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学校規模などについて

学級定員について

施設設備の充実

教育予算の増額、高校教育の無償化、父母負担の軽減
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１あらためて、まず職場から

（１）「子どもを語る」職場に
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（１）「子どもの参加」の意味を具体的に考える

（２）学校運営に生徒会の積極的な意見表明の保障を
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未来を生きる青年に

希望をはぐくむ豊かな高校教育を
……民主主義をつらぬき、子どもの参加、

父母・地域との共同による学校づくｂ……

はじめに

2003年度から実施される高校の学習指導要領は、教育内容の「弾力化・自由化」と「選

択制｣を基本とし、高校制度の複線化を教育課程の面から具体化するものとなっています。

それは、高校生や父母・国民、教職員の願いに真にこたえうるものでしょうか。

少年による刃物を使った殺傷事件、「いじめ」、暴力、覚醒剤、「援助交際」、そして

中途退学や登校拒否・不登校の増加など、子どもたちの心と体を傷つける事態が深刻さを

ましています。彼らの心の奥には、授業がわからない、学校がおもしろくない、自分の将

来に展望がもてない……など、教育と学校そして社会への不満や苦しみが重く横たわって

います。

にもかかわらず、1998年７月、文部大臣に就任した有馬朗人・前中央教育審議会会長は、

「国際競争を勝ち抜いていくためには…（中略）…今までの公平、平等原則を破っていか

ないと教育改革はできない」と公言し、財界の労働力政策に教育を従属させ、小学校段階

から能力主義と競争・選別の体制をいっそう強化しようとしているのです。

教育は、資本の論理にしたがい企業に必要な人材育成を目的に行なわれるのではなく、

教育基本法第1条が示すように「人格の完成をめざし」て、すべての子どもたちに等しく

その機会が保障されるべきではないでしょうか。

今日、高校生・青年たちはみずみずしい感性をもって、平和、人権の問題など政治や社

会の動きを真正面からとらえ、大きな行動力を発揮しています。同時に、成長・発達の途

上にあるがゆえに彼らが見せるさまざまな困難な側面は、教育における競争・管理・抑圧

や政治的退廃、社会のゆがみを反映しており、私たちは、その内面にひそむ苦しみや願い

をしっかりうけとめることが大切ではないでしょうか。

２１世紀への展望を自らきりひらく力が高校生・青年たちの内に確かに育っています。

憲法・教育基本法が施行されて半世紀を経た今日、あらためてその理念をふまえ、これ

からの高校教育の展望を、高校生自身の力と教職員・父母の共同によってきりひらいてい

こうではありませんか。

この「討議資料」は、日高教が1993年にまとめた「新しい高校教育をめざして」（高校

教育改革への提言・第１次案）の内容を、今日の新たな情勢やとりくみをふまえて検証し

つつ、子どもたち・父母の意見や各地の教育改革の運動、「日本の教育改革をともに考え

る会」のとりくみなどに学び、私たちがめざす教育と学校のあり方について深めたもので

す。教職員の問で論議を深め、また高校生や父母と語りあい、学校づくり、地域の教育づ

くりに生かしていただくよう願うものです。

1999年３月

日本高等学校教職員組合中央執行委員会
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〔第１章。政府･文部省の｢教育改革｣に

２１世紀の高校教育を託せるか

１新学習指導要領と管理体制強化で

教育統制をねらう文部省の「教育改革」

（１）財界が求める「人材」と教育要求

今日、日本の財界・支配層は、２１世紀の国際社会における生き残りをかけた経営戦略に

基づき、これに奉仕するひとにぎりの「エリート」と圧倒的多数の「使い捨て労働者」の

育成を教育に求めています。

今日の教育政策の根底にある、財界の労働力政策とはどのようなものでしょうか。

日本経済調査協議会の報告（1985年）は、人間を発達の視点でとらえるのではなく、人

は生まれながらにして「天才・能才・異才・凡才・非才」のちがいがあるのだという「能

力観」に立ち、教育の体系や制度に競争原理と経済効率を持ち込むことを求めました。

日本経営者団体連盟（ロ経連）が発表した「新時代の『日本的経営」」（1995年５月）

は、こうした能力観のもとに、労働者を「長期蓄積能力活用型」「高度専門能力活用型」

「雇用柔軟型」の３グループにわけ、企業戦略に従いほしいままに使い捨てする政策をう

ちだしました。

また経済同友会の提言「学校から『合校」へ」（1995年４月）は、国家主義的価値観や

道徳をうえつける教育は学習指導要領で統制しつつ、すべての子どもに保障すぺき「基礎

・基本」の内容や、主権者としての民主的な力量を育てる自主活動などはそぎおとすとい

う、「学校スリム化」構想をうちだしました。同時に、コンピュータ機器の導入や講師と

しての人材派遣など、企業が学校を「市場」としていっそう露骨に参入する道を開くとと

もに、教育委員会、ＰＴＡ、青少年団体、地元企業などによる地域教育連絡協議会をつく

り、企業や行政による学校教育への介入の意図を示しました。

社会経済生産性本部が発表した「選択・責任・連帯の教育改革」（中間報告）（1998年

７月）は、高校、大学入試の廃止をかかげる一方で、公立小中学校の学区制を撤廃し早期

からの競争・選別を制度化することなどを求め、校長や教職員の間にも徹底した成績主義

的管理を持ち込むことを主張しています。

政府・文部省はこうした財界の要求にこたえうる「教育改革」をすすめるために、「教

育の規制緩和」により学校教育の公共性を解体するとともに、国の教育予算を徹底して削

減し自治体や父母・国民の負担に転嫁することを企図し、「公教育のスリム化」政策をお

しすすめています。

(2)「人格の形成」か「人材の育成」か
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①中教審答申が描く「教育改革」

中央教育審議会の「第１次答申」（1996年７月）および「第２次答申」（1997年６月）

は、こうした財界の要請や政府・文部省の「教育改革」構想に基づき、２１世紀の教育の方

向を提起しました。

「第１次答申」は「ゆとり」と「生きる力」をキーワードとし、学校と家庭・社会の連

携などを強調しました。しかしその真のねらいは、子どもたちに民主社会の建設者として

の人格や力量をつけることではなく、競争社会を前提として雇用流動化政策のもとで使い

捨てられても、常に社会の変化に「適応して生きる力」を養うことにあります。

そして「第２次答申」は、「エリート」育成を目的として、「中高一貫教育の選択的導

入」「大学入学年齢の特例措置」、また高校において能力の秀でた生徒を対象に特定の教

科・科目の「早期履修」を可能にすることなどをかかげ、義務教育段階からの学校教育の

複線化を明確に提起しました。

文部省は1998年６月、学校教育法を「改正」し、９９年度から６年制の「中等教育学校」

の設置を可能にし、教育課程上の「特色づくり」を推奨しています。こうして高等学校の

複線化が制度的にも内容的にもすすめられ、同時に大学入学年齢のひきさげ、公立小中学

校の学区の「弾力化」などが実施されつつありますが、これらが、学校教育に能力主義を

つらぬき、大学進学を頂点とした競争を小学校段階にまで拡大し、高校の格差・序列化を

いっそう激しくするものであることは明らかです。

②国家主義的統制と能力主義を強化する新学習指導要領

1998年７月、教育課程審議会は文部大臣に対して、新しい教育課程の基準に関する答申

を提出し、これに基づいて文部省は、９９年３月までに、幼稚園の教育要領、小・中・高校、

障害児学校の学習指導要領をあいついで告示しました。2002年から学校五日制の完全実施

のもとに、小中学校において新学習指導要領による教育が実施される見通しです。高校の

新学習指導要領の実施は2003年からとされています。

新学習指導要領の主な特徴は、小学校段階から「選択」を持ち込み公教育の内容を「弾

力化」するとともに、高校では「保健体育」以外のすべての教科・科目を選択履修とし、

かつ小単位の科目を多数設置して、1年生で学ぶ基礎的な必修科目さえ「生徒の個性に応

じて弾力化」することにあります。

小学校段階からのつめこみと競争によって拡大された「学力差」などを「多様な個性」

にすりかえて、これを理由に教科・科目の「弾力化」をすすめれば、すべての高校生に基

礎的な学力を保障することをますます困難にし、学力格差を拡大し、多様な進路選択への

道をせばめることにつながります。また高校間格差や受験競争をいっそうはげしくするこ

とはまちがいありません。それは、憲法・教育基本法に基づく子どもたちの学習権、父母

・国民の教育権を侵害するものといわなければなりません。

さらに新学習指導要領は、「国旗・国歌の指導」について新たな項をおこして強調して

います。また政府は、「日の丸・君が代」を国旗・国歌として法制化し学校教育へのおし

つけをいっそう強めることをねらっています。

今日、日本の支配層は憲法をふみにじって新ガイドライン法（戦争協力法）の強行をね
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らい、アメリカに追従して再び海外への軍事的進出の道をひらこうとしており、こうした

政策を背景に政府は、「国際社会に生きる日本人」の精神的支柱として国家主義的な思想

・道徳をすえることを重視しているのです。

本来個人の自発性や自主性に基づいて行われるべきボランティア活動を、生徒会の活動

として位置づけたことも、底流においてはこれらの道徳教育につながるものといえます。

(3)校長権限の強化、教職員の管理統制を強める新たな法制化

中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」（1998年９月）は、校長権限を強

化し、主任の「中間管理職」化や職員会議を校長の「補助機関」とするなど、企業の経営

論理と上命下服の体制で学校と教職員を管理する方向をいっそう露骨にうちだしました。

勤評、成績主義賃金などの導入・拡大の動きはこれを先取りするものです。

また、同答申は、校長の推薦と教育委員会の委嘱による「学校評議員」制度の創設をう

ちだしましたが、これは生徒や、教職員、父母による民主的な話しあいや合意形成など、

学校の自治を保障するものではなく、「地域の声の反映」をよそおいつつ外部の権力的な

介入をもくろむ危険'性をはらんだものといえます。

大阪では府教委が画一的な「学校教育自己診断」システムを導入し生徒・父母・教職員

におしつけようとしていますが、これは勤評・成績主義や管理統制の強化につながり、学

校間競争や「学校リストラ」にも利用されかねない問題をはらんでいます。これらは管理

運営規則の改悪などとあわせ、基本的に、政府の教育政策の具体化といえるものです。

さらに教育職員養成審議会第１次答申（1997年７月）およびこれを受けた教育職員免許

法の「改正」（1998年６月）により、教育職員の資質として「国家における教育の役割に

ついての理解」や国際社会に貢献する態度などを強調し、介護・福祉体験を義務づけるな

ど、政府がおしすすめる「教育改革」を忠実に担う教職員づくりがすすめられようとして

います。また、教育職員養成審議会の第２次答申（1998年１０月）は、現場教員の大学院に

おける「再教育」と給与上の優遇措置などを提言し、教職員の間にあらたな「職階」を持

ち込もうとしています。

今日、教職員は際限のない「多忙」とたたかいながら、教育実践に奮闘しています。

「多忙」は、子どもたちに対する「競争と管理」の教育、「多様化」政策の強行、教職

員に対する管理統制の強化などによってもたらきれているものです。こうしたなかで、教

職員のいのちと健康が破壊され、現職死亡や病気があいつぐなど、一刻も早く改善を必要

とする深刻な事態となっています。また「多忙」は、教職員から子どもを見る目と心のゆ

とりを奪い、「子ども観」を固定的で偏狭なものに追いこむことにつながるとともに、創

造的な教育実践への意欲や、仲間への信頼、集団的に論議し共同して教育にとりくむとい

う視点を弱め、教職員集団としての教育力量を育てにくくします。「多忙」は、教育の自

主性と創造性を抑圧する権力的な「教育破壊」であり、中教審答申はこれをいっそう強め

るものといわなければなりません。

政府・文部省は、新しい学習指導要領にそい新たな学校管理体制をテコとして２１世紀の

教育をつくりあげることをめざしており、今日の教育困難を打開するためには、教育の内
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容、制度、学校運営など全面的な視点からその改革にとりくむことが必要です。

２高校生は今・・・

「我が国の子どもたちの学習状況はおおむね良好」（中教審・教課審答申）との認識に

たつ文部省などの教育政策は、なによりも子ども・青年たちの現状や学習要求とはかけは

なれており、教職員や父母の悩みをふまえたものにはなっていません。

(1)子ども・青年たちの状況とその背景

1997年６月におきた神戸の小学生殺傷事件は､子どもたちにも大きな衝撃を与えました。

また、1998年には少年による刃物を使った殺傷事件が続発しました。そして、これらの事

件に直面し、同世代の少なくない子どもたちが同じようなストレスや苦しみを訴え、学校

や社会のありかたに疑問や批判の声をあげています。

保健室へ体の不調を訴えに来る子どもたちの中には、学習や進路、家族の問題、対人関

係などに悩み、不安や圧迫感にかられ追いつめられて、安心できる場を求めているという

状況が大変多くなっています。

1989年に告示きれた現行学習指導要領とともに、知識・理解より関心・意欲・態度を重

視する「新学力観」がおしつけられ、それに基づく高校入試の「多元化」が高校制度の「多

様化」・再編と結びついてすすめられました。本来個人の正義感や自発性に基づくボラン

ティア活動までが選抜資料として利用されています。その中で、子どもたちは学力に加え

て人格までも競わされ、推薦入試を意識して生徒会役員に立候補したり、部活動に「精を

出す」中学生がふえているといわれています。こうした「内申点」をあげるための「よい

子」の競いあいが、子どもたちの心や仲間の連帯感をどれほどゆがめていることでしょう

か。

1997年度、「学校ぎらい」を理由に年間30日以上学校を欠席した小・中学生は、過去最

多の105,414人に達しています。児童・生徒数が前年度より約29万人減っているなかで

11,063人の増加（前年度比11.7ポイント増）であり、きわめて深刻な状況です。また、９３

年以降の高校入試の多元化、新たな高校「多様化」の推進と並行して高校中退者は再び増

加し、９７年度には111,491人、中退率は２．６％で過去最高となりました。

深刻な不況のもとで、授業料の滞納者が増え、高校を中退し進路変更を余儀なくされる

場合さえあります。がんばって高校を卒業しても、きわめて深刻な就職難の現実に直面し

ます。文部省の発表では、９９年３月に高校を卒業する生徒の就職内定率は７６．８％（９８

年12月末段階）で、1976年の調査開始以来最低の状況になっています。

こうした子どもたちの学習権や未来への希望がおびやかされる事態の背景には、競争に

偏した教育、政治や社会の荒廃、父母の長時間労働や失業、家庭がかかえる困難など、さ

まざまな要因があることを見なければなりません。

(2)高校生のみずみずしい感性と鋭い問題意識

「私は今、決してあきらめてはいけないと思います。私たちがここであきらめてしまう
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ことは、次の悲しい出来事を生み出すことになるのですから。私たち若い世代に新しい沖

縄のスタートをさせてほしい。私たちに静かな沖縄を返して下さい。軍隊のない、悲劇の

ない平和な島を返して下さい」。９５年１０月、沖縄で開かれた県民総決起大会で、普天間高

校３年生の仲村清子さんはこう訴え、85,000人の参加者に深い感動を与えました。

９５年１月におきた阪神淡路大震災の際には、数多くの若者たちがボランティア活動など

に積極的に参加し、尼'１１奇市内の高校生徒会のよびかけにこたえ全国の高校生徒会が連帯し

て救援活動を展開し、被災者に励ましと希望を与えました。

大阪では府教委が96年度からの定時制６校募集停止を一方的にすすめようとしたことに

対し、当該校の教職員、父母、生徒が中心となり、短期間に32万人の署名を集約するなど

府全体で大きな反対運動を展開しました。京都や愛知など各地で、高校生たちが「定時制

の灯を消さないで」と学校をまもるとりくみをひろげています。

京都府立桂高校では、校長が一方的に制服を導入しようとしたことに対して、生徒会が

「学校は民主主義を学ぶところです。私たちの意見を聞いて」と訴え、教育委員会や校長

に堂々と意見を述べ、国連・子どもの権利委員会でも発言し積極的に行動しました。

長野県辰野高校では、生徒会、教職員、ＰＴＡによる三者協議会を設置し、具体的な学

校生活の改善などにとりくむとともに、三者による民主的な学校づくりをめざして「学校

憲法宣言」をまとめました。

埼玉県立所沢高校の生徒たちは、県教育委員会が「単位制」を強行導入しようとしたこ

とに対して９割の生徒の署名を集めて反対の意志表示を行い、導入を断念させる上で大き

な役割を果たしました。また97年度卒業式、およびその後の入学式・卒業式に際して、生

徒、教職員の合意による学校運営という伝統を無視した校長の権力的な「式」の強行を批

判し、民主主義を徹底して追求し「卒業記念祭」「入学を祝う会」を見事に成功させてい

ます。

一方、平和を求める高校生・若者の活動が毎年各地で活発に行われています。原水爆禁

止世界大会とあわせて高校生集会も毎年ひらかれ、全国から高校生がつどい、核兵器廃絶

への願いを交流し行動をひろげています。1996年11月、日高教が実施した高校生の憲法意

識調査によれば、６５．８％の高校生が｢日本に米軍基地は必要でない｣と回答し、４７．６％

が「安保条約は憲法第９条と矛盾する」と考えています。また、日本がアメリカの戦争に

協力させられる新ガイドライン法案に反対し、北海道、大阪、和歌山など各地で、高校生

が街頭署名などに積極的にとりくんでいます。

高校生たちが、民主主義や子どもの権利条約の精神がつらぬかれた楽しい学校づくりを

めざし、あるいは社会に対して積極的に意見表明し行動を展開している姿は、歴史をきり

ひらく力が若い世代の内に確実に受けつがれ育っていることを示しています。それは、さ

まざまな干渉や困難をのりこえて、全国の教職員が営々と築き上げてきた民主教育の確か

な結実でもあります。

３「多様ｲﾋ」ではなく「条件づくり」を

国民的な運動が前進
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国連・子どもの権利委員会は1998年６月、日本政府に対し「日本の教育制度が極度に競

争的であること、その結果、教育制度が子どもの身体的及び精神的健康に否定的な影響を

及ぼしていることに照らし、・・・適切な措置を取るべき」であると勧告しました。こ

の勧告は、日本の教育をめぐる状況を全面的に分析し、政府の姿勢をきびしく指摘したも

ので、国連における日本の高校生の発言をはじめ、ＮＧＯ諸団体や教職員、父母などの意

見と運動を大きく反映した到達点を示しています。

1998年７月の参議院選挙で、自民党は`惨敗を喫しましたが、自民党以外のすべての政党

が「30人以下学級の実現」を公約し、共産党や民主党などが立法化の準備をすすめていま

す。中教審答申は、国の責任にふれないという問題をもちながらも、地方自治体の裁量で

学級定員を「弾力的」にすることをかかげました。

こうした新たな動きは、民主教育の実践のつみあげをはじめ、１０年におよぶ3000万署名

運動や、地域のすみずみからの教育要求の結集と自治体キャラバンなど、広範な父母・国

民の世論と運動のひろがりがつくりだしたものです。

「多様化」で新たな競争を激化させるのではなく、３０人以下学級をはじめとする根本的

な教育条件の改善を国の責任で行わせること、ゆとりある豊かな教育と民主主義に貫かれ

た学校を創造することこそ、今日の教育の困難を打開する道です。

そのために、子どもたち自身の声をよく聞き、教職員や父母・地域の間で論議を深め、

合意と共同をひろげていくことが求められています。

〔第２章〕高校生、父母、教職員の

力でこんな高校をつくろう

１教育改革の基本をどこにおくか

(1)あらためて憲法・教育基本法にたちかえり「権利としての教育」を

1997年度の全国教研の開催地群馬でとりくまれた「県民の教育要求アンケート」をはじ

め、各地域のさまざまな調査結果に共通した特徴は、子どもたちや父母が学校にもっとも

期待することとして「ゆとりある学習で基礎的な学力をしっかりつける」「友だちがたく

さんできる｣などがあげられていることです。また1998年度の全国教研の開催地滋賀では、

はじめて父母が主体的に企画・運営に参加して分科会「ともに語ろう子どもと教育」が設

けられ、教育に対する父母の要求、教職員の思いが率直に語りあわれました。

教育の目的は、財界や政府が求めるような国際競争に打ち勝つための「人材の育成」で

はありません。どの子どもにもひとしく学ぶ機会が与えられ、豊かな成長を保障される権
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利があり、学校はこの「権利としての教育」を保障する場であるとの視点を基本におかな

くてはなりません。

憲法は、すべての人々が平和のうちに生存し、基本的人権が尊重され、ひとしく教育を

受ける権利が保障されることを明記しています。そして教育基本法は、「われらは、日本

国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して。世界の平和と人類の福祉に貢献しよ

うとする決意を示した。この実現は、根本において教育の力にまつものである」（前文）

と教育の目標を明示しています。

かつて文部省は、教育基本法を制定するにあたり、次のように述べていました。

「「国家有用の人物を錬成」することを目的とした在来のかたよった国家主義的教育か

ら解放され、発展してやまない人間の諸特性諸能力の統一調和の姿である人格の完成をめ

ざして教育が行われなければならないことが明示されているのである」（文部省・教育法

令研究委員会「教育基本法の解説」1947年）

「教育は、単に国家有用の国民としてでなく、広く国家及び国際社会を含む社会の形成者

単なる成員ではない としてふさわしい条件を備えた心身ともに健康な国民の

育成を期して行われるべきことが要請されているのである」（前掲書）

この理念の上にたち、学校教育法は第41条で「高等学校は、中学校における教育の基礎

の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」とし

ています。

そして教職員には、父母の教育権の付託により、憲法・教育基本法の精神にそい教育者

としての専門'性に基づいて、子どもの可能性を最大限ひきだしのばすために力を尽くすこ

とが期待されています。

しかし、今日の子どもと教育をめぐる現状やそれに対する文部大臣の姿勢などからも明

らかなように、戦後の民主化が進行した数年をのぞき、政府・文部省の教育政策はこれら

憲法や教育基本法の精神に一貫して背を向けてきたと言わざるをえません。

今こそ私たちは、日本がひきおこした侵略戦争による多大な犠牲の上に築かれた憲法・

教育基本法の理念と原則にたちかえり、教育と学校の本来のありかたを考える必要があり

ます。これらの諸法がかかげる教育の理念を高校でどのように具体化していくのか、今あ

らためて考えてみましょう。

(2)子ども自身に内在する力をひきだす……人権と民主主義を大切にする学校を

高校生・青年がかかえている困難な現状と、同時に彼らの内に育ちつつある力、可能性

をどのようにみるかが、教育改革をすすめる上で最も重要な課題ではないでしょうか。

子どもは未熟で不完全な存在であり、人格や権利を主張する以前に「しつけ」の対象だ

という見方をするのではなく、未熟や不完全さは子どもの「存在そのもの」であり、同時

にどの子どもも本質的に成長しようとする力をもっていることを積極的に認めようとする

「子ども観」にたつことが大切です。そして、発達・成長につまづきがあれば、その原因

をつかみ必要なてだてをとり条件をととのえることが学校と教育の責務です。

また学校は、子どもたちひとりが人格をもった人間として大切にされ、思想､表現の自
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由をふくめた市民的権利が保障され、民主主義が尊重される場でなくてはなりません。

激烈な受験競争のもとで、学ぶ権利、発達・成長する権利が奪われていることは最大の

人権侵害です。差別・選別の政策をやめさせることは、きわめて重要な国民的課題です。

同時に、暴力や「いじめ」が後を絶たず、また少なくない学校で「体罰」や根強い管理

主義が生徒の人権を侵害していることを見過ごすことはできません。

1994年に日本も批准した「子どもの権利条約」がかかげている「子どもの最善の利益が

第一次的に考慮され」（第３条）、「子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能

力を可能な限り全面的に発達させること」（第29条）を可能とするような学校、次のよう

な学校をつくることこそ、今求められているのではないでしょうか。

少人数の学級でわからないことは納得がいくまで教えてもらえ、じっくり考えるこ

とができ、自分の考えを主張し他の意見を聴くことができる「ゆとり」のある学校。

失敗やまちがいをおかしても、人間性を否定するような体罰（暴力）や管理主義で

はなく、道理に基づくねばり強い指導が行なわれ、信頼できる友達がいて「いじめ」

の心配がない、「ぬくもりと連帯」のある学校。

一人ひとりがかけがえのない人間として尊重され、自分を試すチャンスが誰にも豊

富に提供される「ゆたかな出番」のある学校。

(3)教育の場から「競争原理と格差・序列」をなくすための合意づくりを

子どもたちの「権利としての教育」をになう学校には、他人を蹴落とすためのはげしい

競争や学校間格差・序列化は本質的になじみません。

今日、財界や文部省は、すべての子どもたちに教育を受ける機会を平等に保障するとい

う原則を「画一化」であると故意にすりかえ、「個性尊重」「選択の自由」の名のもとに

教育の場に競争原理をつらぬこうとしています。しかし、大学進学を頂点としたはげしい

競争と学校の格差・序列化をなくしてこそ、真に子どもたちが自らの関心や進路希望に応

じて高校を選択することも可能となるのではないでしょうか。

「選択の自由」の名による競争ではなく、真に子どもや父母の要求にこたえうる学校づ

くりへの「参加の権利」を基本とした教育のありかたを追求していく必要があります。

(4)改革の主体は子ども、父母、教職貝

まず第１に、民主的な学校づくりのために教職員が積極的な役割をになうことです。

教科教育における専門的な力量はもとより、青年期の子どもたちの願いにこたえその力

をひきだす教育をすすめることです。教職員一人ひとりの力とともに教職員集団としての

教育力量を高めることをめざしましょう。

学校の機構・運営や教職員集団の活動の中に民主主義の精神がつらぬかれなければ、子

どもたちの発達・成長の「権利としての教育」を十分に担うことができないのは言うまで

もありません。権力的な支配・統制に反対し、豊富な経験やすぐれた識見を持つ校長と、

豊かな専門性や教育力量をそなえた教職員集団による学校運営をめざし、ねばりづよく合
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意形成をすすめましょう。

第２に、授業や学校づくりに対する意見表明権の保障、生徒会の自主的民主的成長を援

助するなど､子どもの学校参加を追求することです｡全国の実践に学び､とりくみましょう。

第３に、父母は「子どもによい教育を」と願っており、教職員と力をあわせてその願い

を実現できる学校づくりに参加する権利があります。

第４に、差別的な複線型学校制度の一形態としての「中高一貫」ではなく、地域の中学

校と高校が子どもたちの状況や教育内容、教育実践の交流を日常的に行い、真の意味での

中高の教育の一貫'性を追求していくことが、今日求められています。

さらに小学校や幼稚園、大学、私立学校などとの交流と連携をひろげ、地域に開かれ、

地域によって育てられる学校をめざしていくことが大切です。

教育の場に企業の論理、競争原理をもちこませず、子どもの発達・成長をはげます学び

あい・育ちあいの場としての学校をつくることへの合意を、教職員や父母の間にひろげま

しょう。

２確かな学力と豊かな人間`性を育むために

授業改革と教育課程づくりの論議を

(1)「すべての高校生に学ぶ機会を保障したい教育内容」についての論議を

①教育内容の基本領域と教育実践の工夫

中教審答申や教育課程審議会答申、文部省などの教育論は、「東京タワーの基礎工事と

小さな家のそれとはちがうように、基礎・基本は個々の子どもによってちがってよい」と

もたとえられるような立場にたっています。

しかし「権利としての教育」の視点にたつならば、「この子は東京タワーのように育て

よう、この子は小さな家でよい」などという論理はなりたちません。

憲法と教育基本法、子どもの権利条約の理念と原則にそって、すべての子ども・青年た

ちに次のような力を保障するために、さまざまな実践の工夫や教育条件の改善をすること

が必要だと考えます。（日高教「第１次提言」（１９９３．１）による）。

(a）

(b）

(c）

(d）

(e）

(f）

(9)

(h）

(i）

読み・理解する力と論理的に考え正しく表現する能力および基礎的な計算能力

自然・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

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

人類の生存と平和・地球環境についての認識

健康で文化的な生活および出産・育児に関する知識・技術

人類の価値ある文化遺産に関する知識

スポーツや芸術についての基本的な認識と実践力

民主主義についての認識と自治の力

生産と労働についての基本的な知識と技術・技能

2003年から実施される新学習指導要領の最も重大な問題点は、ｌ年次に学ぶ必履修科目
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さえ「弾力化」し選択必修にするとともに、「軽量」な２単位科目を設置し基礎的基本的

な学力の保障を困難にさせようとしていることです。このようなねらいに反対し、すべて

の高校生に上記のような力を育てることをめざす教育課程を編成することが重要になって

います。

これらの内容は各学校における教育課程の編成過程を通じて、その領域ごとに豊かな教

育内容を吟味・具体化し、生徒や地域の実態と特性を考慮しつつ、科学性、系統性、順次

'性をつらぬいて構成されなければなりません。したがって、具体的な教育内容とその配置

・展開は、それぞれの学校がおかれている現状、生徒の状況、地域の要求などによって異

なってくることは当然です。

大切なことは、これらの領域の内容を国民的教養として、基本的にすべての子ども・青

年に保障するための手だてをつくすことです。いわゆる「学力」による高校間の序列化・

格差化がすすんでいるもとで、「すべての生徒がすべての領域を学ぶのはむずかしい」と

いう意見もあるかも知れません。あるいは、大学受験体制のもとで、科目選択などの現実

的な壁もあります。しかし、これらの領域のどれをとっても主権者として不可欠の内容で

あり、理解にいたる道すじや達成度のちがいはあったとしても、さまざまな工夫と手だて

をつくし、すべての高校生が学習する機会を保障されるよう、条件整備を要求する必要が

あります。

②青年期の教育で重視すべき課題

高校生の年代は、急激な身体的・精神的な発達とともに、職業選択や参政権の獲得など

に象徴される社会的な自立を目前にして、自我の確立や個性の分化がすすむ時期です。こ

うした青年期特有の発達・成長を励まし援助するために、また、世界の144カ国で実施ざ

れ国際的な流れである18歳選挙権の実現をめざして、次のような内容を重視する必要があ

ると考えます。

(a）自分の意見を整理して述べるとともに、相手の意見をよく聞いて討論できる力を

身につける。

(b）職業選択もふくめた進路選択の力を高めるとともに、そのための適切な準備をす

すめる。

(c）憲法を深く学び、主権者として政治や社会への参加の意識を高め、また国際連帯

の精神などを身につける。

(d）参政権行使にかかわる基本的な権利や義務および政治制度・選挙制度に関する知

識を深める。

(e）社会生活にかかわる司法制度（裁判制度、弁護士制度など）に関する知識を身に

つける。

(f）労働者の基本的な権利や、それを守るたたかいの歴史と役割に関する知識を身に

つける。

(9)退廃文化や非合理主義などに対する批判力を養うとともに、価値あるものを正確

に選びとる力を身につける。
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これらの教育課題は、教科・科目として位置づけるとともに、教科外の特別活動や自主

的・自治的活動としても位置づけ、教育活動全体を通じて実践することが大切です。

③民主主義の実践力を育て、民主的学習集団の形成を

高校生が学習要求を実現し友情と連帯を深める場として、自主的・自治的活動は重要で

あり、教育課程の中にしっかり位置づけるとともに、学校外での自主的な活動を保障し援

助することが重要です。それは、民主主義を身につけ行動できるという民主主義の実践力

や自治の力をはぐくむとともに、学習の共同をつくりあげる土台となるものです。学習指

導要領などが徹底して民主主義の実践力を育てることを排除している中で、この課題をと

くに重視し、次のようなとりくみをすすめましょう。

(a）ホームルームが民主的な集団となるよう援助を強めるとともに、生徒会(自治会）

の活動を育て援助する。

(b）学習集団としてのホームルーム集団の役割を重視し、学習の共同体が形成される

ような援助と指導を行なう。

(c）生徒が主人公の行事として卒業式、入学式、文化祭、体育祭などを位置づけ、年

間を通じた学校づくりをすすめる。

(｡）部活動としての文化・スポーツ活動を自主的・自治的活動にふさわしいものとし

て位置づけ、適切な援助と指導を行なう。

(e）学校の枠を越えた自主的な研究、連帯・交流の活動を援助する。

④労働に関する教育の充実を

個性の分化がすすみ、社会的自立と職業選択を目前にした高校生の段階では、職業や労

働に関する教育を重視する必要があります。

それは、まず第１に、高校生のだれもが学ぶべき基礎的な内容として、すなわち普通教

育として準備する必要があります。教科・科目の主な内容としては、人間の発達と民主社

会の形成の基礎としての労働の役割を認識し、今日の社会をささえる生産と流通にかかわ

る基礎知識と技術・技能を学ぶことなどになるでしょう。それは、総合学科の原則履修科

目「産業社会と人間」がねらう「変化の激しい企業社会で使い捨られてもたくましく生き

る力」の育成とは根本的に異なるのもです。

第２には、高校生が個性・関心・進路に応じて学び、職業選択の準備にもつながるよう

な、より専門的な職業教育の充実が求められます。専門・職業学科の専門科目にあたるも

のと言えますが、普通科にも「自由選択科目」として設定することが必要でしょう。

(2)基礎的な学力の保障と、個性をのばし進路をひらく「自由選択制」の充実

①教育課程編成をどうすすめるか

教育課程は、国民的な叡智と実践に裏づけられつくられた大綱的な基準をもとに、具体

的にはそれぞれの学校において編成するものであることを明確にします。学校では以下の

ことに留意して教育課程を編成します。
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(a）生徒・父母の声や地域の要請などをふまえ、教職員の民主的論議を深め、学校全

体の合意をはかる。

(b）科学的系統'性と生徒の発達段階を考慮して、教育内容を精選し配列する。

(c）生徒が授業に主体的に参加し、生き生きと学べるゆとりのある内容とする。

(d）すべての生徒に必要な基礎的な学力の保障をめざすとともに、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。

(e）ホームルーム活動、生徒会（自治会）活動を充実させ、自治の力を育てることを

重視する。

(f）教育課程の内容を実現するために必要な教員配置や施設設備の整備など、教育条

件の改善を求める。

高校教育においては、すべての生徒が十分な基礎学力を身につけることとあわせて、一

人ひとりの個性を豊かにのばす教育が重視されなければなりません。そのために、以下の

ことを基本に「自由選択制（仮称）」を設置し、すべての生徒に保障することが求められ

ます（詳細は「第１次提言」参照）゜

(a）国民的教養の基礎となる内容にかかわる教科・科目はすべての生徒に履修させ、

その単位は修得しなければならないものとする。

(b）２年次以上には共通履修の教科．科目とともに「自由選択科目」をとりいれ、個

性．興味．関心、進路希望などに応じた多様なものを用意する｡「人権」「平和」

「地域」「環境」などを「総合学習」として設置する場合は、体験主義．態度主義

に傾斜しないよう留意する。

(c）学力的に困難な生徒に対して、教育条件の改善とともに学力回復の手だてをはか

るなど、すべての生徒に基礎的な学力を保障することをめざす。

(d）「コース制」「類型制」は、原則として導入しない。

この「自由選択制」は、学習の系統性・Ｉ|同次性を無視した「自由選択制」を総合学科や

単位制高校の「特色」として宣伝し、普通教育としての高校教育を際限なく複線化・序列

化する文部省の高校「多様化」政策とは本質的に異なるものです。

②「総合的な学習の時間」について

新学習指導要領により、「総合的な学習の時間」（３単位～６単位）が必修として設置

されます。しかし、学校五日制の完全実施により卒業に必要な修得総単位数を削減するこ

とともかかわり、なによりも各教科・科目の教育内容を充実させ、その上にたって総合的

な学習カリキュラムを構成することが基本です。それと切り離して｢総合的な学習の時間」

をおき、道徳主義的な内容や受験体制の補充的役割を持たせるようなねらいを許してはな

りません。平和、環境、民主主義などの課題を重視し、地域の実態や要請などをふまえ、

これまで全国で積み上げられてきた「総合学習」をはじめ民主教育の実践に学びつつ、真
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に学習を深化ざせ民主的人格をはぐくむものとして自主編成をめざします。

③普通教科「情報」の必修化について

普通教科「情報」は、ワープロやコンピュータの簡単な知識や操作の習得、情報化社会

への望ましい態度を養うというものにすぎず、基礎的な教科・科目を削減する中でこれを

すべての高校生に必修とする積極的な意義は認められません。ざらに、数学や理科による

代替が可能であることにより、受験体制に組み込まれ、競争の激化につながることも懸念

されます。

これを設置する場合には、人類の発達と歴史をささえてきた労働や技術（情報技術も含

む）に関する、系統的・総合的な学習ができる内容に自主編成する必要があります。

ノ

(3)留意すべきいくつかの問題

①「大学入学年齢の特例措置」「早期履修」について

「理科、数学などの分野ですぐれた素質を有する」生徒について、高校２年次修了の段

階で大学への入学が可能になり、中教審答申は高校の上級学年で学ぶ内容を早い時期に履

修させることも提示しています。これらは、日本数学会、日本物理教育学会も指摘してい

るように、専門性の土台となる基礎的教養をはぐくみ豊かな人格の形成をめざす高校教育

を破壊し、またそのような人格をそなえた青年を育てること自体を困難にするものです。

②進級・卒業認定のあり方について

原級留置や中途退学に至らないように、学力をつけるための手だてをつくすことは、何

よりも生徒の学ぶ意欲と進路保障のために重要なことです。未修得科目について、仮進級

措置などにより再履修の機会を講ずるなど、学力保障の十分な手だてをとることが求めら

れます。同時に、修得させるべき内容についての明確化とあわせ、履修と修得に関する一

定の柔軟な対応など、教育課程編成における論議と合意づくりが求められます。

③部活動のあり方について

自主的・自治的活動としての部活動は重視し、競争主義・選手養成にかたよったり、生

徒に過重な負担を強いる活動を是正します。

学校五日制の完全実施にともない、活動日数・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ことをめざし、生徒､父母を含めた合意づくりをすすめます。

また、公立・私立の学校関係者、高体連などの関係団体との協議をすすめます。

「部活動の改善のために」（日高敦討議資料、1995年２月）などを活用し、部活のあり

方を是正するための合意をひろげるとりくみをすすめます。

３専門・職業教育の改善

(1)理産審答申と新学習指導要領の「専門高校」像

大学進学実績を競い高校の序列化がすすむなかで中で、専門高校（とくに職業高校）で

は、生徒の基礎学力の不十分な状況や不本意入学が増加し、それが中途退学の要因にもな

っていることが指摘されています。また、深刻な不況や雇用流動化政策の影響を受けて、

高校で学んだ専門'性を生かせる就職先がほとんどないなど、専門高校の生徒たちの希望を
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はぐくむことが困難になっています。

こうした状況にあって政府・文部省は､理科教育及び産業教育審議会(理産審)答申(１９９８

年７月）で、財界の２１世紀戦略とそれを担う労働力づくりの要求にこたえて、専門高校の

あり方について、新たな方向を打ち出しました。一部の専門高校については専攻科の設置

なども含めて「スペシャリストの基礎を培う」ことを目的とした高校に重点化し、その一

方で多くの専門高校を統廃合して総合学科に転換させるなどして、低コストの流動的労働

力を育成することをめざし、競争原理による差別的な高校の再編を強化しようというもの

です。

新学習指導要領は、高校生が専門的内容をしっかり身につけることより「社会の発展に

寄与する」ことに力点をおくとともに、学習内容を拡散し専門性を薄めるものとなってい

ます。修得総単位数が削減されるなかで、専門性の基礎をしっかり保障するための教科・

科目の設置についての論議と合意をすすめることが重要です。

(2)人格形成における職業・専門教育の力を

高校における専門教育の基本的な目標は、高校を卒業して社会に巣立つ青年に対して、

生産活動や社会的諸活動に参加する上で必要な基礎的な知識や技能・技術を身につけさせ

るとともに､人間的な成長や民主社会の形成者としての豊かな人格をはぐくむことであり、

道徳主義的な「心の教育」に利用したり、財界・企業に都合のよい労働力の育成ではない

ことは言うまでもありません。

それぞれの専門分野の基幹となる基礎的な学習の充実と同時に、科学的・系統的に専門

性の深化を追求することが大切であり、目新しい科目や安易な選択制、単位数あわせにつ

ながるような「弾力化」は避けるべきです。さらに、「人格形成における専門・職業教育

の力」をも十分に発揮できる専門教育の充実と、それを保障するための条件整備をすすめ

ることが大切です。あわせて、農漁業、商工業をはじめ地域の産業と経済を民主的に発展

させる方向と展望を明らかにし､行政に対してその政策の実施を迫ることと結合しながら、

専門・職業教育のありかたを追求していく視点が重要です。

４総合学科、単位制高校の問題について

卒業生を送り出した総合学科と全日制単位制高校を対象に行った日高教の調査（1998年

１０月）によれば、「好きなことが学ぺる、君だけの自由な時間割」を強調することにより、

総合学科では、進路意識の未成熟な高校生が多い低学年で「選択する力」が十分育ってい

ない問題、主権者として必要な学力や人間性を身につける基礎的な学習の保障がむずかし

いことなどが指摘されています。全日制単位制高校は、大学進学中心の科目選択などの問

題点が顕著になっています。

また、単位制高校（総合学科を含む）は、感性豊かな青年期の教育として、教科・科目

の学習とともに集団の中で個性をのばし民主主義や自治の力を身につけるという、きわめ

て重要な意義と役割を困難にしており、それは財界・政府の「人づくり」政策のねらうと
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ころでもあります。

さらに、教職員定数の大幅な改善、施設・設備の拡充なしには、華やかな宣伝とはうら

はらに教育内容の切り下げをまねき、教職員の負担は増大する一方であることも指摘され

ています。すでに文部省は「軽装備の総合学科」を多数設置するための検討をはじめてお

り、いっそう子どもたちを選別し安上がりの教育をおしつけようとしています。

なお、新学習指導要領では、これまで総合学科の原則履修科目であった「産業社会と人

間」を「学校設定教科に関する科目」として、普通科などすべての高校でも設置すること

ができるようにしています。これは、普通教科「情報」の必修化などとあわせ、多くの高

校の「総合学科化」をすすめることを意図しているといえるでしょう。

また、豊富な選択制、少人数授業などは普通科や専門学科にも保障されるべきものであ

り、さらに専門学科における専門科目の充実、教育条件の改善などをめざし、進学競争や

「多様化」された高校制度を全体的に改革することこそが求められます。

５定時制・通信制教育の改善

(1)今曰の定時制・通信制高校がかかえる課題

新制高校の発足とともに定時制・通信制高校は、働きながら学ぶ高校生やさまざまな事

情で通学が困難な子どもたちの学習の権利を保障するために、全日制課程と同等の後期中

等教育機関として重要な役割を担ってきました。しかし、今日では、全日制課程の中退者

をはじめ、登校拒否・不登校の生徒、障害を持つ生徒、日本語を母語としない生徒など、

さまざまな課題を持つ生徒が多く入学して来るようになっています。

しかもこうした生徒の層の変化を理由に、文部省は「多様化」政策をおしすすめ、各県

教育委員会は「単位制高校」の設置促進、「３年卒業」制の導入、単位制の昼間定時制独

立校の新設など、さまざまな「弾力化」をすすめています。

また、東京、大阪、京都をはじめ都市部でも一方的な統廃合を次々と強行しています。

加えて、政府・文部省は教科書・夜食費などへの国庫補助の対象者を限定するなど、高校

「多様化」・リストラと教育予算削減を定時制・通信制高校に対しておしつけ、犠牲を強

いています。

(2)学び育ちあえる場として充実を

こうした状況の中で今日、定時制・通信制高校は、「生徒にやきしい学校」「最後のよ

りどころとしての学校」「みんなが学び育ちあう学校」「父母の願いをうけとめる学校」

として積極的な役割を果たし、一人ひとりの生徒の思いを受けとめ、ていねいな授業や仲

間づくりを大切にするとりくみなどに、力をそそいでいます。

全日制高校で学びたい生徒は全日制への進学を保障するとともに、定時制・通信制で学

びたい生徒や、あらためて高校教育を受けたいと思う人々のための学びの場として、定時

制・通信制高校をいっそう充実させる必要があります。

なお、日高教定通部は1998年３月に「定時制・通信制教育についての提言」をまとめ、
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教育改革にむけての論議を父母や全日制教職員とともにひろげることをよびかけていま

す。今日、全日制・定時制・通信制をつらぬいて「多様化」再編と競争・選別の体制が強

められている中で、高校教育全体を視野に入れた改革のとりくみを、全・定・通の教職員

の共同を強めてすすめることが求められます。

６高校における障害児の教育について

(1)障害児の後期中等教育制度を考える基本

1994年、スペインのサラマンカで採択された「特別なニーズ教育に関するサラマンカ声

明と行動大綱」（以下、「サラマンカ声明」）は、障害などから生ずる「特別な教育的ニ

ーズ」に対して、その子ども・青年にとって最適な方法と内容で応えることと、障害者の

生活、社会参加についてのノーマライゼーシヨンの推進、すなわち学校教育では障害児の

教育を可能な限り通常の教育への統合をめざして行なうことなどをうたっています。同時

に、障害の程度によっては通常学校とは別の「特別学校」が必要なことも明確に指摘して

います。

障害による発達の遅れに対応するために、特別に用意された教育課程が必要な子どもや

日常的に手厚い医療的ケアが必要な子どものために、特別に整備された施設・設備、様々

な専門家を含めた教職員集団を備えた障害児学校を整備・拡充しなければならないのは当

然のことです。同時に、通常の学校の通常学級で学ぶことができ、むしろその方が成長・

発達を保障する観点でふさわしい障害児のための条件整備が求められます。

さらに障害から生ずるニーズへのケア、通常の教育の場への可能な限りの統合の追求と

ともに、当然、障害児にも後期中等教育にふさわしい青年期教育としての普通教育と専門

教育が保障されなければなりません。近年、養護学校高等部単独校（高等養護学校）の設

置が各地ですすめられていますが、その教育内容が普通教育を切り捨て、専門教育を一面

的な「適応・訓練主義」に歪めたものとしないようにする必要があります。

(2)高校に在籍する障害児の実態を把握し、不適正就学の解消を

文部省は高校に在籍する障害児の数と実態について、明らかにしていません。障害児一

人ひとりのニーズにみあう条件整備を要求するためにも、高校に在籍する障害児の全国的

な実態把握を早急におこなう必要があります。

地域的な差はありますが、知的障害児など本来、特別な教育課程と学習集団などが必要

な障害児が高校に入学し、発達保障上の困難が生じている実態があります。これに対して

は、中学校や父母との話しあい、合意づくりを前提とし、高校の通常学級から障害児学校

高等部への適正就学をすすめます。そのためにも、希望者全員入学を可能とする障害児学

校高等部の整備・拡充と、青年期教育にふさわしい障害児学校高等部の優れた実践づくり

が求められます。こうした条件整備をすすめることにより、「定員割れ」などを理由に、

高校の教育課程を基本的に共有できない障害児の安易な入学をおこなわないようにしま

す。
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(3)高校で学び得る障害児のニーズにあわせた条件整備を

高校の通常の教育課程の大部分を履修・修得できる障害児のために、次のような条件整

備が、緊急になされなければなりません。

①障害をもつ子どもが高校に入学するにあたっては、高校の通常の教育課程を基本としな

がらも、障害に応じた必要な個別教育課程を入学時に立案します。その際に、出身中学校

や専門教育・医療機関等との連携を強め、その生徒の課題を明らかにし、個別の教育課程

実施にあたっては、必要に応じて障害児学校からの教職員の派遣による特別指導も含め検

討します。

②生徒の障害に応じたエレベーター、スロープ、手すり、点字ブロックなど施設・設備の

改善、教材・教具の開発、教職員の加配などをすすめます。

③障害と発達、学習についての教職員研修を充実します。

④障害をもつ生徒の受験にあたり手話通訳、点字点訳、代読・代筆など障害から生じるニ

ーズにみあう支援をめざします。

(4)高校にも障害児教育の場を

小・中学校には障害児学級（特殊学級）が設置されています。ここで学ぶのは、国語や

数学など学習内容によっては特別な配慮を必要としても、芸術や体育、学校行事などでの

統合が可能な軽度の知的障害、視覚・聴覚障害などをもつ子どもたちです。養護学校への

希望者全入が保障されている場合でも、中学校の障害児学級を卒業した子どもたちは、障

害にみあう条件整備が不十分な通常の高校に進学するか、中・重度障害の子どもを対象と

する障害児学校高等部に進学するか、あるいは就労するかをせまられます。

中学校障害児学級卒業後の選択肢のひとつとして、また障害と発達の状況から生ずる多

様なニーズにこたえ、すべての障害児に豊かな青年期教育を保障するために、高校にも障

害児教育の場を設ける必要があります。そのために、高校への障害児学校高等部の分校・

分教室の併置や、障害児学級の設置などについて検討が求められます。

７高校希望者全入をめざし

高校入試制度の民主的改革を

新制高校発足当時、文部省は志願者が定員を超過した時に限り入学者選抜を行うものと

し、「選抜はやむをえない害悪であって、経済が復興して新制高等学校で学びたい者に適

当な施設を用意することができるようになれば、直ちになくすべきものであると考えなけ

ればならない」（「新制中学校、新制高等学校……望ましい運営の指針」文部省学校教育

局1949年４月１０日）と明確にのべています。

また、新制高校の理念として、「現在の高等学校は義務制でこそないが、国民全体の教

育機関として中学校卒業者で希望するものはすべて入学させること」「適切な学区制を実

施して、志願者を均分させること」（文部省初等中等教育長通達1951年９月11日）が明

確に指摘されていました。

この理念は1963年の学校教育法施行規則第59条の「改正」により、文部省自身によって



(菫辮i騏舘）(繋鐡Iif#,鍋）曰高教新聞 1999年3月（23）号外

放棄されてしまいました。すなわち、志願者が定員を上回ると否とにかかわらず、「高校

教育を受けるにたる資質と能力を判定｣するため選抜を必ず実施することとされたのです。

しかし、先の理念は民主的高校教育制度の原点をなすものとしてきわめて重要です。この

立場にたちかえり、高校教育を小学校・中学校につづく国民教育の最終段階として、すべ

ての子どもに教育を受ける権利を平等に保障する場とするため、中学と高校の接続のあり

かたを追求します。

(1)希望者全入で教育の機会均等を保障する

どの子も差別なく高校教育が受けられ教育の機会均等が保障されるよう、希望する生徒

をすべて受け入れます。そのために、計画進学率の設定をやめることを求め、希望者全員

が入学できる入学定員を策定します。また、高校教育の無償化をめざしつつ、当面、父母

負担を軽減し学費と基本的な教育条件の公私格差を解消できるように私立高校への公費助

成を大幅に増やします。

(2)入学者選抜方法の改善をめざす

生徒数が減少しすべての希望者を受け入れる条件が生まれている今日、高校入試をなく

すことを展望しつつ、当面、次のような選抜方法の改善をめざします。

①人格まで競争の対象とする観点別評価や、調査書の点数化をやめきせます。

②判定の基準が不明確な普通科の推薦制度をやめさせます。

③総合選抜制度の優位性を明らかにし、一方的な廃止に反対します。

(3)通学区を縮小する

中・大学区制のもとで、高校間格差が受験競争をうみ、受験競争が高校間格差をさらに

拡大するという悪循環が進行しています。また、それは通学時間や通学費などの負担増を

もたらします。さらに、学校が地域住民の要求を反映し、地域に見守られ発展するという

関係を育むことも困難にします。こうした問題を解決するために、次のような通学区制度

の改革をめざします。

①地域のざまざまな条件を考慮しつつ、普通科においては通学区をできる限り縮小し地元

の学校に通えるようにします。高校が少なく学区が広範囲な地域では小学区制にします。

具体的には、男女のバランス、居住地、および個人の希望をもとに、また学力検査の結果

を参考に均等な配分により入学者を決定する総合選抜制を追求します。学区拡大と競争を

招く「隣接学区受験」は廃止します。

②専門（職業）高校においても合理的な学区を設けます。

③私学の「併願」「単願」「専願」について見直し、公私間の生徒獲得競争をやめます。

８教育費の無償化をめざし

高校の学習・教育条件の改善を

すべての子どもがゆとりある高校生活のなかで成長発達するためには、それにふざわし
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い教育条件が不可欠です。また、競争と格差を再生産する「多様化」推進ではなく、少人

数学級でゆきとどいた学習を保障することこそ、真に学力問題や生活の荒廃などの困難を

解決する道であり、これこそが文部省をはじめ教育行政の責務です。そして生徒数が急減

している今日、３０人以下学級をはじめ教育諸条件の改善充実をすぐにも実現させる条件は

十分あり、文部省や地方教育行政に対して強く要求していく必要があります。

(1)学校規模などについて

①高校の最大規模を全日制18学級、定時制12学級とします。

②過疎化する地域においては特別な措置を講じ、地域に根ざす高校として存続をはかり

安易な分校化や廃校化をやめさせます。

③地域の実情を無視した定時制の統廃合を行わず、定時制を充実させます。

また、さまざまな事情で集団的な学習の場に参加することが困難な人々のために、通

信制を充実させます。

(2)学級定員について

①希望者全入を保障しつつ学級定員を削減します。

②全日制普通科30人、職業学科25人、定時制20人学級を展望し、計画的に具体化をすす

めます。

(3)施設設備の充実

①「高校設置基準」を見直し、文化的・自然的環境の整った教育施設・環境を整備しま

す。

②職業教育を充実させるための施設設備を充実させます。

③高校の教育課程を基本的に共有できる障害児のための設備を整えます。

(4)教育予算の増額、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償化をめざし、当面大幅にひきざげ、父母負担を軽減します。

②私学助成を大幅に増額し、公私間の学費負担の差をなくします。

③授業料減免制度を拡充するとともに、奨学金の無利子化、額のひきあげ、基準の弾力

化により適用を拡大します。

④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をはかります。

(5)標準定数法の抜本的改善、教職員定数の増加

①多様な教科科目の「自由選択制」に必要な教職員定数を確保します。

②教員１人あたりの授業持ち時間（ＬＨＲ、必修クラブを含む）は週あたり全日制15時

間、定時制１０時間以下とし、ゆとりをもった教育活動を保障します。

③「教育困難校」を克服するために、緊急措置として特別な教員加配をおこないます。

④実習助手制度の廃止と教諭一元化、寮母制度の改革、専任司書教諭制度の確立、現業

職員の法的身分の確立など、教職員の身分確立、配置基準の改善をはかります。

⑤高校の教育課程を基本的に共有できる障害児、海外帰国子女の入学にあたっては、必

要な教職員の加配をおこないます。
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に第Ｓ章。職場・地域からの

とり＜みを

高校生の希望を豊かにはぐくむ高校をつくるために、どこから、何からはじめるかを考

えてみましょう。

１あらためて、まず職場力薊ら

(1)「子どもを語る」職場に

①子どもと学校の実態分析を

職員会議をはじめ、分掌会議、学年会議、専門学科会議、教科会議などあらゆる会議で

子どもたちの実態が語られるような学校づくりにとりくみます。

「個々の生徒の学力の到達点や集団で論議する力」「進路の希望状況」「気になる生徒

の様子」「地域の生活実態」などについて全教職員の共通認識をひろげ、課題を明らかに

します。

②職場教研をすべての学校で

職場の中で生徒の現状が語られ、日常の教育実践を職場で交流し、相互に実践力を高め

ていくために、授業公開や、簡単なレポートを持ち寄った職場教研など学校全体で研究・

討論をすすめることを重視します。

(2)悩みや実践を語りあい、共同できる教職員集団づくり

①成績主義に反対する

教職員が子どもたちの教育について同じ立場で語りあうためには、職務職階制はなじみ

ません。主任の「管理職化」や、成績主義賃金の導入などに反対します。

②校長を教育者としての立場に

学校の代表者である校長のリーダー性は重要です。校長が教育者の立場にたって民主的

な学校運営を行うとともに、行政に対してあるいは地域社会の中で、学校自治の代表者と

して責任をはたすように求めます。

③職員会議を民主的な合意形成の場に

職員会議を「校長の補助機関」とし強権的な学校支配を強化することに反対し、教職員

の民主的な論議と合意形成の場、子どもと教育について語りあい学びあう場として、民主

的な運営をねばりづよく追求します。

④「多忙」とのたたかい

大学進学体制、特色ある学校づくりや「多様化」の推進、校則・生徒指導体制、部活動

指導などについての教職員の勤務の実態を明らかにし、労働安全衛生法、教職員権利憲章

などの視点から職場を問い直します。



(篁鴇i駅雲高）日高敦新聞（禦議鋤鍋）(26）1999年3月 号外

２「子どもが参加する」学校づくりを

('）「子どもの参加」の意味を具体的に考える

生徒が積極的に参加する授業の工夫について、生徒自身の意見を重視するとともに、教

職員の間で研究・交流をすすめます。

また、学校生活の単位としてのホームルームを大切にし、自治の力を育て、集団で討議

をすすめる力を育てます。さまざまな専門学科やコースに学ぶ生徒が交流し、ともに学び

あい育ちあえる学校生活をめざし、ミックス・ホームルームの編成などを追求します。

(2)学校運営に生徒会の積極的な意見表明の保障を

学ぶ権利の主体者である生徒および生徒会が、校則の見直しなどについて積極的に参加

し、また、自由選択制の｢講座｣開設の要望などを集団的に集約し教職員と話しあったり、

授業のすすめ方などについての要求を教職員と討議したりできるように、生徒会活動を充

実させます。こうした活動を通じて生徒が民主主義を学び、自らの手で学校を変えられる

のだという確信を深められるように援助します。

３父母との共同をすすめよう

（１）父母の教育要求をつかみ、教職員の思いも率直に訴える

①学級通信や学年通信、クラブ通信などあらゆる機会を通じ、父母に子どもの状況や学校

が抱えている課題を知らせます。

②父母懇談会やＰＴＡの会議、クラス懇談会などの機会をとらえ、父母の要求をつかみ教

職員の思いや悩みも率直に訴え、ともに考えあい話しあうことを重視します。

③教職員組合や、地域・父母を含む実行委員会などが主催して、地域の教育懇談会を積極

的に開催し、教育の課題を論議し父母の学校参加をひろげます。

④3000万署名運動をはじめ、要求と実態に見あった可能な形で共同のとりくみをすすめま

す。

(2)民主的なＰＴＡの運営をめざして

ＰＴＡは学校の「奉仕団体」ではありません。父母と教職員が対等な立場で子どもの問

題について話しあい、共同してよりよい教育の実現をはかる重要な組織です。

ＰＴＡが「教育を考える集い」や「子育て悩み相談」を企画するなどのとりくみを通じ

て、民主的で地域に開かれた活動を展開する必要があります。

学校の実情に立脚して、さまざまな形で生徒や父母とのかかわりを深めながら、協議と

合意形成を組織的に保障するために、三者協議会、学校評議会などの設置をめざします。

４小中学校や私学との連携・共同をすすめよう

(1)課題や実践の交流を

①小中学校や私学の教職員によびかけ、地域の教育の現状と課題、それぞれの教育実践に

ついて、学校、組合など可能な段階で交流をすすめます。

②高校入試の問題点や、それにより前期中等教育と後期中等教育が分断されていることの



(菫駕i騏顎）(鰡議鋤調）曰高教新聞 1999年3月（27）号外

弊害などを交流し、高校入試の改善や高校のあり方などを論議します。

(2)共同して地域の教育づくりを

①教育の課題や要求をもとに、全国組織への所属の有無やちがいをこえてつどい日常的に

語りあえる場を設定し、地域の教育を共同ですすめます。さらに多忙化の解消、教育条件

の改善など様々な課題について、教育委員会への要請など共同のとりくみを追求します。

②私学助成をすすめる会の実践などに学び、ゆきとどいた教育をすすめる会の運動を結合

したとりくみをすすめます。また、私学の経営安定のための最低学級数の保障に必要な公

費補助をもとめるなど、私学も含めた地域高校政策づくりをすすめます。

５大学との連携・共同をすすめよう

(1)大学と高校の教職員の意見交流の場を

中央・地方段階で大学との懇談の場をつくり、大学入試問題について研究したり、高校

や大学の教育現場におけるその弊害を明らかにし、入試の改善などにとりくみます。

また、大学教員の任期制の現場への導入や、大学の自治を破壊する「大学審議会答申」

の具体化と学校教育法の「改正」に反対し、大学教職員と共同のとりくみをすすめます。

(2)大学入試制度の改善

①大学入試問題は高校の教育内容にふさわしいものとなるようにするために、入試の問題

を分析し、批判活動を強めます。

②「学歴社会」是正に向けた国民的運動を提起し、企業、行政を含め学歴偏重の人事・採

用の是正を求めます。

③大学入試センター試験の「資格試験」化をめざします。

④中部・東海ブロックが提起している「大学入試の改善」方策を参考に、全国的な論議を

ひろげ、入試の改善に向けてとりくみをすすめます。

６教育行政の民主ｲﾋをめざして

(1)教育予算の拡充と民主的執行

ゆきとどいた教育を実現し、あらゆる子どもたちに教育の機会を保障するために教育予

算を充実させます。

また、学校内に公選の予算委員会を設けるなど、教職員全体で予算を管理・運営し、予

算の執行の民主化をすすめます。

(2)教育介入に反対し、教育の自由と自主性を守る

①初任研、企業研修など各種の行政研修のおしつけに反対し、教育公務員特例法に示され

た「権利としての研修」の保障を求め、教育の自主性と自主研修の権利を守ります。

また、企業の論理、競争と管理による学校支配に反対します。

②日の丸・君が代の法制化や、学校教育へのおしつけに反対します。



(菫';11,,ｌｉ婦'鮒）曰高教新聞（鵜緬,鋤調）(28）1999年3月 号外

(3)民主的な人事を要求する

民主的学校づくりを破壊し、教育の条理をふみにじる強Ilill人事異動をやめさせ、民主的な

人事を要求します。

(4)教育の充実の課題を地方自治の根幹に

①地域住民の意見交流の場を教育委員会に設定させ、教育を地域住民の手に取り戻すとり

くみをすすめます。

②戦後教育の民主化の根幹でもある教育委員の公選制の復活を展望し、教育委員の民主的

選任を求め運動をひろげます。

③ゆきとどいた教育、民主的な主権者を育てる教育の推進のために、教育行政の民主的な

変革をめざします。



(菫jilHh駅諮）(鰡議鋤調）曰高教新聞 1999年3月（29）号外

＜資料〉

高校｢多様化｣の状況
文部省「高等学校教育の改革に関する推進状況」

（1999年４月発行）より作成

単位制高校の設置状況

1999年度現在266校

全日制課程151校

うち総合学科以外３５校

定時制・通信制課程126校

設置県数４７県２市

総合科学の設置状況

1999年度現在124校

うち公立１０９校

私立１３校

国立２校

設置県数４６県ｌ市

複数設置県３３県

Ｉ Ⅱ

全日制と定時制・通信制を併置する11校は

それぞれカウントした

Ⅲ特色ある学科・コース・類型等の設置

（１）専門学科における特色ある学科・コース・類型等の設置

９８年度までに設置

４７都道府県９市1068校

（例）コンピュータ応用技術科、リゾート観光科、生産技術科、動物科学科、介護

福祉科等

９９年度以降設置予定

２６道府県５市68校

（例）海洋総合科、海洋技術スポーツ科、人間探求科、自然探求科、スポーツ健康

科学科等

(2)普通科における特色あるコース・類型等の設置

９８年度までに設置

コース：２８都道府県ｌ市255校

類型：３０道府県６市227校

（例）サービス経営コース、観光コース、数理コミュニケーションコース、ビジネ

ス基礎コース、生活環境類型等

９９年度以降設置予定

コース：５県ｌ市16校

類型：８県２市19校

（例）流通ビジネスコース、個性化系列、情報マネージメント学系、総合文化類型

等

、

Ｉ

Ｃ



(菫瀞i壕'2琴冨）曰高教新聞（鰐鐡愈詮昌）(30）1999年3月 号外

(3)普通科における特色ある科目の開設

９８年度までに特色ある職業に関する科目を開設

４２都府県３市341校

（例）「観光地理」、「生活デザイン」、「家庭情報処理」、「マルチメディア実

践」、「ビジネスコミュニケーション」、「オフィスオートメーション」等

９８年度までにその他の特色ある科目を開設

４３都道府県３市310校

（例）「スポーツ情報管理」、「郷土芸能」、「環境研究」、「動物飼育」、「劇

表現」、「科学英語購読」等

Ⅳ学校間連携の実施状況

９８年度に実施

３２都府県ｌ市145校（うち公立：３２都府県ｌ市141校）

学校外における学修成果の単位認定

98年度までにガイドラインや基準等を作成

ガイドラインや基準等を作成中

Ｖ

11都府県

２道県

大学、高等専門学校又は専修学校等における学修成果の単位認定

98年度に実施

１０県１市12校

うち公立：４県ｌ市５校（岩手県、静岡県、福岡県、鹿児島県、北九州市）

Ⅵ

Ⅶボランティア活動等にかかわる学修成果の単位認定

９８年度に実施

９府県20校

うち公立：５県１５校（三重県、滋賀県、兵庫県、愛媛県、鹿児島県）



「08愛知の高校教育白書｣(1998.愛高教)より

〈高校生>授業に求めるものは…知識･教養と生きる知恵

伽
聿

〈教員>学習指導で必要なのは授業内容の精選と自主教材の活用

Q９学校の授業に求めるものは何ですか Ｑ６学習指導で今必要なことは何だと思いますか

教科内容の精選

学校独自のｶﾘｷｭﾗﾑ編成

個別指導や授業後の補充を

教職員集団の統一した指導

教科書にとらわれず､自主

学力別クラス編成

教育機器を取り入れる

何をしてもどうしようもない

その他

知識･教養

技術･技能

資格･免許

受験学力

生きる知恵

何もない

（
瀧
欝
塾
謎
）

０１０２０３０４０５０６０７０８０(％）

、
刎
蝉
誤
配

５１０１５２０２５３０(％）０

〈学校調査>クラス討議は大部分成立せず

Ｑ２０クラス討議はできますか
〈父母>考え､判断する力と学ぶ意欲を育てる､のびのびした授業を 縞

詔

騨露室
普琵卜付Q８学習に関して､学校に何を望みますか

〕
鄭
枳
珊
訓
）

①受験中心の授業

②のびのびした授業

③宿題でしぼる
④自主的な学習

⑤進学･就職のための補習

⑥読書指導

⑦学ぶ意欲を育てる

⑧考え･判断する力を育てる
⑨何も期待しない

⑩その他

普通中位

普通｢困難」

職業 ］
＠
毛
儲
山
亟
（
ご
一
）

０２０４０６０８０１００(％）

□できる瞳指導して何とかできる鰯ほとんどできない■回答なし0１０２０３０４０５０６０７０８０(％）



（
馬
）
』
①
毛
繍
ｍ
工

生徒総会なしが3／４ ｢部活動は不活発｣が多い

Q２８生徒総会はどれくらい開かれますか Ｑ３２部活動は活発に行われていますか

園年２回以上

■年１回

鰯開かれない

□回答なし

善涌卜付

普通中位

普通｢困難」

職業

緬
記0.0％

］
難
炉
嚇
醐
）１００(％）0２０４０６０

□活発蝿やや活発露やや不活発田不活発

8０
７

、
皿
磐
雪
囲

｢高校喉白書｣(1998.北海道高教組自主活動検討委員会)より

あなたが学校へ行く一番の理由はどれですか。
あなたはどんな授業を望みますか｡２つ選んでください。

１ｈtT乞毎'ｎ台宙閨かt巴茜些 一一(％）

（
蕊
騨
一
撃
鑿
）

1,勉強をするため

2､友達に会うため

3､部活動をするため

4,自分を人間的に高めるため

5､集団生活を学ぶため３

６､親が行けと言うから行く

7､学校へ行くのは生徒の義務と思うから行

１，内容の簡単な授業

2､内容は簡単でないが分かる授業

3､内容はともかくおもしろい授業

4､考え方を深める授業

5,丁寧に教えてくれる授業

6､生徒が積極的に参加できる授業

7,受験に役立つ授業

8,将来の仕事で実際に役立つ専門的な授業

9,生きて行く上での視野を広げてくれる授業

０
５
０
５
０
５
０

３
２
２
１
１

２３４５６７８９ 叩
聿



(鵜議鋤鍋）曰高教新聞 (篁冊i騏諏） 1999年3月（33）号外

｢高校生の意識調査｣(1997.日高敦.高校教育研究委員会)より

今通っている学校の肯定面(3つ選択）

仲のよい友だち

細かな校則がない

通いやすい

のびのびした雰囲気

学力にあっている

特にない

進学･就職がいい

進路に役立つ勉強

個性的な先生

部活が盛ん

施設設備や環境がよい

行事が充実

先生方が熱心

生徒のまとまりがよい

選択教科･科目が多い

その他

1０２０３０４０５０(％）0



(鬘瀞i曝蓄高）日高敦新聞（騨鐡{鋤壽昌）(34）1999年3月 号外

生徒の参加をうながす授業

全体

普通科Ｉ

普通科Ｈ

普通科Ⅲ

工業科

商業科

農業科

看護科

０ 2０ 4０ 6０ 8０

加
州

１
く

■かなりある□少しある鰹あまりない鰯ほとんどない

普通科Ｉ…この2年間の就職率の平均が１０％未満の普通科高校

普通科Ｈ…この2年間の就職率の平均が１０％～30％未満の普通科高校

普通科Ⅲ…この2年間の就職率の平均が30％以上の普通科高校



(鬘淵i壕蓄冨）(鰡議鋤調）曰高教新聞 1999年3月（35）号外

｢定通制に学ぶ高校生の意識･生活実態調査｣より
（1998.日高敦定通部）

今あなたの仕事はつぎのうちどれですか
ﾊﾊ％１８５５３２３３０８６３１２２９９７２６２４７８４１１１８５１１１１４８９５７９４７７３６２７３１３２（人）

1００
7)2.4

6）

8０

且)0.7
4)5.7
3)5.56０

4０ ２

2０

0

夜間昼間単位通信普通科職業科都市部郡部男性女性１年２年３年４年～合計

①正規採用､②パート･アルバイト､③家業の手伝い､④家事の手伝い

⑤ほかの学校に通っている､⑥何もしていない､⑦その他

「正規採用｣、「パート･アルバイト｣、「家業の手伝い｣を併せると約2／3になる｡１学期の
調査で､これから仕事を探すことの多い1年生を含めた平均であることを考えれば､｢働いている」
生徒の割合はかなり大きい。「パート･アルバイト｣の比率が高いのは､雇用情勢と生徒の意
識の変化によるものであろう。
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県民の教育要求アンケート(教育研究全国集会に期待し､ともにすすめる会､,998.群馬)より

◆回答者全体･順位別集計

◎教育行政(文部省･教育委員会など）
に望むことは

◎今の教育の問題点(課題)をあげて
ください。

◎今､学校に望むことは
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この根本的解決は､教育制度の検討が必要です。「指

導要領｣の法的拘束力の問題､高校入試制度の改善

問題をどうしても見直す必要があります。

◆｢クラスの生徒数.減｣の課題も強い要求となって

います。

４０人学級を30人学級に､さらに25人学級へは､子

どもの少なくなって行く現状のなかで実現不可能の課

題ではありません｡教育行政が1人ひとりの子どもを大

切にする方向に切り替えるなら､いくらでも改善できる

課題です。

１００．０

のとなっています。

３０代の回答者が全体の34.7％､４０代が23.1％と

多くなったのは､小学生､中学生､高校生をもつ親の関

心が強く反映されたといえましょう。

◆｢学ぶ量が多すぎ｣、そのうえ｢超特急的」「授業の

進み方｣には､多くの批判と改善を望む声があがってい

ます。

《全体的なまとめ》

◆アンケート回答者数は､短期間の集約のためけっし

て＋分とはいえません｡しかし､現在の教育の｢ゆがみ」

を是正してもらいたい､という切実な要求は明らかなも

加
卓

順
位 人数 ％

１ ゆとりある学習 1，２７９ 6４．０

２ 基礎学力の充実 1，２６４ 6３．３

３ いじめ・体罰のない学校 9２５ 4６．３

４
子どもや親の声をよく聞いて〈

れる学校
６１３ 3０．７

５
全ての子どもに目くばりをして

もらいたい
6０８ 3０．４

６
部活動の負担をへらしてもらい

たぃ
2８９ 1４．５

７ 制服の廃止 2８３ 1４．２

８ 児童会・生徒会などの活発化 2７４ 1３．７

９ 通学路の安全を確保してほしい 2２４ １１口２

1０
適切な受験指導に力を入れてほ

しい
1４９ 7.5

1１ 部活動の充実 9８ 4.9

合計 6１００６

回答者計 1，９９８

回答者総数に対する年代別回答者割合 1００．０

順
位 人数 ％

１ －クラスの人数をもっとへらしてほし

い(現行40人から30人学級に）
1､２６２ 63.2

２ 先生の人数を増やしてほしい 7９２ 3９．６

３ 教育施設･設備を充実して欲しい 7９０ 3９．５

４
授業料など教育費の父母負担をへ

らしてほしい
6９０ 3４．５

５
高校入試をなくし､希望者全員が高

校で学べるようにしてほしい
6５６ 3２．８

６ 障害児教育の充実 6３７ ３１．９

７
公立高校を完全男女共学にしてほ

しい
4６７ 2３．４

８ 通学区は拡大ないでほしい 3０５ 1５．３

合計 5，５９９

回答者計 1，９９８

回答者総数に対する年代別回答者割合 1００．０

順
位 人数 ％

１ 学ぶ量が多すぎる 9５９ 4８．０

２ クラスの人数が多すぎる ９１４ 4５．７

３ 入試が生活をゆがめている 7５０ ３７画５

４
子どもの自主性･個性が尊重されて

いない
6６２ 3３．１

５ 不登校の児童･生徒増加 6５６ 3２．８

６ 授業の進み方が早すぎる 6４０ 3２．０

７ いじめがある 6３８ 3１．９

８
先生と児童･生徒のかかわりあいが

すぐない
5６２ ２８．１

９ 教育費の父母負担がかかりすぎる 5０７ 2５．４

1０
子どもや親の意見が学校にとどき

にくい
4７１ 2３．６

１１ 学校の管理･校則が厳しすぎる 4７１ 2３．６

1２ 高校中途退学者の増加 4５２ 2２．６

1３ 部活動の加熱･過重 4２７ ２１．４

1４ 学校のようすがわかりにくい ４１７ 2０．９

1５ 学校行事がへってきている 3３２ 1６．０

合計 8，８５８

回答者計 1，９９８

回答者総数に対する年代別回答者割合 1００．０



(鵜鐡鋤調）日高教新聞 (鬘Ｗｉ駆諏） 1999年3月（37）号外

「競争の教育を問う」（,９９６.茨高教組)より

多くが特別編成授業

特別編成授業、略して「特編（とくへん）」とは、多くの造学校で秋から冬にかけて行われている授業形態

のことである。１．２年生の授業はそのままにして、３年生の授業だけを特別に編成し直して（時借】害Uを変更し

て）受験指導を行うのである。

①３学年で､特別編成授業を行っていますか？ ③すべての時圃0（１～６時限）を特編にしていますか？

②３学年の何月から実施していますか？

１１月

１２月 ■｢－－－
１月 一
不明

④91寺繍：中にやらなくなる授毒さがあれば､教
科名を記入してください。（数字は枚数）

政治経う斉弘私文の理禾斗･数学１，体育１，

ＬＨＲ１、家庭科１，生徒により異なる３

早朝から課外が当たり前？

①実施しているすべての課外を答えて下さい。

＊土曜の午後などの回答もあった。

②放課後の課外対象者はど゛のようになっていますか？

（楢且数回答）
希自旦者

選打て ￣
成糸不振者一
学年指定

選抜や指定を具体的に…

大学入試改革のとりくみ

中部東海ブ□ツク高教組大学入試問題検討委員会

－抜本的改革提言（1995年７月）
入試を含めた大学入学に関する業務を大学と高校から分離し、それらをおこなうための新

しい機構を設ける。

(1)入試の時期は７月、入学は９月に（高校は３月まで授業が可能に）。

(2)入試試験は個別大学でおこなわず､言;乏言〔f〕|ｲﾔ機関(大学入試業務機構)を設け､こ
れによっておこなう。

(3)仲介機関は入試関係業務および情報提供業務をおこなう。

(4)大学入学志願者は、大学が指定する教科・科目を受験する。

(5)資格試験は、現行の入試センター試験のような正答多肢選択方式でなく、ｌ科目３～５

時間ぐらいかけ論述方式でおこなう。

(6)資格の取得は、一定レベル以上の成績、もしくは志願者総数の一定の率（バカロレア６０

～65％）による。

(7)学業記録、自己申告書、推薦書などとともに、仲介機関に提出する願書には、複数の志

願校（６～７校）を記入できる。

(8)仲介機関は、志願者の志願先大学と協議して入学を決定し、本人に通知する。

(9)現行のような推薦入試はおこなわない。

⑩社会人受け入れを思いきって広げ、常に一定枠を設ける。

(よし、 ２３

し、し、うし ７

はし、 1３

し、し１うし １

午前のみ ５

午7麦のみ ０

５日良のみ ３

希菖昌者のみ １
１１月 ５

1２月 １３

1月 ４

不明 １

平常時の放課後の課外 ３０ 平常時の早朝課外 19

夏季休業中の課外 ３０ 冬季休業中の課外 ２１

春季休業中の言果外 １９ その他（具体的に） ３

希自蔓者 ２６

〕雲抜 １

成約U不振者 ５

学年指定 ５

Ｆ校：早朝全員強制

Ｎ校：１年１学期は強制
Ａ校：４寺別クラスは強制

Ｔ校：２年生全員
Ｍ校：放課後英数全員
Ｓ校：１．２年強制



(菫淵i壕蓄冨）曰高教新聞（鰡鐡蝿鍋）(38）1999年3月 号外》震謹讐篝農



(菫瀞i壕誓言）(鰡議鋤溺）曰高教新聞 1999年3月（39）号外

わたしたちの学校づくり宣言

一長野県辰野高等学校学校憲法宣言一

私たち辰野高等学校の生徒・父母・教職員の三者は、日本国憲法および教育基本法の施

行50周年にあたり、憲法と教育基本法の精神を学校教育のあらゆる場面に生かそうとして

きました。この間、全校一斉の憲法学習、桜陵祭での憲法をテーマにしたさまざまな取り

組み、職員研修やＰＴＡふれあい研修、さらには授業の一般公開と辰高フォーラムの開催

などの素晴らしい成果をあげてきました。

私たちは、これらの成果を生かし、さらに発展させるために、日本国憲法、教育基本法、

子どもの権利条約および本校の教育方針にもとづいて、次のような学校づくりと人間づく

りをめざしていきます。

私たちは、平和と人権、自然や文化を大切にし、自覚と責任感をもった社会の主権者を

めざし、自主的に本気で取り組める学習や生徒会・クラブ活動をつくっていきます。

私たちは、互いに人格を尊重し、暴力やいじめ・差別のない、明るく楽しい、この学校

で学んで良かったと思える学校をつくっていきます。

私たちは、生徒・父母・教職員がお互いに信頼し、民主的に協力しあい、地域に根ざし

地域に開かれた学校をつくっていきます。

これらを実現するために、生徒・父母・教職員が定期的に協議する場として「辰野高等

学校のより良い学校づくりをめざす生徒・父母・教職員の三者協議会」を設置します。

以上について､辰野高等学校の生徒・父母ｑ教職員の全員がともに努力していくことを、

ここに宣言します。

1998年１月21日

長野県辰野高等学校生徒会

同ＰＴＡ

同職員会

高知県立宿毛高校大月分校

『ENJOYSCHOOLLIFE委員会』要項

（目的）

第１条生徒・保護者・教職員が共に考え、参加する学校づくりを目指し、「ENJOY

SCHOOLLIFE委員会」（以下「委員会」という。）をつくる。委員会は率直な意見を

出し合い、学校・家庭・地域が協力し、生徒を主人公とした魅力ある学校づくりの提案

をする。

（組識）

第２条一委員会は生徒・保護者・教職員から選ばれた委員（12名）によってつくられる。

必要に応じ、委員外の生徒・保護者・教職員や地域の関係者の参加を求め、会は公開と

する。

（１）各学年生徒の代表３名

（２）生徒会役員３名



(菫瀞i紐諮）曰高教新聞（鰡識鋤鍋）(40）1999年3月 号外

（３）保護者３名

（４）教職員３名

（任期）

第３条委員の任期は１年とし、再任することができる。

（役員）

第４条委員会に、委員長１名、副委員長２名を置き、それぞれ委員互選する。

１．委員長は、会務をまとめ、委員会を代表する。

２．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

（運営）

第５条委員会の運営については、次のように定める。

（１）委員会は委員長が招集し、議長をする。

（２）委員会は全体の合意を大切にし、一致したことをまとめて提案する。生徒・ＰＴ

Ａ・教職員の各機関はこの提案を尊重し、必要に応じて検討する。

（３）「大月分校を育てる会」と連携し、町行政・同窓会・小中学校など広く町民の協

力を得て、進めていく。

（協議事項）

第６条本会は、第１条の目的を達成するために次の意見交換を行う。

（１）魅力ある学校づくりと教育・文化環境づくり

（２）学校行事・特別教育活動の発展

（３）学校生活のあり方、「校則」の改正

（４）その他委員会で協議する必要を認めたこと

第７条委員会で意見交換されたことは、その都度職員会議に報告する。必要に応じ、職

員会の議題として取り上げる。

第８条保護者の学校への参加をいっそう高めるために、当面生徒会行事や学校行事への

参加を呼びかける。

（事務局）

第９条委員会の事務局は、宿毛高校大月分校内に置く。

（雑則）

第10条この要項に定めるほか、本会の運営について必要な事項は、懇話会の協議で定め

る。

付則この要項は、平成９年８月24日から施行する。


