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〈２０１０年度 高校教育シンポジウム 課題提起〉

競争と管理の教育を乗りこえ、権利としての高校教育の創造を！

日高教教文部長 佐古田博

Ⅰ ２０１０年度高校教育シンポジウムの目的とねらい

１．教育における前向きな変化を教育政策の転換に

（1）教育をめぐる動きは大変大きいものがあります。長年続いた自民党政治のもとで、「受益者負担

論」と競争と管理の教育が教職員や子ども・父母を苦しめ、「教育を変えたい」という強い流れをつ

くり出してきました。教育の「構造改革」の中でうみだされてきた矛盾やゆがみが、長年にわたる国

民の教育運動や私たちの告発によって明らかになり、「子どもたちが豊かに学ぶ権利の保障を」「貧困

と格差から子どもと教育を守れ」という世論を形成してきました。

（2）こうした状況のなかで、2010年度は公立高校授業料不徴収と私学への就学支援金支給、給付型

奨学金制度の予算要求、30年ぶりの小中学校での学級編制標準の見直しと教職員定数改善など、教育

における前向きの変化が起こっています。課題は山積していますが、教育の無償化に向けての第一歩

を踏み出すとともに、「受益者負担論」をもとにした教育政策を転換させる可能性をつくり出してい

ます。「社会全体であなたの学びを支えます」ということばをかけ声だけに終わらせず、教育を受け

る権利を前進させる展望を切りひらいています。

（3）全国的にみられる高校再編・統廃合の中でも、「地域の高校を守れ」という高校生や父母・地域

住民が参加した新たな運動がまきおこっています。各地ですすめられる高校再編計画は、第２次・第

３次…と重ねられ、行き着くところまで来たとの感があります。行政主導で上から行われる「高校改

革」の動きが深刻な問題を生み出し、高校再編の名による高校つぶしをおしとどめる新たな動きとな

っています。

（4）「構造改革」路線の中で拡大してきた深刻な貧困と格差が子どもたちを苦しめている状況は依然

としてきびしいものがあります。貧困・格差の拡大から高校生の学ぶ権利を守るうえで、修学と進路

を保障する私たちのとりくみがますます重要になっています。そして、高等学校の学習指導要領の本

格実施、「高校再編」の名による高校つぶしの進行と全国の運動の広がり、参加と共同の学校づくり

の着実な広がりなどの変化のなか、高校教育に求められる課題についての幅広い議論が重要になって

います。

２．高校教育シンポジウムのねらい

こうした情勢の中で開催される2010年度高校教育シンポジウムは、そのねらいとして次の点をおさ

え、全体会とすべての分科会で深めていきます。

（1）大きく動いている政治と教育をめぐる状況をふまえて、今日の教育政策の焦点と争点を明らか

にし、競争と管理をおしつけてきた教育の転換をはかる可能性と展望を深めます。

（2）教育の無償化が一歩前進したもとで、憲法や子どもの権利条約、無償教育の理念をうたった国

際人権Ａ規約を土台に、権利としての高校教育を創造する課題を明らかにします。

（3）全国の教育実践や教育運動の教訓を学びながら、競争と管理の教育を乗りこえ高校生の成長と

発達を保障する、民主的な主権者を育てる教育内容の創造をすすめていきます。

（4）教育政策を大きく転換する展望を切りひらいていくために、日高教で検討をすすめている「新
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たな高校教育政策」の確立に向けて、率直な意見交換を行い、学校現場の期待に応える高校教育改革

の提言を深めていきます。

３．高校教育シンポジウムの具体的目標

こうした高校教育をめぐる情勢と高校教育シンポジウムのねらいをおさえて、「開かれた高校教育

シンポジウム」をめざして、次の具体的目標をおさえます。

（1）子どもたちの中にあらわれた貧困と格差の広がりを具体的につかみ、高校生・青年の労働をめ

ぐる状況と結びつけて、高校生の修学権と進路を保障する「二つの運動」の意義と高校教育の今日的

課題を明らかにします。この課題については、とくに第１分科会で深めます。

（2）学校評価・教職員評価など上からの評価の押しつけに対して、生徒や父母・住民とともにきず

く、開かれた参加と共同の学校づくりと地域づくりの道すじを明らかにします。この課題については、

とくに第２分科会で深めます。

（3）上からの「教育改革」の押しつけと高校「多様化」再編・統廃合の動きを乗りこえるとりくみ

の交流と、民主的な高校制度の構築に向けた論議をすすめます。この課題については、とくに第３分

科会で深めます。

（4）格差の拡大と高校の二極化をすすめ、道徳教育の押しつけを強化する高等学校学習指導要領の

改訂に抗し、私たちが対置する主権者教育の意義と教育実践を交流し、学校づくりに位置づけた教育

課程づくりの道すじを明らかにします。この課題については、とくに第４分科会で深めます。

（5）高校における「特別支援教育」の本格的展開の中で、子ども・青年の発達課題と特別ニーズに

こたえる教育実践と教育条件整備の課題を明らかにします。この課題については、とくに第５分科会

で深めます。

Ⅱ 無償化の一歩を踏み出した高校教育、いま直面するもの

さまざまな問題をはらみながら一歩を踏み出した教育の無償化ですが、30年ぶりに行われる小・中

学校の学級編制標準の改訂とともに、教育政策の転換につながる重要な意味があります。

１．無償化の理念と教育における「受益者負担主義」

（１）戦後教育の出発点は「教育は無償」

戦後まもなく、文部省は「高校の授業料を無償にすべき」と考えていました。文部省の「新制中学

校新制高等学校望ましい運営の指針」（1949年、以下「運営の指針」）には、有名な一節があります。

「新制高等学校は義務教育ではないが、教育の機会均等の原則は、新制中学校と同様に新制高等学校にも及

ぶべきものである。授業料や生徒会費や通学交通費その他の費用を払える者しか就学できない間は、教育の

機会均等が有名無実であるというほかはない。各新制高等学校は、次第に生徒の学資を少なくするようにつ

とめることが大切である。授業料が不要になり、他のすべての学資が廉くなるときが期待されるのである」
やす

この「運営の指針」には、他にも重要な項目が盛り込まれています。

例えば、「第二 教育方針の樹立」には次のような項目があります。

○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。

○学校の教育方針は、その地域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。
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○学校は、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。

○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。

○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。

○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。

また、「第十一 生徒の厚生」には、次の項目があります。

○学校は、各生徒に対して健康的な学校環境をつくり、健康上の措置と健康に関する教育とを行っている

かどうか。

○学校と地域社会とは、貧しい生徒を援助しているかどうか。

○学校は、働いている生徒を尊敬しているかどうか。

○学校は特殊の生徒に対しては特別の教育を行っているかどうか。

○学校は、青少年の福祉を増進するために他の機関と協力しているかどうか。

「教育は無償」の考えは、単に教育費の問題にとどまらず、「教育を受ける権利」を積極的に広げ、

子ども・青年を主人公とした、本当に学ぶよろこびを実感できるような学校と教育をつくり、社会の

発展に寄与する主権者を育てていくことを重視していたのです。

今回の「無償化」の第一歩は、60年余を経て、高校教育にも「運営の指針」の理念を生かす第一歩

がしるされたことになります。

（２）「受益者負担主義」の台頭

ところが、高校進学率が高まるとともに、「教育を受けるのは個人の利益のためだから、教育費は

個人で負担すべき」という「受益者負担主義」の考えが強まりました。背景には、教育予算の削減を

すすめる政府・財界のねらいがあることは言うまでもありません。

それを明確に打ち出したのが、中央教育審議会答申「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」（1971年）です。「受益者負担主義」の考え方を次のように述べています。

教育費は，社会的には一種の投資であるとみることができるので，その投資の経済的効果のうち当事者個

人に帰属するものと社会全体に還元されるものとが区別できれば，それを考慮して受益者負担の割合を決め

るのが合理的だという考え方もある。しかし実際には，そのような区別を立てることが困難なばかりでなく，

教育投資の効果は経済的な利益だけでないことも明らかであって，経済効果だけから受益者負担額を決める

ことは適当でない。 …したがって，受益者負担の実際額は，教育政策の立場から，その経費の調達が大部

分の国民にとっていちじるしく困難でなく，個人経済的には有利な投資とみなしうる限度内で適当な金額と

すべきであろう。

「教育は個人の投資」という考え方は、文科省の奨学金の実務を行う新たな組織を検討する会議の

座長であった奥島孝康氏（早稲田大学元総長）が、「高い教育を受けた者はそれに応じた収入が約束

される…要するに教育とは自己への投資」と国会で述べた（2003年）ように、その後も引き継がれます。

（３）無償教育の理念と実際

「教育の無償化」とは、単に授業料の有無という問題にとどまらず、教育とは何か、教育を受ける

権利とは何かを示す重要なものです。無償教育の理念の根底に流れる思想として、人間として成長・

発達するために不可欠なものとして教育を受ける権利をとらえることが重要になっています。

ところが実際はどうでしょうか。昨年、私たちは北海道・東北、近畿、九州、四国などの地域で高

校生の修学と進路を保障するキャラバン行動を展開しました。授業料不徴収が実現したもとで、高校

生の修学を保障するいっそうの努力を要請しましたが、教育委員会担当者の回答の多くは、「高校は
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義務教育ではないので、これ以上の措置はむずかしい」というものでした。

この回答とはじめに紹介した「運営の指針」を比べると対照的です。権利としての教育をしっかり

と基本に置くことが、今日的に重要な意味を持っていることをおさえておくことが必要です。

２．就修学の現状と修学・進路保障の課題

この間、日高教などが行った諸調査から、授業料不徴収のもとでの就修学の現状と課題が明らかに

なっています。

（１）日高教の教育委員会調査、修学調査などから

各都道府県での条例改正が完了した7月に、授業料不徴収にかかわる自治体の対応についての都道

府県教育委員会調査を実施しました。この調査では、「標準修業年限（全日制36月、定時制通信制48

月）を超えて在学する者」について、38道府県という圧倒的多数の自治体が「完全不徴収」「原則不

徴収」としており、「既卒者」の再入学についても6割の自治体が不徴収としていることが明らかとな

りました。しかし、いくつかの県で「2011年度は徴収する方向で検討中」としており、自治体によっ

て教育条件に大きな差が生じることは重大な問題であり、国の責任による「一律完全不徴収」を実現

する必要があります。

私立高校などにも公立高校授業料相当額（年収250万円未満の世帯には倍額、年収250万円以上350

万円未満の世帯には1.5倍）の就学支援金が支給されるようになりましたが、平均して40万円以上も

の保護者負担が存在しており、授業料そのものの公私間格差は歴然としています。私学の実質無償化

を実現する必要があります。

（２）定通の実態と高校生のとりくみ

日高教定通部は独自に「１学年学費調査」を行い、授業料以外の学校徴収金、学校給食費等の負担

の実態などを具体的に明らかにしました。

さらに、就修学問題に高校生自身がとりくむ「お金がないと学校に行けないの」首都圏高校生集会

実行委員会の高校生たちは、首都圏を中心に公・私立、全定通の高校生のよびかけて「無償化になっ

たけどアンケート」を行い、千名近くの高校生から集約しました。授業料不徴収（就学支援金支給）

のもとでの教育費負担の実態や、さらに無償化をすすめてほしいことについて、高校生自身の切実な

願いを集めています。

（３）「無償化」で全日制入学枠は拡大したか

2010年度からの「授業料不徴収」によって、全日制高校への入学枠は拡大したのでしょうか。

大阪府高教の与田さんは、東京・神奈川・愛知など大都市部で全日制高校への進学率が2009年・20

10年と連続して低下していること、一方で公立全日制への入学枠を拡大し、私学の無償化を前進させ

た大阪府では2010年度の全日制進学率が上昇していると述べ、この二つの施策が「高校の修学の量的

拡大」の重要なポイントとしています。

（４）高校・大学生、若者の新たな就職氷河期の到来

2008年秋の「世界同時不況」以来、若者の就職難が再び注目を浴び、今春卒業する高校・大学生の

異常な就職難がクローズアップされています。マスコミ報道では「超氷河期」という表現も飛び出し

ていますが、単なる就職難にとどまらず、若者が社会で働くという問題、日本経済や雇用など、社会

のあり方にかかわる重大な課題を提起しています。

日高教が「新たな就職氷河期」ととらえている状況は、次の点です。

①新卒者の求人状況の極端な悪化 ＊高校新卒求人数が167万人余とピークとなった1992年と比べ、2010年7月末

は求人数はピーク時の12％にまで激減。2009年度卒業生は前年度に比べて4割近く減、2010年度はさらに求人倍率は

下落しています。
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②深刻な三つの格差「男女間」「課程（校種）間」「地域間」 ＊とくに深刻な「地域間格差」、背景に崩壊す

る危機的な地域経済があります。日高教・全国私教連「就職内定実態調査（10月末）」参照。

③「若者が普通に働けない社会」になりつつある日本社会 ＊進路未決定のまま卒業する大学生10万6千

人、卒業生の５人に１人。高校生は５年ぶりに７％を超える。09年度卒業生の7月末時点の求職者の19.8％、3万8千人の

高校生が進路変更しました。

④就職試験にすらたどり着けない高校生

＊北海道が行った卒業未就職者の調査（右表）では、「一度も受験しなかった」が35.2％、つまり就職試験にすらたどり着

けなかった高校生が３人に１人以上いたという事実が明らかに。４月末の時点で正規雇用で働いているのは9.2％。「非

正規雇用」と「何もしていない」をあわせて78.1％に達しています。

⑤鮮明になる未就職卒業者支援の課題

＊独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の「高校における未就職卒業者支援に関する調査」概要から

1）2010年3月の高校卒業者で、就職も進学もしていない者のうち、約半数（全体の3％弱）の進路希望が高校に把握され

ていない。

2)一時的な仕事に就いた者等を含む「未就職卒業者」が30％以上の高校は、「定時制」「普通科単独校」に多く、定時制・

普通科での就職が難しくなっている。

３)進路が決まらないまま卒業する生徒の特徴として、「経済的に厳しい家庭環境である」（「多い」「やや多い」あわせて4

0.6％）、「自宅通勤の希望が強い」（同39.5％）といった家庭の経済状態と関連が強い要因をあげています。この二つの

項目は、「未就職者割合が30％以上」の高校では高くなっており、他項目との差がとくに大きくなっていることが注目され

ます。

３．競争と選別・管理の教育～高校入試、高校再編・統廃合の動きと破綻する「高校改革」～

高校制度や入学者選抜の問題はどうなっているでしょうか。いくつかの観点から整理をしてみます。

（１）高校再編計画の状況

文部科学省が2010年11月に公表した「高等学校教育の改革に関する推進状況について」（以下「推

進状況」）の最新版では、すべての都道府県で様々な名称で高校再編計画が策定され、計画に沿って

再編整備が推進されています。１次計画で終了したところもあるが、多くが第２次・３次と段階的に

計画が策定され、中には秋田県の「第６次計画公表予定（2010年9月）」、長崎県の「第５次計画（20

09年6月）」のように、細切れで長期にわたる再編計画を策定している自治体もあります。

「推進状況」では、「高等学校教育の改革」として①中高一貫教育校、②総合学科、③単位制高等

学校、④特色ある取組、⑤特色ある学科・コースの設置、⑥高大連携、⑦自校以外の学修による単位

認定（ボランティア、技能検定の認定など）などの項目をあげています。これらを推進するのが「高

校教育改革」であり、文部科学省が言う「特色ある学校づくり」です。

行政が設定したレールのどれかを選択させられ、その路線に沿って走らされ、競争の渦の中で人々

が翻弄され、とくに学校現場の教職員には疲弊感が強くなっています。生徒や父母・住民はもちろん、

教職員の大多数もカヤの外に置かれて高校改革がすすむ、まさに「上からの改革」となっています。

（２）「高校再編」の名による高校つぶしの進行

上からの高校改革は高校統廃合という形をとりながら、高校再編の名による高校つぶし、すなわち

高校の量的なスリム化を進展させています。〈表１〉は近年における国公私別の全日制高校数の変化、

〈表２〉は公立定時制高校数の変化を示したものです。 表１ 全日制高校数の推移

1987年前後にピークとなった公立高校は、「少子化」 計 国立 公立 私立

を理由に急速に減少していきます。全日制はピーク時 1979年度 5,135 17 3,885 1,233

に対して9.8％、定時制は24.6％の減少で、定時制は4 1987年度 5,508 17 4,191 1,300
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校に1校が消えたことになります。生徒数の減少が少 1989年度 5,511 17 4,183 1,311

人数学級や学校の小規模化などの教育条件向上に向か 1999年度 5,481 17 4,148 1,316

わず、高校のスリム化に向かったのが日本的です。 2010年度 5,116 15 3,780 1,321

しかし、高校つぶしは大きな矛盾を表面化させてい 1987－2010年度 -2 -411 +21

ます。その一つが高校生の就修学の危機です。大規模 ＊1987年が公立高校数のピーク

な高校再配置計画をすすめ 表２ 公立定時制高校の推移

ている北海道では、道教委 学校数 新卒志願率 生徒数(千人) 募集定員(人)

が設定した適正規模をあて 1988年度 926 1.96％ 144.64 64,076

はめるていくと、広大な高 1996年度 859 1.44％ 101.33 54,730

校の「空白地域」ができる 2007年度 758 2.27％ 104.93 48,267

ことになり、住民の中に危 2010年度 671 2.67％ 112.60 48,419

機感が高まっています。最 1988-10年度 -255校 -15,657

近では定時制への入学希望 ＊1988年度が学校数のピーク

が増加し、東京・大阪・京都・愛知などで多数の不合格者を出しています。この問題は、定時制とい

うセーフティネットの危機のあらわれとして大きな社会問題となり、教育政策によって貧困・格差が

拡大していることへの問題意識が高まっています。

（３）高校再編の矛盾と破綻の表面化

高校再編をめぐる各地の動きととりくみの特徴的なものをピックアップしました。

○「このまま行けば会津の山間部には高校がなくなる」との危機感から、学校教育審議会では高校統

廃合計画の見直しがすすめられている（福島）

○県立高校の「後期再編整備計画」に対して、地元自治体も含めた統廃合反対運動で一部押し返して

いる（埼玉）

○高校改革の一環として出てきた中高一貫校について県民的討論のよびかけ。新校づくり方針が出さ

れた地域に「地域懇話会」設置、地域住民の要求を一定反映（長野）

○「入試110番」での相談をもとに県教委に入試改善を申し入れ、私学協会へも要請（静岡）

○保守層をまきこんだ高校統廃合反対の県民運動が広がり、各地に「守る会」ができる。2つを除く

市町議会で意見書を採択し、10月に発表予定の統廃合計画を来年度に先送りさせた（滋賀）

○多様化シンポジウムなどで「多様化・特色づくり」の検証、「大阪の教育力」向上プランで「進学

指導特色校」の撤回を求める。府教委がクリエイティブスクール（多部制単位制高校）6校のうち、4

校を全日制総合学科に再改編することを発表（大阪）

○現行16学区を全県1学区にするねらいで通学区検討委員会を設置、全県1学区の学習会を開催し反撃、

市町議会で意見書採択が相次いでいる（兵庫）

○高教組代表も参加する岡山県高等学校教育研究協議会（高教研）では、全体としてこれ以上の高校

再編はしない方向で検討（岡山）

○2011～20年度の県立高校再編整備計画素案に対して、地域の将来を心配する県民の批判で一定の修

正をせざるをえなくなる（香川）

（４）高校入試改善の動き

高校入試改善の動きも活発化しています。いくつかの府県の事例をまとめました。

①埼玉県の場合 …2012年度入試から受験機会を一本化することを決定。入試制度が改悪の一途をた

どってきた公立高校入試に一定の改善がはかられた。前期入試（2月中旬、募集定員の約80％、5教科

の学力検査）と後期入試（3月初旬、募集定員の約20％、3教科の学力検査）に分かれている現行制度

を、受験者全員に5教科の学力検査を課す1回入試になった。入試時期は3月上旬以降のできるだけ遅
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い時期となり、1回入試に対する不安を和らげるため、「志願先変更」を２回とした。

②京都府の場合 …戦後長らく維持してきた「高校三原則」（小学区制・総合制・男女共学）を崩壊

させた普通科への類・類型制度の導入、類・類型別入試が廃止の方向に動き始めている。

③高知県の場合 …県教組と高教組が公立高校入試アンケート（中学校・高校教職員対象）を実施。

地元マスコミも注目した。

その他、兵庫県の全県一学区導入問題での各地の動き、静岡などでの入試改善の動きがあります。

ぜひ分科会で具体的に深めてください。

４．開かれた参加と共同の学校づくりの課題

（１）とりくみの到達点

昨年の11月27日に開催された「第11回開かれた学校づくり全国交流集会」で、世話人の勝野正章氏

（東大）は「開かれた学校づくりの実践と研究－2020年に向けて」と題した基調講演の中で次のよう

に整理しました。

（1）理論的研究の深化～「参加」「共同」「包摂」「平等・公平」「公共性」などのキーワード

（2）歴史的・系譜論的再検討～戦後教育改革や職場の民主化の観点、地域にねざした学校づくり、

生徒参加、三者・四者協議会やフォーラムの実践としての発展

（3）世界的な視野からの検討～子どもの権利条約（とくに３回目報告では貧困・格差問題への強い

勧告がある＊同封資料参照）、スクールカウンシル（学校協議会）、スチューデントボイス（＝生徒の

声を取り入れることで学校のパフォーマンスが向上する）、ジャストコミュニティ（正義の共同体）、

エッセンシャルスクールなどの観点

（4）教育課程としての開かれた学校づくりの検討～政治的教養教育、憲法教育、主権者教育、市民

性（citizenship）教育、サービスラーニングなどの観点

（5）子どもの学びと成長の把握～開かれた参加と共同の学習の主体者としての成長の観点

（２）多様な学校づくりを全国で展開しよう

第1回の高知集会以来10年を経たこの全国交流集会の到達点と理論的前進については、浦野東洋一

氏らによる『開かれた学校づくりの実践と理論－全国交流集会10年の歩みをふりかえる』にまとめら

れています。全国に多様で多彩なかたちでひろがる学校づくり・地域づくりのとりくみの意義と実践

を、今回の高校教育シンポジウムでも大いに学び合いましょう。

５．主権者教育と教育課程づくりの課題

（１）動きはじめた新学習指導要領

大部分を前倒ししながら本格実施となった小・中学校の学習指導要領に続いて、高校でも新学習指

導要領にもとづいて、2010年度からの「総則」の先行実施（道徳教育の全体計画作成など中心に）が

始まりました。2012年度から数学・理科の先行実施、2013年度からは年次進行で本格実施となります。

この間の動きについて、特徴的な点を整理します。

① かなりの都道府県教育委員会が新学習指導要領にもとづく「教育課程編成の手引き（要領）」

を作成し、学校現場に提示されています。中には組合推薦の委員も入った作成委員会で作成する県も

あるが（長野、山梨など）、「校長限り」とマル秘扱いの県も。

② 週当たりの履修単位数について、「30単位が主流」とするところもあるが、一方で「31単位以上」

とするところが増加傾向。「時数確保が強くいわれ、健康診断を夏休みに移動、テスト最終日は授業

入れる」（北海道）、「30が主流だが、進学校は7限授業が増加、土曜授業も増えている」（青森）、「進
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学校を中心に苦しんでいる」（長野）、「30が主流だが、進学特色校は34が上限」（大阪）などの動き。

また「35が普通になっている」（京都市）、「45分×7限が多い」（山梨）、「65分授業、あるいは48分授

業などをとる学校も」（愛知）など。

③ 道徳教育については、ほとんどのところで「道徳教育の全体計画作成」を指示しています。しか

し「やったフリだけ」「計画はつくるだけ」「2年目以降は計画は不要」「作文で終わった」などの実

態があります。教育委員会が道徳教育の副教材を作成しているのは、茨城・埼玉・京都府など限定さ

れています。「指導主事の学校訪問の際に『総合』『特別活動』とともに道徳教育の計画の提出が求め

られている」（福島）、「教科への位置づけがいわれるが、教科まではおりていない」（京都府）、「キ

ャリア教育を含めて独自に『志学』（こころざしがく）の科目を設定、１単位履修を指導」（大阪府）、

「『市民性を育てる教育』として推進」（和歌山）などの動きがあります。

④ キャリア教育の推進に関して、新たな動きが起こっています。長野県では県教委がキャリア教育

の全体計画を作成するよう指示し、学校現場に困惑が広がっています。特徴として、長野高教組は○

「シチズンシップ教育」を強調、○「フリーター、ニートを出さない」を強調、○道徳的なキャリア

教育観が強い、○体験主義に陥っている、などを指摘しています。その他にも、「２年で全員にボラ

ンティア参加を義務づけ」（秋田）、「ボランティア推進委員会を必置にしている」（福島）、「小中高

でキャリアノートを作成するといっている」（静岡）などの動きがあります。

（２）憲法を生かした主権者教育と教育課程づくりの課題

日高教は、学校づくりの中心的な課題としての教育課程づくりのとりくみを提起しています。この

高校教育シンポジウムでも、おおいに交流し議論を深めましょう。

① 学力問題を深めましょう。競争と格差づくりの教育政策によってもたらされた大学進学偏重の教

育課程と学力観を克服するためにはどうするか、「子どもたちにどんな学力を育てるか」という観

点を明確にしながら、論議・検討をすすめましょう。

②「道徳教育」について、改悪教育基本法具体化のねらいを許さないとりくみをすすめるとともに、

民主的な人格形成のなかでの市民道徳のあり方と高校教育の課題について積極的に深めましょう。

③ 中教審の「キャリア教育・職業教育特別部会」による今後のあり方に関する答申もまもなくまと

まるようです。こうした動きを注視しながら、職業教育・労働学習の今後のあり方について、ヨー

ロッパ等での国際的到達点を学びながら深めましょう。

④ 民主的な主権者を育てるうえで、高校生の自主活動が重要な意義をもっています。各地の実践を

学び合い、教育課程づくりや教育活動への生徒参加の意義を深めましょう。

６．高校における特別な教育的ニーズをもつ生徒の課題

この間、障害児教育の分野でも新たな動きがあり、情勢が大きく動いています。

（1）内閣府は首相を本部長としすべての大臣が参加する「障がい者制度改革推進会議」を設置し、

昨年6月29日に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定しました。この

決定は障害者にかかわる制度の全面的検討を含み、教育の分野でも「2012年内を目途にその基本的方

向性について結論を得る」という大きな制度変更をともなうものです。

（2）上記の決定にもとづいて、中教審初等中等教育分科会に「特別支援教育の在り方に関する特別

委員会」を設置しました。12月24日には「中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方

に関する特別委員会論点整理」を取りまとめました。

（3）以上の動きに対して、全教障教部は「見解」や「論点整理」に関する意見書をまとめています。

障害児教育の民主的発展と教育条件を整備するとりくみが重要になっています。

（4）さらに、高校に在学するさまざまな教育的ニーズをもった生徒への豊かな教育の保障が重要な
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課題になる中で、全教障教部は昨年４月に「高校・高等部における特別なニーズをもつ子どもの教育

について」という政策提言をまとめています。こうした提言をもとに、具体的な生徒の状況を出し合

いながら、教育実践の課題を明らかにしましょう。

Ⅲ 権利としての高校教育、若者の自立・成長を保障する青年期教育の創造を

１．権利としての高校教育の創造を

日高教は、今年度に「新たな高校教育政策」検討委員会を設置し、教育無償化時代にふさわしい新

たな高校教育政策を確立するための提言づくりにとりかかっています。その一端を紹介しながら、テ

ーマに掲げた「権利としての高校教育の創造」という課題を考えてみたいと思います。

（１）私たちの問題意識

この検討委員会で提言づくりにとりくむ過程で、検討委員の問題意識として浮かび上がってきたの

は、「なぜ授業が楽しくないのか」「（高校生は）なぜ高校で学んでいて希望がもてないのか」という

点でした。その背景には、日本の高校生が高校入試における選別、大学進学での点数競争、生徒指導

の名による管理強化などがあり、「権利としての高校教育」が根づいていないことがあります。また、

競争と管理の「やらされる教育」は教職員からも希望を奪っているといえます。

そうした問題意識を踏まえて、年度内にまとめる「第１次提言」の柱を次のように設定しました。

（1）「新しい高校教育政策」をなぜ今検討するのか～授業料無償化を契機に教育の意味、学ぶことの

意義をあらためて考えよう

（2）子ども・父母の不安・苦しみ・願いは何か～高校で学ぶ生徒は何が不安か、父母の苦しみは何

か、子ども・父母の声を出発点に、議論をはじめよう

（3）若者が「学び・働き・つながる」そんな居場所をつくろ～「基準に合わない」そんな子が切り

捨てられない学校をつくろう

（4）子どもたちが高校入試で苦しまないように～古い「適格者主義」を乗りこえ、希望するすべて

の子どもに高校での学びを保障しよう

（5）点数競争しないと高校って学べないんですか～競争と大学への「進学過熱」をのりこえ、真の

学ぶよろこびが実感できる学校をつくろう

（6）みんなで学ぶことがよろこびとなる授業と学校をつくろう～すべての高校生に豊かな学力を保

障し、高校生活を保障する授業づくり・学校づくりをすすめよう

（7）社会を担う力を育てる労働の学習を～高校生が働くよろこびを実感できる職業と労働の学習を

すすめよう

（8）生徒・父母・教職員の参加でつくる元気な学校づくりを～参加と共同の学校づくりの到達点を

おさえ、新しい「学校づくり」論を展望しよう

（２）まず、議論をはじめましょう

もちろんこの８項目の中にすべての問題が含まれているわけではありません。しかし、私たちは何

よりもまず、議論をはじめることが大切だと考えています。教職員の中ではもちろん、高校生や父母

・住民のみなさんと率直に語り合うことが求められています。高校教育の改革に向けて、参加と共同

で議論をすすめていくことが大きなカギになると考えています。そうした裾野の広い議論をもとに、

2011年度の遅くない時期に「第２次提言（最終提言）」をまとめる予定です。

２．日本の後期中等教育、青年期教育の課題を明らかにしましょう



- 11 -

私たちは、これからの高校教育のあり方について、「高校」という狭い枠の中だけで考えようとし

ているわけではありません。15歳から18歳（その前後の時期を含めて）という、思春期から青年期に

移行していく成長・発達期に、その成長・発達を保障する教育の課題を明らかにすることが重要だと

考えています。

（１）後期中等教育・青年期教育のあり方に対する提起

國學院大学の竹内常一氏は『高校のひろば』78号の「侃侃諤諤」で、授業料無償化や最近の子ども
かんかんがくがく

の貧困研究（阿部彩氏、青砥恭氏）や職業教育論（本田由紀氏）などに触れながら、後期中等教育の

問題について提起しています。

○「私が言いたかったことの一つは、『高校授業料無償化』（私学はそう言わないが、一応ここではこう呼ぶ

ことにする）にかかわる教育関係者の議論が相も変わらず高校生に絞られ、そこから排除された中卒・高校

中退生に及ぶことがないことにいらだっていたからである。（中略）第二に…、授業料無償化、教育費無償化

が大きく取りあげられるのに、高校の『義務教育』化がほとんどといっていいくらいに取りあげられないで

いることについてである」

○「後期中等教育における教育権の保障（その義務教育化）を学校教育内部にとどめないで、現代の貧困を

問題にし、福祉と教育と職業・労働という統一的な観点から、ということは、憲法第二五～二八条の観点か

ら、後期中等教育問題を考察しているところにこれまでにない新しさがある」

氏は、遡って『高校生活指導』（1998年秋号）において、「中等教育をすべてのものに－高校教育の

義務化をめぐって」でその論を展開されています。

○高校教育から排除されている子どもが、①高校未進学者②中途退学者あわせて100人あたり10人いる。労働

を通じても教育を通じても大人になれない状況にさらされている。現在の中等教育はこれらの子どもたちを「棄

民化」している。○自立した大人として育てていくために、義務教育を１２年制とし、高校教育を義務化する

ことを教育改革の中心に据えなければならない。「変形１２年制の義務教育」の制度を提起する。○１割の子ど

もへの教育の保障として、社会的保護・労働・教育の三つの権利を統一的に保障することが不可欠である。

（２）若者の自立・成長を支援する新たな施策を

全体会シンポジウムのシンポジストをお願いした放送大学の宮本みち子氏は、内閣府における「子

ども・若者育成支援推進法」の制定、民法審議会の「成人年齢引き下げ」に関する審議に参加される

など、若者の自立・成長の政策に深く関わってきた方です。また最近では、内閣府の高校中退者調査

委員会の座長をつとめ（コーディネーターの西村さんは委員の一人）、神奈川県の定時制高校への聞

き取り調査を行っています。

宮本さんは、こうした調査などを踏まえて、「日本の教育に大改革が必要だ」と述べています。Ｎ

ＨＫの「日本の、これから～ぶっとばせ就職難」という討論番組では、就職難を解決するために、「大

学生に職業教育が必要」と提言しました。

いずれにしても、学校の中と外の両面から新しい若者政策を構築していくことが求められており、

その中で高校教育の位置づけと役割はきわめて大きいものとなるのは当然です。そうした広い観点か

ら議論をすすめていくことが、真に「社会全体で学びを支える」～教育の無償の時代にふさわしい高

校のあり方～ということではないでしょうか。

以上のような問題意識を踏まえて、これからの高校教育のあり方を問う思い切った議論をすること

で、これからの教育運動の方向を探っていきたいと考えています。高校教育シンポジウムにご参加の

みなさん、よろしくお願いします。
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全体会・シンポジウム

権利としての高校教育の創造を
～いま、何が求められるか

■コ－ディネ－タ－

西村貴之さん（首都大学東京、高校教育研究委員会委員）

■シンポジスト

宮本みち子さん（放送大学教養部教授）
植田 健男さん（名古屋大学大学院教育学研究科教授）
伊藤 稔さん（日高教・新たな高校教育政策検討委員長、埼高教副委員長）
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○ 西村貴之さん（コーディネーター）

じゃ、よろしくお願いします。これから２時

間お付き合いください。

「高校無償化」の

流れを受けて、高校

教育をもう一度大き

く捉え直すチャンス

というか考える契機

になった。しかし90

年代の半ば以降、日

本の経済社会状況が

ドラスティックに変

わってきていて、も

はや若者たちは自分

の親と同じようには大人になれないという状況

に直面している。だから先生方が生徒たちと進

路について、将来について語ろうといったとき

にも、先生方が経験してきたような大人のなり

方ではもはや通用しないような状況がいま若者

に降りかかっている、そういう環境のなかで若

者はいま大人になろうとしている。そういう大

人になることの難しい状況というものをどうい

うふうに打破したらいいのか。そのために高校

教育というのはどのような位置にあるのかとい

うことをお三方から報告をしていただいて、現

場等でいろいろとディスカッションしていただ

く契機になればと考えています。それでは、ま

ず最初に伊藤先生の方からお願いします。

○伊藤 稔さん

私の勤務し

ている学校は、

埼玉県立伊奈

学園総合高校

といいます。

生徒数が2400、

中学校まで含

めると2640人、

全部で66学級という、けた外れの公立高校にも

う15年いまして、そこで見えてくる子どもたち

の話を中心にしたいと思います。ただ、その前

に検討委員長ということもありますので、検討

委員会でどんな話をしているのか、入口の部分

だけちょっとお話をしたいと思います。なぜ今

の時期に新しい高校教育政策なのか、端的に言

うと、高校の授業料が「無償化」になった、そ

こでこれを契機にしてこれからの教育をどうし

たらいいのかということが課題になるだろう、

というところから検討が行われております。生

徒に聞いてみるんですが、何が変わった？と言

うとぽかんとしてます。簡単です。親が払って

るから、彼らには全く自分の懐が痛むわけでも

なく、中には、助かったという子もいるとは思

いますが、私の行ってる学校は中堅の進学校で

すから、あまり経済的に苦しい子たちは来ない

こともあり、かなりぽかんとしてます。

今回の「無償化」にはかなり課題が残されて

います。例えば学校納付金がかなりの額になっ

ている。私学に通う子どもたちに対してはまだ

まだ不十分であるという問題。今まで減免措置

を受けていた子たちにとってはデメリットの方

が大きい。さらに言えば、高校中退とか中学校

卒業という子たちが10％ぐらいいると言われて

おり、この子たちが放置されているという問題

もある。そうしたことを踏まえた上で、それで

もなおかつ高校教育は高校の「無償化」のもと

で変わりうるのかと。それは放っていても変わ

るものではないので、私たちはこれを契機にし

てどう変えていけるのか、というあたりを議論

の出発点として動き出しました。

それで、学校で授業料の「無償化」を生徒に

一通りの説明もした上で、OECD33か国加盟国中

の半分ぐらいが大学まで無償であり、無償にな

ってないところも給付制の奨学金を持っている

ところがほとんどである。君たち、私的な負担

がなく、大学まで学べるという状況になったと

きに、学校で学ぶ意味って変わる？と聞いたん

です。私の学校では、国際理解教育をやってい

て、フィンランドやオーストラリアなど、色々

な外国の子たちが留学していますが、たとえば

フィンランドなんかそうなってるよねえと。

生徒に聞いてみました。大学まで無償になっ

たら、学ぶことの意味が軽くなる、価値がなく
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なる、親に出してもらってるから親のことも考

えて一所懸命勉強しようと思ってるのに、親の

負担でなく公的にお金がカバーされたらなんで

勉強するかわからない、という子が３分の１ぐ

らいいました。これをどう考えたらいいのか。

今まさに新自由主義の真っ只中で彼らは勉強し

ています。学校に通って知識を得たり、技術を

身につけたり、資格を得たりと、みんなお金が

かかります。そうすると、お金をかけた結果と

して高い収入を得たり、地位が手に入ったりと

いう、自己利益としての見返りがあるだろう。

つまり自分のかけたお金を回収するんだという

パターンで考えている子がかなりいる。それを

私たちはどう変えていけるのか。ある意味で教

育というのはパブリックな面を持っており、公

的な意味があるから授業料が無償になるという

話になるわけで、公的な意味をどう新しい高校

像の中に入れていけるのかということが課題だ

と思っています。これがひとつめの今日のお話

であります。

２つめです。進学希望の子どもたちは自己利

益のためにたくさんお金かけて必死に勉強して

いる反面、勉強にお金がかけられない子たちは

どうなっているのか。たとえば中卒や高校中退

の場合は、まあ仕事には就きにくい。さらに言

えば高校卒業しても仕事に就けないということ

が実際のところ起こってきている。去年今年と

かなり厳しい状況ですね、高校生の就労状況と

いうのは。15年前まで、100名近くの子が年間に

退学してしまう困難校で勤務していましたが、

15年前・20年前には、だいたい高校卒業させて

しまえば、地域の中小企業が彼らを採ってくれ

て、そこが職業とつないでくれていた。子ども

たちは３年生くらいになると先が見えてきてか

なり落ち着いてくる。で、あとは企業の方にお

任せして、企業の方でその後の社会化を図って

いく、職業と結びつけていく、ということがや

られていた気がします。卒業してから数か月経

って、企業主の方がいらして、先生、いい生徒

さんを送っていただいてどうもありがとうござ

いました、と。はて誰かなと考えると、しょっ

ちゅういろんな問題を起こしてた生徒なんです

ね。そういう子が、地域の中小企業に雇われて、

そこで職業人として育っていくというのがかつ

てはあった。それが今、切れてしまい、そうい

うことがもう期待できなくなって、そこからこ

ぼれ落ちていく子どもたちがいる。この子たち

をどうフォローしたらいいのか、という問題が

ある。子どもたち自身も非常に不安になります。

不安の中でまさにイス取りゲームです。イス取

りゲームに駆り立てられているという子どもた

ちの実体が一方である。

３つめの話になります。今度は大学進学です。

大学は間口が広くなっているはずです。子ども

の数は減っているし、大学はダウンサイジング

してないですから。それにもかかわらず子ども

たちの進学をめぐる競争というのはきわめて激

化している。これはいったい何か、ということ

です。私の勤めている学校でもやっていますが、

土曜日の補習、早朝の補習、それから放課後補

習、長期休業中の補習。埼玉では、土曜日も授

業を始めたという公立高校があります。それか

ら、入学した早々勉強合宿と称して子どもたち

に学習の習慣をつけようとします。センター入

試が１月の半ばです。11月頃までに教科書を終

わらせ、あとは問題演習をやっている。うちの

学校でも、３年生の頭から問題演習の科目があ

ります。何をやるかというと、大学入試問題の

過去問や模擬問題を解く、という授業が、進学

校では公然と行われている。３年生になると、

都市部では予備校に通いだしますので、そそく

さと放課後帰ってしまいます。今年のうちの学

校の顕著な状況ですが、センター試験前後にな

ると、３年生は来ないんですね。学校休んじゃ

う。遅刻をしてきたり早退をしたり、あるいは

授業中に真っ青な顔をして保健室に逃げ込む子

もいます。私は必修科目しか持ったことがない

んですが、必修科目は不要科目で、目の前で自

習をされます。注意はしますが。少ない睡眠時

間を補うということになっている。どうしてこ

こまで競争するのか。間口は広いのに、国立と

か難関校といわれている大学をめぐって、競争

が熾烈になっている。

もしかしてこれって、不安定な就労状況や雇
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用不安などの社会状況と関連しているの、って

また聞いてみました。ちょうど100人に聞いたん

ですが、３年生がかなり切実に、自分の進路を

一定程度考えてみなければいけなかった、と言

っています。大学で好きな勉強したいけれど、

雇用に不安があるので、そういう勉強じゃない

ものを選んだ、と言う子もいます。大学出ても

仕事があるのか、ワーキングプアとか、ホーム

レスなんていうのも出てくる。最近のニュース

では、若い人が炊き出しに並んでいるとかいう

のを聞くと、やっぱりここで踏ん張って競争に

勝っていかないと思わざるをえないと思います。

最後ですが、なんで競争から降りられないの

か、というのが、ぼくの素朴な疑問なんです。

スポーツは競争します。スポーツはどういう競

争かというと、おれ、競争するよ、という人が

エントリーして、競争したいから一緒にやらせ

て、という人が競争して、エントリーしていな

い人が競争に無理やり巻き込まれるということ

は基本的にはないわけです。競争も彼らにとっ

てみれば楽しみになるし、そのための努力はす

る。負けたときにも自分の責任で引き受けると

いう覚悟もある。で、要するに競争するよって

意思表示して競争してる、というのがスポーツ

の競争関係です。私たちって、よくスポーツの

競争関係だとか他のものの競争と、進学をめぐ

る競争、雇用をめぐる競争にもなっているわけ

ですが、人生は競争だよ、なんて一緒くたに言

いますが、エントリーするかしないか、ってぼ

くはすごく大きいことだと思います。進学競争

とか雇用をめぐる競争はイス取りゲームですが、

これ、気がついたらすでにエントリーされてい

てリタイアできない、という状況になっている

から、すごく苦しくなっている。負けると罰ゲ

ームがあったりする。とっても理不尽なんです

が、こういう進学の競争から降りることが許さ

れない、あるいは雇用をめぐる競争から降りる

ことが許されない、という子どもたちの状況、

というのが、すごく大変なことになっているの

ではないかと思っています。

進学で苦しくなっている子たちに、ある意味

で、もういいよ、と言ってあげたくなることが

あります。そこまでしてキミやることないよ、

何とか生きて行けるよ、進学しなくても何とか

やっていけるよ、とか。言いたいところなんで

すが、じゃあどうすんの、日本にそういったシ

ステムあるの、と聞かれると、ちょっと言葉に

詰まらざるをえなくなり、なかなか言い切れな

い。中卒でも高卒でも中退でも、まあまあ普通

に真面目にやっていれば、とびきりのセレブの

生活みたいなものはもちろんないにしても、普

通に生きていけるということになっていれば、

こういう理不尽な競争からもさっと降りて、そ

っちの道が選べるのに、今の日本には進学をめ

ぐっても就労をめぐってもなかなかそういう状

況がない。それがすごく大変で、子どもたちは、

不安になって、競争に駆られていくという状態

なんだろうと思います。今日は植田先生と宮本

先生に何とかならないんでしょうか、というお

話を聞けたらいいかなと思ってます。

西村 伊藤先生のほうから進学校勤務と、15年

近く前の困難校といわれる高校での経験を通じ

て３つのボールを投げていただきました。ひと

つは無償化がもたらすもの。無償化というもの

を生徒に問うてみたら、生徒は、今やっている

ことは自己投資型の学びであって、がんばれば

その分自分にバックされてくる、そういう考え

方にどっぷり縛られていて、無償になって学ぶ

意味を問うということにとても揺れている。要

は自己実現という意味では今の競争社会の学び

というのはとてもフィットするというか、自分

がやりたいことに向かって頑張っているんだと

いうことだけ見れば、たしかに今の学びのスタ

イルは合うのだけれど、自分の学びというのが

何らかの社会的に還元できるもの、パブリック

＝公共的な意味での学びというような視点では、

若者自身がそれに捉えられないというような状

況がある。

90年の半ばくらいまでは通用していた、職業

教育なくして若者は社会に入っていき、いつの

間にか職業人になる、という日本型企業社会、

すべて一から会社が大人にしていく、というも

のが今、急速に瓦解したなかで、若者自身は、
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無防備なまま、何も闘えるような鎧を持たずに

社会に出ざるをえない状況になっている。

あと、自己投資して回収していくということ

と重なりますが、今の進学校の生徒に表れてい

る状況というのは、競争意識にものすごく駆り

立てられていて、日本の社会においては、降り

ていったん休むとことさえも許されない、そう

いう生きにくさという状況がいま起こっている。

それはシステムの問題ではないか、というよう

なことの問が出されました。

次に植田先生のほうから、今度は高等教育と

高校との接続に関連して20分ほど報告をしてい

ただきたいと思います。

○植田 健男さん

名古屋大学の植

田と申します。私

は専門は教育経営

学という領域で、

とくに教育課程と

いうことを中心に

位置づけて学校づ

くりを考えていく

必要があるのでは

ないかということ

で研究をしていま

す。

昨年の３月まで教育学部の附属の中高の校長

をやっていました。高校生を受け止めて、大学

で教える側と同時に大学に高校生を送り出す側

と二足のわらじを履いた時期が３年間ありまし

て、そのなかで高・大のかかわりについて考え

ることがいろいろありました。

名古屋大学の教育学部の附属中高というのは、

伊藤先生の学校とは全然違い、中高15クラス計

600人、高校は１学年３クラスしかなく、毎年

120名の卒業生を出している小さい学校です。や

や変わっていて、99％の生徒が進学をしますが、

見栄えのいい大学に入ればいいという発想では

なくて、６年間を通して自分の生き方を考え、

そのうえで大学に行くのか行かないのか、行く

としたらどういう大学、学部に行くのか考えま

しょうということを、総合学習を軸にしながら

やっています。

数だけの問題でいえば、進学者の数は非常に

多いし、それなりのところに行っています。た

だ、指導の段階で、とにかく有名校に入ればい

いというようなことは全くやっていません。上

位にいる子が看護師さんになりたいということ

で各種学校に行くとかというのは、それはそれ

でいいんだということで認めて送り出していく

という学校です。したがって、大学に入ってか

らも不適応ということはあまりなく、大学のゼ

ミにもすっと入っていくことができるというの

もおもしろいところではないかと思っています。

こういう中等教育機関を大学が持っていると

いうことが、大学にとって大事な意味があると

思います。名大型の高大接続を考えようという

取り組みの中で、全ての１年生が必修で受けて

いる基礎セミナーに附属の高校生を参加させる

ということを始めました。今年も12名のセミナ

ーの中に３名の高校２年生と高校３年生が入っ

て、大学１年生たちと一緒に１年間やりました。

テーマは「大学での学びと高校教育」で、高校

生が出られるようなテーマにしています。進学

の問題を、かなり違った発想で考えている高校

生と、一方で、非常に競争的な教育の中で鍛え

られ、生き延びてきた大学生との議論というの

が非常におもしろいのです。

今回の高校シンポの資料の中に、子どもの権

利委員会の報告書、政府報告審査が入っていま

す。よく指摘されるのは、「過度に競争主義的な

制度」であることを改善しなきゃいけないとい

う部分です。ただ、競争主義的であるというこ

とだけが恐らく問題ではないんです。その前段

のところに取り上げられている部分が非常に大

事ではないか。パラグラフの70、71あたりです

が、学力的な優秀性と子ども中心の能力形成を

結合し、かつ過度に競争主義的な環境を生み出

す否定的な結果を避けることをしなきゃいけな

いという言い方をしています。つまり、本来子

どもの人格の完成という教育の第一目的に基づ

いてこの制度の改正が必要だと言っている部分
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が、やはり大事なのではないか。だから競争的

でなければいいということではなくて、そこで

実現されようとしている教育自身の中にどうい

う問題が入っているかということを考えなけれ

ばいけないと思っています。

私は大きくは二つの問題があると思います。

ひとつは高校教育と大学教育との非接続的な状

況の問題、つまり高校までの学びが大学におけ

る学びの基盤に十分になりきれていないという

状況です。これだけ過度に学習をして勝ち抜い

て入ってきたはずなのに、必ずしもそれが大学

の学問研究に繋がらない状況になっているとい

うこの非接続の問題と、もうひとつは大学だけ

ではなくて社会への接続においてもやはり課題

をかかえている。これは仕事や職業に対しての

動機づけがやはりなされていないということで、

さらに大学での教育の不十分さが問題を倍加さ

せてるという側面がある。２番目の問題につい

ては宮本先生がお話をされるところですので、

私は前者の高校教育と大学との非接続の問題に

ついてお話をできればと思っています。

高校における学びが大学における学びの基盤

を形成できていないという言い方をしましたが、

これは単なる「低学力」であるという問題では

ないと思います。しかし、にも関わらず、大学

側がどういう危機認識を持っているか、ここに

相当な問題を抱えていると思っています。私は

今、名古屋大学にいますが、総長が研究科長を

集めて、今年の課題について報告をされた中身

があります。その中で語られたことは、河合塾

から提供されたデータをもとにして、センター

入試の偏差値を基準にして、この入学者の学力

別人口がどのように変動しているかという変動

予測を見てるわけです。一般入試の受験者層の

受験者自体の偏差値の山がずっと低位の方に動

いている。当然合格者の山も低くなっている。

これまでであれば入ってこなかったグループの

学生たちが入ってくるようになった。もう一方

の極めて特徴的な結論は、いわゆる偏差値学力

のもっとも高学力な部分は東大に見事に一極集

中してる。２番手の京大以下は、今までとれて

いた層がいなくなっているわけです。こういう

データを示されるわけです。その大きな原因は

推薦入試だと前期日程で落ちた子たちが拾えな

くなっている。阪大のように後期日程を残して

いるところが逆にそれを全部拾い集めていて、

上がっている例外的な大学だというのです。そ

こからくる結論は、推薦入試をやめて後期日程

をやって前期日程から落ちこぼれる部分を確実

に拾い集めようという提案が出てくるわけです。

あくまでもセンターではかられた力を学力とい

うふうに捉えてその高学力層をどうやって掠め

取るのかという発想になっている。とにかく優

秀な学生をとりたいというのは、国立大学の法

人化によって決定的な競争関係に追い込まれて

いるというやむを得ない背景はあるのはあるわ

けです。私はしかし、競争力が高ければ優秀で

あるという前提自体が見直さなければいけない

問題だろうと思うのです。

私は名古屋大学に来て21年目になりますが、

大学の４年間のなかで、本当に学問の主人公、

担い手となって卒業していく学生というのが、

非常に少なくなってきている。背景には大学に

おける公的な教育活動だけでなくて、研究会や

サークルなどインフォーマルな活動においても

学生たちの自主的な活動が低下していることに

も大きな課題があると思いますが、自分の頭で

物事を組み立てて考えるということが非常に苦

手になっている。受験学力を活用してかろうじ

て文献をまとめて発表することはできるが、そ

こにどういうリアリティを感じ取り、どこに論

点があるのかということを考え詰めるというこ

とができない。ましてそれを討論をするという

ことになるともっと大変なことになる。人が言

った発表に対して質問することさえ失礼だとい

う見方があるようで、どんなにわけのわからな

い発表であっても黙って聞いている。おかしい

と思わないのと聞くと、おかしいと思う。でも

そんなこと聞いたらけんかになるからだめなん

だ、と非常に物分りがいいというか、全部見逃

すわけです。だから共同の学習とか、研究の力

というものがなかなか育っていないという困難

さを感じます。私が強く感じるのは、高校まで

の学習スタイルから抜けられないということに



- 18 -

あるのではないか。教科書、参考書、問題集の

三点セットで、どれとどれを覚えたらいいのか

という学習スタイルでずっときている。だから

全く同じことを大学の授業にも求めるわけです。

板書をして要点を全部書いてくれというのはも

う普通に要求としてある。なおかつ、大学の学

問の世界というのは、検定教科書に書かれてい

るからこれが唯一の真理だという見方ではあり

ませんから、こういう問題についてはこういう

見方の対立があると。多数説と少数説があるん

だという話をすると、学生はパニックになるわ

けです。どれが正解なんだろうと。Ａでもある

しＢでもあるみたいな話をすると、大学は不確

かな話しかしないという捉え方になる。

ずいぶん前に新興宗教に走って中退した女子

生徒がいます。彼女がいうには、新興宗教の教

祖様には５千円とかお金払ったら会え、自分が

疑問を投げかけたら、これは答えはこうだとズ

バリ言ってくれる。でも大学の先生は絶対そん

なこと言わない。ＡでもありＢでもありみたい

なことしか言ってくれない。不確かで不安で仕

方がないというわけです。その教祖様に会うた

めにアルバイト活動にずっと専念をしていて大

学の授業に出られなくなって離れていった。こ

の心の不安というのは今の彼らの中に、新興宗

教に行くかは別にして、重なっている問題では

ないのかと思います。

私は本来の言葉の意味での進路指導というも

のがわが国にはあったと思いますが、いま進路

指導という言葉はほとんど就職の世界の問題で

はなく、大学に行くということに関わっている。

なおかつ、偏差値で示された値をもとにしてで

きる限り見栄えがいい大学、合格可能性のある

大学に導くということが進路指導であるように

生徒たちも受け止めているという状況がある。

だから入った時点では、まわりからほめられて

嬉しいということはあるけれども、しばらくし

たら、なんでこの学部に来ているんだろう、も

ともとやりたかったことはなんだったんだろう、

という問題にぶつかる。そこで悩んで転学とか

してくれたらいいのだけれど、そこにはなかな

か足を踏み出せない。結局不本意の思いのまま

で４年間を過ごしてしまうということがずいぶ

ん多くの学生のなかに見られます。だから何の

ために大学に来たのか、高校までとどう違うの

かということが自分のものになっていないこと

が非常に大きい、と思っています。例えば名古

屋大学に入れたらいいという指導をしている高

校がある。何人入れるかが問題だという。ある

学年で、65名定員なのに、ある高校から８名も

入ってきたときがあります。その学生のひとり

がたまたま私のゼミに進学をしてきましたが、

自分は法学部に行きたかったけれど、教育なら

入れるって言われてここに来た。８人とも全員

が同じ経過で教育学部に来てると、その学生が

言ったわけです。このまま放っておくわけには

いかないというのがあって、本当に教育学をや

りたいと思っていない君がここにいることで、

本当に教育学をやりたい誰かひとりが入ってこ

れなかったということだよね。３年生の段階で

まだそんなブーたれて、転学をするわけでなく、

ここに居続けてるというのはどういうことなん

だということを彼にぶつけたら、初めて言われ

たらしくて本当に彼は青ざめてました。彼はそ

のあとゼミの中で変わっていくんですけど。初

めて自分の進路に向かい合っていくということ

がそこから始まったのですが、そういう形での

対話がないままに４年間を過ごしている学生た

ちが相当数いると思います。

同時に私たちが切々に感じるのは、かつてに

比べて鬱をはじめとした精神病理的な状況を持

っている学生の数が本当に増えています。並々

ならぬ緊張感の中で競争に追い立てられながら

学んできたことのしんどさ、自分がもし今この

世代で大学受験生だったら耐えられるだろうか

と思うような状況であることも事実だと思いま

す。これは議論になると思いますが、今の状況

の中でセンター対応していることが問題だとい

う言い方をしてしまうと、おそらく先は見えな

くなってしまう。競争的であるという批判に対

しては、社会の仕組み自体の問題に関わってい

ますから、ある高校だけがやめても解決する問

題ではないわけです。今まず一緒に考えなけれ

ばいけない問題は、ある意味で非常に良心的な、
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生徒にとって良かれという思いで、とにかくセ

ンターでいい点が取れるように教えるというこ

とで、彼らがそのことによってつく力と、逆に

つけられないままになってしまっている力が何

なのか、今のこのスタイルの中で高校の教育の

中に起こっている変質の部分はなんなのかとい

うことを早く確認する必要があるのではないか。

要するに入るところまでが問題になっているわ

けです。何人入れたかという。でも入ったあと

もつないで考えないと、何が問題かは絶対見え

ないと思います。今年はうまくいった、来年は

大丈夫だろうかという、数だけの問題ではきっ

とないと思います。ちゃんとそれをくぐり抜け

て入ってなおかつそのあとそれをベースにして

大学での教育に耐え、社会にちゃんと入ってい

って自分の道を生きているのかどうか。もちろ

んそれは大学での教育能力も問われるわけです

が、高校段階でやるべきこと、やれることがど

こまで追求できてるかということを考える必要

があるだろうと思っています。

この問題は高校の中だけで議論しててばかり

では見えない問題で、そもそも大学人自身がい

まの高校との接続の問題に疑問を感じていても、

先ほどのようなレベルでの問題でしか見ていな

いわけですから、これは両方がやはり向かい合

って目の前の学生をはさんで議論をしていくと

いうことをしていかないと、なにを克服すべき

かということがわからないままに、競争がある

んだったら仕方がない、大学入って喜んでいる

のだからいいじゃないかというところで終わっ

てしまうのがいちばん困るのではないかと思っ

ています。とりあえず以上です。

西村 ありがとうございました。高校の段階で

生き方を問われぬままに、問わないまま大学等

に進学をしてしまうことによって、学生自身が

生きづらい状況になってしまっている。高校の

学習のあり方というものを一度問うべきではな

いか、という投げかけと、それに関わって、進

路指導というのは、生き方を問わずにひとまず

進学という形に傾斜してしまうという状況とい

うものがいま高校の現場にあるのではないか。

もちろん引き受けた側の大学教員の認識、若者

をどういうふうに育てるのかということの欠如

というか、そこの部分での折り合いという意味

では高大の関わりというのがこれからより問う

べきではないかという報告だと思います。で、

引き続き、宮本先生の方からは今度は社会との

接続という、広い意味での若者、青年の状況を

踏まえて報告をしていただきたいと思います。

○宮本みち子さん

いまお話を伺

いながら、だん

だん怒りがわい

てくる、そうい

う現状があると

思います。

本題に入る前

に、今のお話を

伺って思い出し

ましたが、立命

館大学の亀井先生が現代若者論という授業を400

人くらいの大教室で半年間なさったそうです。

若者の問題を徹底して学生の前で論じながら学

生たちに意見を出させようということで、私の

書いた本をもう詳細に15回やってくださったそ

うです。毎回先生が学生たちに問いながら、学

生たちから毎回レポートを出させ、ということ

を繰り返し、その次の時間には先生がそれに対

してコメントを返すということをやって、後半

になったところで学生たちの中から、このテー

マはただ聞くだけではなく、自分たちの問題だ

から自分たちでやるべきだ、という声が上がり、

去年の秋にその大学生が私のところにメールを

寄越してくれました。立命館大学で自分たち主

催でフォーラムやりたいから来ていただけない

だろうか、という話だったんです。行きません

とは言えない状態ですよね。どういうシンポジ

ウムにするかというのを何度も何度も合宿をし

てさんざん勉強して山のように本を読んで、そ

れで私にこのあたりのことで話をしてほしいと。

で、そのあと学生たちも参加してシンポジウム
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を、なんと４時間もやったんです。参加した学

生は、30～40人だったと思いますが、その学生

たちの真剣さというのは大変なもので、こうや

って育つんだという感じがしました。そのあと

の懇親会で隣にいた学生が、自分は意見を言い

たいと思うんだけど、とても勇気がないと言う

わけです。どうしてかというと、高校時代に意

見を言うという場面を一度も経験したことがな

いというのです。小学校のときはやっていたし、

中学の時にもある程度はやってた。でも高校に

なって完全になくなった。そしたら大学へ来た

らいきなり意見を言えって言われて、自信がな

くて悩んでるんです。

で、いまのお話がまさにそういうことなんで

すけど、ちょっと私の方から整理してみたいと

思います。いまどこがいちばん変わってきてい

るかといったら労働市場なんです。ところが労

働市場の変化に対して教育現場の改革が非常に

遅れているという感じがいたします。去年１年

間、中教審がキャリア教育職業教育特別分科会

をまる１年間、相当時間かけてやって最終提言

を出し、４月から、小学校から高等教育まです

べてにキャリア教育を導入するというところま

で決まったんです。しかし、中身を見ますと、

まだまだ本当の意味で変わりきれない状態にあ

ると思います。すごく大雑把に整理しますと、

工業化の時代から80年、90年代前半くらいまで

の日本の教育と社会との接続というのは、若者

にとっての豊富な労働市場というのがあり、そ

のなかで一番のゴールというか夢になっていた

のが大企業正社員です。これがブランドです。

だけど実際は大企業正社員の数というのは極め

て少なく、大企業と中小零細企業の二重構造と

いうのは続いたままなんです。その大企業正社

員のブランドを獲得する経路が大学であった、

と言っていいかと思います。大学に行く人の数

が限定されていたときには、大企業正社員と大

学教育を受ける人の数がある程度はバランスが

とれていた。その経路に高校から生徒を送り出

す、これも極めて受験競争の中でいくんですが、

一応多くの若者たちがこの最終ゴールに到達し

ている段階は、今みたいに大きな問題が起こら

なかったということだと思います。ところが今

は、大企業正社員というブランドの規模を企業

がうんと限定し、それ以外の周辺は非正規雇用

に変えたわけです。もともと非正規雇用という

のは、既婚女性のパートタイマー労働市場であ

ったものを、若者にも広げたのです。大企業の

正社員ブランドの規模が小さくなっているとこ

ろに、大学はうんと規模を増やしてしまった。

大学は普遍化時代であるにも関わらず、つまり

５割の人は大学へ行く時代に、大学はアカデミ

ズムの世界だと。ここの部分がまず変わらない。

30年前と同じ教育をして大企業正社員というブ

ランドを目指させようとしています。社会的に

確立した標準であるんでが、そもそもそこにも

う問題が発生しているということなのです。

それからもうひとつ重要だと思うのは、先が

狭まっている中で教育のあり方を変えなければ

当然激烈競争になります。こういう状態の中で、

競争から降りられない階層と、もうとっくに降

りてしまった階層と、二極化しているんです。

すべての世界で激烈競争ということではなく、

競争に乗れない人たちの世界が今、大きく広が

っていて、じゃあこの人たちは一体どうするの

だという問題がもうひとつあると思います。欧

米の国々をまわってみたときに感ずることです

が、1980年代の始めから労働市場は非常に厳し

くなって、若い人が安定した仕事に就けない時

代に入ったんです。日本が入ったのは90年代の

終わりです。失業率が10％、20％となり、学校

を卒業しても安定した仕事に就けない若者たち

が大量に出る社会のなかでどういう形をとるよ

うになったかというと、学校を終わったらそこ

から会社に繋げるあり方というのをかなり自由

化したんです。自由化というか、教育に関して

は生涯学習化する。ですから、18歳まではだい

たい義務教育、あるいは義務教育に近い形で大

半の人々は学校で教育を受けるんですが、その

先に関してはもう生涯学習化する。だからとに

かくある意味、死ぬまで勉強ということがつい

てまわる。勉強と教育訓練ということがついて

まわる。で、労働市場はというと、学校卒業し

てどこかに就職をしたらそのままずっとそのポ
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ストを死守するということではなく、仕事は変

わる。変わるときに教育訓練といつも密接に連

携しながら交互に行き来をする。あるいは同時

ですね。働きながら教育訓練も受ける。ひとり

の人が教育と仕事の間を行き来するという、こ

ういう社会へと変えていったと思います。した

がって失業率は高いんですが、特にヨーロッパ

の福祉国家型の場合には失業率は高く、しかも

グローバル経済化の中で雇用流動化は日本と同

じように進めた中で、流動化をしながらも落ち

てしまわないために、条件の悪い若者たちが仕

事の世界と学ぶ世界とを安定的に行き来しなが

ら自分のキャリアを築いていけるように様々な

支援サービスを整えてきたのです。これを一言

で言うと、やり直しのできる社会、になるのだ

と思います。つまり勝負は人生前半期の学校教

育段階だけではなく、いつでもチャンスはある。

それから路線変更ができる、ということではな

いかと思います。

国によって若干違いますが、そういう時代に

入ってもう20年くらいになっているんです。大

人たちが常に学ぶ、教育訓練を受けるというこ

とをやっていて、その学ぶとか教育訓練を受け

るために税金を使っているわけです。つまり日

本みたいに学ぶということになると常に個人負

担というのではなくて、税金を使って人々が教

育訓練、学びをしながら、自分自身のキャリア

を築いていくのです。変更もありと。

そのことと比べて、学校教育段階の若者たち

がもう受験というゴールしか見えない。多様な

レールというのが日本の社会では見えないんで

す。たぶん先生方も見えていない。というか、

ないんですよね、日本の社会には。90年代前半

までは太いレールが一応機能していたので、太

いレール以外のレールを作るということが、そ

れほど重要性を帯びてこなくて、政策上はもう8

0年代くらいから、多様性とか生涯学習社会とか

言ってましたけど、真の意味の生涯学習社会じ

ゃなくてカルチャーセンターを増やした。要す

るに余暇の充実だったんです。真の意味の生涯

学習化するためには、労働市場が変わらないと

いけない。その時代が90年代の終わりくらいか

ら日本できているんですが、それにも関わらず

まだまだ真の意味での生涯学習化していない。

だから勝負は18歳、あるいは22歳という、最終

学校を卒業したその瞬間の勝負に賭けなければ

いけない。ここのところがなかなか崩れない。

ここを崩すためには、学校教育だけでは崩れな

いんです。企業が変わらないとだめです。他の

国々の採用のしくみを見ると、日本と本質的に

違います。

まず、新規学卒一括採用制度をとってる国と

いうのはそれほど多くなかった上に、いま非常

に多様化しています。求人はいろいろなときに

必要に応じて採る。それから日本みたいに、そ

の会社に入るときには色がついていないのがい

いと。これは戦後の日本の採用の基準です。と

くに大企業は、大学生を採ったら、協調性、順

応性、コミュニケーション能力、それから仕事

がこなせる基本的な能力が高ければ、あとは企

業の中で色をつけるから、下手に大学で色なん

かつけないでほしい、これが今まで企業が公然

と言ってきたことで、それが突然最近変わって

きているわけです。もともとそこにも矛盾があ

り、いまじゃあ色をつけて学生を送り出せと言

ってるかというとそうでもなく、３年生の半ば

くらいにはもう決めようとしていて、とにかく

優秀な人材だけ確保したいということでやって

います。このあたりが変わらない限り、多様性

のある社会というのはできないんです。それで

たとえば学校段階でドロップアウトした人が、

やりなおせるルートがあるのか。いま、つまず

いてる大量の若者たちが、この数年間、地域の

若者就労支援のいろいろな機関にたくさん来て、

いろいろな支援を一所懸命やっていますが、そ

こから仕事に就けるということが非常に難儀し

ています。難儀してる最大の問題は、企業がそ

ういう人を採ろうとしない。一度つまずいた人

に対して、もう一度再教育訓練をして、その成

果をもってもう一度やり直しがきく、そういう

可能性が本当に少ない。ですから、そういう社

会改革を学校と企業とが連携をとってやらない

と、多様性があり、やり直しがあり、そして一

度つまずいても再チャレンジができて、将来に
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明るい展望が持てるような状態にならないとい

う感じがしています。

西村 ありがとうございました。欧米で起こっ

たことが、日本の場合には20年ぐらい遅れて今

まさに進行中で、いま見てみると、労働サイド

の問題と教育サイドの問題と、両方をセットで

考えるシステムを作っていかないと今の若者の

人生っていうのが、人生の前半期に全てが決ま

ってしまうという状況というのはなかなか打破

できないのではないか。

いま３人から問題提起という形で報告をいた

だきました。まず最初に報告をされた３人の中

でそれぞれの立場から、お互いに質問したいこ

とががありましたらお願いします。

伊藤 新たな高校教育政策の検討委員会をやっ

ていてですね、また積まれてしまうものは作り

たくないから、できる限り現場の議論が巻き起

こるうようなものにしよう、と言いつつ、いま

非常に難儀しています。将来構想みたいなもの

を検討するときに、社会全体が大きく変わって

くれるといいなという、長期的な政策要求みた

いなものがあります。しかし、現実に生徒を前

にしていると、そうはいっても政治が変わらな

きゃどうにもならないから、じゃ政治が変わる

のを待つのかということになってしまう。やは

り先ほどお話をした、競争からこぼれてしまえ

ない日本の現状があるわけです。そうじゃなく

ていいんだよと、こぼれてしまっても大丈夫な

んだよ、と言ったその子たちに対して、中期的

にいうとどういうケアができるのかというのが

必要になってくる。学校現場でいえば、いった

い今の時点で子どもたちに対して何をしてあげ

たらいいのか、教えてあげたらいいのかと、問

いとしては漠然で申し訳ないんですが、よその

国でこうやっているというのももちろん必要で

すが、今の日本で我々に何ができるのだろうか

ということを、思うことがあれば教えていただ

けるとありがたいと思います。

植田先生にもちょっと質問があります。とは

いってもセンター入試があって、皆さんの学校

でもそうかもしれませんが、推薦入試やAOで合

格した子もセンター受けさせている学校が多い

んです。なぜかというと、センター入試を何人

受けたかとか平均点何点だったかというのは学

校間競争に使われており、校長や教育委員会か

らはそういった締め付けがそうとうあります。

中部東海ブロックの高校の先生方が、センタ

ー入試やAO入試の問題、それが現場にどういっ

た影響を及ぼしているのかを書いた本がありま

す。その中に、受験対策をすることによって、

本当の学力が身につくような受験ってないだろ

うか。そういう提起があります。少なくとも、

選択肢でマークシートでつけるような形で本当

の力がつくとは思えない。大学の側はそれでも

センター入試をずいぶん使うようになってしま

った。大学の生き残り競争の中で仕方がないと

は思いますが、入試をどう変えていくのかとい

う議論は、大学の中ではないのか。大学という

ことになると、それに耐えられる学力水準とい

うのは問われるわけだから、入試というのは必

要だとしても、大学の学力水準に見合った学力

をつけさせるための大学入試というものが大学

の側からできないものだろうかとちょっともど

かしくも思ってしまうんです。と言うと、高校

の先生方も入試やってるじゃないかと言われて、

中学校からそういうこと言われそうな気もしま

すが、そういうセンター入試の評価の問題も含

めて、そういった動きってできないものかなと

思うんです。大学の先生もこの場にも来てらっ

しゃるのでお聞きしたいところです。

西村 はい。ありがとうございます。そうしま

したら、宮本先生から、大丈夫ですか。

宮本 競争から降りたいけど降りられない子に

どういう声かけがあるか。ものすごく難しいで

す。ただ、2004年くらいから、各地で、国の政

策でもありましたが、つまずいている若者たち

に対する支援の活動が全国に展開するようにな

りました。そこに非常に多くの人たち、年齢で

言うと10代の終わりくらいから上はもう40歳く

らいまで、幅広い年齢層の人たちが来ています。
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そのなかにいわゆる高学歴でつまずいた人たち

の一群がいるわけです。その方たちの多くがい

まお話のあったようにとにかく競争・競争で突

っ走ってきて最後のどこかでぷつんと切れてし

まったという方たちが多いわけです。その方た

ちがどういう形で立ち直っていくかというと、

まずは、実社会に自分自身が入っていろいろな

人と会い、いろいろな人の話を聞き、具体的な

活動をやり、これみんなサポートする人たちが

いるなかでやっているわけですが、そういうな

かで、自分の視野をもう一度拡大する、その拡

大する中から、もう一度大学へ戻ろうという人

もいるし、自分の力を身につけて仕事に就いて

いこうと。そういう形で農業の世界に入ってい

くという人たちも今かなり多くなっています。

あるいは具体的に職業訓練の現場に入って、具

体的な力を身につけるという人もあるんです。

学歴競争の中でしか生きられないと思いこんで

しまっている、そこのところを変えていくには

実社会の中で体験するしかない。その過程の中

に親も加わるとより効果が上がる。親自身がも

のすごく固く膠着しています。そういう状況が

見られます。

西村 先ほど宮本先生の報告では、激烈な競争

が今の若者にわっと降りかかっているけれども、

実はふたを開けてみると二極化しているという。

そのうちの下の方、競争に乗れない層というも

のについて、今の日本の、ドロップアウトする

若者や高校中退・中卒で働くという若者の状況

というものも、少し補足説明をいただけると。

宮本 はい。この競争激化というのは日本の社

会を見たら完全二極化です。激烈な競争をして

いるところ、お受験世界ですね。それからそれ

とはまったく対照的な世界と両方がある。その

こと自体もまた深刻です。国際的に見ても教育

に関して非常に熱心であり、親たちが前向きに

子どもの教育に向かってきた社会が崩れている。

そのこと自体は大きな問題であり、しかも20～

30年前と違って、競争から降りてしまったって

いいじゃないかと言いますが、今の社会の状況、

とくに仕事の世界の高度化に対して、中卒とか

高校中退のレベルのまま、学ぶとか、訓練を受

けるという機会のないまま社会に出た時にどう

なるのかという問題があります。高度化する仕

事の世界に対応して、教育訓練というものをす

べての人たちに保障していかなければならない

問題があると思います。そういう点で言うと、

競争から降りてしまった人たちに、その競争で

はなく、彼ら自身の力をつけるための教育保障、

これをどこでやるのかという問題が今つきつけ

られています。それはもちろん高校の中でやる

べきであり、高校の義務教育化というのは必要

ですが、それだけで達成できるのか、高校だけ

でうまくいかない人たちは高校でないところで

教育訓練を受ける場があればいい。とにかくど

こであろうと、この社会の中で生きていくため

に必要な教育訓練というものが受けられること

が必要だと思います。大学に関しても、半分以

上の人が行き、将来的にはもっと多くなるとい

っています。そうなると大学生のレベルが下が

るというのは人口論的にいって当たり前であり、

そのことを問題にすること自体がおかしな話で

す。人口の２割しか行かないときの大学生のレ

ベルと、５割以上が行く時代の大学生のレベル

というのは当然違う。だから大学生の中も、そ

れぞれのニーズ、その学生の状況に合わせた形

の教育訓練というのが必要だと思います。その

あたりのところをきちんとやらないと、大学教

育の空洞化がひどくて、それは学生の質が落ち

ているからということではなく、普遍化教育な

んですから、当然のことでして、それをいわゆ

る従来型のアカデミック教育だけでやろうとす

れば、もう空洞化です。それに対応できない人

たちは大学教育に適応できずにぼろぼろこぼれ

ていきます。大学の中退率はいま２割を超えて

います。あんまり超えてしまうと大学の評価が

下がるというので、必死に中退させないように

やっている。心のケアをしたりして。心のケア

ではなく、その学生にあった教育、そしてかつ

その人たちが社会で生きられるためにどういう

力をつけてやったらいいのかということをもっ

と具体的に考える必要があるのではないかと思
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っています。

西村 ありがとうございます。伊藤先生から植

田先生への質問に、今の宮本先生の発言を重ね

て、あわせて植田先生にお話をお願いします。

大学側が入試制度をどのように捉えるのかと

いうことと、もうひとつ宮本先生からおっしゃ

られた、ユニバーサル化した大学においてはも

はや大学生のレベルというのは落ちることを前

提に従来型のアカデミック教育に傾斜するので

はない学びが大学に必要ではないか。社会との

接続という意味での大学教育というのは、むし

ろ大学教育がそういうことを阻んでいる状況が

あるのではないかという指摘もあったと思いま

す。合わせてお願いします。

植田 宮本先生がおっしゃったことのなかで、

こぼれるという、落ちこぼれてるという部分の

こぼれ方にふた通りあるのではないか。つまり、

今の序列化の中で正社員になる層なんて限られ

てるわけだから、そういう大企業かつ正社員と

いうイメージの中でこぼれていってる部分と、

本当に働くということについてまったくなんの

準備もされてなく、雇用者としては採れないと

いう部分の落ちこぼれ方と、ちょっと違うので

はないか。前者の場合だと、例えば大企業のこ

とだけを問題にして就職難を言ってるけど、中

小企業はたくさんの人材を採ろうとしても来て

くれないという悩みを持っている。中小企業家

同友会の人たちは企業の中で経営者も社員も育

てていくという、共育ちということを議論して

いるところもあるわけです。そこでやれるよう

な人とうまくマッチングさせていくことで解決

できる部分があるのではないか。

伊藤さんからいただいた問題です。高大接続

というときに、入学者選抜の仕組みとしての問

題と、教育課程上の問題と両方あると思います。

センター入試の問題というのは多様な論点を含

んでいますが、もともと共通一次として始まっ

たのは、高校ごとにいわゆる格差があるのだか

ら、基礎的な学力の習得状況というものをはか

る試験がいるという見方で始まっていくわけで

す。だけど実際にやってることは、達成度を評

価するという、目標準拠の試験ではなくて、母

集団の中での位置関係を探し出していく集団準

拠型になってしまったことが大きな問題に繋が

ってきていると思います。そもそも学力達成度

というものを大学の独自入試で測っていたもの

を、この種の試験を導入したことによって非常

に依存的な状況が生まれてきたというのは確か

だと思うんです。二次試験として課してるもの

がセンターに対してどれほど本質的な違いがあ

るのか、なにか別のものを確かめようとしてい

るのかどうかということも曖昧になっているし、

まして入試機会の複数化とか多様化という形で

推薦入試の問題が出たりするなかで、大学の側

がどういう弊害が生まれているのかという本質

的な部分の調査をしていないんです。そして、

河合塾のデータに基づいて山のなかのどのへん

を取れているんだ、どうやったらかすめ取れる

んだろうという見方になってしまっている。そ

こは大学の側の基本的な認識にものすごく大き

な問題がある。今のようなやり方を続けるのか

という話になれば、変えなきゃいけないという

話にはなると思います。でも残念ながら、実戦

部隊も作問をしたり採点をしたりということに

関わっても、入学試験ポリシー自体を大学の中

で科学的に議論をして決めているというところ

は本当に少ないと思います。どうやったら定員

が充足できるかとか上から取れるかということ

ぐらいしかやっていない。だからそこは大いに

大学の側で検討の余地がある。名古屋大学の場

合は、推薦入試比率が17％位です。全然いい言

葉ではないですが、いわゆる旧帝大の中でいち

ばん推薦比率が高い。しかしこのやり方の中に

なにか積極的なポリシーが入っているかという

と、そこは非常に怪しい。今のとり方で、確実

にこういう力を持った子がとれているという確

信がないわけです。だからそこは議論の余地が

あるだろうし、大学の中で議論していかなきゃ

いけないと思います。センターをある程度基礎

的な学力の認定に使うのであればそういう使い

方をしなきゃいけない。つまり二次試験と合算

をして合格者を出すとセンターで高く取れば取
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るほどいいに決まってるわけで、とにかくセン

ターで点数をいっぱいとらなきゃいけないとい

うだけの話になっていって、これはもう際限の

ない競争です。東大はもともとセンター依存が

低い大学で、結果的にそのセンターの成績のい

い子を全部とっていくという皮肉なことになっ

ています。そういう意味ではセンターで、ここ

までの到達があれば基本的にはあと点数は関係

ないと。あとはもっと有効な二次試験をやって

その学生をとるという形に変えていくことは意

味があるのではないか。センター試験の問題点

を全部解決することはできませんが、大学の側

がもうちょっと知的な使い方をすることへ向か

うだけで、高校での教育の風景というものを変

えることはできるのではないか。つまり、今こ

の手のやり方をしていることによって、どうい

う高校教育の状況を導いてしまったのか、結果

として大学がいま困ってることというのは、そ

こに大きな問題があるということ自体を共有す

るなかで、私はこの議論はもう動き始めている

のではないかと思います。センターから逃れた

いという大学は公然とは声に出さなくともある

と思います。もともと国公立大学の共通試験だ

ということで巻き込まれているという面もある

わけですし、そこはもう少し社会的な運動にし

ていく必要があると思います。

その問題ともつなりますが、大学でめったや

たら教養教育の改革ということをやっています

が、その改革というのは、もともとの問題認識

の部分が足りないので、低学力扱いをして補習

を課すようなやり方になっています。つまりこ

れは高校の先生がちゃんと教えていないから大

学の授業で困ってるんだから高校の先生を連れ

てきて補習させようとか、むちゃくちゃな話に

なっています。それから今は国際化の時代だか

ら英語教育は徹底化してたたかなきゃいけない

といって、名古屋大学も英語のサバイバルとい

うものを始めた。私はあれで学生の自殺者が増

えているんじゃないかと思っています。

今の段階で教養教育の前提になる部分が中等

教育でなかなか難しくなっている。この抜けて

いる部分を現状において大学の教養教育のなか

でどこを変えなければいけないのかという、そ

れこそ大学にふさわしい知的な議論をしなけれ

ばいけない。

プラス、社会に向けて動機づけていくという

ときにいま大学でやっているインターンシップ

というのは、もうずぶずぶの体験主義で、そん

なに教育的意味があるとは思えない。もっと意

味あるものとして大学生に対して社会のことを

学んでもらう機会をセットにして考えるという

教育が間違いなく求められていると思います。

焦りの中で改革改革ということは言ってはいる

が、その改革のデッサンなりもともとの問題の

捉え方とかに大きな矛盾があるというのが事実

ではないでしょうか。

西村 ありがとうございました。もう一点だけ

宮本先生に。90年代の半ば以降の経済社会の変

容ともに、おそらく家族も変容してきたのでは

ないかと思います。『子どもの貧困』という阿部

さんの本のなかに16人から17人にひとりの若者

がひとり親世帯になっているという状況が書か

れていました。確か宮本先生も、というか僕も

一緒に横浜の定時制高校の調査をして、その貧

困という問題が若者の人生を切り開いていく途

中でかなり制約を受けているという状況があり

ました。こういう状況、家族の変容の中での若

者の自立、そういうものに関して貧困と関わっ

てなにか簡単に報告をいただけないでしょうか。

宮本 この貧困の問題というのは、戦後の日本

でもある時期以降まるで消えてしまって、５年

前くらいから再びよみがえってきた現象という

か、社会的な認識が出てきた問題だと思います。

この２年間くらい、子どもの貧困に関してはか

なり議論が高まっていると思います。社会保障

人口問題研究所の調査によると、15歳の時点で

貧困という経験をした子どもがそのあと大人に

なったときにどういう影響を被っているかとい

う調査をやってますが、仕事の点での極めて大

きな不利益、社会的地位の点での不利、人間関

係において明確な負の影響を被っている、とい

うデータが出ています。子どもの貧困というの
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は親の貧困ですから、90年代以降の親の状況と

いうのが悪化した、その結果として出てきてい

るわけです。問題は、今日は学校の先生方のこ

ういう集まりですので、私が感ずるのは、子ど

もたちの抱えている問題というのは学校がいち

ばん把握できているはずなんですね。それ以外

の機関というのは、乳幼児健診の時期はさてお

き、それ以降に関してはそんなにきちんと把握

はできない状態ですので、学校が把握するとい

うことがまず重要なのですが、これが十分に機

能していない。この子どもの問題に関してはで

きるだけ早期に発見することが重要だというこ

とは、どこの国でも言われていることで、早期

に発見して、そこから継続的にケアをしながら

自立のところまで見守っていく。そういうしく

みを作るということが言われ続けているのです

が、残念ながら日本の今の状況では、これだけ

貧困の問題が出てきても、なかなかできない。

たとえばその乳幼児健診なんですが、虐待問題

を見抜く一つの方法は、乳幼児健診に何度にも

わたって来ない子ども、これを家庭まできちん

とおさえることが有効だと言われていますが、

それだけの数の保健師がいない。そこから小学

校に上がったところでぷつんと切れます。小学

校の６年間が終わってその６年間の中で問題を

抱えていると思われる子がそこでぷつんと切れ

ます。中学へ行くとまたゼロからのスタート。

そして高校へ入った時点で過去の経歴というも

のが切れてしまいます。そしてその年齢くらい

になってしまうと、かなり問題は進化していて、

たとえ発見したとしても、そこで軌道修正をす

るということが非常に難しくなっています。そ

ういう点で学校という場を中心にしながら、し

かし学校だけに負わせないで、できるだけ早期

に子ども自身の抱えている問題を発見しながら

地域全体でその子どもに対して適切な対処をす

るシステムをつくらないといけない。日本の家

族というのは西洋諸国からすると家族主義の国

だと今でも言われていますが、いまや日本は、

家族というものの資源に負って、子どもが健や

かに育つとは思えないような状況になってきて

います。それを家族に全て委ねるような社会的

なしくみというものを放置していると、成人期

への移行の段階になって、完全に問題が発現し

てしまっていると思います。高校時代というの

は大人になるスタートラインという点では非常

に重要なんですが、もうその段階ですでに深刻

な問題を抱えている生徒が相当います。この問

題を学校の先生の責任にするということでなく、

去年の４月に施行された「子ども・若者育成支

援推進法」、これは、いろいろな問題を抱えてい

る子ども・若者をすべての地域の専門機関、官

民ですが、それが横に連携をとって支援をしな

ければならないという法律ですが、これは、こ

の間の子どもたちの実体から出てきたもので、

これをどうやってもっと実のあるものにしてい

くかという段階にあるのです。そいう意味で、

とくにそういう生徒たちを多く抱えている学校

の先生方は、躊躇せず社会に対して発信してい

ただきたい。自分たちだけではどうしようもな

いと。社会に助けてほしいということを言うべ

きだというのが私の意見なんです。

西村 はい。ありがとうございました。残り20

分で、最後にもっとより議論を深めていくため

の一言という形で発言していただきたいと思い

ます。フロアの方から、ぜひ聞いてみたい、も

しくはこういうことを言いたいという方がいま

したらお願いします。じゃあ、いちばん前の方

から。

■ フロア発言

○角谷さん（千葉）

千葉から来ました角谷といいます。今いろん

な方から発言いただいて、競争の激しい中でや

っているということですが、私が勤めている学

校は、そういう競争から無縁の、天国のような

学校です。逆に言うと競争から降りてしまった

子どもたちの中でやっています。そういう意味

では補習などの競争主義的な教育とは無縁な中

で、彼らは彼らなりに色々な力をつけていきま

す。私は常々思っていますが、自分のために勉
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強するのではない、親のためでもない、先生の

ためでもない、社会の一員としてどういうふう

に自分が役割を果たせるかを学ぶ場としての高

校教育をもう一度このシンポジウムでも問い直

したいと感じています。タイガーマスク現象が

起こっていますけれども、何らかの形で社会に

貢献したい、関わりたいという子どもたちは私

の学校にもたくさんいます。そういう意味では、

いま現実に起きている社会問題を、戦争だとか

貧困だとか、環境破壊だとか、ストレートに伝

えていくときちんと反応してくれる。それを血

肉化するような教育をどういうふうに再構築し

ていくかということが非常に大きな課題かと思

います。

私の学校では、教科書を買えない、買わない

生徒がずいぶんいます。４月に教科書を持って

いるか点検しますが、家に忘れてきたと嘘を言

うのです。本当は買ってないのですが。そうい

うなかで教育をしなきゃいけない。で、彼らは

教科書、よく読めません。読めても意味がわか

りません。そういうなかで私たちはどういう取

り組みをしていくかということが問われていま

す。競争社会で騙されない力をつけたいし、そ

れから自己主張して交渉できる力をつけたいし、

それから連帯や団結ができる力、もう少し言え

ば弾圧に負けない力、そういうものをつけてい

くことが今の高校教育、競争からすでに降りた

状況にある子どもたちへの教育として大事なの

ではないかと思います。

○長岡さん（大阪）

大阪の布施高校という夜間定時制で勤めてお

ります。二点ほ

ど意見を言わせ

ていただきたい

と思います。労

働市場の変化が

あるという話で

すが、数年前、

小泉さんの時代

に痛みを相当伴

うんだという話

が出ました。痛みが集中的に高校生に、特に夜

間定時制の高校に表れてると考えています。そ

の流動化ということを批判していかないと根本

的な解決にはなりません。それがひとつ。それ

に併せて、先ほど家族の話をされましたが、家

族が崩壊していると。あるいは個人の生活設計

ができないと。あるべき家族の姿というのはい

ったいどういうものであるのか。個人が途中で

リストラに遭って、大黒柱がリストラに遭って

ローンが払えなくなるというようななか、どう

やって生活していくのかという、そういう問題

も出てくると思います。そういうところと、政

府がセーフティーネットであるハローワークと

か、従来からあった職業訓練所を縮小している、

そういう問題も絡めて考えないと、現実の経済

の変化に対応してやっていくということだけで

は焼け石に水、という感じもしないでもない。

正直言いまして。

二点目は、夜間定時制ですので、昼間の学校

の様子を見ていますが、大阪の高校においても

伊藤先生が言われたように、受験対応というこ

とで授業漬けですね。７時間授業、それから土

曜日も開校してるという状況が出てきています。

そういうなかで授業漬けしていったら自分で勉

強し、自分で考える時間があるのかと、そうい

う気が夜間定時制の教師のほうから見ていてし

ます。僕らが大学に入ったのはちょうど学園紛

争が終わった翌年ぐらい、1970年です。そのと

きに言われたことは、いちばん大事なのは何か

というと批判的精神であると。やっぱりそれが

大事だと。そういうことをしっかり身につける

ためにも色々な周辺科学の勉強をしなければい
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けない。よくそういうふうに言われました。そ

ういうところと受験勉強とはいったいどう関わ

るのか。あるいは高校生の段階で力つけるべき

課題は何かということを考えてみたいと思いま

す。

○小池さん（埼玉）

埼玉から参加しました小池と申します。時間

がないので一点だけお聞きます。シンポジウム

のテーマが、権利としての高校教育の創造を、

というふうになっています。

宮本さんにお聞きします。成人年齢引き下げ

の民法審議など政府審議会メンバーなどを務め

ると書いてありますが、高校現場にいますと、

大人の一歩前の高校生、その高校生のほうが選

挙権は私たちにはまだ早いという割合がけっこ

う高いんです。そういう生徒たちに何をどう私

たち高校教員は伝えるべきなのか。こういう政

府の審議会では高校教育と絡めてどんな論議を

されておられるのかお聞きしたいと思います。

それはシンポジストの伊藤さんが提起された、

無償化になって何が変わったのという問いかけ

と関連してくると思います。無償になったら学

ぶ意味がなくなってしまう、そういうふうに捉

えている生徒たちに、権利としての学びとは何

なのか、それを私たちは高校教育の中で目の前

にいる生徒に問いかけていかなくてはいけない

のではないかと思っています。そういう観点か

らお願いします。

■シンポジスト２巡目発言

西村 ありがとうございました。そうしました

ら、３人のシンポジスト、最後にお１人ずつま

とめていただく中に、宮本先生、今の質問に絡

めて報告をしていただけたらと思います。また

伊藤先生、植田先生、宮本先生の順で、最後お

願いします。

伊藤 ひとつめに、これは検討委員会の中でも

議論していますが、とにかくまずは食べていけ

ない状態というのはなんとかしないといけない。

高校教育云々の前に、出口がそういう形でふさ

がっているのは、社会的な問題として、大人の

責任として、教員の責任として、運動化してや

らざるを得ない。それは高校教育をどうするか

こうするかの前に、やっぱり私たちやるべきだ

し、ある意味でこれは湯浅誠さん以外にも、埼

玉では埼玉ユニオンという労働組合も作りまし

たし、一定程度私たちの運動が前進している面

もある。

ふたつめですが、とくに進学校の子どもたち、

うちの学校でよく講演会で、NHKのお天気のお兄

さんなどを呼んでやったりした時に、夢を持て

のなんのかんのとばっかり言われて子どもたち

は相当辟易するのですが、ある意味で私たちも

子どもたちの進路選択というのをかなり直線的

にしか考えていないのではないかという気がし

ています。先日うちの同窓会がありまして、同

窓生の中でも職に就いた人たちを集めて学校で

講演会やるというので、10人～20人ぐらい集め

ました。最初に僕が心配していたのは、成功し

た人の成功談で子どもたちは大変だなというの

がありました。元衆院議員というのも来るわけ

で、とても心配していた。ところが、あとで生

徒に感想を聞いたら、とても面白かった、一直

線じゃない生き方ということがわかったと言う

んです。どこかで挫折してなおかつそこでまた

自分の道を考え直して、いまの職業に就いて、

それでわりと今はいきいきやってますという話

がすごくよかったと彼らは言うんです。ある意

味で私たちは子どもたちの職業像とか進路選択

像みたいなものをかなり直線的な、すんなりと

行くものがいいのだと捉えていますが、実際に

子どもたちがそういったものにぶつかった時に、

自分がいま悩んでいることも含めて、これでい

いんだという自己肯定になっていくのではない

かと思っています。ある意味アルバイトとか、

いろいろ学校には負担があることでインターン

シップは敬遠しがちですが、子どもたちに職業

を選択するということはどういうことなのか、

まさに具体的な人を通して学ばせるというのは
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とても大事なことなのかと思っています。それ

が二つめです。

三つめですけど、さっきの角谷さんの話にち

ょっと絡めて、先日、本を読んでいたら、勤労

は権利だと書いてある。ところが憲法ではそう

は言っていないんですね。勤労の義務と権利が

あると言っている。なぜ勤労は義務なのかとい

えば、働くことが公共性を持っているからであ

ろう。先日とある本を読んでいてがつーんと来

ました。学ぶこともそうですが、仕事を選んで

その仕事をするということは、自己のためとい

う部分だけではなく、公共のために私たちが生

きているということがあるから、憲法では義務

と言っている、権利と義務があると言っている

というのが、今ひっかかって考えて考えて考え

ているところなのです。そういった観点から言

うと、働くことも含めて学ぶことも公共性を持

ったものなんだ、パブリックのものなんだとい

うことを、子どもたちにどう伝えられるのかと

いうことが大事だと思います。そして、パブリ

ックに働くことによって社会にあてにされる私

が生きてていいんだという自己尊重感みたいな

ものも育つ気がしてなりません。

植田 冒頭に申し上げた基礎セミナーの中で１

年生の意見を聞くと、センター入試に対しては

すごく親和的です。これがあったから目標がは

っきりしていて頑張れた、こうやって入学でき

たのだと。ところが大学に入ったら何を目当て

にして頑張っていいのかわからないと言うわけ

です。そのゼミの中で最後に文献を読んで高大

接続テストというのはいったい何を定義してい

るのかということを読んだ時に、一様に彼らは、

あからさまには言わなくても不快感を表明する

んです。我々はそのなかに巻き込まれてやって

きているのに、それに問題があったと言われて

もどうしてくれるんだというところだと思いま

す。そんな無責任なことやめてほしいとか、混

乱させないでほしいとか。これは高等学校長会

の見解とほぼ同じ見方だと思います。ここまで

焼き付いているもの、感情的にその中に依存し

てきているがゆえに、本当の見なければいけな

い問題が見えなくなっているところに困難さが

ある。これはおそらく高校の先生たちの中にも、

センターを経過して、それが非常に大きなもの

として焼き付いてる人たちも多いのではないか

と思います。ただ、先ほど申し上げた観点から、

本当にこの歴史の経過の中で、見直しをしなけ

ればいけない状況に来ていることは確かです。

ここで私たちが勇気を持って向かい合う必要が

あると思います。ただ、センターについてどう

こうという議論だけでやっていても前に進まな

いわけで、先ほどの発言の中に出てきたことは、

それぞれの学校の現実の中で、その高校生たち

が社会に出ていくことに向けてどういう取り組

みをしなければいけないのかということを語ら

れたんだと思います。これは教育課程論のいち

ばん大きな柱の部分だと思います。いま高校生

たちがどういうふうになっている、どういう課

題を持っているのか、そのことに対して、どう

いう教科、教科外の活動の中で子どもたちにど

んな力をつけるのかという問題がひとつだと思

います。

高校生に聞いてみると、文化祭はあった。だ

けど準備期間は１週間しかなかった。要するに

形としてあるだけで、そのなかで仲間と一緒に

何かを作るとか、自分たちが表現して解放する

なんてこととは程遠い学校行事になってきてい

る。本当にこれはもうお勉強の間の息抜きのよ

うなものにしかなっていない。こうしたなかで

生徒が育つわけがないですから、やはりこの全

体の成り立ちをどうするのかということを考え

なければいけない。それと同時に、センター対

応しなければいけないとしても、ただ過去問を

やって解答技術をやるのではなく、絶対にこれ

だけは生徒たちの中に定着させなければいけな

いというものはあるのではないか。そういう意

味では教科課程の問題を考えるときに、そこに

踏み込むことが必要になっていると思います。

これは高校だけでやれという話ではなくて、大

学の教養教育の改善の問題と一緒になって議論

をしないと見えないのではないかと思います。

そういう共同の場を持っていくことが必要です。

その意味で中部でずっとやってきた入試シンポ
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の活動というのは非常に大きな意味を持ってい

ると思います。

宮本 いまいろいろ問題を抱えている若者たち

の実体を見ると、多様なんですが、共通してい

る傾向があります。まず人が苦手。人と接する

ことができない。したがって困ったときに人に

相談することができない。誰かと共同で何かや

るということができない。年齢的に言うともう

20代、30代の若者ですが、この問題があって、

職場に適応できなくなって自分で辞めていくケ

ースが非常に多い。要するに、社会というもの

を彼らが持っていないという感じがします。

ある時期受験勉強に没頭するのはそれ自体決

して完全に否定することはできませんが、なに

が問題かというと、社会の中で生きていく彼ら

がそのための訓練を受けないということ、この

ことがかなりいま日本では大変重大な社会問題

になっている。ここのところなんです。そうい

う意味では先ほど、角谷さんが言われた、社会

に参画する訓練や経験、それからそこで行動し

発言する、これは大人になってやればいいとい

ってもできないんです。子どもの頃から順序よ

くそういう経験を積み重ねていくことをしない

限り大人になれない。この問題は非常に深刻だ

ということを見せる必要があると思います。言

葉を変えれば、人と結びつくという経験をもと

にして、人が苦手ではなく、人は結構いいもの

であると、困ったら人に頼ることもできるとい

う、そのことを実感を持って学んでいかなけれ

ばいけないのですが、そのあたりのところが教

育の中で問われている感じがします。このこと

をないがしろにすると、若い世代はみんな社会

のアウトサイダーになってしまいます。社会は

どんどん巨大になっていきますので、社会にも

のを言ってもどうしようもない、自分ひとりの

力なんて全く微力であるという、こういう感覚

を相当たくさんの人が持っている感じがします。

それとの関わりの中で先ほどご質問いただい

た、18歳に成年年齢を下げるという問題。法制

審議会が一昨年決定したもので、その前提にな

ったのは、国民投票法が、憲法改正のための投

票年齢を18歳に下げたということがあって、今

の日本の成年年齢、二十歳というのが合わない

ということで法制審議会が検討せよということ

で諮問を受けたわけです。私は18歳に下げるべ

きだという立場で、初めは全くの少数派でした

が、ほとんど丸１年相当な議論をして、最終的

には条件付きで18歳に下げるということに決ま

り、国会にかけるというところになっています。

その理由は、18歳を社会のフルメンバーになる

ためのスタートラインにする。それは大人とい

うわけではないんです。フルメンバーになるス

タートを18歳にすると、高校を終わったときに

何が身に付いている必要があるかということな

んです。社会のフルメンバーとして社会にでる

ための基本的な条件をその年齢までに与えられ

ることだと思うのです。社会とはどういうもの

であるのか、あるいは社会というものを批判的

に見る力、騙されないための力、自分の身を守

るための基本的な力ということです。弁護士会

がこだわったのが、18歳まで下げると消費者被

害が一気に増える、だから反対だということで

した。問題はそうではなく、消費者被害に若干

遭いながらも、そこで自分の知識や経験を豊富

にして大きな被害に遭わないための力をつける

こと。そんなことを18才までにやるということ

になると思うのです。

西村 ありがとうございました。３分予定の時

間を過ぎてしまいました。あえてコーディネー

ターのほうでまとめてということはおこがまし

いのでしません。

ひとまずこういう形で問いを開くということ

で明日以降の各分科会での議論に引きとってい

ただき、大いに検討していただきたいと思いま

す。今日は本当にお忙しい中、お三方、どうも

ありがとうございました。
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第１分科会 貧困・格差の拡大のもとでの高校生の修学・進路保障

■ 討論の柱

（１）貧困と格差の拡大が高校教育にも深刻な影響があらわれている中で、「希望するすべての子ど

もに後期中等教育の保障を」の観点から、高校生の修学保障と高校教育の課題を考えます。

（２）定時制・通信制の働く高校生の実態、高校生のアルバイトの実態、卒業生の働かされ方など、

高校生・青年の雇用と働く権利の問題と進路指導の課題を明らかにします。

（３）高校生の修学・進路保障をすすめるために、高校でどんな教育が求められているか、どんな学

力をつけていくかについて考えます。

○司会 角谷 悦章（北海道）

中川 千文（静岡）

○共同研究者

三輪 定宣（千葉大学）

植上 一希（福岡大学）

阿部英之助（東洋大学）

■レポート

①埼玉県における夜間定時制高校生への修学保障の取組と課題

（平塚延幸/埼玉・大宮工業高校定時制）

②定時制高校生の貧困と学習権の保障 －貧困の実態と教育現場のとりくみ－

（長野/赤穂高校・宮下与兵衛）

③定時制高校に通う生徒の実態 （吉田雅光/愛知・旭丘高校定時制）

④京都北部の昼間定時制の取り組み （菅谷保孝/京都府定通部・福知山高校三和分校）

⑤大阪の2011年度高校受け入れ方策について （与田徹/大阪府・大手前高校定時制）

⑥戦後私学の第二の転換期を、無償化と私学助成拡充の契機に （全国私教連・小村英一）

〔レポート〕

■埼玉県における夜間定時制高校生への修学保障の取組と課題
埼玉県立大宮工業高校定時制 平塚 延幸

１ 定時制高校生の嘆き－入学時納入金が大き

な負担

(1)HT君の嘆き…「自分が好きで長く続けられる

バイトが見つからない。周りの人は、皆、長く

続いている。自分に何ができるのかがわからな

い。どうすればいい。もしかしたら自分には何
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もできないカスかわがままなクズなのか。先が

見えない。自分に何かなければ４０件も断りは

ないか。畜生。貯金もないし、家族も助けられ

ない…」。母親になんらかの手助けをしたい思い

で、定時制高校へ通う。しかし、アルバイトを

断られ続け彼の気持ちはずたずたに引き裂かれ

る。40％が一人親家庭。HR君はその一人。

(2)入学納入金を分割にしてほしい…H21年度入

学時納入金は114,500円。入学時から一部未納と

なるケースもある。督促の電話ほどいやな事は

ない。入学直後にTR君の父親から電話。生活保

護を受けているという。学用品等は月々の教育

扶助費から捻出しなければならず分割できない

かという相談であった。OY君の母親も生活保護。

小学生の妹と中学生の弟がいるため生活保護費

では家計が維持できない。学費を払える状況で

はない。母親はOY君に高校入学を諦めてと言い

続けている。生活保護家庭は30％になる。

２ 経済的困難な中での定時制選択

(1)経済的困難なために定時制へ…面接で「本校

を選んだ理由は」との質問に、SK君は「親から

昼間働き家庭の援助をしてくれと…」と答えた。

SK君は両親が働いているが、わずかの所得差で

減免審査が却下された。定時制を選ぶ理由は、「制

服がない、授業料が安い」そして「働きながら

学ぶことがよいと思った」（本校では117名中19.

7％・日高教定通部調査では夜間定時制高校生徒

3203名中26.1％）である。

(2)アルバイトで教育費生活費を稼ぎ支払い、そ

して疲労困憊から健康障害へ…入学後１年近く

経つと75%がアルバイトをする。給料で学費から

小遣い・生活必需品費までまかなう。60%の生徒

が４日以上の労働。長時間労働そのもの。ほと

んどの生徒が土日にアルバイト。学費家計のた

め仕事は休めない。メールや携帯でシフトの依

頼、ジャストインタイム化だ。疲労は蓄積。そ

こで学校を休む。「遊びや怠け」どころではない。

経済格差や貧困は教育権を奪う。賃金は平均839

円。残業代未払い等の労基法違反は常態化。埼

玉県は「全日制生徒との公平感に欠けるため定

時制生徒への援助はできない」としH20年度に教

科書夜食費補助を打ち切った。苦労を重ねる定

時制生徒に「公平感に欠ける」といえるのか。

終身雇用制を崩壊させ非正規社員を増大させて

家計を破壊し、教育費の受益者負担原則を貫き

通している。教育費を払えない家庭を「常識外

れ」とあおる風潮も強い。生活困難な高校生を

アルバイトという非正規雇用へ追い込む。奨学

金を借りれば就職後の借金だ。さらに就職先も

限りがある。教育費無償化を訴える理由はここ

にある。

３ 授業料無償化から教育費無償化へ

(1)教育費無償化が原則…夜間定時制生徒約35％

が授業料を自分で支払っていた。授業料無償化

は負担減だ。問題は教育費負担の大きさ。昨年

度本校教育費は157,500円。埼玉県公立全日制は

平均額で245,389円。憲法26条からすれば「教育

費無償」は原則だ。授業料無償化はその第一歩

を踏みだしたに過ぎない。また「ＰＴＡ会費や

生徒会費の減免措置を廃止しそれらを徴収」と

いう動きを許してはいけない。

(2)教科書代及び給食費や修学旅行費が大きな負

担…TI君は夏休後欠席が続いた。家には電話が

ない。訪問すると、父親が働けないので本人に

働きに出てもらっているという。進級が危ぶま

れ再度訪ねる。げっそりやせていた。働きすぎ

と精神的負担での急性胃潰瘍という。さらに電

車賃が負担と…。自転車通学を提案し最短距離

を教えた。彼の場合、給食が唯一のまともな食

事だが、給食費が払えず数ヶ月滞納しそのたび

「休食」する。遠足などの行事も行けず、入学

時納入金も滞納状態。給食は働き疲れた身体を

再生させるだけでなく、給食調理員を母に見立

て友人と語らう一家団欒的な教育効果をもつ。

定時制に通う事情を理解するならば、給食は無

償でも良い。また修学旅行は人間的交流を深め

一生の思い出となる。自己負担という名で人間

発達の機会が奪われている。

(3)学力保障のためにも教育費無償を…定時制生

徒の多くは、「卒業の資格が欲しい(75%)」「仕

事に役立つ知識・技能・資格のため(73%)」と入

学してくる。また「入学後学校生活は楽しくな
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った(60%)」「先生の説明が良く授業が理解しや

すい(31%)」と学習意欲を復活させる。一方で低

い学力実態がある。文科省調査では学校外教育

費の支出と学力には相関関係がある。就学前教

育から教育費の公的支出により学力を保障する

必要がある。

(4)厳しい進路実現を越えるためにも資格取得の

手立てを…H21年度卒業生17名の進路は、就職7

名進学４名進路先内定率35.3％であった。電気

工事会社就職生徒は電検2種を取得していた。一

人親家庭で全日制から編入してきたKY君が、就

職の幅が広がるから小型フォークリフト資格講

習会に行きたいと懇願してきた。資格取得は成

就感や達成感も得られる。生徒の「将来の目標

や夢を持っていない41％」・「何をやってもダメ

で、自分に自信が持てない36％」という気持ち

を払拭するにも資格取得への金銭的援助が必要

だ。

４ 高校統廃合の影響

(1)埼玉県の高校統廃合の実態…高校統廃合によ

って、埼玉県ではH28年度には県立全日制高校13

3校、県立定時制課程17校、定時制単独校6校へ

と大きく減少する。

(2)通学費がないため定期考査を受けられない…

「ともかくも家にある小銭をかき集めてい学校

に来なさい、試験を受けなければ進級が危ない。

帰りの電車賃は俺が持つから…」。このAK君は学

費の都合で定時制に編入した。彼は雨の日を除

いて自転車で通う。片道1時間30分。統廃合で通

学費が増大した。定期代が出ずその日の日銭で

通学する生徒は多い。このため欠課時数が増え

て進級が危ぶまれる状態になる。

(2)自転車通学による危険の増大…KM君は生徒会

本部役員だ。その日は新入生歓迎会だった。交

差点を左折し出会い頭に車にはねられた。頭部

を打ち状況によっては緊急手術だ。即、入院。

しかし母親は心臓病で退院したばかり。弟は中

学2年生。父親は警備関係のため離れられない。

家族自体が、自分の課題に精一杯で余裕がない。

(2)統廃合の定時制課程への影響…統廃合は生徒

の修学機会を狭める。通学距離増加で仕事が困

難。家計負担増大。全日制希望生徒の入学増加

（26.5%）。定時制学級人数過密による「手厚い

指導」が困難。教育条件悪化。発達障害（傾向）

生徒増大で教職員の指導対応負担が激増。定時

制不合格者増加など…。

(3)公立高校全日制課程の入学者増による修学保

障を…埼玉県ではH19年度からH21年度に高校進

学率は１％増加し県内公立全日制入学者が1.8%

減少した。これはH21年度約1100人の中学生が公

立全日制入学枠から外された事になる。このた

めH22年度は公私立高校とも学則定員以上を合格

させる異常事態を県自ら作り出した。このしわ

寄せは9年間で県内定時制課程が654人増加、通

信制で県内が232人増、県外273人増となって現

れた。

(4)埼高教定通部の県当局へ修学保障への働きか

け…県当局と交渉懇談を継続的に持っている。

県提案の「新しい支援策」での「学習指導員配

置」「就職支援アドバイザー配置」充実はその一

つだ。月額14,000円支給で返還がない優れた制

度の修学奨励費では「離職や転職により1日でも

勤務日数が空かないように手続きを…」という

通知を出してきたが撤回を求めた。H17年度修学

奨励費実績は7,576千円、H19年度は3,416千円へ

と半減した。

５ 「お金がないと学校に行けないの？首都圏

高校生実行委員会」の取組

(1)高校生としての声を…教育費無償化実現に

は、高校生自身が授業料や学費・教育費につい

てどう考えどのように行動するか、その当事者

性が重要な意味を持っている。「首都圏高校生実

行委員会」はこのような趣旨で行動している。

(2)首都圏高校生実行委員会の活動経緯…「定時

制の灯を消さないで」を土台に「学費無償化」

を目指し再組織化された。埼玉県を中心に月1回

(a)高校生アンケート調査(b)調査分析(c)学費無

償を求める駅頭宣伝署名等の学習会や活動を重

ね、09年7月「記者会見での意見表明」と「授業

料無償化を求める緊急集会」、7月下旬「授業料

無償化を求める渋谷パレード」、10月「学費無償

化署名国会提出」、12月「授業料無償化のクリス
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マスプレゼントを下さい渋谷クリスマスパレー

ド」、を実践してきた。

(2)「授業料無償化になったけどアンケート」分

析…10年4月に入り、「授業料無償化になったけ

どアンケート」活動に取組み827人の生徒から回

答を得られた。この分析で次の特徴点が浮き上

がった。①授業料無償化で助かった生徒は 57.2

%。②しかし学費の負担感を強く持つ生徒は30％

近くいる。③負担が増えたが約3%存在。④私立

高校生は「変わらない」が68.5％で業料問題や

私学助成費の問題が深刻な状態にある。⑤教科

書代・図書費・進路指導費・施設整備費・冷房

費等全ての項目に無償を訴える声が強かった。

この成果は12月3日に文科省で公表した。今年に

は報告集会を企画している。

６ おわりに

夜間定時制高校には、経済的格差や貧困の影

響を背負う等、様々な課題を抱えて入学してく

る。修学保障や教育費無償化は社会権（憲法第

25条・第26条・第27条・第28条）の保障と一体

のもので国家が責任を持って整備すべきものだ。

教育費無償化と修学保障は密接につながってい

る。様々な場面でこれらを進めて行かねばなら

ない。

〔レポート〕

■「戦後私学の転換期を、無償化と私学助成拡充の契機に」
全国私立学校教職員組合連合 小村 英一

１、はじめに

2010年度の私学のたたかいは、文字通り全国

の父母、生徒、教職員がひとつにつながった力

で、2011年度経常費助成予算増額を「もぎ取っ

た」たたかいでした。2007年度の私学助成全国

署名への転換以後、私学運動がどうなっている

のか、どういうたたかいによって2011年度予算

の増額を勝ち取ったのかを報告します。

私立高校の経営状況は、私立高校1,270校の平

均値が2007年度から帰属収支で赤字になり、貯

金を取り崩さなければ経営できない、教職員の

賃金や一時金を削減しなければ維持できない学

校が全国いたるところにあるという現状です。

一部では、学校の身売り、経営放棄がはじまり、

教職員の整理解雇まで広がっています。また、

2010年度の私立高校に通う生徒の学費滞納や経

済的理由による中退状況は、2009年度より若干

の改善は見られるものの、2008、2007年度と同

水準というきわめて厳しい状況が続いています。

私立高校は無償化されないだけでなく、低所得

層への県の減免予算削減によって、学費支出の

困難な多くの父母・生徒ほど、負担軽減の額が

国の就学支援金の額を下回るという異常な事態

になっています。

２、広範な私学の父母、生徒との共同が

流れを変えた2010年の攻防

（１）「無償化署名」「私学も無償に6.20

銀座パレード」から始まった2010年度

こうした、生徒の学ぶ権利の危機と私学存続

の危機に対して、私たちは「私学も無償に」を

合い言葉に、文部科学省概算要求に向けて４月

から私学無償化署名に取り組むとともに、６月

20日には「私学も無償に！6.20銀座パレード」

を実施しました。286万人分を集約した無償化署

名では、各県で高校生が積極的に学習を広げて

署名運動に参加し、父母や教職員を励ましまし

た。「私学も無償に！6.20銀座パレード」も、高

校生が自分たちの言葉で社会に発信することを

中心とした取組みとして成功させ、沿道の人た

ちだけでなくマスコミや市民に大きくアピール

しました。

６月21日には、生徒の代表、父母の代表と私

教連役員とが一緒に私学無償化署名を鈴木寛副

大臣室に提出しました。
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（２）無償化の幕引きと経常費助成削減

の危機に直面した夏以降

しかし、７月から８月末にかけて、高校無償

化問題の幕引き、地域主権戦略による「ひも付

き補助金の一括交付金化」の着手、2011年度経

常費助成削減の危機が鮮明になりました。政府

は７月末の概算要求基準で「高校無償化など特

定の予算を除くあらゆる予算をマイナス10％と

し、浮いた財源を成長戦略に回す」という方針

を打ち出し、概算要求で文部科学省は、高校無

償化予算を前年度同額にとどめ、経常費助成も

大学関係3.4％増に対して高校以下は1.3％増し

か要求しませんでした。

文部科学省の予算要求の重点は小学校１、２

年生の３５人学級であり、高校での給付制奨学

金の要求は行ったものの、私学問題は文部科学

省要求の後景に追いやられた状況でした。

民主党議員が、参議院閉会中審議で私学就学

支援金問題を質問する予定の９月７日には、文

部科学省サイドから情報提供したと推測される

「「授業料全額免除取りやめも＝就学支援金受領

目的か 一部私立、高校無償化に『便乗』」」（朝

日新聞見出し）という記事が時事通信から配信

される事態まで起りました。

こうした事態の背景には、「従来の経常費助成

1000億円以外に、就学支援金で1400億円程度の

国庫予算を私学につぎ込んだ。高校無償化は完

了したし、もう経常費助成で私学経営を守る時

代ではない」という一部議員らの思惑が見え隠

れしていました。

私学助成署名の問題では、民主党の新人議員

を中心に「政権与党の議員は請願の紹介議員に

はならない」という理由で、紹介議員をことわ

ってくる議員が少なくありませんでした。私学

助成全国署名について、請願ではなく文部科学

省への陳情にしてもらえばといった声も伝わっ

てくる状況でした。

（３）流れを変えた、私学の１２．１０

院内集会と父母・教職員の議員要請

無償化問題の幕引きと経常費助成削減、請願

署名封じ込めの動きに対して、私たちは、私学

助成全国署名集約１２．１０院内集会と、それ

に向けた各県からの国会議員要請行動に全力投

入しました。

12月10日当日は400人が参加しましたが、父母、

教職員に加えて３県から10名の生徒も参加し、

議員も含めた聴衆に対して堂々と自分たちの訴

えを行いました。超満員で立ち見も出る衆議院

第一議員会館大会議室の前面には779万有余の署

名数が掲示され、会議室のそこここで議員が地

元の父母、教職員を見つけて挨拶する光景が見

られました。

出席・挨拶した国会議員は民主党８人、自民

党４人、共産党３人、無所属１人の計１６人、

秘書参加は、高木義明文部科学大臣秘書を含め、

民主党２１人、自民党８人、共産党４人、公明

党１人、みんなの党１人、社民党１人、たちあ

がれ日本１人の計３７人と、画期的な数になり

ました。文書メッセージは民主党７人、共産党

２人、自民党１人、公明党１人の計１１人から

寄せられました。

１２月１０日の私学助成課要請では、担当者

から「私学助成予算の決着は早い、一両日中に

は決着がつくのではないか」という見方が示さ

れましたが、公立小学校３５人学級問題が決着

した１７日になっても、私学助成予算について

は見えてきませんでした。最終的に予算案が閣

議決定された２４日夜、私大経常費助成0.4％削

減、国立大学法人運営交付金0.5％削減という厳

しい予算案の中で、高校以下経常費助成はわず

かながらも0.4％の増額になったという連絡が入

りました。まさに予算案を、全国の私学父母、

生徒、教職員と国民の世論が動かしたことを実

感しました。

３、契機になった私学助成全国署名への転換

生徒を真ん中に、父母と教職員、市民が参加

するこうした私学助成署名への転換の出発にな

ったのは、私学の国庫助成全廃阻止を掲げて初

めて取り組み、生徒、父母、教職員3100人が参

加した2004年10月31日の銀座パレードでした。

その時期全国私教連内部では、私学助成運動
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に生徒参加をすすめるのは「組合運動への生徒

利用」ではないかという論争がありました。そ

の議論の過程で全国私教連は、「私学助成運動は、

父母、生徒、教職員そして市民という立場の違

う人たちとの共同の、市民運動的な運動」であ

り、今後は「教育権の主体である父母、学習権

の主体である生徒をそれぞれの立場で運動の主

体にする助成金運動への転換をはかる」という

方向づけを行いました。その発展として、2007

年度から全国署名を「私学助成全国署名」とし、

生徒、父母が自分たちの要求を掲げて自分たち

で議員や行政に働きかける取組みをすすめまし

た。当然全国私教連としては、そうした生徒、

父母との共同の運動で、教職員と組合が担う独

自の役割発揮をすすめる方針を掲げて取り組み

ました。

その結果、私学助成運動の一環として、生徒

主体で父母、教職員が参加する私学フェスティ

バルやつどいなどが広がり、定着してきました。

生徒のそうした取組みを全国的につなぎ交流す

る生徒交流会も年に３回は持てるようになり、

生徒自主活動を支援する若手教職員の顧問団の

つながりも生まれました。

私学助成署名運動では、国会請願の紹介議員

が2007年度194人、2008年度274人、2009年度177

人と拡大定着し、初めて取り組んだ2010年２月

23日の院内集会には与野党合わせて国会議員が

28名、秘書が35名参加する取組みにまで広げる

ことができたのです。

2010年度の私学のたたかいと経常費助成増額

は、こうした運動の集大成と言うべきものです。

４、「地域主権戦略」に抗し、国庫助成を

守り、無償化に前進する

今私学は、高校以下私学への国庫助成全廃の

危機に直面しています。「地域主権戦略」の柱と

される、「ひも付き補助金の一括交付金化」で、

2012年度予算での国庫助成全廃が俎上にのぼる

からです。文部科学省が主張する「教育一括交

付金」も、公立学校関係予算問題としての主張

で高校以下私学助成はその視野に入っていませ

ん。仮に私学への国庫助成が全廃されて、県が

「一括交付金」というつかみ金と不安定な地方

交付税を財源に、勝手に私学助成額を決めるこ

とになれば、これまで築かれた私学助成の水準

は大きく切下げられ、県相互の格差が一気に拡

大することになりかねません。

「地域主権戦略」にもとづく私学への国庫助

成全廃策動とのたたかいは、1975年の私立学校

振興助成法以来最大の私学危機とのたたかいで

す。前述のような私学運動の前進を基礎に、何

としても「地域主権戦略」にもとづく私学への

国庫助成全廃を阻止し、国庫助成の維持・拡充

と私立高校の無償化を実現するために奮闘する

所存です。
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第２分科会 開かれた参加と共同の学校づくり・地域づくり

■ 討論の柱

（１）教職員と生徒・父母・住民などによる多様な学校づくりの経験を交流します。三者（四者）協

議会、学校フォーラムや日々の学校づくりのとりくみの教訓を学び合います。

（２）学校評価・教職員評価問題の全国的な状況や問題点と各地のとりくみを交流します。開かれた

参加と共同の学校づくりの視点から、そのあり方を考えます。

（３）上からの「教育改革」に対抗する参加と共同の学校づくり、民主的職場づくりを展望し、学年

集団づくりや高校生の自主活動のあり方を考えます。また、教職員や生徒の参加する地域づくり

を双方向的にとらえ、論議します。

○司 会 伊藤 稔（埼玉）

松倉 英幸（富山）

○共同研究者 浦野東洋一（帝京大学)

梅沢 収（静岡大学)

■レポート

①民主的な職場づくりを目指して

～憲法の生きる学校を～

（青森/八戸水産高校・田村儀則）

②子どもの成長・発達をはぐくむ学校づ

くりと学校現業職員の役割 （長野/丸子修学館高校・赤堀峰晴/現業職員部）

③私たちの同僚性 （静岡/下田高校・中西治）

④落合高校三者協議会のとりくみ （岡山/落合高校・平松昌子）

⑤授業改善の取り組み （高知/高知工業高校・武田豊）

〔レポート〕

■落合高校の三者協議会のとりくみ
岡山県立落合高等学校 平松 昌子

はじめに

本校は、2009年11月14日（土）に三者協議会

を「試行」として実施し、今年度より年2回の「協

議会」と年度末の「三者の代表者による座談会」

を本格的に実施することとなった。まだ試行錯

誤の中での実施ではあるが、実施に関わった者

として感じたことを報告したい。

１ 実施に至る経緯

本校は普通科3クラス、看護科1クラス、看護

専攻科の岡山県北部の山間に位置する中規模校

として、地域の生徒を育ててきた。

2000年前後から、岡山県内でも「特色ある学

校づくり」や「高校の再編整備」計画が進めら

れるなかで、2004年近隣の高校と統合し、新落

合高校が設置された。2011年4月にはさらに近隣
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の久世高校と落合高校を統合し、新たに「真庭

高校」が開校することとなっている。

かつては学区をもつ普通科高校として高い進

学実績を誇り、地元生徒にとって「最も行きた

い学校」であった。生徒は素直で純朴な子ども

たちが多く、「1回叱っておけば3年もつ」と言わ

れたという。

しかし近年の「学区改変」や「高校統廃合」

の流れのなかで、落合高校を取り巻く環境は大

きく変化していた。また真庭地域は少子化が進

み、市内の中学生がすべて真庭市内の高校へ進

学したとしても、４高校の定員を満たさないよ

うな状況になっており、生徒募集にも苦慮して

いた。

入学してくる生徒は多様化し、専門学校や就

職希望者が漸増している。当然、進学実績も伸

び悩むようになった。また服装や頭髪、生徒の

校外での行動についての生徒指導上の問題や地

域からの苦情なども舞い込んでくるなど、この

ままではいけないという危機感が教職員の中で

共有されていたように思われる。何か改善策を

講じなければならないという意識は高かったと

思うが、その「改善策」の行きつく先の未来像

は、必ずしも共有されていたとは言えない。そ

んな中「三者協議会」の設置が提案され、実施

に向け動き出すこととなった。

２ 2009年度の取り組み

（１）職員会議での提案（4月）

4月最初の職員会議で、「三者協議会試行」実

施に向けての年間のスケジュール案が提示され、

三者協議会を試行することが決まった。

（２）中央委員会・生徒総会での提案（4～5月）

生徒会中央委員会に生徒会役員から「三者協

議会試行」の実施が提案された。私語が飛び交

うなか、質疑もないまま承認され、生徒総会へ

提案されることになった。その後の生徒総会で

も似たような状況で承認はされたが、全校生徒

へ周知できたかといえばまったく不十分であっ

た。ともあれ形式的には三者協議会に参画する

ことが機関決定された。

（３）ＰＴＡ委員会・ＰＴＡ総会での提案（4月）

保護者に対してPTA委員会で、協議会の趣旨を

説明し、保護者の力を貸してもらいたいと実施

を提案した。PTA会長さんは興味を示して下さっ

たし、多くの方が前向きにとらえて下さったよ

うだ。その後の総会でも同様の提案をし、承認

された。これで保護者側も形式的には三者協議

会に参画することが機関決定された。

（４）香川県立志度高校学校会議傍聴（6月）

実際の三者協議会の様子がイメージできるよ

うになってきた。

（５）地区別懇談会（7月）

例年7月の定期考査の時期を中心に行ってい

る、教師と保護者による地区別懇談会で、保護

者の方々へ三者協議会実施を周知するため、情

宣活動に取り組んだ。

（６）人権教育学習会（8月）

帝京大学の浦野東洋一先生をお迎えして、「開

かれた学校づくりと三者協議会・学校評価」と

題してご講演をいただき、三者協議会に向けて

の学習を深めた。保護者の出席はPTA会長1名に

とどまり、教師も部活動の試合等で多忙であり、

参加は20名ほどであった。生徒は生徒会の新旧

役員が4名出席した。

（７）「開かれた学校づくり」全国交流会へ参加

（9月）

全国の実践校の様子や研究者による最新の教

育動向などを学び、大きな刺激を受けた。

（８）人権LHRと生徒会アンケート（10月）

人権教育LHRを活用して三者協議会の周知に取

りかかった。生徒会執行部と各学年HR委員を招

集し、「三者協議会第1回生徒打合せ会」をおこ

なった。次週予定されているLHRの進め方として、

学校生活についてのクラス討議の進め方が確認

された。

LHR当日は担任とHR委員を中心に三者協議会の

概要説明と「落合高校の良いところ・悪いとこ

ろ」と題して討議を進め、残りの時間で生徒会

が作成したアンケートを実施した。

クラス討議では、わがまま勝手な発言や一方

的な教師批判、学校批判の声もあったようで、L

HR終了後、好き放題に言う生徒の発言に腹立た
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しい気持ちを持っていた担任もいた。発言内容

については取るに足らないものもあったが、各

クラスで多くの意見が出されたことは、私とし

ては喜ばしいことのように感じた。

このLHRで実施したクラス討議とアンケートの

結果を、資料を作成し、基調提案の発表準備を

行った。

（９）三者協議会試行（11月）

生徒25名、保護者8名、教員21名の計67名が参

加した。はじめは緊張した面持ちだった生徒た

ちも時間がたつにつれて自ら挙手をして堂々と

自分たちの意見を発言するようになった。その

姿に、大人たち（教師・保護者）は驚くと同時

に、生徒の活発な発言に負けじとばかりに真剣

に意見を述べた。

（10）職員会議での提案（1月）

次年度より「三者協議会」を本格的に実施す

ることが承認された。

３ 2010年度の取り組み

（１）職員会議にて要綱案の提案（4月）

昨年度の職員会議で本格実施されることは承

認されていたが、人事異動により、校長をはじ

め、今年から加わった同僚たちに三者協議会の

持つ力を伝えるべく、改めてその意義を訴え、

三者協議会要綱案を示した。質疑等はまったく

なく、要綱案については第1回の三者協議会にて

議題として改めて提案するということで承認さ

れた。

（２）中央委員会・生徒総会での提案（4～5月）

まず生徒会執行委員から中央委員会にて、本

格実施を提案したが、その際、昨年度HR委員代

表として試行に参加した生徒からも三者協議会

に対する肯定的な意見が寄せられ、生徒総会で

提案されることとなった。

生徒総会の場でも、生徒会からの提案に対し

て2名の生徒が挙手をし、昨年度試行に参加して

の前向きな感想を述べてくれ、承認された。全

生徒が三者協議会の意義を理解したわけではな

かったと思うが、おおむね好意的に捉えられて

いたのではないかと思う。

何よりも、私自身は生徒総会で生徒会執行委

員の生徒以外の生徒が挙手をして発言をしたと

いうことに大きな意味を感じている。本校に赴

任して7年になるが、このような生徒の姿を見た

のは今年が初めてのことであった。

（３）ＰＴＡ委員会・ＰＴＡ総会での提案（4月）

保護者に対しては、まずPTA委員会で本格実施

を提案し、落合高校三者協議会要綱案を示した。

その後PTA総会にて同様の提案をし、要綱案を示

したが、本格実施についても、また要綱案を第1

回の議案として提出することについても承認さ

れた。

（４）第1回三者協議会（6月）

生徒33名、保護者11名、教員23名、傍聴者８

名の計75名が参加した。議事進行は事務局の教

員がおこなった。まず実施要綱案について、事

務局より提案をおこない、正式な要綱として承

認された。続いて生徒の学校に対する要望・提

案がなされた。

（５）大東学園高校三者協議会傍聴（7月）

生徒の皆さんが堂々と意見を述べる姿に感激

した。また先生方からいろいろなお話を聞くこ

とができ、非常に得るものが大きかった。

（６）生徒会アンケート（10～11月）

第1回三者協議会後、生徒会執行部の生徒たち

は9月はじめに行われる学校祭の準備に追われ、

アンケートを実施したのは10月も半ばであった。

アンケート内容について検討が不十分であり、

11月に入り再度アンケートを実施した。内容を

集計することで手一杯で、分析を十分にするに

は時間が足りなかったのが残念であったが、第1

回の三者協議会では、現生徒会執行部はアンケ

ートを実施しておらず、より具体的な議論をし

ようとの思いからアンケートの実施まで漕ぎつ

けたことは、彼らの成長と言えるのではないか

と思う。

（７）第2回三者協議会（11月）

生徒25名、保護者4名、教員16名、傍聴者14名

の計59名が参加した。今回初の試みとして、議

事進行を生徒・保護者・教員の三者の代表者で

行うこととした。生徒からの提案・要求に対し、

教員の側からアンケートの実施方法やデータの
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信憑性等に対する指摘がなされると、徐々に生

徒たちからの発言が少なくなった。協議会終了

後、執行部の生徒たちが落ち込んでいるのでは

ないかと心配したが、生徒は私の予想よりたく

ましく、次回の三者協議会に向けて意欲を燃や

している。

４ 課題と展望

ここまでの本校における三者協議会の取り組

みはおおむね成功したと言えるのではないかと

思うが、まだ第一歩を踏み出したに過ぎない。

この取り組みは回数を重ねていくことに意味が

あるわけで、来年度以降も定期的な実施が必要

不可欠である。本校は公立高校であり、人事異

動はつきものだ。そして生徒や保護者は3年経て

ばすべて入れ替わってしまう。教師がいかに先

を見通して、仕事の分け合い、引き継ぎをして

いくかということは大切な問題である。また新

しく赴任してきた教師たちに、三者協議会の意

義を理解してもらう努力も惜しんではならない

と思う。

この1年でかなり多くの生徒たちに「三者協議

会」という言葉は浸透してきたが、会に実際に

参加した生徒はごく一部であり、より多くの生

徒に本当の意味でこの取り組みの意義を感じて

もらえるような働きかけを今後も続けていかな

ければならないであろう。

今後の展望として、三者に「地域」を加えた

「四者協議会」へ広げていくという視点も必要

だと考える。本校は看護科の生徒の実習をはじ

め、地域との関係は密接である。「四者」への広

がりが、協議会の議論をより豊かなものにして

くれるのではないかという期待を感じずにはい

られない。

本校は、来年度から新校「真庭高校」が設立

され、学校の体制を変えねばならないという事

態に直面している。当面は「落合高校」と「真

庭高校」の生徒が同居することとなる。また「真

庭高校」は校地が2つに別れた状態で、それぞれ

に教育活動が行われることとなっており、三者

協議会をどのように運営していくのかについて

は検討を要する。困難な状況も予想されるが、

しかしむしろ困難な状況だからこそ、生徒や保

護者、さらには地域をも交えた学校づくりをお

こなっていくべきだと考えている。

〔レポート〕

■農場実習の成果を地域に還元するとりくみ
長野丸子修学館高校 赤堀 峰晴

〈業務の特徴〉

農業高校および農業系列学科を持つ学校の技

能労務職員は、農業実習を通じて生徒に自然と

人間のかかわり、栽培・育成の知識・技術の習

得を援助し、命の大切さを教える役割を果たし

ています。植物、動物をなど自然が相手の業務

であり、日々の作業も中期的・長期的な見通し

を持って行うことが求められます。

内容は主に農場・農場施設の管理作業になり

ます。水田や畑の管理・収穫、果樹園の消毒・

剪定・草刈り、施設内の生徒の教材の維持・管

理を行い、授業・実習でやり残した作業や道具

の準備や片づけ、花の種まき・育苗から花壇の

植栽や土づくりなど、生徒や先生の教材を使い

やすい状態に管理し、農場施設周辺の環境整備

を含め、地域に開かれた学校づくりに努力して

います。

生徒自身が実習の成果を地域へ発信

教育課程の変化や特徴ある学校作りで、カタ

カナやなじみのない名称の学科や教科名が増え

てきましたが、根本にあるのは「命の教育」だ

と思います。心がけていることは、学校の農場

実習で花や野菜を栽培するだけではなく、実習

の成果を地域に還元することです。

まず、実習担当の先生と一緒に年間の栽培計
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画や品種選定を行い月別の作業書を作り、生徒

の実習で出来ること、それ以前に準備しておか

なければならないことを話し合います。種まき、

発芽した後の管理、鉢やプランターへの植え方、

肥料や水、そして日なたに置くか日陰に置くか

など、その時その時の細かい作業のポイントを

指導します。

教科書で播種の仕方を学んだだけでは漠然と

しか理解できず、実習で袋から種を取り出して

その細かさに驚き、播き方に色々な手法がある

ことに納得します。その小袋に 1000粒あると言
っても信用しませんが、播種箱に 10本の筋を引
いて種を播かせてみます。丁寧にやってもらい

たいのでスピードは初めから期待しておりませ

ん。生徒が 1 箱播き終わるまでには私は 3 箱ぐ
らい播き終わりますが、ゆっくり待ってやりま

す（プロの寛容さです）。播き終わりますと生徒

に初めの 1 列の種を数えてもらいます。2 セン
チで 10 粒、1 列で 100 粒以上があることが分か
ります。10 列で本当に 1000 粒以上あったと声
を出して喜ぶあたりがまだ可愛いところです。

生徒は毎日温室には来ません。やっと次の授

業に来て、自分の播いた種が芽を出しているこ

とに驚きます。隣の人と比べ良く芽の出ている

ところ、筋を引いたところ以外にも種がこぼれ

ていたこと、筋の途中から全然芽が出ていなく

て最後まで丁寧に播かなかったことなど、一週

間前にその子がどんな播き方をしたか、結果が

種子の発芽によってあらわれます。「だから、自

分の播いた箱には必ず播種日・品種名・自分の

名前を記入したラベルをさしておくように、と

言った意味がわかったでしょう」

言葉ではなく、形によって自分の成果が見え

てくることはごまかしようがなくて楽しいもの

です。「チョーまじッス」と言っていても「どこ

が？一か所に何 10粒も種を落として早く終わら
せた証拠がここにある」自分の存在、確かにあ

の時にああやったという存在がそこにありまし

たね。

次は、生育した苗をポットに植える作業。発

芽した苗をいきなり大きな植木鉢やプランター

に植えたりはしません。自然に落ちた種なら土

や水の状態によって発芽や生育がコントロール

されますが、人工の環境、つまりポットに移植

するのには苗の生育具合やポットの大きさを考

えなければなりません。その苗の必要としてい

ない水分が土に含まれ、根が十分伸びる前に水

分が補給されると根は自分で伸びるのを怠り、

地上の茎を支えることができなくなります。水

はけが良く土が乾燥すると、水分を求めて周囲

へ根をのばします。茎や葉が風に当たり揺れる

ことで、根は地上部を支えるためにしっかりと

張りめぐらせます。これが根張り（粘りが出る）

です。そんな風に、植物の生育に応じてポット

や鉢の大きさや土の性状・養分を変え、補って

いくことが大切なことです。

これは子育てと良く似ています。相手がまだ

欲しがらないのに先に与えてしまっていること

がありませんか。これだけやってあげているの

だから。そんな自己満足がありませんか。なん

でもいいから水さえやっておけばと、冬にサボ

テンやランに水をやりすぎて枯らす人がいます。

これを専門用語で「業務上過湿傷害」と言いま
・ ・

す。欲しがっているものをタイミング良く与え

てやることが良い生長(成長)につながると思い

ます。

そうやって手をかけて栽培した季節の花をプ

ランターに植えて玄関、渡り廊下、駅、警察署、

自治センター、商店街などに設置しています。

学校ではこんな花を育てているんだよ。通学し

ている生徒がこんなにきれいな花を育てている

んだよ。良かったら学校に花を見に来てくださ

い。こんな気持ちでプランターを置かせてもら

っています。

商店街のイベントや産業フェアに出店して、

ガーデニングの苗・鉢花・野菜・ハーブなどを

販売しています。販売のために栽培マニュアル、

値札を作って「どこに置いたらいいの？ 水は?

肥料は？ 冬は越すの？」などの質問にも対応

できるように教えます。農業クラブ（農業高校

には必ずある全国組織のクラブ）の生徒を中心

に販売を目的とした栽培教育が、学校の教育実

践や生徒の活動を校外に発信することにつなが

ってきます。生徒自身に販売体験をさせ、買っ
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てくれる人に栽培や管理の仕方を説明させるよ

うに教えています。

地域の「花いっぱい運動」に貢献するために

学校開放講座を開いています。自治センターが

呼びかけをして、地域の花壇を管理する人たち

に苗作りや花壇の作り方・管理などを学校の教

室で講義した後、生徒にも手伝ってもらい実際

に播種作業をやります。

苗箱の土に筋をつけ、播種し、その後の覆土

のやり方、水のかけ方。授業で自分が教わった

ことを今度は自分の親以上の歳の人に教えます。

地域の人に分かりやすく教えられるように、事

前にゆっくり丁寧に生徒に教えておかなければ

なりません。

「老人との触れ合い」という福祉の授業があ

ります。その中で生徒が花を植えるところを施

設に入所している人に見せる活動がありました。

学校から歩いて行けるところにデイケアー施設

があり、車いすを押す係りの生徒と花壇に花を

植える生徒に分かれて活動をしました。新聞や

ケーブルテレビには華やかな「生徒が花を持っ

て老人に微笑みかけている」そんな写真が載り

ましたが、私たちはそうした活動がすぐできる

ように、道具や必要な苗を準備し、前もって花

壇予定地に肥料を播き、耕しておきました。そ

うして福祉コース選択の生徒が初めてでも、シ

ャベルで穴を掘り、堆肥を入れ、サルビアの赤

い花を上手に植えることが出来、車いすの老人

が「私にも出来るかしら？」と言いたくなるよ

うなシナリオに仕上がりました。

高校生が一番敏感な時に、農業に対して良い

環境を準備してあげたい。先生方と協力しなが

ら、現場で培った経験と工夫で楽しい授業、学

校にしたい。「初めは嫌だったけれど面白かった」

「疲れたけれど楽しかった」「温室に来ると何か

良いにおいがする」「俺の作ったイモは美味かっ

たゼ」そんな楽しい思い出が生まれるように、

先生とは違う立場の現場プロとして生命を育て

ています。
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第３分科会 高校再編・統廃合に抗する地域に根ざした学校づくり

■ 討論の柱

（１）全国で進行する高校「多様化」再編、高校統廃合の実態がどうなっているかを明らかにしなが

ら、入試改善を求め学区拡大などに反対するとりくみを交流し、共同の学校づくり・地域づくりの

視点から議論を深めます。

２）高校再編の名による高校つぶしが地域の将来にどんな影響をもたらすか、高校統廃合の問題を学

校づくり・地域づくりの観点から深めます。

（３）希望する子どもたちに高校教育を保障していくうえで、高校「多様化」・再編がどんな課題を

提起しているか、地域にねざした民主的な高校制度をつくっていく展望を深めます。

○司会 長尾 修（京都府)

畑山 卓（大阪府）

○共同研究者

中田 康彦（一橋大学）

西村 貴之（首都大学）

■レポート（発表順）

①高校「入試制度」から「入学制度」へ

の議論を！…「中等教育」をどう結ぶ

か（東京/都教組高校対策委員長・綿

貫公平）

②高校入試と学力検査をアンケートから考える（高知/高知高教組・吉岡太史）

③富山における理数科再編と探究科導入に反対する運動

（富山/富山高校・八幡康久 砺波高校・三木信吾）

④拓北高校と篠路高校を守る会の取り組み

（北海道/札幌拓北高校・加藤聡 札幌篠路高校・真鍋和弘/札幌拓北高校ＰＴＡ会長・佐藤信幸）

⑤高校統廃合計画を先送りさせた力 （滋賀/滋賀高教組・杉原秀典）

⑥「拙速な再編許すな！」広がり始めた運動（福井/福井高教組・酒井武裕）

前年度のシンポジウムの課題提起を受けて、

独立した分科会です。前半部分では、高校入試

自体のあり方をめぐる議論を行いました。後半

部分では高校再編・高校統廃合を許さない取り

組みを進めるうえで、学校づくり・地域づくり

の重要性を再確認しました。

①の綿貫レポートは、全国進路指導研究会で

の議論の上に立って、「高校授業料『無償化（不

徴収）』時代にふさわしい高校教育のあり方や中

高接続を考えるために、『入学制度』論議から始

めよう」という提言でした。

９０年代から「高校入試廃止」の提言が各方

面から出されたにもかかわらず、高校と高校入

試の「多様化」の結果引き起こされた「中三の

３学期」問題や「学力低下」問題。その反省と

して、今、全国各地で「高校入試の一本化」が

進められています。しかし、その「競争による
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学び」にとどまらず、「共同による学び」に転換

するために、困難はあるが、中高接続のあり方

を教職員レベルでも考えようというものです。

②の高知のレポートは、私学志向の強い土地

柄の下で、県教委と高教組がとった入試アンケ

ートから「希望者全入時代の入試のあり方はど

うあるべきか」を考察する内容です。

詳細は後段の「レポート集」をご覧ください。

③の富山のレポートは、知事の肝いりで、理

数科設置の５校を対象にして、当該校での全教

職員等への論議、中学生や保護者等への説明も

不十分なまま、わずか年４回の「新学科開設検

討会」で「探究科学科」がトップダウン式に決

定された経緯の報告です。

理数科の成果の十分な検討もなく、「理数科は

時代に合わない」ので、「グローバル社会のリー

ダー育成」をするためには「探究科」を、とい

う看板の掛け替えには驚くばかりでした。

高校入試改革についての「中間まとめ」とし

て、共同研究者から２つの提起がありました。

１．入試を含む制度改編は全国的に行われて

いる。共通点は中高、高大接続の制度だという

こと。選抜制度が「どれくらい悪いか」を語る

が、その先にあるのは廃止論で、オルタナティ

ブ（代案）は出てこない。その意味で、高知の

提起（入学選抜を学校をつなぐ「評価」として

みる）は、教育評価論としてありかと思った。

２．入試の「一本化」の評価について、かつて

「一発勝負で泣かせるな」と言っていなかった

だろうか。「学力」だけでいいのかという点で、

「望ましい選抜制度」のあり方を論議したい。

これを受けて、「『１８歳まで社会が保障する』

というヨーロッパ型の発想で『高校義務化』論

の議論を」という理念上の提起がありましたが、

格差が前提にある困難な中で、適格者主義に陥

る高校の現状からは、入試自体の廃止論は出て

こない。同時に、子どもが学ぶ意欲を持てなく

する試験体制の中に教員が組み込まれてしまっ

ていて、学校づくりの方向の合意がとれないと

いう議論にとどまりました。

④の北海道のレポートは、生徒数減もない文

教地区の高校を統合で廃止する計画に、ＰＴＡ

をはじめ、地域ぐるみで反対運動に取り組んで

いるものです。後段の「レポート集」をご覧く

ださい。

⑤の滋賀のレポートは、行財政改革のために

根拠が曖昧な標準的学校規模を決め、小規模校

は統合・再編を進めるという計画に対して、個

々の学校、議会を含む地域からの運動を合流し

て、全県での世論の包囲で計画案を「先送り」

させた取り組みです。

「統合・再編」計画の根拠のなさと統廃合対

象校を明らかにした資料で市長議会への請願・

趣旨説明、市長・議員との懇談を行う一方、Ｐ

ＴＡや同窓会、後援会に情報提供と署名要請を

行う中で、「地域の高校を大事に思うすべての人」

が「地域の学校を守るエネルギー」を自らの運

動としていきました。その根底には日常からの

地域に「開かれた学校づくり」の取り組みがあ

りました。

⑥の福井のレポートは、「実施計画」段階に入

った「統合・再編」問題に対して、地域と結ん

だ取り組みによって、計画変更など一定押し返

してき他取り組みの報告です。

職業学科の「拠点校」や「総合産業高校」を

作る職業学科の統合・再編と、定時制を夜間か

ら昼間・単位制・２期制に変更する制度改編に

対して、中高連絡会の実施、新聞チラシによる

アンケート実施、市会議員・地元選出県会議員

との懇談等で、当局に計画変更を行わせてきま

した。新たに市民団体との共同も始まり始めて

います。

高校再編・高校統廃合問題についての「中間

まとめ」として、共同研究者から、「運動をどう

作るのか」という視点での留意点が提示されま

した。

１．教育行政との交渉では、対話の作法を考
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えること。２．議会、首長への要請、メディア

との関係づくりなど政治化することの大切さと、

その一方で、教育政策を首長に委ねることのリ

スクも考える必要があること。３．地域との向

き合い方では、教育の論理だけではなく、地域

の学校という気持ちをもって、日常の実践が行

われているか、「子どもにどんな力をつけて送り

出していくのか」を点検していくこと。

あわせて、再編・統廃合問題のような場合に、

生徒が当事者として関わることで市民として成

長する契機になるが、教師は生徒をどうか関わ

らせるのかという視点から、統廃合計画を「詭

弁を見抜く力」を培う教材にできないかという

問題も提起されました。

その後、各県の状況交流をしました。

〔報告：長尾修（京都府高）〕

第4分科会 憲法を生かした主権者教育と教育課程づくり

■ 討論の柱

（１）教科学習・教科外学習での憲法教育の実践を交流し、平和学習・労働教育などの今日的意義を

確認し、青年の未来を切りひらくためにどんなとりくみが必要か、主権者として育てるべき学力と

は何かを明らかにします。

（２）改訂学習指導要領のねらいを明らかにし、参加と共同の学校づくりに位置づけた民主的な教育

課程づくりの実践の交流を深めます。

（３）「授業づけ」「補習づけ」の実態、「受験競争」の過熱、「学力の二極化」などが指摘されるな

かで、高校生に必要な学力とは、「受験学力」をどう考えるか、学力問題を深めます。

（４）高校生自身の自主的な活動を重視し、高校生自身が憲法を学びいかすとりくみを積極的に交流

し、全国の教訓に学びます。

○司会 笹山 茂晃（愛知）

石田 高士（山口）

○共同研究者

植田 健男（名古屋大学）

石山 久男（歴教協）

■レポート（発表順）

① 主権者を育てる生徒会活動

（千葉/犢橋高校・角谷信一）

② 商業教育を通して生きる力を

（神戸市/兵庫商業高校・阪裏利博）

③ 地域とつながる総合学習 （静岡/藤枝北高校・橋本純）

④ 獲る入試から育てる入試へ （静岡/中部東海ブロック大学入試検討委員会・山口良二）

⑤ 「競争」の教室から「学びあう」教室へ（埼玉/川口北・小池由美子）
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１．自主活動を通して主権者として育て

るべき力

生徒自身が、自分たちのことを決め、自分た

ちで進める、こうした自治能力を身に付けて行

くことは、主権者として自立する重要な要素で

す。①角谷報告（千葉）は、生徒会活動を通し

てこの課題に応えようとした実践です。報告の

内容は大きく二つのとりくみからなっています。

一つは、学校祭の一般公開が、インフルエンザ

をきっかけとして、職員会議で一方的に中止決

定がされます。この開催一週間前での中止決定

に対して、生徒会執行部が中心になって全校生

徒の意見集約をし、保護者公開を実現させたと

りくみです。今一つは、生徒会のアンケート活

動を通して生徒の要求を組織化し、森田知事に

エアコンの設置を求めます。このとりくみでは、

県教委の財務施設課から「今後、県予算による

冷房装置の設置について検討」する旨の回答が

生徒会にもたらされました。角谷氏は、これら

のとりくみを通して生徒を信頼することの大切

さを実感したと述べています。詳細はレポート

報告を参照して下さい。

討論では、まず職員会議が中止決定にいたる

過程で、生徒たちが自ら判断する条件を作る必

要があったことが指摘されました。また生徒会

活動の意義が職員にはどう受けとめられている

のかが問題となりました。犢橋高校では、生徒

会が独立した分掌ではなく生徒指導部のなかに

位置づけられていること、そして角谷氏を除く

顧問団の生徒会活動への無理解な状況も明らか

にされました。これに対して、共同研究者から

は、生徒の自治能力と自立する力を保障するこ

との意義を広げることが重要であると指摘され

ました。この点について、約 60名の職員構成で、
毎年 20名近い職員が異動し、３年で職員が入れ
替わってしまう底辺校の悩みと難しさが浮き彫

りになりました。

③橋本報告（静岡）は、総合学習を通して主

体的な学びを体験し、主権者としての力をつけ

て欲しいといいます。橋本氏は、めんどうくさ

いことでも引き受け、楽しみ、主催者になる力

をつける場として「総合的な学習の時間」を位

置づけます。そして「主権者は主催者」と表現

しているように、総合学習の 15テーマの講座を
主催し、とりくむなかで生徒の自主性、主権者

としての力を育もうとした実践です。また、ど

ういう講座を設定するのかと言う視点について

は、報告の結びにおいて「本来学校での学びは、

教師と生徒とでする文化創造の営みであり、生

活と切り離せないもの」、「真の学びは、人とむ

すびつき、地域にかかわる活動を生む」とある

ように地域と文化がキーワードで多くの講座が

組まれることになります。具体的には、農業高

校らしくアグリプロジェクトと称した野菜の音

楽栽培、天然酵母でのパン作り、また点字学習、

写真、地域福祉実践、和太鼓、トランペット、

ギター、ピアノ、陶芸、機織りetcと講座は多彩

です。そして、いくつかの講座には、地域の人

たちがそれぞれの専門家の立場で、講師として

参加しています。橋本氏は「生徒も、地域や人

とつながり向き合う活動に、自らの確かな成長

を感じている」と述べています。

討論の冒頭、橋本氏自身より、この「総合」

には一方で「生徒は遊んでいるだけではないの

か」との批判もある。しかし、私は「太鼓をた

たいているだけでも力になると本気で考えてい

る」、参加者からの意見をいただきたいと問題提

起がありました。意見交流のなかで共同研究者

からは、15 の講座のなかには、単に体験のみで
終わっているものもあるのではないのか。確か

に、これまでの座学のなかで欠けていたもので

はあるが、座学のなかでの可能性も考える必要

があるのではないか等の指摘がありました。ま

とめとしては、「総合」もまた生徒の実態から出

発して考えていく必要があること、教職員集団

のなかで「総合」が育む力について問い直して

ゆくことが重要であることを確認しました。

２．自立した社会人として生きてゆく力

を育む

シンポジウムにおいて宮本みち子氏は、現代

社会のなかで最も大きく変化をしたのが労働市
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場である。しかし、こうした変化に教育界はま

ったく対応できていないと述べられていました。

本田由紀氏は、普通科高校を卒業して社会に出

て行く高校生の状況を「仕事の世界に対して全

くほぼ無防備なままに社会に出る」と表現して

います。

こうした今日の高校教育の課題に応えようと

した実践が②阪裏報告（神戸市）です。阪裏氏

は、商業科教育を通して社会で生きていく力を

教えることも商業高校の使命であると述べます。

そうした点から、商業科目「経済活動と法」に

おいて、生徒の実生活に役立つよう、主に「民

法」・「刑法」」「労働法」など生徒たちの身近な

法律を生徒にわかりやすく工夫した実践報告で

す。身近な問題としては、ＴＶや雑誌の芸能ニ

ュースから離婚や結婚・慰謝料問題をとりあげ、

実際に区役所に婚姻届・離婚届の用紙をとりに

行き、生徒自身に書かせてみる。また派遣労働、

偽装請負事件の問題などを取り上げ、雇用形態

などについて考える。また、弁護士協会の制度

を利用して、生徒の身近な法律問題について講

話を企画。生徒の感想はＤＶの意味やクレジッ

トカードの怖さがわかったというものから、深

刻なものでは「私自身も親子間のＤＶの被害者

かもと思った」というものもあり、相談のきっ

かけになったと述べられていました。そして裁

判傍聴（可能な限り裁判員裁判）を通して、裁

判や法律問題を身近に感じて貰いたいと報告し

ます。傍聴した生徒の感想としては、「麻薬って

あんな少しのはっぱみたいなもので、それがす

ごく恐ろしいもので、自分の身近に本当にある

のには驚いた」など現実の持つ迫力を感じたも

のでした。

共同研究者からは、職業社会との接続の問題

は、職業科だけの問題ではない。普通科におい

ても、社会を読み解くうえで必要な知識は、教

科を含めた幅広い教育活動のなかで育成するこ

とが求められているとの指摘がありました。

３．高校生に必要な「学力」とは何か、「受

験学力」とは…

現在、日高教は「新たな高校教育政策」の提

言に向けた検討をしています。そこでは「権利

としての高校教育」が根づいていない原因に、

高校入試による選別、大学進学での点数競争、

生徒指導の名による管理強化等が背景にあると

しています。この問題に大学入試の持つ弊害か

ら切り込もうとしたのが④の山口報告（中部東

海ブロック大学入試検討委員会）です。報告の

趣旨はタイトル通り「『獲る入試』から『育てる

入試』へ」と明快です。大学が生き残りをかけ、

受験者数の確保（「獲る入試」）に走り、「獲る」

ことを最優先する結果、推薦・ＡＯなど入試の

多様化と少科目化がおきている。高校がわは、

入試対策をせざるを得ず、様々な問題を生んで

いる。こうしたことが、大学進学を目指す高校

生全体の学力低下を招くことになるというもの

です。

討論では、今の入試制度のもとでは、出口を

確保するために、一斉にセンター対策に走らな

ければならない問題、11 月には授業を終えセン
ター対策の演習をせざるを得ない問題等々の歪

みが出されました。しかし、他方で高校教育の

歪みが、センター対策をはじめとした大学入試

からのみ生じているのではない、と言う当然の

指摘も出されました。共同研究者からは、今の

集団準拠型の入試制度を到達度型に変えたとし

て、進学校の状況は変わるのか、との指摘もあ

りました。底辺校、職業校の問題を含めた今日

の高校教育が抱える問題を克服するために「権

利としての高校教育」の具体化とは何か、「人格

の完成」をめざし、子どもたちの豊かな成長と

発達を保障する教育とは何かを、あらためて模

索する必要があります。

⑤小池報告は進学過熱校で、こうしたことを

意識しながら模索した実践報告です。小池氏は、

人格形成を目指す教育の必要性から協働的学び

の探求へ向かいます。そのなかで、「なぜ学ぶの

か？」「何を学ぶのか？」として４つの点をあげ

ています。①人間の関係性のなかで学力を形成

してゆくことの必要性 ②「できる力」と「わ

かる力」の融合＝みんながわかる授業 ③自分

の理解を深めるために他者に「依存」でき「自
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立」できる自我と学力の形成 ④大学合格はゴ

ールではなく新たなスタート＝どういう生き方

をしたいのか。詳細はレポート報告を参照して

下さい。

討論では、学力論にも及び共同研究者からは、

人格形成をめざす教育を「学力」というと狭す

ぎるとの指摘もあり興味深い議論になりました。

４．おわりに

戦後の日本の産業構造の転換にともない、高

校・大学の進学率は上昇してきました。受験競

争も進学率の上昇とともに激化の一途をたどっ

てきました。今日、新自由主義的な教育政策の

もとでは、学校が地域社会の評価に晒され、学

校自体が競争のなかにあります。

国連・子どもの権利委員会は「高度に競争主

義的な学校環境が、就学年齢にある子どもの間

のいじめ、精神的障害、不登校・登校拒否、中

退および自殺」の要因でないかといい、「大学を

含む学校システム全体を見直すこと」を勧告し

ました。「新たな高校教育政策」は、現状におけ

る高校教育のあり方を総括しながら、「競争と管

理の教育」を乗りこえる方向性の論議を提起し

ようとしています。本分科会では、子どもたち

が、主権者として自立した人格を形成すること

を保障するため、どんな力の育成が必要かを議

論してきました。しかし「学力」論を含めた議

論は、範囲の大きさと時間的制約から充分なも

のとはなりませんでした。今後の課題として「新

たな高校教育政策の提言」の討議とともに深め

てくことが必要です。

〔報告：笹山茂晃（愛知高）〕

これらの問題の根本的な解決には時間を要す

る中で、先ず「進学校」といわれる学校現場で

取り組める授業方法として、協働的な学びの探

究を試みたのである。「助動詞の判別を学ぶこと

よりもっと重要なことがある」という意見も出

されたが、文法のしくみを学ぶことは、人文科

学的に「だまされない力」をつけるために必要

なことである。学習指導要領が改訂され、小学

校の段階から「日本の伝統と文化」を学ぶため

に、児童の成長・発達段階を無視して古典が一

方的に注入されようとしている今、愛国心教育

に「だまされない」ために自分の力で検証でき

る力を身に付けることは、今後ますます重要で

ある。大切なことは一方的な知識の注入で古典

嫌い、文法嫌いを作ることでなく、生徒の実態

に応じて分かりやすく工夫して理解できる学力

をつけることである。国語においては、古典と

現代文を分断された文学として捉えるのでなく、

総合的な共通教養として捉え、考える力を生徒

につけさせることが求めらると考える。
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第5分科会 子ども・青年の発達課題と特別ニーズ問題

■ 討論の柱

（１）特別な教育ニーズに応える教育実践を交流し、高校生が抱える悩みや要求について議論を通し

て、憲法と子どもの権利条約にもとづく民主的な子ども観・青年観を深めます。

（２）ＬＤ、ＡＤＨＤなど、さまざまな困難を抱える子どもの発達課題と進路問題を考えます。

（３）「特別支援教育」がスタートした中で、 子ども・青年の願いや特別ニーズに応える 教育づ

くり、教育条件整備の内容とその実 現の道

すじを考えます。

○司会 熊谷 直樹（新潟）

藤原 真（岡山）

○共同研究者

高橋 智（東京学芸大学）

杉浦 洋一（全教障教部）

■ レポート

① “ゆっくり学び 自分らしく成長する”ために 高等部本科から専攻科へ大きく一歩

（永吉輝美、生徒2名/愛知・見晴台学園）

② 公立高校内養護学校高等部分教室の実践と課題（竹本弥生/神奈川・座間養護学校有馬分教室）

③ わが闘争 ―この 4月からの記録― （京都市/伏見工業高校・前川幸士）

④ 高校特別支援教育の動向 （田部絢子/東京私学・東京学芸大学大学院博士課程）

⑤ 関係機関との連携で青年の自立を―「小さな分校のとりくみ」―

（谷口藤雄/京都府・福知山高校三和分校）

第 5分科会では 5本のレポート報告を軸に，2
日間にわたって熱心な討論がおこなわれました。

ここでは各レポートについて発表順に紹介し、

あわせて討論の概要について報告します。

①ゆっくり学び 自分らしく成長する”

ために 高等部本科から専攻科へ大きく

一歩

見晴台学園卒業生の移行・就労継続について

の追跡調査から、「生活の基盤をつくる」「自分

らしく生きる」ことの重要性を指摘した昨年レ

ポートに続いての報告です。今回は学園高等部

の専攻科（2年）でのとりくみと、本科（3年）

から専攻科への移行支援について報告がありま

した。専攻科でとりくまれる職場見学や実習、

卒業論文の制作では、ともすれば職業を「あて

がう」ことになりがちな、狭い意味での「職業

教育」ではなく、「職業人教育」つまり「働きた

い」という思う気持ちを育てるという視点が大

切にされています。分科会では、今年初めて形

になった「専攻科移行（行こう！）プロジェク

ト」にとりくんでいる 2人の生徒（本科 3年生）
が、専攻科で求められる「自己決定力」「自ら学

ぶ力」について語ってくれました。討論の中で、

「中 3 のクラスを担任して大変」という参加者
から、彼らに対して「今まででいつが一番つら
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かったか」という質問がありましたが、「中学 3
年」「小学 6年」というその答えには、先が見え
ない不安に苦しむ子どもたちの声が如実にあら

われています。ゆっくりとした学びの中で、次

の段階への移行を支援する見晴台学園のとりく

み、特に「専攻科移行プロジェクト」の必要性

と先進性について補強するやりとりだったとい

えます。

②公立高校内養護学校高等部分教室の実

践と課題

県立高校の空き教室に設置された養護学校（特

別支援学校）分教室の実践報告です。神奈川県

では当初、養護学校のマンモス化にともなう緊

急避難的な対応と位置づけられていましたが、

その数が増えるとともに「共に育ちあう教育の

場」として積極的にとらえる方向に変化してい

ます。とはいえ体育館やグラウンドなど施設の

使用や、分教室であることによる組織の問題点

（教員数の少なさや管理職の不在など）、さまざ

まな困難もあります。報告では、生徒の能力に

ばらつきがある中で教科中心の教育課程を編成

している様子や、職業自立をめざし地域でイン

ターンシップにとりくむ様子などが紹介されま

した。また、設置校（高校）との交流について、

「何でもいいから交流せよ」と年度途中に突然

予算がついたことや、中学まで普通教室にいて

いじめられた経験から設置校との交流をいやが

る生徒のことなど、課題が率直に語られました。

竹本さんの、設置校の生徒よりもむしろ教職員

に不安や戸惑いが大きいという指摘は、高校の

教員として身につまされるものがあります。全

国的に分教室が増え続けるなか、今のところ半

ば押しつけの感もある交流を実りのあるものに

していく実践とともに、分校化も含めた教育条

件整備の運動が急務でしょう。

③ わが闘争 ―この4月からの記録―

昨年一昨年に続く、京都市立高校からの実践

報告です。ドキリとするタイトルですが、報告

者の前川さんは、さまざまな課題をもってやっ

てくる生徒との「闘い」、定時制への受け入れを

縮小しようとする市教委との「闘い」を語るう

えでのこだわりだったと強調しました。同じ学

年のうち 5 クラスが全日制で 1 クラスが昼間定
時制、長期インターンシップを除けばほとんど

同じ教育課程という状態が、入学してくる生徒

と担当する教員の困惑を生んでいます。討論で

は、安上がりの教育に流れる行政の姿勢を批判

しながらも、子どもたち自身が手ごたえを感じ

られる学校をつくるための方向を探る発言が続

きました。「総合育成支援員」として学校に配置

された青年を生徒たちが慕っているという一節

は、自分と一緒に生きてくれ、相談に応じてく

れる大人の存在によって、人間に対する信頼や

自信が得られる場としての学校をつくるうえで

の示唆になる、との指摘もありました。

④ 高校特別支援教育の動向

こんにちの高校特別支援教育の状況を大きく

とらえながら、昨年の分科会で報告された全国

の私立高校管理職調査についてあらためてとり

あげたレポートです。中・高の連携不足や卒業

後の進学・就労への課題を指摘している点は、

他の報告と共通しています。高校教育が変わら

ないと特別支援教育も変わらないのでは、とい

う討論での投げかけに対して、田部さんから、

教員の意識を変えながら学校・学級のユニバー

サルデザインをつくっていく視点の大切さが明

確に語られました。そのためにはさまざまな立

場からの連携が必要ですが、特に私立学校では、

経営レベルの視点で互いの動向をうかがってい

るシビアな状況があります。討論では、教職員

組合の組織の壁を超えて、子どもに直接かかわ

る教職員の連携を促す動きが生まれることへの

期待も語られました。参加者の「私学だからNPO

だから公立だからというのではなくて、子ども

たちは社会に生きているのだから、みんなで（教

育を）できないのかと思う」「こぢんまりとまと

まるのでなく、幅広く一緒に」という発言を、

全体で共有することができたのではないでしょ

うか。
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⑤ 関係機関との連携で青年の自立を―

「小さな分校のとりくみ」―

昨年に続く、京都府立福知山高校三和分校か

らのレポートです。今回は主に、特別な教育ニ

ーズのある生徒たちを社会的に孤立させないた

めに、卒業後も継続して支援が受けられる環境

をつくるとりくみの報告でした。地域の福祉連

携会議を学校で開催し、学校の実情を知っても

らう、保護者を含めた関係者会議をひらき進路

保障のとりくみでの意思統一をはかる、等々の

支援体制づくりは、「小さな分校」が切り開いて

きた、青年の移行支援のひとつの到達点といえ

るでしょう。討論では、高校中退問題にかかわ

って、卒業者だけでなく中退者に対してもほぼ

５年後までフォローしているという谷口さんの

発言に、率直な驚きの声があがりました。一方

で報告は、支援したいという熱意はあっても知

識や経験が不足していてどうすべきかわからな

い、といった高校教員の現状から、経験を交流

し個別の生徒に手だてができる組織づくりが重

要との指摘も含んでいます。また、入学者を選

抜する（できる）高校と事実上は希望者全入と

なっている高校に共通する「高校像」とは何か、

という投げかけもありました。「これまでの高校

が想定していない生徒が入学してくる」情勢の

もとで、高校の役割をどう考えるべきか。何を

しなくてはならないのか、何ができるのか。来

年に続く課題が提起された感があります。

【全体討論】

分科会の各報告の出所や内容から見るに、高

校に在籍する特別教育ニーズをもつ生徒に対す

る支援のとりくみは広がり、深化していること

は間違いありません。ただそれぞれの討論で指

摘されたように、広がっているとはいえ未だ

「点」の状態であり、いかに「線」そして「面」

にしていくのかが今後の課題といえます。全体

討論では、当事者がいる学校を核に、支援のネ

ットワークを広げる視点が語られました。共同

研究者の杉浦さんからは、全教障教部の政策提

言「高校・高等部における特別なニーズをもつ

子どもの教育について」（2010.4）にふれながら、

政府が批准に向け準備を進めている障害者権利

条約をしっかりととらえることが重要だとの指

摘がありました。同じく高橋さんからは、今年

の分科会に高校生の参加があったことについて、

願いやニーズをくみとるうえで大きな意義があ

ったという総括がありました。ひとりの子ども

の発達する権利、学習する権利を保障するため、

現状をとらえつつ、人的・物的なリソースの効

果的な連携をすすめることの大切さが、あらた

めて深められ、共有された分科会になったと感

じました。

［報告者 藤原 真(岡山高)］






