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中　田　正　敏

～中央教育審議会の論点整理に関連して～

インクルーシブ教育に関する２つの定義

　昨年の 8 月、中央教育審議会の教育課程企
画特別部会が「論点整理」を発表している。
その意図するところは、「2030年の社会と、
そしてさらにその先の豊かな未来を築くため
に、教育課程を通じて初等中等教育が果たす
べき役割を示す」ことである。現在、これに
基づいて新学習指導要領の作成に向けての審
議が進められている。
　学校の意義についての記述がある。「学校
とは、社会への準備段階であると同時に、学
校そのものが、子供たちや教職員、保護者、
地域の人々等から構成される一つの社会でも
ある」として、「子供たちは、学校も含めた社
会の中で、生まれ育った環境に関わらず、ま
た、障害の有無に関わらず、様々な人々と関
わりながら学び、その学びを通じて、自分の
存在が認められることや、自分の活動によっ
て何かを変えたり、社会をよりよくしたりで
きること等の実感を持つことができる」とこ
ろに学校の意義があるとしている。
　この「生まれ育った環境」につながるものと
思われるが、「子供たちが、身近な地域を含
めた社会とのつながりの中で学び、自らの人
生や社会をよりよく変えていくことができる
という実感をもつことは、貧困等の目の前に
ある生活上の困難を乗り越え、貧困が貧困を
生むというような負の連鎖を断ち切り未来に
向けて進む希望と力を与えることにつながる
ものである」という記述もある。
　実感が現実的な希望と力につながるために
は、教育課程を含め、複雑なプロセスがあ

り、そこには様々な障壁が想定できる。社会
的なインクルージョンという視点、学習観の
パラダイム転換を含め、具体的な支援的環境
の構築が不可欠であろう。
　また、「障害の有無」という論点に関して
は、「障害者の権利に関する条約に掲げられ
たインクルーシブ教育システムの理念を踏ま
え、子供たちの自立と社会参加を一層推進し
ていくため、通常の学級、通級による指導、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続
性のある『多様な学びの場』において、子供
たちの十分な学びを確保していく必要」とい
う記述がある。
　国は特別支援教育については通知等で明確
に定義しているが、インクルーシブ教育シス
テムについての定義はしていない。「障害者の
権利に関する条約第24条によれば」という形
で、「インクルーシブ教育システムとは、人
間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神
的及び身体的な能力等を可能な限り最大限ま
で発達させ、自由な社会に効果的に参加する
ことを可能とするとの目的の下、障害のある
者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、
障害のある者が一般的な教育制度から排除さ
れないこと、自己の生活する地域において初
等中等教育の機会が与えられること、個人に
必要な「合理的配慮」が提供される等が必要
とされている」と引用した後に、連続性のあ
る「多様な学びの場」を用意する等の具体的
な取組を打ち出している。これらはインクル
ーシブ教育の具体的展開のひとつとして考え
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られている。
　神奈川県でも1990年代からインクルージョ
ン、インクルーシブな学校という言葉が学校
改革の文脈で、その後には、教育の方向性を
示す「かながわの支援教育」等の文脈で使わ
れていたが、最近では、県立高校改革の文脈
でも「インクルーシブ教育の推進」という形
で使われている。
　インクルーシブ教育の定義は実に様々であ
るが、大きく分けると 2 つある。
まず、狭義のインクルーシブ教育である。こ
れは、例えば「特別な教育的ニーズ」をもっ
ている生徒たちという形で特定のグループ、
あるいは複数の特定のグループに着目し、そ
れらのグループを包摂することを目標とす
る。特定しているという意味では二分法をと
ることになる。
　この定義については、イギリスの「インク
ルージョン研究センター」は 3 つのリスクが
あるとしている。
　第一に、「特別な教育的なニーズ」があると
認められた生徒には、学習の目標の設定の仕
方によっては、不利益がもたらされること。
第二に、「特別な教育的ニーズ」としては見な
されてはいないが、様々な形で実際には経験
されている困難から目をそらし、また、関係
性、文化、カリキュラム、学習に関する様々
なアプローチ、学校組織、政策がもたらす困
難から注意をそらしてしまうこと。
　最後に、「特別な教育的ニーズ」等でラべ
リングされた複数のグループに分けることに
よって、生徒たちの多様性に対応するための
学校の組織的な努力を断片化（個別分散化）
してしまうこと。
　このリスキーな定義へのアンチテーゼが、
広義のインクルーシブ教育である。これは特
定のグループを対象として想定しない枠組み
である。これについても同センターの見解を

紹介する。
　この定義では、「特別な教育的ニーズ」では
なく、「学習及び様々な活動への参加の障壁」
というコンセプトが、いかなる生徒であれ、
その学習環境を改善するために何がなされる
ことが必要なのか、について着目するために
使われている。個々の生徒たちはこの障壁を
経験する時、困難に遭遇していると考える。
場合によっては、「特別な教育的ニーズ」とい
うコンセプトが障壁となっている可能性もあ
る。
　これらの障壁は、基本的には、その環境に
おいて存在し、生徒と、生徒の生活に影響を
与えている人々、政策、制度、文化、社会
的・経済的環境等のコンテキストとの相互作
用を通して生じるもので、これらを解消する
ことが眼目である。
　こうして考えてみると、狭義のインクルー
シブ教育は特定のグループに着目する「個体
モデル」あるいは「医療モデル」である。この
枠組みでは、支援とは、例えば、特別な教育
的ニーズをもっている個人と共に仕事をする
人を増員することである。
　これに対して、広義のインクルーシブ教育
は特定のグループではなく、様々な社会な障
壁に着目する「社会モデル」である。この枠
組みでは、支援とは、生徒の多様性に対応す
るために学校組織力を増進するすべての活動
ということになる。
　この 2 つの定義が、中教審の論点整理の

「学校の意義」、「生まれ育った環境、障害の
有無」、「多様な学びの場」、さらには「かなが
わの支援教育」、「インクルーシブ教育の推
進」とどう関係するのか、一考に値する。

　　（なかた　まさとし　教育研究所代表）

インクルーシブ教育に関する２つの定義
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特集Ⅰ

「教員多忙化問題」から見えてくるもの

２０１５年度教育研究所　教育討論会報告

◆シンポジスト　　　　　　　　　　　◆コーディネーター
　安 西 保 行さん　（前県教育局長）　　　井 上 恭 宏さん　（県立横浜修悠館高校）
　油布佐和子さん　（早稲田大学）
　名古谷隆彦さん　（共同通信社）

日　時：2015年11月14日（土）14:00より（13:30開場）　17:00終了
場　所：ＴＫＰ横浜ビジネスセンター７Ｆ　ホール７Ａ

はじめに
　2013年「ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査

（ＴＡＬＩＳ）」が実施され、参加した34の国
と地域のなかで、日本の教員は一週間あたり
の勤務時間が最長であることが判明した（日
本：53.9ｈ。参加国平均：38.3ｈ）。一方、
高い自己効力感を持つ教員の割合が、日本で
は参加国平均を大きく下回る結果となった。
文部科学省も教育行政もこの状態は放置でき
ないとして、動き始めている。しかし、どう

いう方向に「改善」していくかが大きな問題で
ある。高校教育研究所は、「＜教員多忙化問
題＞から見えてくるもの」というテーマで、
2015年11月14日に「教育討論会」を開催し
た。さまざまな角度からの議論によって、「改
善」の糸口を探ることが狙いである。シンポ
ジストに、安西保行（前神奈川県教育局長）
さん、油布佐和子（早稲田大学）さん、名古
谷隆彦（共同通信社）さんを招いて、「『教員
多忙化問題』から見えてくるもの」について語
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っていただいた。ここでは、シンポジストの
発言概要および討論の様子を報告する。

Ⅰ. シンポジストの発言から
■安西さんの話･･･時代は変化している
　20年前は、高校の現場の課題と言えば、

「服務問題」だった。教員の多忙化の顕在化
は、2000年代に入ってから、ここ10年のこと
であろう。とにかく、時代は変化している。
どのような変化があるだろうか。
　神奈川県の高齢化率を見てみる。1985年は
7.5％であった。それが、2010年には20.1％、
2015年には24.1％へと急上昇している。生産
年齢人口は減少し、高齢化率は高い。生徒の
環境が変化している。携帯電話やスマートフ
ォンが急速に普及し、生徒間のやり取りがメ
ール、ラインになった。生徒間の問題は教員
から見えにくくなっている。保護者が変化し
ている。核家族化が進み、地域コミュニティ
ーの力が弱まって、子育て、進学・教育など
の悩みや経済的な問題も含めた家族・家庭内
の問題まで学校に持ち込まれるようになっ
た。大学入試が変化している。ペーパーテス
ト一発による入試から、推薦、ＡＯ、センタ
ー試験利用方式など入試の方式が多種多様に
変化し、調査書の比重が高まって、成績処理

の正確性が求められるようになった。その他
の変化として、次のようなものもある。学校
に求められる各種調査が変化したこと、企業
が求める人材が変化したこと、生活困窮者が
増加したこと、などである。
　このように、時代はグローバルに、激しく
変化してきている。この変化に対応すること
が教員にも求められ、多忙化現象が起こって
いるのだと分析している。教員の多忙化への
対応については、考え方として、①全体の業
務量を減らすこと、②業務をＩＣＴにより効
率化すること、③他の専門職などの力を借り
ること、この 3 点だと考える。いずれにせ
よ、教員、学校、行政の 3 者が協力しないと
この問題の解決は図れない。 3 者の協力によ
ってはじめて多忙化から脱却できるのではな
いだろうか。

■油布さんの話･･･ ２つの解決法
　1995年に、東京大学の藤田英典先生たちと
一緒に、「ＰＡＣＴ（パクト。Professional Actions
and Culture of Teaching）」という教師の専門
職性と教師文化に関する研究に携わった。ま
た、1995年は、個人で書いた「教師の多忙化
に関する一考察」という論文を福岡教育大学
紀要に提出した。1990年代の半ばには、教員
の多忙の実態が現れていたと思われるのだ
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が、先輩研究者から「教師の生活の実態を
長々と報告することに何の研究的意味がある
のだ」と言われたりもした。そして、いま、
ＴＡＬＩＳ調査に見られるような多忙がある。
教員の長時間労働の背景として、法定労働時
間が「48ｈ→44ｈ→40ｈ」と減少しているの
に教員の授業時数が減少せず、加えて包括的
な教育内容と多様な教育課題が押し寄せてい
るといったことがある。相次ぐ教育改革によ
って新しい施策が導入されると、教員から見
て「意味づけられない仕事」と受け止められる
仕事も増加していく。逆に、「意味づけられ
る」と、全てをやってしまおうとする教員文
化がある。そうしたなかで、教員の多忙感が
増してきたのである。
　教員の多忙化問題と教員の資質の問題は世
界的な問題で、英米でもヨーロッパでも質の
高い教員を何としてでも獲得するというよう
なことと教員の多忙化をどういうふうに解決
してくかという問題が議論されている。
　多忙化に対応するために 2 つのタイプの問
題解決法が挙げられる。
　一つは、英米の機能分化型がある。これ
は、教員の仕事を明確化し、教員の仕事では
ないものをどんどんアウトソーシングして組
織の中に多様なスタッフを組み込む方法であ
る。たとえばイギリスの政策の中から出てき
た「Rising Standard」と「Government Response 
to the Work Load Challenge」 という 2 つの報
告書がある。「Rising Standard」の場合、労
働組合と政府と学校の代表機関が集まって、
教員はどんな仕事をしなくていいかというも
のを労働協約で決めていく。2003年の「Rising 
Standard」の場合、たとえば、「集金」「休ん
だ生徒への連絡」「コピー」「クラスの名簿づ
くり」「記録のファイリング化」「教室の掲

示」「ＩＣＴのトラブル」「ＩＣＴの選定」
「生徒に関するデータの入力」などの25の項目
が記されている。こういうものは教員がしな
くていい、しない仕事だというふうに労働協
約で決めていく。そのようにして、イギリス
では教員を授業に集中させる政策を取ってい
る。日本の「チーム学校」もこういったもの
に近いものと言えるだろう。ただし、多様な
スタッフの採用とその管理にコストが割かれ
るため、財政状況が厳しいと教員の地位を引
き下げてしまう。
　もう一つは、ドイツ型のもので、教員の仕
事を「授業」を中心にとらえるものである。た
とえば、ハンブルク。ここでは、教員の仕事
時間は決まっているけれども、契約は授業何
コマという形で行う。授業にかかわること、
授業で担当している生徒のことは担当教員が
全て面倒を見る。だから給食指導なども入っ
てくる。これは日本に近いホリスティックな
生徒への対応をとるものだともいえるが、勤
務時間はどんどん延びていく。そこで、労働
時間貯蓄制度を使って時間外労働を貯めてい
く。貯めていって、それを休日に振り替えて
いく。かつての日本の夏休みは、実質的な労
働時間貯蓄制度のようなものだったとも言え
る。
　さて、教員の側の課題もある。「生徒のた
めに」という一言で自己犠牲的に仕事をす
る、驚くほどの労働時間概念の希薄さは対象
化されねばならない。また、教育は、個人に
とって必要なだけではなく、社会にとっても
必要なものなのに、その視点を失って「教育
の全体」を見ようとしなくなっている。
　こうした状況を改善するためには、①休
日、夏季休暇等の確保のために、法を遵守す
ること。②保護者とともに「人員」を確保す
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ること。③エビデンスを基に、持ち時間数や
教員定数などにかかわる制度の改革を求めて
いくこと。④教員の研修にマクロな視点を取
り込むことなどが挙げられる。

■名古谷さんの話･･･多忙と多忙感
　小中学校、高校も含めて、初等中等教育を
中心に10年あまり取材をしてきた。
　文科省は2006年に大規模な調査をしてい
る。そこには、すでに教員の労働時間が月換
算で平均65時間の超過勤務になっているとい
った数字が出ていた。この10年で状況はさら
にひどくなったという言い方もできるが、学
校の先生が非常に大変で勤務時間も長いとい
うことに対しては多くの人が理解を持ち始め
ている。ただし、「企業はもっと忙しいんだ」
と言う人もたくさんいる。このこともまた事
実ではある。
　この間さまざまな調査をしていく中で、い
ろいろなことがわかってきた。大事なのは、
実際に物理的に時間を奪われる「多忙」とい
うものと、職場の人間関係があんまり良くな
い、なんとなく学校に行きたくない、こんな
に忙しいって感じるのはどうしてだろうとい
う「多忙感」、この両者の違いと正体をきちん
と見極めることである。多忙と多忙感の仕分
けをきちんとすることによって、それぞれに

対する処方箋をきちんと描いていくことがで
きる。
　「多忙」ということに関して言うと、問題の
所在はかなり明らかになってきている。ＯＥ
ＣＤの調査でわかってきたのは、日本は、①
部活動の時間が諸外国の平均と比べて約3.7
倍、②事務処理にかかるものが1.9倍、③校務
にかかわるものが1.9倍になっていて、この３
つが多忙の正体のほとんどを占めている。こ
の 3 つを除くと、授業と授業準備にかけてい
る時間は、日本の教員と諸外国の教員との間
に大きな差はないといったことがわかってき
ている。世の中の理解が進みつつあり、教員
を余計な業務に向かわせずに子どもにちゃん
と向き合わせたいというニーズが高まってい
る中で、校長先生にインセンティブを与える
こと、余計な雑務を自分のところの先生にや
らせ続けているとマイナスポイントになりま
すよといったメッセージを文科省や教育委員
会が送ることが求められてくる。
　「多忙感」について。多忙感のことを聞いて
いくと、同僚に対する不満というものが結構
あることに気付く。たとえば、ある調査に関
わったときに次のような声を聞いたことがあ
る。「仕事が多くて大変な人とそうでない人と
の差が大きい。仕事をする職員もそうでない
職員も給料が同じ。力のある先生は忙しく、
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手を抜いているとまでは言わないが仕事に積
極的でない先生が忙しくないという状況だ。
同僚によっては仕事をはっきり線引きし、ま
ったく協力しなかったり、自分に回ってこな
いようにしたりする人がいる」。同僚に対する
不満や現場がうまく回っていないことが多忙
感の正体なのではないかと感じることは非常
に多い。同僚性というものが失われかけてい
るのではないだろうか。
　新人の小学校教員が、自らいのちを絶っ
た。「保護者からの苦情があり、思うように
学級を運営できないことへの焦りがあったの
ではないか」とも言われているが、真相は分
からない。この学校はその前の年まで、職員
室に白い丸テーブルが置かれていて、教員同
士が雑談のなかで、クラスの子どもの様子や
教育実践について和気あいあいと語り合う雰
囲気があった。そこに新しい校長先生が入っ
て、職員室のテーブルが撤去された。職員室
の雰囲気が変わり、お互いがどういう状況に
あるのかといったことに関心を払えなくなっ
てしまったのかもしれない。
　日本の学校はどんな仕事にも「ノー」と言
わない。しかし、学校や教員の仕事の「抱え
込み」が限界となり、結果として公教育の在
り方を変容させる民間委託のような事態を招
く可能性があるのなら、学校の役目は考え直
されなければならないだろう。

Ⅱ. 討論
■シンポジスト間のやりとり
名古谷：日本は教育予算の対ＧＤＰ比がＯＥ
ＣＤ加盟国のなかで最低なのだけれど、国に
はこの比率を増やす気がないわけです。お金
をかけずに教育ニーズにどう答えていくかと
いった時に、次に来るのは民間委託、民間へ

のアウトソーシング、公教育の公の部分を削
っていくということになってくると思うので
すが、その公の部分を「ここまでが公だ」と学
校側が返していくことが必要ではないのかな
と思っています。その点は由布さん、どのよ
うにお考えでしょうか。

油布：単に資格だとか学歴だとかテストの点
数だとかそういうところに学校の役割を絞っ
ていくとすると、協同性を作るということは
どこが引き受けるのかということがでてきま
す。どんどん機能分化をさせて削いでいくと
いうことになって、残るのが授業、といった
ことになったら、これは「怖い話」ということ
になります。
安西：油布さんに質問です。法定労働時間
は、他の行政の仕事も結局48から44時間、今
は40時間になっている。学校と行政とでは何
が違うのか。コンピューターが入って効率化
したことと、もう一つ、行政はけっこう見直
しをして仕事を精選している。学校だと、そ
れが難しかったのかな、と。そこのところの
分析をもう少しお願いします。
油布：学校と行政、仕事の内容が違うところ
で比較をするのは、あまり意味がないという
ふうに思います。時間の使い方の自由度も違
う。いま、提言しているのは、子どもの社会
的な困難さが増大しているなかで、担当する
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子どもの数を減らす、一学級の生徒の数を減
らすといった方法ですね。でも、これは効率
化という話とは違います。

■フロアからの質問
Ａ：人事考課制度のなかで、膨大な校務分掌
を課されている現在、配置転換をちらつかせ
られ、命令される。私は82歳の元教員なのだ
が、こういう現状の中でどうやって教員が主
体的に文句を言えるのかということについ
て、シンポジストの考え方を明確に示してい
ただきたい。
名古谷：私が記者だからかもしれませんが、
そうした現状を種に世の中に問うていくとい
うことではないでしょうか。無駄なことを教
員がやらされていて、「あなたのお子さんの学
校も、もしかしたらそうしたことで先生が時
間を取られているかもしれません」というこ
とを、丁寧に学校が世の中に問いかけてい
く。そのツールとしてマスコミを使っていた
だいて全然かまいませんし、ご協力したいと
思います。
油布：大学院の学生さんと労働組合の話をす
ると、「そんな怖いところ」って言うんです
ね。驚くほど従順で、大きな行政機構の中に
組み込まれても何も言わない。それが当たり
前だという人たちが増えている。このこと自
体への危機感があります。まずは、自分たち
の関係の中で、声をあげられる対等な関係を
作っていくことが重要なのではないかと思い
ます。
安西：先生方は、新しい学校に行くとその学
校のシステムにそのまま溶け込んでしまうの
ではないでしょうか。「おかしい」と思ったら
みなさんで声を出すべきだと思います。それ
をどうやって伝えていくかというと、それは

組合を使うのが一番いいのではないでしょう
か。組合を使えば、誰がどう言ったという形
ではなくて、いわゆる当局と組合の代表者が
その中で話をしていくわけですから、特定の
どこどこの話ということではなくてできる。
ぜひ組合に頑張っていただいて、そういった
情報は教育委員会にもつなげていただくとい
うことが大事だと思います。
Ｂ：安西さんの話のなかに、タイムカードの
ことに触れられた部分があります。神奈川県
内の市町村でタイムカードを導入している市
町村があるのかどうか。それから周辺の都県
でそういったことをすでにやられているとこ
ろがあるのかどうか。また、そういうものを
仮に学校に導入することのメリット、デメリ
ットについてどのようにお考えか、お願いし
たいと思います。
安西：まず学校がタイムカードを入れている
かどうか、その状況は承知しておりません。
公立病院の事務局長の仕事をしていたとき、
労働時間オーバーの問題が出てきたので労働
基準監督署に行きました。そのときには、労
働基準監督署から「職員の管理をするのは当
然管理者の仕事だ」と指摘され、社労士から
も「今の時代、勤務時間というのはきちんと
把握することが当たり前なんですよ。それは
行政でも当たり前なんです」というふうに言
われました。学校だけではなく、行政全体に
対して、やはり「勤務時間を見える化する」
という時代だと思います。それによって、サ
ービス残業がなくなっていくというふうに思
います。最終的には「労働時間を見える化す
る」ことで勤務する人の労働負担が減ってい
くのではないかと考えています。
Ｃ：今はもう退職していますが、高校の事務
を長くやってきました。学校の中にありなが
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ら、教育から見れば外でもあるという視点
で、お話したいと思います。学校の先生方
は、ここ15年ぐらい、ものすごく忙しくなっ
ている。もう本当にブラック化している。高
校改革の名のもとに競争させられ、仕事がも
のすごく増えました。もう一つ、職員会議は
単なる伝達機関になって、上から言われたこ
とをやらされる。管理強化です。起案につい
て言えば、管理職は、管理職研修の中で「一
度は返せ」と言われているらしい。学校をピ
ラミッド式の組織に変え、上下関係を自覚さ
せる。多忙にして、組合をつぶす。そうした
状況だということをぜひ取材していただけれ
ばと思います。
Ｄ：私は事務室に 5 校、15年間在籍していま
した。その前は23年間ほど県の一般行政の方
でかかわってまいりました。今年の11月の

「県のたより」を今日持って来ました。この中
の職員数等の記載部分に、平成 9 年から平成
27年の18年間にわたっての行政職、教員、警
察官の 3 つの職種についての職員の動向が折
れ線グラフで示されていました。平成 9 年か
ら平成27年の18年間に一般行政職は、62.7％
にまで削減されている。つまり、 3 分の 1 以
上を削減されている。それに対して、警察官
は116.2％へと増加している。治安の問題があ
るということで増加してきています。先生は
どうかといいますと、この18年間に108.2％、
8.2％増になっているわけです。それなのに、
先生方は多忙で大変だと言っている。いった
いどういうことなんだろうと、意外感を持っ
て参加をさせていただきました。行政職員は
3 分の 1 以上職員が減らされるなか、行政事
務は増えている。では行政職員がどういう対
応をしたかというと、仕事の見直しをして切
り替えをした。そこで、学校においても先ほ

どから出てきている、見直しが難しいとか切
り替えが難しいとか、できないとか大変だと
いうようなご意見は、私はとんでもないと思
います。
Ｅ：安西さんにはぜひ後任の方にお伝えいた
だきたいのですが、校長が現場で何をやれば
いいのか、何をやらなければいけないのかを
認識して、職務をやりやすいように職員と話
をしていくということが大事だと思います。
それを現場でも求めていくべきだろうと思い
ます。校長のやり方でずいぶん変わるところ
は、良い悪いは別としても、実際にあると思
っています。

■シンポジストから、最後に一言ずつ
安西：国や産業界もどんどん変わってきてい
ます。今、まさに舵を切る時期なのかなと思
います。そういった中で、ぜひ学校の中で
も、現在やっている仕事の見直しをやってい
ただきたい。前からずっとやっているからそ
のままやるんだということではなく、本当に
やる必要があるのかどうなのか、そういった
ところを見直さない限り教員の多忙感という
のは解決につながらないと思います。一日の
時間は24時間、365日、これは絶対に増えませ
ん。
油布：私は、多忙の問題も教育の問題もそう
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ですけれども、いま、全世界的な視野でもの
を見るということが非常に重要だろうと思っ
ています。グローバリゼーションとは何なの
かということを見極めないと、非常に誤った
方向に行くのではないかという気がしていま
す。危機感としては、教育だって先生だっ
て、もしかしたら10年後には今の形ではない
かもしれないよというぐらいの状況にあると
思っています。
名古谷：文科省の人たちも現場を摩耗させよ
うなどとは思っていないし、できれば多忙化
を何とかしたいと思っている人たちが圧倒的
に多い。ただ、世の中には職場をピラミッド
式に変えて管理を強化して現場を摩耗させよ
うと考えている人がいます。そこに対抗して
いくときには、やはり学校のなかで争ってい
るだけでは外の人たちには伝わりません。子
どもをみんなで育てていくということを考え
た時に、マイナスのことが起きているという
ことをきちんと言っていくということは、管
理強化にあらがうことにもなるでしょうし、
方法がないわけではないと思います。世の中
の人たちに信頼を寄せて、今の学校現場の状
況を問うて、改善すべきところは改善してい
くということが大事だと思います。

■コーディネーターから
井上： 3 人のシンポジストの方、ありがとう
ございました。最後はコーディネーターから
のまとめをしたいと思います。学校はいろい
ろな社会の課題を流し込まれています。安西
さんがおっしゃられたように時代は変化して
いる。特にこの20年間、時代が変化し、さま
ざまなオーダーがどんどん学校に押し寄せて
くる。それから、油布さんがおっしゃられた
ように、それはグローバリゼーションの中で

の変化なのだということだと思います。そう
した中で、名古谷さんがおっしゃられたよう
な同僚性も変化してきているのだと。
　では、どうすればいいのか。これからは、
変化する時代に対応する新しい職場づくり、
職場文化の創造、作り上げていくことなのだ
ろうと、そういうふうなことを聞き取りまし
た。ご参加の高校教員の方は、職場に帰って
新しい職場文化の創造ということにとりくん
でいただければいいかなと思います。変化し
ている時は大変ですけれども、何かを作り出
す機会でもあろうかと思いますので、そうい
った気持ちで仕事をしていきたいなと私も今
日は感じることができました。
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■学校による教育のラジカル独占
　1980年代は交通安全教育、喫煙防止教育、
1990年代に入ると薬物乱用防止教育が入って
きて、･･･キャリア教育、シチズンシップ教
育、主権者教育･･･といったように、さまざ
まな○○教育が絶え間なく学校に流し込まれ
る。時代が変化すると、学校への注文も変化
し、増大する。
　脱学校化論で有名なイヴァン・イリイチの
キー概念に「価値の制度化」がある。「価値の
制度化」は、「価値と制度が同じに見なされる
こと」である。教育に関して言うと、「学ぶこ
との価値」が「学校に行くという制度」と同じ
に見なされることである。そして、人びと
が、「学校に行く」こと以外に「学ぶことの価
値」を手にすることはできないと思い込むよ
うになり、「教育というものは学校でなければ
できない」という意識に支配されるようにな
ることである。この教育に関する「価値の制
度化」は、「学校による教育のラジカル独占」
と呼ばれる状況を生み出す。およそ教育と名
のつくものは学校でなければできないという
ことになれば、学校が教育を独占的に行うと
いうことになる。こうした事態をイリイチは

「学校による教育のラジカル独占」と呼んだ。
イリイチの「学校による教育のラジカル独
占」という概念に従えば、変化し、増大する
○○教育という注文を学校は受け付けつづ
け、あらゆる教育を行わないといけない状況
へと追い込まれる。教員は、教育を独占した

くてしているわけではないから、余計な○○
教育を「外から押し付けられている」と感じる
ことになる。

■教育の自由化・民営化と教育格差
　1980年代から1990年代の前半は、「教育の
自由化」が語られはじめた時代でもあった。
臨時教育審議会の「教育民営化路線」、財界
や政界の公教育解体の目論みである。当時、

「学校による教育のラジカル独占」を批判する
イリイチの脱学校化論が教育の自由化・民営
化に与するものとして左派陣営からも批判さ
れたりしていたのを思い出す（もっとも、イ
リイチの脱学校化論は「学校による社会の分
極化」･･･いまふうに言うと、教育による格差
の拡大･･･を防ぐための提言でもあったのだけ
れど）。1990年代から現在までの間に拡大した
教育格差は、このころに始まった教育の自由
化・民営化路線の一つの結果だともいえる。

■「すばらしい国」
　1990年代の半ばになると経済のグローバル
化に対応するための新自由主義経済政策が進
められ、格差や貧困や虐待などの深刻な社会
問題が引き起こされることとなった。1990年
には賃金労働者の 2 割だった非正規雇用労働
者が2015年には 4 割になり、1985年には10.9
％だった子どもの貧困率は2015年には15.7％
へと上昇している。討論会でも話題になった
ＴＡＬＩＳ調査（ 2013年）はＯＥＣＤ加盟国

井　上　恭　宏

コーディネーターとして考えたこと
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の調査だが、同じくＯＥＣＤが発表した「ヘ
ルスデータ2015」によれば、日本の自殺率

（ＯＥＣＤ加盟国の平均は人口10万人あたり
12.0人）は18.7人で、韓国（ 29.1人）、ハンガ
リー（ 19.4人）に次いで 3 番目であった。自
殺は富裕層が実存的な悩みのなかで起こすも
のなのではなく、激しい競争や経済的な行き
詰まりのなかにある人びとの絶望が引き起こ
させるものだとすれば、日本の状況は相当に
深刻なところにまで来ているといえる。
　2016年 1 月25日発行の「教育総研ニュー
ス」の池田賢市（国民教育文化総合研究所所
長　中央大学）さんの報告（「ＯＥＣＤの教育
観　―ＴＵＡＣでの議論から―」）によれば、
ＯＥＣＤは日本の教育政策をきわめて「優秀」
と認識しているのだという。経済格差が広が
り、子どもも教職員も疲弊しているのに、Ｐ
ＩＳＡの得点は高く、給与が改善されないな
かにあって教職員が献身的長時間労働に励む
ことによって、学力格差を最小限にくいとめ
ている「すばらしい国」といった評価である。
いったい何のためのＴＡＬＩＳやＰＩＳＡな
のか、という話である。政治権力や経済権力
のために人間を材料として使いつぶすことが
できる国を、「優秀」と評価するためにあるの
だろうか。

■「ブラック化する学校」
　現在、家庭の経済的困難や医療・福祉的な
課題への対応も学校に求められるようになっ
てきている。課題を見つけ、生徒のために自
己犠牲的にとりくむ職場、教員がいる。子ど
もも教職員も疲弊しているなかで、「私たちが
やらなければ誰が？」という思いが、そこに
はある。上位校は上位校間の激しい競争があ
り、中堅校はランクを落とさないための不断

の努力が求められる。
　「ほとんど全ての教員が毎日19:30まで職員
室で黙々と仕事をする職場」があり、「自主的
に深夜まで勤務するために機械警備を解除す
るための合鍵を教職員全員が持っている職
場」がある。近頃では、こうした「都市伝説」
が「ブラック化する学校」として語られるよ
うになってきてさえいる。

■同僚性の回復
　現在の学校現場は、さまざまな○○教育を
流し込まれ、新自由主義的経済政策による侵
食とわたりあい、さらに新しい社会問題にも
とりくまなければならない。会議や事務処理
が増加し、忙しすぎて隣に座っている同僚と
話をする時間さえ無い。たがいに声を掛け合
うことが少なくなり、不満があっても「何も
言わない」ようになる。同僚性は失われ、多
忙感を抱えながら多忙な日々を送りつづける。
　「ブラック化する学校」が「都市伝説」とな
るのは、それぞれの職場の状況が外側からは
分からないからであり、自分たちの職場がブ
ラック化しているかもしれないということに
気づきながらも、そのことを外側には伝えき
れていないからなのではないか。
　こうした状況に対抗していくためには、社
会の変化に対してマクロな視点をもって考
え、外部の力も借りながら、自立的に学校の
仕事を精選し、新しい職場文化を創造してい
くこと、ということになるのだろう。大変な
作業である。まずは、時間を奪われ、身近な
人に対する不満を溜め込んだりしている自分
がそこにいないかどうか、隣の同僚と話をし
てみたい。

　　　（いのうえ　やすひろ　教育研究所員）
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吉　田　美　穂

教育討論会に参加して
　私が教育討論会「『教員多忙化問題』から見
えてくるもの」に参加させていただいた第一
の理由は、油布佐和子先生のお話を久しぶり
に伺いたかったからである。油布先生の教員
文化や教職の変容、多忙化などをテーマにし
た数々の論文は、私自身の関心にも近く、こ
れまでも共感したり刺激を受けたりしながら
拝読してきた。OECD国際教員指導環境調査

（TALIS）の結果をふまえて日本の教員の長
時間労働が問題化しているこの時期に、油布
先生のお話を聴くチャンスを逃したくないと
思い、会場に伺った。
　結果的に言えば、対人専門職としての教職
の特徴に着目した油布先生のお話は、現職教
員としても納得するところが多く、あらため
て刺激を受けるとともに、多くの組合員に聴
いてほしいと強く思った。だが一方で、会場
の雰囲気からは、油布先生が提起されたこと
は参加者の中で十分に共有されていないので
はないか、多忙化問題についての議論はかみ
合ってはいないのではないかと不安に感じた。
　私がとくに違和感を覚えたのは、安西氏

（前教育局長）の次のような趣旨の発言であ
る。氏は、「教員に求められているのは、社
会の変化を受けた授業改善である。生徒が抱
えている家庭の課題などは早めに報告・共有
して、スクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラーと連携する。福祉など専門外
の仕事は他の専門職に任せればよい。学校現
場は外部人材の導入に消極的だが、もっと地

域人材や保護者の力を借りるべきだ。協働で
業務量を減らすことができる」。この「他の専
門職に任せればよい」、「連携・協働が多忙化
の解消に役立つ」という発想の背後には、教
員の仕事の実態についての大きな誤解がある
のではないだろうか。小文では、この点につ
いて踏み込んで考えてみたい。

「連携・協働」と教員の仕事
　連携や協働という語は、昨今の教育行政で
頻繁に用いられている。2015年12月の中央教
育審議会答申「チームとしての学校」【1】も、
スクールソーシャルワーカーやスクールカウ
ンセラーなどの専門スタッフと教員の連携・
分担を打ち出している。安西氏の発言は、こ
の方向に沿ったものだ。
　私自身の立場を先に明らかにすると、連携
や協働そのものについては賛成である。困難
を抱えた子どもたちと多く出会ってきた経験
から、スクールソーシャルワーカーの導入も
ぜひ進めてほしいと思っている。では何が問
題なのか。連携・協働の実態を踏まえて教員
の仕事を考察している保田直美（佛教大学）
の研究【2】から考えてみたい。
　保田は、スクールソーシャルワーカーが導
入された2つの市の小・中学校でフィールド
ワークを行い、「教師は生徒指導に関する問
題の『ゲートキーパー』としての役割を担う
ようになっていること、一方で、これまでの
教師の『指導の文化』は、他専門職の専門性
との対比の中で、より強化されている可能性

「連携・協働」と多忙化問題を考える
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があること」を明らかにしている。ここでい
う「ゲートキーパー」とは、各専門職の職務
管轄権をあらかじめ配分する役割を果す者の
ことである。心理や福祉などの専門職が学校
に入った場合でも、「何を問題として取り上
げるかを判断するピックアップの段階」と

「取り上げた問題を誰にどのような形で職務と
して受け渡したり、自ら担ったりするかとい
う振り分けの段階」の両方で、教師がゲート
キーパーとして強い権限を持っていると、保
田は指摘する。
　配置が進んでいるといっても、スクールソ
ーシャルワーカーやスクールカウンセラー
は、学校に常駐しているわけではない。日常
的に生徒に接する教員によって生徒の背後に
ある問題が発見され、学年会など教員の会議
において、どの生徒の問題に優先的に対応す
るか、他の専門職に相談するかどうかなどが
判断される。スクールソーシャルワーカーや
スクールカウンセラーという専門職が学校に
配置されても、常勤ではない以上、教員がゲ
ートキーパーとして大きな役割を果さざるを
得ない実態がそこにはある。また、連携の内
容としても、心理学的・福祉的専門性が高い
内容は他の専門職に任せるが、彼らからのア
ドバイスを踏まえつつ、関係各所に連絡を取
ったり、ケース会議を開催し進行したりする
など雑多な業務は、教員が担っていると保田
はいう。

「指導の文化」と連携・協働
　教員は、他の専門職と比べ、圧倒的に「毎
日そこにいて子どもと関わる」存在である。
教員は、生徒が安心できるように信頼関係を
形成し、日々の変化を観察し、何が問題であ
るのかを見極め、他職種の力を借りながらも
生徒対応の中心であり続ける。従来から、日

本の教員は、欧米などと比べ、学校で行われ
るあらゆる活動を「指導」と呼び、それを自
らの職務とする傾向を持っていることが知ら
れている。これを酒井朗（上智大学）は、「指
導の文化」と呼んだ【 3】。「指導の文化」は、
教員の仕事の無限定性を強め、教員を多忙へ
と追い込む大きな要因のひとつである。保田
は、他職種が学校に入ることによって、専門
性の対比から、この「指導の文化」が強化さ
れる可能性についても指摘している。
　このような研究をふまえると、スクールソ
ーシャルワーカーなどの専門職が配置される
ことによって、教員の仕事が単純に軽減され
るわけではないことがわかる。教員は、「他の
専門職に代表される領域に関する課題を抱え
た子どもを日常的に発見する仕事」、「どのよ
うに対応すべきか判断する仕事」、必要と判
断されれば「専門職に相談する仕事」、さらに

「専門家から示唆された内容に対応する仕事」
に従事することになるのである。確かに、心
理面や社会福祉面の専門職が学校に配置され
ることは、子どもの課題の解決に向けて重要
である。だが、だから教員が「専門外の仕事
に携わらなくてよい」わけではないし、「業務
が軽減される」わけでもないのである。
　このことは、神奈川県立高校でも、すでに
実証されている。連携・協働が進んでいると
評価される田奈高校では、連携・協働の中心
を担う教員の授業時間を軽減している。しか
し、それでも中心となる教員の負担は重い。
他の専門職や支援機関との連絡や会議、適切
な連携先を判断するための生徒への聞き取
り、担任をはじめとする関係教員との会議な
ど、実にさまざまな業務の負担がかかってい
る。繰り返すが、子どもたちのための連携・
協働が進むことは望ましい。だが、連携・協
働には、時間と人の労力がかかるのである。
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「連携・協働」と「外注」
　このように考えてくると、安西氏の「連
携・協働によって業務量を減らすことができ
る」という発想には、根本的に問題があると
いえる。端的にいえば、「連携・協働と外注
の混同」である。
　「連携・協働」は、「外注」ではない。この
ことは、連携・協働と教員の多忙化の問題を
考えるときに、重要なポイントである。私が
その意を強くしたのは、会場からの発言であ
った。県の事務職を退職されたと思われる方
が、次のように話されたのである。「県の事務
職はどんどん業務を整理し人員を減らしてき
た。教員だけができないというのはおかし
い」。私は、県の事務職の状況には詳しくな
い。だが、もしそこまでの人員削減が行われ
たとするなら、そこには業務の切り分けと

「外注」、アウトソーシングがあるのではない
か。そして、「外注」によって犠牲になったも
のがあるのではないだろうか。
　子どもたちの背景にある貧困や家庭の困難
を視野に入れて学校が対応していくことを考
えるなら、日常的に子どもに接している教員
の仕事は、簡単に切り分けて外注できるよう
なものではない。私自身、田奈高校にいた際
に感じていたのは、「日常の中で丁寧に見てい
かなければ、子どもたちの抱える困難には気
づけない」ということ、そして「支援者は、
支援される者に認められなければ支援できな
い」ということである。大きな困難を抱えて
いる子どもが、他者に心を開き、助けを求め
ることは容易ではない。「いつも顔を合わせ、
折に触れて声をかけ丁寧に見守ってくれる人」
だからこそ、SOSを発信することができ、ま
た教員は身近にいるからこそSOSを拾えるの
である。たとえ、スクールソーシャルワーカ
ーが高い専門性を持ち、支援される側といい

関係を築くことができても、日常的に子ども
に関わり続ける教員抜きに支援を進めること
はできない。教員とスクールソーシャルワー
カーが連絡を取り合い、連携してこそ、有効
な支援ができる。そして、連絡を取り合うこ
とにも、時間と手間がかかるのだ。

子どもに寄り添う教職員と多忙化
　子どもの貧困が深刻になる中、福祉の専門
職と教員の連携・協働は、これからの学校現
場でますます重要になるだろう。だが、連
携・協働を多忙化解消の方策とすることには
無理がある。スクールソーシャルワーカーの
配置は、学校現場が子どもたちを福祉的な対
応につなぐ場でもあることを、明示する効果
を持つ。その結果、生徒の日常を支える教員
の仕事は、これまでよりむしろ増えるように
感じられる可能性もある。
　多忙化解消は、他の方策によって進められ
るべきである。例えば、教員の声を踏まえた
成績処理の簡素化や、校内ネットワークを保
守管理する専門家の配置など、教員が生徒に
接する時間を確保する方向で多忙を解消して
いくことが望まれる。

【脚注】

　　　　（よしだ　みほ　　百合丘高校教員）

【1】中央教育審議会，2015，「チームとしての学校の在り
方と今後の改善方策について（答申）」http://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__
icsFiles/afieldfile/2016/02/05/1365657_00.pdf

【2】保田直美，2014，「新しい専門職の配置と教師役割」
『教育学研究』第81巻第1号，pp.1-13.
【 3】酒井朗， 1999，「『指導の文化』と教育改革のゆくえ
―日本の教師の役割観に関する比較文化論的考察」油布
佐和子編『教師の現在・教職の未来―明日の教師像を模
索する』教育出版，pp.115-136.
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金　澤　信　之

「県立高校改革実施計画」を読んで

特 集 Ⅱ

県立高校改革実施計画 ①

はじめに
　2015年に策定された「県立高校改革実施計
画」は改革のコンセプトを「生徒の学びと成
長にとって何が必要かという視点を最優先す
る（スチューデント・ファースト）」という基
本的な考え方にたって全ての県立高校の改革
を実施するとしている。このコンセプトは教
育的な眼差しと言って良いだろう。
　しかし、今回の改革はこのような視点のみ
で動き始めたわけではない。この改革の背景
には、神奈川県の抱える財政問題がある。こ
の財政問題に対する取り組みの一つとして高
校改革が動き始めたとも言えそうだ。また、
教育委員会制度が大きく変わり、高校改革を
はじめとした教育の議論を教育委員会と行政
が協調して行うことになったのも今回からと
言っても良い。
　多分、以上のような状況があって、長く続
いてきた新多様化（コース制）への抜本的な
見直しや臨時教育審議会以後に設置された
様々な新タイプ校への見直しが始まったとも
言えよう。さらに、「県立高校改革推進計画
(2003年～ 2009年)」でほぼ確定していた学校
規模（学級数）への言及もこの財政問題があ
ったからかもしれない。本レポートにおい
て、このような視点を切り口に2016年度から
始まる「県立高校改革実施計画」について考

えてみたい。

１．神奈川の財政課題
　2012年 1 月に知事を本部長として、副知事
および関係局長等からなる「緊急財政対策本
部」を神奈川県は設置し、本部の検討する対
策に対して意見と助言を行う「緊急財政対策
本部調査会」（以後は「財政の調査会」）が設
置された。「財政の調査会」は早期の着手が必
要なテーマとして「県有施設」「補助金・負
担金」「教育のあり方」「人件費の抑制」を優
先的に検討し、それを 7 月に中間意見として
本部に提出した。
　しかしながら、第 2 回「財政の調査会」に
おいて、「私学助成も含めた教育のあり方に
ついては、専門家も交えた別の組織を設け、
十分に議論を尽くした上で結論を出すべき」
との意見集約を行った。県はこれを受け、同
年 9 月に「神奈川の教育を考える調査会」（以
後は「教育の調査会」）を設置し、学級編成や
教職員定数、教職員人件費を検討することと
したのである。
　この「教育の調査会」における議論の参考
とするために、「財政の調査会」で交わされた
意見が最終意見書に付記された。その意見の
中には次のようなことが書かれている。「極め
て厳しい県の財政環境の中にあって、教育費
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のみを聖域扱いすることは適切ではない。」
「一般に、公立高等学校を維持するよりも、
その分を私学助成に回す方が行財政運営上は
県費負担が軽減されると考えられる。しかし
ながら、依然として公立志向も強い中、単に
財政論的な観点のみでなく、神奈川県におけ
る公立学校と私立学校との協調と役割分担を
どのように考えるか、慎重に検討を進めるべ
きである。」
　「財政の調査会」も「教育の調査会」も、と
もに政策局が担当している。財政上の課題か
ら教育の課題を行政が検討したのである。後
述する新たな教育委員会制度の先取りとも言
えそうな事態であった。

２．「教育の調査会」
　2013年に「教育の調査会」は「神奈川の教
育を考える調査会最終まとめ」（以後は「最終
まとめ」）を県に提出した。提出に際して「基
本的な視点」の一つに「教育をめぐる既存の
制度や考え方にとらわれず、創意工夫を行い
ながら、できる限り少ない経費で最大の効果
を得ることのできる「効果的な教育」の検討」
をあげた。
　「最終まとめ」は高校教育に対して主に次の
ような意見を示した。

・公私協調による全日制高校進学率の向上
・（公立は）経済的な理由により就学が困難な
　状況の生徒や学習状況に課題のある生徒、
　支援が必要な障害のある生徒などの受け入
　れを強化
・私学助成の学費補助への重点化等を通じた、
　生徒の進路選択の幅の拡大
・各校の実情に応じて学級数を拡大
・単位制普通科、総合学科、定時制等の高校

　の検証を踏まえた見直しと教育課程の再編
・多様な教育課程及び課程、学科の見直しを
　通じた授業時間数や校務内容にふさわしい
　適正な教職員配置

　「最終まとめ」は神奈川の教育に関する諸課
題の一番目に「教育費の状況について」を置
いている。そこでは、2013年度の教育委員会
当初予算の93.2％は人件費であると説明さ
れ、硬直化した歳出構造であるとしている。
ただ、特に課題とされた県費負担職員制度に
おける政令都市と県のねじれ状態は、2017年
度に解消する方向で全国20の政令市と政令市
がある15都道府県で2015年に合意している。
給与事務移譲によって個人住民税の2％が都
道府県から給与負担分の財源として政令市に
移譲されることにともなって、一般会計の予
算規模は横浜市が神奈川県を上回る見通しで
ある。なお、この事務移譲によって 1 クラス
あたりの児童生徒数、教職員定数を設定する
権限も政令市に移ることになる。
　今後の議論の展開によっては、注意が必要
になることとして、「財政の調査会」で一般論
としてだが、公立学校を維持するよりも私学
助成に経費を回す方が財政上は県費負担が軽
減されると説明されたことが挙げられる。こ
れは「教育の調査会」では「私学助成の学費補
助への重点化等」へとつながったように読め
る。つまり、公立高校の減少は県費負担軽減
に寄与し、同時に全日制高校の進学率を向上
させるためには私学助成の学費補助の重点化
が必要だという考え方なのではないだろうか。
　また、「単位制普通科、総合学科、定時制
等の高校の検証を踏まえた見直し」とあり、
神奈川の教育が積み上げてきた様々な高校改
革が財政対策の対象となったのである。
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３．県立高校の将来像について
　以上のように県の「緊急財政対策本部」に
端を発した高校改革の流れは政策局から教育
局へと流れ着く。つまり、今回の改革は行政
主導の流れといっても良いのではなかろう
か。2014年に神奈川県教育委員会は「県立高
校改革推進検討協議会」（以後は「検討協議
会」）に中長期を展望したこれからの県立高校
改革の構想について検討を依頼し、「検討協
議会」は同年 6 月に報告を出した。この報告
は県立高校改革にあたっての教育委員会の対
応を次のように言う。「今後の県立高校改革
にかかる財政措置については、まずは県教育
委員会自らが今の予算や制度を徹底的に見直
して無駄を省き、県立高校の現場に最も適し
た仕組みをつくってめりはりのあるものとす
る必要がある。」これは、例えば総合学科高校
については、「教育課程の編成や運用の状
況、さらには生徒の学習ニーズや進路状況等
から判断して、設置目的を果たせていない場
合は、単位制あるいは学年制等への改編など
を積極的に進めていく必要もある。」と説明さ
れた。
　さらに学校規模も、2004年に出された「県
立高校推進計画後期実施計画」では「多様な
教育活動や円滑な学校運営が展開できる規模
を適正な学校規模と考え、学級数の観点だけ
でなく、学校全体の生徒数を確保する観点か
ら、学校全体で18学級から24学級( 1 学年 6
～ 8 学級）、生徒数では720人から960人を標
準とします。」とされたのだが、「検討協議会」
は「今後、 1 学年 8 学級(960人)から 1 学年10
学級で全体30学級(1200人)を標準とすること
が望ましい。」としたのである。

４．新たな教育委員会制度
　2015年 4 月に教育委員会制度を支えている

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
（以後は「地教行法」)が改正された。この改
正によって、

・教育長は教育委員長と教育長が一本化され
　た特別職
・首長と教育委員会の連携のために総合教育
　会議が必置
・首長は同会議の協議を経て大綱を策定

となった。さらに、首長は教育長の任命権、
総合教育会議の招集と策定権を有するとさ
れ、教育に対する政治の影響力がますます強
まったとも言えそうだ。
　つまり、今回の高校教育改革は以上のよう
な「地教行法」の改正後に初めて行われる改
革なのでもある。また、施行は2015年でも、
それより以前に国会審議が行われており、そ
もそも2011年、大津市で起きたいじめ事件へ
の教育委員会の対応に批判が高まった結果の
ものであるとすれば、教育委員会への逆風で
あることは否めない。
　神奈川では2015年 4 月に「神奈川県総合教
育会議」が黒岩知事によって設置され、同年7
月に「かながわ教育大綱」（以後は「大綱」）
が策定された。そこには、2016年に発表され
た「県立高校改革実施計画」と重なる部分が
多々ある。例えば「大綱」には、「国際バカロ
レア認定校の設置、プログラミングに関する
学習、インクルーシブ教育、クリエイティブ
スクールの増設、私立学校の活性化の促進」
という文言が並んでおり、「県立高校改革実
施計画」と重なる。こういったことから「大
綱」は、知事と教育委員会が対等な機関とし
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て協議、調整したとものと考えることもでき
る。しかしながら、これまで述べてきたよう
に、「大綱」では直接触れられていない神奈川
の財政課題が今回の高校教育改革の根底にあ
ると考えれば、今後政治からの要望が色濃く
高校教育改革に反映されていくのかもしれな
い。

５．学区撤廃
　2000年から2009年の概ね10年間で「県立高
校改革推進計画」が実施された。2004年まで
の「前期実施計画」が実施されている中、2003
年に「入学者選抜制度・学区検討会議」が

「第 2 次報告・今後の学区のあり方」（以後は
第 2 次報告）を出し、2005年の入試からから
神奈川では学区が撤廃されることになった。　
　第 2 次報告は学区を撤廃した時に五つの懸
念があるとした。その中の「受験競争の激化
の懸念への対応」で、「過度の受験競争は、
生徒の心身の健康に悪影響を及ぼしたり、偏
差値に大きく依存した進路指導が不本意入学
者を生み、ひいては学校への不適応や中途退
学者を増加させる一因となって」おり、「過度
の受験競争を生じないようにしていくために
は、各校の特色ある高校づくりの一層の推進
を図るとともに、選抜制度の改善の趣旨を生
かし、個性に応じた選抜方法の拡大を図るこ
とが必要」とした。また、「学校の序列化の懸
念への対応」では、「特に普通科の特色作りに
あたっては、大学等への進学のみに対応する
ということを普通科の特色としてとらえてい
くのでなく」とした。
　しかし、2016年度入試を見ると全日制の課
程の平均倍率が1.22倍で最高倍率は2.2倍、
最低倍率は0.53倍であった。この倍率をどう
見るかは意見の分かれるところかもしれない

が、同じ公立高校で、ある高校は半分以上の
生徒が不合格となり、ある高校では半分近い
生徒が定員割れしている状況は、競争が激化
していると言えなくもない。また、「県立高校
改革実施計画」では「学力向上進学重点校」
を10校程度指定するとされ、まずは2016年度
にエントリー校が指定され、 2 年間の成果を
あらかじめ示された指標によって検証し、
2018年に学力向上進学重点校として指定する
としている。指標は、高い学力や高い英語力
などの項目に続き、「全県立高校の中で、い
わゆる難関と称される大学への現役進学にお
いて高い実績をあげている。」こととされてい
る。これは「大学への進学」に強く対応して
いると言えるかもしれない。
　こういった入試の現状や改革の方向は、神
奈川から学区が撤廃される際に懸念された課
題の改善に資するものと言えるのだろうか。
もし、懸念がそのままになっていたり悪化し
ているとしたら、それに「県立高校改革実施
計画」はどのように対応しようとしているの
か、なかなか文面からは明瞭に読み取ること
ができなかった。

６．専門コース制の終了
　今回の改革には、総合学科や単位制の見直
しが盛り込まれたが、とりわけ目を引いたの
が専門コース制の全廃である。2010年に「今
後の高校教育のあり方検討プロジェクト会
議」が出した「県立高校改革推進計画10年間
の成果と課題」（以後は「成果と課題」）は専
門コース制の課題について次のように説明し
た。
　「専門コースで打ち出している教育内容
を、より幅広く展開する総合学科高校や、よ
り専門的に学ぶための新たな専門高校が設置
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されたことから、 3 年間で専門科目を10から
20単位学ぶ専門コースとしての特色が見えづ
らくなっている」「一部で専門分野の学習意
欲が高まらない生徒の在籍により、教育活動
の展開が難しい状況」
　このような課題を受けて「県立高校改革実
施計画」では、普通科専門コースはすべて解
消し、これまでの成果を学校全体の特色とす
るか、あるいは専門学科へ改編するとされた
のである。
　職業学科（専門学科）が1960年代に全国的
に多様化したことに対して専門コース制は新
多様化と呼ばれた。神奈川県では1976年に都
道府県教育長協議会の「新しいタイプの高等
学校」の一つ、「集合型選択制高校」の一種と
して1983年に新設された 2 校連携方式の弥栄
東と弥栄西高校に始まる。東高に音楽と美術
コース、西高校に体育と外国語コースが設置
された。この専門コース設置直後の1984年 7
月20日に、文部次官通知「学校教育法施行規
則の一部改正について」が出る。通知は「1. 
公立高校の入試は、同―時期、同―問題で行
なう必要はない。2. 各高校・学科等の特色に
配慮しつつ、その教育をうけるに足る能力・
適性等を判断して行なう。3. 受検機会を複数
にする。4. 調査書の重視、学習成績以外の記
録の積極的利用。5. 普通科の推薦入学を積極
的に行なう。6. 面接の積極的利用。7. 特色あ
る高校の学科等については、可能なかぎり広
い範囲から受検できるようにする。」といった
内容であり、現在まで続く入試の多様化、学
区の拡大（廃止）の原点となった。専門コー
ス制は当初より定員の一部が学区を外される
など、この入試の多様化の先取りとしての機
能を果たしたのである。しかしながら、すで
に神奈川では学区が無くなり、面接も導入さ

れるなど通知から30年以上を経過して、入試
の多様化や学区拡大（廃止）はほぼ完成され
てしまったと言っても良い。
　神奈川を含めて専門コース制が全国的に拡
大していくことに伴って神奈川でも早い時期
から次のような問題が指摘された。成果を上
げている生徒もいる反面、「入学後、他の分
野に興味を持ち、専門コースで学ぶ興味を失
っている。」「とても専門とは思えない中途半
端な講座内容に不満を感じている。」生徒がい
る。また、教員からは、「英語コースであり
ながら、英語嫌いな子がいて大変。」「一般コ
ースと専門コースに学力差が生じ、校内に学
校間格差が生じた。」「人もお金も予想よりつ
かない。」という声があがった(1993年10月神
奈川高教組・教育フォーラム）。
　つまり、専門コースが廃止され、一部が専
門学科に改編されたのは、入試の多様化・学
区廃止の完成と「成果と課題」の報告を待つ
までもなく、当初より指摘されていた様々な
課題を解決できなかったことによると言えそ
うだ。

おわりに
　子どもの貧困が16％を越え、一人親世帯の
貧困は50％を越えた。また、若者が就労を通
して社会的に自立していく困難の拡大は世界
的な傾向となっている。国は2014年に「子供
の貧困対策に関する大綱について」を閣議決
定した。神奈川では2015年に「神奈川県子ど
もの貧困対策推進計画」が策定された。これ
らにおいて教育の支援で期待されているの
は、「学校を子供の貧困対策のプラットフォ
ーム」と位置づけることである。
　このことについて「県立高校改革基本計画」
は「共生社会づくりに向けたインクルーシブ

特集Ⅱ　県立高校改革実施計画
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教育を推進します」と説明した。神奈川では
2002年に「これからの支援教育の在り方」に

「障害児教育や通常の教育という区分なし
に、さまざまな悩みを抱えているすべての子
どもたちに目を向け、その解決に向けて、学
校はもちろんのことすべての大人たちが、子
どもたちを支援し働きかけていく」と支援教
育の考え方を示しており、「県立高校改革基
本計画」も「神奈川での支援教育の充実を推
進」と書き込んだ。具体的には、教育相談体
制の充実とインクルーシブ教育の推進であ
る。また、クリエイティブスクールの増設も
このことへの具体的な対応であろう。
　しかしながら、これだけでは学校をプラッ
トフォームと位置づけて、どのように子ども
の貧困対策を進めていくのかは見えてこな
い。多分、学校教育がこれまで経験したこと
のない新たな発想が必要なのだと思う。高校
への進学率は99％弱、困難を抱える多くの子
ども・若者が一度は教育の場を通過する。
1996年にユネスコ第45回国際教育会議で採択
された「教員の役割と地位に関する勧告」が
言うように、教師が改革決定のプロセスに参
加する中で神奈川の支援教育に根ざした「県
立高校改革実施計画」が進行するよう期待し
たい。

　　（かなざわ　のぶゆき　　教育研究所員）
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はじめに
　2015年12月、県立高校改革実施計画が発表
された。今回の計画は、「生徒の学びと成長
にとって何が必要かという視点を最優先にす
る（スチューデント・ファースト）という基
本的な考え方に立って、すべての県立高校で
改革に取り組むこととしました」というのが
その趣旨である。本改革は第Ⅰ期から第Ⅲ期
まで12年間のスパンで構想されていて、第Ⅰ
期の改革の特徴としては、高校を地域別に 5
つに分けたこと、学力向上進学重点校・国際
バカロレア認定推進校・インクルーシブ教育
実践推進校・コミュニティスクールなどがい
くつかの学校に指定されたことである。
　今回の改革に関して表向きの趣旨は以上の
ようであっても、少子化による生徒減に対応
して、高校を20～30校削減するという、いわ
ば財政的な側面は見落とせない。「また改革
か」という声が聞こえてきたが、すでに後戻
りできない地平に立っているのも事実である。
　一方、過去に実施されたことについてしっ
かりと検証を行わないと、次の計画の信頼に
かかわってくる。現在もっとも大切なこと
は、改革によって具体的に再編・統合等が行
われた学校に対する調査だと思われる。「県民
のニーズ」に応えるためにも最優先課題であ
る。それを踏まえた上での、今回の改革実施
計画であるべきだろう。
　すでに実施された「県立高校改革推進計画」

（1999年に出されたもの）によって神奈川県立

高校は大きく様変わりしたが、最も良かった
点は何かを研究所所員会議で話し合った。そ
れは、「外部資源の利用ができるようになっ
た」ということであった。特にスクールカウ
ンセラーの導入に関しては、評価が高かっ
た。発達障害の問題など、今までの「生活支
援」（生徒指導）では対応が難しかったことに
対して、スクールカウンセラーの導入で認識
を新たにした人は多かった。スクールソーシ
ャルワーカーの導入もそのことに繋がるので
はないか。
　一方、学校評議員会については一部の学校
はうまくいっているが、多くの学校では「仕
事」が増えただけにすぎない。それは、当会
での話し合いの中身が「居酒屋談義」の域を
超えていないことも多いからだ。スクールカ
ウンセラーは、教員との協働作業も多く、支
援してくれるが、評議員会は注文をつけるだ
けである。この差は大きい。
　県教委は2010年に「今後の高校教育のあり
方検討プロジェクト会議」名で「県立高校改
革推進計画　10年間の成果と課題」（以下、

「10年間の成果と課題」とする）という報告を
している。これは県教委の「検証」に他なら
ない。すでに当報告書が出されて 6 年の月日
が経っているが、本稿ではこの報告を手がか
りに改革計画を論じていくことにする。「10
年間の成果と課題」で何をどう検証したのか
ということは今後の改革に向けての指針にか
かわることであるからである。
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県立高校改革実施計画に先立って
－「県立高校改革推進計画　10年間の成果と課題」を読む －
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　「10年間の成果と課題」は7章に分かれてい
る。「Ⅰ 多様な教育の提供」「Ⅱ 柔軟な学び
のシステム」「Ⅲ 地域や社会に開かれた高校
づくりの推進」「Ⅳ 県立高校の規模及び配置
の適正化の推進」「Ⅴ 教職員の意識改革と資
質向上」「Ⅵ 改革推進のための条件整備等」

「Ⅶ 入学者選抜の制度の改善」がそれに当た
る。そして、Ⅶ以外はそれぞれに「施策展開」

「取組みの成果」「今後の課題」というクライ
テリア（切り口）で分析が行われている。
　ここでは「多様な教育の提供」「教職員の意
識改革と資質向上」「入学者選抜の制度の改
善」について論じたい。

多様な教育の提供
　最初の章であるし、最も重要なところであ
る。「新しいタイプの高校の拡大」ということ
で「クリエイティブスクール」「多部制定時
制高校」「連携型中高一貫教育」が真っ先に
取りあげられているが、ここでは「クリエイ
ティブスクール」について考えていきたい。
　
　　生徒の学習意欲を高めるための取組み
　として平成21年度から導入したクリエイ
　ティブスクール 3 校（田奈・釜利谷・大
　楠）と、平成22年度に開校した多部制定
　時制高校（相模向陽館）については、前
　期選抜・後期選抜ともに志願倍率も高く、
　志願の動機などから、さまざまな学習歴
　を有する生徒一人ひとりにきめ細かく対
　応する県立高校への生徒や保護者のニー
　ズに的確に応えたものであったと考えら
　れる

　この章では、「志願状況をみた場合、それ
ぞれの新しいタイプの高校の設置趣旨や提供

している教育内容等が、中学生や保護者等に
広く周知されてきていると受け止められる」と
いう「志願状況」を根拠に「成果」を誇ってい
るが、「クリエイティブスクール」の中の 1
校は、2016年度には入学志願者数が驚くほど
低くなっている。実は志願者数だけではな
く、学校の取組みこそが、志願者数に直結し
ているのである。学校によっては全国レベル
で注目されている学校もあり、「クリエイテ
ィブスクール」をどう運営していくのかとい
う方法論こそが大切なのである。結論から言
えば、トップダウンの改革ではなく、ボトム
アップの改革が成功した場合に「成果」がで
るのである。
　さて、「多様な教育の提供」の章では致命的
な欠陥があった。さまざまな項目でアンケー
トをとって、実情を聞いているのはいいが、
その回答に示された選択肢に欠陥があった。
　例えば、「高校生活を振り返って、あなた
が通っている高校に満足していますか」（次ペ
ージ表を参照）という回答の選択肢が「①と
ても満足している　②満足している　③概ね
満足している　④あまり満足していない　⑤
満足していない」となって、①から③までの
回答を集計して、「全日制課程で（満足度は）
83.1％と高く」と結論を出している。そもそ
も現在通っている学校に対しては評価を高く
するというバイアスがかかっている上に、調
査用紙としては不備な点がある。つまり選択
肢として「③概ね満足している」は「③どちら
でもない」にしなくてはならない（正しくは、

「①満足している　②やや満足している　③
どちらでもない　④あまり満足していない　
⑤満足していない」になる）。アンケートの③
を満足度に加えないと、83.1％は52.4％に減
ずるのである。他の箇所でも「①とてもそう
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思う　②そう思う　③ややそう思う　④あま
りそう思わない　⑤そう思わない」とある
が、これも選択肢としてアンケートのルール
に従っていない。「キャリア教育によって自
分が成長できたと思うか」では肯定群が74.0
％になると報告しているが、③を「どちらで
もない」にしたら、肯定群は35.1％にすぎな
くなるのである。
　他の章では、選択肢を「①感じている　②
どちらかといえば感じている　③あまり感じ
ていない　④感じていない」「①そう思う　
②どちらともいえない　③そう思わない　④
わからない」などの常識ある回答選択肢にな
っているのと比べると尋常ではない。
　統計的な処理もきちんとしないで、改革の
満足度と肯定度が高いとするのは、「結論あ
りき」の感を否めない。これは、ありえない
ことである。
　この「検証」を参考にした今回の計画であ
るなら、非常に危ういことになる。計画は、
いわば「仮説」であり、実際に起きたことを

「検証」してこそ、よりよい改革が行われるの
ではないか。

教職員の意識改革と資質向上
　「(4)管理運営規則の改正による学校運営の
組織改善と校長の裁量権の拡大」では次のよ
うに述べられている。

　　職員会議の位置づけの明確化やグルー
　プによる運営組織体制の確立などの取組
　みが進むとともに、予算・人事面におけ
　る校長意見の反映など、校長の裁量権の
　拡大を図り、校長がリーダーシップを発
　揮して学校運営の活性化を図る体制づく
　りが進められた。

　教育改革と同時に進められたこの組織「改
善」と校長の裁量権の拡大が実はやっかいな
問題を多く生み出している。教育の分野で
は、いじめ・不登校などさまざまな事象が発
生していて、社会問題化している。こうした

特集Ⅱ　県立高校改革実施計画
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問題の解決も含めて教育改革は志向されるべ
きであろう。ただし、それはひとりで行える
ことでは決してなく、教職員の智恵の集結が
求められている。しかし、裁量権の拡大を誤
解している管理職が、ひとりで何事も決めよ
うとする事例を多く見聞する。職員会議の決
定事項しかり、校内人事しかり、加えて多々
ある教育課題も決裁したがるが、教育問題は
そう甘くない。しかも、行政から言われたこ
とを何の吟味もせずに表面的に捉えるので、
現場は混乱する。これが、教育改革と同時に
進行するので、さらに混乱に拍車がかかる。
　リーダーシップとは上意下達を徹底するこ
とではないことは、すでに企業における常識
であるのに、そのことが分かっていない管理
職が多い。管理運営規則で付与された「権
力」を大上段にかざして学校運営をすれば人
心は離れ、「一将功成りて万骨枯る」という状
況が生まれる。実はあちこちでそのような状
況が生じているのが実情ではないか。

現行入学選抜制度における成果
　　前期選抜と後期選抜の 2 回の選抜機会
　について、「平成21年度県民ニーズ調査
　（課題調査　教育）前期選抜と後期選抜
　の制度」によれば、「 2 回の受検機会があ
　ることから、前期選抜において、最も自
　分が興味や関心を持っている高校にチャ
　レンジすることができる」の「そう思う」
　の回答が56.6％、「学力のみではなく、学
　校の特色を理解して受検することができ
　るため、中学生の主体的な進路選択が可
　能であるため」が46.8％、「学力以外の個
　性や長所を評価した選抜の機会となる」
　が50.3％であり、現行の入学者選抜制度
　の趣旨が受け入れられていると考えられる。

　この総括はすでに古いものになり、入試制
度が変更になったのは周知の事実である。前
期選抜は学力検査をしなかったので、学力低
下が問題になった。この入試制度は実際、

「趣旨が受け入れられている」ということでは
なかったのではないか。今となっては手前味
噌な結論だったと言わざるをえない。
　入試に関して付言するなら、現在、採点ミ
スが大きな問題になっている。その検証は、
ただミスがいくつかあったということではな
く、ミスのメカニズムを解析すべきである。
採点ミスは記号部分なのか記述部分なのか、
記述の場合は中間点の状況はどうであったの
か、教科は何が多いのかなどを分析してこ
そ、ミスが防止されるのであって、「点検を
増やす」だけでは何にもならないどころか、
現場を圧迫し新たなるミスを誘発する。検証
は先に繋がらないと意味がない。

まとめ
　残念ながら「10年間の成果と課題」の検証
は、統計的にも先を見通すという意味でも問
題を残した。それはこの「県立高校改革推進
計画」は成功であったという結論をまず前提
とするような数値処理・記述が多く見受けら
れることからも分かる。そうではなくて、第
三者の立場に立って検証することが非常に大
切である。
　上手くいっていることも、また逆にそうで
ないことも、事実を明らかにする視点が必要
である。そうすることでしか、今後の「高校
改革」には繋がらないのではないかと思う。

　　　　　　　　　　　　（文責　手島　純）



272016. 557№ねざす

はじめに
　教育研究所は、一連の「高校改革」の理念
を基に実際に再編・統廃合された高校の現況
の検証作業を行った。それは『ねざす』47号

（2011年 5 月号）から49号（2012年 5 月号）ま
で、 3 回にわたって掲載されている。本稿で
はそこに述べられていることで重要な点を紹
介・要約して掲載し、現時点における追加の
検証も加えることにした。「振り返り」が、今

後の「改革」の羅針盤になると思うからであ
る。なお、『ねざす』からの引用は枠で囲んで
ある。

検証1（『ねざす』47号より）
　教育研究所は神奈川の高校改革を検証する
に当たって、以下のような社会的・教育的状
況を俯瞰した。

特集Ⅱ　県立高校改革実施計画

教育研究所は「高校改革」をどう検証したか

教 育 研 究 所

① （1973年に始まり1988年完了した神奈川県の）百校計画は、後期中等教育段階での教育機
 会を拡大したが、「課題集中校」などの課題を新たに生んだ（注　この「課題集中校」は 1
 学年12クラス規模の学校が多く、さまざまな「課題」を生んだ）。
② 「課題集中校」はそれまで当たり前だと思われていた日常に疑問を投げかけた。その日常
 とは、生徒は毎日学校に通って授業を受け、一方学校は校則を設定し、カリキュラムに
 そって指導を行う、といったことである。この疑問は、脱学校論的な疑問であった。
③ 1990年代に入ると社会構造は大きく変化し、学校もこれまでと同じやり方ではうまくい
 かなくなってきた。構造変動は、生徒を取り巻く環境に及び、意識の変化も促した。
④ 学校に居ることや学ぶことの意味が明確でなくなり、学校は存在意義を含めて問われるこ
 とになった。
⑤ 文科省等中央の教育政策は、社会構造の変動にあわせて大きく変化し、地方教育政策当
 局を通して学校に対し、変革を促した。

　100校計画は、教育の機会均等を保障する
ものとして、中学卒業者の増加が激しかった
神奈川県では焦眉の急な課題であった。しか
し、それは多くの教育的課題を生じたことも
事実であった。その課題をどうするかが、神

奈川における高校の大きな問題であった。そ
こに1990年代の社会構造の大きな変化が加わ
った。1990年代の構造変化は、社会構造の変
化であったが、それは有形無形に教育分野を
直撃した。
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検証2（『ねざす』48号より）
　神奈川県教育委員会は、1997年「県立高校
将来構想検討協議会」を設置し、生徒数の動
向を展望した県立高校の将来構想について諮

① 多様で柔軟な高校教育の展開を行い、個が生きる高校教育を実現する。そのため、単位制
　 普通科や総合学科、新たな専門学科等、特色ある学校を作るとともに全体として柔軟なシ
　 ステムを実現する。
② 生徒数を展望した高校の適正規模と適正配置を図るため、 再編統合を含めて検討する。 計
　 画進学率は段階的に引き上げる。
③ 地域や社会との相互交流を進め、 開かれた高校を作る。そのため、一定の地域の人々や県
　 民の意見を聞く「学校モニター」のような制度を検討する。

① 学級定員を縮小して参加型学習を実現する。
② 高校生活を「自分探しの旅」ととらえ、「ガイダンス科目」 を設置する。
③ 子どもたちの意欲・志向の多様性に対応できるように多様な選択科目を設置する。
④ 学校を、「学ぶ」場としてだけでなく、「過ごす」場としてコミュニケーションづくりの観
　 点から魅力あるものにしていく。
⑤ 個人の尊重と選択肢の充実を図りながら学校や集団が苦手でも学べる高校を作る。
⑥ 柔軟な再履修、転科、転学システムを実現し、高校での「トライ・アンド・エラー」を可
　 能にする。
⑦ 完全学校五日制でゆとりある生活と学習を確保する。
⑧ 高校への希望者全入を実現する。そのため、 入試方式の抜本的改善を求める。
⑨ 学区縮小と学校間格差の是正を図り、地域と共に歩む高校にする。
⑩ 公費での十分な教育予算を確保し、保護者負担の軽い、県民に開かれた高校にする。

問した。同協議会は「これからの県立高校の
ありかたについて」を答申し、次のような具
体策を提案した。

　一方、神高教は「2003年委員会」（ 1997年
発足）を設立し、「神奈川の高校教育改革プ
ログラム」を公表した。プログラムでは「私

　そこに、1999年11月、2000年から10年間に
わたる「県立高校改革推進計画」が発表され
た。目的は、生徒の多様化、生徒数の減少､
生涯学習社会などに対応しつつ県立高校の将
来像を示すことである。計画の基本的考え方
は「多様な教育の提供」「柔軟な学びのシステ

たちは積極的に、高校をこのように改革した
い､ と提起したいと思います」として次のよ
うな具体策をあげた。

ムの提供」「地域や社会に開かれた高校づく
り」「県立高校の再編整備」であった。「これ
からの県立高校のあり方について｣ と変わっ
たのは「ゆとりの確保」という文言がなくなっ
たことと、「学校運営等の改善充実」 が付け
加わったことである。
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　1999年（厚木南高校）新校準備委員会と全職員で構成される「フレキシブルスクール校内
協議会」が編成される。校内協議会は希望者で構成。改革はすべての職員が担当するという
前提で進められた。全定通の一体化や同一のカリキュラム表を持つ、ということが議論の中
心だった。
　2003年　新校長､ 着任。秋に「校内開校準備担当」を立ち上げ。メンバーは校長指名。協
議会等は事実上消滅。新しい新校構想を打ち出す。進学を目指すカリキュラム構想を中心に
するようになる。
　このことを参加者の一人は「膨大な時間をかけて議論されてきたことが一夜にしてなしに
なったのが厚木南でした。」「管理職が交代したら、その ＂嗜好＂にあわせて方向性も変わるよ
うでは無駄もなくならないし、情熱も続かないでしょう。」と発言している。

　1990年代後半、大きな社会変動を背景にさまざまな高校改革のプランが出され、実際の試
みも行われた。神奈川県では、改革に向けたうねりがあったと見るべきであろう。
　2000年には高校改革推進計画が始まったが、その直後の2002年をターニングポイントとし
て教育政策は転換した。改革構想の中心にあった学力観はあいまいにされ、中身は問わない
ままに、〝学力向上＂だけが叫ばれるようになった。その象徴的存在が学力向上・進学重点校
である。計画進学率という 〝数値目標＂はなくなり、全日制進学率は低下し続けた。
　県立高校は、独自問題を学力テストに含める学力向上・進学重点校、その他の全日制高
校、定時制・通信制高校、という３つのグループに分かれることになった。

特集Ⅱ　県立高校改革実施計画

　以上、検証 2 をまとめたが、神奈川県教育
行政と神奈川高教祖の現状認識や改革の視点
はそう隔たりがあるわけではなかった。問題
なのは「方法」であった。端的に言えば、トッ

プダウンかボトムアップかの違いである。実
は、その両方がロジカルシンキングには必要
なのだが、トップダウンがまかり通っていっ
た。その典型的な例を検証 2 から拾ってみる。

検証3（『ねざす』49号より）
　県教育委員会は2004年10月に県立高校改革
推進計画の「後期実施計画（案）」を発表、12
月に決定した。
　後期計画は、基本的考え方として前期計画

と同じであるが、前期実施計画策定後、社会
状況が変化したという認識も示している。後
期実施計画が「社会状況の変化に伴う課題と
対応」として示しているのは次の四つである。

①	社会・経済・文化のグローバル化の一層の進展

②	ＩＴ社会の一層の進展と科学技術の急速な発展に対応した専門性の育成

③	学ぶ意欲、確かな学力向上への期待

④	規範意識の低下、交流・体験活動の希薄化、不登校、中途退学などの課題への対応

　高校改革推進計画の終了間際になって、県
教委は、「後期計画を推進する中で、新たな

対応を求められている課題についての取り組
みも進める」として次の三つをあげた。



30 2016. 557№ねざす

① クリエイティブスクール（田奈高校、釜利谷高校、大楠高校）
② 連携型中高一貫教育（愛川高校・光陵高校）
③ 相模向陽館高校（多部制定時制高校）

　全日制進学率は、「県立高校将来構想検
討協議会」が「段階的に引き上げる」とし、
2000年には94％に設定された。その後若干の
上下があったが、 後期計画でも94％とされて
いた。
　しかし、定時制では、2002年の入試で予想
を超えた受験生が応募し、混乱した。県教委
は「募集定数を超えて全員合格とするよう」
指示を出す事態になった。2004年の入試では
定時制のみ 4 月に入って 3 次募集が行われた。
　公立高校の定員枠は1979年以降、「公私立
高等学校設置者会議」で事実上決められてき
た。2005年度入試に向け、県教委は「近年の
景気低迷により、公立高校への進学ニーズは
高まってきた」「近年の公私協議の結果、公
立定員枠を大幅に削減したことなどにより、
平成14年度と16年度入試において、経済的に
私学に行けない全日制公立高校不合格者が定
時制高校の志願に殺到し、定時制選抜が混乱
した」という認識のもと、「過去、公私協調
を基本に定員枠は協議してきたが、県教委と
して、来年の入試に行き場のない生徒を出す
わけにはいかない」とし、公立枠38,146人を
提案した。
　これに対し、私学側（財団法人神奈川県私
立中学高等学校協会）は、県教委の提案は過
去の約束に反するという理由で「平成17年度
の公立校の入学定員数を36,827人以上とする
決定をしてはならない。」ことを求める「神奈
川県立高等学校生徒入学定員決定差し止め請
求」訴訟を起こした。2004年10月のことであ

る。
　県教委は臨時会を開いて応訴を決定し、差
し止め訴訟が違法であることなどを含む意見
書を発表した。
　こうした事態に対して、神奈川県知事が 

「新しい協議の場を設定する」と提案し、私
学協会は提訴を取り下げた。新しい協議の場
である「公私立高等学校設置者会議」で公私
の枠をめぐる協議が行われたが、全日制進学
率は低下を続け、90％を切る状態が定着して
しまった。その結果、定時制、通信制への入
学者は増え続けた。 
　このような状況下で改革を支えたさまざま
な理念も変質していった。その筆頭は「ゆと
り教育」である。「ゆとり教育」は、生涯学習
の理念を踏まえて「ともすると学校教育とい
うものに頼りがちな教育の現状を見直す」「画
一主義と学校中心主義からの脱却を目指す」
ものであり、学校での学習量を減らすことで
もあった。しかし、「ゆとり教育」は文科省
の政策転換を受けて後退した。2002年の学習
指導要領は実施されるとすぐに再改訂され、
学習指導要領は最低基準と書き込まれたが、
2007年告示（小、中学校）の学習指導要領は、 
一旦減らした授業時間数を再び増やした。
　「新しい学力観、評価」についてはかなり
の混乱が生じ「キャリア教育」もさまざまな
説明がなされ多義的になり、「総合的な学習
の時間」も色あせていく。検証 3 では、そう
したことを踏まえ、教育改革の理念について
次のようにまとめた。
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特集Ⅱ　県立高校改革実施計画

理念についてのまとめ
　検証 2 で述べたように、改革で掲げられた理念の多くはこれまでの高校教育の枠組みを大
きく変えようとするものであった。それだけに多くの時間と論議が必要だったと言える。 教
育行政や専門家の説明が一貫していたわけでもない。いうまでもなく、新しい理念は現場に
即して検討が必要である。その検討は十分行われたのであろうか。例えば評価について、 高
校のこれまでのやり方は評価についてほとんど意識していなかった、という教職員組合の指
摘が正しいとすれば、相対評価や到達度評価の基本に立ち戻っての検討は各学校で行われた
のであろうか。
　パラダイム転換とも言える新しい理念の導入がどのように行われたのか、あるいは行われ
なかったのか、細部にわたる検証が、ケーススタディでも良いので、今後必要ではないだろ
うか。

　改革が当初求めた方向性を、各学校が徹底的に議論し、自校にだけ必要な物差しを用意し、 
学校づくりを進めることが必要ではないだろうか。そしてその方向性は、10年もたてばほと
んどすべての教員が入れ替わってしまうことを考えれば、全員が討論に参加し、共通理解す
るのでなければ、用をなさないであろう。どのような校内組織であれ、全員が討論に参加し、 
自分の問題として考え、共通理解できるようなやり方が必要ではないだろうか。

　理念だけで事が進むわけではない。その検
証が必要である。そして、検証 3 は次のよう

な文章で締めくくっている。

まとめ
　以上、『ねざす』に掲載された「検証　高校
改革推進計画」を概観した。その後の学校の
様子も含めて、今後の改革のために考えなけ
ればならない問題点をあげることで、まとめ
としたい。
① 改革の理念は方法により制限される。トッ
　 プダウンだけではなく、ボトムアップの
　 思考法がなければ問題解決には至らない。
② リーダシップとは何かが問われている。
　	管理運営規則の改「正」によって学校運営
　 の組織改善と校長の裁量権が拡大したが、
　 その「権威」を利用した狭量な裁断が多く
　 見受けられるのは是正されなければならな
　 い。

③ 観点別評価・総合的な学習などが本来の
　	形から逸脱している現実があるので、原
　	点に戻ってその意味を考えなければなら
　	ない。
④ 「事故防止」は点検を増やすといった対症
　	療法ではなく、構造的な問題まで踏み込
　	む必要がある。そのことは「改革」を表面
　 的にしないという問題とも繋がっていく。
⑤ 子ども・若者の貧困問題や格差の問題を
　	無視した改革であってはならない。
⑥ 今までの改革の中で抜け落ちている点と
　	して、教員の働き方の問題がある。その
　	点を抜きにした改革は、教員を徒に多忙
　	にし、教育現場をブラック化させる。
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【はじめに】
　県内 2 校目の県立多部制定時制高校である。「定
時制」高校であるが、夜間はなく、午前部と午後部
の 2 部制の単位制普通科高校である。制服が定めら
れ、午前部、午後部双方の時間割の弾力的な活用

（＝部間併修）、学校外の学修の単位認定などによ
り、 3 年間での卒業も可能となっている。
　県立高校改革による改編のちょっと後の2014年度
に鮮やかに開校した本校について、その成り立ちや
職員の様子等をささやかにでもお伝えできれば幸い
である。

【開校計画】
　2012年 2 月「横浜港南方面多部制定時制高校　基
本構想案」、同年10月「新校設置計画　横浜港南方
面多部制定時制高校」の中で、元・港南台高校の敷
地を利用し、午前部、午後部共に560人の合計1,120
人の規模で開校するとされた。設置目的には、多様
な背景をもつ生徒が社会的に自立できるよう「確か
な学力」「社会生活実践力」「豊かな人間性」を身に
つけられる教育を展開すること、各自のニーズに応
じて「ゆっくり・じっくり、きめ細かく学び」、自己
の成長を実感できる教育を展開することなどが挙げ
られている。特に「わかった・できた・つながった」
は、本校のメインキーワードとなる。

【開校準備】
　2009年に港南台高校が上郷高校と統合した際に空
いた校舎が、2011年から校舎立替のため横浜立野高
校港南台校舎として利用されていたが、2013年11月
1 日、その片隅に初代校長を含む16人による開校準
備室が設置された。教育局内で開校準備をしていた
メンバーに加え、2013年度 4 月から元の在籍校と兼
務で開校事務に当たってきたメンバーは年度途中で

横浜明朋高校 ― 校歌の名前は「希望の名前」

異動してきたこととなる。前任校への思い、新しい
学校作りへの思い、色々な思いがあっただろうこと
は想像に難くない。

【地域との関わり】
　開校準備段階からの大きな取り組みの一つが地域
との協働である。閑静な文教地区である港南台駅周
辺において、「定時制」高校が開校することは、地域
住民に大きな不安を与えたらしい。地域住民と対話
を重ね、なんとか理解を得、むしろ地域の教育力を
活用する発想から生まれたのが、地域ボランティア
の「めいさぽ先生（←明朋サポーター）」である。

【いよいよ開校】
　2014年 4 月 1 日、私を含めて新着任者を迎え、職
員数は倍以上となる。開校準備メンバーが大歓迎し
てくれたこと、10日の開校式・入学式に向けて合間
を縫って校歌練習に精を出したこと、式当日のこ
と、それ以降、校内・校外を日々走り回ったこと等
は全て強く思い出に残っている。なお、入試段階で
午前部、午後部は独立して対応され、結果、雰囲気
や特徴も異なってくる。が、成績処理や行事等につ
いては、午前部、午後部とも同年次として一体に扱
われる。

（�）
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【学校生活の特徴】
　開校当初の日課表は、午前部、午後部が 4 校時重
なりになっており、 4 校時終了後は両部共通の「ブ
リッジタイム」で、昼休みと同時に、委員会活動等
の時間となっている。部活は 7 時間目後（いわゆる
放課後）である。ちなみに、実際の生徒の生活実態
などから、日課表には若干の変更が加えられ、2016
年度からは午前部、午後部は 3 、 4 時間目重なりと
なった。
　また、大きな出来事の一つは、開校まもなく、校
舎の耐震検査の結果、東棟の建て替えが決定したこ
とだろう。西棟も部分補修が必要とのこと。1期生
は、 3 年次になると同時にグラウンドに建てられた
仮設校舎へと移動し、基本的に新校舎を目にするこ
となく卒業していくこととなる。（涙）

【生徒対応上の特徴】
　本校の生徒指導・支援体制における合言葉は「か
かわる・寄り添う・見守る」。受け入れる生徒像や
地域との関わり等、様々な要素から議論・検討され
た結果、様々なニーズを抱える生徒の安心・安全を
重視し、マナー・ルール・身だしなみを大切にし、
不正や反社会的な行動には毅然とした態度で臨む姿
勢が打ち出されている。同時に、教育相談体制や外
部機関との連携等、生徒一人ひとりの小さな変化を
見逃さず、きめ細やかな支援を行う体制の構築が目
指されている。ただ、やはり現場で感じるのは、こ
うした支援体制を整えるには、生徒数が過大である
こと。生徒達に十分に行き届く支援を実現するため
には、まだ課題は多いと言わざるを得ない。

【サプリ・ビタミン】
　特に「わかった」を目指す工夫として、数学と英
語について、中学校までの学習内容を学び直す必履

修科目の「ビタミン」が、また両科目の基礎学力の
より一層の定着を目指す自由選択科目の「サプリ」
が設置されており、TTによる授業が行われる。ま
た、「サプリ」ではさらに 3 人目の助っ人が現れる。
そう、「めいさぽ先生」だ。職員と共に教室に入り、
生徒に個別対応をしていただいている。

【スタート・みらい】
　本校のキャリア教育の大きな位置を占める総合的
な学習の時間は、大きく「スタート」と「みらい」に
分かれる。10分間の学びの時間である「スタート」
は、全ての学習の基礎となる集中力、語彙力、聞き
取る力を養成し、また、二人担任の眼で生徒の出欠
と様子を確認・観察することも目的とされている。

「みらい」では、年次に応じて自己理解から社会生活
実践力の獲得までを目標とした学習が展開される。

【職員は】
　2016年度初めて卒業生を輩出する新しい学校なわ
けだが、職員は 2 校目異動の方も多く、平均年齢は
県内ではかなり低い方であろう。いわゆるベテラン
から若手まで非常にフットワークがよく、職員会議
等でも活発に発言がされている。そもそも、年次が
一通り揃うまでは、当然職員数も少ないわけで、始
めのうちは職員会議だろうと年次会だろうと、何で
も皆で議論をしていたところから始まっている。そ
こから、年度をまたぐ毎に大幅な職員数増となり、
組織体制がダイナミックに変化するのは新たな学校
作りの面白みだと感じる。あくまで現在は新たな学
校作りの真っ最中であり、結論めいたことは言えな
い。職員が、そして生徒達が現在進行形で主体的・
積極的に学校作りに関わっている。この先にどのよ
うな道が開けるのか…胸に抱くは、希望。
　　　　　（なかお　こうしん　横浜明朋高校教員）

学校から・学校へ（ � ）
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オリジナルな授業づくりを

千　葉　　　保

１．はじめに
　『ねざす』第54号の「教員の意識調査」【 1】

を興味深く読んだ。世代を問わず80％以上の
教師が指摘した学校の問題は「生徒の基礎学
力を保障する取り組みが不足している」「生
徒と接する時間が足りない」「忙しすぎてゆと
りがなさ過ぎる」「教員の間で教育観や教育
方針に関する議論が少なくなっている」「教
員の仕事に対する社会的評価が下がってい
る」が挙げられていた。ここからは「教師の多
忙化」で「授業を考える時間のなさ」が日常化
し「教師同士の教育対話の減少と授業実践の
切磋琢磨の不足」の様子が見て取れる。また
神奈川の高校現場にはさらに、「共通テスト」
が強制され、標準化した授業が求められてい
る状況が加わる。
　本来は授業作りが教師の第一の仕事である
はずなのに…である。
　このような教師の情況の高校で、生徒たち
はどんな学びを日々体感しているのだろう
か、心配になる。
　教職を目指す大学 1 年の学生に「よい教師
とはどんな先生か？」と問うと、「冗談も交え
ながら分かりやすい授業をする先生」を挙げ
る学生が多い。教科書を効率的に教え、テス
トでは点数が取れ、それでいて退屈ではない
授業をする教師像を挙げるのだ。彼らは高校
時代にそんな教師を「よい先生」として意識

して教職を志望してきたのだ。
　受験学力が物差しの世界では「効率」が大
きく幅をきかせる。高校時代の彼らはそんな

「授業」にどっぷり浸かっていて、それを再生
産しようと考える傾向がある。

２．ボビットの持ち込んだ「効率化」
　学校に産業主義の工場や企業をモデルとす
る教育過程を最初に体系化したのはシカゴ大
学のフランクリン・ボビットだ。子どもは

「原料」、教育目的となる「理想の大人」は
「完成された製品」とされ、教師は「職人」、
校長は「工場長」、教育長は「経営者」と表現
された。そして「原料」（子ども）から「製品」

（教育結果）へといたる過程をいかに合理化
し、効率化するかが、「教育エンジニア」と
しての教師の中心的な課題とされた。
　学校で日常的に登場する「教育目標」とい
う言葉は、ボビットが最初に使ったのだ。工
場生産における「生産目標」という言葉が「教
育目標」に置き換えられて登場したのだ。こ
の教育過程は1910年代から20年代にかけて世
界各国に急速に普及し、今日の学校教育の基
本的な構造を構成している。【2】

　現在の日本の教育は、この効率主義に未だ
に両足をどっぷりつけたままのようにみえる。
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３．アップルの指摘
　ウィスコンシン大学のマイケル・Ｗ・アッ
プルは、著書『教育と権力』【 3】で、教師の
労働について次のように指摘した。
　1970 ～ 80年代、アメリカのカリキュラム
理論の方向は、目標に照らしてカリキュラム
をどう編成し、その結果をあらかじめ設定し
ていた目標に照らしてどう評価するかとい
う、効率追求のための評価に関心が占められ
ていた。できあがったカリキュラムを消化す
る主体である子どもや青年が、実際には何を
学んでいるのかということについては、不問
に付しがちであった。このような目的合理主
義的なカリキュラム観は、結局は、社会の不
正や国家そのものの犯罪を見つめる人間をつ
くり出してこなかった。そして体制を維持す
る人間を再生産することに繋がると指摘した。
　さらに、勉強は、現在の生活ではなく、た
だひたすら“将来”のためだけにする。だか
ら、高校までのカリキュラムは、大学に入れ
ば無用の長物となり、それ以前に進学をあき
らめた者にとっては、無意味なセレモニーを
こなしているにすぎないものとなる。教師は
このようなルーティンをこなし、支えるだけ
の作業員になりはてているとも指摘した。
　労働者が、単なる手足として働かされるの
ではなく、自らの手足を自分の意思で動かす
ことのできるように、頭脳の部分を取り戻す
ために自治と団結を主張するのは、人間の権
利として当然である。それと同じように、教
育における合理主義とシステム指向に抗し
て、教師も教育実践の頭脳を取り戻す必要が
あると指摘している。
　アップルの描く理想の教師像は、ガリ版刷
りのきれいな文字で書かれた手作りのプリン
トや、手作りの教材などを巧みにつくる教師

を示す。このような伝統への回帰の主張は、
現代においてはかえって新鮮に響いてくる。

「手作りの授業を創造する」という課題を、ア
ップルは教師たちに提示したのである。

４．「授業」再考の視点
　佐藤学は、教師文化を発展させるため教師
の 3 つの課題を挙げている。【4】

　その第一は教師の「無能化（deskilled）」を
克服する課題である。前述のアップルは、教
育技術のレパートリーとして「耐教師性

（teacher proof＝どんな教師にも有効である
こと）」を保証された教材が、学校現場に普及
すればするほど、教育内容はファストフード
のような安直な内容となり、授業の技術は

「レシピ（料理マニュアル）」へと転落して、
教師が「無能化」される作用を持つことを指
摘している。この「無能化」に対抗するため
には、「今ここ」を生きる一回性の経験のひと
つひとつを「出来事」として経験し、表現す
る教育の実践的研究を仲間と連帯して推進す
るほかないだろうと述べている。
　第二の課題は、授業を創造し合い専門家と
して成長し合う教師同士の連帯（「同僚性」）
を学校の中に築き上げる課題である。「同僚
性（collegiality）」という概念を提起したの
は、カリフォルニア大学のジュディス・リト
ルだ。リトルは、多数の学校を対象として

「成功している学校」と「成功していない学
校」を峻別する要素の相関の度合いを調査し
た。そして、教育実践の創造を中心とする専
門家としての同僚間の連帯という要素（同僚
性）が、学校教育の成功を決定づける最も大
きな動因として機能していることを報告して
いる。
　佐藤は、「同僚性」を築き上げるためには、

オリジナルな授業づくりを
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教育実践の創造、校内研修を中核にすえた教
師の連帯を、学校の内側から集団的に構築す
ることで具体化されると述べている。
　 第 三 の課 題 は、「公 共 的 使 命（public 
mission）」を銘記する課題を挙げる。教師の
仕事は、かつては、国や社会の未来を準備す
る明確な指標に支えられて展開されてきたの
だが、現代の教師は、むしろ「公共的使命」
を喪失した状況において煩雑な仕事を遂行さ
せられているのが現実である。この事態は、
一方で、教師の仕事を「シャドウ・ワーク

（影の雑務）」へと転落させると同時に、もう
一方で、教職の専門性の空洞化を導いてい
る。その最たる現れが、教師の多忙化と燃え
尽き現象であろう。皮肉なことに、教師たち
は「公共的使命」を喪失することによって「公
僕」としての煩雑な仕事に忙殺され、ますま
す、自らの仕事の意味と価値を保障する専門
性を喪失するという危機に直面していると指
摘する。
　佐藤は、今日の社会と文化の混乱と混迷が
示しているように、教育の「公共的使命」
は、これまでのどの時代よりも切実で緊迫し
たものとなっている。この切実さと重要性を
新しい「公共的使命」として再定義する必要
が提起されてくると指摘し、共生とエコロジ
ーを主題として掲げた教育研究と教育実践
は、この課題への挑戦として受けとめること
ができるだろうと述べている。
　先述の『ねざす』でのアンケートの結果
も、これらの課題にすべてがリンクしてお
り、我々の問題は、世界の教師たちの課題で
もある。これは、学ぶ生徒たちの危機でもあ
る。行動に移すことが希求される。
　現状を追認せずに「手作りの授業を創造す
る」という課題に取り組もうではないか。

５．オリジナルな授業づくり
　私はこれまで、「手作りの授業」「オリジナ
ルな授業づくり」にこだわって仕事を続けて
きた。とりわけ「公共的使命を銘記する課題」
に関する実践を多く発表してきた。そのいく
つか挙げる。
⑴「ハンバーガー」の授業【5】

　ハンバーガーを 1 個食べると 9 ㎡の熱帯雨
　林が消えるというハンバーガーコネクショ
　ンの世界にスポットを当て、中央アメリカ
　諸国から熱帯雨林を燃やして作った「牧場」
　で育った安い牛肉を輸入しハンバーガーに
　使用するアメリカの状況を授業し、南北問
　題を考えた。
⑵「使い捨てカメラ」の授業【5】

　当時、大流行した使い捨てカメラの使用後
　の行方を追い、大量生産・大量廃棄の問題
　点を考えた。 1 回で捨てられる使い捨てカ
　メラの電池は98％も残っていた。また基板
　なども全て捨てられていた。この授業は、
　富士フイルムを動かしリサイクル工場を設
　立するといった動きにつながった。
⑶「コンビニ弁当16万キロの旅」【6】

　地球を何周もする距離を運んだ食材で作る
　コンビニ弁当にスポットを当て、食糧問題
　・環境問題を考えた。この内容を簡単に
　紹介する。
　①「コンビニクイズ」…コンビニは売れ残
　　った弁当はどうする？などの質問で、生
　　徒の意識を対象に近づける
　②「コンビニ店長バーチャル体験」…仕入
　　れるコンビニ弁当数を本部に注文する店
　　長になって注文し、売上げを増やす取り
　　組みや儲けの仕組みを知る
　③「お弁当工場の一日」…お弁当工場の様
　　子を報告
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　④「幕の内弁当とフードマイレージ」…和
　　風幕の内弁当の食材と産地を調べ、食材
　　の輸送距離を計算する、フードマイル運
　　動の意味とフードマイレージを使った国
　　際比較を行う
　⑤「バーチャル・ウォーターとコンビニ弁
　　当」…食料輸入で外国の水を大量に消費
　　しているという現実を具体的なコンビニ
　　商品で考える
　⑥「現代の食についてディベート」及び「今
　　後の取り組みを考える」…考えを深化さ
　　せる
　こんな授業である。これは東京書籍の中１
国語の教科書にも載った。

６．身近な「もの」から始める授業の有効性
　身近な「もの」から始める授業の有効性は
次のことが指摘できる。
・普段何気なく見ている「もの」に現代の情
　報・問題が凝縮されており、見慣れた「も
　の」が持つ意外性が生徒の知的好奇心を刺
　激する。
・身近な「もの」を見つめ、問題を探ること
　で活動が具体性を帯び観念的でない学びに
　なる。
・一つの「もの」のあり方や法則性は、全体
　の社会事象の本質につながる普遍性を持つ。
・「もの」に対する疑問から発した学びは、
　共同思考を経て収束し、より質の高いもの
　に転化・発展する。
　身近な「もの」にスポットを当てた授業は
生徒の活発な活動を促すだろう。これは公民
の授業に限って有効なのではない。様々な教
科でも活用できる。
　例えば、歴史の授業で「もの」にスポット
を当てると、時代区分の知識ではない歴史を

俯瞰する授業もできる。「銅」という金属にス
ポットを当てると、奈良大仏の金属組成は91
％の含有量だが、鎌倉大仏では70％に下が
る。これはどうしてだろう？平安末期に日本
の銅の生産量が激減し皇朝十二銭も鋳銭でき
なくなったのだ。鎌倉時代は宋や元から銅貨
を輸入して対応したことが理解できるし、そ
れを鋳つぶして鎌倉大仏を作ったことも見え
てくる。宋の銅貨の含有量と鎌倉大仏の含有
量はほとんど一致するのだ。
　江戸時代になると、足尾銅山や別子銅山が
発見され、寛永通宝が発行されるようにな
る。一方、清国は銅不足となり、日本から大
量に寛永通宝を輸入し流通させた。中国各地
や遠くウルムチでも寛永通宝の埋蔵銭が発見
されている事実でも分かる。【7】

　銅にスポットを当てると日中の交流史まで
見えてくるのだ。こうした手作りの授業は、
生徒たちに教科書学習にない興奮をもたら
す。知的好奇心を喚起するのだ。
　教師の多忙化と教師の対話不足が学校を覆
う今だからこそ、教師間の教育対話と授業づ
くりを大切にしていきたい。
　昨年、自由の森学園（中・高）の研究会に
参加した。社会科教師 7 名と懇談したが、彼
らは全員で休みを利用してドイツを訪問し、
高校の授業参観やヒトラー関連の史跡を訪ね
たという。ここから同僚性を基盤にした手作
りの授業が芽生えてくると感じた。

７．おわりに
　大学１年の「教職論」の講座で、『「学び」
から逃走する子どもたち』【8】を輪読し、東ア
ジア型教育の限界を共に考え、手作りの授業
で活躍する日本の教師たちの実践を紹介して
きた。こうした中で、学生たちの「よい教師」

オリジナルな授業づくりを
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のとらえ方が変化していく。講座最後のエッ
セーで、次のようなことを書いた学生がいた。

「今まで学校教育で受けてきた授業が，なん
て消極的で盲目的だと思い，ハッとさせられ
た。教育は人を育むものであるはずだが、私
は私が今まで受けてきた教育のせいで私の中
の何かが死んでしまったのではないかと思
う。それは学びへの好奇心かもしれないし、
もっとはっきりした個性かもしれない。違う
教育を受けていたら、今よりもっと魅力的な
“私”が、今ここで“私”として生きていたかもし
れない。」
　生徒にこんな思いをさせないためにも、私
たち全体の「手作りの授業」「オリジナルな授
業づくり」が希求されていると思う。
　今、安保法制に反対のデモをする高校生た
ちは「とりまＵＮＩＴＥ（とりあえずつながろ
う）」と叫んでいる。ここに出発点がありそう
だ。

【脚注】

【1】 神奈川県高等学校教育会館教育研究所　
　　　沖塩有希子「『教員の意識調査』が示唆すること」
　　　『ねざす』第54号70－75頁

【2】 佐藤学「効率主義の教育学」20－22頁
　　　『教育方法学』1996　岩波書店

【3】 マイケル・Ｗ・アップル著　浅沼茂・松下晴彦訳
　　　『教育と権力』1992　日本エディタースクール出
　　　版部

【4】 佐藤学「教師文化の諸類型」144－146頁
　　　『教育方法学』1996　岩波書店

【5】 千葉保『授業・日本はどこへ行く？』1991
　　　太郎次郎社

【6】 千葉保監修『コンビニ弁当16万キロの旅』2005　
　　　太郎次郎社

【7】 三宅俊彦『中国の埋められた銭貨』2005　同成社
【8】 佐藤学「『学び』から逃走する子どもたち」
　　　岩波ブックレットNo.524

　（ちば　たもつ

　 　元小学校校長／前國學院大學兼任講師）

日本の中等教育を建て直すための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三つの柱について

中　島　章　夫

はじめに
　高等学校在学時代に始まる私の我が国中等

教育制度への疑問は、志望して文部省に入省

し主に初等中等教育局で勤務し、初代アメリ

カ大使館駐在を経験するなど諸外国の制度に

も学びながら、人生後半には、衆・参議院に

籍を置くなどして、今日に至るまで、私の生

涯をかけて追及してきた課題である。今まで

に煮詰めてきた課題は次の三つの柱に集約さ

れる。その一つは、失われた“中等教育体系”

の復活であり、二つ目は、中等教育の目標再

考であり、三つ目がカリキュラム研究開発体

制の構築である。いずれも昨今の教育改革論

議では触れられることの少ない教育の本質に
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かかわる問題であると考えるので、以下それ

らについて考察を進めることにしよう。

１．中等教育体系というもの
　戦後我が国において“中等教育体系”の大切

さについてどれほどの議論がなされてきたで

あろうか。ほとんど真剣な議論がなされて来

なかったというのが私の見立てである。今か

ら考えれば、その大きな原因の一つが、戦後

我が国の国民に民主主義教育の申し子として

歓迎されて導入した、 6 ･ 3 ･ 3 制の学校教育

制度、特に中等教育が中学校 3 年、高等学校

3 年に分けられたことによっていると考え

る。児童・生徒の心身発達上最も個性的で陶

冶性に富んだ、しかも人間にとって最も大切

な大人の社会への入門・訓練の時代である中

等教育が、関係者の間に“中等教育体系”とし

て、その教育上の重要性が認識されず、他人

任せの受験競争とやらに子供を追い込むばか

りで、義務教育の前期 3 年と、高等学校の後

期 3 年との間に、青年をたくましく育て上げ

るという教育指導上の連携が、全くというほ

ど途絶えてしまっていることに起因している

といってよいであろう。

　先進諸外国の教育制度では、古くから中等

教育は、途中から分岐するかどうかは別とし

て、子供の個性・能力に合わせて最も幸せな

人生の出発点へと誘ってあげるという、中等

教育の持つ最も大切な使命を、教育関係者は

もとより、父母や生徒も協力しながら一貫し

て追求してきていることが分かる。例えば、

ドイツでは､ 4 年間の基礎教育の後、 2 年間

の観察指導の段階が設けられていて､ いった

ん進学した基礎学校、実科学校、ギムナジウ

ム等から、他の学校へ移ることができること

になっており、最終的な進学は、観察指導が

終わった段階で、教師と親とが、子供の成績

等を見て協力し相談しながら決定することに

なっている。また、フランスでは、 5 年間の

小学校が終わると､ 前期中等教育に当たる４

年間のコレージュに進学するが、この学校の

後半では､ 外国語科目や専門科目などの選択

科目が増えて、生徒によって授業数や登下校

の時間が異なってくるという。最終学年で

は、それまでの成績や本人の希望に基づいて

その後の進路の指導が始まる。選択肢として

は、後期中等教育に当たるリセの、普通教育

課程、工業教育課程、職業教育課程へと進学

していくことになっているが、いずれの場合

にも、成長発達の著しい子供の個性や学習成

績に基づいて、中等教育教員が親の意見や本

人の志望を勘案しながら、中等教育教員とし

ては最も厳しくて辛い進路選択支援と指導に

当たることになっているのである。

　ひるがえって我が国を見てみると、 6 年間

の小学校教育を終えると､ 多くの場合同じ市

町村教育委員会の運営する中学校へと進学す

るが、個性化、多様化の必要が叫ばれて既に

何10年も経過した現在でも、平等・画一を旨

とした一斉指導から抜け出せず、 5 教科ない

し 8 教科の総合点数の高い者から順に､ 序列

化された各種の高等学校へ送り出される、い

わば人間教育不在の有様である。画一平等で

その平均水準の高さで世界に冠たる初等教育

を持つ我が国が、激動する国際社会へ有為な

人材を送り出せない主な原因は、“中等教育体

系”を見失った中等教育の失敗にあると言える

のである。中等教育の失敗の原因となってい
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るもう一つの問題は、今日の学習指導要領の

原型となっている昭和33年版の学習指導要領

の構成に由来している。

２．中等教育目標の拡散と喪失
　昭和27年サンフランシスコ講和条約が締結

され､ 我が国は長い戦後の混乱と占領体制か

ら抜け出すことになった。朝鮮戦争による外

需という外的条件にも助けられたとはいえ、

昭和30年代に入って､ いわゆる神武景気・岩

戸景気といわれる経済発展や後の所得倍増計

画を可能とするのは、なんといっても児童・

生徒の基礎学力の充実に他ならないというの

が、国民共通の認識となり､ 6 ・ 3 制をはじ

め戦後の民主化教育を支えたアメリカの影響

から脱して、我が国独自の教育振興政策が志

向された。昭和33年版の学習指導要領は、国

による基準性を明確にするために、学校教育

法施行規則を改正して、その第25条で、「教

育課程の基準として文部大臣が別に公示する

小学校学習指導要領によるものとする。」（中

学校、高等学校にも準用）と定めたのである。

　道徳の時間の特設や、国の最低基準として

の教科ごとの年間の授業時数を示し、カッコ

書きで一週間当たりの平均授業時数も示され

た。このようにして基準性を明確にした昭和

33年版学習指導要領の形式は､ 以後今日に至

る各学習指導要領の改訂に受け継がれている

ことは周知のとおりである。昭和33年当初、

敗戦の痛手から立ち直り、児童・生徒の基

礎・基本の充実を図りながら、我が国独自の

発展を期そうとした時代はともかくとして、

その後も約10年ないし10数年毎に繰り返され

る国の教育課程改訂作業は、文部大臣の諮問

に始まって、教育課程審議会による審議、そ

れを受けての各学校段階別の学習指導要領の

改訂、新しい改訂内容の各地方への伝達講習

や教科書等への反映、移行措置の期間を経て

各学校段階順の実施と、10年近い年月を要す

るため、地方教育委員会や教育現場では、上

を見て国の新しい基準を追いかけることに精

いっぱいで、自らの足元で教育課程内容の定

着度合いを分析し、改良工夫を加えていくと

いう、特に中等教育カリキュラムの充実発展

にとっては、最も大切な手法や手順は当初か

ら失われたままなのである。

　昭和22年 4 月アメリカ教育使節団の報告の

下に、 6 ・ 3 制の新学制が敷かれ、「学習指

導要領一般編（試案）」が、文部省著作図書と

して刊行された。この一般編に続いて各教科

等のものが準備の整ったものから順に刊行さ

れていった。昭和26年に至って、これらバラ

バラに刊行されてきたものを一冊にまとめた

ものが、昭和26年版の「学習指導要領一般編

（試案）」（全学校段階共通）であった。この

昭和26年版の目次構成を見てみると、Ⅰ. 教

育の目標　から始まって、Ⅱ. 教育課程　Ⅲ. 

学校における教育課程の構成　Ⅳ. 教育課程

の評価　Ⅴ. 学習指導法と学習成果の評価と

なっており、例えばⅢの「学校における教育

課程の構成」では、 1 ．教育課程とは何を意

味しているか、 2 ．教育課程はどのように構

成すべきであるか、 3 ．年間計画と週計画な

どのように、教員が教育課程を構成する上

で、極めて役に立つ構成内容となっていたこ

とが分かる。

　特に注目すべきは、26年版「学習指導要領

一般編」では“Ⅰ教育目標”の冒頭に次のよう
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に示されていることである。すなはち、「教育

においては、教育の目標を考えることなし

に、解決される問題はないといえる。ことに

教育課程は、児童や生徒たちが望ましい成長

発達を遂げるために、必要な諸経験を彼らに

提供しようとする全体計画であるから、教育

課程を論じるに当たっては、まず始めに教育

の目標をしっかり把握してとりかからねばな

らない。」（下線筆者）と明確に述べているの

である。続いて教育目標の構成内容として掲

げられているのは、 1 ．教育の目標を定める

原理、 2 ．教育の一般目標、 3 ．小学校・中

学校・高等学校の目標、 4 ．教科の目標とな

っており、昭和33年版以降今日までの我が国

の学習指導要領がその中心的内容として掲げ

る教科の目標は、当然ながら第 4 番目つまり

最後に登場するのである。

　ここに示されているように、教育の目標、

教育課程、学校における教育課程の構成、教

育課程の評価、学習指導法と学習成果の評価

などは、教員が教育課程というものに向き合

い、当該学校の児童・生徒に最もふさわしい

教育課程を編成し、実施して、その成果を評

価することによって、次のより良い教育課程

へとつなげていくことの大切さと道筋を明確

に示したもので、“教育においては、教育の目

標を考えることなしに、解決される問題はな

いといえる。”という指摘と併せて、いつの時

代にも、学校が取り組まなければならない教

育のイロハのイに当たるものであるが、昭和

33年版以降の我が国の教育課程基準は、特に

中等教育の段階で、指導が各教科担任となる

上に、教育目標が、教科等ごとの達成目標へ

と拡散・矮小化されており、人間としての青

少年を立派に育て上げて社会に送り出すとい

う、教育そのものの持つ大切な目標が無視さ

れたままになっているのである。

３．カリキュラム研究開発体制の構築
　 6 年間の中等教育の在り方を見直していく

責任は、誰が負っているのかを改めて問い直

してみたい。すでに指摘した通り、前半の 3

年間は義務教育として市町村教育委員会が、

後半の 3 年間は都道府県教育委員会が担当し

て、その間に中等教育全体としての、教育指

導の一貫性が図られていないことは、世界の

中等教育を見渡しても異例のことである。こ

のことは、国の教育制度の中で中等教育体系

が正当に位置付けられていないことを意味し

ている。つまり国で中等教育のカリキュラム

開発に携わる人々と、中等教育運営やその改

善に真剣に取り組む、全国各地域の多数の専

門家が一つのラインに結びつけられてはいな

いのである。

　初等基礎教育の場合でも、長い歴史の中で

積み上げられてきた国の安定した基準を、教

育現場からの研究工夫を参考としながら、時

代とともに改善していく必要があることは言

うまでもないが、中等教育の場合には特に、

変化発展してやまない地域社会の産業構造

や、そこに生活する青少年の希望や生活の実

態を見守って、日々真剣に工夫改善を加えて

きた教育現場の教職員や、地方教育委員会の

担当者の智恵と努力こそが、次の中等教育カ

リキュラムのあり方を検討するに際して、中

心的な役割を果たさなければならないのは理

の当然であろう。しかるに我が国では、この

最も知識経験が豊かな人たちの経験や智恵は
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ほとんど顧みられることがなく、はるか遠く

国の教育課程審議会で行われる審議の結果、

教育課程基準が改定されるのを待って、教育

現場はただそれを忠実に実行するのみという

上意下達のシステムを、いつまで続ければよ

いのだろうか。根本的に問い直すべき時期に

来ていると考えるのである。

①中等教育行政の責任の主要部分を都道府県
　に移管
　各都道府県教育委員会には、中等教育行政

の主体者として立つべき実力が備わっている

ことは、長い歴史の中で証明済みといってよ

いであろう。国にまず望みたいのは、中等教

育審議会等に諮って、中学校と高等学校との

間を、中等教育学校に最も必要な、一貫した

目標と指導の連続性を持った教育機関として

捉えなおし、国家レベルで担保すべき基準を

教科等の種類や取得単位数など、ごく大筋の

ものに絞って幾種類かの教育課程モデルを設

定することである。教科ごとの内容や指導方

法の具体については、都道府県以下の実際の

検討にゆだねることとして、各都道府県がよ

りよい中等教育の在り方を巡って、競い合う

ような条件を作り出してほしいのである。こ

こで国が行うべき残された重要な役割は、国

立教育政策研究所と連携して、ＩＢ０やカレ

ッジボードを含む国際機関や主要国のカリキ

ュラム研究の動きを見守り、また各都道府県

で行われる教育課程基準の運営に関する情報

を定期的に集約して、その研究成果を、各都

道府県が、教育課程の開発や改定の際の利用

に供する努力を怠らないことである。

　都道府県は、それぞれに置かれた教育セン

ターを中心に、教育課程の改定や実施を担当

できる体制を早急に整える必要がある。現在

までの都道府県教育センターは、主として講

座や研修のための施設として使われており、

国の委託事業や都道府県の主催事業のほか

に、管内の各種教育団体の実施する事業のた

めの貸館の役割を果たしている程度で、都道

府県という重要な行政主体の責任ある行政判

断を支えるための、調査研究機関としての役

割はほとんど期待されてはいない。都道府県

が中等教育行政の主要な役割と責任を果たす

ためには、従来の教育センターを早急に教育

課程研究開発センターとして整備し直す必要

がある。このために、国は10年ないし20年の

年月を区切って、財政的・技術的な援助を提

供することが望ましく、一定の準備が整った

都道府県から順に、調査研究体制を整えた中

等教育行政の責任ある実施主体として認定す

ることが望まれるのである。

②新たに都道府県に期待される役割
　教育課程研究開発センターを整備した都道

府県では、中等教育に関する行政の実質的な

計画や運営を任せられることになる。まず、

教育課程の開発、実施、評価、分析、改定に

係る教育内容行政を預かるに当たって大切な

ことは、調査研究の成果を教育現場に適切に

伝え、その結果をフィードバックして次の改

定につなげるだけの優れたスタッフを充実さ

せることである。このような従来の指導主事

とは一味違った役割を成し遂げるためには、

関係する高等教育機関や諸研究機関・団体の

研究者や教育現場の優れた指導者、研究者等

と日常的な連携体制を整えて人材の開発に心
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日本の中等教育を建て直すための三つの柱について

がける必要がある。

　都道府県が開発し管内の中等教育学校で実

施に移される教育内容を、卒業生が進学する

関係の高等教育機関に十分に理解してもら

い、中等教育と高等教育のつなぎに関して遺

憾なきを期することは、教育内容の開発権限

を与えられた都道府県の忘れてはならない重

要な役割である。このために管下の高等学校

等を糾合して、関係する高等教育機関との連

携の場を設けることはもとより、近隣の都道

府県や教育関係団体とも連携して、関係する

高等教育機関との連絡調整の場を設けること

も有益であろう。高等教育機関を管轄する国

が、このための調整の役割を果たすことが有

益であることは言うまでもない。

③新しい教育課程研究開発センターの役割
　国に代わって中等教育水準の維持向上に向

けて、主体的役割を担うことになる都道府県

にとって、その政策形成に役立つ実証的、科

学的な判断材料を提供するために、新しい教

育課程研究開発センターは極めて重要な役割

を果たすことになる。この際、都道府県教育

課程研究開発センターは、従来の国のレベル

での教育課程審議会による教育課程基準の改

定作業の、次のような欠落部分を補い改める

方向で整備されることが望ましい。第一に、

現行教育課程のどこに長所や問題点があるか

の、継続的、実証的な調査研究を日常的に行

って、その成果を次の改定に役立てること。

このことは教育課程改定作業のイロハのイで

あるが、国の教育課程改定では組織的には行

われておらず、教育現場とも距離が遠すぎる

のである。第二には、時代や社会の変化に伴

って新たに加えるべきカリキュラム内容につ

いて、先導的試行を公開で行い、その成果に

よって来るべき改定に備えることである。こ

のことは当然のことながら、上記の現行教育

課程の問題点の実証的・科学的な検証の中か

ら、教育関係者共通の問題点として浮かび上

がってくるものが多い。

　当該地域にふさわしい教育課程基準の設

定、実施、評価、分析等の中心的役割を担う

ことになる教育課程研究開発センターは、以

下のような新しい役割を継続的に果たすこと

が期待されるのである。

ア　現行教育課程に関する科学的、実証的、

　　継続的な調査研究と評価分析

　　～研究指定校の指定、実践事例の収集と

　　分析およびその結果の刊行

イ　新しいカリキュラムに関する研究開発と

　　妥当性、有効性の検証

　　～研究開発学校や研究プロジェクトの活

　　用、研究成果の広報

ウ　カリキュラム調査官や専門指導員（メン

　　ター）の養成

　　～地域の大学、管下の中等教育機関との

　　日常的な連携

エ　新しいカリキュラムの普及に関する研修

　　会、講習会等の開催

　　～教員の養成、採用、研修の全期間を通

　　じて、大学と教育現場との接点となる。

　　　（なかじま　あきお

　　　　　　　　元文部省大臣官房審議官）　
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免許更新講習を受講して
―＂ファシリテーション＂の向こうに透けて見えるもの―

藤　原　　　晃

　昨年度は、ちょうど私の10年経験者研修と

免許更新講習が重なる年だった。本来なら、

この両制度の問題点を、制度の中に分け入っ

て、つまりその土俵に乗って「建設的」（補完

的）な批判をするのではなく、支配階級（階

級学説そのものの否定を前提とした議論が最

近では一般的になっているが、政治的にも経

済的にも状況は、いっそうこの学説が有効で

あることを示しているのではないだろうか）

の意図を明確にして共有することを目指した

いところだが、それはまた別の機会にしたい。

　免許更新講習を、わたしも多くの教育労働

者と同様に藤棚の急坂道を 5 日間登ったり下

りたりして受講した。そして、本人の自由意

志と関係なく 3 万円を支払って、「星槎国際

大学」の利益に貢献し、さらに手続きには

3,300円を支払って県の財政に若干の「貢献」

をした。これを払って受講しなければ職を失

うのだから実質的には賃金削減、さらに受講

し合格しなければ、退職金もないまま失職な

のだから、実質的懲戒処分。明らかに違憲立

法なのだが、今の国会内は違憲状態が珍しく

なくなった「クーデタ」状態なのだから不思

議はない。このような違憲状態を看過するし

かない労働組合の状況を再生しようとしなけ

れば（それは日本の労働組合総体について

も）、そもそも改憲阻止、立憲主義の回復な

どを望むことすら出来ないのではないだろう

か。と強く言いたいところだが、とりあえ

ず、ここではこの程度にしておく。

　さて、その講習の内容は、情報教育、支援

教育などの最近流行の解説や、中教審、指導

要領などの国家行政の宗教的理屈を再確認し

＜公僕＞根性を強化する内容だった。それは

それとして、しかし知らないことも多く、い

ろいろとためにもなった。そのなかで、特に

わたしの興味を引いたのが〝ファシリテーシ

ョン＂についての講義だった。「興味を引い

た」というのは、その手法や、意味内容に積

極性を見出して称賛したい気持ちになったと

いうのではない。数年前から学校内でも善行

（教育センター）に行っても（特に今回は10年

経験者研修と同時進行だったため、足繁く通

わされたのだが）、さらに高校教育会館主催

の夏季講座にまで積極的に紹介されたり実践

もされているこの＜新しい手法＞に、かねて

から違和感をいだいていたのだが、その違和

感の理由が幾分か合点がいったという意味で

ある。

　〝ファシリテーション＂は学級内、職員

間、保護者・地域社会との連携のなかで応用

できる＜新しい手法＞だということである
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免許更新講習を受講して

と、やはりその講義でも紹介していた。そし

て、ファシリテーションの意義は「会議や、

授業やワークショップを経て参加者の意識改

革ではなく、行動の変容」を「成果物」として

引き出す手法であるというのである。そして

「ファシリテーションのイメージ」として、

授業や学級運営のイメージ図で 3 類型が示さ

れた。①「線路型」はある決められた目標に

向かって数人が線路の上を走っている図、②

の「放牧型」では囲いの中を、数人があっち

こっちに走っている図、そして③の「ガード

レール型」はある目標に向かって数人が走っ

ているのだが、両脇にガードレールが描かれ

ている図、となっていた。そしてファシリテ

ーションの理想とするイメージとは「ガード

レール」型であり、ガードレールをいかに上

手につくるかがファシリテーナーに求められ

る技だという。なるほどわかりやすい説明。

あとは、ファシリテーターの心得やファシリ

テーションの具体的なハウ・トゥが段階的に

解説されるのだが、どれも「上手な会議のや

り方」あるいは「上手な司会の心得」としか聞

こえないものばかりで、それが箇条書きにま

とめられてはいるものの、当たり前といえば

当たり前の、なにも改まってカタカナ 9 文字

で勿体を付けることもない内容だった。たと

えば「ファシリテーターとしての 3 つの行動

キーワード」として挙げられている、①何の

ためにを考える、②プロセスを見ること、③

参加者が対等に臨めるように配慮する、など

は頷くしかない。しかし、それは「椅子の目

的とは、人が膝をほぼ直角に曲げ、その臀部

を板の上に乗せ安楽な姿勢を保つことである」

と解説するのと同じように思える。

　しかも、気になるのは、やたら「会議のゴ

ール」とか「行動計画（アクションプラン）」

が強調されることだ。会議とは必ずしも行動

や文言の決定を伴わなければならないものば

かりではなく、その場にいる者で情報を共有

したり、思うところを述べあい、ある人は

「そんな考え方もあるのか？」と視野を広げた

り、賛否を闘わせて前進や反省あるいは奮闘

を促されたりするもので、それ自体が目標と

もいえる。しかしそれでは「目標が曖昧」と断

じられるようなのだ。そこで思い出したの

が、教育センターに行くと分科会などでやら

されるあれである。…あらかじめ時程が決め

られていて、グループに分かれて、その中で

司会と発表者を決めさせられ、何かあらかじ

め明示的でなく、それとなしの枠がはめれた

テーマを与えられ、議論を促されはするが

「否定も批判もしないように」と、なんとも致

し方の無い注意がされ、付箋や模造紙やマジ

ックを使うルールがあって、話している最中

でも時間が来たら「ハイ、つぎ」とテンポよ

く、勝手に進められていく…あの奇妙な研修

である。あれがまさにファシリテーション

（あるいはその付け焼刃的劣化版？）なのでは

ないかと思われるのである。そして、「ガード

レール」に例えられているのが、参加者は賛

否を挟むことが許されない出来合いの時程で

あり、テーマであり、「批判をしない」であっ

たり、付箋だったり、模造紙に描かれた線だ

ったりなのだ。

　講義ではこの「ガードレール」を狭すぎず

広すぎず設定するのがファシリテーターの力

量であるというのである。つまり、先に述べ

た教育の3つの類型図の①「線路型」では、目
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標は定まっているが、全員が決められたとこ

ろしか歩かないから会議（又は授業）に活気が

なく、②「放牧型」では活気があるように見

えても目標が定まっていないから参加者は好

き勝手な方向に行ってしまう、そこで③「ガ

ードレール型」でうまくガードレールを設定

することで、参加者それぞれは主観的には主

体的自由闊達な議論をしているが、結果的に

はファシリテーターの設定した目標に準拠す

る方向に「行動決定していく」ことが出来る

というわけである。講義者はいみじくも、過

去に「民主主義的議論を装いながら、その実

思い通りの結論に帰着させることが出来てし

まうのではないか？」という質問をされたこ

とを紹介して、「勿論ファシリテーターの技

量が上がればそれも可能です」と締めくくっ

た。

　そこで思い浮かんだのが、企業内の労働者

管理として70年代後半から新人事管理として

登場した、いわゆる目標管理手法である。教

育労働の現場では、勤評闘争の間隙をぬって

まずこの神奈川の地で「神奈川方式」として

実験的に導入され、今では一般的となり、私

たちも現在書かされる「自己観察書」になっ

ている。そして観点別評価や、最近ではアク

ティブラーニングやコーチングで言われてい

ることとも親和性を感じないだろうか。

　これらの理論はアメリカを中心に研究され

た行動分析学、さらにその広い意味での教育

への適用を展開した応用行動分析学なるもの

が出自らしい。これらの学問分野がどのよう

な意味内容をもつものなのかを調べる余裕は

もちろんなかったのだが、ただ、それが人間

一般を含む動物を対象として、「動物」を関数

概念でとらえて、独立変数に対する従属変数

の変化を問題にしているようだ。つまりどう

いう刺激を与えれば動物はどういう行動をと

るか、「刺激から行動への関数＝動物」という

図式の中で対象を把握し、体系づけようとい

う分野らしいのである。たしかにプラグマテ

ィズムの国アメリカで流行りそうな学問であ

る。この応用行動分析学が流行したのもちょ

うど70年代後半で、目標管理手法が言われ始

めた時期とも重なるのである。

　そこに透けて見えてくるのは思想を排除

し、行動、結果だけを得ようとする目論見。

もはや人間は機械やコンピューターソフトの

ようで、その主義主張、思想は関係なく「行

動」だけ引き出そうとする。まるで議論の場

での弁証法的発展などはあり得ない（もしか

したらガードレールの中ならそれもオッケー

か）、資本主義社会での支配的イデオロギー

の具体化のように思えるのである。

　考えてみれば、国会内で繰り返される民主

主義的おしゃべりはまさにこのファシリテー

ションの範疇なのではなかろうか。もちろん

この場合のガードレールはもう少し範囲が広

く、本質的経済構造、生産手段の所有関係と

か、最近では国際金融資本が圧倒的優勢を保

つ資本主義経済のこととなる。

　このように考えていくと、職場での会議で

も、市民運動での議論でも、労働組合での議

論でも、この40年近くの間に特に顕著となっ

てきた社会現象ともいえるような、組織や会

議の在り様、つまり議論を通じて賛否両論を

闘わせて弁証法的発展を獲得することは「意

味がない」と否定され、行動決定だけが「意

味がある」、「建設的な」、「現実的な」と形容
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される現象（スケジュール主義とでも言おう

か）が、どのあたりからやってきたのかがい

くらか見えたような気がして、わたしとして

は幾分か合点がいったというわけである。

　今日の「民主主義」が異なる意見の単なる

調整機構として矮小化され、階級対立の妥協

的産物であるとの見解が、一般的にはすっか

り否定されているようである。しかし、階級

的対立の「軸」が拡散し曖昧化させられれ

ば、そんな調整機構は作用するはずもないと

いう「古い」歴史観は、最近伝わってくる国

会内の様子を見るにつけ、裏付けられている

ように私には思えてならない。だとすれば

「民主主義を取り戻す」ためにはこのあたりか

ら、まずは本気で反省をしないと到底勝ち目

はないのではなかろうか。

　　　　（ふじわら　あきら

　　　　　　　　　茅ヶ崎高校定時制教員）

免許更新講習を受講して

＊原稿募集中＊

学校現場の問題から日本の教育の問題についてまで、広く原稿を募集しています。
ぜひ『ねざす』に執筆してください。「寄稿」や「読者のページ」等にて掲載いたします。
詳しくは、教育研究所まで。
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アメリカ大統領予備選、
　サンダースの主張から18歳選挙権を考える

加　藤　　　将

　「腹が、立ってきた。」「なんか、変。」「え
っそれって、借金ってこと？」これらの発言
は、ロングホームルームの時間に高校卒業後
の進路について話している中で、進学費用や
様々な奨学金について説明した際に、生徒か
ら発せられた言葉である。
　アメリカ大統領選挙、民主党の大統領候補
指名予備選挙で戦いを続けているサンダー
ス。兎角、過激な発言を繰り返すトランプが
予備選挙の中心となっている共和党の指名争
いが注目を集めている。一方、サンダース
は、民主党の指名で本命視されているクリン
トンを相手に、「民主社会主義者」を名乗
り、選挙戦では、国民皆保険、公立大学の無
償化などを訴え支持を広げている。特に、若
者からの支持が高く、世論調査の中には、18
～ 26歳の若い世代の間でサンダースがバラ
ク・オバマよりも支持されているという結果
も出ている。サンダースが若者に支持される
理由には、「既得権益」への反発など理由は
様々あるかもしれない。しかし、私は、サン
ダースが若者から支持される根の部分は、公
立大学無償化など若者に根差した政策を主張
していることにあると考える。
　翻って、日本の現在の政治について考えて
いきたい。2015年 6 月17日、公職選挙法等の
一部を改正する法律（通称、改正公職選挙
法）が成立。現在18歳から19歳の未成年者

は、今年 6 月17日以降の選挙において、投票
ができるようになった。夏の参院選では、18
歳以上が初めて有権者となる。その数は約
240万人とされている。各政党も若者の支持
を獲得するため様々な工夫を始めている。【1】

各政党の若者への訴えをみてみる。政治や生
活、社会問題についての各党の主張や政策な
どアピールしている政党も存在するが、ネッ
ト投票や若手モデルとの政治討論などパフォ
ーマンスとも受け取られかねない取り組みが
ある。日常から新有権者となる18、19歳の若
者と接している者として、政党や政治家に若
者へのアピールとして是非、主張してもらい
たいことを 2 点、記したい。
　第 1 に、「進学費用の無償化や給付型奨学
金の創設」である。冒頭の発言は、私が現在
勤務している、定時制高校に通学する生徒
に、大学進学は私立大学文系 4 年間で約400
万円前後、一般的な専門学校進学でも 2 年間
で約200万前後の費用が必要であることなど説
明した際に生徒から発せられた言葉だ。生徒
の中には、現在も「奨学金制度」を利用して
いる者もいる。また、利用していなくとも

「奨学金」という制度を知っている生徒も多く
いた。そのため、「奨学金を借りれば進学で
きる…」との発言も説明をしていく中であが
った。しかし、私が説明した生徒が利用して
いる「奨学金」は、全て「給付型奨学金」であ



【1】　朝日新聞、2016年３月18日「若者つかめ　与野党
　　		懸命」
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り、大学進学や専門学校進学で利用される
「奨学金」の多くは「貸与型」であることを説
明すると冒頭の発言が出てきたのである。ロ
ングホームルームで就職や進学などの説明を
終えた後、卒業後の進路に向けて生徒一人一
人と面談を行った。
　面談を行った 1 人の生徒から「コンピュー
タ関係に興味があるので、本当は大学か専門
学校に進学したい。だけど、色々あって学費
を含め費用がどうにもならない…」との相談
を受けた。面談では、「大学や専門学校に
も、夜間定時制と同じく 2 部（夜間）がある」
や「 2 部（夜間）なら、学費が通常の半額程
度に抑えられる」「 2 部（夜間）なら昼間に仕
事もできるので学費も稼げる」などを伝えた
後、インターネットなどを利用し県内、都内
で 2 部（夜間）を設置している学校を探し
た。定時制に限らないことだが、費用の面な
どから進学を諦める生徒も存在する。金銭的
な問題を解決し、どんな環境にある者も向学
心があれば学ぶ機会を保障される、仕組みが
今、必要なのではないだろうか。
　第 2 に、「高校生など若者のワークアンド
バランス」についてである。ショートホーム
ルームの際、ある生徒が「昼を食べる時間な
く働かされた…」「休憩時間なく働く…」「最
低賃金より低いよ。」などと 1 人が発言すると

「俺もそんなことがあった…」との発言がクラ
スのあちらこちらから聞かれた。定時制高校
は、家庭などに様々な理由を抱えているため
働かざるを得ない生徒も多数通学している。
高校入学以来、仕事と学業の両立に励み、授
業にも熱心に取り組み優秀な成績を修めてい
る生徒もいる。しかし、法律や社会について
の理解が不十分なことから、仕事つまり「ア
ルバイト」に熱心に取り組んでしまうあま

り、労働基準法に触れるような内容を店から
強制され、断れずに学業が疎かになってしま
う生徒もいる。クラスでその内容を発言した
ことから、「ブラックバイト」と言われるよう
なアルバイトの違法問題について授業やロン
グホームルームなどで取り上げ、クラスや学
年全体で労働法などについての知識を身に付
けてきた。しかし、アルバイト先の店長から
の依頼を断れず、欠席が増え進級できなくな
ってしまう生徒、アルバイト先での怪我が認
められず医療費を自己負担している生徒、時
給が 1 分単位で支払われていない生徒など、
高校生のアルバイトにも学業や生活に影響を
及ぼす問題が未だ解決せずに眠っている。そ
のようななかで、高校生にとっての学業を含
めた高校生活と「働き方」のワークアンドバ
ランスが、今後、必要になってきているので
ないだろうか。　
　夏の参議院選挙に向け、政党は、若者向け
の政策を考え始めている。しかし、政党が発
信している主張をみると高校生などの実態に
即した内容になっていないようにみえる。サ
ンダースが若者の多くの支持を得ている理由
が既得権打破と公立大学無償化にあるのと同
様に、各政党も現在、日本の高校生などが抱
えている問題を把握し政策作りを行うことが
大切なのではないだろうか。

【脚注】

　　　（かとう　しょう

　　　　　　　神奈川工業高校定時制教員）

読者のページ
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感謝の一年
千　葉　真　久

　今年一年を振り返ると、多くのことを学ぶ

ことができたなと感じています。今回は、そ

の中でも自分のなかで強く印象に残っている

ことについて書いていきたいと思います。

①行動の裏を読む
　勤務することになった学校には、心に傷を

抱え、大人に心を開くことのできない生徒、

学力に大きな課題を抱える生徒など、課題を

抱えている生徒が非常に多い学校でした。私

自身、初めての経験ばかりで全く上手く指導

をすることができず、悩みを抱えていました。

　そんな状況のなか、私はある生徒に出会い

ました。その生徒は、教師に対する不信感が

特に強く、教師に対して暴言を吐いたり、授

業へ全く参加しなかったりなど、問題行動が

目立つ生徒でした。はじめは、その生徒の表

面的な態度にしか目がいかず「なぜこんなに

反抗的な態度をとるのだろう」としか思えま

せんでした。そのため、私は、その子を「問

題生徒」と決めつけ、暴言をぶつけられても

聞き流していました。

　そんなある日、その子は授業中の逸脱行為

により、特別な指導の対象になってしまいま

した。それを伝え聞いたとき、残念ながら少

し安心してしまいました。しかし、指導の中

でその生徒の家庭環境の厳しさや小学校、中

学校時代にきつい経験をしていたことを知り

ました。普段教員にぶつけていた強い言葉も

「どうにかしようとは思っているけど、どうし

ても口が悪くなってしまう」という本人にも

どうにもならない悩みになっていました。そ

の生徒にとっては、自分の行動を変えたいけ

どなかなか変えることができない、どうすれ

ばいいのか分からないという苦しみが、暴言

や問題行動という形で表に出てしまったとい

うことがよく分かりました。

　私は、それまで自分自身が生きてきた世界

の常識でその生徒のことを見ていたので、そ

の生徒は「問題行動の多い生徒」だと感じて

しまいました。しかし、その生徒が生きてき

た世界や置かれている状況を考えて、改めて

その生徒のことを眺めてみると、その生徒自

身も困っているということを理解できまし

た。この生徒との関わりを通じて、表面的に

表れている行動だけをみるのではなく、その

行動の裏にどのような要因があるのか、その

生徒がなぜそういう行動を取らなければなら

なかったという視点で考えていくことが大切

だということを学ぶことができました。

　その後はその生徒の話をできるだけ聞くよ

うにしました。もちろん、すぐにはその生徒

の行動が変わることはなく、まだまだ苦労す

ることばかりです。しかし、行動の裏にある
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気持ちに向き合っていきたいと思います。

②できない自分を受け止める
　もうひとつ、今年学ぶことができたこと

は、「一人では何もできない」ということで

す。 4 月当初は、人に迷惑をかけたくないと

いう思いから、分からないことがあっても、

上手く周りに頼ることができず、悩みを抱え

込むことがたくさんありました。そして５月

中旬に、相談できないでいたあることで、ミ

スをしてしまい周りに迷惑をかけてしまいま

した。私は落ち込み仕事を続ける自信がなく

なってしまいました。

　そんなときに、指導教諭の方に「初めての

ことだし、人間だから失敗するのは当たり前

のこと。それを受け止めることが大事だと思

うよ」と言っていただきました。社会人にな

ったので、自立していきたいという思いか

ら、「できない」ことを恥だと思ってしまいま

した。しかし、成長していくためには失敗を

することも時には必要で、失敗をすることで

学べることもたくさんあります。これからも

失敗することはたくさんあると思いますが、

その失敗を受け止めて、どうしていけばいい

のかを周りに聞き、周りに頼っていきたいと

思います。

　正直なところ、楽しいことよりも辛いこと

の方が多い毎日ですが、周りに支えられて何

とか続けることができています。来年度には

私も先輩になるため、私が支えてもらったよ

うに、後輩のことも支えていきたいなと思い

ます。

　　　　　　　（ちば　まさひさ　田奈高校）

読者のページ
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鍋　　　侑　希

先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（2）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（2）先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（2）―教職をめざす若者たち―

いじめを乗り越え、教師に

はじめに
　わたしは現在、大学 4 年生で、社会科と情
報科の教員免許を取得予定です。採用試験に
は失敗したので、臨時的任用教職員で教師を
やりたいと考えています。今回は、教員を目
指し始めたきっかけや、大学の授業や実習で
学んだことを話そうと思います。

いじめの経験
　わたしが教師を目指そうと決めたのは、小
学生の頃です。小学 5 年生のときに担任の先
生に憧れ、教師を目指そうと思いました。わ
たしは、小学 4 年生の頃にいじめにあってい
ました。原因が何であったか、今でもわかり
ません。悪口を言われたり、物を隠された
り、仲間外れにされたりしていました。学校
を休みたいと思っても、親に知られたくなか
ったので、休めませんでした。先生に相談す
ることも考えましたが、さらにいじめが酷く
なるのではないかと思い、話すこともできま
せんでした。
　 5 年生になったとき、クラス替えもあり、
担任の先生も変わりました。その先生になっ
てからクラスの雰囲気も変わりました。それ
でも 4 年生のときに同じクラスだった人はい
じめを続けていました。しかし、先生がクラ
スの中にいじめがあることに気づき、指導を
してくれました。そのあと学年が上がるまで

は目立ったいじめにはあわず、あっても先生
に話し、注意してもらいました。この時の先
生には、いじめについて話しても大丈夫だと
思いました。きちんと指導してくれるとわか
ったからです。
　わたしはその先生のように、いじめにあ
い、苦しんでいる子を助けたいと考えるよう
になりました。そして、教師を目指そうと思
いました。教師になり、いじめをなくしたい
と思っています。

大学生活
　中学、高校と教師になりたいと思う気持ち
はずっと変わらず、大学は教員免許が取れる
ところへ行くと決めていました。小学生の頃
から、社会が好きだったのですが、高校生の
時に、日本史がおもしろいと思うようになり
ました。また、いじめが起きやすい学年が中
学 1 年生であることも知り、中学校社会科の
免許を取ろうと考えました。そして、今の大
学に行き、教職の勉強を始めます。
　大学では、社会のほかに情報の教員免許も
取ることができます。わたしは最初、社会の
教員免許だけ取る予定でしたが、いろいろな
先生に「情報の教員免許も取れるなら取った
方がいい」と言われ、両方の免許が取れるよ
うに授業を受けました。両方の授業と教職の
授業を勉強するのは、思っていたより大変
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先生に、なりたい！（2）

で、何度もやめたいと考えました。しかし、
その度に小学校での出来事や出会ってきた先
生たち、自分が何をしたいのかを考え直し、
やっぱり教師になりたいと思い、勉強をがん
ばりました。

教職の授業
　最初の授業では、これから教師になるため
の勉強ができると、嬉しさと緊張でいっぱい
でした。実際に受けていくと、教師になるた
めの知識や指導の仕方、教職教養など、学ぶ
ことが多く大変でした。模擬授業の前の日
は、夜遅くまで頭の中で何回も練習しまし
た。指導案の作成も時間がかかり、どうすれ
ば良い授業をできるか、教師を目指している
仲間と一緒に考えたりしました。
　今は、小学校や中学校でも、電子黒板など
のICTを取り入れている学校が多くなってい
ます。わたしの学科は情報の免許も取得する
ことができるので、ICT教育についても学ぶ
ことができました。電子黒板やタブレット端
末を使っての模擬授業も行い、ICTを活用し
た教育方法なども学ぶことができました。情
報化社会である今、子どもがスマートフォン
やタブレット、インターネットに触れること
が多くなっています。情報の授業だけでな
く、他の教科の学習でも指導していくことが
大事だと思っています。

これからどう切り拓いていくのか
　教育実習や採用試験の結果を見て、自分に
向いているか、本当に教師になりたいのか、
悩んだり不安になったりしました。でも、小
学生の頃に「教師になりたい」と思ってか
ら、その夢がずっと変わることなく今まで来
たので、諦めたくないと思いました。教育実

習の 3 週間だけでは、教師の仕事を全部体験
したわけではないし、実際教師になったら自
分が思っている以上に大変なことがあると思
います。でも、わたしにしかできないことが
きっとあると思うし、その自分にできること
を精一杯やりたいです。生徒にとって何が大
事で、生徒に何を教えたいか、生徒にどうな
ってほしいか、考えて実践して、良い教師に
なりたいです。大学の授業で来て下さった特
別講師の先生が「自分にしか育てられない子
がいる」と言っていて、その言葉がすごく心
に響きました。この言葉を思い出しながら教
師ができたらいいなと思います。
　社会の教員免許だけじゃなく、情報の教員
免許をとることができたのもよかったです。
これから情報活用が増えていくと思うので、
大学で学んだ知識を生かしていきたいです。
電子黒板やタブレットの使用も大学で学ぶこ
とができ、情報モラルについても教えること
ができるので、社会の授業でも自分が学んだ
ことを活用してやっていきたいと思います。
授業で情報機器だけに頼ってしまうのは良く
ないが、うまく活用して、生徒のためにより
よい授業ができるように工夫して授業づくり
をしていきたいと思います。
　教師になりたいという夢が叶うところまで
きたので、大学で学んだことを復習し、さら
に新しいものを身につけて、頑張りたいで
す。自分自身ももっと成長していきたいで
す。いじめについても学び、いじめがなくな
るように自分でできることを探し、実践して
いきたいと思います。

　　　（なべ　ゆうき　十文字学園女子大学）
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 　小・中学校の運動

 会における組体操競

 技が、重い後遺障害

 をも含む重大事故を

 もたらしている――

 そのことを世間に知

 らしめるにあたって､ 

 大きな役割を果たし

 たのが本書である。

より正確に言えば、キャンペーンが成功した

のは、著者が書籍とインターネットという 2

つのメディアを並行して駆使した結果であろ

うから、そのうちの片輪をなすものと言えよ

う。

　本書は組体操問題に特化した書ではなく、

組体操は 5 つあるテーマのうちの冒頭の第一

章である。その他のテーマとして「 2 分の 1

成人式」の内容を問うもの、部活動における

体罰、部活動顧問の過重負担、柔道界が事故

にどう向き合ってきたかというものがある

が、まずは組体操問題の章をとりあげること

とする。

　組体操の巨大化の度合いや、そもそも運動

会に組体操がとりいれられているかどうかに

地域差があり、体験として問題を認識してい

るかどうかにも個人差がある。組体操を見た

こともやったこともない私にとって、10段に

近い人間ピラミッドなどの巨大な組体操を初

めて（写真で）見たときの衝撃は大きかった。

そもそも、組体操体験の有無に個人差がある

のは、学習指導要領から組体操の記載をとう

の昔に無くなっているからである。であるが

ゆえに、私的な研究会が2000年以降の「組体

操リバイバル」の旗振り役となっていること

も本書で解説されている。

　ちなみに、私の所属校でも体育祭のチアリ

ーディングで、パートナースタンツと呼ばれ

る組体操に準じたフォーメーションがとりい

れられているが、それでも 1 人を 3 人で支え

る形の 2 段に留まる。たった 2 段であっても

教員つきっきりで、かなりの時間の練習を行

っている。

　ここから逆算するに、小・中学生に運動会

で多段ピラミッドをやらせることなど到底考

えられない。やるとすれば「怪我はつきもの」

と割り切るしかないだろう。これは「リスク

を当然視する段階」と定義されている。一昔

前の柔道界がこのような状況にあったと記さ

れている。「柔道というのは、そもそも人が死

ぬ覚悟をもってやるものだ」というような意

見に代表されるものである。

　組体操の実際はどうか。組体操を推進する

研究会の資料には「安全面での配慮が組体操

にとって大変重要だということはどの教師も

辻　　　直　也

内田　良 著　光文社新書

教 育 と い う 病
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わかっているはずなのに、毎年事故が起きて

います。ぜひ、今年の実践では事故・怪我 0

を目指してください！」とあるそうだ。これ

は「リスクを楽観視する段階」と定義されて

いる。どちらの段階にせよ、「リスクが直視

され」ておらず、そして「リスクを乗り越え

ることが美談化される」のである。なぜ美談

として片付けられてしまうのかが本書の主題

となるのだが、それは教育が「善きもの」であ

るからという素朴なものである。

　宣伝文句のみによると、ときに著者はデー

タベースをもとに特殊な解析手法を用いて鮮

やかな結果を導いているようにも思われがち

だが、医学界で重視されるようになったＥＢ

（エビデンス・ベースド）＝「根拠に基づい

た」議論を尊重しているということであっ

て、「教育」という錦の御旗の前にかすむリス

クを明らかにする一つの手段として各種調

査・統計を用いているにすぎない。データ

云々が強調されるのは、これまでいかにエビ

デンスを無視した観念的な議論が行われてき

たかという証左でもある。

　統計の活用の真骨頂は、部活動顧問の過重

負担を問う第 4 章にあるように思う。神奈川

県教育委員会の調査によれば、1998年から

2013年にかけて運動部に所属していて活動が

週 6 日以上ある中学生の割合は増える一方で

あり、また、週 6 日以上運動部活動を指導す

る教員の割合も増加を続けていることから、

運動部活動の過熱化が進んでいることが示さ

れている。そして、生徒も教員も運動部活動

日数の理想は週 5 日以下であることが過半数

を占めているにもかかわらず、現実がそうな

っていないこともまた、神奈川県教委の調査

は示している。本書においては神奈川県教委

の調査は「ローカルな調査」であると前置き

されているが、神奈川県という枠で考えれば

これがほぼすべてであり、同時に私たちへの

問いかけとなっている。

　部活動と教育課程の関係はさまざまな場面

で語られ、学習指導要領における記述が変わ

ったことをもって課程内となったかのように

語られることもあるが、教育課程との関連づ

けの文言が加わったのみであってあくまで教

育課程の外にあるものであることが確認され

ている。外にあるがゆえに定めがなく、教育

という「善きもの」として、歯止めなく強化

されていく構造は、組体操問題と共通点があ

るように読みとれる。

　なお、教員の負担軽減のために外部指導者

の導入が本県でも進んでいるが、教員の負担

は軽減されても生徒にとっては熱意に燃える

外部指導者による、よりいっそう過酷な練習

が行われかねないことを示唆するデータもあ

った。

　その後、組体操問題はメディアにも大きく

取り上げられ、巨大化の抑制に向けた動きが

上からも現場からも風雲急に起こっている。

高校現場でもまた、部活動の過熱化を「善き

もの」として無視できる時期は終わったと言

える。学校部活動の適切な水準について、そ

の競技に思い入れの強い教員・生徒が決定す

るのではなく、「普通の」教員・生徒の目線で

考え直す契機となると強く感じさせられた。

　　　　　（つじ　なおや　　大船高校教員）

書評
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■大阪市立大空小学校
　『みんなの学校』（2015年 2 月公開）が自主
上映会なども含め、ロングラン上映されてい
る。『みんなの学校』は、大阪市立大空小学
校の2012年度 1 年間に密着取材した関西テレ
ビのドキュメンタリーを再編集した作品であ
る。チラシには、「すべての子供に居場所が
ある学校を作りたい。大空小学校がめざすの
は、＜不登校ゼロ＞。ここでは、特別支援教
育の対象となる発達障害がある子も、自分の
気持ちをうまくコントロールできない子も、
みんな同じ教室で学びます。ふつうの公立小
学校ですが、開校から 6 年間、児童と教職員
だけでなく、保護者や地域の人もいっしょに
なって、誰もが通い続けることができる学校
を作りあげてきました」とある。
　ある日、「あの子が行くなら大空には行きた
くない」と噂される子が入学した。「じゃあ、
そんな子はどこへ行くの？　そんな子が安心
して来られるのが地域の学校のはず」と木村
泰子校長は言う。やがて「あの子」は、学校
のなかに居場所をみつけ、卒業式を迎える。
いまでは、他の学校へ通えなくなった子ども
が次々と大空小学校へ転校してくるようにな
ったという。

■あふれる涙
　私は、渋谷のミニシアターでこの映画を観
た。会場は満員。映画が始まるとすぐに、隣
に座った女性がハンドタオルで涙を拭いだし
た。なにがしかの思いがあって、それがあふ
れ出したのかもしれない。大空小学校のとり
くみが多くの人の心をひきつけるのは、いろ
いろな子どもたちが一緒の教室にいるという

ことなのだろう。大空小学校の発達障害のあ
る子どもへの接し方や教授法などは、特別支
援学校の方法を取り入れて行われているのだ
が、そのとりくみが特別支援学校ではなく、
小学校で、みんな一緒の教室で行われている
ということが『みんなの学校』の魅力なのであ
る。観客は、特別支援学校のドキュメンタリ
ーを観ているのではなく、小学校と特別支援
学校との境界が越えられていく状況を観てい
るのである。

■昔からあったこと
　高等学校のなかで、「手のかかる生徒」や

「発達障害のある生徒」との出会いをまったく
経験していない教員はおそらくいないはずで
ある。そうした生徒が特別指導案件を起こし
たりして学校を去るといったこともあっただ
ろうし、たくさんの生徒に囲まれながら一緒
に卒業していくといったこともあっただろ
う。そこには、それぞれのドラマがあった。
今で言うところのインクルーシブな学校づく
りのとりくみは、ずっと昔からあったのだ。

『みんなの学校』を観ると、そのドラマがよみ
がえり、思いがあふれるのかもしれない。「イ
ンクルーシブな学校」という新しい概念に
は、これまでのとりくみを無視したり、駆逐
したりするのではなく、光をあてる役割もは

井　上　恭　宏

み ん な の 学 校

映画に観る教育と社会 [22]
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たしてほしい。

■思い込み
　大阪市の前の市長は大阪の子どもたちの成
績が悪いことを言い立てる人だったのだけれ
ど、大阪市の教育行政は大空小学校をどう見
ているのだろうか。大空小学校のあるエリア
は、塾に通う子は少なく、生活保護をうけて
いる世帯の子どももいる、大阪市の平均から
見ると経済的には苦しい地域だという。学校
の成績と家庭の経済力は相関関係にある。

「手 のかかる子」も、「発 達 障 害 のある子」
も、みんなが一緒に学ぶ大空小学校は、こと
によると厳しい逆風を受けているのではない
か。そんな思い込みがあった。

■思い込みとは違う現実
　大空小学校の子どもたちは、「手のかかる
子」も、「発達障害のある子」も、みんなが一
緒に学ぶことで、お互いを認め合い、教えあ
い、揉まれ合う。理由ははっきりとはわから
ないのだが、結果として、大空小学校の学力
調査は大阪市の平均を大きく上回っていた。
しかし、この事実を真鍋俊永監督は、あえて
映画には盛り込まなかった。「成績を上げる
ために、大空小学校のようにみんなが一緒に
学ぶ、というのではうまくいかない気がした」
からである。成績がよくなることよりも、困
っている一人ひとりが機嫌よく居られる居場
所がまずあること。そのことの方がハッピー
なのではないか、ということである。外から
新しい何かを持ってくればうまくいくという
ことではないのですよ、と言われているよう
な気もする。
　後日、大阪のある大学教授から聞いたとこ
ろによれば、大阪の教育行政は大空小学校の
とりくみに何の反応も示していないとのこと
であった。

■いまの社会が失いかけているもの
　大空小学校の教職員は、どういったことを

感じているのだろうか。映画の前半から登場
する管理作業員（現業職員）の山本さんの動
きに目が行く。学校から出て行ってしまった
子どもを自転車で捜しに行ったり、学校に出
てこない生徒の様子を家まで見に行ったりす
る。言うことを聞かない子どもを激しく叱責
した若い臨任の教員は、校長から厳しい指導
を受けた。木村校長は、強力なリーダーシッ
プを持つようにも見えるが、小学校の現場で
は当たり前のことなのだろう。大空小学校の
職場に関するインタビューでは、すべての教
職員が、助け合い、補い合う職場文化に言及
していた。誰かが困っていたら助け、自分が
困っていたら助けをもとめる。当たり前のこ
となのだが、現在の学校現場のなかでは、こ
のことが充分には実践できていない。木村校
長の「いまの社会が失いかけているものを大
切にしたい」という言葉は、「誰かが困ってい
ても助けない、自分が困っていても助けを求
めない」社会への警鐘でもある。

■これまでにあったもののなかに
　「とにかく思ったのは、学校は面白いな、
楽しいなということです」と真鍋監督は語っ
ている。子どもたちは日々いろいろなことに
気づき、成長する。「素直にすごいと思いま
したね。なるほど、先生というのは、そうい
うことが魅力でやっているんだ」と。たぶ
ん、あらゆる学校現場は、「みんなの学校」と
同じである。生徒がいて、先生がいて、地域
があって、教育行政があって･･･。そういっ
た意味では、どの学校も「みんなの学校」で
あり、これまでの学校である。違うのは、い
まの社会が失いかけているもの･･･これまでに
あったもの、これまでのとりくみのなかにあ
るもの･･･が何なのかを察知して、それを大切
にしようとしているのか否かということにな
るのかもしれない。

　　　（いのうえ　やすひろ　教育研究所員）

映画に観る教育と社会（22）
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　教育無償化を求めて若者が数千人ロンドン
でデモをした。2010年に教育予算削減などに
抗議する保守党本部占拠、2014年の 1 万人の
学生デモがあり、2015年にJ・コーヴィンが
労働党党首に選ばれてから 2 ～ 3 ヶ月で数
千人の学生が集会に参加するようになった。
若者世代の左派グループへの関心が高まり、
この間労働党学生班に数千人が加入し、労働
党青年部は2015年初め以来倍増し57,000人に
なった。
　今回のデモでは、発煙筒や卵やペンキが政
府の建物に投げられ12人が逮捕された。学生
の主張は授業料廃止、生活費給付奨学金の削
減反対、負債の帳消しである。学生は、ビジ
ネス・イノヴェーション・技能省の建物に突
入しようとし、警察と衝突した。
　コーヴィンがデモを支持してから運動が拡

大した。コーヴィンは授業料を廃止し、年間
予算100億ポンド(約 1 兆 8 千億円)の生活費給
付奨学金を増額すると集会で演説した。
　各地の大学での労働党関係の集会には20～
25歳の若者が集まる。多くはコーヴィン選出
運動のボランティアであり、運動を通じて希
望をもち、物事は変えられると感じ、無償の
教育を守り、学生の政治的関心を高める闘い
が存在すると認識したという。デモは奨学金
削減を図る政府への怒りから発し、「累進課
税により無償教育を実現し、移民や難民の外
国人学生を追放するな」という要求を掲げ
る。核廃絶運動や反緊縮運動にも参加者が急
増している。
　学生組合はストライキの全国投票を実施
し、 2 月には占拠による抗議を行う。コーヴ
ィンは「若者は教育関係費を削減する政府に

海外の教育情報（21）

アメリカ・イギリスの

新聞記事を読む

山 梨　　彰記 事 紹 介

教育無償化を要求する学生の実力行動

(Guardian 2015.11.2，11.5) より

１．学生の抗議



592016. 557№ねざす

裏切られてきた。教育は、次の世代がより質
の高い生活をするための世代間の贈り物なの
に、今は売買される商品になっている。学生
の運動に私は連帯する」と述べた。学生指導
者は、「デモが終わっても闘いは終わらな
い。授業料の廃止で終わるのでもない。私た
ちは勝利する運動を作っている」という。衝

突が暴力化したことについては、「非暴力直
接行動を支持しているが、警察が暴力を使っ
てきた」と述べた。
　政府は「希望者に高等教育の機会を提供
し、生計の支援や補助金や奨学金も提供して
きた。財政不足とはいえ進学機会は閉ざさな
い」と述べた。

　ある労働党上院議員は「EU国民投票の結
果の影響が及ぶのは彼らだ」という。「彼ら」
とは上院で審議中の16歳投票権の対象である
16歳～ 18歳の若者200万人である。
　2015年総選挙での18 ～ 24歳の投票率はわ
ずか43％で、65歳以上の65％に比べると非常
に低い。このような政治的無関心は今までに
なく政府の正当性を脅かしている。労働党党
首選挙やスコットランドでの国民投票のよう
な例外はあるが、年齢による不均衡は明らか
だ。
　棄権はなぜ長く続くのか。社会構造が変化
して階級への忠誠心や政党政治が崩れ、イン
ターネット情報の過多のためと言う人もい
る。簡単な解決法はないだろうか。
　上院と下院との関係などは教えられないと
分からないし、地方政府や中央政府やEU委
員会などの関係は簡単ではない。イギリスの
政治システムは難しく、政治への理解度は低
い。
　学校の授業で興味を持つ場合もあり、知識
があれば政治参加が進むかもしれない。ハー

バード大学の調査によると公民の単位を取っ
た学生の投票率は 3 ～ 6 ％高い。家庭で政
治の話をしない学生ほど高く 7 ～ 11％にな
る。学校教育で理解が深まるなら、良い政治
教育を行えば投票率が上がるかもしれない。
　民主主義、紛争解決、倫理を内容とする科
目「シティズンシップ」が始まり、ナショナ
ルカリキュラムに入ったが、期待通りには根
付いていない。元教育相は「新しい科目の定
着には時間がかかろうが、あまり変化はな
い。大人でも市民としての責任感がない人々
がいる。これが何年も改善されていないのは
残念だ」と言う。
　GCSEでの「シティズンシップ」の選択者
が「宗教教育」に比べて激減した。「シティズ
ンシップ」の目的は、民主主義的手続きへの
参加促進と公共の制度の知識である。しかし
その内容は「イギリス的価値観の基礎」すな
わち精神的・道徳的・社会的・文化的なイデ
オロギーであり、基礎的な政治知識（基本法
や投票制度や議会・内閣の知識）が欠落して
いる。元教育相は「正直さ、法の遵守、他者

１６歳投票権と政治的無関心 

(Guardian 2015.11.2) より

海外の教育情報（21）

２．政治教育、平和教育
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への共感などの価値観は日々学校で経験すれ
ばいい。教えるべきなのは客観的なこと、シ
ステムがどう動き、それにどう関わるかとい
うことだ」という。
　ある大学教授は、「政治を教えれば、学生
はニュースや政党の公約の意味を理解し、考
え方が変化することもある。」しかし教授は16
歳以下での政治教育の必修化には躊躇する。

「シティズンシップを教える教師の資質が問
われている。研修を積み、教える力もある問
題意識をもった社会科学の教師が望ましい」
という。政治の教師たちは「16歳選挙権の実
施に必要なレベルまで私たちの政治的リテラ
シーが達していない」として政治教育の拡大
は時期尚早だという。

　 核兵器禁止運動(CND)のスタッフがある中
等学校の12歳の生徒に広島とICBMの話をし
た。生徒は核実験が行われた場所やイギリス
が保有する核弾頭の数(215個)も言える。中沢
啓治の『はだしのゲン』の話にもじっと耳を傾
けていた。最後にスタッフがICBMを無くす
べきかどうかを生徒に目を閉じさせて聞く
と、賛否はほぼ同数だった。
　CNDスタッフの訪問授業のような平和教育
はイギリスでは非常に稀であり、今回も１回
限りである。軍への子どもの勧誘を危惧する
グループのフォースズ・ウォッチは報告書を
出し、「2008年の国連子どもの権利委員会は
平和人権教育の整ったプログラムの欠如を懸
念し、カリキュラムに入れるべきだと勧告し
た」と述べ、政府の対応は不適切だと指摘し
た。2014年に政府は民主主義と人権の教育を
実行していると国連に報告をしたが、平和に
ついては含まれていない。フォースズ・ウォ
ッチのスタッフは、「教育で軍事的なことに
非常に重きが置かれていることが特に懸念さ
れる。イングランドで2008年から軍事的精神

育成計画が拡大した。例えば連合将校養成隊
【 1】の拡張と退役軍人の教師計画【 2】である」
と言う。
　平和教育は主に宗教団体と平和運動団体が
担い、上記の中等学校のように歴史と現状を
踏まえて平和と戦争について学ぶ。CNDは広
島の記憶のシンボルになった「平和の折り鶴」
を小学生が作る研修も行う。
　労働党党首選以来核兵器が大きな問題とな
り、2014年が第一次世界大戦百周年であるこ
とも議論の高まりを招いた。クエーカー教徒
の平和教育担当者は、戦争を賛美せずに戦争
の記憶を教えるのは難しいという。「軍隊には
反対できず、教育の中での軍事の存在は大き
い。国防省は軍を支持させるため若者に接触
する」と言う。
　2012年から9,500万ポンド(170億円)が新た
に投じられて、学校内に軍事的精神が育成さ
れてきた。この内5,000万ポンドは将校養成隊
関係であり、昨年国防省と首相官邸は無料の

「英国軍学習教材」を作成した。「軍隊を知
り、尊敬することが重視され、学校や若者が

今こそ平和教育を

(Guardian 2015.11.10) より
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 【1】　連合将校養成隊(the Combined Cadet Force)とは、

　　　1948年に発足した国防省が支援する青年組織であ

　　　り、その目的は、学校で訓練組織を作り、学生が

　　　指導力を高め、責任感、独立心、問題解決能力、

　　　持久力、忍耐力を高めることにあるという。軍務

　　　に就くことを前提にしてはいないが、軍務に関心

　　　がある学生が軍人や予備役になるように促す組織

　　　である。2014年 4 月現在で42,950人が所属してい

　　　る。（Wikipedia 英語版より）

 【2】　退役軍人の教師計画（ the Troops to Teachers

　　　scheme）とは、教育省のプログラムであり、退役

　　　軍人が一定の研修を大学などで受ければ、小学校

　　　や中等学校の教師として教えられるというもの。

　　　（英教育省のホームページなどより）

海外の教育情報（21）

戦争を批判的に考えるのは難しい」とCNDス
タッフは言う。
　教育に軍事的なことを入れない少数の学校
もある。小学生の娘がダミーの武器を持って
いるのを見て校長に抗議した家族や、平和の
象徴である白いポピーを飾るのを認められな
かったことに不満をもつ家族もある。
　教育省は国連の平和教育に関して「平和教
育を教師がやるのは自由だ。生徒は相互の尊
重と理解の重要性をシティズンシップによっ
て学んでほしい」とのべた。クエーカーの担
当者は「平和教育にとって決定的である共感
の育成が、公式のガイドラインには存在しな
い。軍事的精神がイギリスには多すぎる」と

３．イギリスの子どもの現状

　子どもへの性的虐待は2012年 3 月からの 2
年間で24人中 1 人(実数は45万人)にのぼる。
その 2 / 3 は家庭内でおこっている。当局が
つかんでいるのは一部であり、 5 万件が調査
されただけだ。
　学校や教会での児童虐待や性暴力だけでな
く「玄関の中」での虐待も調査し、全国的に
議論すべきである。家庭内では女子の方が性
的虐待の被害者になりやすく、犠牲者が最も
多い年齢は 9 歳である。加害者は家族の男の
友人で、次に父親、叔父と続く。

　イングランド子ども委員は問題の深刻さを
踏まえ、被害者救済のための「緊急行動」を
呼びかけている。学校などでの性的虐待を防
止することは最優先だが、「認識すべきは子ど
もが信頼している家庭内での性的虐待が最も
多いことだ」と述べた。警察や子ども保護機
関は子ども自身が訴えるようにというが、そ
れは有効ではない。子どもは自分がされてい
ることが虐待かどうかわからないし、訴える
と家庭が壊れることを恐れる。
　子どもを支援する理想的な場所は学校であ

子どもへの家庭内虐待

(Times 2015.11.24) より

　日本もイギリスも子どもを取り巻く環境は厳しい。以下ではタイムズ紙とガー
ディアン紙の記事を要約する。内容は、オンラインポルノ、虐待、スマホでの性
的画像のやりとり、外国人学生の受けいれについてである。

述べた。
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平気でプライベート画像を送る１０代の若者

　セクスティング【 1】とは携帯電話やSMSで
裸の写真などの性的な画像やメッセージをや
り取りすることだが、10代の若者にはもう当
たり前になっている。若者はこれが非合法で
あり、警察沙汰になることを知らない。
　全貌は明らかではないが、政府機関の「児
童労働搾取とオンライン保護センター」（Ceop）
によると、平均一日に一回は深刻な事態が学
校や親や生徒から報告される。Ceopのスタッ
フは「セクスティングは友達の間では当たり
前のようだ」といい、中等学校の元教師は

「セクスティングには明らかな無理強いのケ
ースがあり、犯罪の証拠にもなりうるので生
徒の携帯電話を没収したほうがいい」と述べ
た。
　学校では裸の画像を送る危険性を生徒に教
えて、この問題に取り組んでいる。ある14歳
の少年は、不適切な画像を配布したから自分
の情報が10年間警察のデータベースに残るか
もしれないと言われた。少女たちが「スネー
キング(弄ぶこと)」の被害者になったケース
がある。ある少年が少女たちの写真を撮っ
た。少年はそれを他人に送り、アフガニスタ
ンにいる兵士もそれを見た。別のケースで

は、17歳の少年が 2 人の14歳の子に不適切な
画像を送るように要求して12 ヶ月拘留の罰を
言い渡された。
　ある学校では14～18歳の少女のほとんど全
員が男子から裸の写真を送れと言われたとい
う。男子では、女子に自分のいかがわしい写
真を送ったのはわずか 3 人だった。
　若者は、セクスティングを「自撮りヌー
ド」、「やばい写真」という。15歳の少女は「も
し写真を送らなかったら冷たい奴、送ればふ
しだらとかあばずれとかいわれる」という。
セクスティングは13 ～ 14歳の 9 年生から始
まる。「ある子が男子から写真を送れと言わ
れ、男子は学校中にそれを転送した。その子
はそれでひどくいじめられ、体のことをから
かわれた」とある少女はいう。別の少女は

「冗談で写真を送る子もいるし、可愛いと注
目されて得意になる子もいる。送るのが嫌と
言えば、弱虫、臆病猫、ブスなカスといわれ
る」といった。
　18歳の少年は「僕が11年生の時、ある女子
が男子に画像を送ったら 1 時間もしないうち
に学校中にその画像が回った。みんな携帯電
話に保存した。先生は生徒の電話を回収しよ

り、健全な人間関係とは何かが 5 歳から教え
られるべきだと委員は言う。ポルノが蔓延
し、子どもの将来への影響は大きい。「12 ～
13歳の少年がオンラインでの性的暴力を見て
4 ～ 5 歳の少女を性的虐待したという実例が
ある。こういうことが懸念されるのだ。オン

ラインでの賭け事は18歳でなければできない
のに、年齢に無関係にポルノにアクセスでき
るのはどういうことか。携帯電話やタブレッ
トでボタンを押せばポルノが見られること
が、不適切な行動の一原因だ」と述べた。

(Guardian 2015.11.11) より
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(Guardian 2015.11.2) より

うとした。女子は嫌がらせをされ、ふしだら
女と呼ばれた。送った男子は軽い冗談のつも
りだった」と経験を話した。この少年にはも
う一つの体験もある。「ある少年が女子に自
分の写真を送ったら学校の皆に回った。人気
者扱いされたが、写真を綺麗な女子に送った
ら、嫌な奴だと思われて学校をやめた」。
　ある慈善団体のスタッフは「若者が皆セク  【1】　原語はsextingでsexとtextingの合成語である。

スティングをやっているというのは、センセ
ーショナルな誇張だ。確かに若者はいつも携
帯を使っているし、性的なメッセージをやり
とりしているのは11～ 16歳の12％ぐらいだ。
絶対数は大きいが、まだ少ないといえる」と
述べた。

　内務省が入国を制約しても外国人学生は 2
～ 3 年間で65,000人に増える見込みだ。海外
からの学生に課す英語の試験を難しくし、大
学卒業生が家族を呼び寄せるのを抑制したい
内務省の意向をオズボーン蔵相は拒否した。
蔵相は委員会で「その件は政府内で合意して
いないし、厳格かつ迅速にという提案でもな
い」と述べた。
　首相は、2020年までの純粋な移民数を10万
人以下にする政府の目標から学生は除外する

とし、具体的な数は検討中という。首相は
「イギリスに永住するか長期間滞在する移民
に世論は懸念しているが、出入りする学生は
イギリスにとっては良いことだ」と述べた。
オズボーン氏は「合法的に入る外国人学生が
増えたのは健全な増加であり、学生ビザに対
しては虚偽入国を厳格に取り締まってきた」
と述べた。このコメントは、首相が政府は移
民を減らすことを目的としていないと声明し
たのと軌を一にしている。

オズボーン蔵相が外国人学生に門戸開放

(Times 2015.12.2) より

４．イギリス「キーステージ１テスト」復活、アメリカ「落ちこぼれ零法」改定

  教育省は、 7 歳児の学力をさらに正確に評
価するために、2004年に廃止されたナショナ
ルカリキュラムテストを再開する意向であ
る。読み書き、数学、科学の評価を教師や学
校が行っている現在のキーステージ 1 のテス

ト では、学力の進歩を測るには不十分だとい
う。
　教育相は、評価基準が自治体運営学校とフ
リースクールやアカデミーとで異なることも
批判する。労働党によると、教育基準局の評

７歳児対象のテスト復活
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　下院は85％の賛成で12月 2 日にブッシュ前
大統領時代の「落ちこぼれ零」法の改定を承
認した。これにより、連邦政府が公立学校を
統制する時代が終わり、学校の指導監督権は
州や地区に戻る。この法は、1965年の初等・
中等教育法を改定して2001年に超党派で成立
した。法に従い 3 年生から 8 年生までの読解
と数学の両科目でテストが実施され、学校に
は2014年までにどの子も両科目で好成績をと
るように求められた。失敗校は連邦政府の指
導、最悪の場合は閉校となった。しかしこの
法は左右両派から嫌われ、連邦政府の罰則も
目標も効果がないことが明らかになった。
　下院が承認した改定法は学校への制裁や目

標を廃止し、目標設定、学校評価方法、水準
以下の学校への対処方法を州や学校区に委ね
ている。改定法は 9 日に上院を通過し、大統
領が10日に署名した。
　旧法のもとでは、失敗校という烙印を恐れ
てテストが過剰になった。読解力や数学力を
測るには無意味なテストも多く、平均的な生
徒で 1 年に標準化テストを 8 回、小学校入学
前から12年生までに112回のテストを受けて
いた。法への反対運動は全国に広がったが、
逆効果もあった。州が、生徒の学習成果がわ
かる毎年のテストをやめ、失敗校への支援責
任を取らず、低所得地区への貧困援助金の交
付を打ち切った。

「落ちこぼれ零法」から「どの生徒も成功する法」へ　

(NewYorkTimes 2015.12.3/7/10/11) より

価が最低評価の「不適切」だったフリースク
ールやアカデミーの在籍生徒は3.9％ (104,652
人)で、同様な評価の自治体運営学校は1.8％
(87,668人)という。
　教育省は 4 ～ 5 歳児生と 2 年生の評価を
見直し、 6 年生までの進歩を測れる信頼でき
る内容にするという。過去の調査によると、
教師が行う評価は依怙贔屓や固定観念に走り
やすく、キーステージ 2 で成績が上がったよ
うにするために、キーステージ 1 では評価を
低くする学校もあるという。
　タイムズ紙はこの見直しを「政府の後戻り」
と批判し、教員組合は新しい評価基準を否定
する。それに対して政府の学校担当官は「新
しい評価基準によって評価を正確にしたい」
という。2016年からイングランドの小学校

は、入学後の能力向上を測る 4 ～ 5 歳児生
の評価基準プログラムに参加できるようにな
る。
　大半の小学校は、教育資源会社のアーリ
ー・エクセランス社が提供した評価基準を採
用してきた。この会社は、テストではなく教
師の観察や判断に信頼を置いている。教育省
は、このやり方は統計的に有効でないとい
う。政府がキーステージ 1 の今の評価方法を
やめて外部テストを導入すれば、小学生には
過重な負担になるので全国教員組合は反対す
るだろう。しかし教育基準局長は「 7 歳児で
のテストの復活を支持する。まともな校長は
テストの廃止は間違いだったという。既得権
益のある者だけが得をしている」と述べた。
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 【1】　現在小学校では、 1 年生から 2 年生までのキース

　　　テージ１の終了時に学習到達度の評価を教師が行

　　　い、 3 年生から 6 年生までのキーステージ 2 の終

　　　了時に、全国テスト(SAT：Standard Assessment 

　　　TestあるいはNational Curriculum Test)が行われ

　　　ている。ただし、スコットランドは除く。

海外の教育情報（21）

　2007年に旧法は期限を迎えたが、民主党と
共和党は改定に合意しなかった。民主党は公
民権法を根拠にして人種的マイノリティーや
低所得家庭を守る保障を、共和党は連邦政府
が介入せず州や学校区が自立的に教育できる
ように求めた。
　オバマ政権は2014年までの目標達成などを
廃棄した。その一方、教師の評価を生徒の成
績と結びつけ、厳格な成績目標を州が設定す
るようにした。これにより多くの州では、「コ
モン・コア」カリキュラムが採用され、保守
派は連邦政府がやり過ぎだと苛立った。
　改定法（「どの生徒も成功する法(the Every 
Student Succeeds Act)」）は最低成績の学校
を州が改善することを求め、過剰なテストの
廃止のための連邦政府予算がついた。しかし
テスト廃止運動には残念だが、改定法でも毎
年の読解と数学のテストは残され、学校は少
なくとも95％の生徒が最高の水準に達するよ
うに努め、生徒の人種や収入や障害の程度に
応じた成績も報告する。　
　改定法により教育水準の不均衡がより悪化
するという声もある。「問題は、州の教育が
水準に達しない場合にどれだけの介入権限が
連邦政府に残されているかどうかだ。偶然生
まれた場所や居住地によって教育機会が異な
ることは問題だ」と大学の教育関係者はいう。
　改定法は州内で成績が下から 5 ％以下の学
校と生徒の 1 / 3 以上が卒業できない高校に
は改善努力、貧困層やマイノリティーの生徒
との格差是正を求めているが、目標未達成で
も特別な対応は強制されない。学校評価には
テスト成績だけでなく卒業率や進路なども含
む。連邦政府は州による教師評価に注文をつ
けない。教育相は「改定法は過剰なテストや
連邦政府の命令をなくした」と述べた。法案

に署名したオバマ大統領は「法の改定によっ
て、人種、所得、境遇、住む場所を問わずど
の子も自分が望む人生を生きる機会が与えら
れる。これはアメリカの基本的な理想だ」と
述べた。
　教員組合や全国教育委員会協議会、全国知
事協議会、公民権団体などは改定法を概ね支
持する。　
　全米最大の教員組合の全国教育協会は「教
師は以前のようにテストや罰則に幻滅して、
学校をやめることがなくなるだろう。州や学
校区が柔軟に対応し、生徒にとって最善のこ
とを教師が決定できるようになれば教師の仕
事は尊敬される」と述べた。全米第 2 の教員
組合のアメリカ教員連合は「公教育の新たな
時代だ。今後20年で公教育は包括的・積極的
に変化するだろう。連邦政府がテストを教員
評価のためにもう利用できない。公教育は共
同の責任によって行われる」と述べる。
　一方、公民権運動団体は「大統領は、学校
での人種差別を正す強力な手段を放棄した。
旧法の目的は、連邦政府が貧困な子や支援が
最も必要な子への州や地方の対応を厳格に監
視することだった。州に多くの裁量を委ねる
のは問題だ」と述べ、連邦政府による州への
介入権限を強くするよう大統領に要求する予
定だ。

　　　（やまなし　あきら
　　　　　　　　元県立特別支援学校教員）
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学生運動
　ロンドンで教育予算削減と授業料値上に反
対し、教育無償化を求める学生の大規模デモ
があった。発炎筒や卵やペンキを投げつける
など、かなり激しい抗議行動だ。教育問題だ
けでなく、核廃絶や反緊縮財政の政治的要求
を突きつけている。特筆すべきは、労働党の
党首がデモを支持していることだ。同党は累
進課税や教育無償化や難民受け入れを表明
し、給付制奨学金を約束し若者の支持を集め
ている。同党の青年部員は倍増した。
　日本でも、安保法制反対デモにSEALDsが
登場し、若者の政治参加が始まった。首都圏
高校生ユニオンがブラックバイト反対運動を
した（朝日2015.8.28）。学習塾講師労組も誕
生し（朝日2013.4.9）、中高校教員の「部活顧
問対策プロジェクト」の活動を始めた（朝日
2016.2.13）。この運動は敗戦直後の雰囲気を
彷彿とさせる。
　文科省は1969年に高校生の政治活動禁止の
通知をだしたが、18歳選挙権と主権者教育の
問題が浮上し、2015年に一転して政治活動の
容認へと変わった。しかし「現実の政治問題
を素材にした指導は重要だが、慎重な取り扱
いが必要。特定政党の支持はよくなく、政治
的中立性を配慮せよ」と歯切れの悪い指示を
している。主権者に対して「指導」するとい
う形容矛盾の指示である。
　こうした教育界の雰囲気を尻目に、若者の
政治活動が世界中に広まっている。その特徴

はフェイスブックやツィッターの情報を基
に、異なる立場の者たちが非組織と無規約で
連帯し、指導者より進行役が合意形成と同一
行動を促すという新しい運動体を模索しつつ
ある。アナログ版の新聞を読まず、電子新聞
の読者も 4 %台の若者が今後どう社会に働き
かけていくのかは未知数である。　

政治と平和教育
　1990年以降生れの若者が政治に無関心だか
ら困る、と嘆いている。社会的背景が変わ
り、労働者階級出身でも労働党への忠誠心が
ないし、どの政党にも関心を示さない。ネッ
ト情報しか見ず、国会や地方政治やEU委員
会について知らない。今のところ16歳選挙権
を認めるレベルまで達していない、という悲
観的の記事が紹介されている。
　この議論に欠けていることがある。第一
に、年に数十回行われる一斉テストがある。
テスト成績を上げ、進学競争を強いられてい
ると、政治には関心が向かない。第二に、底
辺校では、出席や単位や資格をとることだけ
で、教科内容に無関心な生徒がいる。第三
に、教育信仰がある。読み書き算盤はともか
く（これも体験の方が勝るが）、個人や社会に
とって重要なことは教育に不向きだ。平和教
育や道徳教育などは大人の願望であることが
多い。記事の議論にはこの 3 視点が欠けてい
るから悲観的になる。政治教育を求めるな
ら、現実の問題に関心を示して行動する若者

論 　 評 佐々木　 賢
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の社会運動と絡めて論ずればいい。
　その点平和教育の記事（ガーディアン
15.11.10）の方が現実味がある。核兵器禁止
運動CNDのメンバーが生徒たちに広島原爆や
ICBMの話をし、討論させている。こうした
教育を行うのは宗教団体だけで、単発的で効
果が薄い。その理由は、現実にイギリス国内
にある軍隊に反対できず、教育の中で軍事の
存在が大きいからだという。
　国防省は「連合将校養成隊」という組織を
作り、学生が軍人や予備役になるよう促して
いる。教育省は「軍人から教師へ」というプ
ログラムで、退役軍人を小中学校の教師に育
て上げ、教室の中で「軍隊の必要性」を子ど
もたちに教えている。予算がある体制側の教
育とボランティアで細々と訴える宗教団体の
教育が対比された記事になっている。
　経済的徴兵制ということばがある。米英で
は徴兵制を廃止したが、貧困層が年金や奨学
金や保険が欲しくて志願するように仕向けて
いる。日本でも主権者教育が叫ばれている
が、貧困層が原発作業員や沖縄基地の警備員
や自衛隊に自ら志願するよう促されている現
状を見つめて、論じなければならない。

子どもの現状
　性的虐待が増えている。統計によると、被
害者は乳幼児に始まり 9 歳が最高で14歳から
18歳まで続き、男子もあるが特に女子に多
い。2012年から2015年にかけ45万人に達し
た。その 3 分の 2 が家庭内で行われた。加害
者は男の友人や親や叔父の順になっている。
被害を訴えることが少ないから、過少評価さ
れている。子どもはされている事が虐待であ
ることを知らない。申し出た場合に家庭や居
場所に居づらくなるからだ。

　「セックスティング」という造語があり、携
帯電話やSNSで裸の映像を公開している。若
者の間でポルノが容易にアクセスできるか
ら、当たり前と思っている。14歳から17歳ま
での女子のほぼ全員が被害に遭っている。保
護センターが苦情を受け付けているが、処理
しきれないという。多忙を極める学校教師が
こうした社会現象を処理できる筈はない。　
　日本でも児童虐待件数は1999年に1000件程
度だったのが、2014年には 8 万8931件もあ
り、過去最多を記録している。20年前には母
親の育児疲れが原因と言われていたが、現在
は主に経済問題であり、失業している夫の暴
力が増えている。非正規労働が過半数に達
し、将来の生活の見通しがたたないのだ（毎
日2015.10.28）。児童虐待は子どもの貧困と
密接に関係している。
　OECDの子どもの貧困率調査（2015.10.13）
では、34カ 国 の平 均13.7%だが、 日 本 は
15.7%でワースト11位である。子どもの貧困
率は最近20年間で倍増した。貧困は非正規労
働と片親家庭の増加と関係している。就学援
助対象者が小中学生の15%、155万人いて、最
近15年間で 2 倍になった。27.5%は朝食をと
っておらず、26.5%がカップ麺だけで済ませ
ている。虫歯が多いが治療しない。靴は 2 足
以下で服はリサイクル品を着て、交通費が出
せないので部活の対外試合に出られない。高
校生で修学旅行に参加できない生徒が学年で
50人以上出る学校もある（NHK「時事公論」
2015.5.7）。
　こうした悪環境は単に貧困家庭の問題では
ない。社会構造全体の質を考えねばならな
い。現代社会は仕切りが多くなり、閉鎖空間
が増え、人々はその空間だけで他者を意識せ
ずに生活している。子どもの世界が喪失し

海外の教育情報（21）
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た。数十年前は路地や空き地や空家があり、
山や川が遊び場で、近所の子ども同士で遊ん
でいた。今は幼稚園や保育園や学校に行くし
か、友だちと出会えない。大人の監視がない
と「危険だ」と言われる。親自身が20年から
30年前に子どもの世界を体験していないか
ら、そこが閉鎖空間だとは気づかない。
　障害者を抱え、片親で、しかも貧困家庭で
は、親が遊び相手になれない。そういう家庭
の子どもたちが爪弾きにされる。被差別者と
しての子どもたちが非行に走ると非難され、
虐待も増えていく。識者は「共同経験や動植
物を愛でることが大切だ」と説くが、それが
出来なくなっている事情を考えていない。大
人の現状認識の欠如こそ問題にするべきだ。

テスト
　イギリスの教育省は2004年に廃止された 7
歳児の一斉学力テストを復活させた。自治体
運営学校とフリースクールやアカデミー (公
設民営校)のテスト基準がそれぞれ違い、現場
教師の評価に任せていくと、点数操作があり
主観的になりがちで、教育基準局の評価が不
適切になるからだという。現行は小学校 1 年
生と 2 年生は現場教師の学習到達度評価に任
せ、 3 年生から 6 年生までは全国テストの
SATを使っている（ガーディアン15.11.2）。
　一方、アメリカでは「どの生徒も成功する
法＝ESS」を制定し、全国テストの廃止に向
っている（ニューヨークタイムズ2015.12.3・
12.7・12.10・12.11）。話はややこしいが、同
じオバマ大統領が2011年に「トップを目指す
競争」で、生徒の成績を指標に教師を評価
し、補助金を支給する政策を打ち出し、その
4 年後にそれを止めたのだ。ESS 法では、底
辺校の改善を各自治体に要求し、達成されれ

ば、連邦政府が予算を出す。「人種、所得､
境遇、住居を問わずどの子も自分の望む人生
を生きる機会を」と唱えている。この提案
に、教員組合や全国教育委員会協議会や全国
知事協議会や公民権団体が支持を表明してい
る。
　オバマ政権がテストと反テストの両政策の
間で揺れ動いたのは、2014年にフロリダ州に
始まった反テスト教育運動のせいではないか
と思われる。当州の高校保護者集会で「テス
トは社会を破壊する」のスローガンを掲げて
抗議行動が起こった。子どものテストストレ
スが高じ、不登校が増え、食欲不振、不眠、
夜尿症、健忘症、疲労等の症状が出て、精神
安定剤を服用するという弊害が出た。年間
180授業日の内、テストに80日も費やし、あ
る郡では1600科目もテストするから、正規の
授業も出来なくなった。運動の結果、全米40
州が共通テストの発表を延期した（ニューヨ
ークタイムズ14.11.10・ねざす2015年4月号
参照）。
　テスト教育の弊害は明らかである。教師の
多忙化と生徒のストレスに加え、受験生と行
政側の不正があり、教育業者のテスト利権が
絡み、家庭の貧富の格差が倍化することだ。
問題は教育民営化が進んだ日米英のテスト利
権と貧富の格差にある。
　 冒 頭 に紹 介 した記 事（ガ ー デ ィ ア ン
15.11.2）にも、小学校テストは「教育資源提
供会社アーリー・エクセランス社」の評価基
準が採用されたと書かれている。世界最大で
4000万人の受験者を持つアメリカのテスト会
社のピアソン社が125万人の受験するGCSE

（高卒認定テスト）を主催するイギリスのエ
デクセル委員会を買収したことは記憶に新し
い（タイムズ 03.10.28）。 
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教育民営化が進み、受験競争が激化した国で
はテスト成績での貧富の格差が目立つ。元々
格差は政治的、社会的、経済的要因によって
生み出されるが、現象として教育格差に連動
する。英米では人種間の経済格差がテスト成
績の格差となって現れているが、日本でも、
奨学金民営化で貧乏人は大学進学が困難にな
っている。
　テスト政策で競争させ、序列を作ることに
よって、得する層と損する層が生まれ、階層
移動が困難になれば、これは階層ではなく、
一方が他方を収奪する階級社会に入ったこと
を意味する。富裕層と中間層が支配階級で、
圧倒的多数の庶民と貧困層をそれと分からな
いように支配している。テストにも社会の現
状がよく反映されている。

　　　　（ささき　けん　研究所共同研究員）
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教育研究所年報２０１５年度

定例所員会議（主に議論内容を記載）
2015.4.25（土）　 第1回（通算327回）
　「成績処理シートの問題」「ゼロ・トレラン
　ス運動の広がり」「学校をブラック化させ
　ないために」「教員における若者と50歳代
　の断絶」などについて議論をしました。
　
2015.5.27（水）   第2回（通算328回）
　多忙化問題について各学校より報告があり
　ました。
　就学支援金の申請状況を見ると学校間格差
　との関連が見えてきました。

2015.6.24（水）   第3回（通算329回）
　多忙化問題について引き続き議論をしまし
　た。超勤の実態を報告しあいました。

2015.8.19（水）   第4回（通算330回）
　『ねざす』56号について、及び秋の教育討
　論会について議論をしました。　

2015.9.23（水）   第5回（通算331回）
　教育討論会のタイトルを決定しました。
　ある会社の高卒採用スケジュールについて
　の問題点（統一応募用紙を使用しないで、
　ウェブ上の求人をしている問題）を議論し
　ました。

2015.10.17（土）  第6回（通算332回）
　教育討論会の役割分担等について確認しま
　した。

2015.12.25（金）  第7回（通算333回）
　教育討論会の反省及び『ねざす』57号の特
　集について報告、議論しました。

2016.1.27（水）　 第8回（通算334回）
　県立高校「改革」問題について学習しまし
　た。
　教育研究所30周年企画について提案があり
　ました。

2016.2.27（土）   第9回（通算335回）
　「県立高校改革推進計画10年間の成果と課
　題」の検証を行いました。
　来年度の研究所体制について報告がありま
　した。

2016.3.30（水）   第10回（通算336回）
　「県立高校改革実施計画」について議論しま
　した。
　来年度の活動予定を確認しました。

夏季公開研究会
「止まらない多忙化、その行き着く先は･･･」
日　時　 7 月25日（土）14:00 ～ 16:30
場　所　横浜市技能文化会館　特別会議室
シンポジスト
　長妻郁子さん（小学校）
　関　信助さん（中学校）
　坂本和啓さん（高校）
コーディネーター
　金澤信之さん（教育研究所）
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　　　教育研究所年報

教育育討論会
「『教員多忙化問題』から見えてくるもの」
日　時　11月14日（土）14:00
場　所　ＴＫＰ横浜ビジネスセンター 7 Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　ホール 7 Ａ
シンポジスト
　安西　保行さん（前教育局長）
　油布佐和子さん（早稲田大学）
　名古谷隆彦さん（共同通信社）
コーディネーター
　井上　恭宏さん（横浜修悠館高校）

刊行物
　『ねざす』55号（2015年 5 月発行）
　　特集Ⅰ　若者の雇用・労働の現実は？　
　　　　　　そして何が可能か？
　　特集Ⅱ　研究所独自調査「教員の意識調
　　　　　　査（聞き取り）報告」

　『ねざす』56号（2015年11月発行）
　　特集Ⅰ　止まらない多忙化、その行きつ
　　　　　　く先は･･･
　　特集Ⅱ　通信制高校をめぐる研究と実践

　研究所ニュース78号（2015年10月発行）
　　2015年教育討論会
　　「教員多忙化問題」から見えてくるもの

　研究所ニュース79号（2016年 3 月発行）
　　小林昭文さん（産業能率大学）

　　「アクティブラーニング型授業（AL型
　　授業）を始めましょう！～『ハードルは
　　低く、志は高く』の精神で～」
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■教育討論会では、教育行政・大学・マスコミでそれぞれ活躍している方をお呼びしたので、最初予
　定していた会場を変更して広い会場にしました。しかし、残念ながら最も来て欲しかった現場の先
　生の参加は少ない数でした。「多忙化問題」をテーマにしたのですが、多忙ゆえに来られなかった
　というアイロニカルな結末に苦笑しかできませんでした。それでも、比較的多忙でない（と言って
　は失礼ですが）シニアの参加は多く、会自体は盛り上がりました。話はそれぞれとてもよかったと
　思います。ぜひ、当誌で様子を知っていただけたらと存じます。
■「県立高校改革実施計画」が発表されたこともあり、特集を組みました。今からの改革は、今まで
　の改革を検証しなければならないことは明らかです。いわゆる「振り返り」です。それには理念が
　現実としてどうなったかの検証こそが必要なのです。歴史的に見ても、理念や理想は時に牙をむい
　て現実を荒廃させるからです。今後も研究所は、現場に根ざした検証を継続したいと思います。
■本文でも触れていることですが、「問題解決」に向けての手法は、トップダウンとボトムアップが
　あります。その両方をうまく使うと「問題解決」に至るのは、いま流行の「論理的思考」の基本です。
　しかし、教育改革という、ある意味「問題解決」の分野にトップダウンだけが幅をきかせているの
　は、よろしくありません。せっかく下からの気運が盛り上がっていた時に、管理運営規則の改正に
　よる学校運営の組織改善と校長の裁量権の拡大によって、一方的な決断がなされ、どれだけ教育改
　革の精神が損なわれたことか。一方、ボトムアップで学校づくりをすると、教職員のモチベーショ
　ンも上がり、それが生徒に伝わっていき、改革は推進するのではないでしょうか。
■今回は元文部省大臣官房審議官の中島章夫氏や元小学校校長の千葉保氏に筆をとっていただきまし
　た。ともに鎌倉市在住の方です。中島氏には積年の思いである 6 ・ 3 ・ 3 制の問題について、千葉
　氏には自らも実践された「授業づくり」について書いていただきました。高校入試がさまざまに問
　われている現在、「高校入試は本当に必要なのか」と思いますし、雑務に追われるのではなく授業
　こそを大切にするべきだという当たり前のことを感じます。
■定期試験における共通問題や授業の35週問題で、教育現場は苦悩しています。この施策は、教育を
　画一化し、学校現場から個性と緩やかな時間を喪失させます。共通問題の徹底化は授業をつまらな
　いものにしますし、授業は量より質です。学校（スクール）の語源はギリシャ語の「スコレー」（ひ
　ま）で、このひまな時間の活用から学問は始まっていくのですが･･･。
■年度末、入試の採点ミス問題で大揺れに揺れた神奈川県でしたが、今後の方策が注目されます。筆
　者（手島）も毎年採点に係わってきましたが、かなりの疲労感を覚えながらの採点でした。ミスが
　ないようにと何度も点検を繰り返すのですが、それでもミスがあるのは、構造的な問題だと思いま
　す。記述式で答える問題の必要性は分かりますが、採点をどうするかは非常に難しい問題です。マ
　ークシートにして一括採点すれば、今回のようなことはなくなりますし、生徒を長く自宅学習させ
　る必要もなくなります。記述式が必要なら、その上で検討すればいいのです。ここにも「問題解決」
　の手腕が問われています。この問題を議論する「県立高等学校入学者選抜調査改善委員会」の動向
　を注視したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手 島　 純（特別研究員）


