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はじめﾉに

進学率が95％に達する高校は小・中学校につづく国民共通の教育機関として国民から大

きな期待が寄せられている。

ところが今曰、高校教育は多くの困難を抱えており、その克服と高校教育改革を求める

声はかつてなく高まっている。この国民の声にこたえるためには、高校生たちと高校教育

をめぐる現状をリアルにとらえ、その原因を深く分析しなければならない｡

財界・政府自民党は臨教審・中教審答申にもとづき、「特色ある学校」づくり、高校の

「多様化」による高校教育の改革をおしすすめている。新しい学習指導要領では「新学力

観」を強調し、すべての子どもたちが主権者としての共通に求められる基礎的な学力を身

につけることを軽視する教育が学校におしつけられてきている。こうして「生涯学習体系

への移行」という考え方のもとに公教育の縮小、解体をはかろうとしているのである。こ

れらの教育政策を徹底するために、教職員や国民の理解を得､合意をひろげるのではなく、

初任者研修など官製研修をおしつけ、教職員の管理統制をいっそう強化してきている。

それは、行政のすすめる改革政策が子どもたちの発達を保障すべき教育の理念から外れて

いることを物語るものであり、したがって当然のこととして、この政策は国民との矛盾を

ひろげている。

それにたいして、教育の危機に立ち向かう国民的な教育運動が発展している。国民の教

育にかける期待の中心は、子どもたちが胸を張って学校に通い、学ぶことのよろこびを味

わいながらたしかな学力を身につけ、自己を確立し、誇りをもって未来への可能性をはぐ

くんでほしいということである。

学校５曰制や「子どもの権利条約」など歴史の進歩にともなって、教育のあり方も根本

から見直すことが求められている。教職員と父母国民が叡知を結集し、これらの新たな条

件をくみとって今曰の教育の危機を克服し、真に子どもたちのための教育改革をすすめ、

新しい高校教育を創造することは可能である。

曰高教は、最大多数の公立高校教職員の結集した新しい全国組織として、高校教育の民

主的改革に重要な役割を果たすために、1991年度の定期大会において「高校教育制度検討

委員会」を設置し、国民の願いにこたえられる高校教育の改革をめざして検討をすすめて

きたαその結果、ここに「新しい高校教育をめざして」と題する高校教育改革の提言（第

１次案）をまとめるに至った。

この提言にたいして多くの教職員と国民からの声が寄せられ、いっそう充実したものに

していただくことと、教職員と国民がともに合意できる高校教育改革のために、力を合わ

せ、共同してその運動にとりくんでいただくことを切に願うものである。
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｡……･…･…１６【４】高校教育改革の基本方向

1、新しい高校教育
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（１）格差のない地域に根ざす高校

（２）高校での教育

（５）生徒の声が反映される学校運営

（４）教育条件

２，高校教育改革の基本的な考え方

（１）子どのたちにたしかな学力を保障するゆたかな教育の創造

（２）基礎学力の保障とすべての生徒の個性を伸ばす「自由選択制」

（５）希望者全員入学の実現と高校入試廃止への展望

（４）学校間格差を解消する展望

（５）私学との関係、公立・私立の共同

（６）生徒の声、父母の要求が反映される高校教育、地域に根ざす高校

【５】具体的な政策と課題 ……………２１

1、入試選抜制度・学区制の改革

（１）小学区制、総合選抜制について

（２）希望者全入の早期実現

２，教育課程の編成、教育内容の改善

（１）教育課程の編成について

（２）基礎学力の保障と「自由選択制」の充実

（３）職業高校の充実

（４）定時制教育、通信制教育の充実

（５）障害をもつ子ども・青年の発達保障と後期中等教育の保障

（６）「子どもの権利条約」の精神に立脚した教育

（７）進級および卒業認定について

５，学校五曰制における教育課程

（１）学校五曰制にふさわしいゆとりある教育と環境づくり

（２）学校五曰制における教育課程の編成について

（５）部活動のあり方について

４，教育条件の改善、施設設備の充実

（１）学校規模について

（２）学級定員について

（５）高校増設、施設・設備の改善

（４）教育環境の整備

（５）高校教育の無償化、父母負担の軽減

（６）教職員定数の改善

（７）教職員の自主的研修の保障について

５、教育と教育行政の民主化
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（１）教育の地方自治の確立

（２）民主的な学校運営と学校自治の確立

６，小・中学校、高校の連携

７，公・私の共同

８，大学との関係、大学入試の改善

（１）国および都道府県単位の大学と高校の協議機関の設置

（２）国民のための大学

（３）大学入試制度の改善

９、社会教育の充実について

【６】当面する教育課題について ……………２８

中退、登校拒否・不登校をなくすために

入試選抜・学区制を改善し、受験競争を緩和する

１，中退、登校拒否・不登校をな

２，入試選抜・学区制を改善し、

3、みのりある学校五曰制の実現

４，大学入試制度の改善をはかる
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〔１〕合曰の高校生と教育をめぐる

諸問題

l、つくりだされた教育危機

(1)落ちこぼされる子どもの増大

小学校の時からしばしば科学性や系統性を欠いたつめこみ教材を盛りだくさん学校にお

しつける学習指導要領のもとで、それに教育条件の劣悪さが加わり、大量の｢落ちこぼし」

がつくりだされている。

そのために、高校に入学してくる生徒のなかには、分数計算さえおぼつかないような遅

れを引きずった者をふくめ、授業についていけない生徒が増えている。

(2)高校間格差の拡大がもたらすきびしい受験競争と教育の困難

しかも、高校間格差がひろげられるなかで、子どもたちは小学校低学年の頃から塾通い

とｎ点」を争う偏差値競争を余儀なくされている。この激しい排他的競争は、子どもた

ちの学習観や人間観をゆがめ、ゆたかな人間形成をさまたげている。

また、高校間格差をひろげる通学区の拡大によって長距離・多額交通費通学を余儀なく

されるケースを大量につくりだすとともに、学校と地域をきり離し、高校教育に困難をも

たらしている。

(3)大量の中退、増大する登校拒否、

この偏差値Ⅲ輪切り川の選別と競争は高校から生徒の集団構成の多様性をうばい、生徒

たちが共に学びあいながら成長することを困難にしている。子どもたちは学ぶよろこびを

うばわれ、自信を失い、しばしば人間としての尊厳さえ傷つけられながら、やむなく脱落

していく者が増えている。

高校中退者は在籍比の２％を上回り、９１年度では112,955人にのぼっている。その大半

は「学業不振」「進路変更」「学校生活・学業不適応」「問題行動」など教育上の矛盾に

起因している。

「登校拒否」もここ10年間で、小学生は２倍以上、中学生は４倍近くに達している。高

校生も同様の傾向にあることが予想され、文部省でさえ、今やどの子にあってもその可能

性をはらむ曰本特有の「病理現象」であることを認めざるを得なくなっている。

中退、登校拒否・不登校問題は、曰本の学校が子どもの願いからいかにずれているかを

象徴的に示すものである。それは、文部省がいうように子どもや親、学校の問題だけでは

なく、より根本的には、学習指導要領のおしつけによりつくりだされるⅢおちこぼれⅡ、



(鯛iilii`'７，i(!#,鮒）(S)1993年1月（霊jiiiiiliMii卜馴）曰高教新聞 号外

学校間格差のもとでの選別入試による不本意入学、過密・過大の学校と足りない教職員定

数の問題など、今曰までの自民党政府の教育政策や、経済・社会政策によってもたらされ

た貧困、家庭崩壊、アルバイト需要の増大などによって生じているのである。

(4)つくりだされた「困難集中校」

また、学区の広域化、偏差値輪切り選別をつよめる入試制度の改悪などによって、多く

の都道府県で、学力のおくれ、問題行動、授業成立困難、原級留置、中退、貧困などの集

中する学校、「困難集中校」がつくりだされている。

これらの学校においては、教職員の努力にもかかわらず、生徒たちの集団としての教育

力が弱く、生徒数が多く、息つくひまもない生活指導の多'忙さのなかで、個々の生徒が持

っている成長の可能'性を引き出しきれない状況になっている。

そこにおける生徒たちは、周囲の人々の偏見や人格否定的な対応なども加わって、つら

く悲しい思いとともに、劣等感・不信．あきらめの心1情など、ともすれば自ら成長する意

欲さえ失いかねない状況をつくりだしている。

(5)受験偏重による教育のゆがみ

国民の大学進学要求が高まるなかで、高等学校を大学進学実績で競わせる政ｏ財界から

の攻撃が教育委員会などを通じてつよめられ、公立・私立を問わず、大学進学実績をあげ

ようとする傾向がつよまっている。

特定の学校への公費による差別的な「学力推進事業」や、－部私学にみられる特定生徒

への学費や受験料の差別的特免などまで現れている。

進学塾や高校の「特進クラス」にみられる受験特訓など受験偏重の教育は、点数競争に

勝つこと、入試に合格することを最大の目的とし、平和、民主主義、人権認識など主権者

としての人格形成をむつかしくし、人間らしく発達するための学習と教育を歪めている。

そのことは、幼い頃から受験競争に駆り立てられゎそれに勝ち抜いてたどりついた大学の

生活に目標を失い脱落していく事例が多く見られるという大学関係者の指摘からも明らか

である。

(6)劣悪な教育条件と国民の高学費負担

教育に「需要と供給」の市場経済の論理を導入し、「受益者負担」などと私的要求行為

と見なす教育観をおしつけ国民に高額の教育費負担を強いている。また自民党政治のもと

で、国民のなかに貧富の格差が広がっていることが、教育費の高さとかかわって子どもの

教育条件の格差をつくりだしている。

中等教育の無償化が世界の流れになっているなかで、曰本の教育費の父母負担は異常な

までに高額であり、とりわけ私学の場合は国民教育としての限界をこえている。

また、世界の常識である１クラス20～30人学級を実現することや、各学校における水光

熱費、施設設備や備品の維持管理・更新費、教材費など'屋'性的な不足の実態を改善するこ

とが求められているが、文部省は、教職員が要求する学校の基本経費を改善しないで、大
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量のパソコンや高度技術機器の導入など本末転倒な予算措置をしてきている。

さらに、今曰の高校の「多様化」政策のもとで、教育条件のうえで明らかな格差がつく

りだされており、教育の機会均等を侵している。

(7)深刻な教職員の多'忙化、健康破壊と職場の管理統制

劣悪な教育条件と、過密な教育課程のおしつけ、教職員の管理支配がつよめられるなか

で、教職員は生活指導や進路指導、部活動指導など息つく暇もなくはたらき、健康を害す

るものが増え、現職死亡が増加するなど深刻な状況のもとにおかれている。

これは教職員の人間の尊厳にかかわる問題であると同時に、ゆきとどいた教育につなが

る教育条件の問題でもあり、一刻も放置できない重大な事態である。

また、教育の国家統制が強化され、学校管理規則を改悪して教職員の民主的な協議にも

とづく学校運営を否定し、校長の管理支配がつよめられている。それは教職員の意欲と創

意ある教育活動をおさえつけ、子どものゆたかな創造力や判断力、自主的な活動を育てる

ことをはばむ管理主義教育を生み出す土壌になっている。

こうしたなかで、ゆきすぎた管理主義を告発し、裁判に訴える事例が増えている。教職

員と父母の共同の力で管理主義教育を克服し、子どもの権利を保障する学校教育の実現が

求められている。

２､子どもの発達の危機

(1)子どもの生活をめぐる貧困な状況

中教審答申は、今曰の子どもの状況を「ゆたかな社会が到来し、所得水準の向上や余暇

時間の増大が進む中で、人々の価値観も『物の豊かさ』へとシフトし、従来の生産や仕事

だけを重視する考えから生活を楽しむことやゆとりを重視する考え方へと変わってきてい

る」などと、きわめて一面的で、意図的とらえかたをしている。

実態は、Ⅲ豊かな曰本Ｍとは裏腹に貧富の差は拡大し、また、Ⅲうさぎ小屋Ⅲといわれ

る劣悪な住宅状況もある。親の長時間・過密労働による家庭の教育力の減退、地域におけ

る自由な空間の消滅や自然環境の破壊と地域社会の崩壊による地域の教育力の衰退、パー

ト労働力需要の増大を背景とした大量の高校生のアルバイトダイヤルＱ２や不良映像な

どの文化の退廃、非合理主義イデオロギーの蔓延、さらには金権腐敗の政治に象徴される

曰本社会全体のゆがみなど、生徒を取り巻く環境の劣悪化がすすみ､子どもの人格形成や、

健やかな成長・発達は大きく阻害されているのである。

(2)選別と競争、管理と抑圧の教育のなかで

大学進学競争の影響が年々低年齢化し、選択の余地のない競争に投げ出された子どもた

ちは、小学生・中学生段階に必要な人間として生きる基礎的な力をもうばわれ、高校生の

発達段階にふさわしい自らの人生を多様に選択する力を育てるべき高校教育の基礎が損な

われてきている。

子どもは、学ぶことを通して生きるよろこびを味わい、自分の持ち味と人間的誇りを青
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てる。子どもが人間らしくなるためには①安心して生存することができる、②人間的関

係を結び、維持することができる、⑤人間的関係を基礎に学ぶ力を獲得することができる

ことなどが不可欠である。そのために、子どもの発達上の権利として、①良い環境のもと

で育つ権利、②自由に楽しく遊ぶ権利、⑤学習する権利、④人間として尊重される権利な

どが確認されてきている。

これら人類が育てあげてきた人間が人間らしくなるための力とそれを保障する権利を根

こそぎうばうような事態が進行している。

人類は人間特有の生命活動として「子どもを教育する」という営みを重ね、より高度に

組織的に活動を進めてきた。こうした人類史的観点に立つならば、今曰の子どもと教育を

めぐる事態は子どもの発達の危機といわなければならない。

３､財界･政府自民党の教育政策の特徴

(1)国民の教育権を否定し、つよめる教育の国家統制

歴代自民党政府は、憲法と教育基本法の基本理念である国民の教育権、教育の自主性の

原則をふみにじり教育の国家統制をつよめてきた。

文部省はγ教育委員の任命制､教頭の法制化､主任の制度化、都道府県教育長の文部大臣

承認制、初任者研修の法制化、免許法の改悪、上位下達の通達教育行政、学習指導要領の

法的拘束、教科書の国家検定強化など教育における民主主義をつぎつぎとじゅうりんして

きた。

「教職員団体は…教育内容や学校運営に対する介入を厳につつしむべき」（臨教審答申）

などと教職員組合を敵視し、校長のリーダーシップ・職場の管理支配をつよめてきた。

教職員団体が教育政策に関与すべきであることは、ユネスコの「教員の地位に関する勧

告」にもうたわれた国際的な常識であるが、これを否定する日本政府の立場は際立って国

民の教育権に敵対的であることを示している。

(2)国家の政策と企業の利益に奉仕する教育政策

財界、政府自民党の教育政策の基本は、学校をすべての子どもたちの発達を保障する場

にすることよりも、彼らの支配の維持と国家・企業の利益に奉仕する川人づくりＭの場と

して利用することである。それは、1960年代の「マンパワー・ポリシー」がうちだされて

以降つよめられてきたのであるが、第14期中教審答申（1990年４月）においてもその観点

は貫かれている。

その特徴は、第一に、Ⅲ人材Mの選別育成の教育である。小学校低学年からつめこみ教

育をおしつけ、「個に応じて」と称して少数の帆できる子Ⅲと大量のⅢできない子帆をつ

くり、中学校で「選択履修」を拡大し、「多様化」し、序列化した高校に選り分ける選別

・差別の教育である。

高校の選別体系化は、普遍科・職業科の分離、通学区の広域化・単独選抜方式による偏

差値序列化寸特色ある学科やコースの設置、男女比率の弾力化などとしてすすめられ、さ

らに定時制の定通併修や連携教育、実務代替などによる三年制化や単位制高校の設置な
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どもすすめられてきている。

今曰の高校の「多様化」政策は、教育水準から教育内容まで格差をつくって固定するも

のであり学校や学科が社会の格差構造とも結びついて学校選択の競争をいっそう激しく

し、矛盾をいっそう拡大させている。

もうひとつの特徴は、国民精神の統合のための教育であり、天皇敬愛や「曰の丸」「君

が代」、奉仕活動の学校教育へのおしつけとして具体化されてきている。それは選別分断

した子どもを国家や財界の支配に都合のよい国家主義、道徳主義、非合理主義によって統

合しようとするものであり、きわめてイデオロギー的なものである。

このような政府・財界の教育政策は、憲法・教育基本法の精神とは相いれないものとい

わなければならない。

〔２〕民主教育を守るたたかいと

合を生きる高校生

ｌ、国民的教育運動の前進

教育の反動化を許さず民主教育を守るために、教職員は父母国民と連帯・共同して果敢

にたたかってきた。勤務評定反対闘争、高校全入運動、高校増設・学級規模縮小の運動、

私学助成を求める運動などである。

今曰、全教・曰高教・全国私教連などによる5000万教育署名大運動は大きく発展し、文

部省を揺り動かすまでになっている。高校40人学級の実現、さらには55人学級の実現をは

じめとする教育条件改善を求める国民的大運動や、全国にひろがっている教育懇談会活動

など、教職員と父母・国民の共同のとりくみは、戦後の国民的な教育運動の財産を引き継

ぐものであり、財界・政府の反動的な文教政策をうち破り、子どもと教育を守る大きな力

として前進しているのである。

２，教育研究活動・教育実践の発展

教育の反動化とのたたかいは、教育研究活動・教育実践の面でも発揮された。子どもの

発達を保障し、平和と民主主義、人権を擁護する教育を探求し、創造するとりくみがすす

められ、そのとりくみと教訓は、職場教研、支部・県教研、さらに全国教研によってふか

められ、すぐれた実践を全国にひろげてきた。
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世界にも誇りうる、職場から支部、県そして全国段階へとつみあげるこの教育研究活動

を通じて、教職員は教育力量を高め、わが国の教育の発展に大きく貢献してきている。

今曰、この教育研究活動は、父母国民にも開かれたものとして新たに発展している。

３、たくましく生きる高校生

子どもの成長を願い、民主教育をまもる教職員・国民の運動とその力は、子どもたちの

成長への願いを支えている。

近年、生徒たちが生き生きする場面が少なくなり、自主活動も全体としては停滞の傾向

を示しているが、そのなかでも全国高校生部落問題研究集会､全国高校生平和ゼミナール、

平和憲法記念「京都高校生のつどい」春季討論集会、愛知高校生フェスティバルなど地域

的にも、全国的レベルでも自主活動を通して高校生たちはたくましく成長している。

また、全国の少なくない高校で生徒の自主活動がクラス・クラブ・生徒会でしたたかに

息づいている。授業・ホームルーム・行事など学校生活において、－面では歪みを持ちな

がらも、学ぶよろこびを味わい心をはずませる場面をつくりだしている。

日本の多くの高校生は自民党政府による憲法じゅうりん政策のもとでも反戦・平和の願

いと人権尊重を強く願っていることが、日高敦の憲法意識調査結果からも明らかである。

また、今曰の高校生たちは歴史の進歩・発展を学びとり、民主主義と人権尊重の意識を確

実につちかってきている。

これらは、教職員への管理体制が強化され、反動的教育内容がおしつけられるなかで、

教職員と生徒が心をかよわせ築きあげてきた貴重な到達点である。

〔Ｓ〕戦後の高校教育のあゆみ

l、戦前の中等学校

戦前の曰本の教育は、大曰本帝国憲法（1889年）と教育勅語にその理念と目的を規定さ

れた富国強兵、忠君愛国の教育であり、その教育権は国家にあり、教育内容・制度は細部

まで教職員とともに中央集権的に統制され、教育費の多くは父母や住民の負担であった。

中等教育も基本的には戦前教育の特徴を備えながらも、独自の特色をもっていた。第一

に、小学校卒業後の教育機関でありながら、小学校高等科や実業補習学校さらには青年学

校とはっきり区別された－部のえらばれた者のための教育機関であり、この見地から生徒

を選抜することが必要であった。
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第二に、同じ中等教育機関でありながら、中学校、高等女学校、､実業学校の間には、就

学年数、教育内容上・進路上の差別、’性差が存在していた。

１８９９（明52）年、中学校令が改正され、高等女学校令、実業学校令が出されるなど、法

規制により、学校制度は画一化された。多様で個'性的であった私立学校は個'性を失い、実

業学校が傍系化し、高等教育への進学率を基準とした中学校の序列化がすすみ、1906年頃

までにほぼ戦前の複線型の中等教育制度が確立した。

２､憲法､教育基本法の制定

敗戦によって教育は大きく転換した。侵略戦争への深い反省と、それに加担し、支える

教育のあり方を根本から改めるために憲法・教育基本法が制定され、教育の基本理念と原

則がうちたてられた。

それは、その後の研究と教育実践・運動によってゆたかにされ、「子どもの権利条約」

によってその精神はいっそう高められてきている。その内容は次の通りである。

①子どもの発達権を最高の権利として認め、それに不可欠な学習権・教育への権利を

保障する。（子どもの発達権と教育への権利の保障）

②どの子にも差別なく教育への権利を保障し、教育費は無償とする。（教育の機会均

等の原則）

⑤教育の目的

（１）人格形成をはかり、才能ならびに精神的、身体的能力を最大限に発達させる。

（２）人間の尊厳と人権尊重の精神をはぐくむ。

（５）勤労を重んじ、自主的精神にみちた主権者を育てる。

（４）真理を希求し、普遍的かつ個性ゆたかな文化の創造と社会の発展に寄与する。

（５）真の国際連帯と平和のために貢献する。

（６）自然環境の保護に貢献する。

④人格形成をうながす教育は人類史的価値や人間の内面的価値とかかわる文化的な営

みであり、学問・研究の自由、思想ｃ良心の自由は保障されなければならない。（学

問・研究の自由、思想・良心の自由）

⑤教育は科学的真理と真実以外のいかなる強制・拘束も受けず《教育の自主性と教職

員の教育上の自主的権限は擁護される。（教育の自主I性､教育上の自主的権限の擁護）

⑥教育権は子どもを育てることに直接責任をもつ父母・国民が有し、教育は父母国民

の負託を受け、その願いに応えておこなう。（国民の教育権）

⑦教職員の社会的地位と身分を確立し、教職員の基本的人権と労働基本権、および教

職員団体の「教育政策の決定に関与」する権限を保障する。（教職員の地位と身分の

確立）

⑧教育行政は教育に介入せず、「公費教育の原則」を確立し、子どもの利益を第一義

的に考慮して教育条件を整備・確立する責任を負う。（公費教育の原則と行政の責任）



(瓢i１ｉ 帆諏）曰高教新聞（鰡繍鋤鮒）(14）1993年1月 号外

３，戦後高校教育の理念と原則

こうした教育の理念と原則にもとづいて、５年の前期中等教育は基本的にすべての子ど

もに保障されることとなった。

新たに発足した高等学校は、何より戦前の中等教育の誤りを正し、その教訓を生かそう

としたものであり、教育の中に民主主義を貫こうとするものであった。

特徴の第一は、希望するすべての青年に開放される後期中等教育機関をめざしたことで

ある。こうした理念は、学校教育法施行細則が入試選抜はおこなわないことを原則とし、

やがては無償にすることが望ましいと文部省が述べていたところにもあらわれている。

第二に、高校は高等普通教育と専門教育を併せおこなう学校であると学校教育法に規定

したことである。それはどの段階で職業教育（専門教育）を受けるかによってゆきづまり

となる戦前の複線型学校体系を改めようとするものであった。

第三に、すべての公立高校を高校三原貝Uに則って発足させようとしたことである。

その一つが小学区制である。戦前、中等学校は学校毎の選抜をおこなっていたため、学

校格差が大きく、激しい入試競争が学校教育にさまざまな弊害をもたらした。それを除去

するために、戦前の中等教育制度が確立した頃から、各地で合同選抜、総合選抜、学区制

が導入されるようになり、1945年には文部省の全国実施の意をうけて、過半数をこえる府

県で「学区制及び総合考査制」が導入されている。

小学区制の実施によって「学校差がなくなって、入学試験の弊害が除かれ、学校間の封

建的差別感情も失われ、通学が便利になって学資の負担が軽減され、ＰＴＡおよび地域社

会と学校との関係も密接となり、また、小学校や中学校との連絡も容易となって教育課程

の一貫性も保たれることになり、高等学校本来の性格にふさわしい教育の実施が可能にな

ったのである」（文部省「曰本における教育改革の進展」１９５０．８）と文部省すら述べて

いた。小学区制による入学競争弊害排除とその意義に言及していたのである。

その二は男女共学制である。それは、男女両性が相互の理解を深めるとともに、男女の

教育内容の質を均等にし、社会における男女平等を教育の場から保障しようとするもので

ある。

この男女共学制は、憲法第14条による法制上の'性差別撤廃、教育基本法第５条の男女共

学の規定をうけたものである。しかし、占領軍の方針や文部省の不熱心さもあり、関東・

東北の公立高校や私立高校の一部になお別学の高校が残ってる。今曰、公立高校の共学校

は９割をこえ、全国的な運動もあって、家庭科の男女共修もはじまろうとしている。

その三は総合制である。青年が高校で学びながら個性を発見し、自己に適した進路や職．

業が選択できるよう普通教育と専門教育が－つの学校に用意されている制度である。それ

は中学校卒業段階での職業選択が困難な実態にも適するものであった。同時に､総合制は、

差別的な戦前の中等教育制度を改めるという意義ある原則であった。

しかし、多くの専門教科を設置するためには、農地や工業教育施設整備の制約、学校規

模の過大化などの問題を生じ、政令改正諮問委員会が出した「教育制度に関する答申」（１

９５１．１１）が、高校の総合制と学区制の廃止を打ち出したことによって、総合制は発展す
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るいとまもなく崩されていったのである。

政令改正諮問委員会の「教育制度に関する答申」以降、戦後の高校教育の理念と原則を

掘り崩そうとする攻撃が加えられるようになるが、小学区制、総合選抜制は、政府・財界

からの強い攻撃にもなお耐えて守り抜いているところがある。

障害児の教育保障も大きく前進した。1979年度に養護学校教育の義務化を実現し、教育

を受ける権利を発達する権利保障に前進させ、障害児の後期中等教育の保障もなお都道府

県間で大きな格差があるものの、善実に運動はひろがっている。
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〔４〕高校教育改革の

基本方向

ｌ、新しい高校教育

(1)格差のない地域に根ざす高校

①高校入試はなく、希望者はだれでも入学できる高校（または障害児学校・高等部）

②多様な個性・学力の男女がともに学ぶ高校

⑤小・中学校と連携・共同し、地域（通学区）の子どもたちの教育に責任をもつ高校

④教職員と生徒、父母・地域の共同で創る地域に根ざした高校

(2)高校での教育

①すべての生徒に主権者にふさわしい国民的教養.生きる力としての学力をつける

②個性、興味・関心、進路に応じた学習（「自由選択制（仮称）」）により大学進学

や就職など進路希望を実現する力をつける

⑤「子どもの権利条約」に示された権利の主体者としてその権利を行使する力をつけ

る

④自治の力と民主的市民道徳を身につけた人格形成をはかる

(5)生徒の声が反映される学校運営

①教育内容や学校運営について、生徒の声を反映する

②生徒、父母、教職員の代表からなる「学校協議会」（仮称）の設置による学校自治

を確立する

(4)教育条件

①高校教育は無償とする

②学級定員は50人以下とする

⑤教職員定数をふやして、どの子にもゆとりある、ゆたかな教育を保障する

④学校の施設・設備を拡充する

２，高校教育改革の基本的な考え方

（１）子どもたちにたしかな学力を保障するゆたかな教育の創造

学校を子どもたちにたしかな学力をつけ、持ち味を伸ばすことができる場にどのように

築きあげていくのか。教育改革はこのことに焦点が当てられ、国民の合意が得られるもの

でなければならない。

どの子にもきちんと学力を身につけるためには、科学性、系統性がつらぬかれ子どもの

発達段階に貝Uした教育課程を幼、小、中、高校、大学の教職員が共同しながら編成し、単

なる知識の詰め込みではなく、子どもたちが主体的に授業に参加し、じっくり考えながら
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学ぶことのできるゆとりある教育をおこなうことが不可欠である。

文部省は、偏差値教育の是正を説くかたわら「意欲、関心、態度」を前面におしだし、

学力の基礎になる「知識、理解」を軽視しことさら子どもたちに「態度」を強調する「新

学力観」を学校におしつけている。そして、「態度」を重視し、基礎学力をどの子も等し

く身につけることを否定する「新学力観」に合わせて、高校入試の多様化、選抜方法の多

元化をすすめようとしている。これは国民の願いに反するものであり、文部省や教育委員

会はこうした姿勢を改めるべきである。そして、詰め込み、選別しふるい落とす学習指導

要領を根本から見直し、「新学力観」のおしつけなど学習指導要領をてこに教育の国家統

制をつよめる教育行,政のあり方を根本から正すべきである。

主権者として生きる子どもたちが高校で共通に学ぶ内容（教育内容）について明らかに

することが求められている。それは、

①読みの力と論理的に考え正しく表現する力、および基礎的な計算能力

②自然、人間の社会、および歴史に関する基本的な事実についての科学的認識

⑤基本的人権、主権者としての国民の権利と民族の尊厳についての認識

④人類の生存と平和、地球・環境についての認識

⑤健康で文化的な生活および出産・育児に関する知識・技術

⑥人類の価値ある文化遺産に関する認識

⑦スポーツや芸術についての基本的な認識と実践力

⑧民主主義についての認識と自治の力

⑨生産と労働についての基本的な知識と技術･技能

などが身につくものでなければならない。

学校５曰制という新しい学校教育のあり方にふさわしいものとしてこれらを教科目とし

てどう具体化するのか、その枠組みをもふくめ、教育課程の編成についての研究をいっそ

うすすめなければならない６

学校、教職員は、教育研究活動や教育課程の自主的、民主的編成にいっそう力をいれる

とともに、子どもたちに分かりやすい授業、子どもたちが主体的に参加できる授業を創造

し、「学力をきちんと身につけてほしい」という国民の願いにこたえる必要がある。

（２）基礎学力の保障とすべての生徒の個性を伸ばす「自由選択制」

高校生の年代は個性の分化がすすむ時期である。したがって、高校においては、一人ひ

とりの個性をゆたかに伸ばす教育が重視されなければならない。

文部省は「個を生かす教育」と称して格差を前提にした「特色ある」学校づくり、高校

の「多様化」をすすめている。その政策で、はたして本当に子どもたちの｛固性を伸ばすこ

とができるであろうか。すでに見たように、「新学力観」は|固性を伸ばす基礎となる基礎

学力やはばひろい教養を身につけることを軽視するものであり、「特色ある」学校に選別し

て生徒を集める教育は、個)性を磨くうえで不可欠な異なる個'性間のぶつかり合いや共同の

機会をうばっている。これでは子どもたちが|固性をゆたかに伸ばすことはできないであろ

う。
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この提言が述べている「自由選択制（仮称）」は、生徒が自らの意思によって自由に選

択し、学ぶことを保障するものであるが、それは、文部省がすすめようとしている「総合

学科」を特定の学校に設置し、そこの生徒にだけ選択授業を保障することとは根本的に考

え方を異にしている。「自由選択制（仮称）」は、それをどの高校にもとりいれ、すべて

の生徒に保障するものである。どの高校においてもさまざまな個性をもつ子どもたちが共

に学び、国民的教養をしっかり身につけ、そのうえでこの「自由選択制」をすべての生徒

に保障し、どの生徒も個性を伸ばし、大学進学や、就職など進路に備えることができる教

育を実現するものである。

より充実した「自由選択制」にするためには教員配置を増やし、施設・設備を拡充する

ことが必要である。そのための教育条件の改善を政府・文部省に求めたい。

しかし、施設・設備、教員配置など教育条件が＋分改善されない段階であっても、教育

課程の工夫や場合によっては普通科･職業科の相互乗り入れなど学校間連携を工夫すれば、

一定程度の「自由選択制」を実施することはできる。教育条件が整うまで待つというので

はなく、可能な範囲で実施していきながら、さらに拡充するために教育条件の改善をはか

っていくことが大切である。そうした努力が学校には求められている。

（５）希望者全員入学の実現と高校入試廃止への展望

これからの新しい高校教育は希望者全員入学を実現し、すべての子どもに教育への権利

を保障しなければならない。そして高校入試の廃止を展望していくことが重要である。

高校への希望者全員入学をはばんできたのは、高校進学を希望する子どもの人数よりも

低めに押さえられてきた入学定員である。能力主義の立場に立つ政府・文部省は1960年代

以降、そのことを「適格者主義」の考え方によって合理化し、入試選抜を不可避にしてき

た。

子どもの数は今後ピーク時の70％弱にまで減少していくのであり高校は希望者を全員

受け入れることが可能になっているbこうしたなかで、「落ちこぼれ」をつくりだす能力

主義による選別と競争の教育と「適格者主義」の考え方を改め〈高校は希望者全員入学を

実現すべきである。

高校希望者全入にふみだすことによって、高校入試を廃止する展望は大きくきりひらか

れる。しかし、文部省は高校の「多様化」政策をすすめ、「適格者主義」による選別のた

めの高校入試制度を温存しようとしている。この高校の「多様化」政策を、「学校選択の

自由」を保障するものなどと宣伝しているが、実態は、ほとんどの子どもがこの「学校選

択の自由」を手にすることができず、受験競争を新たに激化させている。

学校が種別化、序列化され、学校間格差が拡大するなかで、国民は不本意ながらも「学

校選択の自由」を得るために、子どもたちを受験競争に駆り立てざるを得ない状況に追い

込まれてきたといえないであろうか。いうまでもなく、子どもたちにとって重要なことは

「学校選択の自由」のための競争ではなくて、学力をしっかり身につけ、個性を伸ばし、

大学進学や就職などの進路希望が実現できる教臘育を保障することである。

学力や.個性にちがいのあるさまざまな生徒が共に学ぶなかで、生徒たち相互の｢教育力」

、
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を発揮し､個'性をゆたかに伸ばしながら進路希望を実現している多くの実践に確信をもち、

どの高校でもそういう教育の創造に全力をあげ、おしつけられた「学校選択の自由」とい

う考え方を克服する必要がある。

現在、普通高校、職業高校、定時制高校、さらには私立高校があり、それぞれの役割を

はたしているなかで、「学校種選択」を直ちに、完全になくすことはできない。しかしこ

の「学校種選択」は今曰のような高校入試選抜を不可避なものとしている訳ではない。中

学段階で、子どもと保護者の希望を尊重して調整することや、「自由選択制（仮称）」を

充実させるための校種のちがいをこえた学校間連携をおこなうことによって、普通高校や

職業高校などそれぞれの高校の役割をにないながら中学・高校のⅢつながり帆をつけるこ

とはできるのである。

以上の考え方に立って、政府に対して高校の「多様化」政策の変更を求め、中学校の課

程を修了した生徒は希望すればだれでも高校にすすむことができる教育を実現し、さらに

選抜のための高校入試をなくすために、教職員と国民が力を合わせることを提起したい。

（４）学校間格差を解消する展望

受験競争を激化させている学校間格差を解消するためには学区の縮小や入試制度を改善

しなければならない。その具体的改善案はあとで示すが、同時に、どの高校でもたしかな

学力を保障し、一人ひとりの個I性を伸ばし、大学進学や就職などの進路希望が実現できる

教育の充実をはかり、どの高校でも同等の教育を保障することによって実態として学校格

差を解消していくことも必要である。

そのための教育条件を改善することが不可欠である。とりわけ、「教育困難校」といわ

れる学校をなくしていくことが重要であるが、そのためにもそれらの学校には教職員を手

厚く配置し、少人数の授業など生徒を励まし、心を通わせた教育ができるようにすること

である。

財界・政府は、「安上がりの教育」政策のもとに学校間格差を拡大し、選別・競争の教

育を子どもと学校におしつけてきたが、こうした政策を改め、わが国の経済力を生かし、

また、「子どもの権利条約」の精神をふまえ、「子どもの利益を最優先」するものとして

教育条件を整えるよう重ねて要求したい。

同時に、「どの子も輝き、ゆたかに成長できる高校づくり」をという父母・教職員の合

意づくりをすすめることが重要である。そのこととあいまって学区縮小など制度面での改

善もすすむのである。

（５）私学との関係、公立・私立の共同

希望者全員入学、高校入試の廃止を実現するためには、避けて通れない問題として私学

との関係がある。

私学が公教育機関としての役割をになっていることはいうまでもない。にもかかわらず、

私学助成など＋分な予算措置がなされず、つねに学校の維持・運営は危機的状況のもとに

おかれ、教育費の高額負担が父母に強いられてきた。
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こうした格差をなくすべきであるｄ十分な私学助成を保障し、学校の維持・運営費は公

費でまかない、ゆきとどいた教育活動を保障しながら公教育の役割が十分はたせるように

する。そして、希望する私学については公立と共通の学区を構成することにする。

公立、私立が大学進学競争に巻,き込まれ、競合する関係におかれている側面もあるが、

公教育の立場で共同をすすめることが重要である。

そのために行政と、公立、私立の関係者および住民の代表により、公立、私立は同等の

公教育機関という立場で連携・共同をはかるための機関を設置することを提案する。都道

府県の単位で公立高校と私立高校の開かれた協議機関を設置し、この協議機関には教職員

団体も参加し、生徒の配分についてあらかじめ調整することをはじめとして、広範な問題

について研究協議し、必要な提言をおこなうようにする。

（６）生徒の声、父母の要求が反映される高校教育、地域に根ざす高校

新しい高校教育のもう一つの柱は、学校の主人公である生徒と父母が教育のあり方や学

校運営について意見を表明することができるようにすることである。生徒の教育内容や学

校運営についての意見表明を保障することは「子どもの権利条約」の精神でもある。

生徒、父母、教職員の代表をそれぞれのなかから選び、その代表からなる｢学校協議会」

（仮称）の設置を提起しているのはそのためである。

民主的な「学校協議会」（仮称）を設置して「三者」による学校自治を確立し、父母国

民が積極的に教育に参加できるようにすれば、教職員と父母との共同はすすみ、「学校の

閉鎖性」を取り除き地域に根ざす高校を創造していく道は大きくひらかれる。

学校における管理主義教育を克服することが求められている。「子どもの権利条約」を

具体化し、生徒、父母、教職員の三者による話し合いの場を確立し、生徒の意見表明権を

保障することによって、校則の見直しをはじめとする管理主義教育を克服する取り組みを

飛躍的にすすめることが重要である。

教育への介入、管理統制をつよめてきた教育行政のあり方を改め、教育政策などを策定

するにあたっては住民の代表はもとより、高校生の代表を加えることを検討する時期にき

ているといえよう。そのことを含め高校教育全体を通じて18歳選挙権を展望していくこと

を提起したい。
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〔ら〕具体的な政策と課題

l、入試選抜制度･学区制の改革

(1)小学区制、総合選抜制について

①地域のさまざまな条件を考慮し１通学区を分割・縮小する。「高校の偏在化」につ

いては高校の移転、増設を要求する。

②高校が少なく学区が広範囲な地域では小学区制にする。

⑤小学区制が採用できない地域では、男・女のバランス、居住地、および各人の希望

をもとに、アチーブメントテストの結果を参考に均等な配分により入学する高校を

決定する総合選抜制を実現する。

④「隣接学区受験」を実施しているところでは、それを廃止する。

⑤職業高校についても学区を設ける。

(2)希望者全入の早期実現

①中学５年の時点でおこなう進学希望調査にもとづき募集定員を策定する。

②入学定員についての公・私の協議をおこない、本人の希望も尊重しながら全員入学

を実現する。

⑤入試の多様化・入試方法の多元化をやめ、「同一時期、同一問題｣の入試にもどす。

④私学の「併願」、「単願」、「専願」については見直しを求める。

⑤長期的展望として高校入試は廃止する。

２，教育課程の編成､教育内容の改善

（１）教育課程の編成について

教育課程の編成権はそれぞれの学校にあることを明確にしたうえで、学校では、以下の

ことに留意し教育課程を編成する。

①身につけさせるべき学力など教育内容についての本質論議を重視しつつ自由な討論

を保障し、学校全体の合意をはかる。

②科学的系統'性と子どもの発達段階を十分考慮して、教育内容を精選し、配列する。

⑤子どもたちが主体的に参加し、批判的に考えながら学べるゆとりあるものにする。

④すべての生徒にもとめるべき共通の学力を保障するとともに、各人の興味・関心、

進路希望に応じて自由に選択し、履修することを保障する。

⑤ホームルーム活動、生徒会活動を充実させ、自治の力を育てることを重視する。

⑤よりよい教育課程を編成するために必要な教員配置や施設設備など教育条件の改善

を求める。

また、教育内容の改善にあつたっては、生徒、父母、地域の声を反映させる。
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(2)基礎学力の保障と「自由選択制」の充実

①身につけるべき国民的基礎教養としての教科科目はすべての生徒に共通に履修さ

せ、単位は修得しなけれけばならないものとする。

②多様な教育内容を用意し、個性・興味・関心、および進路希望に応じた生徒の意志

にもとづく自由な選択履修（「自由選択制」）を保障する。

⑤学力格差がひろがっている状況のもとで、学力が遅れた生徒の学力回復や、または

少人数の授業をおこなうなど、すべての生徒に学力をきちんと身につけさせる。

④１年次はすべての生徒が共通な教科科目を履修する。

⑤２年次以降、または三年次には共通履修教科科目を学ぶとともに、「自由選択制」

をとりいれる。

｢自由選択制」の授業

１，既存の教科科目の枠にとらわれない多様な「講座」を開設し、事前に生徒に

内容を知らせ、選択は（履修しないことも含めて）生徒の自由意志によるもの

とする。

２、開設する「講座｣は生徒の選択履修の希望にできる限りこたえるようにする。

５，年度途中に選択の変更が可能となるよう工夫をする。

４，必要な教員の配置、教室の確保をおこなう。

５、できるだけ多様な「講座」を開設するために、必要な場合は普職の相互乗り

入れや学校間連携をすすめる。

６，共通履修（必修）以外は可能な限り「選択履修」の「講座」を増やし、一定

の単位数を修得するものとする。

⑥「コース制」、「類型制」は導入しない。

教員配置や教室など条件が十分整わず、やむをえず「コース制」、「類型制」にせ

ざるを得ない場合でも、以下の点に配慮する。

１，類型、コースの選択は生徒の意思を尊重する。

２，コース・類型は２学年以上にわたって固定することはしない。

５，コース、類型によるクラス編成をおこなわず､ミックスホームルームにする。

４，教員配置や教室などの条件を早急に整え、多様な教科科目の「自由選択制」

に移行することをめざす。

⑦大学などの高等教育を受けたいという生徒の希望をかなえるためにそれにふさわし

い学力を保障する。

⑧ホームルーム活動、生徒会活動を充実させ、自治の力を育てる。補習や部活動のあ

り方については見直しをはかる。

(5)職業高校の充実

①多様化小学科の統合・整理をすすめる。
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②細分化された職業科目についても整理。統合し、学科内で共通の基礎となる教育内

容・科目を重視する。

⑤普通教科科目と職業科目の内容、学習順序を整理し、教育課程を編成する。

④資格検定試験については高校段階で必要なものを明確にし､不必要なものを見直す。

また、検定受験資格の単位数のあり方についても見直しを求める。

⑤「還元金制度」を廃止し、実験・実習の再編、充実化をはかる。

⑥科学・技術の発展に合わせて施設設備の更新・充実をはかるとともに、学科の内容

についても民主的に検討する。

(4)定時制教育、通信制教育の充実

①全日制と同等の教育を保障することを基本に、定時制は４年卒業制を原則とし、教

育の内容を切り下げる５年卒業制や、定通併修、技能連携などはおこなわない。

②勤労青年の教育を保障するために、有給による労働時間の短縮など企業や労働省へ

の協力を求める。

⑤通信制については地理的、身体的、生活的に集団化ができない場合の教育制度とし

て拡充する。

(5)障害をもつ子ども・青年の発達保障と後期中等教育の保障

①障害をもつ子ども・青年の発達保障の立場に立ち、必要な地域に障害児学校・高等

部を設け、後期中等教育を保障する。

②高校の施設設備を整え、必要な教職員の配置をおこないつつ、障害をもつ青年の高

校教育の機会を保障し、拡充する。

(6)「子どもの権利条約」の精神に立脚した教育

①生徒の人権を守り、体罰、おどし、管理主義の教育は排除する。

②生徒の自覚を促し、人間としての尊厳、自らの誇りをとりもどさせる生活指導を追

求し、安易な「処分」はおこなわない。

⑤校則、「懲戒規定」については生徒の人権と学習権を尊重し、生徒の声を組み入れ

て見直す。

④「内申書」などについては本人および保護者がその内容を知ることができなければ

ならないものとする。

⑤生徒の自治と民主主義の力をひきだす観点を重視し、校内外の自主活動を育てる。

他校との交流を保障し、高校生の友情・連帯を育てる。

⑥生徒が主体的、目的意識的に学習に参加できる授業を創造する。

(7)進級および卒業認定について

①進級の認定にあたっては弾力的に対応し、安易な原級留置はおこなわない。

②卒業認定にあたっては共通履修教科科目など必修単位の修得、および卒業認定に必

要な単位数の修得がある場合には弾力的に対応するものとする。

３､学校五曰制における教育課程

(1)学校五日市Ｉにふさわしいゆとりある教育と環境づくり
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①学習指導要領を根本的に策定し直すことを要求する。

②教育内容を精選し、生徒が興味・関心、疑問をもち、深く考えながら学べる余裕の

ある授業を工夫し、創造する。

⑤奉仕活動などのおしつけを許さず、生徒に自由で自主的な活動が保障できる社会的

な条件整備をすすめる。

④障害をもつ子ども・青年の生活を保障する福祉施設や社会制度の充実をはかる。

⑤学校だけでなく、家庭、地域でも子ども・青年たちがゆたかに成長できる地域社会

・文化の創造をめざし、父母・地域住民との共同をすすめる。

(2)学校五曰制のおける教育課程の編成について

①完全学校五曰制の実施にあたっては、週授業時数はホームルーム活動などを含め５０

単位時間を上回らないものとする。

②年間授業曰数は175曰（５曰×55週）を基本とする。

⑤卒業に必要な単位数については、全曰制・定時制が同等の教育をおこなうことを前

提に決定する。当面は80単位とする。

④月１回ないし２回の過渡的な学校五曰制の段階では、ホームルーム活動などを含め

週52単位時間を上回らない（定時制はそれよりマイナス10）ことを基本とし、７時

間授業を設定したり、長期休業期間を短縮することはおこなわない。

⑤定時制に通う生徒については全曰制と同等の教育を保障するために、通学保障のた

めの措置を譜ずる゜

⑤教科、教科外ともに必要な精選をおこない、ゆとりある教育課程を編成する。

⑦学力の遅れた生徒への学力回復や、自主的・自治的活動を育てるとりくみを積極的

にすすめる。

⑧指導方法の研究・工夫とともに、教育条件を改善して教育力を高める。

(5)部活動のあり方について

①自主的・自治的活動としての部活動は重視し、部活の競争主義・選手養成に偏った

生徒に過重な負担を強いる部活は是正する。

②部活動の活動曰や活動時間、対外試合などのあり方について、一定の制限的基準を

設ける。また、教育課程上の教育活動に位置づけられていない部活動は、学校教育

の趣旨をこえるものについては社会教育の分野に移行する。

⑤公立・私立を含む学校関係者、高体連などの関係団体との協議をすすめ、部活のあ

り方を是正するための合意をひろげる。

４，教育条件の改善､施設設備の充実

(1)学校規模について

①適正規模として一学年６学級以下とする。

②都市部など人口集中地域においても、２４学級をこえる高校をなくす。

⑤過疎化する地域については特別な措置を講じ､地域に根ざした高校の安易な分校化、

廃校化をしない。
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(2)学級定員について

①急減期を口実とした学級数削減はやめ、希望者全入を保障しつつ学級定員の縮小化

をはかる．

②希望者全入を前提に55人以下（職業科は50人、定時制は20人)学級を早期に実現し、

国際的常識となっている50人以下（職業科は25人、定時制は20人）学級をめざす。

(5)高校増設、施設・設備の改善

①以上の基準をみたすよう必要な高校増設を要求する。

②高校設置基準を下回る学校については早急に施設設備の改善・充実をはかる。

⑤「自由選択制」に必要な教室の確保など施設・設備を改善する。

④地域の実情を無視した定時制の安易な統廃合をおこなわない。

⑤障害をもった生徒のための設備を整える。

⑥職業教育を充実させるために実習施設・設備の更新・拡充をはかる。

(4)教育環境の整備

①ゆとりある教育を充実させるために、「高校設置基準」の見直しを求める。

学校の求めに応じ、一個学年が収容できる講堂、セミナーハウス、生徒会室､部室、

食堂などの施設を設ける。

②学校の冷暖房化をすすめる。

⑤通学路、通学手段の整備をはかる。

④校内緑化など学校環境を整備する。

(5)高校教育の無償化、父母負担の軽減

①公立高校の授業料の無料化をめざし、当面、値下げを要求する。また、教育予算を

増額し、諸経費など学校納入金の父母負担を軽減する。

②私学助成の大幅引き上げを実現し、公立と私学との学費負担の格差をなくす。

⑤授業料減免制度を充実させる。

④奨学金の有利子制度をやめ、額の引き上げ、適用の拡大など奨学金制度の充実化を

はかる。

⑤学割制度を改善し、通学費の公的補助制度を設け負担の軽減化をはかる。

(6)教職員定数の改善

①標準定数法の抜本的改善をはかる。

高校の「多様化」を促進するための「改善」ではなく、ゆきとどいた教育の保障、

多様な教科科目の「自由選択制」に必要な教職員配置を求める。

②教員一人当たりの担当時間数（ＬＨＲ時間を含む）は、週当たり全曰制14時間、定

時制11時間以下とし、担当クラス数、科目数を考慮して軽減するものとする。

⑤「困難集中校」を克服するために、緊急措置として特別な教員加配を要求する。

④実習助手制度・寮母制度の改革、専任司書教諭制度の確立など学校教職員の身分確

立、配置基準の改善をはかる。

⑤障害をもつ生徒の入学にあたっては、必要な教職員の配置をおこなう。

(7)教職員の自主的研修の保障について
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①一定年数を経験した教職員にたいし、長期間の研修期間を与える制度を実現する。

②初任者研修など官製研修をおしつけず、自主的研修を保障する。

⑤研究会などへの参加にあたっては、主催団体のちがいによって差別・区別すること

を許さず、学問・研究の自由を保障する。

④勤務時間内における教育・教材研究時間の確保し、持ち帰りの仕事をなくす。

５､教育と教育行政の民主化

(1)教育の地方自治の確立

①教育委員の民主的選出、公選制をめざし、教育行政の民主化をはかる。

②教育課程の編成権など学校の自主的権限を擁護する。

⑤機械的、強制人事をおこなわず、人事の民主化をすすめる。

④教科書検定制度の廃止をめざし、当面、採択制度を含めて改善する。

(2)民主的な学校運営と学校自治の確立

①教職員の教育上の自主的権限を擁護する。

②教職員の合意を基本に学校運営をおこなう｡職員会議は教職員の合意形成をはかる

場として位置づけ、民主的な運営をおこなう。

⑤主任の任命制を廃止する。民主的な学校づくりをすすめ、教職員の協力共同が得ら

れる職場づくりをすすめる。

④学校方針や学校運営について、父母や生徒の要求などを表明する機会を保障する。

⑤ＰＴＡの民主的運営をはかり、父母と教職員の共同の場として発展させる。

⑤生徒、父母、教職員のそれぞれの代表からなる協議機関（「学校評議会」など）の

設置する。

６，小･中学校､高校の連携

地域（通学区）の子どもと教育に責任をもつ立場に立って、小学校、中学校、高校の

教職員と父母との共同をひろげる。

地域の実'肩に応じて学区単位で中Ⅱ学と高校の協議機関を設置し、学区内のすべての中

学校とのI恒常的な連携をはかる。

中学校・高校双方での教科教育の課題を明らかにし、学力の実態について交流・研究す

る。双方での公開授業などにとりくむ。

教科外活動や自主活動のとりくみについて交流し、共通の課題を明らかにする。

双方の教育課程について交流し、その系統性、一貫性を追求するとともに、具体的な改

善を共同ですすめる。

中学校の父母を交えた教育懇談会などを開き、父母・教職員のそれぞれの教育要求や'悩

みなどを率直に出し合い、ともに中学・高校教育を考え、行政への要求も含めた行動

を組織する。
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７､公･私の共同

都道府県の単位で公立高校と私立高校の開かれた協議機関を設置し、私学の独自性を尊

重しつつ、公教育機関として共通の役割を担うものとして連携をはかり、受験競争の緩和

などについての協議をすすめる。

８，大学との関係､大学入試の改善

（１）国および都道府県単位の大学と高校の協議機関の設置

この機関には教職員団体も参加し、広範な問題について研究協議し、必要な提言をお

こなう。

（２）国民のための大学

①大学の自治を守り、大学予算を抜本的にふやし教育と研究機関としての大学の充実

をはかる。

②教育への権利を保障するために、定員縮小に反対するとともに、入学金、授業料の

値下げ、および奨学金制度の拡充をはかる。

③国民の教育研究機関として、高校生の希望にこたえる大学づくりを求める。

（５）大学入試制度の改善

①入試問題は高校の教育内容にふさわしいものにし、その作成に当たっては高校関係

者を加える。

②大学格差を縮小し、大学進学競争をあおる諸施策を改める。

⑤「学歴社会」の是正にむけた国民的議論をおこすとともに、企業、行政に学歴偏重

の人事・採用の是正措置を求める。

④長期的展望として共通テストなど「資格試験」化をめざす。

ｇ､社会教育の充実について

①青少年の学校外でのスポーツ・文化・芸術・科学研究・職業技術・趣味・ボランティ

アなどの諸活動を保障し、必要な諸施設を各地域に設置し、教育的に配慮された人的

EEI蘆などの体制を整える。

①学校の休業曰には学校行事に支障のない範囲で可能な限り学校を開放し、必要な人的

配置をおこなう。

①社会教育は地域の自主性を基本に各自治体が援助し、それへの参加は各人の自由と自

主性に委ねる。
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〔ｅ〕当面する教育課題

高校教育改革をすすめていくことと同時に、中退、登校拒否・不登校をなくすこと、受

験競争を緩和すること、みのりある学校５曰制を実現すること、大学入試制度を改善する

ことなど直面する教育課題にとりくむことも求められている。

１、中退、登校拒否・不登校をなくすために

小学校､中学校での学力保障と進路をきりひらく力をつける教育の充実をはかることが、

何よりも必要である。到達の遅れた子どもに学力補充をおこない、中退などのひとつの原

因になっている原級留置を安易にださないこと、「一点」を競う教育のあり方にメスを入

れ、学校間格差と受験競争を緩和して不本意入学を出さず、自分が通う学校にどの子も誇

りがもてるようにすることが不可欠である。

「子どもの権利条約」をもとに管理主義の教育を見直し、－人ひとりの子どもが大切に

される教育、人権尊重の教育をつよめ子どもの共同・連帯をはぐくむことも重要である。

それぞれの学校でのいっそうの努力が求められるが、教育行政の責任・努力はさらに重

い。学校において教職員がゆきとどいた教育のために力が発揮できるように、教育条件の

改善、制度面での改善を緊急におこなうべきである。中退者の「受け皿」を単位制高校に

よってつくるということでは何ら解決にならない。希望する者すべてに同等の高校教育を

保障するために、中退者の復学の道をひらく必要がある。

２、入試選抜・学区制を改善し、受験競争を緩和する

入試の廃止を求めながらも、今曰の学校間格差・受験競争を緩和するために入試選抜制

度と学区制を改善することが必要である。業者テストなどをもとにした偏差値輪切りの選

別による「事前確約」は直ちになくさなければならない。

文部省、教育委員会がすすめている高校入試の多様化・選抜方法の多元化は新たな受験

競争の激化をもたらすものであり、反対である。すでに述べてきた改善案を父母国民の意

見をとりいれて国民的な合意の得られるものにし、受験競争を緩和する具体的な運動を起

こしていく必要がある。

３，みのりある学校５曰制の実現

学校五曰制は子どもたちにゆとりとゆたかな成長を願って提起されている。それは学校

教育のあり方と家庭・地域の子どもの生活環境の根本的な改善を求めている。

学校教育の面では、すでに明らかにしてきた子どもたちに身につけさせるべき学力や教

育内容を明らかにし、すべての子どもにたしかな学力を保障することを基本に、学習指導

要領を根本的に策定し直すことが不可欠である。学校では、教育内容を精選し、生徒が興
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味・関心、疑問をもち深く考えながら、授業に主体的にかかわることができる余裕のある

授業を工夫し、創造していくことが重要である。

地域・社会の問題としては、奉仕活動などをおしつけるのではなく、子どもたちが自由

で、自主的な活動が保障できるように、父母国民と教職員が共同して行政の責任を明らか

にしながら、条件整備のとりくみをすすめる必要がある。とりわけ、障害をもつ子ども・

青年の生活を保障する福祉施設や社会制度の充実をはからなければならない。

４，大学入試制度の改善をはかる

大学入試制度を改善することは高校教育にとっても、大学の民主的発展のためにも緊急

の課題になっている。

大学など高等教育を受けることは国民の権利であり、高校にはその教育にたえられる学

力を生徒たちにつけることが求められている。「受験産業」に依拠した進路指導のあり方

は改めなければならない。一方、予備校、受験産業が偏差値で大学にランクづけをし大学

進学競争をあおることや、地方の政・財界が教育委員会を通じて特定の高校に大学進学実

績を上げる指導をつよめことは、高校教育を歪めるものであり改めるべきである。

高等教育を受ける学力があり、希望する者には大学への進学を保障すべきである。その

ために入学定員を一定増やす必要があり、また、入学金、授業料を値下げするとともに奨

学金制度を充実させなければならない。

入学定員をはじめとする大学入試制度の問題などについて国民的立場で検討する場とし

て国および都道府県単位で大学と高校および、国民の代表からなる協議機関を早急に設置

する必要がある。
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〆脳モ

、
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〆川モ


