイムズ』は教員の名前を公表したのに対して、ニューヨーク市は教員の名

前の公表については明確にしていなかった。この点に関して、ニューヨークの教員統一連盟（United 

Federation of Teachers: UFT）はニューヨーク市教育局と協議を重ねていたが、結局、物別れに終わっ
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た。そこで、UFT は、テストの点数は信頼できるものではなく、親や教員ならびに一般大衆の誤解を招

く恐れがあると考え、データの公表の差し止めを求めて訴訟を起こした。 

 ニューヨーク市公立学校システムの教育長ジョエル・クライン（Joel Klein）は、教員評価の公表を

支持し、公表は教員の教育実践に指針を与えることができるし、一般大衆には知る権利があるとも述べ

た。クラインによると、「付加価値評価」のデータが教員にまつわるすべての事柄を示しているとは誰も

考えていないという。だが、それは、テニュア（終身在職権）を授与すべきかどうかの判断にもつなが

っていくという。 

 

②2011年1月10日：州の地方裁判所が公表を是認 

 2011年1月10日、ニューヨーク州の地方裁判所（New York State Supreme Court）のシンシア・

S・カーン（Cynthia S. Kern）判事は、ニューヨーク市公立学校システムは、12,000名余の教員につい

て、担当する生徒のテストの点数に基づく業績評価を公表することができるという判決を下した。親や

納税者の知る権利は公務員のプライバシーに勝る、との見解が示されたのである。『ニューヨーク・タイ

ムズ』などのメディア側の弁護士たちは、公務員の客観的な業績評価について一般大衆が知る権利を打

ちたてた、この裁判所の決定に喝采を送った。ニューヨーク市公立学校システムは、この時点において

は「付加価値評価」を正式な教員評価として位置づけてはいなかったが、2013年までには「付加価値評

価」が教員の業績評価の25％ほどを占めるべきであるとも考えていた。 

 一方、UFT 会長のミッシェル・マルグルー（Michael Mulgrew）は、失望していた。彼によると、

公表予定のデータの中には大きな誤差を含む不正確なものが散見されるという。ロサンゼルスにおける

データ公表時に倣って、UFT はボイコットを行い、新聞社の前まで行進し、教員の雇用契約を引き合い

に出して、学区がテストの点数を教員評価に組み込むことに強く抗議した。結局、UFT は控訴した。 

 

③2011年8月25日：州の控訴審も公表を是認 

 2011 年 8 月 25 日、ニューヨーク州の地方裁判所控訴審部（Appellate Division of State Supreme 

Court）は下級審の判断を踏襲し、テストの点数は有効な判断材料であり、教員のプライバシーを侵害

するものではないとの判決を、4 名の判事の満場一致で下した。一般大衆が公務員の職務遂行能力に強

い関心をもっていることを踏まえて、ニューヨーク市は情報を提供すべきであると判断したのである。 

 一方、この判決を不服とする UFT の幹部は、州の最高裁判所に上訴するつもりであることを明らか

にした。会長のミッシェル・マルグルーは、親と教師は「付加価値評価」のような当て推量の評価では

なく、信頼できる正確な評価を求めていると述べている。 

 「付加価値評価」は、生徒の標準テストの点数に基づき、生徒の実際に獲得した点数と予想される点

数との間の差を、教師によって付け加えられたりあるいは逆に引き下げられたりした「価値」とみなす。

それゆえ、「付加価値評価」の批判者たちは、テストそのものが信頼できるものではないので、そのテス
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トの点数に基づく「付加価値評価」を、教員評価のようなハイステークスな評価に用いることはできな

いと主張している。一方、支持者たちは、「付加価値評価」は客観的な評価基準のひとつを提供するもの

であると述べている。 

 ニューヨーク市教育局の担当者は、教員の「付加価値評価」は教員評価の一つの側面にすぎないと、

かねてより主張していた。しかも、UFT の主張をよく聞いてから、この「付加価値評価」の結果を公表

することを約束していた。 

 

④2011年11月15日：州の最高裁も公表を是認 

 UFT は、ニューヨーク市による約12,000名の教員の業績評価の公表に対する差し止め請求を、ニュ

ーヨーク州の最高裁判所（New York State Court of Appeals）に審理するよう求めていたが、2011年

11 月 15 日、その要求が棄却された。UFT には、あとひとつだけ最後の手段が残されていた。それは、

ニューヨーク州の最高裁判所に対して、ニューヨーク州の地方裁判所控訴審部の再審請求を求めること

であった。UFT 会長のミッシェル・マルグルーは、即座にその行動を起こした。 

 

⑤2012年2月14日：州の最高裁が再度、公表を是認 

 2012年2月14日、ニューヨーク州の最高裁判所は、UFT から提出されていた再審請求を却下した。

これにより、UFT は考えられるあらゆる手立てを失ってしまった。1 年半ほどに及んだUFT の法廷闘

争は、完全な敗北を喫した。だが、この日、UFT は、教員評価のデータの公表に反対し続けることを明

らかにするとともに、「これは教員を評価するための方法などではない」と主張する意見広告を新聞に掲

載し、10万ドル以上をかけたキャンペーンを開始した。 

 

⑥2012年2月24日：ニューヨーク市教育局が「付加価値評価」を公表 

 ニューヨーク市教育局は、2012 年 2 月 24 日、ニューヨーク市公立学校システムに含まれる 75,000

名の教員のうち、18,000名の教員について、「教員データ報告書（Teacher Data Reports）」と呼ばれる

教員の業績評価を公表した。データの対象は、2007年度から2009年度までの間、4年生から8年生ま

での英語と数学を担当していた教員で、生徒の成績として、その間のニューヨーク州の標準テストの点

数が用いられた。障害児教育の教員とチャーター・スクールの教員は含まれていなかった。 

 ニューヨーク市教育局によると、教員の50％は「平均」、20％が「平均以上」と「平均以下」、5％が

「上位」と「下位」に振り分けられた。2 年以上にわたって「下位」の 5％に含まれていた教員は 521

名、逆に繰り返し「上位」の5％に含まれていた教員は696名で、「上位」と「下位」に評価された教員

はその評価に留まる傾向にある。また、この「付加価値評価」は誤差の許容範囲が極めて広く、信頼区

間（誤差の許容範囲）が数学では35％、英語では53％に上る。サンプル数が限定的で、なかには10名

の生徒の成績から評価された教員もいるという。こうしたことを踏まえて、ニューヨーク市公立学校シ
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ステムの教育長デニス・ワルコット（Dennis Walcott）は、「教員データ報告書」は、教員がいかによ

く生徒の学びを援助しているかを見極めるためのものであるが、この「教員データ報告書」のみで判断

しないようにと警告を発している（6）。 

 データの不備を指摘する声は、教員組合や教員の側から少なからず上げられている。UFT会長のミッ

シェル・マルグルーによると、出産育児休暇中の女性教員がその期間データに含まれていたり、英語を

教えている教員が数学のデータに掲載されていたりするという（7）。また、ブルックリンの234インター

ミディエイト・スクール（Intermediate School）で6年生の英語と社会科を担当していたマリエ・カロ

ー（Marie Kallo）は、実際には200名以上の生徒を教えていたのに、報告書では120名の生徒を教え

ていたことになっていたという（8）。 

 

(2) 教員評価の公表をめぐって 

 2010 年 8 月に『ロサンゼルス・タイムズ』が教員の「付加価値評価」のデータベースを公表する際

にはそれを支持していたアーン・ダンカン連邦教育長官は、今回、『ニューヨーク・タイムズ』などのメ

ディアが教員評価を公表したことについて、好ましいことではないと述べている。ダンカンによると、

ロサンゼルスでは『ロサンゼルス・タイムズ』の公表を通じてしか教員は「付加価値評価」の結果を知

ることができなかったので、この公表を支持したが、本来、こうしたデータは校長と親に対してのみ慎

重に知らされるべきであるという（9）。教員評価をマスメディアが大々的に公表することに対するダンカ

ンの懸念は、「付加価値評価」に好意的であった、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団（Bill & Melinda 

Gates Foundation）のビル・ゲイツ（Bill Gates）やティーチ・フォー・アメリカ（Teach For America）

のウェンディ・コップ（Wendy Kopp）などにも影響を与えている。 

 個人の評価を公表すべきかどうかは情報公開法とのからみもあり微妙で、エデュケーション・ウィー

ク（Education Week）の調査によると、全米で教員評価の公開を認めているのは、ワシントンD.C.と

次の 18 の州である。アラバマ州、アリゾナ州、コロラド州、フロリダ州、ジョージア州、メーン州、

ミシガン州、ネバダ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨー

ク州、ノース・カロライナ州、ノース・ダコタ州、サウス・カロライナ州、テネシー州、バージニア州、

ウェスト・バージニア州。また、19の州は教員評価の公開を認めておらず、その他の州は教員あるいは

第三者の了承を必要としている（10）。 

 ところで、「教員の質に関する全米協議会（National Council on Teacher Quality: NCTQ）」の報告

書によると、2011年の時点で、ワシントンD.C.と17の州が、教員評価は生徒の成績あるいは成績の成

長度に「強く」規定されるべきことを州の法律で定めている。また、2009 年以降、ワシントン D.C.と

32の州が教員評価にからむ政策の変更に取り組んでいる（11）。 
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4．おわりに 

 ここで、ロサンゼルスの事例とニューヨークの事例を踏まえて、「付加価値評価」を教員評価に用いる

こと、ならびにそうした教員評価を公表することの妥当性について論点を整理したい。 

 「付加価値評価」を教員評価に用いることの妥当性をめぐっては、全米調査協議会（National Research 

Council）、ランド研究所、教育テスト実施機構（Educational Testing Service）も、教員にとってハイ

ステークスな事柄を決定する際には、教員の能力に関する「付加価値評価」を用いるべきではないと述

べている（12）。なぜならば、第一に、テストの点数は一人の教員の努力以上に、生徒の健康、家庭生活、

出席状況、クラスの規模、カリキュラム、行政支援、他の教員などから影響を受けるからである。これ

らの要因は豊かな学校と貧しい学校とでは大きく異なる。 

 第二に、教員評価は、クラスによって、テストによって、年度によって大きく変わるからである。あ

る年に「下位」に評価された教員も、翌年、「平均以上」に評価されることがしばしばある。これは「上

位」に評価された教員にもあてはまる。もし、テストの点数が教員の能力を測定しているのであるなら

ば、こうした変動は起こらないはずである。 

 第三に、よく用いられている単純な多肢選択テストで高く評価された教員と、もう少し手間暇のかか

る学習に関する評価で高得点を得た教員とは、しばしば異なるからである。穴埋め問題に備えることを

優先すると、本来、生徒たちに求められている、調べること、書くこと、複雑な問題解決に集中するこ

とができなくなってしまう恐れもある。 

 そして、何よりも重要なこととして、こうしたテストの点数は、教員がいかにうまく教えたかではな

く、教員が誰を教えたかに大きく左右されると、リンダ・ダーリング -ハモンド（Linda 

Darling-Hammond）は指摘している（13）。教員が多数の新しい英語学習者や障害児を受け持つと、他の

生徒を受け持ったときとくらべて教員評価が低下することにも留意すべきであると、ダーリング-ハモン

ドは述べている。 

 教員評価の公表の妥当性をめぐっては、ロサンゼルスにおいてはそれを支持していたアーン・ダンカ

ン連邦教育長官が、ニューヨークにおいては若干疑問視する発言なども行っているが、メディアの対応

にも温度差がみられる。ニューヨークの場合、『ニューヨーク・タイムズ』は、教員評価の公表について

両義的な立場をとっている。「教員の質が多様であることを教員評価が示している」と題する記事の中で、

まずは、教員評価は教員の質を測ることになり、なにが正しくなにが重要であるかがわかるようになる

と述べているが、それに続けて、誤差の許容範囲が広く、サンプルの数が限定的であることにも触れ、

統計的な欠点も指摘している。 

 一方、大衆的な『ニューヨーク・ポスト』は、全段ぶち抜きで「暴かれた教員の成績」という見出し

の記事を一面に大々的に掲載した。翌日には「最高の教師」の話を写真つきで紹介し、その翌日には「最

低の教師」の話を写真付きで紹介した。また、「最低の教師」のクラスにわが子を通わせている親へのイ

ンタビューも行い、親たちが子どものクラスを変えてもらいたいと思っていたり、担任教師を解雇して
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もらいたいと思っていたりすると伝えている。 

 こうした教員評価の公表についてダイアン・ラヴィッチ（Diane Ravitch）は、これほど大きな誤差

の許容範囲をかかえた統計をまともに信じることなどできないし、個々の教員の名前に付された順位な

どなんの意味もないと、痛烈に批判している（14）。ダーリング-ハモンドやラヴィッチの批判に耳を傾け

つつ、アメリカにおける教員評価のゆくえを見守っていきたい。 
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