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学習指導要領改訂をみんなで教育課程づくりを

すすめるチャンスにしよう
－日高教「教育課程づくり」第１次討議資料－

2009年8月

日本高等学校教職員組合（日高教）

教文推進委員会

はじめに

2009年3月9日、文部科学省は高等学校と特別支援学校の新学習指導要領を告示しました。日高

教は、3月13日付で中央執行委員会の「見解」を発表しています。基本的な問題点と私たちのス

タンスは「見解」で明らかにしていますのでご覧ください。 ＊特別支援学校の新学習指導要領に

ついては、全教障害児教育部の杉浦部長の「見解」が出ています。それを参照してください。

この討議資料は、学習指導要領の改訂にもとづいて行われる教育課程編成に役立つように作成

しました。「第１次討議資料」としたのは、各教科や分野の検討を行う前提として、教育課程づ

くりをすすめるうえで、今日の高校教育がもつ基本問題の分析をすべきではないかと考えたから

です。それは、①教育課程づくりとは何か、②高校の多様化・再編がすすむ中での教育課程づく

りをどうすすめるか、③教育課程づくりと「学力問題」を考える視点について、④高校における

道徳教育をどう考えるか、の４点です。

この討議資料の構成と目次

以上の４つの視点にもとづいて、討議資料は次のように構成しています。なお、執筆は日高教

教文推進委員会のメンバーと、高教組教文部長にお願いしました。なお、大学研究者から見た高

校生の学力問題については、名古屋大の植田さん（高校教育研究委員）に寄稿してもらいました。

■高等学校学習指導要領の改訂について（中央執行委員会見解）・・・・・・・・・・・・・３

■第１のテーマ：「教育課程づくり」とは

○教育課程づくり、こんなところから始めてみよう〔愛知高教組・原田邦彦〕・・・・・・６

○参加と共同の教育課程づくりをめざして〔日高教・小池由美子〕・・・・・・・・・・・９

■第２のテーマ：高校「多様化」・再編のもとでの教育課程づくり

○「特色」に頼らない学校づくりを、「多様化」に偏らない教育課程づくりから

〔北海道高教組・赤松貴司〕・・・・・１４

○「多様化」・再編・格差拡大を乗り越える教育課程づくり〔京都府高・佐野幸良〕・・・１６

■第３のテーマ：今、問われる「学力問題」と教育課程づくり

○高校生にこんな力をつけたい、つけてほしい〔岡山高教組・藤原 真〕 ・・・・・・ ２０

○学習指導要領改訂と高校における教育課程づくりの課題

〔名古屋大学大学院教授・植田健男〕・・ ・・・・・・２２

■第４のテーマ：高校での「道徳教育」にどう立ち向かうか

○「道徳教育」のねらいと私たちがめざすもの〔埼高教・伊藤 稔〕 ・・・・・・・・ ２７

○ 新学習指導要領「道徳教育」に対置される私たちの実践〔長野高教組・有賀剛志〕・・３１
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今後の検討スケジュール

高等学校の学習指導要領改訂について、文部科学省が示しているスケジュールは次のようなに

なっています。

○中央説明会 …2009年7月に開催（西ブロック〔大阪〕・東ブロック〔東京〕）

＊都道府県教育委員科の指導主事等が出席し、文部科学省の説明を受けました。

○都道府県説明会 …2009年8月～9月に開催（全体会、教科ごとの説明会）

＊文部科学省が職員を派遣し、説明をするところもあります。

○9月に高等学校・特別支援学校の全教員に学習指導要領を配布する予定。

○指導主事連絡協議会開催（予定）

2009年度 2010(平成22)年度 2011(平成23)年度 2012(平成24)年度 2013(平成25)年度

総則・総合的な学習の時間・特別活動 先行実施

周知 年次進行で

・ 先行実施（年次進行） 実施

徹底 理科・数学

＊2012（平成24）年度に高校に入学し、新課程で理科・数学を学んだ生徒は、2014（平成26）年度の大

学受験の際には、理科・数学は新学習指導要領にもとづいた入試を受けることになる。センター試験の

試験科目等については、「入学生に周知できるよう大学入試センターと話し合う」としています。

検討にあたってのポイント

次のような点に留意し、学校・職場での話し合いをすすめましょう。

（1）教育課程説明会を受けて、都道府県で「教育課程編成要領」等の作成がすすめられます。

並行して各学校での検討がはじまりますが、焦ることはありません。校長や教務部など説明を

受けたみなさんに、「ぜひ説明会をしてください」と呼びかけ、教職員全体で情報を共有し、

学校全体で学習・討議をすすめましょう。また、ＰＴＡなどでも教育課程づくりを話題にしま

しょう。

（2）学習指導要領改訂といっても、まったく新しいことを検討するわけではありません。これ

までの教育課程づくりのとりくみ、「総合的な学習の時間」のとりくみなどをみんなで確認し、

「こんなことをやってきた」「こんな議論をした」など、総括と検証からはじめましょう。

（3）教育課程づくりとは、これからの教育活動の全体計画を作成することです。教育課程表を

つくるだけでなく、学校全体の教育目標、教科・学年・分掌の活動の目標、生徒たちの諸活動

などの目標と計画を確立することが何よりも大切です。こうしたとりくみは、教職員全体の合

意、生徒や父母との意見交換をつうじて行われるもので、一部の人々で作成するものではあり

ません。各学校でねばり強くとりくみましょう。

なお、教科等の分析を中心にした第２次討議資料は、秋以降の作成になります。字の多い討議

資料になりましたが、どれも執筆者の力がこもったものです。ご意見も遠慮なくお聞かせくださ

い。みんなの手で教育課程づくりの実践をおおいにすすめましょう。

教育課程づくり第１次討議資料
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高等学校学習指導要領の改訂について（見解）

２００９年３月１３日

日本高等学校教職員組合中央執行委員会

文部科学省は３月９日、新しい高等学校学習指導要領（以下「新要領」）を公示しました。１

９９９年（平成１１年）３月以来、１０年ぶりの改訂です。

今回発表された「新要領」は、文部科学省が昨年１２月に発表した「高等学校学習指導要領案」

の字句修正にとどまっています。しかし、教育基本法改悪以降はじめての学習指導要領改訂とし

て、「戦争する国づくり」をすすめる教育政策のねらいを具体化しようとしていることは明らか

です。

日高教は、今回の改訂の中心点について、以下のように見解を表明します。

（１）「新要領」全体の実施は２０１３年度からとしながら、大幅に先行して実施する内容を増

やしています。

「新要領」の基本方針を述べた「総則」を２０１０年度からの前倒し実施としたことをはじめ

として、改訂の中心部分は先行実施するとしています。これは、生徒や学校・地域の実態など教

育活動の基礎となる問題について、時間をかけて分析・検討する時間を奪い、多くの関係者によ

るていねいな教育課程づくりの機会を奪うものです。

国語・数学・理科・外国語・情報などの教科には新しい科目が設置されています。高等学校に

おける道徳教育の展開など、慎重に検討しなければならない課題も山積しています。それにもか

かわらず、強引に先行実施を行うということは、問答無用で学校現場におしつける姿勢に立って

いることにほかなりません。こうした姿勢は学校現場に混乱をもたらすだけです。

（２）高等学校における道徳教育の強化をねらう、きわめて危険なものです。

道徳教育の目標を「教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神」をもとにして、

「我が国と郷土を愛」する日本人を育成するため、「その基盤としての道徳性を養うこと」とし

ています。そして、「全教師が協力して道徳教育を展開する」ために、「学校の教育活動全体を

通じて行う」ものとし、各学校に全体計画を作成することを義務づけています。

これは、道徳教育を改悪教育基本法で示された目標を達成するための中心的な教育活動と位置

づけ、「愛国心」など国が定めた特定の価値観を高校生に強制するものです。道徳教育をすべて

の教育活動の上に置いて最優先の課題にするという、きわめて危険なものです。さらに、「我が

国の郷土と伝統」を冠した文化・芸術などの学習内容を、強引に国語・地歴・公民・体育・芸術

・特別活動などに入れ込もうとねらっています。二重・三重に許されません。

この道徳教育は、２００６年１２月に改悪した教育基本法にもとづくことをことさら強調しな

がら、その根拠法であるべき日本国憲法を意図的に隠しています。これは、改悪教育基本法と今

回の「新要領」が、憲法にもとづかないものであることを物語っています。

私たちは、高校生がさまざまな教育活動を通じて民主的な社会の一員として必要な市民的道徳

を身につけていくことは、重要だと考えています。その基本は、世界の人びとに対して、国民主

権・平和主義・基本的人権の尊重を宣言した日本国憲法にこそあると考えます。平和で民主的な

社会を担う主権者として求められる資質こそが、今日の青年に必要な市民的道徳です。「新要領」
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が「民主的な社会及び国家の発展」「国際社会の平和と発展」などを言うなら、日本国憲法の精

神こそ尊重すべきです。

道徳教育と関連して、「新要領」では、現行学習指導要領と同様に「生きる力」を強調してい

ます。私たちは生きる力そのものを否定しませんが、「新要領」に述べた「生きる力」ほど社会

の実態とかけ離れたものはありません。とくに「人間としての在り方・生き方」のみが強調され

る道徳教育では、高校生の前にある格差社会と人間を使い捨てにする過酷な労働実態をおおい隠

し、「過酷な社会に耐えて生きよ」「つらくても我慢せよ」とする価値観を若者に押しつけてい

ることに他なりません。こうした道徳教育は、高校生の「人格の完成」にきわめて有害なもので

す。

（３）全日制における週当たりの授業時数をさらに「弾力化」させ、学校間の競争の強化と、高

校教育の差別化・二極化をいっそうすすめようとしています。

現行学習指導要領と同様に「３０単位時間を標準」としていますが、必要があれば「これを増

加することができる」として、学校の判断によって授業時数を増やせることを明文化しました。

現行でも３０単位時間を超えた弾力的な教育課程編成を認めてきましたが、これが明文化された

ことで、授業時間の際限なき拡大にさらに拍車をかけることは明らかです。

週当たりの授業時数の「弾力化」によって、「特色づくり」の名のもとに学校間の競争があお

られ、「７限授業」や「土曜授業」が広がっていることは周知のことです。昨年１月１７日に発

表された中央教育審議会の答申でも、「土曜日の活用」をことさらに強調しています。この「明

文化」規定がそうした風潮をいっそう加速させるものであり、「詳細な事項は扱わない」という

「はどめ規定」の原則削除とともに、高校教育のいっそうの差別化・二極化をおしすすめる危険

なものです。

私たちは、今回の改訂にあたって、一部の高校で見られるいわゆる「授業づけ」「補習づけ」

が、高校生の成長・発達につながっているのか、しっかりとした分析と検討が必要だと考えます。

高校生たちが何を学びたいと考えているのか、父母がどんな力をつけてほしいと願っているのか、

大学関係者はどういう課題意識を持っているのか、改訂を契機とした話し合いが大切です。今回

の改訂を参加と共同の学校づくりにいかすことをよびかけたいと思います。

現行学習指導要領で「弾力化」の一つの柱としていた「選択必修」の問題では、「共通性と多

様性のバランスを重視」するとして、国語・数学・外国語に共通必履修科目を設定しました。現

在では、すべての高校生が共通して履修する科目は「体育」「保健」だけになっていたことから

考えると、「選択必修」を手直しせざるを得なくなったものであり、「バランス」論を持ち出す

こと自体が、「多様化」「弾力化」路線の破綻を示しています。しかし、共通必履修科目が復活

したからといっても「選択履修」の原則は変わらず、すべての高校生に身につけさせたい共通の

基礎・基本の重視という考えを放棄した現行学習指導要領の考えは基本的に変わっていません。

（４）高校教育の発展にとって、教育条件整備と教育予算の拡充がきわめて重要な課題であるこ

とが明らかになりました。

「新要領」には、「学習の遅れがちな生徒」に対して踏み込んだ配慮と工夫を強調し、「障害

のある生徒」への援助などについて新たに項目をおこすなど、学校現場の切実な課題を反映した

記述も見られます。これには評価できる点もあると考えますが、問題は文部科学省がそれに見合

う教育条件の整備を本気に行うかどうかという点です。

今回の改訂では、初めて部活動についての記述が登場しました。、部活動が教職員の長時間過
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密勤務の要因の一つになっていることから、早急に条件整備が求められる課題です。また、英語

の授業は「英語で行うことを基本とする」としています。英語の学力を高めるために、授業改善

をはかっていくことは大切ですが、少人数編成や教員の研修など、教育条件の整備は不可欠の課

題です。ＯＥＣＤ加盟国で最低水準に落ち込んだ教育予算をどう改善していくか、文部科学省の

姿勢が問われます。

（５）今回の改訂で出された教育内容が、科学的・系統的なものになっているか、検討すべき問

題が多くあります。

今回の改訂では、数学の「数学活用」、理科の「科学と人間生活」、外国語の「コミュニケー

ション」科目や「英語会話」などの新科目が設置されています。情報は、現行学習指導要領で登

場し、１回目の改訂で科目構成の大幅な見直しを余儀なくされています。さらに、前回の改訂で

「国語総合」と「国語表現」を選択必修とした国語では、再び「国語総合」単独の必修に戻すと

いった見直しがされています。この例が示すように、教科の中での科目設定や科目配置、必修科

目の設定が科学的で系統性のあるものになっているか、子どもたちの実態や課題とかけ離れたも

のになっていないか、小・中学校の学習内容との関連性はどうなっているか、時間をかけた批判

的検討が求められます。

すべての高校生に身につけさせたい共通の基礎・基本の学力を重視する観点から、学校現場で

の自主的・創造的なとりくみが重要になっています。

（６）全体として、教育課程の「弾力化」をいっそう強めながら、道徳教育を権力的におしつけ、

学校現場での自主的なとりくみをおさえようとする意図をあからさまにしています。

こうした「新要領」では、学校現場がかかえるさまざまな課題に対応できないばかりか、学校

現場の混乱をさらに増すことが懸念されます。そして、管理と競争を強めるばかりで、教育条件

整備に後ろ向きな教育行政のあり方が問われています。こうした点を、学習指導要領の論議と教

育課程づくりのとりくみを通じて共通認識にしていくことが大切です。

（７）学習指導要領はあくまで教育課程の大綱的基準です。教育課程づくりを中心とした参加と

共同の学校づくりのとりくみが、全国の高等学校で旺盛に展開されることをよびかけます。

「新要領」の総則の冒頭では、「各学校においては、…地域や学校の実態、課程や学科の特色、

生徒の心身の発達の段階及び特性等を十分考慮」して行うとしています。この文章のとおり、教

育課程の編成とは、生徒や学校の実態を分析し、教育課題を明らかにしながら、今後の教育活動

の全体像を明らかにしていくことです。教育の主体者である子どもや父母・地域住民と教職員が

意見を交わしながら、ひとつひとつの学校から教育課程を創造していく営みです。

子どもたちの教育に直接責任を持つ教職員が教育の条理に立って、高校生や父母に信頼を寄せ

ることが今日ほど重要なときはありません。すべての学校で「新要領」のオープンな議論をすす

めましょう。子どもの実態と課題から出発し、学校にかかわる幅広い人々の協力と創意工夫で、

自主的・民主的な教育課程づくりを進展させる契機にすることが求められます。

日高教は、そうした教育課程づくりのとりくみを全国によびかけ、そのために力を尽くすこと

をあらためて表明します。

以 上
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〈第１のテーマ「教育課程づくり」とは〉

教育課程づくり、こんなところから始めてみよう

■ ５０代組合員のつぶやき

…最近職場で、教育論が盛り上がったこと

がありません。この学校をどうしていくのか、

どういう教育をするのか、どんな生徒を育て

ようとしているのかをまじめに議論したの

は、遠い過去の思い出になってしまったかの

ようです。

組合の教育研究集会や各種の交流会ではい

つもまじめに討議してきました。職場では議

論にならないことも、分会会議や教文会議な

どで話題にしてきました。組合員一人一人の

疑問や不安を出し合いながら、この学校を、

その生徒を、どうするのかを熱く考えてきま

した。考査期間中には「教育を語る会」など

をよくやっていたものです。

愚痴といわれようとも現状を何とかしたい

思いがありました。同僚の意見を聞いていら

れる余裕もあったでしょう。私憤から公憤が

湧いていました。年輩の知恵、若輩のアイデ

ア、仲間との連帯感で次の職員会議での発言

を心に誓ったものです。議論になる職員会議

が多く、長くなることもたびたびでした。議

長の輪番制や採決も、原案の差し戻しも当た

り前のことでした。教職員組合の存在意義を

肌で感じていたものです。

今、そんな職場は少なくなっているかもし

れません。いつの頃からか、職員会議は連絡

事項ばかりになり、審議事項の議論も低調で、

発言すらほとんどないという状況もありま

す。職員の、とりわけ組合員の年齢構成は高

くなり、いろんな意味で軽やかさがなくなっ

ているかもしれません。分会会議さえ、職場

の問題を話し合っている時間がとれないのが

実情ではないでしょうか。組合の中での連帯

感すら、ややもすると薄れてしまいかねない

状況があります。

教職員組合の原点は、『よい組合員はよい

教師』であったはずです…。

■ 教育課程づくりは学校づくり

いろんな課題について、職員間の分断が巧

妙に行われています。教員免許更新制もそう

した年代ごとの対象者に分断し、非対象者や

受講免除者を設定して分断が図られていま

す。教職員評価制度の分断性はいうに及ばず、

新学習指導要領についても「私には関係ない」

という退職間際の方に接することも少なくあ

りません。

私たちはこのような分断志向の教育行政に

抗して、職場の同僚性、共同性をもとにした

教育課程づくりを学校づくりの視点ですすめ

ていきましょう。

改訂学習指導要領の問題点のひとつは、本

格実施の2013年よりもずっと早く、来年の20

10年から先行実施や移行措置という形で導入

されてくるという点です。じっくり時間をか

けて議論するということを、あえてさせない

やり方です。生徒の実態や学校ごとの実情に

合わせた教育課程づくり、学校づくりを阻も

うとしています。

従来のあり方が良いというだけでは「教育

改革」の流れに対抗できないと考えている組

合員も少なくないでしょう。管理職がすすめ

る学校経営方針にどう抵抗し、修正を求めて

いくのかが、わたしたちの中の共通認識とな

っていないことには、職場の力にはなってい

かないものです。

■ 前回改訂時の議論を振り返って

前回の学習指導要領改訂でも、教育課程の
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時間数を教科で奪い合うだけで、本質的な学

校づくりの議論がなかなかすすめられなかっ

たところが多かったのではないでしょうか。

教育課程づくりは、単に各教科・科目の単

位数の取り合いや調整ではありません。それ

ぞれの学校が、どんな生徒を育て、そのため

にどんな力をつけ、そして社会へ送り出すの

かという方向性を具体的に示すものです。そ

のためには、すべての教職員で、生徒の実態

や様子、どのような生徒に育ってほしいかな

どの議論の蓄積が求められます。

教育課程づくりのためには、各学校の特色

や生徒の実態が議論されなければなりませ

ん。現行の教育課程を編成する際にも、学校

のあり方や特色、目指すべき方向を職員全体

で議論した学校もあります。また「教育課程

委員会」（カリキュラム委員会などとも呼ば

れる）に「分掌主任」・「教科主任」以外に、

委員の立候補を募った学校もありました。若

手教員を中心にしたプロジェクトチームをつ

くった学校も少なくありませんでした。

前回改訂時には、「総合的な学習の時間」

などの新たな教育内容の実践やその枠組みづ

くりのために、議論が不可欠であったともい

えます。したがって、少なくとも担当者の間

では学校づくりの議論がされたはずです。学

校づくりの視点で幅広い議論の末に、苦労し

て「総合的な学習の時間」を創りあげたとい

う学校も少なくありません。ただ、その議論

が全体の共通認識にまで広げられたかは、学

校ごとの努力にかかっています。

こうした意味で、前回改訂時の教育課程委

員会の活動やとりくみを蘇らせ、それぞれの

反省の上に、教育現場の財産とすることが求

められます。

■ 分散会形式で議論を

職員会議ではなかなか議論が深まらない、

とお嘆きの方々には分散会形式がおすすめで

す。

グループワークの手法を応用して、職員を

いくつかのグループに無作為に分け、資料を

用意した分散会で議論するのは有効な方法だ

と思います。

分掌や教科、学年会などの既存の会議は、

今までの慣例や既得権などに縛られて、自由

な意見を保障するのに十分とは言えない面が

あります。教科会や学年会では互いの意見は

よく知っているつもりでも、他の教科や分掌

の教員とはなかなか教育論議をしたことがな

いのが実情です。あえて自分とは意見の異な

る人たちと教育論議をしなくては、学校現場

に活路は見出せないのではないでしょうか。

学校の現状認識から話をすること、生徒の

現実から議論をすすめることが大切です。い

きなり教育課程表の単位数を取り合う（ある

いは押しつけ合う）だけでは議論を深めるこ

とにはなりません。最終的には単位数の検討

になりますが、そこに至るプロセスが大事だ

といえます。遠回りのように見えても、教育

の条理に基づいた議論を深めた経験は職場の

同僚性を高め、教師集団による学校づくり、

開かれた学校づくりへの第１歩といえるもの

です。

教育課程の議論に入るというよりも、むし

ろ、教育の理想を語り合えるような学校づく

りの分散会を用意することこそに、意味があ

るといえます。

■ 組合主催の職場教研こそ分散会

一般的に、分散会の経験のある教員は「い

い討論ができた」という印象を持っているこ

とが多いものです。しかし、そうでない教員

の中からは、必ず、実施前から「ただのガス

抜きだ」「意味がない」「忙しいのに、時間の

無駄」といった否定的な意見が出されます。

ここを乗り越えるためには、学校ごとの教

育課程委員会などでリーダーシップをとるこ

とが重要です。そこまでできないという職場

でも、職員会議で分散会を提案する発言くら

いはできるはずです。また、自分が委員でな

くとも、委員の先生に働きかけることはでき
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るでしょう。

教職員の持っている本来の教育的情熱に訴

えかけることが必要です。多忙化を窮める職

場で、議論する余裕を失っている同僚に議論

しようというわけですから、それなりの見通

しをもった構えが必要です。

正式な教育課程委員会による分散会ではな

くとも、組合主催の職場教研ならいつでも開

催可能です。学校づくり・教育課程づくりで

職場教研をやってみましょう。少人数でも、

じっくり本音で話し合うことこそが、今、求

められていることです。

職場教研に教育課程検討委員の先生を誘い

ましょう。出た意見を職場新聞で流しましょ

う。職場の世論をリードしましょう。「どう

いう学校づくりをめざすのか」「どんな教育

がしたいのか」などについて発信していきま

しょう。

アンケートを独自に行うのも、資料づくり

だけでなく、学校づくりの視点からも大切で

す。学校全体の総括をしながら、生徒の実態

に即した教育課程づくりをめざしましょう。

■分散会・職場教研の手法とテーマ

分散会の主なテーマ例

① 本校の良いところ

② 本校の問題点

③ 生徒像・この数年間での変化

④ 生徒に身につけさせたい学力

⑤ 本校のあるべき姿（スクール・アイ

デンティティ）

⑥ ５年後、１０年後の本校の姿

⑦ 改訂学習指導要領へのよくある質問

＊大学進学成績を上げるために、進路資料を

もとにして行う「進路検討会」等では、数値

目標が掲げられることが多く、テーマには不

適切です。

分散会の形式の参考例

① １０人程度のグループに分ける。教科

・年齢が偏らないように配慮する。

② 教育課程委員会（カリキュラム委員会）

のメンバーを分散させる。

③ 話しやすい雰囲気作りが必要なので、

ワークショップ形式やブレイン・ストー

ミング形式も活用する。

④ 司会は委員に限らず、若年層に書記を

任せて、分散会の報告をしてもらう。

⑤ 資料として、事前にアンケートを実施

し、意見を書き出しておく。

⑥ 職場教研なら、この討議資料そのもの

を活用する。 など

＊教師集団づくりの基礎固め、土壌づくり、

地ならしと位置づけて考えていきましょう。

結論や方向性を性急に出す必要はありませ

ん。生徒を中心においた議論の中で、過激な

議論は修正され、教育の条理に沿った議論が

醸し出されれば、分散会の目的はほぼ達成さ

れたといえるでしょう。

（執筆：原田邦彦/愛知高教組教文部長）

「教育のつどい2008」子ども分科会〝御所探検〟
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〈第１のテーマ：「教育課程づくり」とは〉

参加と共同の教育課程づくりをめざして

はじめに

高校の改訂学習指導要領が発表され、「道

徳教育の押しつけ」や「学力の二極化」「青

天井の単位数」など、さまざまな問題点が指

摘されています。

その問題点をきちっと見据えた上で、生徒

や地域の実態にあわせ、教育活動全体を通し

て、どのような力を生徒に身につけさせてい

くことが教育課程の編成に求められいるので

しょうか。学習指導要領の改訂は、各学校で

生徒・保護者・地域住民のそれぞれの立場か

ら実態を出し合って、参加と共同の教育課程

づくりをするチャンスです。

学校現場は、上からの「教育改革」で序列

化と「多様化」・再編が押しすすめられ、ジ

グソーパズルをはめ込むような「教育課程表」

づくりになってしまっているのではないでし

ょうか。複雑な「教育課程表」のもとに行わ

れる教科活動は、選択科目増や習熟度別授業

による教室不足や、教職員の長時間過密勤務

をますます助長させるなど、教育条件の悪化

を招いています。教育行政に対して、少人数

学級、教職員の加配・定数改善などの教育条

件整備を拡充させることも喫緊の課題です。

これらの課題を社会に訴えるためにも、生

徒・父母・地域住民と力を合わせていくこと

が求められます。

１．「教育課程表」づくりの現状と本来

の「教育課程」づくり

（1）「教育課程」のあるべき姿

高校では、校内に教育課程検討委員会など

がつくられ、毎年「教育課程表」についての

協議・検討がされています。１年次には基礎

的な力をつけたいと、どの教科からも単位数

の増加が要求され、奪い合い状態です。単位

制の学校では、教育課程表にもとづいて時間

割を組もうとしても１学期の授業開始に間に

合わない、などの例も報告もされています。

このような「教科課程表」づくりでなく、

「教育課程」づくりはもっと広義にとらえる

必要があります。「教育課程」とは、教科活

動、教科外活動をとおした学校の教育活動の

全体計画をさします（註１）。

そこをもう一度とらえ直し、改訂学習指導

要領の問題点を乗り越え、人格の完成をめざ

した、主権者を育てていくための教育課程づ

くりを考えていきましょう。

（2）学校目標と教科、教科外活動

教育課程は、単に各科目の単位数を合計し

た「教育課程表」を作るためにあるのではな

く、その学校がどういう生徒を育てていこう

としているのか、つまり学校の教育目標を定

めるところが出発点になります。

そのために、教科活動はそれぞれの教科の

目的をどのように定め、どのような授業を行

うのか、まず各教科で検討することが求めら

れます。上から押しつけられていやいやシラ

バスをつくるのでなく、教員が専門的な集団

の力を発揮して、生徒の実態を踏まえ、科目

ごとに目的を話し合い、民主的に授業計画を

つくるチャンスです。

教科外活動をどう位置づけるかも重要で

す。例えば学校行事を通してどのような力を

育てるのか、生徒会などの自主的な活動や部

活動のあり方をどう考えるのかなどを検討す

ることが大切です。生徒が他者と関わること

によって、仲間を信頼する力、困難を乗り越

えて連帯する力、コミュニケーション能力（他
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者に相談する力）、自治能力を高める場にな

ります。

２．教育課程づくりは学校づくり

こうした教育課程づくりは、教職員だけで

完結できるものでなく、このプロセスの中に

生徒・保護者・地域住民の参加と共同が求め

られます。そのことによって、生徒の成長・

発達を保護者、地域と教職員がともに支え、

みんなでつくった学校目標を達成することが

できるからです。

トップダウンの数値化された学校目標を、

教職員がバラバラに分断されて達成させらる

のでなく、1947年教育基本法の「学校は公の

性質を持つ」の精神に則り、四者で力を合わ

せて達成していくことが求められます。これ

はとりも直さず、改悪教育基本法の具体化を

許さず、改訂学習指導要領の問題点を乗り越

える、学校づくりそのものです。

そうした営みの発展途上の一つの実践とし

て、学校評価を学校づくりに組みかえるとり

くみを紹介し、参加と共同の教育課程づくり

を模索したいと思います。

３．学校評価を参加と共同の学校づく

りに組みかえるとりくみ

私が在籍している埼玉県立草加東高校は、

2003年度に埼玉県学校自己評価システムの研

究推進校になり、「開かれた参加と共同の学

校づくり」に組みかえることをめざして、次

のようなとりくみを試みました。

（1）学校評価アンケートから教育活動を見

直す

2003年度に生徒に学校評価アンケートを取

ったところ、「何をしているときに充実感を

感じますか？」という質問に対して、「学校

行事などに打ち込んでいるとき」が２番目に

高い39.5％でした。

この結果を年度末総括の校内研修会で協議

し、「草加東高の良さを生徒は学校行事を通

して実感し、充実感を得て成長している」と

いう合意が形成され、年間計画の中で学校行

事に力を入れていくことが確認されました。

ちなみに、校内研修会は教職員を年齢や教

科、職種、男女比を考慮し、６グループに分

けてグループ討論形式で行いました。

（2）教科外活動 ～学校行事の改善

本校は、正直なところ「自主活動が盛んで、

行事がすべて生徒の手によって運営されてい

る」という状況にはほど遠いのが実情です。

そのような中で、学校行事のあり方を10年以

上前から試行錯誤をしてきました。例えば遠

足では、１学期の段階では高校に入っての人

間関係づくりを重視しようと、飯ごう炊飯や

レクレーション等の集団野外活動を取り入

れ、高校生活のスタートを大事にする行事と

してとりくんでいます。文化祭や体育祭でも、

生徒が表現する場を大切にしています。

「授業確保」という名目で、学校行事を削

減しようとする流れがともすれば起きがちな

中で、学校評価アンケートを通して生徒の実

態をつかみ、学校行事を生徒の人格形成の教

育活動として位置づけることができました。

（3）学校目標をつくりかえる

以上のようなとりくみは、学校自己評価が

始まってから特別にやり出したことではな

く、以前から教職員集団の実践を積み重ねて

きたものです。学校自己評価システムの導入

をきっかけに、年度末のグル－プ総括研修や

職員会議で協議を重ね、開校以来ほとんど見

直されることのなかった「知徳体」中心の学

校教育目標を、1947年教育基本法の精神を反

映した教育目標へとつくり変えました。

（4）授業改善のとりくみ①

～授業アンケートの結果から

「授業改善のために、授業アンケートを取

ろう」と学校評価システム運営委員会から提

案された時は、「教職員評価に使われるので

はないか」と、教職員から強い反対が出され

ました。「生徒にはつまらなくても、教えな

ければならない知識がある」「授業中に寝て
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いる。携帯でメールはしている。あんな生徒

は評価の主体たりえない」という意見も出ま

した。

しかし、「だからこそ授業は教員が一方的

に教授するものでなく、生徒と一緒に創りあ

げていきましょう。生徒が授業に対して何を

考えているのか、各教科の主体性を保障しア

ンケートは取ってみましょう」ということに

なりました。

2005年度に、私が所属する国語科の教科会

で議論し、「国語を学ぶ目的」を13項目あげ、

生徒に問いかけました。アンケート結果を20

05年度の総括研修会と生徒・保護者・地域代

表と教職員の四者が参加する第7回学校評価

連絡協議会に下記のように報告しています。

今回、アンケートを作成するにあたり、

現代文、古典と分けず、ひろく国語の観点

から「国語の授業にどのようなことを望み

ますか？」という質問の下、13項目を設

けた。

結果、どの学年・クラスにおいても、大

体以下の3項目を選ぶ生徒が多い傾向が出

た。

ウ 自分の意見を的確に表現する（話す、

書く）力を身につけたい

オ 文章の読解力を身につけたい

キ 漢字や言葉の意味を理解し身につけ

たい

これを受け、教科会で検討した結果、以

上の３項目は現在重視して授業を行ってい

る観点であることを再確認し、それが生徒

のニーズとほぼ一致していることから、今

後とも授業を行う際の基幹にしていくとい

うことで意見がまとまった。

先に「生徒は評価の主体たりえない」と発

言していたのは国語の教員だったのですが、

このアンケート結果が出たことによって、年

度末総括では、「生徒はともに授業をつくる

主体として信頼できる」という発言をするま

でに変化していました。

（5）授業改善のとりくみ② ～四者共同の授

業改善のとりくみ

埼玉県の学校自己評価システムは、コミュ

ニケーションツールとして機能させるため

に、生徒代表、保護者代表、地域代表と学校

代表の四者が参加する「学校評価懇話会（仮

称）」を設置するように定めています。

草加東高では、名称を「学校評価連絡協議

会」として、できるだけ多くの生徒・教職員

が参加できるように呼びかけています。学期

に１回ずつ開かれるこの協議会には、ここ数

年で生徒参加が増加し、毎回50～60人ぐらい

になっています。こうした中で、これまでに

次のような協議が行われています。

〈 協議会の発言から 〉

生徒：おもしろい授業をやってほしい。身

振り手振りも交えて。英語の授業はつま

らない。

教員：それは私の授業だと思うが、予習も

してこないでわかる授業をやってと言う

のは無理。私の高校時代と比べてもみな

さんは勉強しなさ過ぎる。だまされたと

思って予習をしてきて。そうすれば必ず

英語はおもしろくなるはず。

生徒：自分たちにも責任があることがわか

りました。

地域：声が大きいとか、板書がきれいとか、

そういう授業評価なら小中学校でもやっ

ている。草加東高の授業に何が求められ

ているのか。倫理の授業を見学し、カン

トとかヘーゲルをやっていた。そういう

教科ごとのねらいや専門性をどう出して

いくかが大事。

保護者：授業のねらいは何なのか、先生は

生徒にもっとぶつけてほしい。

生徒：おもしろいだけで良い授業と生徒が

評価するとは限らない。厳しくても、わ

かる授業を求めているので、アンケート

を取るとそういう結果が出ると思う。

この協議会では、これまで学校目標、携帯
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電話持ち込み禁止の校則や、セーターの自由

化、エアコンなどの教育条件、環境整備、部

活動のあり方等様々なことを話し合ってきま

した。協議会そのものに決定権はなくても、

学校の教育活動にじわじわと反映されていま

す。この四者協議会が初めて行われた時のあ

いさつで、教頭は「学校を開くと楽になる」

と述べました。「学校と保護者」「学校と地域」

「教職員と生徒」という二者の関係では、ベ

クトルが一方向に向きがちですが、四者が一

堂に会すると、大人は「子どもの最善の利益」

（子どもの権利条約）のために知恵を出し合

います。学校の課題を率直に伝え、生徒・保

護者や地域と共有し、解決の方向をともに協

議することは、学校を「ラク」にします。

４．参加と共同の教育課程づくりへの

発展をめざして

参加と共同の教育課程づくりをすすめ、改

訂学習指導要領の問題を乗り越える今後の課

題を以下のように整理してみます。

（1）教職員の専門性を発揮し、改訂学習指

導要領を生徒・保護者・地域に説明しよう

学習指導要領が改訂されたことをきっかけ

に、その中身はどのようになっているのか、

生徒・保護者・地域に説明をしてみましょ

う。ただし、説明だけで終わってしまえば、

上から押しつけられた「説明責任」と同じで

す。私たち教職員には、その専門性において、

1947年教育基本法の第10条の理念を学校現場

で生かすことが求められます。

生徒がどのように成長していくことを目標

にして、どういう教育課程づくりをしていく

のか、「国民全体に直接責任を負」い、学校

づくりをするパートナーとして共同していく

ために、説明することが求められるのです。

（2）生徒・保護者・地域の学校に対する疑

問や願いを聞こう

「説明」の次の段階は、生徒・保護者・地

域の疑問や願いを聞くことです。そうすると、

次のような疑問や願いが出てくるのではない

でしょうか。それを教育課程づくりに生かし

ましょう。

◆高校の勉強が受験対応に特化してもいいの

か、高校で身につけたい力とは何だろうか。

◆かけがえのない高校時代に、人間としてど

のように成長していきたいのか。

◆父母や地域住民は、生徒の成長・発達を保

障するために何ができるのか。

◆困難が集中している学校では、社会に出た

とき自分の権利を守るために、最低限必要な

知識として何を教えていかなくてはならない

のか。

（3）生徒の学力の実態を小・中学校の学習

指導要領の改訂からとらえ直そう

高校は序列化され、入試によって輪切りに

され、さらに「入試倍率が高かった（低かっ

た）から、今年の１年は学力が高い（低い）」

などととらえがちです。入試で振り分けられ

た時点から「学力の高低」を云々するのでな

く、小・中学校の学習指導要領の改訂前と後

で、何を学んできて、何を学んでこなかった

のか、そこから生徒の今まで身につけてきた

「学力」を問い直す必要があります。

小・中学校の改訂学習指導要領では、文部

科学省の「お墨付き」で小中の段階から格差

をつけられています。そのことに留意する必

要があります。

（4）生徒から「自己責任」の重圧を取り除

き、社会のしくみを見抜く主権者に育てよ

う

「進学校」でも、「困難を抱える」学校で

も、「普通」の学校でも、生きづらさ（註2）

を抱えている生徒はいます。私たち教職員は

「生徒のため」と思って進学や就職指導、生

徒指導を行っていますし、生徒に自立を求め

ています。それがプレッシャーとなって、い

つの間にか生徒に「自己責任」を押しつけて

いるのではと思われることがあります。
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若者の二人に一人は非正規雇用という実態

がある中で、生徒が自己責任に追い込まれな

いように、憲法25、26、27、28条を身につけ、

政治・社会のしくみを見抜く主権者に育てる

ことが求められます。

（5）CEART勧告を学校づくりに生かそう

1966年の「教員の地位に関する勧告」では、

「教育を受ける権利」を基本的人権とし、教

員が自由、創意、責任を専門職として果たす

ことが尊重されなければならない、という主

旨が述べられています。

2008年のCEART勧告では、教職員の同僚性

と専門的協同性が書き込まれています（註

３）。このCEART勧告を学校づくりに生かしま

しょう。

（註１）植田健男「改訂学習指導要領と『自

前の教育課程』の意義について」（全教職

場学習討議資料『一つひとつの学校から自

分たちの教育課程づくりを』）2009年6月

（註２）『生きさせる思想』雨宮処凜・小森陽

一 新日本出版社2008年

（註３）CEARTダイアローグ「CEART勧告」を

生かす学校づくりをどうすすめるか（『高

校のひろば』72号2009年6月発行）

参考文献

○『高校のひろば』67号（2008年3月発行）

植田健男『参加と共同の学校づくり』と教育

課程づくり」

○『高校のひろば』71号（2009年3月発行）

植田健男「高等学校新学習指導要領の問題点」

○『高校のひろば』72号（2009年6月発行）

藤田昌士「改訂高等学校学習指導要領と道徳

教育－問題点と課題」

熊谷直樹「道徳教育の押しつけを教育実践で

どう切り返すか」

〔執筆：小池由美子/日高教副委員長〕

「お金がないと学校へ行けないの」首都圏高校生集会渋谷パレード/09.7.19
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〈第２のテーマ：高校「多様化」・再編のもとでの教育課程づくり〉

「特色」に頼らない学校づくりを、

「多様化」に偏らない教育課程づくりから

■「多様化」の波はどれほどか？

私たちは教育と学校の「多様化」にどこま

で問題意識を持っているでしょうか。

例えば多くの選択授業の中で、“生徒の受

け皿”と呼ばれるような科目ができているこ

とを容認してはいないでしょうか。進路別に

よるクラス編成を行っても、 “枠組み” だ

けで、実際はほとんど何も変わらない内実を

目の当たりにしたことはないでしょうか。

政府・文部科学省がすすめる『特色ある学

校づくり』の問題点が指摘され、教育の今日

的課題とされています。その一方で、先にあ

げたように、学校現場に「多様化」の波は比

較的容易に、そして着実に広まっていると言

わざるを得ません。

これには３つの理由があると思います。

１つ目の理由は、平等・共通・共同の教育

を実現するために、生徒や地域の実情に合っ

た「多様性」の重視が、今も教育の一つの理
．．．

想であり、推奨されるべきものとして私たち

の実践の根底にしっかりと根づいているから

です。私たちはこの純粋な想いがあるが故に、

「多様性」が「多様化」にシフトされている

ことに気がつきにくくなってしまっていると

考えることができます。“生徒のために”と

いう言葉が免罪符となり、「多様性」の浸透

のため“機能性”を求めるあまりにマニュア

ル化、システム化だけが先走ってしまった結

果が、「多様化」を進行させる一助となった

ことは否めません。

２つ目は、私たち一人ひとりが自分のこと

として「多様化」に対して、しっかりとした

問題意識を持てないでいたり、どこかで「多

様化」を是としていたりしているからです。

日々の多忙感からや外からの評価などを気

にするあまり、私たちは生徒の「総合的な成

長・発達」を“想像”できないまま、「断片

的な成長・発達」を“実感”することを求め

てしまいがちになります。進学実績をあげる

ための受験指導や、勝利至上主義の部活動指

導などに傾倒することで、目に見える成果ば

かりを追い求めているのです。また急速に拡

大している教育の格差は、教職員個々人の努

力で解決できないほどになってきています。

そんな中で、“仕方”なく「多様化」を受け

入れてしまっている現実もあります。

３つ目は、教育行政による「押しつけ」が

あまりに矢継ぎ早で、しかも膨大であるから

です。多くの目標は数値化され、短絡的な結

果や実績が学校現場にあからさまに求められ

るようになってきました。また予算や人的保

障といった“現場の弱み”に付け込んで、「多

様化」を促したりもされています。

現場はこの攻撃に苦渋の選択を強いられる

ことが多くなりました。そして、そんな毎日

に辟易しながらも、いつしか慣れてしまって

いたり、もしかしたらすでに麻痺してしまう

ほど疲弊しているということもあるのではな

いでしょうか。

■「多様化」の問題点は何か？

「多様化」は学校に「差別・選別」を持ち

込み、教育の「格差」を生み出す大きな要因

となりました。教育の「格差」はそのまま貧

困に結びつき、経済的・社会的な「格差」の

発生につながっています。しかも、貧困がさ
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らに教育の「格差」を助長し、“貧困の世代

間連鎖”と“教育と経済「格差」のローテー

ション”となって、社会的援助や根本的な解

決が図られなければ抜けられないほどの深い

溝になっているのです。そして、その溝の入

口が教育の現場で大きく開いているのです。

また、『特色ある学校づくり』の特徴でも

あるトラッキング（能力や進路などの差によ

ってコースを振り分ける教育のこと。習熟度

別指導や進路別コース制など）は、1970年代

から80年代にかけて欧米諸国で研究しつくさ

れました。教育的効果に有効性は見られず、

むしろ危険性さえはらむことを実証する結果

が示されています。

OECDが行ったPISAの結果（PISAショック）

が今日の学力問題のきっかけともなっていま

すが、フィンランドをはじめとするPISAの上

位国に共通するのが、トラッキングを廃止あ

るいは廃止を推進している国ということで

す。これらの国々は、日本の義務教育制度に

おける平等な教育を自国の教育改革の手本と

して研究してきました。逆に日本はPISAショ

ックを受け、トラッキングを取り入れ強化す

ることを目指しています。これは教育が後退

している以外の何者でもありません。

■ 一人ひとりがみんなと一緒に

～「多様化」を乗り越える３つの提案

「多様化」・再編・格差拡大のもとでの教

育課程づくりを考えるとき、「多様化」のも

とで教育課程を話題にする前に、いま一度、

「多様化」を見直し、自分のこととして考え

てみることが必要なのではないでしょうか。

そのためのポイントを３つ提案します。

１つ目は、私たちひとりひとりが自発的に

研修を重ね、真摯に学ぶことです。

具体的には、

（１）あらためて、どんな授業をするのか、

学級経営をどうすすめていくのか、創意工

夫をこらすこと。

（２）自分の学校でどんな「多様化」がすす

められているのか、それが生徒にどんな影

響を与えているのかを検証し、実践するこ

と。

２つ目は、私たちが「多様化」を受け入れ

る理由として存在する“思い込み”をリセッ

トすることです。

その“思い込み”とは、以下のようなもの

があります。

（１）「能力別・進路別に分けた方が、生徒

が同じグループ内において積極的によりよ

く学べる」といった発想。

（２）「能力別・進路別に分けた方が全体の

学力向上につながる」という発想。

（３）「能力別・進路別に分けた方が学力の

格差を縮小できる」という発想。

（４）「能力別・進路別に分けた方が教師の

指導が容易であり、教育効果が高い」とい

う発想。

これらの発想をリセットするための一つの

方法に、各校で行われている学校行事の実践

に注目することがあげられます。特に生徒会

活動の一環として行われる行事は、全体での

共通した取り組みが大きな学習効果を発揮

し、その成果が各個人にしっかりとフィード

バックされる、実践の宝庫です。

生徒全体で行う共通した学習活動が、高い

教育効果をもたらすという認識は、日頃の私

たちの教育実践に光をあて、自らに自信を与

えてくれるきっかけにもなるはずです。

３つ目は、共通教養の探求を図ることです。

すべての高校生に身につけてほしい共通の

教養・知識とはどんなものか。そして、その

教養・知識を自分たちの学校ではどのように

生徒に伝えていくのかを考えていく必要があ

ります。「どんな生徒を育てたいのか」「生徒

に何を伝えたいのか」が再検討されるきっか

けとして、「どんな学校をつくっていくのか」、

そしてその実現のために「どんな教育課程を

求めていくのか」という順序で話し合われて

いくことこそが大切です。

その指標の一つが、各校の校風・校訓であ

り、学校教育目標なのではないでしょうか。
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■ 今できる第一歩は？

私たちは、それぞれの学校で、“多様化の

波”に負けずに、どうやったら教育課程の編

成を自分たちの手に取り戻すことができるの

でしょうか。先に提案した「３つのポイント」

を実践するエネルギーは、どこから生まれて

くるのでしょうか。

それは、「（自分たちの学校を）どんな学校

にしたいのか」「（目の前の生徒に）どんな人

間に成長してほしいのか」「（自分たちは）ど

んな教師になりたいのか」という想いが結集

されたところにあるのだと思います。

細かいことはさておき、まずは根本を見つ

め直してみませんか？

必要であれば、初心にかえってもう一度あ

の頃読んだ本を開いてみませんか？

ぼんやりと頭の中にあるイメージをしっか

りとした自分の考えにするために、あらため

て勉強してみませんか？

自分の考えがはっきりしたら、誰かに話し

てみませんか？

お互いの考えをぶつけ合える仲間や雰囲気

を職場づくりを通して探してみませんか？

まずは同じ学年や同じ教科などの同僚か

ら、そして一人じゃなくなったら、あえて意

識して、他学年や他教科、座席の遠い人に声

をかけてみませんか？「どうしたらいいんだ

ろうね？」って。

今「格差」が問題視されながら、その有効

な解決策が見出せない状況が続いています。

「格差」の背景にさまざまな「多様化」が潜

み、その要因の一角となっていることになか

なかスポットが当たらないからです。

しかしながら、「公教育が本来持つ可能性」

は必ずこの問題で苦しんでいる多くの人々の

光となるものです。これまでの多くの実践に

自信を持っていくことが、地域・父母・生徒

の期待に応えることのできる私たちの姿なの

ではないでしょうか。

〔執筆：赤松貴司/日高教教文推進委員、

北海道高教組〕

〈第２のテーマ：高校「多様化」・再編のもとでの教育課程づくり〉

「多様化」・再編・格差拡大を乗り越える

教育課程づくり

■ 高校生にどんな力をつけるか？

普通科や大学進学に特化した専門学科をも

つ高校では、いわゆる国公立大学や有名私大

に何人の合格者を出したかということが学校

の「評価」となっています。その出口（＝高

校卒業時）での成果は、高校入学という入口

でほとんどが決まってしまうのが実態です。

それゆえに、学区の拡大や完全単独選抜、特

色選抜などの高校入試制度改革をともなっ

て、少しでも「優秀」な中学生を集めようと

高校が競い合わされています。

したがって、高校入学の時点で進路がすで

に決定、あるいは１年の早い時点で「大学の

学部・学科」を決定させ、決定された進路に

合わせて、なるべく多くの時間を学校に拘束

し学習させようとします。「学校の特色を出

せ」というのが教育委員会の指導ですが、各

学校で地域の実情をふまえながら、どんな高

校生を育てようとか、そのためにどんな学校

づくりをしよう、という教職員集団で議論が

行われることも少なくなりました。「進学校」

においては、校長から指示された「○○大学
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に何人」などの数値目標を学校目標に設定し、

どこもよく似た大学入試に有利なカリキュラ

ムを組んでいるのではないでしょうか。

本来、高校では、小学校・中学校と積み上

げてきたすべての国民に必要とされる共通の

学力や人格の完成の基礎を完成させるととも

に、それぞれの進路の分化に応じて、それに

備えた教育をすべき場所です。「共通」と「分

化」は高校教育の特徴ともいえます。

すべての高校生に主権者としてふさわしい

教養を身につけさせるために、共通な基礎的

な科目を等しく履修できること、そのうえで

関心の広がりや進路の多様性に対応できる選

択科目を履修できるようにすることが重要で

す。

また、ＨＲ活動や生徒会活動などが軽視さ

れる傾向にある中で、生徒の自主的な活動を

しっかりと教育課程の中に位置づけることで

す。生徒は、集団活動の中で、知恵を傾けて

意見を出し合い、一緒に行動するなかで連帯

と友情を育て、協力して目的を実現する喜び

と自信を培うことができます。そのなかで、

「どう生きるか」という自らの問いの答えを

出し、進路選択の力をつけ、ひいては、平和

で民主的な社会の主権者として生きていける

ための力をつけることにつながっていきま

す。生徒の全人格的な成長をトータルに保障

していく観点を、あらゆるとりくみにおいて

忘れないことが大切です。

■「小・中学校の学習内容の定着」

だけでいいのか？

新学習指導要領では、学校や生徒の実情に

応じて、義務教育段階の学習内容の定着を図

ることを打ち出しています。そのために、義

務教育の内容を復習するための「学校設定科

目」や「復習する時間」の設定、さらに必修

科目の授業時間を標準単位数以上にすること

など、学習に遅れがちな生徒の配慮すること

を明らかにしています。また、10分程度の単

位時間を授業時間へのカウントを認めていま

す。

これは、義務教育段階で学習内容が多くな

り、授業時間数の増加がそれに伴わず、落ち

こぼしや学習の遅れが出てくることを前提に

したものであり、義務教育段階からすすめら

れる差別化・複線化の教育を高校教育でいっ

そうおしすすすめるものです。

新学習指導要領では、国語総合（必修４単

位標準）、数学Ⅰ（必修３単位標準）、コミュ

ニケーション英語Ⅰ（必修３単位標準）をそ

れぞれ２単位までへらすことを可としていま

す。こうして減らした分も義務教育の学習内

容の定着に使うことも考えられます。そうす

ると、１年次よりの共通履修科目から大きな

違いが生じてくることになり、本来高校生に

身につけさせたい共通の教養を学ばせること

ができなくなりかねません。

新学習指導要領のいう「義務教育段階の学

習内容の定着」自体は重要なことですが、そ

の段階でとどまっていているだけでいいので

しょうか。

■「普通の高校」がめざす学習保障

のとりくみ実践

現行学習指導要領のもとでも、生徒間の学

力差が今まで以上に大きな問題になってきた

ために、高校において授業の一部や「総合的

な学習の時間」、補習、朝学習など、さまざ

まな機会を設けて義務教育段階での不十分な

部分を補う努力が行われています。

ここでは、教職員全体で生徒の実態を把握

することから出発し、その実態を反映した教

育目標をつくり、その実現のために教科や分

掌など学校全体で「学力保障のとりくみ」を

実践している京都府立朱雀高校（全日制・普

通科）のとりくみを紹介します。

朱雀高校では、1990年になってから、小・

中学校の学習指導要領改訂が子どもたちに影

響し、高校生の基礎学力と授業への意欲低下

が顕著になるとともに、生徒の家庭生活も大

きく変化しはじめたことに危機感もったこと
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から、学校全体でその対策として以下のよう

なとりくみを実践しています。

（1）生徒の実態把握と課題の明確化

まず、生徒の実態をつかむことからはじめ

ようと、「学習と生活とからだについての調

査」を毎年春に全生徒対象に実施します。授

業中の様子や家での食事や睡眠の実態、学習

時間、運動時間などを把握し、それを分析し、

学校全体での課題としています。

例えば、「今日のからだの調子が良い」と

答えた生徒は10％しかなく、これではまとも

に学習できる状況にないことがわかりまし

た。「からだの問題」が学力形成に大きな影

響を及ぼしてしていることから、養護教諭も

「学力問題専門部会」に加わり、より広範な

検討と「特設授業」などの総合的なとりくみ

をはじめました。また、食事を含めて生活や

からだの問題は、教職員の努力だけでは克服

できないことから、ＰＴＡと共に一定のとり

くみも進めており、今後のさらに追求する課

題となっています。さらに、生徒の「学習・

進路・生活に関する意識調査」も実施し、生

徒の意識にかみ合うような指導の改善に役立

てています。

（2）学校全体で教育目標の具体化

その課題解決のために、今の生徒の状況に

ふさわしい実践目標のもとになる学校の姿を

「３年間の学習プラン」という冊子にまとめ

ています。「何のために学ぶのか」「高校が何

のためになるのか」「何を学ぶのか」「高校に

ふさわしい学習方法」「身体とこころ」「部活

動と学習」「進路希望実現と学習」などが記

述されたこの冊子を用いて、新入生へのオリ

エンテーションで説明しています。地域の中

学校３年生にも「学習プラン」をもとにした

紹介パンフレットを配布しています。

また、校内組織として「学力問題専門委員

会」「自主活動検討会議」「教育相談協議会（「特

別支援」についての論議も行う）」という常

設の協議機関を置き、「学習プラン」の内容

についても、毎年の調査・分析と協議の中で、

学校全体で生徒の現状と課題を明らかにしな

がら改訂しています。

（3）小・中学校の基礎的学力を補完すると

りくみ

小・中学校において本来つけてあるべき基

礎的学力が本当についているのかを検証し、

何が不足しているのかを明確にして、それを

高校として直接補完するとりくみもはじめて

います。

まず、入学時に基礎学力についての学力診

断テスト（国保・数学・英語）を実施してい

ます。従来は、他校でも実施しているような

中学校の学習内容がどれだけ定着しているの

かを診断する目的で実施していましたが、高

校でつまずくような小学校の学習課題も含め

た内容にしています。「入学してきたすべて

の生徒にしっかりとした学力を」という目標

を達成していくために、例えば数学において

は、「単位あたりの量、比、小数、分数」の

項目ごとにできていない生徒を特定し、その

４項目で放課後に補充解説と再テストなどを

実施し、学力の回復を目指しています。

もう一つが、１年生全員を対象に「総合的

な学習の時間」を利用した基礎学力の補完の

とりくみです。数年前から国語、数学、英語、

家庭科を中心にそれぞれの教科で自主教材を

作ってとりくんできましたが、2007年度から

はそれを一冊の「脳と学力を鍛える基礎ノー

ト」としてまとめ、学習をすすめています。

この「基礎ノート」の「はじめに」にはこ

んな記述があります。

「今さら、小学校や中学校の『簡単な内容』

を復習してどんな意味があるのかと思う人が

いるかもしれません。（略）しかし、思うほ

ど決して『簡単な内容』内容ではないのです。

この冊子（ノート）では、高校生ならではの

方法を駆使して『再学習』を計画しました。

一例をあげましょう。分数の割り算の計算方

法については、（略）高校では、『なぜ分子と

分母を入れ替えてかければよいか』という疑
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問を解くことを目標に『再学習』をします。

これは割り算の『意味』を考えることにつな

がる高度な脳を鍛える学習です」。

「基礎ノート」では、再学習に必要不可欠

と考える英語、算数・数学、社会、漢字・言

葉、理科、食、読書の７つの章を設けていま

す。

「総合的な学習の時間」には、様々な教科

の教員が担当するため、基本的には生徒が自

習形式で学習できるように工夫されていま

す。また、１学期の終了時での確認テストや、

夏休みには「総合的な学習の時間」からも課

題を出し、２学期当初にはその課題に対する

確認テストを実施しています。

（4）「わかる授業」へのとりくみ

上記のとりくみとともに、朱雀高校で重視

しているのが「わかる授業」へのとりくみで

す。「どんなときに自分から進んで勉強する

意欲がわいてくるか」という生徒に対するア

ンケートに、約70％の生徒が「勉強の内容が

理解できたとき」「やり方がわかったとき」

をあげています。「わかる授業」を保障する

ことが、生徒にとって学校生活を充実したも

のにするための大きな要素となります。「わ

かりたい」「できるようになりたい」という

ことが生徒の基本的な願いであることを教職

員の共通認識として、各教科で「わかる授業」

の創造と実践をすすめています。

また、教職員一人ひとりの教育力量を高め

るために、「教職員研修会」「公開授業」「研

究授業」「授業アンケート」などのとりくみ

も行っています。さらに「特別支援教育」に

関わって、発達障害や身体に障害をもってい

るなどの特別な指導が必要な生徒に対して

も、具体的な事例で研修や研究を行い、「す

べての生徒に豊かな学力を保障する」学校教

育をすすめています。

■ 教育課程づくり～２つのポイント

以上のような京都府立朱雀高校のとりくみ

に学んで、教育課程づくりにおいて重要なポ

イントとなることを最後にまとめておきたい

と思います。

① 生徒の実態を把握し、理解することから

出発する

教育課程づくりの第一歩は、生徒の実態を

知ることです。すべての教科において学力の

実態を調べ、全教職員が認識することです。

また、生徒の食生活を含めた家庭生活、から

だ、学校生活の実態を調査も、教科教育や生

徒指導においても重要です。

②「高校は何をするところか」「なぜ学ぶの

か」－教育目標を全教職員、生徒、父母で

つくる

生徒が、学習意欲を生み出し、積極的に学

習に向かうためには、生徒自身が「高校で何

のために学ぶのか」という答えを見つけるこ

とがどうしても必要です。生徒が「何を学び、

何を獲得したいか」を明確にすることは、生

徒自らが「生徒による教育目標」つくること

につながります。

また、すべての教職員が「高校で学ぶ意義」

を生徒に語ることは、その学校の教育目標を

学校として確認し、教育実践の到達点を明ら

かにするという点でも大きな意義をもってい

ます。そのために「どのような生徒を育てる

のか」「高校教育の役割」についての教職員

の合意を形成することがとりわけ重要となり

ます。これらのとりくみは、生徒・父母も含

めた「参加と共同の学校づくり」をすすめて

いく礎となるものです。

［参考文献］

○学力保障と学校づくり（京都教育センター・

小野秀喜）

○朱雀高校・数学科における学力保障の取組

（朱雀高校・平野健三）

○朱雀高校の教育実践（朱雀高校・学力問題専

門部会）

○脳と学力を鍛える－基礎ノート（朱雀高校）

（執筆：佐野幸良/京都府高教文部長）
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〈第３のテーマ：今、問われる「学力問題」と教育課程づくり〉

高校生にこんな力をつけたい、つけてほしい

１．青年期の「危機」

ひとりの人間の発達史において、青年期は

「第二の誕生」（ルソー）と表現されます。

それは、内的な価値（理想）に目覚める時期

であり、「いかに生きるか」を模索する時期

であり、それゆえに「産みの苦しみ」を経験

する時期でもあるからです。この時期こそは、

彼ら自身において、自分がどんな人間になっ

ていくのかを決定する「生涯で最も激動的で

実り豊かな時期」（竹内常一）に他なりませ

ん。

しかし、現代日本の社会的・経済的な状況

が、青年期を生きる若者にさまざまな困難を

突きつけています。

「競争」と「選別」のなかで陰湿化するい

じめや、自己肯定感のなさを背景とする「ニ

ート」「ひきこもり」に加え、「派遣」「期間

工」といった不安定雇用の増加は、公的なセ

ーフティーネットの欠如とあいまって「すべ

り台社会」（湯浅誠）とも呼ばれる日本特有

の状況をつくりだし、若者の生活そのものを

脅かしています。

家庭の経済的苦境から就修学が困難となる

高校生・大学生も激増しています。経済的な

「格差」が学力の「格差」となり、結果とし

て「貧困」を再生産する現象も指摘されるよ

うになりました。

一方で、このような若者の困難をすべて「自

己責任」と片付けてしまう「新自由主義」的

な価値観は、むしろ無責任に垂れ流されてい

ます。「いかに生きるか」を見失い、「自分探

し」の途上で立ち尽くす若者の姿は、まさに

「青年期」の「危機」を象徴するものです。

２．「学力低下」をめぐる問題

「分数ができない大学生」（1999年、西村

和雄）など象徴的なケースが引き合いに出さ

れ、「学力低下」が叫ばれるようになって10

年以上になります。「ゆとり」「生きる力」「総

合的な学習の時間」など、現行学習指導要領

の核心部分こそ「学力低下」の原因であると

の批判が強まり、それは指導要領に対する保

護者の「恐怖心」をあおる役割を果たしまし

た。

こうした現象は、加熱する「いじめ」報道

などとともに、公教育への不信・不安を強調

し、結果的に、政府・文科省による教育基本

法改悪の強行を許すこととなりました。

現行学習指導要領の「ゆとり」重視の要素

として、加熱する「受験圧力」への対抗と、

「受験学力」偏重への反省が少なからずあっ

たはずです。しかし現在、少子化の時代に生

き残りをかけて受験指導を強化し、「実績」

をあげる私学が人気を呼んでいます。一方で

公立高校は、学校統廃合をともなった学区拡

大のもとで、「特色づくり」による「生き残

り競争」に駆り立てられています。

深刻な問題は、「学力とは何か」という本

質的な問いかけには答えないまま、「学力低

教育課程づくり第１次討議資料

首都圏高校生集会渋谷パレード/09.7.19
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下」の大合唱が続き、いつの間にか「受験学

力」への懐古、「受験圧力」の復権につなが

ってしまっていることにあります。

３．深刻なのは「学びからの逃走」

「学力低下」というとき、漢字の読み書き

や計算能力が大切だと語る内容はあっても、

ではどの時点のどういった「学力」と比較し

て、具体的にどれだけ低下しているのかは、

ほとんど語られません。これは、先に述べた

現行学習指導要領への「恐怖心」にみられる

ように、「学力低下」が、漠然としたイメー

ジでしかとらえられていないことを示してい

ます。

むしろ具体的な数値から明らかなのは、「高

校生の４割が学校外の学習時間がゼロであ

る」といった、日本の子どもの「学びからの

逃走」（佐藤学）です。「教科嫌い」や学習時

間、読書時間の減少などにあらわれた「勉強

はもうしたくない」という思い、すなわち学

習意欲の顕著な低下が、「学力低下」論の根

底にあるのです。

かつて日本をはじめとする東アジアの国々

でおこなわれてきた学校教育は、①膨大な知

識の画一的効率的伝達 ②競争的環境での確

実な習得といった、いわば「教育の工場」的

な生産性と効率性を重視してきました。

日本でいう「高度経済成長期」のような急

速な産業化が進行している社会では、こうし

たスタイルが効果的といえます。しかし、19

80年代の不況を経て、すでにそのような状態

ではなくなっている現代日本においては、こ

の「東アジア型教育」によって子どもたちが

親よりも高い社会的地位を獲得することはき

わめて困難です。ここから、「何を学ぼうと

人生（社会）は変わらない」という、学びに

対するニヒリズム（虚無）が生まれ、加えて

「教育改革」と称し子ども・保護者・学校そ

して教師にそれぞれ「自己責任」を押しつけ

る教育行政の「無責任」が、「ひたむきに学

ぶなんてバカバカしい」「どんな内容の知識

も文化も、自分には関係ない」というシニシ

ズム（冷笑）を広げてきたのです。

４．新学習指導要領と私たちの教育課

程づくり

ＰＩＳＡなど国際的な学力調査が指摘す

る、日本の子どもの「知識を文脈に応じて活

用する能力」、つまり創造的な探求や思考力

および表現力の「低下」（欠如）は、「学びか

らの逃走」の当然の帰結といえます。ところ

が授業時数増や土曜活用、発展的な内容の取

扱い復活に見られるように、新学習指導要領

においては、「ゆとり教育」への「反省」と

称し、「学力」を「量」としてとらえる「東

アジア型教育」「受験学力」回帰の傾向が強

められています。表面的な「学力低下」分析

にとどまり、「学びからの逃走」から目を背

ける姿勢には大きな疑問を禁じえませんし、

「自己責任」論を克服しないまま復古的な「受

験圧力」が高まれば、青年期の「危機」はま

すます深刻化するでしょう。

このような新学習指導要領の出現に際し

て、私たち教職員には、いわゆる青年期の課

題を意識しつつ、「学力」を「量」ではなく

「質」として問いなおすことが求められてい

ます。そのうえで、「学力」を含め、どうい

った力を高校生につけていきたいかを率直か

つ広く語り合いながら、教育課程づくりをす

すめることが必要です。

５．高校生につけたい「３つの力」

高校生に「つけたい力」のひとつの視点と

して、ここでは「だまされない力」「手をつ

なぐ力」「平和の力（平和を創る力）」という、

３つの視点（矢川徳光）を紹介します。

まず「だまされない力」は「知性の力」と

言いかえることができます。一方的な「自己

責任」の押しつけに、価値観の多様性を認め

ながら論理的に対抗する「知性」は、まさに

現代の青年に不可欠な力です。新学習指導要

領でも、情報リテラシー能力などとして重視
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されています。「知性」を身につけるために

は、教師による「教え」から主体的な「学び」

への転換が重要です。この点において、「画

一的効率的伝達」の手段としての一斉授業方

式を見直しながら、教師だけでなく、子ども

が主人公となる授業をすすめる実践も増えて

きました。

主体的な「学び」の中ではまた、子どもた

ちの「手をつなぐ力」が育まれます。さらに

「手をつなぐ」輪を広げていくことにより、

いま自分たちが学んでいること、身につけよ

うとしている力が、日々の授業やＨＲ活動、

学校行事などを通じて教室から地域へ、地域

から世界へ、そして人類そのものにつながっ

ていく。このような認識の積み重ねが、彼ら

の「平和の力（平和を創る力）」を生み出す

源となります。

以上は一例ですが、私たちの教育課程づく

りは、こうした視点から「わかる喜び」「達

成する楽しさ」を保障し、努力のしがいが見

え、努力の結果が実感できるような授業や特

別活動を軸にすすめられるべきでしょう。

ともすれば私たち自身も陥りやすい、「社

会（学校）は変わらない」「自分には関係な

い」といったニヒリズム、シニシズムからの

解放と、限りなく成長していく教師としての

「自分さがし」＝教育課程づくりに、今こそ

高校生とともに正面から向き合いたいもので

す。

（執筆：藤原 真/岡山高教組教文部長）

〈第３のテーマ：今、問われる「学力問題」と教育課程づくり〉

学習指導要領改訂と

高校における教育課程づくりの課題

■ はじめに

学習指導要領とは、本来、「教育課程の基

準」です。一つひとつの学校にとって教育課

程が持つ本来の意味合いや、その重みを考え

れば、その学習指導要領に内容的・手続き的

な問題が含まれているとしたら、それに対し

て教育実践現場から生徒たちの現実と教育条

理を踏まえたきびしい批判を加えるのは当然

のことです。

まして、今回の新学習指導要領は「21世紀

教育改革」のねらいを如実に実現するものと

して設計されており、これまでとは時期を画

するような根本的な問題が含まれていること

は明らかですので、そうした批判の努力が必

要であることは間違いありません。

しかし、ここで忘れていけないのは、私た

ちにとって学習指導要領に対する批判を加え

ること自体が最終的な課題なのではなく、実

際の学校における教育課程をどのようなもの

としてつくりあげることこそが、最も重要な

教育実践上の課題であるということです。

ここでいう教育課程とは、単なる「教育内

容」(直截な表現をするなら、学校教育で「教

える」べき中身)といった程度の意味に留ま

るものではありません。それは、一つひとつ

の学校においてつくられる、教科･教科外に

わたる教育活動の全体計画を意味していま

す。学校毎に異なる地域や生徒たちの実態を

踏まえ、常に、そこから出発して問題の所在

や教育上の課題を明らかにするものでなけれ

ばなりませんし、それをどういった教科、教

科外の教育活動のなかで解いていくのか、そ

の道筋を示すものです。

そのためには、教職員をはじめとする教育
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関係当事者が共有しあい、教育実践のなかで

検証しつつ、積み立てていくこと大切であり、

また、その学校が今まさに克服しなければな

らない課題を鮮明にする、固有の教育目標を

しっかりと設定することが必要とされていま

す。そして、そこから教科課程のみならず、

教科外の指導計画を詳細に組み立てていくこ

とが求められています。

■ 高校における「教育課程」の現状

それでは学校現場、特に高校における「教

育課程」の理解（現状）は、どうなっている

のでしょうか。

確かに、小・中学校など義務制の学校では、

教育行政をはじめとするさまざまな制約の下

で教育課程づくりは困難で大変そうだが、少

なくとも高校では、決して、十分とまでは言

えないにしても、それなりに教育課程づくり

はできている、というのが高校教師の大方の

認識ではないでしょうか。

その根拠は、少なくとも「教育課程表」は

各高校においてつくっているし、そこに教師

たちが関わらないということはまず考えられ

ず、それらは決して「上」から押しつけられ

てつくられているわけではないからです。

しかし、現状において、高校で「教育課程」

と呼ばれているものの実態を考えたとき、そ

こには検討を要する問題が含まれていると思

わざるを得ません。一見、多くの高校現場に

おいて自主的に教育課程づくりがなされてい

るように見えるとしても、先の意味での本来

の教育課程が、生徒の実態と教育条理を踏ま

えてつくられている場合は、決して、多くは

ないはずだからです。

教育課程表は、あくまでもそれぞれの学科

やコースにおける各学年の、主として教科の

単位の組み合わせは明示されているとして

も、そこから先の教育活動の中身を明確にし

たものとは言えません。また、先のような教

育目標があって、それを前提としてつくられ

ているという場合も極めて少ないのです。「教

育課程表」が持つ意義は明らかであるとして

も、それをそのまま「教育活動の全体計画」

と捉えることはできないでしょう。

教科教育の実質は、単位数だけで示される

ものではありませんし、まして、教育課程表

に表されない教科外活動が、生徒たちの「人

間的自立」にとって極めて重要な意味を持っ

ているにもかかわらず、それは教育課程表だ

けからでは決して読みとることができませ

ん。そうした活動に対する学校におけるおけ

る教育的な合意は示されていないのです。

■ 高校教育と教育課程

高校教育は完成教育であり、本来、普通教

育と専門教育とをあわせ課すものであって、

決して、大学への進学が高校教育のすべてで

はありえません。その意味では、ここでの指

摘は極めて不十分なものであるのかもしれま

せんが、大学への「進学準備教育」という命

題が高校教育の現状を重苦しいまでに規定し

ていることを踏まえて、今回は、敢えて、高

校から送り込まれてくる学生を受け止めてい

る大学の教員としての立場から、若干の指摘

をさせて頂きたいと思います。

私が所属している大学院研究科にも多くの

現職教員がおられますし、さまざまな機会に

高校教員の方々に接触する機会があります。

そこでいつも気になるのは、やはり先の大学

への「進学準備教育」の問題です。

過度にセンター対策にバイアスがかかった

高校教育が、いわゆる「受験競争力」を高め

ていることは確かだとしても、私がいま置か

れている立場から見れば、それが大学入学後

の学生たちにとって、いかなる意味での高等

教育への「準備」をしているのかについては

大いに疑問を感じざるをえません。

もちろん、それは大学教員の勝手な言い分

に過ぎず、高校教育を歪めているのは大学入

試そのものではないか、との高校現場からの

当然の批判には甘んじるしかありません。こ

こで詳しくは展開できませんし、必ずしも、
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そうした批判を正面から受けてのものとは言

えないとしても、先に指摘したような問題（高

等教育へのスムースな接続）から、大学入試

自体についても大きく見直されつつあること

は事実なのです。推薦入試やＡＯ入試につい

ても同様です。

お話しを元に戻しますと、決して、これま

での教育政策に対して批判的な問題意識を持

たない教員たちだけではなく、良心的な高校

教員の方たちも含めて、「大学入試対策」と

いう呪縛はあまりに強く、真剣に生徒たちの

ために良かれと考えて、センター試験対策に

バイアスのかかった授業を展開されている場

合が多々見られるように思います。

受験教育体制に対していろいろと批判があ

ることは解っていても、そうした「対策」を

講じるかどうかで、得点というかたちで表れ

る「競争力」と、そこから導き出される「結

果」や「成果」の違いは歴然としているでは

ないか、というのが大方の認識でしょうし、

そうした意味での事実そのものは、確かに否

定し難いと思います。

しかし、そこに潜んでいる問題はあまりに

根深く高校教育の現状を蝕んでおり、決して、

「結果」良ければすべて良し、と言い切れる

ほどに単純なものではありません。果たして、

高校を卒業して後の生徒たちの実態について

どこまで自覚されているか、大いに気になる

ところです。もちろん、それは大学に進学し

た生徒たちだけの問題ではないはずです。

■ 大学生の現状

少し前に、大学生の「学力低下」問題がさ

んざん論じられたことは、いまだ記憶に新し

いことと思います。しかし、単なる「学力低

下」という批判ではすまされないような重大

な問題が存在していることも見落としてはな

りません。実は、こうした場合に「高学力」

と言われている学生たちについても、十分に

「学力」をめぐる深刻な問題が存在している

のです。

ここで敢えて大胆に問題提起させて頂くな

ら、果たして、次のような問題は高校教育の

現場でどの程度意識され、教育活動を組み立

てていくうえで反映されているのでしょう

か。

センター入試対策中心の対応では、すべて

の教科が対象にならないとしても、少なくと

も当該の教科については、徹底した教科教育

が行われているように見えます。

しかし、専らセンター入試で出題される事

がらや領域だけが取り扱われ、また、その出

題形式に対応する答え方が重視される結果と

して、実は、その一方で、教科教育そのもの

についても「形骸化」が進行しているのでは

ないでしょうか。単なる「入試対策」に終わ

ることなく、それぞれの教科が持っているは

ずの本来の目的や内容はしっかりと確保され

ているでしょうか。

「入試対策」が重視され、センター入試型

の知識の集積が目的化された結果として、大

学生たちの「教養」には相当程度の大きな

「穴」が開いているように見えます。入試科

目であるかどうかということで、教科間のア

ンバランスもひどくなっていることも相まっ

て、教科の知識さえ大学における「知」の追

究の基盤としてはかなり脆弱なものになって

いるのです。

また、今は「キャリア教育」などという怪

しげな外来語が教育界を跋扈していますが、

もともとわが国には進路指導という教育的な

概念と、それにもとづく教育活動が存在して

いました。しかし、今や「進路指導」は、生

徒たちの偏差値に応じた大学進学の振り分け

のようなものに堕してしまい、著しく形骸化

しているといっても過言ではないでしょう。

大学とは何か、そこにおける学びの意味や、

自らがどのような進路を築きあげていきたい

のかが問われないままに、自分の偏差値で合

格可能な大学や学部が宛がわれる結果、せっ

かく大学に入学しても学問に対する問題意識

や目的意識のない学生は相当程度存在してお

り、その後、不適応状態に陥ってしまう学生
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たちが少なからず存在しています。また、自

分自身ではっきりとした説明はできないけれ

ども、「不本意入学」という意識を強く持っ

たまま、それを拭い去れず、かと言って何を

したらいいのかも解らない、数多くの「迷え

る」学生たちが存在しています。

こうしたなかで一般的には「優秀」である

と見なされている学生たちもまた、大学にお

ける「学問」の世界へと入っていけないとい

う重大な問題が存在しているのです。このよ

うに高等教育にスムースに接続しない中等教

育とは一体何なのかが、大学においても深刻

な問題としてクローズアップされるようにな

ってきており、従来のようなセンター入試に

重点を置いた大学入試の在り方そのものも、

明らかに「問い直し」の対象となってきてい

るのです。

もちろん、明確な課題意識を伴わず、した

がって制度設計のはっきりしない推薦入試

や、せいぜい体の良い推薦入試に過ぎないよ

うな、名前ばかりのＡＯ入試についても同様

です。

■「学習指導要領体制」と

「センター入試体制」

大学入試、特に、センター試験の公正性を

担保するためには、コンパラビリティ（比較

可能性）が必要であり、したがって教育内容

の「平準化」（画一化）はいわば「必要悪」

として認めざるを得ないのではないか、とい

った捉え方が一般に根強く存在しているよう

です。そして、そのことが学習指導要領の「必

要性」を裏づけたり、その存在を正統化し、

承認する根拠となっているようにも見えま

す。

しかし、現実に引き起こされている事態は、

「教育内容」の「平準化」などと言ったよう

なものではありません。現実には、学校の「教

育課程」の「平準化」となって表れ、高校教

育をめぐる問題を増幅させ、高校での教育活

動にとって致命的な結果をもたらしていると

は言えないでしょうか。全国で想定される「平

準化」された高校生などは実在せず、したが

ってその結果として、高校における教育活動

がセンター入試対応という価値で一色に塗り

潰されてしまうことの否定的な影響とその結

果に、もっと留意する必要があります。

地域や生徒の実態が学校毎に異なっている

以上、それに応じて一つひとつの学校に固有

の（私の表現では、「自前の」）教育活動の全

体計画を組み立て、生徒たちの「人間的な自

立」を援助し導くべき高校教育が、大学入試

対応以外に、いかなる意味で固有の教育的な

価値を生み出しているのかが、問われていま

す。大学に進学しない生徒もいるし、いても

当然であるにもかかわらず、そうした生徒た

ちが教育活動の対象として正当に位置づけら

れていない。しかも、上位の「成果」をあげ

てくれる生徒たちのみに向けて教育活動が組

まれているとしたら、それはすべての生徒た

ちにとって健全な高校教育と言えるのでしょ

うか。

そうした生徒たちには、部活での成績や資

格試験の成果を追い求めることで、別の活躍

の場を用意していると考えて良いのでしょう

か。

「○○大学に何人合格させたのか」という

ことは、教育的な価値ではありません。結果

として、いわゆる「有名大学」にたくさんの

合格者が出ても、それは決して否定されたり

非難されるべきことではありませんし、生徒

たちが自らの意思でその進路を克ち取ったの

であれば、それは讃えられるべきことでしょ

う。しかし、決して、その逆ではありません。

「有名大学」に一人でも多くの生徒を送り込

むことが、高校教育の目的ではないのです。

世間一般から見れば「見窄らしい結果」で

あっても、それが生徒たち自らが撰び取った

進路の実現の結果であれば、その事実に即し

て正当に評価して然るべきはないでしょう

か。「世間の目」に合わせて学校の教育活動

の評価基準を歪めてしまう必要はありませ

ん。にもかかわらず、そこに簡単に押し流さ
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れてしまうのは、そうした「世間の目」に対

抗できるだけの教育活動の軸（本来の教育課

程）を持っていないからなのではないのでし

ょうか。

■ おわりに

中部地区では高校の教職員組合と各大学と

の間で、大学入試の問題について検討しあう

場を設け、議論をしてきた経過があります。

こうした活動のなかで、大学側が高校教育の

現状を意識し、少なくともそれを歪めること

の無いような大学入試を、ということで相互

の批判点検のもとで議論を積み上げてきまし

た。その到達点は、決して満足のいくものと

までは言えないし、日本全体の入試制度を変

えるものではないとしても、こうした仕組み

を地域のなかでつくりあげていくことは、健

全な議論を積み上げていくうえで極めて重要

なものです。

願わくば、単なる入試問題そのものの適切

さの点検を超えて、高校教育と大学教育の現

状や課題を交流し合い、その問題解決を考え

合う場へと発展させていければと願っていま

す。

そうした議論をするためにも、本来の意味

での教育課程づくりが一つひとつの高校で求

められていると思います。

〔執筆：植田健男/名古屋大学大学院教授〕

「教育のつどい2008」子ども分科会での討論風景
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〈第４のテーマ：高校での「道徳教育」にどう立ち向かうか〉

「道徳教育」のねらいと私たちがめざすもの

１．子どもたちの現状はどうなってい

るのでしょうか？

（1）少年犯罪の増加・凶悪化・低年齢化、

自殺の増加、規範意識の低下は事実か？

「2001年以降、社会情勢はいっそう悪化し

た。犯罪が増え、自殺が増えた。青少年によ

る不可解な事件犯罪も後を絶たず、ひきこも

り、ネット心中も問題になった。そして400

万人を超えるフリーター、無業者。事態はか

なり深刻だ。この事態を、のんびり、お気楽、

自然体の若者たちが乗りきれるものか。かな

り怪しい。たしかに彼ら自身の問題もあるが、

社会全体として対策を講じていかねばならな

い面も大きい。そのためには正しい現状認識

が必要である」(*1)

これは、マーケティング・アナリストと称

する人の著書からの引用ですが、彼ばかりで

なく若者を否定的にとらえる主張が多く見ら

れるようになりました。しかし、こうした若

者論の多くは、正確なデータの分析によらな

い印象論で若者を語っている場合がほとんど

で、こうした批判をしている発信者にこそ、

穿った固定観念があるのではないかとの指摘

もあります。(*2)

埼玉県教育委員会が高校生向けにつくった

「道徳教育」資料集の「あいさつ」で、島村

和男教育長は次のように述べています。(*3)

「国際化や高度情報化、少子高齢化など、

社会が急激に変化し、人の考え方や生き方が

極めて多様化している今日、暴力行為や自殺、

ネットいじめ、規範意識の低下が社会問題と

なっております。これらは決して対岸の火事

ではなく、すべての高等学校で起こり得るこ

とであり、その根本的な解決には、生徒の心

に働きかける道徳教育の推進が重要です」

何を根拠にこのような指摘をしているので

しょうか。子どもたちの状況は本当に「社会

問題となって」いるのでしょうか。「道徳教

育」の推進によって「その根本的な解決」が

図られるのでしょうか。これらの主張は、い

っさいの論証ぬきに若者の問題を印象論で語

り、煽られた危機感を利用して「道徳教育」

の必要性を強調しているに過ぎません。

自身も若者である研究者が、警察庁の発表

している詳細なデータをもとに、少年による

犯罪は急増していないし、凶悪化、低年齢化

もしてない、若者の自殺も増加していないと

指摘しています。(*4)

また、詳細なアンケート調査と統計学的な

分析によって、「若者の道徳・規範意識が低

下している」というのはウソであり、彼らの

大半は十分といってよいほど社会を判ってい

るし、道徳・規範に反抗したり抵抗は考えて

いないということを実証した研究もありま

す。(*2・5)

少年犯罪の増加、凶悪化、低年齢化や自殺

の増加、そして若者の規範意識の低下などが

声高に叫ばれ、「道徳教育」を批判しにくい

雰囲気がつくられています。しかし、少年犯

罪は増えてもいないし、凶悪化も低年齢化も

していない、若者の自殺も増えていない。若

者たちの多くは、現状の社会で必要とされて

いる価値観に従って健気に生きているという

のが事実です。

（2）子どもの育つ環境の著しい劣化

学校現場が学級崩壊やいじめ、不登校、高

校中退など多くの困難をかかえていることは

事実ですし、多くの子どもたちが生きにくさ

をかかえていることも事実です。しかし、子
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どもたちや若者全般の道徳・規範意識が低下

しているわけではありませんから、その原因

を子どもたちの「心」の問題にもとめること

ができないことは明らかです。

今、明らかになりつつあるのは、子どもた

ちの困難の背景に、貧困と格差の拡大によっ

て生まれている「子どもの貧困」があるとい

うことです。

就学援助についてみると、文部科学省の調

査では、2007年度には援助受給者は142万人

で、援助率は13.7％にまで増加しています。

また、授業料減免を受ける高校生の数も増

え続け、文部科学省の資料によると、2005年

度には全日制では10人に1人、定時制では5人

に1人もの生徒が授業料の減免を受けていま

す。(*7)

「道徳教育」を押しつける以前に、子ども

たちの育つ環境をめぐるこうした実態を的確

につかみ、「子どもの貧困」といわれるこの

ような状況が、子どもたちの成長・発達にど

のような影響を与えているのか。その解決に

は何が必要なのかについて、事実に即して論

じるべきなのではないでしょうか。

子どもたちの育つ環境の劣化にもかかわら

ず、少年犯罪の増加、凶悪化、低年齢化、自

殺の増加、規範意識の低下という事実が統計

的に否定されるということからは、困難な状

況にありながら家庭や学校が果たしている十

分な役割、成長に向かっている子どもたちの

状況を読み込めます。

いくつかの否定的な実例を一般化すること

では、子どもたちの事実は見えてきません。

ましてや、そうやってかたちづくられた否定

的な子ども像を根拠にした「道徳教育」がね

らうものは何でしょうか。

２．文部科学省が「道徳教育」を強調

するねらい

（1）「愛国心教育」としての「道徳教育」

① 改悪教育基本法、学校教育法、学習指導

要領に盛り込まれた「愛国心教育」

2006年12月に改悪された教育基本法第2条

「教育の目標」には、「我が国と郷土を愛す

る態度を養う」ということが、「徳目」とし

て定められています。次いで改悪された学校

教育法では、「我が国と郷土を愛する態度を

養う」ことが目標とされ、改訂学習指導要領

では、「日本人としての自覚をもって国を愛

し、国家の発展に努める」（中学校編）こと

を道徳の内容として掲げました。改訂学習指

導要領における「道徳教育」では、一般に受

け容れやすい「徳目」を列挙しながらも、こ

れを「日本人としての自覚をもって国を愛し」

という「愛国心」につなげていくという手法

がとられています。

② 国家とは何か、愛国心とは何か

「愛国心教育」は、「日の丸」「君が代」の

理屈抜きの強制などに見られるように、そも

そも国家とは何か、愛国心とは何かというこ

との吟味を抜きにして、国家に対する敬愛を

強制するものであるというところに大きな特

徴があります。

その根拠は、個人から家族、学校、郷土へ、

そして国家へと同心円的に連続的に広がって

いく共同体のイメージですが、郷土などの共

同体と国家とは、その成立や機能において明

らかに異なった集団であり、連続的・自動的

につながっていくわけではありません。人び

との自然な共同体がそのまま国家につながっ

ているわけではありません。

③ 「愛国心教育」のねらいは何か

家族や学校、郷土などに対する自然な敬愛

の延長で愛国心をとらえるから、「愛国心教

育」はいっさいの理由付けを排除した「愛国

心」の強制になります。しかし、現実の国家

は歴史的につくられたものですから、政治権

力としての国家が批判にさらされることもあ

りますし、国家が国民の基本的人権を侵害し

ないようにと、憲法によって国家の行為が制

限されるという側面もあります。

「愛国心教育」は、国家やその権力を共同

体のイメージで偽装することで、国家への敬

愛を、さもそれが自然なことであるかのよう
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に強制します。国家やその権力のあり様につ

いての批判は理屈抜きで封じられ、人びとに

権力の意向を伝達し、人びとを権力に従属さ

せることを容易にします。国家や権力の具体

的なあり方を変えなければ解決しない社会的

な問題が存在するときでも、「我が国を愛す

る態度を養う」ことを強調することで、国家

や権力そのものは批判の対象からはずされ、

問題を社会的に解決するすじ道はあいまいに

なり、現状を肯定し温存する意識が醸成され

ていくことになります。めざされているのは、

国家にとって都合の良い人間です。(*8)

そして、最終的なねらいは、9条をはじめ

とする憲法の改悪であり、「戦争のできる国」

としての日本であり、戦争にすすんで協力で

きる国民づくりでしかありません。

（2）「自己責任論」の矛盾への対症療法と

しての「道徳教育」

① 「心の教育」としての「道徳教育」

『心のノート』以来、「道徳教育」では「愛

国心教育」よりも「心の教育」という側面が

強調されています。「道徳教育」を「人間と

しての在り方生き方教育」としていることも

これと関連します。

「心の教育」は、「愛国心教育」よりも中

立的な響きがあるせいか、教育現場では抵抗

なく受け入れられる傾向はないでしょうか。

しかし、「心の教育」も、社会的な問題を「心」

の問題に還元して問題そのものをあいまいに

し、隠ぺいするという点から、「愛国心教育」

と同様の問題をもっています。

② 「自己責任論」の時代

貧困と格差の拡がりと私たちの運動によっ

て、「自己責任論」の問題点が世論になりつ

つあります。日本の政府は、政策的につくり

だされた貧困と格差を「自己責任」として国

民に押し付け、その犠牲の上に日本経済の維

持・発展を図るという路線をとり続けてきま

した。

「自己責任論」の社会は、優勝劣敗の競争

社会でもあります。競争社会では人びとはば

らばらにされ、社会的につくりだされた貧困

を自らの責任として一身に引き受けるように

なります。私たちは「これからは自己責任の

時代だ」と思い込まされてきたのです。1998

年から10年以上も自殺者が3万人を超え続け

ているのも、「自己責任論」の過剰がもたら

した結果です。

③ 「自己責任論」による人間性の破壊の対

症療法としての「心の教育」

この「自己責任論」による人間性の破壊に

対する対症療法として強調されているのが、

「心の教育」としての「道徳教育」です。(*

9・10）

「心」を強調する社会は、本来は社会的な

解決が望ましいと思われる問題を、ばらばら

にされた個々人の「心」の問題に矮小化しま

す。人びとに、社会的な現象を社会からでは

なく個々人の性格や内面から理解させようと

します。(*11)

『心のノート』や「心の教育」「在り方生

き方教育」といわれる「道徳教育」は、社会

的な問題によってもたらされる矛盾を「心」

の問題として理解することを迫ります。その

結果、「自己責任論」はさらに肥大化し、子

どもたちが社会状況のなかで抱える困難が社

会的であることは隠ぺいされ、問題の解決は

図られなくなってしまうのです。(*9)

３．押しつけの「道徳教育」ではなく、

私たちの道徳教育をどのようにつく

っていくか

（1）憲法第19条（思想及び良心の自由）

と道徳教育

憲法第19条「思想及び良心の自由は、これ

を侵してはならない」という原則から、道徳

教育をすすめる必要があります。

多様な価値観の中での教育は、価値観の問

題については一方的な断定を保留しなければ

ならないことは当然であり、とくに価値観の

問題を直接に扱わざるを得ない道徳教育につ
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いては、なおさらだと考えるべきでしょう。

(*12)

道徳教育によって子どもたちが第一に学

ばなければならないのは、価値観は多様で

あることであり、多様な価値観をもつ他者

を他者として認め、互いの価値観を尊重し

あうということ、すなわち異質な他者とし

て互いに敬意をもって接することではない

でしょうか。(*13)

私たち教職員が、文部科学省や教育委員会

が正しいとする価値観も含めて、特定の価値

観を強制することは厳しく禁止されているこ

とです。私たち教職員は、価値観の問題につ

いては十分に抑制的でなければなりません。

（2）道徳教育を、「人格の完成」をめざ

し「人と人との共生の原理」を学ぶも

のとしてとらえること

① 客観的、科学的な知を育てること

道徳教育の基礎になるのは、客観的な世界

についての科学的な知を深めることです。客

観的、科学的な認識の力が育たなければ、社

会やそこでの人間の在り方、さらには人間の

関係の在り方を全体像として考えることは不

可能です。(*9)

② 道徳的な意識が育つ豊かな環境を

道徳的な意識が育つためには、子どもたち

が豊かに育つ環境が保障されていることが必

要です。子どもの貧困と呼ばれる課題を早急

に解決することはもちろんのことですが、子

どもたちが豊かに育つためには、おとなや社

会から子どもたちにあたたかいまなざしが注

がれていること、子どもたちに学ぶ喜びや発

見の喜びが保障されていること、子どもたち

が集団として何かをつくり出す関係のなかに

あって孤立していないということ、そしてモ

デルになる、信頼できるおとなが身近にいる

ことなど、子どもたちの育つ環境が豊かであ

ることが必要です。

③ 「人格の完成」をめざし、「人と人との共

生の原理」を学ぶものとしての道徳教育を

道徳的な意識の育つ豊かな環境という基盤

の上に、子どもたち一人ひとりの「人格の完

成」をめざし、子どもたちと「人と人との共

生の原理」を学んでいくとりくみが、私たち

のめざすす道徳教育であると考えます。

「人格の完成」とは、「個人の価値と尊厳と

の認識に基づき、人間の具えるあらゆる能力

を、できる限り、しかも調和的に発展せしめ

ること」（「教育基本法制定の要旨」1947年文

部省訓令）です。道徳教育は「人格の完成」

をめざしながら、「人が生きていく上での関係

ルールや、それを支える思想としての道徳」、

いわば「人と人との共生の原理」を学ぶもの

として定義することができます。(*9)

「人と人との共生の原理」は、子どもたち

の生活の実態のなかで、子どもどうしが、あ

るいは子どもとおとなとで考え合いながら、

子どもたちに伝えられていくべきものです。

明確に道徳教育として意識されていない場合

でも、子どもたちの自主的、文化的、集団的

活動において、あるいは子どもどうしのトラ

ブルやその解決によって、また、そこに教職

員としてのおとなが介在して方向づけること

もともなって、子どもたちは「人と人との共

生の原理」を学んでいきます。(*9)

ロングホームルーム等での「道徳教材」を

用いた道徳の授業だけに特化することなく、

具体的な生活の中で「人と人との共生の原理」

を学ぶ営みを大切にすることが求められてい

ます。

おわりに

文部科学省がすすめようとしている「道

徳教育」は、「心の教育」という受容しやす

い内容を入り口にしていますが、「心の教育」

は、社会的な問題を個人に還元し、個々人

の「心」の問題として扱うことで、客観的、

科学的に社会のあり様を問うことを阻むも

のです。社会を客観的、科学的に問わなく

なることは、国家の行うことを無条件に受

け入れる素地をつくることにもなり、「愛国
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心教育」への橋渡しともなるものです。

それならば、私たちがつくっていく道徳

教育はどうあるべきなのでしょうか。

それは、①現実を客観的・科学的にとらえる

力を育てること、②国家や権力のあり様も含

め、問題を社会的にとらえることができる力

を育てることを課題としてとりくまれるべき

ではないでしょうか。また、社会的な問題は

ひとりでは解決できませんし、「自己責任論」

による分断と孤立が蔓延した社会であればこ

そ、③問題解決のための協力共同のとりくみ

ができる力を育てることは、何にもまして重

要な課題になるのではないでしょうか。

私たちがこれまで実践してきたものをより

発展させることが重要です。これまで私たち

がとりくんできた教育そのものが、世界につ

いての客観的、科学的な認識を育て、「人格

の完成」をめざし、「人と人との共生の原理」

を育てる実践でした。憲法教育、平和教育、

人権教育を通して主権者を育てる教育など、

これまでとりくんできたものの蓄積の上に立

って実践をより発展させることが求められて

います。

押しつけの「道徳教育」を許さないために

も、私たちの教育実践を積み重ね交流し、広

く共有していくことも必要とされています。
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からない－フリーター世代の生きる道』

（晶文社 2005年）

＊2 浅井智彦編『検証・若者の変貌 失われ

た10年のあとに』（勁草書房2006年）

＊3 埼玉県教育委員会『明日をめざして 高

校生のための「人間としての在り方生き方教

育」』（2009年）

＊4 後藤和智『「若者論」を疑え！』（宝島新

書2008年）

＊5 友枝敏雄・鈴木譲編著『現代高校生の規

範意識－規範の崩壊か、それとも変容か－』

（九州大学出版会2003年）

＊6 阿部彩『子どもの貧困－日本の不公平を

考える』（岩波新書2008年）

＊7 藤本典裕・制度研編『学校から見える子

どもの貧困』（大月書店2009年）

＊8 藤田昌士『共に生きる意志を育む道徳教

育の創造を』（「さいたまの教育と文化」49号

2008年）

＊9 小沢牧子『「心の時代」と教育』（青土社

2008年）、『「心の教育」を超えて』（現代思想

2009年）

＊10 斉藤貴男『「心」が支配される日』（筑摩

書房2008年）

＊11 森真一『自己コントロールの檻 感情マ

ネジメント社会の現実』（講談社選書メチエ

177 2000年）

＊12 井上達夫『他者への自由－公共性の哲学

としてのリベラリズム－』（創文社現代自由

学芸叢書1999年）

＊13 広田照幸『《愛国心》のゆくえ 教育基本

法改正という問題』（世織書房2005年）

（執筆：伊藤 稔/埼高教教文部長）

〈第４のテーマ：高校での「道徳教育」にどう立ち向かうか〉

新学習指導要領「道徳教育」に対置される

私たちの実践

１．私たちの実践の拠り所

新学習指導要領が「道徳教育」を「人間と

しての在り方生き方に関する教育」と規定し、

その「目標」を「教育基本法と学校教育法の

根本精神に基づき、（中略）わが国と郷土を

愛する（中略）日本人を育成するため、その

基盤としての道徳性を養うこと」としている

のに対して、それに抗する教育実践は1947年

教育基本法の理念と現に今もその力を発揮し

ている日本国憲法に基づく実践でなくてはな

らないだろうと思います。
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1947年法は第1条「教育の目的」で、「教育

は、人格の完成をめざし、平和的な国家およ

び社会の形成者として、真理と正義を愛し、

個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ自主

的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成

を期して行われなくてはならない」と規定し

ていました。この規定は現行憲法の理念その

ものに基づくものに他なりません。だから、

この規定は新教育基本法でも、教育基本法が

現行憲法のもとにある限り否定することはで

きないと思います。この憲法に依拠して、堂

々と私たちの教育を創造していきたいと思う

のです。

この私たちの教育創造の挑戦は、まったく

新しい教育実践の創造といった困難を背負っ

たものではないように思います。このことを

考える手がかりは、これまでの私たちの先輩

や私たち自身が生徒とともに築き上げてきた

教育実践の中に求められると思うのです。自

立した主権者としての人格の獲得をめざす多

くのとりくみが、これまでの民主的教育実践

の中にはあることを再確認することからはじ

め、そのとりくみを現在の生徒たちの今日的

な要求の中でどう発展させるかを考える手が

かりとしたいと思います。

なお、拙稿の中で語られる実践が、私個人

の経験や長野県内での実践に限られることを

お許しいただきたいと思います。ただ、私個

人の経験も多くの仲間の実践に学び（まねび）

つつ行われ、多くの仲間とともに創り上げて

きた実践です。この実践は特別なものではな

く、少なくとも長野県であるならば、どこの

高校でもごく普通に行われていることの紹介

でもあることを最初に申し述べておきます。

２．平和学習・憲法学習（修学旅行・

総合的な学習の時間、各教科など）

長野県では、5月と12月に全県一斉に「憲

法教育」「平和教育」を行うというとりくみ

が続けられています。各学校には校務分掌と

して人権平和教育の係があり、年間の教育計

画を立てる際、この5月と12月を意識した計

画が立てられます。また、多くの学校で2学

年の修学旅行が平和学習の場として位置づけ

られています。

かつては京都・奈良中心であった修学旅行

を、長野県教育文化会議（平和・国際教育研

究会）の提起や実践交流もあり、広島から長

崎へ、さらに沖縄へと変更してきました。昨

年は松代高校が「戦争加害者としての歴史を

学ぶために」との意義を持って韓国済州島へ

の修学旅行を行い、長野県教育文化会議（平

和・国際教育研究会）としても済州島視察を

行いました。

私の所属する岡谷東高校では、1年次に平

和学習としてアニメ映画「キムの十字架」の

鑑賞の後に、県内の戦争遺跡「松代大本営跡」

の研修遠足を行いました。「松代大本営」は

敗戦が分かっていながら「国体（天皇制）を

護持」するための本土決戦に向けて、朝鮮人

の強制労働で作られた巨大な地下壕です。こ

の地下壕が掘られている間に、沖縄の悲劇が

あり、広島・長崎の悲劇がありました。

この学習を踏まえて、2年次には映画「Ｇ

ＡＭＡ－月桃の花」を鑑賞するなどのあと、

修学旅行で沖縄を訪れ、ひめゆりの塔や平和

の礎の見学、ガマでの暗闇体験、安保の丘か

らの米軍基地の見学などを行いました。

松代大本営の研究や保存運動では、私立の

長野俊英高校の郷土班が地道で持続的な活動

を続けています。県立高校では、沖縄修学旅

行の事前学習としての平和学習を総合的な学

習の時間やホームルーム活動、文化祭でのク

ラス展示などを利用して行っており、多くの

学校が松代大本営の学習と沖縄の学習を一連

の学習と位置づけています。

一方、教科内における平和学習・憲法学習

もさまざまなとりくみがなされています。私

自身は国語科の中で平和文学を扱ったり、戦

争体験の聞きとりや地域で行われる「平和の

ための信州・戦争展」を見ての感想を夏休み

の宿題にしたりする程度ですが、社会科や家

庭科での憲法や民法の学習、英語科での沖縄
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を題材とした英語教材（サブテキスト）の活

用、音楽での沖縄三線の実習や、書道での平

和や憲法をテーマにした創作活動など実にさ

まざまな実践が行われています。

こうした教育の中で培われる平和への思い

や人権尊重の思い、憲法への認識は、主権者

としての人格の完成に重要な役割を果たして

いることは言うまでもありません。

３．仲間づくり（クラスづくり、学年

づくり、生徒会づくり）のとりくみ

私の初任校飯山北高校では、同僚の先生方

から「クラスづくり」「学年づくり」「生徒会

づくり」など、「仲間づくり」（民主的集団づ

くり）の大切さを教えられました。当時生徒

会主任だったＭ先生は、須坂高校の文化祭で

の「竜づくり（伝統的に生徒会で巨大な竜を

創る、そのノウハウは生徒の間だけで引き継

がれ既に40年近くになる恒例のとりくみ）」

に学んで、文化祭での「大きいものづくり」

を提案されました。

提案を受けて、飯山北の生徒たちは須坂の

「竜」を超える大きさの自由の女神を創りた

いと言い出しました。校庭に横倒しに作られ

た自由の女神の腕を、四方に張られたロープ

で全校生徒が引き上げ、校舎の屋根を越えて

女神の聖火が立ち上った時の感動は今でも忘

れません。

長野県では、現在も各校の文化祭でシンボ

ル像、壁画、アーチ、ステージバックなどの

巨大アートの制作活動が盛んに行われていま

す。これらの活動を通して、生徒たちは仲間

のすばらしさと共同・協働の困難と喜びとを

学んでいます。

文化祭では「クラス発表」「クラス展示」

の場も貴重な学習の場です。最初の担任クラ

スで人が乗れる巨大な熱気球を手作りしたこ

と、２校目の下諏訪向陽高校の担任クラスで

御諏訪太鼓の演奏にとりくんだことなどが思

い出されます。

初任校では、教室演劇のとりくみもクラス

づくりに大きな力を発揮しました。これもＭ

先生が千葉県の高校や埼玉県、京都府などの

高校の実践を紹介してくれ、学年のすべての

クラスでとりくみました。脚本、演技、舞台、

大道具、小道具、音響、照明などを生徒たち

が分担し、すべて手作り、ホームルーム教室

の半分を舞台に半分を客席にした演劇。保護

者や友達で満杯、立ち見まで出る客席を前に、

演じきった生徒たち。どの生徒の目にも涙が

光っていました。

合唱コンクール（合唱祭）やダンスなどの

ステージ発表、体育祭などの集団での表現活

動、身体活動も生徒たちを奮い立たせます。

「こんなにみんなが一生懸命で、どのクラス

もがんばったのに順位をつけるのはおかしい

と思う。来年からは合唱コンクールではなく

合唱祭にしたい」、合唱コンクールの講評で

係長の生徒がこう話しました。競争よりもつ

ながり合うことの喜びを全校生徒が感じ取っ

た瞬間でした。

こうした一つ一つの創造活動、集団活動が

クラス討議や生徒会執行部の合宿討論などを

重ねる中で成立しているのは言うまでもあり

ません。こうした積み重ねの中で、生徒たち

は民主主義や民主的規律（主権者としての市

民道徳）を身につけていくように思います。

現在長野県の各高校では、こうしたクラス

や学年、生徒会のとりくみの場として、ホー

ムルームや「総合的な学習の時間」などが利

用されていますが、仮に「道徳の時間」を設

けなくてはならなかったとしても、こうした

とりくみの場として「道徳の時間」を活用す

ることは、真の意味での「市民道徳」の育成

を目的とする教育課程として、充分に胸を張

れる内容であると思います。

４．管理教育、その対極にあるもの

（「無言清掃」「自問清掃」のことなど）

長野県の中学校では、「無言清掃」「自問清

掃」という管理的なとりくみが盛んに行われ

ています。「清掃は無言で真剣に」「生徒たち
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が黙々と学校清掃をする姿、奉仕の精神がす

ばらしい」「床を磨きながら自らに問いかけ

（自問）する時間が大事」などという管理的

で観念的な教育実践がまかり通っているので

す。新しい学習指導要領の道徳教育はこうし

た物言わずに黙々と働く国民づくりをめざし

ているように思います。

私たち高校教職員からすると、こうした管

理教育を受けてきた生徒ほど、高校に入って

羽を伸ばし、掃除などの共同作業から遠ざか

ってしまうように見えます。そもそも共同労

働から言語を奪ったら、共同作業は成り立ち

ません。

そんな思いもあり、2校目の下諏訪向陽高

校のクラスでは教室掃除などを管理せず、生

徒任せにしていました。あるときロングホー

ムルームで掃除をサボる男子生徒たちが問題

にされ、クラスの男女が真二つに分かれての

討論が行われたことがありました。教室の机

を取り払って車座で行ったクラス討論は、断

然女子が優勢でした。5時間目のホームルー

ムの時間が終わっても議論が尽きず、6時間

目にまで及びました。6時間目を担当してい

た強面で有名な社会のＮ先生が教室に入って

こられましたが、討論をしている生徒の様子

を見て、授業をつぶして生徒たちに討論時間

を保障してくれました。こんな同僚間の阿吽

の呼吸もうれしく感じられました。

その後、生徒たちが清掃活動で目に見えて

立派になったわけではありませんが、教師が

管理して「無言清掃」を押し付けることより

も、生徒たちに大事な経験をさせたように思

います。地域や職場で共同作業を行うとき、

仲間の気持ちを思いながら、それに協力でき

る「規範意識」は、こうした民主的な集団の

中で徐々に育っていくものと思います。

５．三者協議会（学校に憲法を生かし、

憲法を学ぶとりくみ）

長野県では、辰野高校などに見られるよう

な、三者協議会を中心とした参加と共同の開

かれた学校づくりのとりくみが展開されてい

ます。私自身は岡谷東高校で三者協議会（「Ｐ

ＴＳ協議会」）の立ち上げに関わりました。

生徒会担当をしていた当時、2年生の生徒

会新執行部が選出されたのを機会に合宿を持

ちました。生徒会とは何をするところか、今

年の生徒会は何をするのかを学び考える目的

の合宿です。合宿での討論のテーマを「東高

のどこを変えたいか」と「どんな東高祭にし

たいか」の2点としました。生徒達は思いの

ほか活発に討論しました。

「東高の変えたいところ」では、制服の問

題やその他の校則の問題が話され、校内美化

などの問題も取り上げられました。

東高には以前から生徒と職員、そして保護

者が懇談をする「ＰＴＳ懇談会」がありまし

た。合宿の後、この懇談会を、生徒たちが話

し合い、変えようとしている制服や校則など

を最終的に協議し決定する場所として位置づ

けようと考え、「ＰＴＳ懇談会」の「ＰＴＳ

協議会」への格上げを職員会に提案しました。

イメージは辰野高校の三者協議会。管理職も

含め、この提案には反対もなく、すんなり実

行に移されました。

その後、「ＰＴＳ協議会設置要綱」も作ら

れ、学校の内規集にも入れられました。校務

分掌にも教務係・生徒会係・ＰＴＡ係から１

名ずつを出して，ＰＴＳ協議会係が位置づけ

られ、学校行事予定表（年暦）にも正式行事

として，年2回の定例会が盛られるようにな

りました。

第1回ＰＴＳ協議会を開くにあたり、生徒

会では制服の問題を中心に、「生徒心得」の

改正が話し合われました。執行部案は「伝統

の制服は標準服として儀式のときなどに着る

ように残しつつも、平常時は私服での登校を

認める」という制服自由化論。この案を各ク

ラスで話し合い、全校アンケートなども行い、

生徒総会で決定し、ＰＴＳ協議会に提案しよ

うとしたのです。

こうした動きに対して、受けて立つ職員も

真剣な議論を行いました。「制服を自由化し
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たらとんでもない服装で登校するのじゃない

か」「ルーズソックスやミニスカートの丈の

指導はもう限界だ」「生徒を信頼して自由化

に踏み切るべきだ」といった議論です。長野

県では「制服自由化」のとりくみが盛んに行

われた時期があり、いわゆる「進学校」を中

心に私服通学の高校が半数近くになっていま

す。

保護者にも、この問題に対する緊急アンケ

ートを行い、同時に、ＰＴＳ協議会に向け、

学校への要望、生徒への要望を書いていただ

きました。学校への要望では「指導が甘い」

などの手厳しい職員批判もありましたが、制

服の自由化も含め、おおむね学校の方針や生

徒の提案に対する賛意が寄せられました。

こうした準備の末、第1回ＰＴＳ協議会が

開かれる前日の生徒総会で大どんでん返しが

ありました。それまで、アンケートなどでは

賛成が多かった執行部の制服自由化提案に対

して、反対意見が出され、討論の末、原案が

否決されてしまったのです。翌日のＰＴＳ協

議会で提案する予定の原案が否決され、執行

部の生徒も生徒会顧問の私も大慌てでした

が、あとから考えれば、これも愛嬌、民主的

な手続きの中では当然ありうることでした。

第１回ＰＴＳ協議会では、「ＰＴＳ協議会

設置要綱」の提案と承認の後、生徒会から制

服問題での顛末が報告され、それに対して保

護者や同窓生、教職員から励ましの意見が出

されました。また、「東高を良くするために」

というテーマで、三者から率直な意見交換が

なされました。

以来、年2回のペースで協議会が行われ、

ＰＴＳの三者に加え、同窓会や学校評議員の

参加も恒例となり、2009年の春で9回目を迎

えています。制服などの校則論議や放送施設

の改善要求、自動販売機の設置要求、授業に

対する生徒・職員双方からの要望など、様々

な論議がされてきました。授業改善の要望が

生徒たちから出始めたことは大きな成果だっ

たように思います。こうした議論が職員会だ

けで行われるのではなく、学校の主人公であ

る生徒を交えて行われることに大きな意義を

感じています。

同時に、生徒と職員の議論の間に保護者や

同窓生、地域の方が入ることで、議論が豊か

なふくらみを持つように思います。保護者は

時として教職員の応援をしたり、生徒の味方

になったりと、実に良い役回りを果たしてい

ます。

憲法を学ぶ学校が憲法に基づく、憲法が生

かされた場でなくてはならないことは言うま

でもありません、生徒たちはそうした場で、

憲法の理念を体得し、主権者としての市民道

徳を身につけていくように思います。

６．今こそ日本国憲法に基づく主権者

を育てる教育実践を

「わが国と郷土を愛する」ことを「教育の

目標」として法制化した改悪教育基本法、そ

してその具体化として、新学習指導要領が「道

徳教育」の名で国家的価値観の押し付けと国

家体制に都合の良い「規範意識」の刷り込み

による国民統制を狙っています。

その中で、本来あるべき、自立した主権者

としての人格をどう完成させていくのか、今

あらためて考えなくてはなりません。私や私

が学んだ長野県の実践を紹介してきました

が、これらの実践が、新学習指導要領が押し

付ける「道徳教育」による「日本人育成」の

プログラムに抗する教育実践を創造するヒン

トとなればと考え提示してみました。全国に

はもっと多くの主権者を育む教育実践が展開

されていることと思います。

そうした実践を交流しながら、学習指導要

領が提示するちっぽけな「道徳教育」を乗り

越えて、政治や社会・文化そのものの退廃の

中で、子どもたちの健全な育ち、今日的な主

権者市民の道徳の育成を求める国民的な願い

も受けながら、学校に憲法を生かし、学校で

憲法を学ぶ新たな実践を全国の仲間とともに

大胆に展開していきたいと思います。

（執筆：有賀剛志/長野高教組教文部長）
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