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はじめに

与党自民党・公明党のみならず民主党を巻き込み、教基法改悪案の国会提出が画策され

ています。イラクへの自衛隊派兵や有事７法案が国会に上程される中で、「戦争する国づく

り」のための「人づくり」をねらう教基法改悪の目的はいよいよ明らかになってきていま

す。しかし、私たちが新自由主義として批判してきた教基法改悪のもう一つの目的が、国

民の基本的人権を擁護する福祉国家の解体プログラムの柱に位置づけられていることは、

広く知られているわけではありません。それは、政府の諮問機関「経済財政諮問会議」・

「規制改革会議」が、基本方針を確定し、文科省がそれを具体化するという大がかりな小

泉「構造改革」の姿が見えにくいからです。しかも、今日の教育政策は、そのねらいを隠

すために極めて巧妙で欺隔的なものとなっています。それだけに矛盾に満ちています。

政府・文科省から矢継ぎ早の教育政策がだされている下で、その底流に何があるのかを

明らかにすることで、教育政策の本質をつかむことができます。文科省が「教育の構造改

革」を自ら打ち出すまでになっている今日あらためて政府・文科省の高校教育の新自由

主義的再編の実態と矛盾、とりわけ新しい行政手法であるＮＰＭ（ニュー・パブリック・

マネジメント）の実像を明らかにしつつ、憲法・教基法を生かす学校、憲法・教基法を生

かす高校教育のありかたを考えてみます。

日高敦はこの間、「教育の構造改革」につながる「中央教育審議会答申」等にたいして

「見解」「声明」をだしてきました。また、高校「多様化」再編が、「高校教育改革」の名

で各地で強行されている中で、曰高教は、1998年10月に卒業生を送り出した総合学科と全

曰制単位制高校を対象に調査をし、定通部は、2001年３月に、「定通制『単位制』高校の現

状と課題」をまとめました。さらに、2002年10月には、高校「多様化」の歴史的総括をお

こなうための全国調査を実施し、その全容を明らかにしてきました。

本討議資料は、日高敦の討議資料と調査、またこの間の「見解」「声明」や各構成組織の

資料などを手がかりにして作成したものです。討議資料「開かれた学校づくり」（2004.4）

とあわせて、活用ください。



圧 文科省)がすすめる｢高絞教盲改革｣と財界の｢人Ｍ實成政策」

（１）「高校教育改革」の沿革と財界の関与

はじめに政府の教育行政を、財界の「人材育成政策」との関連で見てみます。高校「多

様化」は、憲法・教基法の理念により導入された「小学区制」と「総合制」の解体から始

まりました。米国占領軍司令官が設置した「政令改正諮問委員会」は、朝鮮戦争で復活し

た財界の意向を受けて、「教育制度に関する答申」（1951年11月16曰）を出し、総合制高校

を普通課程と職業課程に分離し、小学区制を廃止することを打ち出しました。米国政府の

圧力を背景にしながら憲法・教基法に反する政府・財界の教育政策を実現するという手法

は、ここからはじまり、今日もその底流にあります。

その後、「産学協同について」（1960年７月経済同友会）、「後期中等教育に関する要

望」（65年５月）など産業界の意向を受けて、職業高校を小学科に「多様化」しました。

「教育の基本問題に対する産業界の提言」「産業界の見解」（日経連69.9)を受けて、1

971年、中教審答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策につい

て」は、戦後の学制改革の全面的な見直しを提起しました。進学率が80％を超えた中で、

この高校教育の量的拡大への対応として、教育課程の多様化を、６．３．３制の見直しと

して中高一貫教育、多様なコース別、能力別の教育を効果的におこなうプランを示しまし

た。しかし、能力主義に反対する父母・国民の声の前に具体化されずに終わりました。

1977年、都道府県教育長協議会高校問題プロジェクトチーム報告書「高校教育の諸問題

と改善の方向」では、全入状況における高校改革として６つのタイプ、①中高一貫の６年

制学校、②普職の一体化をはかる学校、③新しいタイプの職業高校、④単位制高校、⑤集

合形態をとる高校、⑥全寮制の高校が提示されました。翌年、文部省は高校学習指導要領

の全面改訂をおこない、必修を縮小し、選択を拡大するなど、これまでにない大幅な弾力

化をすすめました。

1985年、「２１世紀に向けて曰本の教育を考える」（曰本経済調査協議会）では、人間には、

創造的人間（天才・能才・異才）以外の大多数の人間は凡才・非才であり、凡才を対象に

する現在の学校教育を批判し、競争の多様化、学校制度の複線化を求めました。そして、

戦後教育の総決算を旗印にした臨教審は、答申（1987年）の中で、６年制中等学校の創設、

単位制高校の設置、高校の修業年限の弾力化の提言をだしました。これを受けて、第14期

中教審が高校改革問題をとりあげました。答申（1991年）は、①普通科と職業科を総合す
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るような新しい学科（総合学科)、②単位制の活用や高校間連携の推進、③特定の分野で特

に能力の伸長箸しい者への教育上の例外措置、④大学と高校の入学試験の改善を提案しま

した。そしてこの答申を具体化するために、文部省は、「高校教育改革推進会議」を設け、

1992年から93年にかけて総合学科、全日制単位制高校、学校間連携、専修学校との連携、

高校入試改善などについての報告書を第１次から４次にまとめました。

しかし、戦前の複線型学校教育制度の反省から打ちだされた単線型の学校教育制度を露

骨に崩す役割を持つ中高一貫学校は、具体化されませんでした。

1995年５月、「新時代の『曰本的経営』一挑戦すべき方策とその具体'性」は、経済のグロ

ーバル化に対応する雇用政策として、新卒・正規一括採用と長期雇用という日本型雇用シ

ステムを破壊し、３とおりの労働力一①長期蓄積能力活用型②高度専門能力活用型③

雇用柔軟型一を学校教育等で育てることを求めました。そして、第16期中教審答申（1997

年）で、「中等教育全体の多様化・複線化構造をすすめる」一環として中高一貫教育の選択

的導入を提言しました。このように、高校「多様化」再編は、財界の労働力政策と－体に

すすめられてきたのです。

（２）03年度「国民生活白書」が指摘した「人材育成政策」のゆきづまり

総合学科が導入される中で、財界の代表は、「曰本の産業構造は完全に変わっていて、大

学を卒業してから就く仕事は、高校・中学卒業者でもできる仕事であり、高校を卒業した

らすぐ就職させるため」に総合学科への期待を表明していました。（｢文部時報」平成７

年６月号）それは、大学教育への財政支出を減らすとともに、高卒の安い働き手が多く求

められていたからです。しかし、今曰、大企業はほとんど高卒生を採用せず、有効求人倍

率は、近年1.0に満たない状況が続いています。文科省の学校基本調査によると、０２年度

高卒の就職率一前年比1.3ポイント減（17.1％)、０３年度高卒の「進学も就職もしていない

者」-8,027人増、０３年度大卒の就職率－１．９ポイント減（55.0％）１９４８年調査開始以来

最低、０３年度大卒の「一時的な仕事に就いた者（契約社員、派遣、パート）」-25,000人

で10年前の４倍にもなっています。また「進学も就職もしていない者」－卒業生の32％で、

大学生の３人に１人がフリーター予備軍に編入されています。その結果、フリーターは41

7万人（０３「国民生活白書」）にもなっています。

財界は、直接的には教育政策を出すわけではないので、その責任はあいまいにされてい

ます。しかし、2003年度国民生活白書（内閣府６月）「デフレと生活一若年フリーターの

現在」は、財界の「人材育成政策」にそった高校教育の「多様化」政策の問題点をもあぶ
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りだすものになっています。一方では、少数の長期蓄積能力活用型グループ以外を不安定

雇用にする政策をとり、他方で大企業は大規模なリストラで若年層の正社員を2001年まで

の６年間で108万人も減らしています。その結果、「最近、若年の失業率の増加が顕著」「正

社員として就職できなかった若年・・また仕事が見つからなくて、仕事をする意欲そのも

のを失ってしまう・・こうした若年は、正社員として働いている人に比べて職業能力が高

まらない」ので「日本経済全体にも悪影響を及ぼすおそれがあります｡」．.「こうして未婚

化、晩婚化や少子化がすすめば経済社会全体の活力が低下することが懸念されるのです｡」

（竹中平蔵財政政策担当大臣）という事態を招き、正社員になっても、「日本的雇用I慣行の

見直しも、若年がやる気を失う原因の一つだ。中高年のリストラを目のあたりにし、基本

給やボーナスの引下げを経験した若者は、サービス残業をし、休日返上で働いても、昇給

や昇進、雇用が保障されているわけではないことを知っている｡」という状況です。

『国民生活白書』は、青年をとりまく現状と実態が、そのままで推移すれば曰本の経済

・社会の未来にとって取り返しのつかない事態になることに警鐘をならすものになってい

ます。にもかかわらず政府は、その打開のための処方せんを書けずにいます。そして、依

然として現在の雇用・労働力政策を維持し、この財界の労働力政策に従属した高校「多様

化」再編をつきすすんでいます。

同時に、私たちにとっては、今日の雇用と労働の厳しさの中でどう働き生活し、その

困難を解決するのか、その力を育てる高校教育の課題も提起されています。

纐選
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回 ｢高峡教育改革｣の現状と問題点

（１）高校「多様化」再編の現段階

文科省「高等学校の改革に関する推進状況」（2003.8文科省）によると、ほとんどの地

方で再編計画が策定・準備され、すでに全面的に進行しています。

公立学校の設置状況は、以下のとおりです。（(3)は、私学・国立を含む）

色ある学校・学科の設

(1)総合学科-47都道府県３市191校

(2)単位制高校一全曰制47都道府県３市423校、定通制45都道府県４市241校

(3)中高一貫教育校一41都道府県１市88校（通学範囲に１校程度を目標）

(4)新しいタイプの高校-34都道府県２市106校

(5)専門学科における特色学科

・学校間連携等（学校間連携、インターンシップ、学校外での学修の単位認定

一大学・専修学校・ボランティア・技能審査等一）

・高校と大学の接続

これらの高校「再編」は、無駄な大規模公共事業によって疲弊した自治体の「財政再

建」のツケと総務省の数値目標を求めた自治体リストラ計画の押しつけによる高校統廃合

と－体にすすめられているのが特徴です。また、文科省の財政誘導によるものです。その

上、父母・教職員や住民、あるいは生徒の意見を聞くこともなくトップダウンで導入され

ています。

そのために、高校統廃合をともなうことともあいまって、全国各地で父母・住民、生徒

・教職員、時には町ぐるみ・自治体ぐるみの反対運動が広がってきました。そして、その

たたかいの中から、高校「多様化」に対置する生徒参加、父母・教職員住民の共同の学

校づくり、地域と高校を守る共同の芽をつくってきました。

(2)総合学科と単位制高校

文部省は、先述したように、第14期中教審答申を具体化するために「高等学校教育の改

革の推進会議」を設置し、第１次から４次にわたる報告をだしました。そこでは、総合学

科や全日制単位制についての「効果」や「意義」について述べられています。文科省には、
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政策評価システムが導入されていますが、これらの「効果」「意義」が、すでに導入された

学校の実態に照らして「自己評価」することが求められています。

●全曰制単位制高校（第１次報告-1992年６月）の「効果」

①学年の枠にとらわれず、自主性・主体性をもって自らの学習計画に基づき学び

たい時期に学習ができる。

②各生徒が自らの能力・適正、興味・関心、進路等に応じ多様な学習形態、学習

内容を展開することができる。

③異なった学年間の生徒との活発な交流により、生徒が人間形成上、有意義な教

育体験をすることができる。

④単位制の特色を発揮することにより、学年制にあってともすれば起こりやすい

留年等による学習意欲の減退や中途退学等を防止することができる。

⑤単位制の趣旨を活用することにより、学校・学科間の異動、再入学を容易にす

るこができる。

●総合学科高校（第４次報告-1993年２月）の「意義」

①既存の学科の枠にとらわれず、思い切った教育課程の弾力化が容易にできる。

②いわゆる偏差値を尺度とする高等学校間の序列意識を打破する契機となる。

③生涯学習機関としての役割を果たす。

＊「学歴社会の弊害の除去や過度の受験競争の緩和にもつながり、その意味でも

総合学科が今後の高等学校教育改革のパイオニア的役割を果たすことが期待され

る。」

（３）曰高教調査で明らかになったこと

日高教教文推進委員会の「高校『多様化』の歴史的総括」のための調査（02.10）は、

調査Ｉ「高校『多様化』｣、調査Ⅱ「高校入学者選抜制度・方法の多様化・多元化」に分け

て実施されました。定時制・通信制は、曰高教定通部の調査がすでにおこなわれたために

省きました。調査Ｉには、１３道府県51校の総合学科、単位制、特色学科．学校から回答が

寄せられました。その調査Ｉの概要は、以下のとおりです。
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Ｑ１．「現時点で県教委（学校）の目的は実現されたか」

Ａ・肯定的な評価（受検者数が増えた、入学者の学力向上、地域の期待に

応える特色コース、進路実績等）は21％（総合学科－８％、特色学科-14、

単位制－０）

Ａ・否定的評価（定員割れ、受検者層に変化なし、はじめの頃は大学進学

の目的を達成したが今は変わらず等）は、２９％・

Ｑ２・学校配当予算

Ａ、「導入当初に増えた」が53％、現在では4.4％と激減

Ｑ３．「教育条件の変化」

Ａ・「導入前年度教諭が51名であったが、導入時に43名に減らされた。教員

増は特別なく定数とおり。当初は定数十18名弱だったが現在は定数とおり。

教職員は減りつつあり少人数選択の講座は開設できないと校長が言明｡」

Ｑ４．「入学志望者の変化」

Ａ・全体として大きく減少、総合学科・特色学科では、半減

Ｑ５．「生徒の学校生活の変化」

Ａ・「生き生きしている」生徒は、総合学科では半減、特色学科ではほぼ維持

Ｑ６．評価

Ａ、教職員の肯定的評価は半減、父母の評価は導入当初と変化はなし

この調査結果は、「多様化」の問題点とともに高校教育の課題も明らかにしています。

第１に、この間の高校「多様化」は、競争選抜体制に新たに組み込まれるだけであり、

教育条件を整備すれば教育内容は充実すること。

第２に、どのように学校が「多様化」されようとも、教職員の奮闘があり、そのことが

一定の肯定的評価を生みだしている。そのために「教職員の苦労が度を過ぎている」とい

うこと。

第３に、地域の伝統産業と結びついた「特色高校・学科」は、地域の学校として一定の

評価を維持している。

文科省「調査研究会議」の総合学科に関する実態調査（｢高等学校教育改革の世界と課

題」渡辺三枝子筑波大教授一「中等教育資料」０２年２月号）と重ねてみると、さらに幾つ

かのことが見えてきます。この調査では、「総合学科に満足な点」－「多様な選択科目が開

設」39.9％(卒業生51.9％)、「総合学科に不満足な点」－「選択科目の分野や数が不十分」

21.9％、「進路について考える時間がもっと必要」29.4％となっています。この結果は、
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「総合学科」の出自と選抜制度・方法に左右されるものあり－慨には言えないにしても、

現行の高校で教育条件を充実させて、多様な選択を用意しさえすれば「満足度」は高くな

ることを教えています。そして、教職員の「度が過ぎた奮闘」があることも念頭に置く必

要があります。さらに、この文科省の調査によると、卒業生の満足度の高さが、在校生よ

りすべての指標で上回っていますが、これは導入当初の比較的潤沢な教育条件が年次を追

うごとに低下しているという日高敦の調査と符合するものです。

調査Ⅱ「高校入学者選抜制度・方法の多様化・多元化」では、高校「多様化」と同様の

問題点が明らかになっています。すべての地方教育行政は、「選択の自由」の保障、「特色

ある学校づくり」に応じた選抜などを導入の目的としています。しかし、その結果は、高

校の「特色づくり」競争をもたらし、高校間格差をひどくするだけで、皮肉にも受検者の

選択の幅を狭めるものになっています。

「導入後３年で序列化が明確になり、薄切り状態になった」「不本意入学が増加した」

「『困難校』が拡大してきた」「通学が不便になった生徒が増え、経済的負担が増した」「受

験シフトをとる単位制高校で、受験競争が激化した」「伝統校が復活し、子どもにとって学

校選択の自由は逆に狭められた」「意欲を持ってその学校・コースを選んできた生徒と不本

意入学の生徒で２極分化している」などです。また、通学区の撤廃、拡大の中で、「多様」

な選抜方法は、受検者はもとより学校づくりにさらなる困難をもたらしています。岐阜・

静岡では、「高校受験110番」などにとりくんでいますが、これらの問題点は、受検者、保

護者、中学校からも共通に指摘されています。今春、長野では、通学区を拡大した上で、

前後期選抜が導入されましたが、前期選抜が終了した時点で、５，０００名をこえる合格者の

一方で7,351人の不合格者がでるというようなことがおこっています。

日高敦の調査では、このような新たな困難が持ち込まれているなかでも、「入学後の生徒

の変化は余りない」「不本意入学が増えたが、大部分の生徒は、学校が好き」という回答が

多くあります。それは、県教委の導入目的の正しさを示すものではなく、ひとえに目の前

にいる生徒の期待に応えようとする教職員の奮闘によるものです。

曰高教定通部のまとめ「定通制『単位制』高校の現状と課題」（01年３月）では、全国10

校の実態が詳細に紹介され、定時制単位制の問題を手掛かりにして高校教育全体の課題を

明らかにしています。高校中退者、不登校生徒など多様な生徒を受け入れるなかでまとめ

られた重要な指摘が多くあります。
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①全曰制では、大学進学競争やそれに偏した教育課程によるゆがみをなくし、基

礎学力の保障と豊富な選択制を兼ね備えた教育課程づくり、進路要求にこた

え、ゆったりと学べる学校づくりの工夫。

②全曰制・定時制を問わず、「学年制」のシステムで以下のことが検討課題

.「原級留置」制度を改善し、習得した単位の認定

.「仮進級制度」を充実させ、再学習・再試験の機会を増やす

.きびしい校則等による管理・抑制をなくし、生徒の自主・自治活動を育てる

・基礎的な科目の履修や学科・類型などをこえた共通履修の充実とともに、進

路要求などに対応した自由選択制を拡大する

・少人数学級や少人数授業、人間的なふれあい.成長が保障されるゆきとどい

たシステムの工夫

これらの課題については、十分な議論が必要ですが、総合学科・単位制の押しつけに反

対するとりくみを通して、私たちの学校づくり、教育活動の課題を明らかにしていくこと

が不可欠なことを教えています。教育条件が貧しい中で、大学入試選抜制度の圧力、生徒

の進路要求に応える課題の厳しさの中でも、立ち止まって検討しなければならないもので

はないでしょうか。

専門高校にとって、総合学科への移行は、専門性の暖昧化という問題をもっており、普

通科高校にとっても、学習・発達の系統'性を損なうという基本的問題をもっています。ま

た、総合学科・単位制の押しつけにより、教育課程を自主的に編成することが困難な中で

のとりくみにならざるを得ませんが、単位制が導入されたなかでも、多くの学校では学年

制を基礎にし、クラスを維持し、共通履修や進路選択のための工夫をし、総合学科でも従

来の普通教育の弱点といわれた雇用・労働などの職業準備教育の実践が生まれています。

（４）中高一貫教育校の現在と問題点

①中高一貫教育校とは

第16期中教審２次答申にもとづき、文科省は中高一貫教育に着手し、９８年６月に学校教

育法が改定され、中高一貫教育高が導入されました。1998年10月初中局長・助成局長通知

には、「今回の改正は、中等教育の多様化を一層推進し、生徒の個｣性をより重視した教育を

実現するため」「中高一貫教育制度を選択的に導入する」としています。中高一貫教育校に

は、以下の３つの形態と導入校があります。（文科省「高等学校の改革に関する推進状

況」2003.8）
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･中等教育学校

･併設型

15校一つの学校として前期課程３年後期課程３年

47校同一の設置者による中学校と高校で、入学者選抜をおこ

なわず接続する

54校既存の中学校と高校が連携。入学者選抜は、調査書と学

力検査を用いない方法でおこなうことができる

･連携型

この中高一貫教育制度の導入の際には、さまざまな問題点が懸念され、国会では以下の

付帯決議が上げられました。

1998年5月衆膳院付帯決麟

概要「１．児童・生徒や保護者のニーズ、地域の実情に十分に配慮して実施

する｡」

「２.受験準備に偏した『受験エリート校』化など、偏差値による学校

間格差を助長することのないように＋分配慮する｡」

「３.入学に際して学力試験を行わず、学校の特色等に応じて多様な選

抜方法を検討し、受験競争の低年齢化を招くことのないようにする｡」

「４.導入に際しては、幅広い関係者による協議をおこない、教育内容

・選抜方法・通学区など地域の実情を踏まえる｡」

1998年6月参機院付帯決憐

概要「２.教育内容は、『ゆとり』のある学校生活の中で、生徒の個性や創造

,性を大いに伸ばすという本旨にのっとり検討する｡」

②導入された学校での実態

全国教研のレポートや各種の報告書から、幾つかの学校の様子が分かっています。高松

北中学・高校（併設型）では、「良かったこと」として、中学生と高校生の交流、異年齢集

団の中での活動、６年間を見通しての教育計画や生徒指導が可能に、受験指導に偏ること

のない学習、思考力、判断力、表現力などを重点にできる、中高教員の「相互乗り入れ授

業」で、教科指導の面では極めて有効としています。

1999年設置宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校（1994年設置の宮崎県立五ヶ瀬中高等学校－文

部省研究開発学校９６年度)は、数学の成績は、全学年で県のトップ(96年県共通の数学テス

トの平均点）。教育条件は、重点的に予算配分され、全寮制、ハウスマスター（教員が補

習授業も）がつくという結論的には、エリート教育校になっています。郡部における中高
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一貫教育校は、連携型がほとんどで、多くは地域における唯一の高校を存続させるために

導入されています。

③中等教育学校の現実から見えてくること

導入された学校では、高校受験を意識しないで教育活動ができる利点が評価されていま

す。中学校から高校へのつなぎで求められているのは、通学区を縮小するなどして競争を

緩和し、また、地域により条件があれば、特例的に選択の余地のある小学区制度、総合選

抜制度を導入・復活すれば、同じような利点が得られます。連携型の学校では、その手掛

かりになっているようにみえます。中高一貫教育で「ゆとり」教育をということであれば、

すべての中学校・高校での入試選抜の制度・方法や教育課程編成をこぞ見直すべきです。

通学区に一つという「選択的」な導入ではなく、すべての学校が中高一貫教育の内実を持

つ必要があることを教えています。

菊地栄治氏（国立教育政策研究所総括研究官）は、「学校経営」（０３年９月号）で、「問い

なおされる公共哲学－何のための中高一貫教育校なのか」として、中高一貫教育校につい

て、根本的な検討を求めています。「中高一貫教育校の制度化という改革自体の『成功』を

社会的にアピールしなければならないという圧力が強まれば強まるほど、『効率崇拝』が頭

をもたげてくる。生徒たちのさまざまな『迷い』や『ゆらぎ』も『中だるみ』として片づ

けられかねない。最終的には、入口で『より向学的な生徒』を集めようとする動きにつな

がる｡」「たとえば、地域との結びつきが薄い都市部の中高一貫教育校の場合、私立学校と

の競合関係の中で成否を世に示さなければならない状況におかれる｡」「何のための中高一

貫教育校なのか｣、「ほんとうに中高一貫教育校でなければできないことか｣、「教育システ

ム全般に及ぼす負の影響を払拭するほどの成果をもたらすことができるのか」という問い

をぞんざいにしないことを指摘しています。

中等教育学校の導入が避けられない事態の中では、文科省の導入のねらいを父母・住民

に明らかにしつつ付帯決議の実行を求めると同時に、連携型で、地域に根ざした学校づく

りの構想を対置することも検討課題です。「受験エリート校」にしないことを県教委と確認

しているところもでてきています。
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（５）高校「多様化」再編は、教育条件の格差と低下をもたらす

①新たな格差を生みだす教育予算

文科省は、３０人学級などの教育条件整備などすべての生徒にたいするゆきとどいた教育

を保障させるための財政措置をとることなく、教育予算を減らしながら重点化し、財政誘

導で「多様化」再編を全国に広げようとしています。０４年度教育予算では、中高一貫教育

推進事業(8億円）・「スーパーサイエンスハイスクール」（20校。45校.60校、７億円｡12億円

｡13.5億円＊･は、前年度実績／設備整備１校当たり2,000万円補助）・「スーパー・イング

リッシュ・ランゲージ・ハイスクール」（16校。50校●85校、5.1億円）など、特定の学校に

は手厚い財政措置をし、教育条件に露骨な格差をつけています。

一方、すべての生徒を対象にする30人学級の要求については、地方自治体が財政措置を

とることについては妨害しないようにしていますが、国の責任で財政措置をとることは頑

に拒否しています。

②高校設置基準の改悪で、さらなる格差を促進する

文科省は、高等学校設置基準・通信教育規程を改悪し、高校の「多様化」に応じた教育

条件の格差を「合法的」につくりだそうとしています。2004年４月から、高校設置基準を

下限としてあらため、従来の基準を大幅に下回る教職員配置、学校設置を可能にしていま

す。その概要は、以下のとおりです。

第１に、従来12人の教諭配置を最低保障していたものを、生徒数を40で除した

教員を基準にする。

第２に、教頭・教諭の半数以上は、他の職を兼ねないとしていたものを、教頭

・教諭のすべてが兼職できるようにする。

第３に、事務職員の配置基準をはずし、一般的に「必要な相当数」とする。

第４に、実習教員・養護教員等の必置規定をなくし、「必要に応じて」置けば

よい。

第５に、校舎面積、運動場の面積を切り下げる。

第６に、通信制では、どんな規模の学校でも教頭・教諭の合計数の下限を５人

とする。また、すべての教員等は他の学校で兼任できる。さらに、従来規定され

ていた教頭室・会議室・事務室・休養室・生徒集会室が無くてもよいとしている。
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このような設置基準

にもとづき、限りなく

下限に近い教職員配置

の学校と、その分上乗

せされた教職員配置の

ある学校が生まれるこ

とになり、標準法の精

神も大きく崩されるこ

とになります。今でも

スーパー・サイエンス
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・ハイスクールなどへ

潤沢な教職員配置がなされていますが、「多様化」された学校に、教職員配置であからさま

な格差が持ち込まれることになります。また、この設置基準の改悪は、公設民営や株式会

社による高校設置を容易にするためのものであることも文科省は認めています。同時に、

教職員の「有効活用」で、教職員配置を安上がりにすませようとしています。さらに、学

校の外部評価により教職員配置の増減が連動することも危'倶されており、いよいよ学校間

競争が激しくなることは明らかです。そのために、学校評価・教職員評価の目標管理が厳

しくなることは必至です。
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回 ＮＰＭ(ニコー･バブリツワ■2Jマネジメiフト>と｣今日の7教し盲iIi(策

（１）破綻しはじめた教育政策の手直し

文科省は当初、「新学力観」に立って、細切れの単位習得で、ストレスをため込ませるこ

となく、大学にも行かせず早く卒業させることに主眼を置く総合学科などの高校「多様

化」をすすめ、全曰制単位制も大学進学対策にならないように注文をつけるなど大学進学

競争を緩和することも強調していました。そして、財政措置をともなう政策誘導で、「特色

づくり」として、高校「多様化」を広げ、また「新学力観」をベースにした入試選抜制度

・方法の多様化・多元化が各県教委で競うようにだされてきました。しかし、今日総合学

科が増えるにつれ財政措置も不十分なものとなり、また就職難という状況の下で矛盾が拡

大してきています。また、入試選抜制度・方法の多様化・多元化についても、「新学力観」

の破綻とともに、見直しが迫られています。その上、教育政策の関心が超エリート校づく

りに向けられ、単位制高校も受験シフトをとりだした中で、高校の「特色競争」が、「多様

化」で棲み分けされた学校間競争に限定され、入試選抜方法の多様化・多元化は意味をな

さないものになるのは必死です。

しかし、文科省にとっても当初の主要な目的を失ったこのような施策が続けられている

のは、

第１に、自治体リストラ計画をすすめる上で、高校統廃合をすすめるための口実に総合

学科・単位制高校を利用できるからです。

第２に、通学区を撤廃し、本格的な学校教育体系の複線化政策が開始された中で超エリ

ート校以外の学校をそれでも競わせる必要があるからです。

第３に、父母から教育権を奪い、学校づくりではなく、学校選択に父母の目を向けさせ

るためです。

第４に、教職員を「特色ある学校づくり」で競わせ、管理するためです。

これらの施策は、今日ＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメントー新公共管理一）と

呼ばれる行政手法ですすめられてきているのが特徴です。
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（２）ＮＰＭによる教育政策

政府は、経済財政諮問会議答申「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する

基本方針」（2001年６月）、いわゆる「骨太方針」第１弾で、ＮＰＭの行政手法で、教育分

野も含めすべての行政をすすめることを明らかにしました。その概要は、以下のとおりで

す。

国民は、公共サービスを提供する行政にとって、いわば顧客である。行政は、顧客であ

る国民の満足度の最大化を追求する必要がある。そのために、公共部門においても企業経

営的な手法を導入し、より高い行政サービスの提供をめざす、という考え方です。

具体的には、第１に、公共サービスの提供は、市場メカニズムをできるだけ活用し、「民

間でできることはできるだけ民間に委ねる」という原則の下に、民営化、民間委託ＰＦＩ

（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ民間資金導入事業）の活用、独立行政

法人化を検討する。第２に、費用対効果などの事前評価等によって、事業の採否や選択な

どの政策決定に反映する。第３に、業績や成果に関して目標を設定し、事後評価する。第

４に、このようなことを通して、行政のマネージメント能力を高める等としています。

今日の文科省の教育改革は、ＮＰＭ型公共サービス改革として再編成されてきているの

です。このＮＰＭの政治的背景として新自由主義があげられます。新自由主義とは、福祉

国家の解体をめざす保守主義者のイデオロギーであり、今曰では、福祉国家の解体にとど

まらず、行政サービスの解体と民営化、市場化を特徴としています。保守主義のイデオロ

ギーとして、基本的人権も「規制緩和」の対象にしているのが特徴です。このように教育

は、「人権としての教育」ではなく、直接的な「人材養成」となり、「人権としての福祉」

も「労働力再訓練」におとしめるものになっています。従来の臨調行革の「小さな政府」

から憲法が保障する基本的人権に無頓着な「企業的な政府」に変えようとしているのです。

政府は、「グローバル化した'情報集約型経済」を確立するために、知的な新機軸と知的人

材養成が経済の国際競争力のカギとみており、そのために、知（教育）を経済に結び付け、

教育政策を経済政策に新たな形で従属させるべく、教育でのＮＰＭを強力に推進していま

す。

教育に引きつけて考えると、①公教育の縮小・民営化、競争原理と効率性の追求。②サ

ービス（教育）市場の消費者（生徒・保護者）の需要に応じて「商品」（教育・学校）を供

給する。③企画立案・管理機関（教育委員会）と実施機関（学校）の分離して、実施機関

（学校）の長（校長）に任務を割り振る。④実施機関の長（校長）が、経営者として、任

期付きで登用され、予算と人事の裁量を行使して、トップダウンで経営方針・中期目標．
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年度計画を決定し、同時に消費者（生徒・保護者）に、分かりやすい数値目標を設定する。

⑤そして計画を策定、実施し、事後評価（自己評価、上からの評価、外部評価）をおこな

い、次年度の計画を策定する。⑥その結果、最悪の場合は、実施機関自体の廃止（廃校)、

予算削減、校長解任があるという具体的な構造がみえてきます。

このＮＰＭによる政府の教育政策は、橋本内閣時の「６大改革」（行政改革・財政構造改

革・経済構造改革・金融システム改革・社会保障構造改革に加えて教育改革が位置づけら

れた）として、中教審答申「今後の教育行政の在り方について」（1998年９月）で、すでに

その全容が明らかにされています。答申では、民間校長・教員評価・「指導力不足」教員へ

の分限処分・職員会議の補助機関化・事務センター・学校自己評価・外部評価・学校評議

員制度・企業研修などが構造的に提起されています。この答申は、総務庁事務次官通知

（1997年11月）に基づく数値目標を定めた地方行革推進（対象一教育予算削減・学校統廃

合・民間委託・定員削減・給与手当削減・短時間職員・任期制職員の活用など）が始まっ

た下で、連動してだされたものです。

これらの動向がＮＰＭの源流です。さらに今曰では、ＮＰＭの具体化として、「構造改革

特別区域法」（2002年12月）にもとづき政府は2003年１月に「構造改革特別区域基本方

針」を閣議決定し、公設民営の学校など全国各地で具体化されてきています。また、「中教

審」が教基法改悪案とともに答申した教育振興基本計画もＮＰＭの理念と行政手法に基づ

くものです。自治体レベルでは、全国に先駆けて東京都政の教育政策の中に貫徹していま

す。しかし、ＮＰＭの手法は、教育基本法と根本的矛盾を抱えています。それは教基

法第６条（学校教育）の学校設置者の限定、第10条(教育行政）２項の教育条件整備義務、

第３条「教育の機会均等」に反するものです。競争原理による「自由な選択」は、父母の

経済的・文化的格差を反映せざるを得ず、さらに、「平和的な国家・社会の形成者」（教基

法第１条「教育の目的｣）つまり主権者を育てるのではなく、経済政策に沿った「人材」

を育てることが、公然と教育目的とされることです。

教基法改悪は、「愛国心教育」の持ち込みなどと同時に、このような教基法との根本的矛

盾を反動的に打開するために構想されていることに注意を払わなければなりません。

同時に、ＮＰＭの手法は、具体的提言一「開かれた学校づくり」「学校選択の自由」など

－で、国民の教育要求に応える体制をとっています。したがって、私たちは、これらの政

策に対して、憲法・教基法・子どもの権利条約を生かした具体的対案をもったとりくみが

求められています。対案をもつことによって、ＮＰＭによる矛盾を打開する共同を広げる

ことができます。
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（３）文科省の「学校評価」のねらい

2002年３月、高等学校設置基準が改定され、「学校評価」が努力規定として明記されまし

た。設置基準では、「教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価をおこ

ない、その結果を公表するよう努め｣、「保護者などに積極的に情報を提供するものとす

る」としています。設置基準という省令改正の際に、運用通知がだされていますが、その

中では、学校設置基準の「改正」の背景について、「教育改革国民会議報告一教育を変える

17の提案一」（2000.12）・文科省「２１世紀教育新生プラン」（2001.1）・総合規制改革会議

「規制改革の推進に関する第１次答申」（2001年12月）にあることを明記し、「学校評価」

のねらいを明らかにしています。

その背景を、さらにたどると、先述の中教審答申「今後の教育行政の在り方について」

（1998年９月）では、「開かれた学校づくり」と、教職員人事の改革、学校運営組織の改革、

学校予算方式の改革が一体のものとして提起されています。その内容は、先に記したとお

りです。「教育改革国民会議報告」は、今曰の教基法改悪作業の発信源ですが、そこでは、

教員も学校も'情報を公開して評価を受け、具体的は、優秀教員に「特別手当」や表彰を、

指導力不足教員には免職を提言し、通学区の緩和と学校選択のために学校評価を位置づけ

ています。また、校長が組織マネジメントの発想を取り入れ、権限を拡大することも提言

しています。「２１世紀教育新生プラン」は、「教育改革国民会議報告」の提言を文科省が具

体化したものです。教基法問題については中教審に諮問することも明記しています。「規制

改革の推進に関する第１次答申」では、学校選択の際に、「教育目標、特色に関する十分な

'情報が提供されている必要」があるとして、それに資する学校評価を求めています。

以上のことから明らかなように、「学校評価」は、二つの役割をもっています。一つは、

校長による目標管理で、目標を実現するために教職員を競わせることです。それは、人事

考課をともなう教員評価によって、より厳しく教職員管理を徹底し、自主的創造的である

べき教育活動を管理することにあります。二つには、学校選択の資料として学校評価を公

表することで、「特色ある学校づくり」競争を促すとともに、教職員配置や予算措置に連動

する教育行政による評価で、学校と教育への統制を強化することにあります。

私たちは、この「学校評価」のねらいを明確に見抜きその押しつけに反対するととも

に、学校づくりの目標を全教職員で議論し、合意をはかり、教育活動を充実・発展させる

ことを目的にした生徒、保護者、時には住民による参加と共同の開かれた学校づくりにつ

ながる「学校評価」をすすめる必要があります。
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ＮＰＭにもとづく高校「多様化」再編は、各地の高校統廃合反対の教職員．父母．住民

の、時には自治体ぐるみの共同を生み出し、「顧客」ではない、生徒．父母．住民が、逆に

教職員とともに「学校づくり」「教育づくり」を始めています。また、「多様化」された学

校の中でも、地域に根ざした、人格の完成をめざし、主権者としての力を育てる教育が模

索されています。さらに、中教審「行財政部会」での各校長会の意見表明（2003年１０月)の

際、全国高等学校長協会、全国定時制通信制高校長会は、「学校の管理運営の民間委託」

（公設民営）について、子どもの教育を守る立場から厳しい批判的見解をだしています。

この校長会や地域住民の要求を反映せざるをえない地方教育行政とも、ＮＰＭにもとづく

教育政策に反対する共同の条件が生まれています。

これらの経験を通して、新たに憲法・教基法を生かす学校と教育を創造するために、教

育活動上の課題を明らかにするとともに、生徒参加、父母．教職員、住民共同の学校づく

りを本格的にすすめることが求められています。

同時に、高校「多様化」再編に対しては、教育の機会均等、子どもの学習権の保障を基

本にして当面以下の要求を教育行政に求めましょう。

１．文科省・地方教育行政に、総合学科、単位制、多部制、中高一貫教育校などの

導入時の意義付けや国会付帯決議に照らして、この間の高校「多様化」再編の

自己評価を求める

２．高校統廃合に対しては、３０人学級を対置し、少子化の状況を教育条件整備の好

機として施設・設備、教職員の充実をはかる

３．学校のありかたは、生徒、父母・教職員、住民と教育行政の民主的な協議によ

ってすすめる

４．中高一貫教育は、地域の実｜情に沿って、すべての子どもを対象にすすめられ、

そのための条件整備をはかる
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おわりに

教育行政は、曰本国憲法の理想の実現（教基法前文）という役割を果たすために安定的

な教育施策をすることがいつも求められており、しかも父母・国民の教育要求から出発し

なければなりません。それは、教基法第10条で「教育は不当な支配に対し直接に責任を負

って行われるべきもの（であり）教育行政は、この自覚をもとに、教育の目的を遂行する

に必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」ことから、明白です。

この教基法の精神に反する今曰の高校「多様化」再編に反対し、これからの高校教育を展

望する上で、憲法・教基法及び学校教育法第42条「高等学校教育の目標」にあらためて立

ち返り、「子どもの権利条約」を生かす教育実践上の課題にこたえるとりくみが求められて

います。

ニュージーランドは、新自由主義的な行政の模範として自民党などが10年以上前から注

目してきた国です。しかし今日、その施策によって公共分野の解体がすすみ、学校と教職

員を競争にさらした「失われた10年」をとりもどすためのとりくみがすすんでいます（｢国

際シンポ」報告一後述一、『高校のひろば』５１号一バルク・ファンディングに反対するたた

かい‐ニュージーランド中等教員協会ＮＺＰＰＴＡフィル・スミス委員長）。ＮＺＰＰＴ

Ａジエン・マッカチェオン前委員長は、京都での全教・日高敦・民研主催の「２１世紀の教

育を考える国際シンポ」（2002年３月）で、私たちの質問に対して「失われた10年」をとり

もどすとりくみができるようになった理由を、国民世論を受けた政策を掲げた新しい政権

をつくったことにある、つまり政治のあり方を問いながらたたかってきた成果によるもの

だと答えました。このニュージーランドの経験は、福祉国家を解体し、戦争する「国づく

り」に位置づけられた「教育の構造改革」のためのＮＰＭによる高校「多様化」再編に反

対するたたかいは、具体的な教育運動の共同を広げ、共同の学校づくりをすすめ、また私

たち自身の教育活動を検証するとともに、政治変革のたたかいと結合させることで確かな

展望をつくりだすことができることを教えています。
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寶口料Ⅱ編

厩Ⅱ＊経済財政諮問会議答申「今後の経済財政運営及び経済社会の

構造改革に関する基本方針」（2001.6）第４節抜粋

２）新しい行政手法

（ｉ）ニューパブリックマネージメント

国民は、納税者として公共サービスの費用を負担しており、公共サービスを提供する行政に

とってのいわば顧客である。国民は、納税の対価として最も価値のある公共サービスを受ける

権利を有し、行政は顧客である国民の満足度の最大化を追求する必要がある。

そのための新たな行政手法として、ニューパブリックマネージメントが世界的に大きな流れ

となっている。これは、公共部門においても企業経営的な手法を導入し、より効率的で質の高

い行政サービスの提供を目指すという革新的な行政運営の考え方である。その理論は、①徹底

した競争原理の導入、②業績／成果による評価、③政策の企画立案と実施執行の分離という概

念に基づいている。

（ii）改革方策

海外では、この考え方は、①民営化・行政法人化を推進する、②業績や成果に関する目標､

それに対応する予算、責任の所在等を契約などの形で明確化する、③発生主義を活用した公会

計を導入する、などの形で具体化されてきている。例えば、イギリスでは、行政の各分野のお

いて「市場化テスト」を行い、民間でできることはできるだけ民間に委ねるとともに、民間に

できないものについても実施執行部門をできる限り行政法人化するなどの改革を進めている。

我が国の行財政改革を推進していく上でも、こうした新しい行政手法の考え方を十分に活か

し、政策プロセスの改革を図っていくことが重要である。具体的には、

＊公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用していくため、「民間でで

きることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、公共サービスの属性に応じて、民

営化、民間委託、ＰＦＩの活用、独立行政法人化等の方策の活用に関する検討を進める。

＊事業に関する費用対効果などの事前評価等によって、維持費用も含めてそれに要する費用を

明確化し、事業の採否や選択などの政策決定に反映する。

＊業績や成果に関して目標を設定し、責任を明確にしつつ、実際に行われた事業の結果を事後

的にも評価し、これを通じて政策決定、予算、人事評価などに適切にフィードバックしてい

く。

＊こうしたことによって、目標達成に向けた柔軟で効率的な行政運営を可能とし、行政のマネ

ージメント能力を高める。その際には、適正な行政運営を確保するための監査などが重要とな

る。

＊このような行政運営手法を実現し、国民に対する説明責任を高めるため、情報公開制度など

の定着を図るとともに、公会計制度のあり方についても、発生主義など企業会計的な考え方の

活用範囲や貸借対照表の対象範囲などについての検討を進め、行政コストや公的部門の財務状

況を明らかにするよう引き続き努める。その際、諸外国における発生主義を活用した予算等の
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実態について検討を行う。

＊以上のような基本的な方向'性に沿って、具体的な改革を引き続き精力的に進めていく必要が

ある。

こうした取組みにより、行財政改革を推進し、納税の対価として公共サービスの提供を受け

る国民の満足度の最大化を図っていくことが重要である。

闇雪阿

『新制中学校新制高等学校望ましい運営の指針』（1949.4）抜粋

第二教育方針の樹立

新制中学校および新制高等学校の教職員は、その指導のために、民主主義教育の新しい

概念に基づく教育方針を明文化し、これを学校活動のあらゆる面に応用しなければなら
ない。

１，学校は、その民主主義的な教育方針の明文化したものをもっているかどうか。

新制中学校または新制高等学校に関係する教育者と一般の人とは、その学校の教育方針を、相当

期間にわたって研究した上で、これをたてなければならない。これをたてるには、校長も教師も生

徒もその土地の人々もこれに参加することが必要である。そして、生徒の'性質および学習課程の本

質についての校長や教師や父兄の研究が進むと共に、これを次々と改訂してゆくことが大切である。

この教育方針は、教育学・教育史・教育心理学・教育社会学・教科課程編成の技術および正しく有

効な教授法についての知識を絶えず深めてゆき、それに基づいてたてられなければならない。教育

方針を作成するにあたっては、生徒の特性、民主主義の理想、生徒の必要、志望、行動および地域

社会の内外に起こっている社会的経済的変革を考慮に入れることも大切であり、その地域社会での

職業、文化およびレクリエーションに関する機会、生徒の能力と必要、その地域社会で用いられる

教育上の設備およびその地域社会の人々のもつ教育に対する観念に注意を払うことも忘れてはなら
ない。

この教育方針は、何かの専門図書や学習指導要領から写してきて、鋏と糊ででっち上げたような

ものではなく、学校が信じ教職員がその学校で実現することを欲する独創的な教育目標を簡潔に述

べたもので、しかもできもしない目標を掲げたのでなく、実際的なものでなければならない。

学校の目標が独創的な形にまとめられたならば、これを新しい民主主義的中等教育の一般原理に

照らし合わせて検討し、生徒と地域社会および広く一般社会の必要を適切に満たしているかどうか

をしらべなければならない。ひとたび教育方針が明文化されたならば、それをすべての学校活動の

一般指針にしなければならない。

２、学佼の教育方針は、その地｣】､社会のすべての青年の必要に応ずることを強調しているかどうか。

新制高等学校は、国家ができるだけ多くの青年を教育するためにこれを設けるのであって、選ば

れた少数の者のためでないという信念に基づくものでなければならない。したがって、その教育は、

その地域社会のすべての青年の必要を満たすように行われ、単にいわゆる知的優秀者を満たすもの

であってはならない。

３，学佼は、その主要目標の一つに、民主主義的生活の理想と恩恵を進めることを挙げているかど

うか。

中等学校が民主主義の道に適っているかどうかをみる基礎的な事項は、共通の信念と方針と目的
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と価値とを定めるのに、すべての関係者（校長・教師・生徒その他地域社会の人々）の協力をどの

程度まで利用しているかということである。中等学校は、聡明な協力を得るということを社会的に

事を運ぶ場合の方法として重視しなければならない。そして、生徒に憲法で保証された民主主義的

な過程と権利との重要'性を理解させ、これを実行することを得しめる経験を与えなければならない。

４，学校は、各生徒を個人として尊敬し、個性に即した教育をしているかどうか。

中等学校は、各生徒をその興味・態度・必要に基づいて、その個'性に即した教育をしなければな

らない。そして、各生徒の個性を理解し、各生徒の素質・必要および興味に適した教育を行うにつ

とめ、各生徒の必要に応ずるための多様の経験が与えることが必要であって、各生徒を同等の学力

を示すものと考えてはならない。各生徒が上からの指示に唯々諾々としてしたがうかわりに、自分

で考えた結果にしたがって正しく行動することのできるようになる程度にまで、質問や試験の技術

を改良し、その可塑'性の最高限度にまで各人を向上させるにつとめなければならない。

５，学校は、個々の生徒の完全性と重要性を尊重しているかどうか。

中等学校は、性別や家族の社会的地位・経済状態または身分によって、どんな方法ででも生徒を

差別してはならない。家族的背景がよいから、経済的状態がよいからといって、一部の生徒にとく

に目をかけてやるようなことはあるべきでない。学校は、炭坑夫や農夫や漁夫の子女も、役人や実

業家や学者の子女も同様にその人格と個'性を尊重しなければならない。

６，学校は、生徒を民主主義的生活に参加するように教育しているかどうか。

中等学校は、生徒と家庭・職業上の団体・学級・学校・市町村・県・国および世界の集団の立派

な形成者として育成することをつとめなければならない。そして、他人と協力し、話合いによって

結論に達する習慣を養うようにつとめなければならない。

７、新制高等学校は、入学者選抜の必要がある場合に、これをその家族の社会的経済的政治的地位

や門地を無視して行っているかどうか。

中等学校に入学者選抜の必要があるときには、社会的経済的政治的背景による差別をしてはなら

ない。学校の合格者が、主としていわゆる中流上階級で占めているとすれば、それはこの基準には

まらないことを知るべきである。

８、学校は、貧しい者が入学できないような高い授業料や他の出費を求めていないかどうか。

もし、学校が高い授業料や校友会費などをとって、収入の低い家庭の生徒の就学を阻んでいると

すれば、このような学校は、民主主義的教育方針をもっているとはいえない。

第四地域社会との関係

新制中学校および新制高等学校は、その教育を学校の所在する地域社会の生活に密接に
関連させ、地域社会の中心としての機能をもたなければならない。

中等学校は、その地域社会が、土地の人々の子女を教育するために維持経営するものであるから、

それが地域社会の不可欠の部分となり、地域社会の問題に関心をもって、その教育と活動とに地域

社会の人々の援助を喜んで迎えるならば、一層その効果が上がるのである。

１、地域社会の人々は、中等学校の教育方針の樹立や計画の作成に3D加しているかどうか。

中等学校の教科課程が、生活の必要・興味・素質および地域社会の必要と一般社会の必要とに基

づかなければならないことは既に述べた。学校教育についてその地方が考え、その地方が計画をた

てることは、教育委員会を通じてするのが一番良い方法である。教育委員会は、学校の運営につい

て公衆を代表するために設けられたものであるから、常に教育問題についての地域社会の考えを念

頭においていなければならない。

教育委員会・教育長・校長および教師は、単に教育問題についての公衆の考えや意見を念頭にお

いているだけでは不十分であって、地域社会の教育に法的な責任をもっているこれらの人々は、教

育に関して地域社会を首導し、教育における健全で新しい原理や思潮や実際を公衆に理解させなけ

ればならない。公衆が、一般に認められている原理と実際とに通ずるようになるにつれて、教育方

針の樹立と教育計画の作成とに参加する範囲をますます拡げることができる。
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地域社会の学校が教科課程をたてるに当たっては、その地域社会の必要に応じなければならない。

教科課程の全国的な基準は法律で定められ、これが国のつくる学習指導要領によって敷術されてい

る。

しかし、実際の教科課程は、生徒が学校で営む経験によって成り立つものであり、その大部分は

各学校で計画されるのである。地域社会の人々が、教師および校長と委員会をつくって教科課程を

論議し勧告案をつくるようなこともしばしばあることであろう。このような委員会のあることは、

教科課程が心理的に教育的に健全に実施されていることを立証する学校の責任を解除するものでは

ない。一般の委員の示唆することは、それが正しいかどうかにしたがって受け入れられまたは退け

られるのである。

農業の委員会は農業の教師とその地方の農民から選ばれた人で構成して、改良された農業の方法

や技術を学ぶ経験について勧告し、成人教育委員会は成人教育の目的に学校を使うことについて勧

告し、職業教育委員会は、その土地の人々の従事している主な職業からの代表者で構成し、働く人

々に対するその地域社会の真の要求を満たすために、職業課程の生徒経験についての勧告をするも

よいであろう。いうまでもなく、これらの委員会はすべてその'性質上助言のためのものであって、

教科課程に関する最後の責任は教育委員会・教育長・校長および教師にあり、その決定が現在の法

規に定める枠内でなされることはもちろんである。このような委員会を組織するに当っての基本原

則は、計画または研究のための委員会に選ばれた両親その他の人々は、その地域社会のすべての人

を代表するのであって、自分自身や狭い範囲の特定の団体を代表するものであってはならないので

ある。民主主義的な中等学校として有効なゆき方はできるだけ多くの人の力と手腕とを借りること
であり、その地域社会の人々は、学校教育を地域社会の必要に応じて計画する手伝けが確かにでき

るのである。

２，中等学校は、地｣】､社会改善の実験室になっているかどうか。

中等学校は、地域社会の社会的経済的問題と地域社会改善研究とに関心をもたなければならない。

これは、とくに新制高等学校についていえることである。学校の授業の多くはとくに社会科では、

その地域社会の当面する問題に対する継続した徹底した研究と、これらの問題の一応の解決を見出

そうとする努力とに基づかなければならない。これはもちろん、生徒が問題の完全な解決を見出し、

これを実施に移す能力があるという意味ではなく、保健、公衆の厚生、食糧の生産、インフレーシ

ョン、配給その他の問題については、これらを解決するための特別の機関が地域社会に設けられて

いるのである。これらについての学校のもつ役割は、次に述べる例で了解されることであろう。

第一学年の一般社会で、いろいろな問題がある中に、闇取引の問題が取扱われる。これは、国家

の最高の権威者が未だに解決しきれないほどの大問題であって、学校で完全な解決を見出すことの

できる筈はない。しかし、生徒は市町村・県および国における闇取引の問題を調査し、その原因を

つきとめ、これを地方的に解決するにはどんな方法があるということについていくつかの一応の結

論を導くことはできる。学校が闇を絶滅するために他の地方機関と協力することもできよう。ポス

ターなどを用いて闇絶滅の運動に参加したり、ちょっとした調刺文をつくったり、人々を学校に集

めて闇の経済に及ぼす影響を説明する劇をしたりすることができる。学校は、する価値のある問題

についての研究と結論の結果を公表することもできる。どんな場合にも、学校は地域社会の問題の

解決に当る他の機関の仕事の邪魔になるようなことはしない。

その地方の問題の特殊'性を知るために、学校は、よく組織され、十分に行われた生徒の調査を利

用することが大切である。生徒のする調査には、教育の機会、住宅施設、地域社会の健康問題、交

通安全、公園その他レクリエーション施設、工場、商業取引所とその取引方法、地方の歴史と背景、

人口傾向、役場、政治傾向、その他いろいろの分野がある。生徒のするこれらの調査には、地方の

人々や地方の団体が援助してやる。このような調査を主宰するのは、中等学校の教師と学級である。

この種の調査の結果として、教師と生徒は地域社会の真の要素となり、父兄と他の人々は、直接学

校に関心をもつようになり、地域社会の材料が学校教育の上に生かされ、教科課程の内容が調査の

結果を用いることによって充実し、活気をおびるようになり、調査の結果は、学校その他の機関が

地域社会のために尽し得る特別な途を明かにし、学校教育が当然受けるべき地方の強い支持を得て

ますます発展することに力をそえるのである。
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このような調査の結果として、学校は、地域社会の特別な問題の所在を知り、それを教科課程の

－とくに社会科の教科課程の－基礎として用いることができる。そして、地域社会の問題は、研究

・情報を集めること、結論に達することおよびその結論をできるだけ広い範囲に応用することにつ

いての素材となる。教師と地域社会の人々および生徒からなる研究グループは、農耕、地方の協同

組合、森林保存、美化、レクリエーション施設の設置、地方病防止に関する知識の普及、住宅事情

の改善、食糧保存法、公設市場で食糧を新鮮に保つ方法、購買組合、地方衛生の保持などの問題を

共に論じ、研究するために構成される。要するに、中等学校は、社会問題と地域社会改善のための

研究とに参加することができるのである。新制高等学校は生徒が年長であるだけに、新制中学校よ

りはこれらのことに加わる能力が大きいけれども、新制中学校もまた地域社会の問題に関心をもち、

地域社会を教科課程の実験所として利用するのである。

３，学校は、絶えず、一般の人々にその教育計画や教育方針および教育活動について知らせておく

ようにつとめているかどうか。

地域社会の人々が先に述べた程度にまで中等学校の教育に関与していれば、この人々は学校でし

ていることをもちろんよく知っている筈であるが、地域社会の人々がこれに関与するわけでもない

だろうから、中等学校は人々に学校のことを常に知らせておくための連絡計画をもたなければなら

ない。この計画は、教師と生徒と地域社会の人々を委員とし学校と地域社会の間に一種の連絡を保

つために構成された中央委員会がこれを取扱うのもよかろう。この委員会は、話し合い・会合・パ

ネル会議・Ｐ．Ｔ･Ａおよび学校新聞を通じて、地域社会のすべての人々に学校で起こったことをい

つも知らせておく連続的な計画を作成し、これを実行しなければならない。この委員会は両親を招

待し、両親に学校を訪問し、授業を参観し、自分たちでできることで学校を援助するようにすすめ

ることもしなければならない。

４，学校は、成人教育の中心としてつくしているかどうか。

中等学校、とくに新制高等学校は、地域社会の生活の中心としてつくさなければならない。校舎

は、早朝から夕方まで開放し、学校の正規の時間外には、教室・体育館・実習室・実験室・水泳プ

ール・図書館を地域社会の人々に開放し、各室は、学校として使っている場合のほかは公衆の討論

会、地方の集会、公会堂に使い、学校図書館は、一般成人に開放しなければならない。

家庭科の実習室は、生徒と同じように地域社会の人々にも利用させられるであろうし、同じこと

は、木工・電気・金属その他の実習工場についてもいえる。農業の課程があって、農業実習室と農

業実験室のある学校では、これを地域社会の農民に開放することが必要である。生徒は農業の教師

の指導によって、新しい収穫・増産・農業製品の新しい使用法・虫害病害の防止・農耕法の改善な

どに関する研究など、農民の助けになる研究を行なわなければならない。農民が自分たちの農器具

を農業実習室へ修理のためにもってくるのもよいことである。

学校の行う成人教育の計画は、教師と成人と生徒との委員会で計画し、その地域社会の人々の特

定の必要に基づかなければならない。学校での成人教育は仕事の能率を増加する教育をし、いろい

ろの仕事に対する再教育を行い、美術・手芸・語学・科学および音楽についての余暇利用の教育を

実施し、趣味の教育を行い、その他成人の希望する特別教育をするなどの事業を行う。

学校が、成人に対して教育を行い得る範囲は、このような計画に経費の裏付をするだけの能力と

熱意およびこれに優先する中等学校生徒の必要も含めていろいろの要素によって定まる。もし新制

高等学校が、かけ離れた町村にある定時制高等学校の中心校で、定時制の生徒の教育をいつも週末

と夜に行うことになっている場合には、成人教育は必然的に制約されるが、このような場合であっ

ても、中等学校はやはりあらゆる可能な方法によって地域社会の中心にならなければならない。

５、学校は、地方のレクリエーションの中心になっているかどうか。

中等学校のレクリエーション施設は、できさえすれば必ず一般の人々にも利用させるようにする。

学校の野球場は野球をやりたい一般の人々に使わせる。そして、地域社会の人々のために社会的な

催しや、運動競技・音楽会・美術展、その他娯楽的な催しを、それが性質上宗教的なものでない限

りは、学校で主催することができる。中等学校は、地域社会の家族たちが集まって趣味について話

し合ったり、趣味の向上をはかったり、新しい技術を学んだり、一緒に遊んだりする場所となるこ

ともあろう。学校施設は、地域社会にとって大きい財産であるから、できるだけ広範囲に地域社会
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の役に立つようにしなければならないのであって、学校施設を夜間と休暇中に使わないでおくのは、

地域社会の財産である限り不経済なことである。ただし、学校施設の使用には生徒が優先するとい

う原則はこの際重ねて確認しておく必要がある。

学校施設を地方が使用することに関する方針は、それぞれの場合において法律上の学校所管当局、

すなわち土地の教育委員会がこれをたてなければならない。

右に述べたことは、県立の学校にも市町村立の学校にも同様に適用されるのであって、市町村の

団体は県立の学校を利用する権利はないと考えているものもいるが、これは間違いである。学校が

県立であっても、それは主として県の納税者によって維持されているのであって、その中には学校

所在地の市町村の納税者も含まれているのである。

十四入学者の選抜

新制高等学校で入学者の選抜を必要とする場合は、民主的かつ教育的で、その収容力の
実'盾に最も即した選抜方針をもたなければならない。

１、学佼は、選抜を根本的には望ましくないものであると考えているかどうか。

新制高等学校は、入学者の選抜はそれ自体望ましいものであるという考えをいつまでももってい

てはならない。入学希望者をできるだけ多く、全曰制か定時制かのどちらかに収容することが、結

局のところ望ましいことなのである。新制高等学校は、その収容力の最大限度まで、国家の全青年

に奉仕すべきものである。これまで一部の人々は新制高等学校は、社会的経済的および知能的に恵

まれたものからよりぬいた者のためにのみ存在するきわめて独善的な学校であるべきだと実際に信

じていたが、学校の教師・校長または教育委員会の委員や教育長が理論的にも実際上にもこの考え

に同意するようではいけない。選抜をしなければならない場合も、これはそれ自体として望ましい

ことでなく、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。

２、学校は、選抜の必要をなくすように努力しているかどうか。

選抜は望ましくないけれども、校舎・設備・教師および予算の不足と、義務教育の年限延長に優

先権を与えなければならない関係上、これはやむをえないかも知れない。しかし、各新制高等学校

は、次の方法によって、選抜を最少限にくいとめるように努力しなければならない。

（一）あらゆる教室を、基準を下らない範囲で最大限度まで利用すること。これはすなわち、あら

ゆる教室を殆ど毎時間使用すべきだということになる。各学級毎の普通教室とそれに加えて相当数

の－ときには合計して全教室数の三分の－から二分の一にまでなるほどの特別教室が必要であると

信じている校長がいる。これによると相当数の教室が毎時間空いていることになる。各学校は少な

くとも九割の利用率を完全にあげるよう、すなわち、各教室を普通教室・特別教室を含めて常に開

校曰の平均九割にあたる時間は使用しているようにつとめなければならない。普通教室・特別教室

を含めて教室の合計数は、同時に授業を受ける組の数を著しく超える必要はない。

（二）教師の勤務をもつと有効に利用すること。現在では、教師は、事務職員がやるかまたはよし

た方がよいような雑務にあまり多くの時間を費しすぎている。

（三）勤労青年のための定時制課程をおいて、校舎を一日十二時間乃至十四時間も利用すること。

定時制の学校に通いたいと希望する青年を収容して余りある新制高等学校が既に存在する都市や大

きい町は別として、すべての公立新制高等学校は、もし現在そうしていなければ近い将来において、

勤労青年に対する定時制の教育を行わねばならないものと予期しなければならない。

３、入学者の選抜は、新制高等学校の教育目標に基づいて行われているかどうか。

新制高等学校の入学者の選抜計画は、新制高等学校の教育目標に基礎をおいたものでなければな

らない。これまでのように旧制中学校が上級学校入学準備を第一の目標としていたときであれば、

大学で研究するような科目に最もよい成績をとりそうな者を選抜しようとするのは、おそらく理屈

に合ったことであろうが、新制高等学校はこれと違って、ただ大学の入学準備をさせるためにある

のではないから、これに基づく選抜は教育的にみて健全でない。
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約言すれば、新制高等学校は、個々の生徒を助けて、（１）個人的発達を最大限に遂げさせ、

（２）社会的公民的資質を養い、（３）職業的または経済的能力を高めるという三つの主要目標を

もっている。もし選抜の必要があれば、新制高等学校は入学の際に今後の発達においてこれらの三

目標を達成する可能性の最も大きい生徒を選抜すべきである。一般には、新制中学校での学習の結

果、既に公民的資質と個人的発達と職業的能力とを最高度に得たものを、新制高等学校に入学させ

るのが当然である。

個人的または個性的発達と社会的および公民的発達を評価する方法は、多くの場合に殆ど同様で

あり、個人的な行動の特質と社会的または公民的な行動の特質との間に大きな重複のあることはい

うまでもないから、これらの二つの目標は、これらを評価するときには一つにして評価することが

できるであろう。個人的発達の要素のうち、知能の発達は、重要である上に他の目標と密接な関係

があって他の目標に含まれてもいるから、評価に当っては、これを別に取り出して、一つの独立項

目として並べることができる。そうすれば、入学者の選抜に次の三項目があることになる。

（一）知能の発達

（二）個人的・社会的および公民的発達

（三）職業的発達

４、皇詞交は、右の三項目について生徒の発達を評価するに辺【切な方法を用いているかどうか。

選抜にはどんな場合でも、筆記または口頭のどちらであろうと、試験の方法を用いるようなこと

をするのはよくない。生徒累積記録の制度が広く一般に用いられるようになった後は、選抜に必要

な項目の殆ど全部は、新制中学校から新制高等学校へ送られる記録に記載されていることになる。

しかし、当分は、あらゆる方面から資料を集めることが必要であろう。最低限度として、次のよう

な評価方法を用いるべきである。

（一）知能の発達程度を判定するために、（１）一般知能検査で得た成績を、（２）標準学力検査と

教師作成学力検査で得た成績および、（３）学校の学業成績と照らしあわせること。

（二）個人的社会的公民的発達の程度を判定するため、教師の評価、利用できる検査と尺度観察・

面接・時程録・曰記・自叙伝・調査その他合理的で信頼できる資料をすべて用いること。これらは

みな、五点尺度法で生徒の状態を示すに用いられる。

（三）職業に関する素質と興味を判定するために、すべての資料を用いること。

新制高等学校の普通課程では、選抜のときに記録の上で、（１）知能の発達と、（２）個人的社会

的発達の二つにおいて最もすぐれており、その選抜した職業が更に上級の学校教育を必要とする生

徒を選抜しなければならない。

５，学佼は、生徒に関する記録によって入学者の選抜を行っているかどうか。

新制高等学校が、自校で勝手な入学試験を行うのは賢明でない。新制中学校から送られた、生徒

についての記録全体によって選抜すべきである。さきに述べた三つの主要目標に基づいて生徒の成

長と発達を評価するには、ずいぶん長い期間、すなわち新制中学校在学中の三年間全体が必要なの

である。どんな試験をするにせよ、新制高等学校がただの－曰で、新制中学校が三年間に生徒に関

して発見したと同じほどのことを発見しようというのはできないことである。たとえば、新制高等

学校が望ましい個人的社会的公民的の特質ということについて、生徒の発達を評価するに標準検査

であるとないにかかわらず、紙と鉛筆の検査によって行う信頼のおける方法はない。

したがって、口頭でも筆記でも、新制高等学校が試験で選抜をしようとすれば、それは知識と事

実についての理解の分量ならびに若干の技能の発達を検査するに止まるということになり勝ちであ

る－というよりは、殆ど絶対にそうなるといってよいであろう。

６，入学者選抜の関係者は、評価の方法に通じているかどうか。

新制中学校、新制高等学校の教師は、共に評価について十分なことを知っていなければならない。

この知識がなければ、入学者を正しく選抜することはできない。新制中学校の教師が満足な評価技

術を用いておらず、理解しておらず知ってもいなければ、その人たちの書く記録は殆ど無価値であ

ろうし、新制高等学校の教師が評価を知りも理解もしていなければ、新制中学校から送ってきた記

録を正しく解釈することはできないであろう。
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闇=回子どもの権利委員会の最終所見：日本(2004.1）抜粋

ともの意見の薑

回子どもの意見の尊重を促進するための締結国による努力に留意するものの、本委員会は､社
会における子どもに対するこれまでの（traditional）姿勢が、家庭、学校、その他の施設および

社会全般において、子どもの意見の尊重を制限していることを依然として懸念する。

四本委員会は､締約国に対して､本条約第'2条に従い､以下のことを勧告する。
ａ）家庭、裁判所、行政機関、施設、学校において、また政策の制定および運用に際して（policy

development)、子どもに影響を与えるすべての事柄について、子どもの意見の尊重および子ども

の参加を促進し、また、子どもがこの権利を確実に認識できるようにすること。

ｂ）子どもに影響を与える事柄について、子どもの自己の意見を考慮される権利および参加する権

利に関する教育的な情報を、特に、親、教育者、政府の行政官、裁判官、および社会全体に提供す

ること。

ｃ）子どもの意見が考慮される程度を定期的に見直し、かつ、子どもの意見の考慮が政策およびプ

ログラム、さらには、子ども自身に対して与えたインパクトを定期的に見直すこと。

ｄ）教育、余暇、およびその他の活動を子どもに提供している学校その他の施設において、方針

（policies）を決定するための会議（boards)、委員会（committees）その他の会合に、子どもが

全面的に（systematically）参加することを確保すること。

７．教育、余暇および文化的活重

(本条約第28条、第29条および第３1条）

四本委員会は､締約国による教育制度改革のための努力および､教育制度を本条約によりよく
適合させるための努力に留意するが、それにもかかわらず、本委員会は以下のことを懸念する。

ａ）教育制度の過度に競争的な'性格が子どもの肉体的および精神的な健康に否定的な影響を及ぼし、

かつ、子どもが最大限可能なまでに発達することを妨げている三ｔ。

ｂ）高等教育への進学が過度に競争的であるため、公立学校の教育が、貧しい家庭の子どもには手

の届かない私的な家庭教師や塾の学習によって、補わなければならないこと。

ｃ）学校における子どもの問題および紛争に関して、親と教師との間のコミュニケーションおよび

協働が極めて限定されていること。

ｄ）曰本にある外国人学校の卒業生の大学入学資格に関する基準が拡大されたものの、高等教育へ

のアクセスが依然として否定されている者がいること。

ｅ）定時制高校が、特に学校から脱落した（dropout）子どもに対して、柔軟な教育機会を提供し

ているにもかかわらず、東京都においてそれが閉校されようとしていること。

ｆ）少数者の子どもが自らの母語による教育を受ける機会が極めて限定されていること。

ｇ）審査手続があるにもかかわらず、不完全または一方的な歴史教科書があること。
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□本委員は締約国に以下のことを勧告する。
ａ）高校を卒業したすべての者が高等教育に平等にアクセスすることを確保するために、教育の高

い質を維持しながら学校制度の競争主義的な'性格を抑制することを目的として、生徒、親、および

関連する非政府組織の意見を考慮に入れながら、カリキュラムを見直すこと。

ｂ）学校における問題および紛争、特に、いじめを含む暴力に効果的に対応するための措置を、生

徒および親と共同して、開発すること。

ｃ）定時制高校の閉校を再考し、従来の（競争主義的なそれ）とは異なる形態の教育（

alternativeformsofeducation）を拡大するよう東京都の関係当局に働きかけること。

ｄ）少数グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明または実践し、かつ、自己の

言語を用いる機会を拡大すること。

ｅ）教科書がバランスの取れた見方を提供することを確保するために審査手続のあり方を厳しく見

直すこと。

(福井雅章、林量俶、世取山洋介仮訳）
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團酉囚２１世紀の教育を考える国際シンポジウム報告(2002.3京都）
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□■

一ユージーランド中等教員協会（ＰＰＴＡ）
￣

ジェソ･マッカチェオソ

iはじめに

ｉ’984年以降ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝを下支えする新自由主義哲学の試
Iみの国際的な実験室とされてきました。そのため、ニュージーランド人は、これらの政策の失

1敗について正確に話せる立場にあります。

１１０年とすこしの間ニュージーランドは、もっとも規制された西側社会の一員から、もっと
ｉも規制の少ない国に変えられてしまいました。歴代の政府は、国有財産を民間に売りわたし、

1労働改革を導入し、医療と教育に競争をもちこみました。

ｉ約束された経済的な奇跡が起こらなかっただけでなく、ニュージーランド人は、分断された

|社会のことや、改革がもたらした最下層の失業者群を、ますます心配するようになってきまし

;た。

’1999年の労働党政府の選出は、極端な新自由主義への陶酔の終焉を告げるものでしたが、そ
Ｉれは遅きに失しました。グローバリゼーションの時代には、国民国家がその経済的運命をコン

１トロールする力は、厳しく制約されています。小さな国の政府は、世界銀行や世界貿易機構の

!ような組織によりうち立てられた経済的枠組みの中で、機能するほか選択の余地がありませ

iん。

I教育一ニュージーランドの経験

；新自由主義の改革の一部として、ニュージーランドの教育制度は、全領域にわたって自由市
1場的「治療」を加えられました。大学教育の経費は、国家から個々の生徒に移され、貧しい家

1庭にとって、高等教育は支払い不能のものにされました。学校は、入学してくる生徒を求めて

iお互いに争いあうビジネスとして、作り変えられました。

ｉ裕福な学校と貧しい学校に二極化した複線の制度が作られました。裕福な地帯の学校は、入

Ｉ学させる生徒を選抜し、政府補助金で足りない分を父母の寄付を募ることで補充することがで

;きました。それと対照的に、非常に貧しい地帯の学校は、ごく限られた政府の支援しか受けら

;れない、教育的にも社会的にも恵まれない多数の生徒を相手に苦闘しなければなりませんでし
1た゜改革の中心的なことは、国家が教育提供に関与すべきでないという新自由主義の原則に合

Ｉ致するように、教育資金が学校レベルに委譲されたことでした（同時に、幾分皮肉にも、国は

iカリキュラムの内容や開発を全面的にコントロール下におきました)。

ｉバルク・ファンデイング（そのように呼ばれていましたが、「一括財源供与｣）が意図したの

;は､教員の賃金と労働条件を定める全国的な交渉制度をなくし、そのことによって、教員組合
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iの力を弱め、経費を下げることでした。その後教員、組合、そして地域社会の中で、政府に反

i対する厳しいたたかいが続きました。バルク・ファンデイングが最終的に廃止される2000年ま

iで、そのたたかいは続きました。

｜しかしながら、諸々の改革は、富める学校と貧しい学校の間の引き続く格差という負の遺産

|を残し、すぐれた国の教育制度であったものへの信頼、現在もそうであるはずのものへの信頼
!を喪失させました。

i教員供給

ｉ新自由主義政策のもっとも有害な影響の一つは、政府が教員供給計画を立てる責任を全面的

|に放棄したことでした。その他の多くの国と同様に、ニュージーランドはいま、深刻な中等教

Ｉ員不足に直面していますが、それは、グローバルな市場で、教員がどこの国であれ条件の良い

|所を探すことができるためにより一層深刻になっています。この問題は、ますます難しくなっ
1ているティーンエイジャーを扱うストレスに加えて、恒常的な経費削減や疲労困臆させられる

ｌような労働負担が、中等教育を非常に魅力のないものにしているからです。このような非常に

i現実的な問題に対処せずに、政府はむしろ外国一スキルをもった専門職教員に十分なお金を払

iうことができない諸国のことが多い－から教員を不正手段により獲得しようとしています。

|教員不足を解消するためには、グローバルな解決が必要とされています。

|グローバリゼーション
！グローバリゼーシヨンの到来とともに、各国政府は、賃金が安くてすむ外国に教育を再配置

ｌし、情報通信技術（ＩＣＴ）を使って、製造工業で起こったような包括的な国際カリキュラム

iを配送することを考えだすかもしれません。このようなことは、大学レベルで起こっています

iが、それ以下の学校レベルであまり起こっていないのは、完全な自由貿易をもとめるプレッシ

iヤーと、自国特有の教育制度の文化的尊厳を守ろうとする国民国家の正当な願望との間に、興

|味深い緊張関係があることを示しています。各国国民は、義務教育部門への文化的帝国主義を

|警戒しているのです。

｜世界貿易機構がサービスにおける貿易に関する一般協定（ＧＡＴＳ）に関連する活動の幅を
Ｉ拡大させようとする圧力は、文化的自治と尊厳をもとめる願いに遭遇して、空中に舞っていま

Ｉす。全面的に発動されるとＧＡＴＳは民間企業に公共教育サービスと同じ条件で競争する権

ｉ限をあたえることになります。理論的には、多国籍企業は、民族国家の中で独自の学校制度を

i設置し、国の納税者が拠出した税金から補助金を受け取ることさえできるようになるのです。

｜組合と組合運動は、どのような「グローバリゼーション」のためのプログラムも慎重に分析

礼、ＧＡＴＳにチャレンジする指導的役割を担わなければなりません。目下のところ、ＧＡＴ

Ｉｓは、アメリカやヨーロッパ、曰本の多国籍企業よりむしろ、彼らの利益にかなうものである
にとを、国民に納得させるような民主的関与や議論はあまりありません。

iまとめ

ｉ私たちは、単に経済の中だけで生活しているのではなく、社会で生活しています。私たち

|は、この社会やまた別の社会の一員として、それぞれの文化や経験を大切にしています。義務

|教育部門は、そこに属する国民の発展に明白な社会的役割をもっており、それは、単に多くの
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i国の経済的な目標だけではあり得ないのです。私たちの関心は、国独自の（また一定程度普遍ｉ

ｉ的な）教育プログラムを通して国民の機会を高めることですが、それを下支えする目標は、す!

iべての者に機会をあたえ、不均衡や不平等をなくすことです。多国籍企業の目標は､経費を削｜

|減し、最小限の経費で商品やサービスを生み出すことで、彼らの報酬は、利潤であり、優先す!

;るのは、出資者への返報です。教育専門家として、私たちの目標は、これよりさらに広範なも１
１のです。私たちが力を入れるのは、社会の文脈の中で、達成可能なレベルまで個々の子どもた１

１ちを発達させることです。教育者として、私たちは、教育への公平なアクセスや正義と公正に！

iもとづく社会をめざす私たちのｳﾞｨｼﾞｮﾝを力をあわせて前進させるために､このｼﾝﾎﾟｼﾞｳｉ
ｉムのような集いにともに参加することが必要不可欠だと考えています。
~●●￣●●￣□■￣●●￣ﾛロ￣■●口●●￣□●－０●■●●￣●●￣●●￣□●￣●●￣●●￣■●￣□●￣ＤＢ￣●●￣0●￣●●￣●●￣●●￣●□￣●■￣●●￣８，￣０，－●●￣●●￣●、￣●●￣●●￣●●￣●●￣●●￣●●－□●－ＤＤ－ＤＤ－Ｏ０□●Ｄ－０Ｄ－■０－●●－ＤＢ－ｏ●－●｡－●●－●●－，０－

（２１世紀の教育を考える国I祭シンポジウム報告集より）

團酉回ニュージーランドの｢失われた1o年｣の実態抜粋

ｉ行革で廃止された省庁

Ｉ・郵政省（ポスト社は民営企業化、郵便貯金は外国資本の銀行に売却、

ｉ電話通信はテレコム社になりアメリカ資本などに売却）

：・通商産業省・科学産業研究省・建設省・エネルギー省・マオリ省など

Ｉ規模を縮小された省庁

Ｉ・林業省・農業漁業省・教育省・保健省

！・運輸省（－番縮小され4500人から60人に）

Ｉ・外務省と貿易省を統合し外務貿易省に

：こうしてニュージーランドの公務員は76,000人から36,000人への削減（解雇）された。：
Ｏ

（日本機関誌協会ニュージーランド行革取材報告集-1997.7-より）
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