
若者の成長を

社会全体で

支えるために

日高教の
「新たな高校教育政策」

第２次提言

高校教育の再生・創造・発展のために、

国民的な議論をすすめましょう！

２０１２年３月

日本高等学校教職員組合（日高教）

「新たな高校教育政策」検討委員会



もくじ

■日高教「新たな高校教育政策」第２次提言について ・・・・・・・・・・ １

■第８章 若者の成長を社会全体で支えるために

－日高教の第２次提言にあたって－ ・・・・・・・・・ ２

■第９章 希望者全入への具体的な前進について

－小・中学校との接続を考える－ ・・・・・・・・・・１８

■第１０章 新しい時代の教育課程論－２１世紀に求められる学力とは－

・・・・・・・・・・２３

■第１１章 新しい時代の職業・労働教育論

－すべての高校生に職業と労働の教育を－ ・・・・・・３２

■第１２章 高校でも特別支援教育をすすめよう

－支援を必要とする高校生に教育の保障を－ ・・・・・４８

■第１３章 高校つぶしから「地域の高校」を育てる流れをつくろう

－統廃合から学校を守り、みんなでつくる学校・地域に－ ・・・・５３

■第１４章 生徒と向き合うことのできる小さな学校づくりと

教職員の定数改善を ・・・・・・・・・・６３

■第１５章 高校教育と大学教育をどうつないでいくか－青年期教育機関

としての大学のあり方を視野に入れて考える－ ・・・・・・・６９

■第１６章 教育は将来の幸福な社会への投資です

－教育の無償化の実現のために－ ・・・・・・・・・・８０

■第１７章 社会全体で若者の雇用を支えます－雇用面における政策提言－

・・・・・・・・９０



1

新たな高校教育政策・第２次提言

日高教「新たな高校教育政策」第２次提言について

■日本高等学校教職員組合（日高教）は、2010 年度に「新たな高校教育政策」検討委員会を設

置し、2012 年 2 月までに 20 回の検討委員会で議論を重ねてきました。2011 年 5 月に「高校教

育の再生の道はどこにあるか－高校生・青年の未来をきりひらくための第１次提言－」を発表し、

各地での学習会、教育研究集会等で意見交換をすすめました。

それと並行して、検討委員会では、第１次提言で深めきれなかった課題や新たに設定した課題

についての検討を重ね、この第２次提言に至ったものです。

■「新たな高校教育政策」検討委員会は、第１次提言に引き続き、以下のメンバーで構成してい

ます。第２次提言の各章における主たる担当章は次の通りです。

検討委員長 伊藤 稔（埼高教、伊奈学園総合高校） …第１５章担当

副委員長 与田 徹（大阪府高教、大手前高校定時制）…第９章担当

検討委員 田村 儀則（青森高教組、八戸水産高校） …第１１章担当

検討委員 宮下与兵衛（長野高教組、赤穂高校定時制）…第１３章担当

検討委員 島貫 学（京都府高、朱雀高校全日制） …第１０章・１２章担当

日高教本部 佐古田 博（本部副委員長、教文部長） …第８章担当

（事務局） 坂本 次男（本部副委員長、教財部長） …第１６章担当

藤田 新一（本部書記長） …第１７章担当

鈴木 敏則（本部中央執行委員） …第１４章担当

■今後は、第１次提言・第２次提言を一体のものとして学習・議論を重ねていきます。この議論

が創造的に発展していくことを期待します。そして、これに続くいわゆる「第３次提言」は、全

国の高教組が中心になって各地域における高校教育のあり方や分野別の政策提言を打ち出す「都

道府県版提言」「分野版提言」になると考えています。第１次・第２次提言を発展させた今後の

各地・各分野でとりくみを展開します。

■検討委員会の活動は、この第２次提言をもっていったん終結しますが、第２次提言の議論の状

況などを見ながら、中間的な集約を行う予定です。また日高教は、東日本大震災から１周年にあ

たる 2012 年 3 月 11 日に明治大学で「新たな高校教育政策フォーラム」を開催し、提言の発表

と開かれた意見交換を行います。2012 年度にはそのパート２を企画する予定です。

この提言の発表が、こうしたとりくみの本格的なスタートだと考えています。全国各地で活発

な意見交換が行われることを期待します。

２０１２年３月 日高教中央執行委員会
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第８章

若者の成長を社会全体で支えるために
－日高教の第２次提言にあたって－

はじめに

私たちは、２０１１年５月に「高校教育の再生の道はどこにあるか－高校生・青年の未来をき

りひらくための第１次提言」をまとめ、全国各地で学習・議論を積み重ねてきました。その中で

の代表的な疑問・意見として、「高校教育の枠の中にある子だけが視野に入っていないか」があ

ります。また、障害児学校の教職員からは、「すべての子に高校教育を…というが、障害のある

子にどんな教育を保障するのか」という疑問も聞かれました。

無償化時代をむかえた高校教育のあり方を議論する際、いろんな事情で高校教育の枠の外にい

る子どもや若者のことを視野に入れて考えていくことが重要です。なぜなら、「社会全体で学び

を支える」とは、学校の中と外を問わず、すべての若者の成長と発達の権利を保障することだと

考えなければならないからです。

この第２次提言では、第１次提言の問題意識を土台に、若者の成長を社会全体で支えるために、

次の提言を行います。

１．希望するすべての子どもたちに豊かな高校教育を保障するための改革をすすめます。

２．すべての若者に多様な教育を保障するために、中等～高等教育の制度的見直しを行います。

３．高校の中途退学問題の解決をはかる社会的しくみを確立します。

４．若者の仕事と働くルールを確立し、若者が自立・成長できる職業を保障します。

５．若者支援のしくみを確立し、若者が「居場所」のある社会をつくります。

Ⅰ．若者の成長を社会全体で支えるための５つの提言

今日の日本社会では、若者が成長し社会的に自立していくうえではさまざまな困難が横たわっ

ています。この章では、第２次提言全体の基調として「若者の成長を社会全体で支える」という

基本点をおさえながら、①若者の成長・自立を助ける学校と教育のあり方、②学校・教育と社会

の接続のあり方、③民主的な主権者を育てる若者支援のあり方、の３点を中心的な課題として提

言し、第２次提言全体のスケッチをして第９章以下の提言につなげていきます。

１．希望するすべての子どもたちに高校教育・後期中等教育の保障するために

第１は、希望するすべての子どもたちに高校教育を保障する課題です。

高校への進学率が 98 ％に達し、「高校全入時代」と言われながら、解決しなければならない

さまざまな問題があります。とくに入学者選抜において、子どもの数が減っているにもかかわら

ず、「希望する高校を選べる」「学区を撤廃しどの高校でも志望できる」「入試の多様化・多元化」

の名のもとに、入試競争が強まっているのが実態です。

競争の激化によって「振り分け」「選別」が強まり、入試競争からはじき飛ばされた子どもた
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ちが「不本意入学」や「遠距離通学」を強いられています。「授業料無償化」という、子どもた

ちの学びを社会全体で支えるしくみがスタートしたにもかかわらず、その一方で、こうした事態

が進行しているのは根本的な矛盾と言わなければなりません。

「子どもたちの学びを社会全体で支える」をさらに前にすすめるために、日高教は次の点を提

言します。

（１）義務教育段階終了までに保障すべき学力を明確にし、高校教育への接続をスムーズにすす

めるしくみを確立します。

（２）高校教育に入るための学力が十分に身についていない子ども、さまざまな理由で義務教育

が受けられなかった子どもに対する学力回復・学び直しのためのサポートシステムを教育制度

として確立します。

＊（１）（２）については、第２次提言第９章で詳細に提言します。

（３）高校教育の量的・質的拡大をはかり、子どもたちを高校教育から排除しないしくみをつく

ります。そのために、志願率に見合った全日制高校、とくに公立高校全日制への入学枠を拡大

するとともに私学の学費無償化を前進させ、公立・私立を超えて希望者が全員高校に入学でき

るしくみを確立します。

＊（３）については、第１次提言第３章で詳細に提言しています。

（４）無償化時代をむかえたもとで、選別・振り分けのための高校入試を廃止し、希望するすべ

ての子どもに高校教育の機会を保障する「希望者全入」の実現に向けて国民的な議論をすすめ

ます。「入試制度」から「入学制度」に転換していくためのとりくみをすすめます。この課題

を中央教育審議会初等中等教育分科会「高等学校教育部会」の重点課題として位置づけるよう

提起します。

＊高校入試の廃止に踏み切っても、すぐに入学者選抜自体は一定期間残ります。専門学科等の入学

定員に制限のある高校については、一定の選抜が必要です。また、地元の子どもの多くが通う「地

域の高校」でも、入学希望者に対して、中学校での学力水準を確認し入学後の学習指導の基礎資料

にするための「学習到達度テスト」「中学卒業認定テスト」（いずれも仮称）を実施するなど、「入

学試験」は必要だと考えます。

＊高校での学習が困難な場合には、子どもの発達を保障する観点から、適切な教育機関で教育を受

けることを保障します。

＊（４）については、第２次提言第９章で具体的に提言します。

（５）すべての高校生に豊かな高校教育を保障し、民主的な社会を担う高校生に求められる学力

を高めるために、授業改善や学校全体で学力を高めるとりくみを「新しい時代の教育課程論」

として提起します。また、高校での職業教育や労働教育の重要性、多くの高校生が直面する大

学入試のあり方や高等教育の改革について問題提起を行います。

＊（５）については、第１次提言第４章・５章・６章、第２次提言第１０・１１・１５章で詳細に

提言します。

（６）さまざまな障害や教育的ニーズのある子どもたちを排除しない学校と教育制度をつくり、

普通高校における特別支援教育の実践をもとに、高校における豊かな学びと成長・発達を保障

します。そのための教育条件整備を重点課題とします。

＊（６）については、第２次提言第１２章で詳細に提言します。

（７）教育費の心配をしないで安心して高校で学べるよう、授業料無償化の前進と国の責任によ

る授業料完全不徴収の実現、公費負担の拡充、給付制奨学金の創設、義務制の就学援助制度に

準じた高校生向け就学援助制度の創設など、教育の無償化を着実に前進させます。また、高校
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での少人数学級・小規模校を積極的に推進します。

＊（６）については、第２次提言第１４章・１６章で詳細に提言します。

２．すべての若者に教育を保障するために、中等～高等教育の制度的見直しを

第２の課題は、すべての若者に多様な教育を保障するために、中等～高等教育の制度的見直し

をすることです。

現在、中等教育は中学校（前期）・高等学校（後期）、高等教育は大学・短期大学・専修学校

等が担っています。こうした枠組みは、例えば小中一貫教育や中高一貫教育など、通常の小・中

学校と高等学校のラインとは別立ての「複線型」構造を形成し、徐々に変容が見られます。

また、この間すすめられてきた高校「多様化」政策によって、さまざまな学科が乱立し、中学

生は早期の進路選択を迫られています。入学者選抜の「多様化」「多元化」とあいまって、子ど

もの数が減っているにもかかわらず、子どもたちは競争と選別に苦しめられています。

さらに、第１次提言の第３章で提起したように、高校教育の枠組み、とくに全日制高校の枠組

みから社会的に排除するしくみが厳然と存在しています。中途退学の問題も深刻です。高校「多

様化」政策は、少子化の中での新たな「ふるい分け」と高校の格差拡大をひき起こしています。

これらの問題は、国民の負担によって子どもたちの学びを保障しようという、高校授業料無償

化（教育の無償化）の精神とは根本的に矛盾するものです。ここにどのようにメスを入れるかは、

無償化時代の教育のあり方を考えるうえで、重要なポイントです。

そこで、日高教は次の点を提言します。

（１）すべての子ども・若者に後期中等教育を保障する観点から、高校教育の社会的排除の枠組

みを廃止するとともに、今後の教育の方向性として、「すべての国民に１２年間の教育を保障

する制度」に移行するための検討をすすめ、あるべき姿についての社会的合意をすすめます。

＊「すべての国民に１２年間の教育を保障する制度」とは、義務教育となっている小学校・中学校

に加えて、高校教育についても社会的に保障する制度です。いったん社会に出た出た中卒者や高校

を中途退学した若者が、必要とするときに年齢に関係なく高校教育（全日制、定時制、通信制課程）

を受けられる社会的システムをつくることです。保障されるべき高校教育には、職業訓練の学校・

教育も含まれます。

（２）統廃合による高校つぶし・定時制つぶしをすすめる一方で、学校間競争を助長し、格差を

拡大する「高校再編・多様化政策」を根本的に見直し、子ども・若者が安心して通学できる「地

域の高校」の整備をすすめます。

＊（２）については、第１次提言第３章、第２次提言第１３章で詳細に提言しています。

（３）同世代の半数以上が進学する大学をはじめ、高等教育のあり方を抜本的に見直し、若者が

年齢に関係なく豊かな高等教育が無償で保障される社会的しくみをつくります。

＊（３）については、第１次提言第４章、第２次提言第１５章で詳細に提言しています。

３．中途退学問題の解決をはかる社会的しくみの確立を

第３の課題は、高校の中途退学問題にメスを入れることです。

毎年、高校に入学した相当数の高校生が中途退学したり、他課程への転学を余儀なくされてい

ます。中途退学問題の背景には、学力的な問題を中心としながら、経済的要因や高校多様化政策

の中での「不本意入学」の問題など複合的な要因が横たわっています。また、全日制以上に困難

をもつ定時制・通信制において中途退学問題は深刻です。
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日高教は、次の点を提言します。

（１）高校教育に横たわる「適格者主義」を脱却し、すべての子ども・若者に後期中等教育を保

障する立場から、中途退学を出さない学校づくり・教育づくりをすすめます。

＊（１）については、第１次提言第２章で詳細に提言しています。

（２）やむを得ず中途退学する場合は、社会的サービスの認知度を高めるための援助を行うと同

時に、中途退学者の「再学習」「やり直し」の教育の機会を保障するための社会的なしくみを

構築します。

（３）高校教育からドロップアウトしても放置されない社会的しくみを早急に確立します。学校

（中学校、高等学校）と行政（教育委員会など）、若者支援機関（若者サポートステーション

など）が連携し、中卒後進路未定者や中途退学者の支援を目的とした「中学校卒業者等進路支

援事業」（仮称）を全国的事業としてすすめます。

（４）中卒者や中途退学者が安心して高校教育や職業訓練教育の学び直しができる社会的しくみ

を確立します。学校・行政・若者支援機関が連携して「学び直しサポート」の体制を国の事業

としてすすめます。

４．「若者にまともな仕事と働き方を！」～若者が自立・成長できる職業の保障を

第４の課題は、若者が安心して働き成長できるために、雇用の確保と働くルールを確立するこ

とです。

高校新卒の就職希望者に対する求人状況は、この 20 年間の間に激変しています。厚生労働省

が調査した毎年度末の求人・求職・内定状況によると、1992 年に求人数が 167 万 6001 人とピ

ークと達しましたが、2011 年 3 月末の求人数は 19 万 4635 人にまで激減しています。1992 年

と 2011 年を比較すると、求人数はピーク時の 11.6 ％にまで落ち込んでいます。高校生の場合

は、学校や行政の努力によって内定率は一定の水準を保っていますが、就職試験にたどり着けず

に、就職希望そのものから「脱落」せざるを得ない高校生の問題は逆に深刻さを増しています。

大学生の就職はさらに深刻です。1997 年に「就職協定」が破棄されて以降、大学生の「青田

買い」や就職の早期化・長期化など、「ルールなき就職戦線」の様相を呈しています。近年、大

学・企業の双方から就職選考の早期化・長期化の弊害を指摘する声が高まり、きわめて不十分で

すが、広報活動を遅らせるなど、是正する動きが具体的に動きはじめています。

高校・大学新卒者に限らず、若者の働かされ方は異常です。正社員比率が低下し非正社員比率

が上昇する中で、正社員は「ジョブなきメンバーシップ」といわれるように、職務範囲の不明確

さとそれに伴う過重労働・長時間労働に苦しめられています。一方、非正社員は「メンバーシッ

プなきジョブ」といわれ、有期雇用と低賃金、教育訓練の手薄さの中におかれています（東京大

・本田由紀氏）。

こうした若年者の就職・雇用危機は、若者が労働や社会参加を通して自立・成長する道が閉ざ

されていることであり、日本の社会的危機といわなければなりません。

日高教は、若者が自立・成長できる職業の保障をすすめるために、次の点を提言します。

（１）高校生・大学生など若者の深刻な就職難解決のための「若者雇用対策」を策定し、必要な

法整備をすすめます。主なものとして、①労働基準法の徹底と解雇規制、サービス残業規制、

有給休暇取得促進等のための法整備による働くルールの確立、②労働者派遣法の抜本改正、③

厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に関する指針」に新卒者の雇用率の明示等を盛り込んだ、

新卒者の雇用促進のための法整備、④最低賃金の底上げと最低賃金法の厳守、を行います。
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（２）大企業に雇用創出と新卒者の就職保障の義務づけを制度化し、働くルールの確立等によっ

て積極的に雇用創出をはかるなど、若年者雇用に対する企業の社会的責任を果たさせる枠組み

をつくります。国の責任で「雇用は正規雇用が当たり前」の雇用ルールを確立します。

（３）現在、国・自治体ですすめられている公務公共部門の民間委託化政策をやめ、地方からの

雇用創出を積極的にすすめる施策をとります。学校教育部門における正規職員採用を積極的に

すすめるとともに、中学校・特別支援学校・夜間定時制高校での給食の完全実施、高等学校で

の給食実施などで積極的な雇用創出をはかります。

＊完全給食実施率（2007 年 5 月 1 日現在）は、中学校 75.4 ％、特別支援学校 84.8 ％、夜間定時制高

校 66.2 ％で、公立学校における学校給食調理員数は 66,759 人です。完全給食を実施することによっ

て、相当数の雇用創出がはかれます。

（４）新卒者の公的職業訓練の充実、技能・資格取得への公的支援を推進します。そのために、

①公的職業訓練機関の再整備、②医療・介護その他の資格取得を推進するため、専門学校等へ

の修学保障支援策を新設、③各種資格、自動車運転免許等の取得への支援、④職業訓練期間の

生活費支給制度の新設と訓練終了後の就労支援体制の整備、などをすすめます。

＊以上の課題については、第２次提言第１７章でくわしく提言します。

５．若者支援を確立し、若者が「居場所」のある社会をつくりましょう

第５の課題は、高校生を含む若者の実態を把握し、社会的に支える体制と「若者支援政策」を

確立することです。

日本でも「子どもの貧困」や「若者問題」が提起され、政府においても「子ども・若者育成支

援推進法」にもとづく施策をすすめようとしています。しかし、若者支援という点では不十分と

いわざるを得ません。

日高教は、若者支援の前進のために、次の点を提言します。

（１）政府・自治体による総合的な若者調査を定期的に実施し、高校生を含む若者の実態を科学

的に把握します。それをもとに、教育・労働・医療・社会保障・文化など、若者をとりまく幅

広い視点からの若者政策を確立します。

（２）子ども・若者の貧困問題解決のとりくみを強化します。とくに、ヨーロッパ等ですすめら

れている「対策よりも予防を」の視点を重視した「子どもの貧困対策法」（仮称）を制定し、

子どもの貧困問題解決を国の目標とします。

（３）地域における若者支援体制を確立します。国・自治体の事業として、学校等の教育機関、

行政機関（教育・雇用・社会福祉等）、若者支援組織による若者支援の地域ネットワークをつ

くり、地域における総合的な若者支援体制を構築します。地域の若者支援体制の中核として、

若者サポートステーション（サポステ）の拡充をはかり、若者支援にあたるソーシャル・ワー

カーの養成を推進します。

（４）若者の社会参加を保障します。「１８歳選挙権」の実現による若者の政治参加を促進しま

す。また、若者政策や行政施策に関わる国・自治体の審議会など、政策立案過程への若者参加

を保障します。高校生など子どもが意見表明するの機会を積極的に保障します。



＊ 1 文部科学省の 2011（平成 23）年度学校基本調査が発表されていますが、東日本大震災の被害が甚大であった岩手

・宮城・福島 3 県に所在する学校については、調査提出期限を半年延長したため、2011 年 8 月発表の速報値には反映

されていません。3 件の数値を含めた確定値は 2012 年 2 月 6 日付で発表されています。

＊２ 専修学校高等課程進学率は 0.2%、就職率は 0.4%、それ以外は専修学校一般課程、職業能力開発施設等です。

＊３ 2003 年のイギリスでは、16 歳から 18 歳の若年者の状況は、教育訓練にあるもの 75.5 ％（フルタイム教育機関 56.5

％、職業訓練機関 8.3 ％など）、非教育訓練にあるもの 24.5 ％であり、非教育訓練のうち、9 ％（17.7 万人）が NEET

（Not in Education,Employment or Training）です。

＊４ 第１次提言第３章「子どもたちが高校入試で苦しまないように」参照。

＊５ 厚生労働省「新規学校卒業就職者の就職離職状況調査」における 2007 年 3 月卒業者の 3 年以内の離職率より推計。

＊６ 後期中等教育段階（高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校高等課程）全体の卒業者は 114.7

万人、生徒数総計 365.2 万人です。

＊７ 注 5 に同じ。
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Ⅱ．提言の背景・その１ ～子ども・若者の現状はどうなっているか

若者支援の課題を明らかにするためには、中学校卒業者から高校生の状況、高校卒業者や中途

退学者の状況がどうなっているかを土台におくことが重要です。以下、最近の調査・統計
＊ 1

な

どをもとに考えてみましょう。

１．中学校卒業者の状況（2011 年 3 月卒業）

中学校卒業者は 1,176,923 人で、そのうち 1,156,158 人（98.2 ％）は高等学校等への進学者で

す。卒業者の圧倒的多数は後期中等教育（高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等

部）に進学しています
＊２

。日本の場合は、後期中等教育機関に在学する若者が 98 ％にのぼって

いるのが特徴で、その点をいかした施策が求められています
＊３

。

ただし、次の点に留意しておく必要があります。

（1）通信制含めた進学率は 98.2 ％と過去最高になっていますが、通信制除く進学率は 96.4 ％

となっており、ここ数年は漸減傾向です（2006 年 96.5 ％）。

（2）2010 年 3 月卒業生の全日制進学率は 91.94 ％で、約 8 万人が全日制への進学ができませ

んでした
＊４

。

（3）2010 年 3 月の中学校卒業者のうち、「左記以外の者（進学も就職もしない）」が 11,058 人、

就職者 4,979 人のうち早期離職者が約 0.3 万人
＊５

と推計され、合計 1 万 7 千人、中学校卒業者

の 1.4 ％が教育の枠外におかれています。

２．高等学校における卒業者の状況（2011 年 3 月卒業）

高等学校（全日制・定時制）の卒業者数は 1,061,564 人
＊６

で、その内訳は大学等進学者 571,797

人（53.9 ％）、専修学校専門課程 172,032 人（16.2 ％）、就職者 172,323 人（16.3 ％）です。

ここでも次の点に留意しておく必要があります。

（1）「一時的な仕事に就いた者」が 14,997 人（1.4 ％）、「左記以外の者（進学も就職もしない、

無業者）」が 56,824 人（5.4 ％）で、不安定な状況におかれている卒業者が全体の 7 ％近くに

達しています。

（2）2010 年 3 月卒業者の場合でみると、就職者のうちの早期離職者が 7.5 万人＊７と推計され、

（1）と合わせて約 15 万人（卒業者の 14 ％）が不安定な状況におかれています。



＊８ これには被災した岩手・宮城・福島 3 県の調査結果は含まれていません。

＊９ 分母：3 年前中卒進学者（中等教育学校前期課程含む）卒業、高校（通信制除く）進学者、分子：高校（中等教育

学校後期課程含む、通信制除く）卒業者で算出。近年の中退率が 2 ％前後であるのに対して、卒業率推計値は男子 90

％前後、女子 92 ％前後で推移。

＊１０ 青砥『ドキュメント高校中退』2009 年筑摩書房
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３．高等学校における中途退学者の状況

高等学校における中途退学者の状況は、文部科学省が毎年発表する「児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査」で把握されています。2010（平成 22）年度間の状況が 2011

年 8 月に公表されているのが最新の調査です
＊８

。

それによると、高等学校の中途退学者は 5 万 3245 人で、中退率は前年度と同じ 1.7 ％でした。

中退率の推移は、1980 年代から 1995 年まではおおむね 2.0 ％～ 2.4 ％と 2 ％台前半で推移しま

すが、1996 年から 2001 年には 2 ％台後半へと増加します。しかし、そのあとは再び 2 ％台前

半に減少し、2009 年・2010 年は連続して 1 ％台となっています。中途退学の理由として「経済

的理由」をあげているものが 1.9 ％で、前年比で 1.0 ポイント減と過去最大の減少幅があったこ

とが注目され、授業料実質無償化の影響したと考えられています。

しかし、この調査には以下のような重大な問題点があります。

（1）「中途退学者数」には、他校・他課程への転学者は含まれていないために、さまざまな理

由で転学せざるを得なくなった生徒の実態把握が十分にされていません。とくに近年、定時制

が「狭き門」となり、通信制の生徒数が増加していることから、中途退学と転学をあわせると

相当数にのぼると考えられます。

（2）この調査には通信制の中途退学者が含まれていません。通信制という「最後のセーフティ

ネット」すらやめざるを得なくなった生徒の実態把握が必要です。

（3）「事由」の分類には客観的な基準がなく、各学校の判断に任されています。また、いずれ

か一つの「事由」を選択しなければならないため、複合的な「事由」が考えられるケースや、

「学校生活・学業不適応」「進路変更」などの背景にある「経済的理由」（貧困や家計の状況）

を把握するうえでは不十分だといえます。

高等学校の中途退学に関して、文部科学省調査が 1 年間の中途退学者数をあげているのに対

して、乾彰夫氏（首都大東京、内閣府「高等学校中途退学者の意識に関する調査」企画分析会議

委員）は、3 年前中卒進学者に対する「推計卒業率」＊９（全日制・定時制）を提起しています。

高校中退率と高校卒業率推計値のギャップについて、「通信制等への『転校』が文科省調査から

除かれている」と推測しています。

また、青砥恭氏
＊１０

は「学校基本調査」の在籍数から卒業者数を引いた「非卒業者数」を問題

にしています。例えば、2005 年度の文科省発表の中退率は 2.1 ％ですが、「非卒業者率」は 8.3

％です。「非卒業者」とは、中退者、留年者、留学、死亡などによって卒業できなかった生徒を

指します。留年・留学・死亡はそれほど数値に影響を与えないと考えられることから、「非卒業

者数≒高校中退者数」としています。

さらに、青砥氏は「特定の高校に集中する中退者」を大きな問題だとしています。埼玉県の県

立高校を入試平均点が高い順にＧ１～Ｇ５の 5 グループに分けて、グループごとの中退率を見

ると、一目瞭然です。埼玉県立高校の 2004 年度入学生の平均中退率は 13.4 ％ですが、Ｇ１・

Ｇ２グループ（進学校）は 5 ％以下の低い中退率であるのに対して、Ｇ４グループは 20 ％台、



＊１１ 調査対象者は中退後 2 年前後の者。45 都道府県・5 政令市教育委員会から公立高校を通じて 2,651 名に調査票を

郵送し、有効回収数は 1,176 名（回収率 44.4 ％）。報告書は、内閣府子ども若者・子育て施策総合推進室編『若者の意

識に関する調査（高等学校中途退学者の意識に関する調査）』。
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Ｇ５グループは 30 ％台の高い中退率となっています。このＧ４・Ｇ５グループ（いわゆる「底

辺校」「困難校」）には、40 ％以上中退した高校が 10 校、30 ％以上が 11 校、20 ％以上が 19 校

あったといいます。

中退率と授業料減免率を重ねると見事に相関関係が見られ、Ｇ１は 5 ％以下であり、一方Ｇ

５は平均 20 ％の減免率です。家庭の貧困が学力の状況に大きな影響をもたらしていることが伺

えます。

このように、高校間の格差の拡大と学力の「二極化」という状況が、中途退学の問題の背景に

横たわっています。

４．内閣府「高等学校中途退学者の意識に関する調査」から

内閣府は 2010 年 7 月から 9 月に「若者の意識に関する調査（高等学校中途退学者の意識に関

する調査）」
＊１１

を実施し、2011 年 3 月に調査結果を公表しました。引き続き中途退学者に対す

る聞き取り調査を行い、その結果はまもなく発表される予定です。

国の機関がこうした調査を実施するのは画期的なことです。これまでさまざまな指摘を受けな

がら「放置」されてきたことを考えると、中途退学によって社会に放り出された若者たちの実態

把握に本腰を入れざるを得なくなったのでしょう。

その背景には、2010 年 4 月の「子ども・若者育成支援推進法」の施行、2010 年 7 月の「子

ども・若者ビジョン」の策定に見られるように、日本でもようやく若者支援が動き始めたことが

あります。日本の場合、中途退学や社会のレールに乗りきれない若者の問題について、「自己責

任」「家族の責任」とする風潮が強く、行政機関も積極的にその実態をつかもうとしませんでし

た。社会から取り残された若者支援に積極的に参加する社会的なとりくみがようやく認識されて

きたのです。こうしたとりくみや調査を通して、「高校中退者は生活保護世帯とともに高リスク

グループ」という認識が広がっているのが特徴です。

調査結果の概要は以下の諸点です。

① 中退時の学年は、1 年・2 年が 85.2 ％と多くを占めています。

② 中退した高校の課程は、「全日制」が 87.2 ％となっています。

③ 中退後の現在の状況は、求職中 13.6 ％、働いている 56.2 ％、在学中 30.8 ％です。7 割が

働いているか求職中です。この中の 17.4 ％は在学中です。

④ 「働いている」の内訳は、正社員・正職員 17.1 ％、フリーター・パートなど 77.2 ％、家

業など 6.1 ％です。「経済的ゆとりがあるか」という問いに対して、「やや苦しい」「苦しい」

と回答した者は 6 割を超えています。

⑤ 「在学中」の内訳は、全日制・定時制 33.1 ％、通信制 49.7 ％、大学 10.8 ％、専門学校 5.8

％です。

⑥ 「母子家庭世帯」の割合は、本調査では 21.1 ％で、全国平均 5.8 ％（2005 年国勢調査）

の 4 倍近くになります。

⑦ 「父子家庭世帯」の割合は、本調査では 3.5 ％で、全国平均 1.1 ％（2005 年国勢調査）の 3

倍です。



＊１２ キャリア調査（日本教育学会特別課題研究、2007 年月現在 20 歳の若者 1700 名を全国から抽出）との比較。⑥

⑦⑧から家庭階層との関係を見ると、中途退学者の家庭状況は平均的に低階層に偏っているといえます。

＊１３ 注 5 に同じ。

＊１４ 内閣府「子ども・若者白書」（2010 年）
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⑧ 父親の学歴は、中卒が 18.7 ％（全国平均 6.3 ％）、高卒が 38.0 ％（同 42.3 ％）で、同年

齢層の全国平均と比較すると、中卒・高卒層がより多くなっています＊１２。

⑨ 「中退後、高卒の資格は必要だと考えたか」の問いに、必要 78.4 ％、必要でない 21.3 ％

と回答しています。

⑩ 「3 年後の自分の将来を想像した進路希望」の質問に対して、「高校に在学中（全日制・定

時制）」以外の回答をした者は、「正社員として働きたい」が最も多くなっています（全体

の分布は 35.9 ％）。「高校に在学中（全日制・定時制）」と回答した者は、53.4 ％が「専門

学校に入学したい」または「大学に進学したい」と答えています。

５．内閣府調査から浮かび上がってきた課題

内閣府調査の企画分析会議座長をつとめた宮本みち子氏（放送大学教授）は、次の主旨のコメ

ントをしています。

（1）中退後の「試行錯誤」を支援する社会システムをつくる必要がある（高校レベルの学力の

不足を補う教育と職業的スキルを高める訓練）。学校教育機関に居場所を確保する方法のみで

は十分ではない。

（2）就労のための具体的な教育と支援が高校教育には必要（現状ではきわめて弱い）。在学中

のアルバイトを教育の一環として位置づけることが可能だ。

（3）単一の支援機関では効果が上がらないことが多い。包括的でシームレスな若者支援サービ

が必要である。

（4）中退者を放置しないしくみをつくることは、すべての若者の自立を見守り支援する社会を

つくることである。

６．高等教育段階の卒業者の状況（2010 年 3 月卒業）

高等教育段階（大学、短大、高等専門学校、専修学校専門課程）の卒業生の状況はどうなって

いるでしょうか。

卒業者 84.6 万人（学生数総計 333.3 万人）のうち、卒業後「一時的な仕事」「無業者」となる

ものは 14.0 万人、就職者 56.9 万人のうち早期離職者が 19.9 万人
＊１３

にのぼっています。また、

高等教育機関在学中の中途退学者は 6.7 万人にのぼり、以上を合わせて 40.6 万人が不安定な状

況におかれています。その割合は卒業生の 48.0 ％にのぼります。

15 ～ 24 歳の若者の半数以上が不安定な非正規雇用で働いている現状を合わせて考えると、高

等教育を終了した若者が、在学中は高学費に苦しみ、早期化・長期化する就職活動に苦しみ、卒

業後は不安定就労や際限なき長時間過密労働に苦しめられている現状が横たわっています。

最新のデータによると、若年無業者（15 歳から 34 歳の非労働人口のうち、家事も通学もして

いないもの）は、1999 年に 48 万人であったが、2009 年には 63 万人に増加しています
＊１４

。ま

た、「引きこもり」は、定義の違いによって数値に大きな差があるが、約 23.6 万人から約 70 万

人いるとされており、その 4 割を 30 歳代以上が占めています。
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Ⅲ．提言の背景・その２ ～高校教育制度と若者支援の問題点

１．統廃合＝高校つぶしによってさらに強まる競争的風潮

日本における若者支援の問題点を考える場合、その出発点ともいえる高等学校教育において、

子どもの数が減っているにもかかわらず、希望するすべての子どもにその門戸が広がらず、競争

的風潮が強まっていることは重要です。その最大の要因は、教育条件改善より経済効率を優先さ

せ、単位制・総合学科・中高一貫教育などの高校「多様化」再編と高校統廃合を連動させて推進

する一方で、高校での収容をおさえてきたこの間の高校教育政策にあります。

（１）統廃合＝高校つぶしの現状

高校設置数の変化を見ると、公立高校数がピー 〔表 1〕設置者別高校数の推移

クとなる 1987 年度と 2010 年度では 9.8 ％、およ ＊ 1987 年が公立高校数のピーク

そ 10 校に 1 校の割合で減っていることがわかり 計 国立 公立 私立

ます〔表 1〕。とくに、1999 年度と 2010 年度の落 1987(S62)年度 5,508 17 4,191 1,300

差が大きく、ここ 10 年ほどの間に大きな高校統 1999(H11)年度 5,481 17 4,148 1,316

廃合の山が来たといえます。 2011(H23)年度 5,060 15 3,724 1,321

○都道府県別の状況（学校数の減が大きい県） 1987 － 2011 年度 -2 -467 +21

奈良県 75.6 ％、新潟県 77.8 ％、岡山県・鳥取

県 78.6 ％、岩手県 79.5 ％、岐阜県 81.8 ％

○都道府県別の状況（学校数が増えている、あるいは減っていない県）

熊本県 106.5 ％、沖縄県 101.7 ％、福島県 101.1 ％、滋賀県・富山県 100 ％

（２）教育条件が悪化する定時制・通信制

高校統廃合の影響は、定時制・通信制により強くあら 〔表 2〕公立全日・定時制高校の推移

われています。〔表 2〕を見ると、1987 年と比較して、 全日制 定時制

定時制は 28.4 ％と大幅減となっています。全国の定時 1987 年度（A） 3,994 937

制が 3.5 校に 1 校の割合で消えていったことになりま 2011 年度（B） 3,551 651

す。 A-B 443 286

○都道府県別定時制の推移 B/A(%) 88.9 69.5

（1987 年度と 2010 年度比較、以下同じ）

・学校数の減が大きいところ

鹿児島県 25.0 ％、山形県・新潟県 45.5 ％、富山県 46.2 ％、徳島県 50.0 ％ …

・学校数が増えているところ（減っていない）県

島根県 125 ％、大分県 114.3 ％、千葉県・静岡県・山口県・香川県・宮崎県 100 ％

○１校あたりの生徒数の推移

公立高校全体（919.5 → 622.7 人）、全日制（929.4 → 622.3 人）、定時制（151.1 → 167.5 人）

○公立全日制 1 校あたりの生徒数

・多い県 大阪 830.1 人、埼玉 793.5 人、奈良 786.7 人、三重 780.0 人、神奈川 771.8 人

・少ない県 高知 396.2 人 島根 416.0 人 山口 418.2 人 北海道 443.0 人

○公立定時制 1 校あたりの生徒数

・多い県 大阪 284.1 → 387.9 人、神奈川 257.3 → 311.6 人、東京 217.8 → 263.7 人、

新たな高校教育政策・第２次提言



＊１５ 1998 年度の 9,７万人を底に、ジグザグを繰り返しながら増加しています。2009 年度は 10.7 万人。

＊１６ 学級数は、1988 年度が 6,477 学級、2010 年度が 5,027 学級で、22.4 ％減となっています。

＊１７ 最新版である 2011（平成 23）年度版は 2011 年 11 月 2 日に発表し、文部科学省ホームページに掲載しています

＊１８ 普通科における多様化（フィールド制など）、理数科・国際科など職業以外の専門学科、芸術系学科（演劇など）、

スポーツ系学科・コース、教員をめざす学科・コースなど多種多様な学科・コースを含みます。
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新潟 102.9 人→ 262.2 人…

①「狭き門」の定時制

「少子化」と言いながら 1 校あたりの生徒数が全国平均でも増えています。とくに、大阪・

神奈川・東京など定時制の大リストラを行ったところでは、1 校あたりの生徒数が大幅に増加し、

「1 学級が 40 人を超える状態で新学期が始まった」という、近年の定時制では考えられなかっ

た状況が出ています。

定時制高校つぶしの結果、生徒数は 1988 年度の 14.4 万人から、2010 年度の 11.2 万人に減

っていますが、近年増加傾向にあります
＊１５

。1 学級あたりの生徒数は、22.4 人と変わっていま

せん
＊１６

。

募集定員に対する志願者数の比率を示す志願率は、2009 年度に近年では初めて 100 ％を超え

て 104.6 ％となりました。2010 年度は 107.7 ％と、さらに「狭き門」となりました。また、中

学新卒者数に占める定時制志願者の比率を示す新卒志願率は、1997 年度の 1.34 ％を底に徐々に

上昇し、2010 年度は 2.67 ％になり、これも近年では最大の比率となっています。

②生徒数が急増する通信制

公立・私立通信制は 1988 年度の 15 万 6222 人から、2010 年度には 18 万 7538 人となり、入

学者数も 3 万 8628 人から 4 万 6724 人に増えています。とくに、複数の都道府県にまたがって

生徒募集を行う私立の広域通信制、サポート校が急増しています。

高校生全体の生徒数（公立＋私立）は、1987 年度の 5,358,388 人から 2010 年度 3,351,350 人

と、62.5 ％に減少しています。しかし、定時制の教育条件は改善されるどころか悪化しており、

通信制高校にもさまざまな課題が表面化しています。「高校教育のセーフティネット」といわれ

る定時制・通信制教育の危機は大きな課題です。

２．高校多様化政策と競争的風潮の強まり

（１）高校多様化政策の現状と課題

文部科学省がすすめる高校多様化政策は、子どもの数がへって高校に行きやすくなるどころか、

競争的風潮をいっそう加速しています。

文部科学省はほぼ毎年のように「高等学校教育の改革に関する推進状況について」という調査

を発表しています
＊１７

。そこには次のような項目が出てきます。つまり、これが文部科学省が考

える「高校教育改革」における高校「多様化」政策の中身なのです（設置校数は 2011 年 4 月現

在）。

① 中高一貫教育の設置・検討状況

420 校設置。内訳は、中等教育学校 49 校、併設型 288 校、連携型 83 校。

② 総合学科の設置状況 351 校設置。

③ 単位制高等学校の設置状況 952 校設置。

④ 特色ある学科・コース等を設置する高等学校＊１８



＊１９ 埼玉県が 2012 年度入試から前期入試に学科試験を導入するのをはじめ、神奈川・千葉など各地で二段階入試見直

しの動きがあります。

＊２０ 東京都では、普通科を含むすべての学科で行われ、全 173 校のうち、97 ％にあたる 167 校で実施されています

（2009 年度）。2010 年度は都立高校の募集人員の 26.5 ％にのぼり、4 人に 1 人が推薦入試で入学しています。
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⑤ 高等学校と大学の連携 大学等との連携協議会等の設置、大学の科目履修生・聴講生等

又は公開講座等の制度の活用、大学教員による高等学校での学校紹介や講義等

⑥ 生徒の自校以外における学修の単位認定

学校間連携における単位認定制度の活用状況、大学等における学修の単位認定制度の活用状

況、ボランティア活動等に係る学修の単位認定制度の活用状況、技能審査の成果に係る単位

認定制度の活用状況、高等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定制度の活用状況、海

外留学に係る単位認定の活用状況

⑦ 都道府県・政令市教育委員会による高等学校再編計画等の策定及び検討状況

すべての都道府県において、高等学校再編整備計画を策定済み又は策定予定としており、46

都道府県が現在再編計画を実施中又は既に実施済み。

高校多様化という点では、①～④の教育制度や新学科の導入が全国で進行しています。とくに、

中高一貫校や総合学科は、導入初期に文部科学省が「全国の学区に 1 校の設置（500 校）」とい

う数値目標を示して、設置を推進しています。

こうした制度・学科を新たに導入した学校は、高校再編・統廃合の動きが活発になる中で、「生

き残り」のために導入されたケースが多くなっています。新たな教育制度を導入したり、新たな

学科・コースを新設することによって、「優秀な生徒」を集め、進学・部活動等の「実績」をあ

げようと血眼になっているのです。こうした「特色校」「人気校」を頂点とした進学競争に子ど

もたちを追い立てていく風潮が、「少子化」の中での競争的風潮をいっそう助長しているのでは

ないでしょうか。

（２）高校多様化の中での入試の「多様化」「多元化」

高校多様化政策、すなわち多様な特色ある高校をつくることと、「多様な入試制度」を導入す

ることは表裏一体のものです。そして、「行きたい学校を選べる」「多様な選択ができる」との

かけ声のもと、学区（通学区）の拡大がすすめられてきました。

① 学区を廃止し全県一学区を採用した都県は２１にのぼります。廃止しない道府県でも、学

区の数を減らすところが多く、全体として学区が拡大しています。

② 多くの都道府県が前・後期入試、二段階入試を導入しています。推薦入試や「特色化選抜」

（学校の特色を選んで応募する）では、学科試験を行わず、調査書・面接・作文等で合否を

決定するケースが多くなっています。早く合格を決めたい中学生が前期入試に殺到し、多数

の中学生が「不合格体験」で苦しめられるとして、廃止を求める声が高まっています＊１９。

③ ②とかかわって、専門学科だけでなく、普通科でも推薦入試の導入も行われています＊２０。

④ 中高一貫校では、入試競争の激化を避けるため、前期課程（中学校）の選抜では「学科試



＊２１ 公立中高一貫校は、1999 年 4 月施行の「学校教育法等の一部を改正する法律」によって制度が発足しましたが、

国会での法案審議過程で「受験準備に偏した『受験エリート校』化など、偏差値による学校間格差を助長することがな

いよう十分配慮すること」「入学者の選抜に当たって学力試験は行わないこと…、受験競争の低年齢化招くことのない

よう十分配慮」等の趣旨の付帯決議が衆参委員会で行われています。学校教育法施行規則第 110 条 2 項には「公立の中

等教育学校については、学力検査を行わないものとする」、同第 116 条には「…併設型中学校の生徒については入学者

の選抜は行わないものとする」と規定されています。

＊２２ 私立中学・高等学校連合会は、2011 年 6 月 20 日付で「公立中高一貫校の入学者選抜における『学力検査』の取

扱いについて」の意見書を文部科学省に送付し、文部科学書の担当者が「適性検査」が「学力検査」であることを認め

ており、これは学校教育法施行規則および国会付帯決議の趣旨を反故にしていると指摘しています。
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験を行わない」となっています＊２１。しかし、実際には「適性検査」等の名称で公然と学科

試験が行われています＊２２。中高一貫校は、とくに開校当初には人気が高く、中には 10 倍

を超える競争率になるケースをあります。「適性検査」と称する中高一貫校向けの学習塾も

開設しています。これまで私立に限られていた中学校への入試競争を、公立中高一貫校が各

地に設置されたことによって、多くの小学生にまで拡大したことになります。

（３）行きすぎた高校再編を是正し、「地域の高校」の意義を見直す動き

1982 年・1990 年・2000 年の 3 度にわたる再編整備計画をすすめた岡山県では、2018 年度を

目途とする新たな再編整備を検討する研究協議会で、「再編整備で地域の高校がなくなり、地域

そのものが疲弊」の意見や生徒の通学負担を心配する強い意見が出されました。例えば県北の備

北地方では、大阪府と同じくらいの面積に県立高校が 3 校しか残らず、生徒の通学条件が脅か

されています。こうした現状を踏まえ、「各地域で高校教育を受ける機会の確保と教育水準の維

持・向上を図る」「高校が地域の教育・文化・産業の振興に果たす役割を考慮」「更なる再編整

備は極力回避すべき」などの提言を発表しています。また、生徒数が減少している地域では、適

正規模や生徒定数を弾力的に扱う（35 人学級の採用など）ことも打ち出しています。

さらに「最終提言」（2011 年 11 月）では、「県北に定時制高校設置」「一般入学者選抜への一

本化（推薦入試の廃止）」「学区拡大は慎重に」などを提言しています。

注目を受けた大阪府の 2011 年度入試の状況を見てみましょう。府立高校では 108 校中 42 校

で 1500 人近くが定員割れしました（公立高校全体では 160 校中 49 校）。大阪では私学の学費が

年収 610 万円までの家庭で無償化（上限 58 万円）が実現し、1 校をのぞく私学がこの制度を受

け入れています。それもあって、全体として私学の受け入れ比率は前年の 27.4 ％から 32.2 ％に

上昇しました。後期入試で定員割れとなった府立高校は 44 校・1496 人となり、おおくの高校

で「全入」が実現することとなり、公立中学校から全日制への進学率は 93.5 ％と過去最高にな

りました。明らかに「610 万円までの私学無償化」は、全日制高校進学率を上昇させる効果があ

ったのです。

「定員割れ」、すなわち「全入」が実現した高校はどうなったでしょうか（大阪府高教調べ）。

○定員割れとなっても教職員定数が維持されたため、少人数学級が実現した。

○「不本意入学」が減少したことから、各学校とも比較的落ち着いている。

○ 2007 年の学区拡大（9 学区から 4 学区へ改編）以降入学生との分布が広域化していたのに対

して、相対的に地元の子が入学する傾向があらわれ、大都市部で「地域の高校」が復活した。



＊２３ 毎日新聞 2009 年 11 月 4 日付報道

＊２４ 「新制中学校 新制高等学校 望ましい運営の指針」（1949 年、文部省学校教育局著）
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（４）行きすぎた入試多様化を是正する動き

一方で、最近の注目すべき動きとして、行きすぎた入試の多様化を是正する動きが各地で起こ

っています。大きな変化は、推薦入試を廃止する動きです。推薦入試がもともとなかった大阪府

をのぞく全都道府県で推薦入試が実施されていましたが、07 年度の和歌山、08 年度の静岡を皮

切りに、全受検者に学力検査を課すところが、10 年度（青森、高知）、11 年度（千葉、徳島）、12

年度（埼玉）、13 年度（宮城）と増えています
＊２３

。その他、神奈川・島根・新潟等でも同様の

動きがあり、「2013 年度以降、後期試験を廃止し 2 次募集を実施する」（秋田）、「一般入学者選

抜への一本化を検討するため、速やかな改善に着手」（岡山）など、入試制度見直しの動きが活

発です。

背景として、学力検査を課さない推薦入試の拡大による「中学生の学力不足」が深刻な問題に

なっていることがありますが、入試の多様化・多元化が、結局のところ、「いい子取り競争＝優

秀な中学生の早期確保」のためであり、子どもたちを苦しめている現実にぶち当たっていること

を示しています。

入学者選抜に関する戦後教育の考え方は、「…新制高等学校は、入学者の選抜はそれ自体望ま

しいものであるという考えをいつまでももっていてはならない。…選抜をしなければならない場

合も、これはそれ自体として望ましいことではなく、やむをえない害悪であって、経済が復興し

て新制高等学校で学びたい者に適当な施設を用意することができるようになれば、直ちになくす

べきものである」を出発点にしています
＊２４

。今こそ、子どもたちを選別する「入試制度」から、

希望するすべての子どもに高校教育を保障する「入学制度」に転換していくための国民的議論が

求められています。

３．実態把握と体制確立でおくれをとる日本の若者支援体制

（１）日本の若者支援体制の現状

日本でも、2010 年 4 月施行の「子ども・若者育成支援推進法」によって、ようやく国・地方

公共団体と民間が連携して若者の諸問題にとりくむ方向性が示されました。その主なねらいは、

困難を抱える子ども・若者（対象は 0 歳から 30 代）を放置せず、早期・継続的な支援によって

ドロップアウトを防ぎ、若者の自立を保障しようとするものです。推進法では、従来の「縦割り

行政」の限界を打ち破って横断的な連携体制をつくることを定めました。行政や民間の諸機関が

連携するネットワークとして、「子ども・若者支援地域協議会」を設置するとしています。

推進法によって、日本でもようやく「若者支援」のとりくみが始まりましたが、緒についたば

かりです。高校の教職員の間でも、学校の中でのとりくみと地域におけるとりくみが、きちんと

つながっている状況とはいえません。中途退学した若者や就職後に離職した若者の支援は、組織

的ではなく、一部の教職員個人の努力で支えられているのが現状です。

（２）地域における若者支援のとりくみ

① 地域若者サポートステーション

現在、国の施策として地域における若者支援を担っているのが、地域若者サポートステーショ

ン（愛称「サポステ」）です。「サポステ」は、厚生労働省ホームページによると、「働くことに
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ついてさまざまな悩みを抱えている 15 歳〜 39 歳くらいまでの若者の皆さんが就労に向かえる

よう、多様な支援サービスでサポート」するとあります。厚生労働省からの委託を受けた全国の

若者支援の実績やノウハウのある NPO 法人、株式会社、社団法人、財団法人、学校法人などが

実施しています。

2011 年度は、全国 47 都道府県に 110 か所に設置されていますが、広大な面積の北海道で 6

カ所、人口 1 千 3 百万人を超える東京都でも 6 カ所しかありません。支援が必要な若者の実態

を的確に把握し、必要な支援をすすめていくためには、絶対的に足りません。

「サポステ」ではどんなとりくみをしているのでしょうか。代表的なとりくみを紹介します。

札幌市若者支援総合センターが運営する「さっぽろ若者サポートステーション」では、定時制

高校へのアウトリーチを通じて「10 代特有の課題」を明確にし、10 代の子ども・若者に必要な

支援として、「学びなおしサポート事業」や「中学校卒業者等進路支援事業」をすすめています。

後者の事業は、教育委員会が札幌市内の中学・高校から中途退学者や進路未定者の情報提供を受

け、支援が必要な子ども・若者への継続的なとりくみを行っています。特徴は、「学校との連携

を強化しながら、子ども支援と若者支援をつなぐ」と担当者は述べています。

また、京都市ユースサービス協会が運営する「京都若者サポートステーション」では、京都市

教育委員会と協議し、2010 年 7 月から市立高校訪問事業を開始しました。「サポステ」は、高

校の中途退学者などを地域で支援することが中心で、高校生は事業の対象外ですが、「中途退学

予防」や「キャリア教育」の観点からこの事業をすすめています。現在は、比較的就職者が多い

工業高校に拠点を置いて、相談活動やセミナー（労働法、社会保険、労働保険の学習など）、ゲ

ストトークセッションなどの「キャリアサロン」などを行っています。

② 高校でのキャリア支援

「サポステ」と連携した高校のとりくみとして、神奈川県立田奈高校では、校内組織として「キ

ャリア支援センター」を設置し、高校生はもちろんのこと、卒業生や中途退学生の相談にも応じ

るとりくみを行っています。田奈高校では、在学中に経済的理由からアルバイトする生徒が多く、

卒業後の進路も就職が多くを占めるいるため、キャリア支援として「横浜若者サポステ」のスタ

ッフやキャリア・コンサルタント（CC）による相談活動を行っています。とくに、横浜市青少

年育成課と連携し、生徒が行っているアルバイトと研修を組み合わせたとりくみはユニークで、

横浜市内の保育所や福祉医療系専門学校と連携して保育士・介護士など将来の資格取得につなげ

ていこうとしています。

③ 公的就業支援事業

若年者が雇用関連サービスを 1 カ所でまとめて受けられるワンストップサービスとして、「ジ

ョブカフェ」があります。都道府県が主体となり、2004 年度から設置が始まったもので、現在

までに全国に 87 カ所が設置されています。

他には、学卒未就職者などの若年失業者を短期間の試行雇用で受け入れる企業を支援し、常用

雇用につなげていく「若年者トライアル雇用」、渋谷・横浜・名古屋・大阪・神戸の大都市に 2001

年度から設置されている「ヤングワークプラザ」などがあります。

新卒時に就職できなかったり、高校を中途退学した若者の多くは無業や非正規雇用に就いてい

るケースが多くなっています。日本の雇用対策事業の多くは雇用保険事業の枠内で行われている

ため、雇用保険事業の対象外にある若者など、支援が必要な若者に支援が届かない問題点があり



＊２５ 2011 年 5 月 20 日に公布した「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」にもとづいて、10

月からスタートした「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない失業者に対する制度として、今後の拡充が求めら

れます。
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ます。また、公的職業教育訓練制度自体が崩壊の危機にあります＊２５。

いずれにしても、「地域は地域」「学校は学校」という発想では、今日の若者支援の課題には

対応できないのは明らかではないでしょうか。学校・地域・行政が連携したとりくみがますます

重要になっています。

（３）諸外国の若者支援制度

「若者支援の先進国」といわれるヨーロッパではどうなっているのでしょうか。

イギリスでは、若年就業支援制度における社会サービスの窓口の一元（ワンストップ）化がす

すんでいます。ブレア政権下の 2001 年から若者の包括的支援として「コネクションズ・サービ

ス」がスタートしています。13 歳から 19 歳までのすべての若者と 20 歳から 24 歳までの学習

困難者を対象とした支援制度がとられています。

北欧のフィンランドでは、「若者ワークショップ（Youth Workshop）」の制度がとられていま

す。17 ～ 25 歳の失業・無業状態にある若者たちが、6 ヵ月間の包括的援助のもとで、自分たち

が望む活動に参加する制度です。現在は自治体所管の制度となっており、日本の 20 分の 1 弱の

人口規模のフィンランドで 200 カ所あまり設置され、年間約 1 万人が参加しています。ここで

活動すると、失業手当以外に一日 8 ユーロの手当と昼食代が支給されます。多くの若者がグル

ープでの学びと活動を通して社会とつながり、参加する経験をしています。フィンランドでも失

業や「ニート」の問題はありますが、失業しても経済的支援や公的支援しっかりしており、日本

とちがって「やり直しのきく社会」であることが特徴です。これが子どもや若者の成長を社会全

体で支えるセーフティネットなのです。

「若者の成長を社会全体で支える」とは、若者が学び、働き、人間的なつながりをつくること

によって、成長・自立していける社会です。さまざまな事情で成長が疎外されている若者たちに

適切な支援ができる社会、すべての人間が社会的に排除されないしくみをつくることが今ほど求

められている時代はありません。高校教育も、こうした営みと無縁のところですすめられている

わけではありません。社会と接続する高校教育にこそ、若者を民主的な社会を担う主権者を育て

る「青年期教育」の視点が必要なのではないでしょうか。
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第９章

希望者全入への具体的な前進について
－小・中学校との接続を考える－

１．「希望者全入」への具体的な前進を実現し「地域の高校」へ

（１）全日制の入学枠拡大で学ぶ権利の保障を

第１次提言で私たちは、公立高校授業料の無償化の実現という新たな条件のもとで、中卒生の

92 ％程度にとどまっている全日制高校への受入枠をさらに拡大し、長く掲げてきた「希望者全

入」というスローガンを現実のものにしていくことを呼びかけました。

それは「計画進学率」など全日制高校受入枠を志願率に見合って引き上げること、具体的には

それを保障する公立高校入学枠の拡大や私学学費の無償化などの措置によって「社会的排除」の

枠組みを取り払い、すべての希望する子どもたちに全日制（full time）の条件のもとで学ぶ権利

を実現することを提起したものでした。

この措置の実現は、これまで全日制高校への入学を希望しながら排除されてきた子どもたちを

全日制高校で受け入れることを意味します。そして、その多くは現在高校に入学している子ども

たちに比してより多くの困難を抱えた子どもたちでしょう。

「選択の自由」を掲げた学区制の撤廃あるいは拡大によって、高校間の格差がさらに拡大され、

一部の学校にとりわけて困難が集中しているもとで、「さらにきびしい条件の子どもたち」を受

け入れることに多くの高校教職員が戸惑いを持つのは当然です。「小学区制や総合選抜制の実現

と平行しなければその実現は困難」という意見の根拠となっている現実について、私たちも全く

共通の認識を持っていると考えています。

（２）「希望者全入」がきりひらく可能性

しかし公立高校学費無償化措置の実施に示されたように、「高校で学ぶ権利を保障する」こと

についての大きな社会的合意が存在するもとで、今「希望者全入への前進」という道がその実現

へ具体的な可能性を持っています。この課題自身が社会正義、社会的厚生の前進として重要な意

義を持つことはもちろんですが、私たちは現在の高校が抱える学校間格差や困難集中の問題を解

決する道へもつながるのではないかと、考えました。

各地域で高校の入学枠が大きく拡大する（例えば、現在の概念からいえば「定員割れ」となる

事態）もとで、一部の学校に多くの困難をかかえた子どもたちが広域から集中する状況は相当に

緩和されます。不本意に遠方に行かなければならない子どもたちは減少し、地域の高校を選択す

る（「選択できる」ようになる）子どもたちが増加するでしょう。なおも遠方の学校を「選択」

するのは、その選択の合理性を持った子どもたちであり、いずれにしても不本意度は減少します。

学区撤廃等の措置で主張されてきた「選択の自由」とは、結局、社会的な声の小さい、弱い子

どもたちから「選択の自由」を奪うことであり、そしてその多くは金銭的にも時間的にも体力的

にも具体的に不利益を伴う不本意な通学を強いることでした。多くの人たちが了解するように、

一部の子どもたちをはじめから排除した、入学枠の保障されない学区の拡大は「教室の中で行っ

ていたイス取りゲームを体育館の中で行う」ようなものです。「強い」子どもたちは選択できる

イスが増え、「選択の自由」が拡大しますが、「弱い」子どもたちはより困難を強いられ、「選択

できるイス」もより不本意度の高いものしか無くなります。この「イス」を増やし、誰もがイス
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に座ることを保障されることは、「選択の自由」のもとでも脱落の不安を背景としていた「競争」

の性格を変え、状況を大きく変えることは必至です。

2011 年春、大阪府では全日制高校入学枠の拡大にともない 1,500 名近くの公立高校の定員割

れが生じました。しかし、地域からの入学者比率の増加など各校への入学者の動向や、その後の

定着では第１次提言でに述べたことが大都市部においても単なる可能性ではないことを示すデー

タが出ています。

（３）「地域の高校」の可能性

もちろん、一部の普通科高校や専門高校にはなおも志願者が集中し、きびしい競争選抜試験を

ともなう「広域の高校」として当面は残ることが考えられます。しかし、高校入学枠の拡大にと

もなう希望者全入への具体的な前進が現実になるもとで、多くの高校が「地域の高校」としての

性格を強めていくことは必至です。そして高校を「選別後の学校」とするのではなく、そこで地

域の子どもたちを伸ばしていく学校へ、「地域を支える学校」「地域をつくる学校」としての性

格をより強めていく、という方向性を私たちは提言しました。

この章では、地域を支え、育てる学力をつくる学校、地域に不可欠の重要な社会的資産として

の高校を、それぞれの現状から出発して具体的につくっていく「学校づくり」という観点から、

「入学試験」の問題を中心にして高校と小学校・中学校との接続を考えてみます。

「高校に行くことはあたりまえ」であるという認識に立てば、社会的な資産として、地域に高

校が確保されることは不可欠なものです。統廃合等によって高校で学ぶ権利が保障されていない

地域は、「人がそこで生活できない地域」にされているのではないでしょうか。教育の問題とし

てばかりではなく、地域の問題としてとらえる論議をいっそう深める必要があると思います。ま

た「統廃合後」の地域でも、例えば、中学と高校との併設や分校の併置などによって「地域の高

校」を復活させ、高校で学ぶ権利を取り戻すことは可能ではないでしょうか。希望者全入への具

体的前進に不可欠な課題として高校設置基準や各地域の実状など、ぜひ深めていただきたいテー

マです。

２．希望者全入を前提とした「入学試験」について

私たちは「希望者全入」を前提としたうえでも、高校への入学、あるいは中学から高校への接

続にあたっては、その学力水準を確認する手続きとしての「入学試験」が必要であると考えます。

そしてそれは「排除の手段」ではなく、全ての１５歳以上の子どもたちに学ぶ機会が保障される

ことを前提とし、自立と社会参加につながる学力を高校で保障するうえでも積極的な意味を持つ

ものとなると考えます。

（１）「入学試験」のあり方

「希望者全入」を前提とした高校への受入にあたって行われる「試験」では、選抜の試験では

なくその水準を確認するものへ、すなわち当該の子どもが「高校での学習が意味のある水準」に

達しているかどうかを確認することが基本となります。それは、資格試験のような性格を持ち、

いわゆる「読み・書き・算」のごくごく基本的なスキルに限定して、例えば渡日あるいは帰国子

女である生徒が日本語で行われる授業に「ついていけるかどうか」を判断するのと同様な考え方

で行うべきではないでしょうか。
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例えば、日本語での意思疎通ができ加減乗除の基本的なスキルを持っていれば、高校数学への

導入にはほとんど障害がありません。現在の困難は、例えばくり上がりのある足し算、くり下が

りのある引き算が合理的な速さでできず、かけ算の九九も七の段前後から未修得の状態のまま中

学校の年齢を通過してしまう子どもたちが一定数いることです。

こうしたスキルの欠如は、その子どもが例えば知識のストックとして因数分解の公式や円の面

積公式、πの数値などを覚えていたとしても、その後の学習（知識獲得）のあらゆる面で大きな

困難をともなうものです。

また「読み書き」については、高校へ入学する生活年齢から考えれば、夜間中学校で到達の目

安となっている「生活基本漢字」（病院、非常口など 381 文字）などが参考になります。あるい

は日本語を母語としない人たちの日本語世界での生活能力獲得を想定して行われている日本語検

定試験旧３・４級水準などが検討の対象となるでしょう。外国語の学習を行う場合を考えれば容

易に了解されるように、「当該言語で記述された高等学校教科書を読める」というのは語彙等の

面で相当に高い水準です。こうした力は「前提」ではなく「目標」、あるいは「慣れるべき対象」

（その中でやっていける力、コンピテンシィを獲得する手段）です。

こうした入学要件について、さらに具体的なイメージを議論を深める必要があります。

（２）高校での学力保障のしくみを

もちろん、こうした最低限の水準チェックとともに、地域の中学校での学習成果と到達の状況

を確認し課題を探るうえで、「５教科の試験」等を入学時に行うことは当該高校での教育の課程

を検討し、つくり上げていくうえでも重要です。また、なおきびしい競争のもとに置かれる一部

の広域高校等では、これらの試験が競争選抜試験としての性格を依然として持つことが考えられ

ます。

しかし、多くの学校においては中学校での教育目標に対応する、こうした試験を高校への入学

の要件・前提とすることなく、要件を「高校での学習が意味を持つような基本的な読み書き算の

水準」に限定し、かつ、その要件を「修学能力」（”知識獲得のスキル”）を確認するものとし

て、高校教育への入り口できびしく要求することが重要ではないかと考えます。

過去の多くの事例に示されるように、日本の子どもたちが外国の公立学校等で学ぶ場合には、

年齢相当より下のクラスに短期間在籍したうえで、当該言語の「読み書き（算）」のレベルが一

定の水準に達した時点で、年齢相当のクラスに「進級」するという方法が取られています。

地域の高校での入学にあたって、この「読み・書き・算」の基本的なスキルが必要とされる水

準に達していない子どもたちについては、例えば当該の高校におかれる補修クラス（高校の中の

「小・中学校」）に短期間在籍し、その「やり直し」あるいは学力の「補修」を集中的に行った

うえで、他の子どもたちと同様な教育課程に合流するという方法を取ることなどが考えられます。

生活年齢が１５歳以上という条件は、学習の理解を助けるさまざまな生活体験を持っているとい

うことでもあります。「読み・書き・算」の基本的スキルの修得にあたっても、そうした生活体

験が年少の子どもたちとは異なる有利な条件となる可能性を持ち、また適切な学習の方法も異な

るのではないでしょうか。高校段階でのこれまでの様々な実践を背景として、こうした学習の手

法、理論についてもより深めていく必要があります。

なお、こうした措置の対象となるのは、その多くが長期の不登校などの不適応や、生育過程で

の事情から中学校への通学実績がほとんどない子どもたちですから、入学を希望する地域の高校

の中での補修クラスの方が、学ぶ場として意味を持つ場合が多いのではないかと考えます。もち

ろん、地域の状況によっては中学校等での設置も含めて柔軟に、しかし「制度」としてこうした
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措置の具体化を検討すべきです。

この「読み書き算」のレベルを問う「試験」の内容は、国あるいは都道府県単位で標準を示し

ながら各学校で決定することが適切だと考えます。

３．小・中学校での「留年措置」あるいは「やり直し」について

（１）義務教育での「留年」について

現在の高校入学の要件は、法制度上は「中学校卒業或いはそれと同等な学力を持つと認められ

るもの」とされ、各都道府県教育委員会で「中学校卒業程度認定試験」というものも行われては

います。しかし、現実に日本の中学では形式的に在籍しているだけで一日の登校実績もない子ど

もたちが、その在籍期間だけで「卒業」を認められており、このような子どもたちと比較したう

えでの「同等な学力」という規定自体が、学力水準の確認規定としてはほとんど意味を持たなく

なっています。こうした状況は小学校から中学校への進学に際してもあるいは学年の進級につい

ても同様です。

ヨーロッパでは「学ぶ権利の保障」についての考え方の違い、とくに学校で使われる言語とは

異なる母語を持つ一定数の子どもたちがほぼ常に存在するなどの事情から、小学校、中学校での

「留年」（同一学年の再履修）が珍しくないと言われています。例えば、ハンガリー移民（難民）

であったフランスのサルコジ大統領（2012 年 3 月現在）も、リセ（中学）での「留年」を経験

していると報じられています。

日本でも、法制度上は「学校教育法施行規則第 57 条」で、学校長は子どもの状況を判断して

在籍する学年を決定することができることが定められています。また、実際に長期の病気療養な

どにともなう「留年」は過去には珍しいものではありませんでした。

しかし、現在の日本では、不登校児童・生徒の増加とともに、こうした学力を確保するという

観点からの「留年」措置はほとんど行われていないように見えます。近い将来「学力保障」に関

わる日本社会の意識が変化して、子ども・保護者の希望や同意等を前提した義務教育での「留年」

措置が広がることに積極的な意味が認められることはあり得ることです。しかし、現状では子ど

もや保護者の意に反して「留年」等の判断を行うことが、本当に「学習権の保障」につながるか

どうかには大きな疑問が残ります。子どもや保護者がより積極的なものと評価したうえでの同意

や希望抜きでは、かえって学ぶ意欲をくじき、成果はあがらないのではないでしょうか。

（２）学習の「やり直し」の保障を

むしろ学力の核（コア）となる部分、「知識獲得のスキル」としての「読み・書き・算」の基

本の部分を治療・回復するために、短期の所属を想定した「補修クラス」ないしは「基礎クラス」、

あるいは「コース」を小学校や中学校に常設する等の措置によって、「学力の底上げ」をはかっ

て行く方法が望ましいように思います。また、先に述べた高校入学に際してとる措置と同様の措

置を中学校入学時点でとることも可能ではないでしょうか。

また、こうしたこととの関連でも、「地域の高校」が高校での学習をスタートするために必要

な「読み・書き・算のミニマム」を地域で明示することは意味があります。

４．知的な障害のある子どもたちの教育機会を「地域の学校」で

「知的障害」によって、こうした高校での学習の前提となる知識獲得のスキル、「読み・書き

・算」のミニマム達成に大きな困難をともなう子どもたちに対しては、生活圏を異にする子ども
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たちが集まる広域の支援学校への入学機会保障とあわせて、「地域の高校」と同一の校地内に設

置された支援学校の分校・分教室、あるいは「地域の高校」と併設された「地域の支援学校」、

同一学校内での教育の課程を異にする学科あるいはコースのような形で就学の機会を保障してい

くべきだと考えます。

心身の困難を抱える子どもたちが、遠方の支援学校に長時間のバス移動で通学することは、そ

の専門性や施設の充実を考慮したとしても、必ずしも適切でない場合もあるのではないでしょう

か。当該の子どもたちに支援学校の水準と内容を持った教育条件を保障したもとで、地域の子ど

もたちとともに発達保障を行い、自立と社会参加をはかっていくという道を実現する必要がある

と考えます。



23

新たな高校教育政策・第２次提言

第１０章

新しい時代の教育課程論
－２１世紀に求められる学力とは－

この章では、今日の高校教育に求められる教育課程を通して、２１世紀に求められる学力を考

えます。そのために、次の点を提言します。

○高校教育の共通目標はどこにあるのか、あらためて問い直してみましょう。

○２１世紀を生きるために必要な市民的国民的教養を明らかにし、その基礎基本を確実に修得

させましょう。

○知識の量の詰め込みから、意味がわかって活用できるという質（思考力・判断力）をもった

確かな学力を育てましょう。

○普通科高校での職業教育をすすめましょう。

○学習意欲を失っている生徒に学ぶ意義を語り、意欲を引き出す授業づくりをすすめましょう。

○生徒理解を集団的に深め、教育実践を日々交流し、自前の教育課程づくりを一歩ずつ積み重

ねましょう。

１．高校教育の共通目標の設定

同世代の 98 ％が学ぶ高校教育は、事実上、義務教育の延長という性格を持っています。「社

会全体であなたの学びを支える」という高校授業料無償化の措置によって、高校で学ぶ内容は現

代の若者にとって必須のものであるということがあらためて確認されたことになります。

ところが、その一方で高校教育の共通性の解体が進行しています。教育基本法の改悪にともな

う「改正」学校教育法では、高校教育の目的を「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達

及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すこと」（第 50 条）としています。従来

は「心身の発達に応じる」という発達論の観点から構築されていた高校教育が、「進路に応じた」

ものへ、すなわち、学力のレベル（格差）によって規定されている進路別の教育へと質的な転換

を促すものとなっているのです。現状の法的追認という面がありますが、学力格差に応じた差別

的教育であり、こうした規定をテコにした一層の差別化に歯止めをかけて行く必要があります。

そのためにも、日高教が高校の格差・序列化、教育内容の差別化に抗して提起してきた「国民

的共通教養」論に立ち返り、後期中等教育としての高校教育の共通の目的や目標を確認すること

が今日とても重要になっています（1993 年・99 年の「提言」）。

（１）すべての生徒に基礎・基本の習得・習熟を

教育の目的は、平和で民主的な国家及び社会の形成者を育てることにあり、義務教育はそのた

めの知識や技能のミニマムを習得させることにあります。しかし、現実には９年間でその内容を

習得・定着させることは、高校での学び直しの必要性を見ても明らかなように、極めて困難なこ

とになっています。

中学校までの教育で定着したはずの「知識の杭」が抜け落ちていたり、抜けかかっていたりと

大変不安定な状態が見られます。そのため高校では抜けたり、抜けかかったりしている「知識の

杭」を、まず打ち直さなければなりません。それと同時に、新たな杭を打ちつけ、知識を相互に
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関係づけるためにそこに糸を渡し、点としての相互に孤立した「知識の杭」から、「線」や「面」

としてのまとまりのある深い認識に発展させることが求められます。

次に紹介するのは、中学校までの学習と高校での学習についての生徒の感想です。

「（中学までの学習について）『社会』は暗記などという考えは大嫌いだったけれど、歴史など事件が離

れ離れに年表の上にあるだけで、何を理解すればいいのか、という思いでした」

「物事は、何と多くの視点から見ないと全体がわからないか。しかしそうして理解した事は、頭にはっ

きり残るばかりか、身の回りの事象を見るのに大変役に立つ。…こんなに霧が晴れたように物事がわ

かったのは初めて」

この感想を語った生徒は豊富な基礎知識を身につけて入学してきた生徒ですが、そうした生徒

であっても、それがバラバラな状態で記憶されているに過ぎず、活用するところまで至っていな

いのです。生きる力、確かな学力にまで定着する前に中学校を終えて高校にすすんだということ

でしょう。

このことは、受験学力の高低に関わりなく、中学校までの義務教育で未完に終わっている基礎

知識の定着と活用の課題が、高校教育に先送りされていることを意味しています。

今回の学習指導要領の改定で提起されている「義務教育段階での学習内容の確実な定着」は、

低学力生徒だけの問題ではないととらえるべきでしょう。

（２）学ぶ教育内容の基本について

今回の３・１１東日本大震災と原発事故は、日本の政治・経済・社会のあり方の問題を浮き彫

りにするとともに、垂れ流される「安全神話」の洪水に流されて思考停止に陥ってしまっていた

知のあり方、教育内容の問題をもあぶり出しました。考えようとしないのは何も子どもたちに限

ったことではなく、大人たち自身のことであったのです。原子力（核エネルギー）の「知識」が

あっても、その利用の限界などを「考える」ことをしない人々、あるいはそんな「知識」さえ持

っていない人々が多数派であったのであり、これがこの地震列島に 54 基もの原発を作ることを

許した根本の背景です。

こうした「無知」の状態から抜け出して真に平和で民主的な社会を築くためには、何より

もすべての子ども・青年に市民として主体的に行動する「生きる力」や「確かな学力」を身

につけさせなければなりません。そこで保障する力の中身（領域）については、日高教が 1993

年に提起した次の内容が、今日においても重要です。

（ａ）読み・理解する力と論理的に考え正しく表現する能力および基礎的な計算能力

（ｂ）自然・社会および歴史に関する基本的な事実についての科学的認識

（ｃ）基本的人権、主権者としての国民の権利と民族の尊厳についての認識

（ｄ）人類の生存と平和・地球環境についての認識

（ｅ）健康で文化的な生活および出産・育児に関する知識・技術

（ｆ）人類の価値ある文化遺産に関する知識

（ｇ）スポーツや芸術についての基本的な認識と実践力

（ｈ）民主主義についての認識と自治のカ

（ｉ）生産と労働についての基本的な知識と技術・技能
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（３）量から質へ

日高教の 1993 年・99 年提言は、これらの領域の内容を「国民的教養」としてすべての子ど

も・青年に保障することとし、その内容にかかわる教科・科目はすべての生徒に履修させ、その

単位は修得しなければならないものとする、と提起しました。学校 5 日制の完全実施やその後

の学習指導要領の改定で科目の標準単位数は削減傾向にあります。授業時間が限られた状況にあ

っては、「量よりも質」が重視される必要があります。

一つひとつの事実の「意味」や「意義」が分かることにより、孤立した既知の知識に糸が渡さ

れて認識の核ができ、新たな知識を吸収するスペースも生まれてきます。

低学力生徒の「学び直し」も「基礎・基本の修得」も、意味や意義が不明のままの単なるドリ

ルでなく、本質的な問い（問題）に挑戦するという高い目標（質）を持つ、その年齢にふさわし

いものであるべきです。決して、「知識・理解」だけが身につけばよいというものではなく、そ

の活用（思考・判断）までを射程にいれたものでなければなりません。学力の格差を固定的にと

らえ、学力の低い層はドリル学習で基礎知識を叩き込み、高い層には思考力を鍛える探求型の学

びを豊富な予算を注ぎ込んで保障するなどというという、学びの質の格差に連動させる差別教育

を実践的に打ち破って行く必要があります。それはすべての生徒の成長発達の権利に応えること

であり、ひいては日本社会の豊かな土台を構築する営みでもあります。

こうした観点から、子どもたちに学び修得させる力、すなわち「学力」の内容（構造）も検討

されなければなりません。これまでの流れをひもとくと、２つの考えが交錯しています。一つは

近代科学の学術領域としての「教科」の教育内容を系統的に習得させることに学校の目的をおく

「系統学習（知識重視）型」、他方は、これに対する批判として、現実から学び、それを生活や

仕事に生かしていく能力を引き出すことに目的をおく「課題解決学習（実践重視）型」です。

現在、先進工業国は、途上国の急速な工業化の進展と追い上げという情勢の中で、知識集約型

社会の構築を目標に掲げ、問題解決・活用型の能力育成を教育に求めています。ＯＥＣＤのＰＩ

ＳＡ型学力はその代表といえます。日本でも知識の「活用」を重視した「課題解決学習（活用重

視）型」の学力のために、「総合的な学習の時間」が新設されるようになりました。

しかし、「総合的な学習の時間」はわずか 3 時間程度（それも今回の改定では 2 時間に減ずる

ことができるとなっています）に過ぎないのであって、学習の本体である各教科・科目の学習は

「系統学習（知識重視）型」のままです。「活用」のための思考力・判断力は、生徒の理解状況

や発達段階を見極めながら各科目レベルで追求・具体化されなければなりません。そうすること

で、生徒たちが求めている「素朴な疑問」が解けて、「発見」がある授業が生まれてきます。

（４）学習の動機づけ

学習の動機付けの課題は、「第１次提言」で次のように提起しました。

高校受験という「強制」された勉強から解放された生徒たちには、主体的な学びの動機付けが必要

になります。「学習をしないと進路が切り開けない」というような未来への不安をかき立てる語り口だ

けでは、「進学しないんだから、赤点とらない程度でいいんだ」と思う生徒の学習意欲に灯を点すこと

はできません。どんな進路を選ぶにしても、現代を生きるすべての人が直面する問題と切り結んで、

ヒトが人間になるための学習の意義や騙されない知性の獲得という学びの本来的な意義を絶えず正面

から語り、生徒の学習観を揺さぶることが必要です。
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この課題は、１回の学習ガイダンスなどで事足りるものではなく、個々の授業レベルにおいて

具体化されなければなりません。若者たちは携帯機器の虜となり、関心は「遊び」と親密圏の狭

い世界に矮小化しがちです。教科書の世界とはまったく違った世界に釘づけです。そうした中に

生活している高校生に広い知的関心を呼び起こすためには、抽象化・高度化された学習内容が、

実際の生活や世界の現実とどこで繋がっているのかを絶えず明らかにする工夫が必要です。「な

ぜこれを学ぶのか」「これを知り、これができることが何になるのか」という疑問への回答を準

備しなければなりません。いずれのタイプの学習であっても、学ぶ意義を、繰り返し語りかける

ことが求められています。

また、これまで、「高校での授業は予習を前提に展開される」などとして、家庭学習の習慣化

を強調することがよくあります。それで効果が上がればよいのですが、学習離れをおこしている

生徒たちには通用しにくい場合が多く、そうすると、ついつい強制的に宿題を課してしまうこと

にもなります。家庭学習の充実は勿論大事な課題ですが、今何よりも強く要請されているのは、

１日 6 時間も 7 時間も経験する日々の授業の時間の中で、生徒がよく分かって力をつけるとい

う体験を提供することです。

２．新しい時代の教育課程論

（１）教科・科目の再構成

新しい時代の教育課程を構想するうえで、教科・科目の枠組みにも光を当てる必要があります。

多様化路線の一貫として科目の新設が相次ぎ、ついには「学校設定教科」「学校設定科目」とい

うものまで登場し、一種「何でもあり」の状況になってきています。教科によっては基本の科目

についてはそのまま存置させながら、それらの科目を横断し、総合する科目が新設されています

（例えば、社会科における「現代社会」、理科における「理科基礎」など）。

しかし、「仏作って魂入れず」の感があります。例えば、「現代社会」は、小中学校で「ゆとり

学習」が提唱された 1982 年の学習指導要領の改訂（いわゆる「57 改訂」。）によって、必修科

目として新設されたものです。この時には「理科Ⅰ」も新設されています。その背景や特色には

次のような点がありました。

○この科目の指導目標 として“現代社会に対する判断力の基礎”、“人間の生き方について自

ら考える力”の養成が掲げられていましたが、これはまさに社会科の目標そのものであった

のであり、旧来の社会科科目ではその目標が達成できていなかったことの表明でもあったと

も言えます（「とかく個別の学問の系統性を重んじ、知識中心の学習に陥る傾向があった。

…今回の改訂では、できるだけ学習する生徒の立場を考慮し、知識中心の事項の過密かつ高

度な学習から思考力重視の学習への方向を目指す…」）。

○科目の方法として「知識の相互関連」、「総合的・多角的・多面的な視点」などが重視され

ていることです。

発足当初は、「現代の人類の共同の課題」として、戦争の根絶と世界平和の確立、貧困・人口

・食糧問題の解決、資源・エネルギー問題の解決と人類全体の福祉の向上・自然と人類の共存・

共生、人権尊重と民主主義の発展などが設定され、歴史的視点と構造的視点を交差させながらそ

の内容が構築されていました。こうした内容、入試科目からの除外という措置もあって、自主的

で独創的な授業の実践がすすみました。

冒頭の生徒の感想はこうした授業づくりの中から生まれたものですが、もう一人の感想を紹介

します。
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「現代社会は、知らないことも少なからずあるが、全体的に見れば、私たちがほぼ常識として知って

いることを扱っている。つまり、現代社会という授業は、知ることだけではなく、事象を確認し、そ

の根底について掘り下げて考え、構造や成り立ち、その根元を理解する事が主体となっている。これ

は私たちが今までやってきた授業とは全く異なる学び方と言える。大抵の授業が知るというところで

止まってしまい、後は与えられた課題に、その知識をあてはめるだけであるのに対して、現代社会は

自ら考え、探らなければならない。しかも扱っているのは、私たちの周りにある生の現象なのだ。現

象の根本を深く考えて明らかにすることによって、はじめて解決の糸口が見える。この思考方法を学

んだことが、これからの生活において大いに益する事と思う。」

しかし、その後、歴史的視点が弱まり、既設の科目「政治経済」「倫理」を合わせて薄めたも

のになってしまっています。現代の課題の設定についても、地球環境問題、資源・エネルギー問

題、科学技術の発達と生命、日常生活と宗教・芸術、ゆたかな生活と福祉社会などとなり、テー

マとしての戦争の根絶、世界的貧困、人権などが姿を消してしまっています。

理科においても、「理科Ⅰ」から「理科基礎」「理科総合」などと科目名を変えながらも、教

科総合的な科目が設けられています（新カリキュラムでは「科学と人間生活」「理科課題研究」）。

物理・化学・生物・地学の４科目すべての履修が困難になる中、それを実質的にカバーする（４

分野履修）ために設けられた感があり、内容的にも４分野の合本という性格が強いといいます。

実際の授業展開も、従来の４分野を広く薄く渡り歩くという授業展開から、「科学的なものの見

方・考え方」などのテーマを設定して、それに沿う形にアレンジした授業展開まで多様ですが、

後者の場合、たとえ知識量が少なくても既知の知識を活用して現実問題を解明し、それなりの理

解に到達し「わかった」という体験を積むことによって、新たな学習意欲を育んでいます。

こうした授業者の授業計画の自由度の高い、自主編成による授業が深い学びを提供しているよ

うです。「現代社会」といい、「理科基礎」といい、既知の知識の活用型の科目の拡大が求めら

れています。

歴史教育の分野でも新科目の模索がみられます。「世界史未履修」問題はいまだ記憶に新しい

ところです。十分な教育的議論も経ずに、一部学会の意向から「必修科目」扱いになった「世界

史」が、進学校などの学校現場では「名ばかり科目」となってしまっていることが、「法令順守」

の観点から問題化したというのがことの真相です。その後、歴史関係の学会では、歴史認識、歴

史教育のあり方についての議論が活発に展開され、世界史、日本史を統合する新科目「歴史基礎」

が提言されています（＊）。

（＊）日本学術会議史学委員会（歴史認識・歴史教育に関する分科会）は新科目「歴史基礎」提言しています。

尚、この種の提言としては、９０年代に高校の現場教員と研究者の共同研究で、「日本史」「世界史」に加え

て、両者を接合する第三の科目として「東北アジア史」の新設が提言されている（１９９５年、中村哲編著

『歴史はどう教えられているか』）。

（２）科目内容における小中高の接続

また、小中高の接続の問題にも注意を向ける必要があります。中等教育が前期と後期に分断さ

れてきましたが、高校までの学びをすべての学ぶ意志のある若者に保障する時代となれば、中等

教育を前後に分けて教育課程を構想するのではなく、初等・中等教育（小中高）をひとくくりに

した課程を構築すべきでしょう。

ここでも歴史教育を例にとって考えてみましょう。日本では、小学校高学年で１回目の歴史学

習が行われ、中学校で２回目、高校で３回目というように繰り返し型となっています。これは意
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識的にこの型が選ばれたというより、過去の初等・中等教育のそれぞれの完結した歴史教育が３

層に繋がっただけということのようです。

一方、西ヨーロッパ諸国では小中学校をひとくくりにして、初等教育低学年では古い時代を、

高学年、中等教育では複雑な近現代史を扱っています。日本の高校では現代史にかける時間が不

足し、国際相互理解の教養に重大な欠陥を生んでいます。こうした点の改善のためには、西ヨー

ロッパ型の方法は参照に値するものといえます。

これは歴史教育の例ですが、他の教科においても教科指導の内容（配列、取り上げる年次など）

に関わる議論を、研究者、学校現場（小中高）の教員など教育関係者全体で行い、協同の「学習

指導要領」をつくり上げることが求められています。

（３）教科書及び教科書制度の抜本的見直し

主要な教材である教科書のあり方も抜本的に見直す必要があります。現状は、価格の制約など

から分量が少なく副教材を併用しなければならないことが多く、また学力格差や受験の有無など

の進路の多様性などから教科書の棲み分け（受験向き・非受験向き）が一般化しています。

市民・国民の共通教養の修得という観点から教科書の改善を図るためには、教科書の分量を増

やして内容を豊富にし、読み物としても充実させて自学自習にも耐えられるものにしなければな

りません。事項の羅列に終わっている場合の多い今の教科書に、さらに事項を増やすということ

ではなく、「意味」や「意義」が具体的に分かるように具体的事例を豊富に盛り込んだ内容にす

るということです。教科書の量を増やせば、それを教えるためにさらに詰め込み教育になるので

はないかという心配の声が聞こえてきそうですが、その心配は要りません。教科書をそのまま全

て教えるわけではなく、授業展開の中で資料（教材）として活用するという性質のものです。

また当然のことながら、充実したよい教科書をつくる観点からも、教科書検定制度は廃止すべ

きです。また、内容の充実した分厚い教科書ということになれば、現在の個人持ちというあり方

から学校が貸与するという方式に転換する必要もあるでしょう。もちろん、家庭学習のために必

要な生徒は個人として購入することもできるということです。

（４）職業・労働について学ぶ

第１１章で言及しているように、今日の高校の設置学科の多くは「普通科」で、そこでは普通

教育に偏したカリキュラムが組まれています。生徒・保護者の進学希望に応えるという事情があ

ることはいうまでもありませんが、前述した高校教育の本来的な目的に照らして考えると、明ら

かに逸脱だといえます。

また、職業生活への接続という現実的な観点からも、「教育の職業的意義」の高校教育での軽

視や弱体化が指摘されています。発達段階に応じて職業・労働について学ぶ機会を十分に保障す

る必要があります。ホームルーム、総合的な学習の時間などを活用した取組が進められています

が、内向きの「自分探し」を基調とする適性職業さがしに傾くきらいがあったり、断片的な内容

に終わったりということがありました。

こうした弱点を克服して、職業・労働の世界を一貫して学ばせるためには、「科目」（学校設

定科目）として独立させる方法を講ずるべきでしょう。そこで学ぶべき主な内容は次のようなも

のです。

○現代社会の分業構造、諸産業（生産と流通）の内容・特徴とそれを担う職業（仕事）の基礎

知識と技術・技能
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○それぞれの職業（仕事）の歴史的な展開過程と世界的な配置。課題と将来展望。

○そこに働く人々の喜び（働きがい、生きがい）、苦労や困難の現実

○働く者の基本的な諸権利、労働法制・社会保障制度。職場での困難を改善するための具体的

な方法

職業（仕事）の教育には体験・実習が必要なことはいうまでもないことですが、現実にはそう

した条件が普通科高校にないため、こうした科目の設定の現実性をあやしむ声があるかもしれま

せん。しかし、どの学校も地域には農林水産業・工業・商業などの諸産業が広がっているのであ

り、たとえ実習が困難で座学中心の内容となったとしても、地域の人々や卒業生の協力を得なが

ら、地域の営みを学校の中に取り込む仕組みを工夫すれば大きな一歩を踏み出すことができるの

ではないでしょうか。

また、経済的事情などからアルバイトをしている生徒も少なくありません。アルバイトは全日

制高校では、勉学の妨げとなる否定的なものと受け止められている場合が多く、生徒の社会との

接点の体験が学校の「表舞台」には一切顔を出しませんが、これを職業・労働教育の学びの材料

として活用すべきです。

職業世界の問題が学校（教室）の中に座ることの意義は大きく、そこを足場にして、体験を織

り込むなど教育課程の中身の充実を図って行くことが可能ではないでしょうか。

３．学びを組織する（学びの方法）

（１）講義中心から多様な授業形式へ

これまでの高校の授業は多くの場合、講義が中心であったのではないでしょうか。教室では教

師と生徒が向き合い、教師が「トーク＆チョーク」で解説し、生徒はそれを聴きながらノートを

とるという形が一般的な形でした。ところが、この伝統的な形がなかなか通用しなくなってきて

います。

その理由の一つは、生徒の集中力持続力が続かず、思考の電源がオフになって寝るか、別の世

界に遊ぶ（ひと昔前ならば漫画、今は携帯電子機器）ことが多いということです。二つ目の理由

は、「知識・技能」を元にそれを「活用」する思考力の涵養という観点から、知識伝達型の授業

の限界が明らかになってきたことです。

こうした現実や時代的要請を受けて、さまざまな模索が始まっています。その一つが、小・中

学校で積極的にとりくまれている生徒参加型・探究型の学び（「学びの共同体」「協同学習」な

ど）の追求です。戦後の民主教育の実践の中で受け継がれてきた「グループ学習」の伝統を、今

日的な状況に合わせて発展させたとりくみといえます。「聴く」「書く」だけという受動的な環

境から、自ら「読み」「考え」「問い」「答え」「まとめる」という生徒が主体的に活動する環境

を構造的に作り出すとりくみです。

日本の学校の学びは、個人的で競争的な営みと見なされ、早期からの固定的な習熟＝学力別授

業（学習）が広がっています。そうした中での新しい授業形態の模索は、差別・選別の学び、個

人の中にためこむ学びから、相互に学びあう、社会的な絆を強める学びに転換させる積極的な意

義を持つものです。

また、こうしたとりくみの一方には、伝統的な「講義」（一斉授業）の復権を掲げて、授業の

工夫を凝らしている例も多数あります。

ここで重要なことは、講義形式の優劣や適否の議論ではなく、目標とする学力（どんな力をつ

けるのか）と、それにふさわしい学び（授業）について研究し、惰性を排して実践し、検証する
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積極性です。

（２）学習環境を整備する

さて、こうした学びを保障していくためには、それにふさわしい環境が整備されなければなり

ません。受験学力至上主義の授業対応の中で、問題演習などに偏して、実験・実習などの学びが

軽視される問題が指摘されています。生徒の深い理解を育むために実験・実習を適正に取り入れ

る必要性はいうまでもないことですが、そのためにも施設・設備を充実させなければなりません。

普通教室の構造は、多人数の生徒が黒板に対面する形式が一般的で、40 人の生徒が相互に対

面した形態ですすめる授業や、少人数のゼミナール形式にはまったく不向きです。視聴覚機器の

全教室配備などとともに、生徒対面型（コの字型）の机配列に対応できる黒板（ボード）の改良

なども必要になります。

伝達型から探究型、協同学習型への転換となると、資料や図書の活用がこれまで以上に大きな

意味をもつことになります。前述のように教科書の質量の両面での充実が図られなければなりま

せんが、それとともに学校が提供する活字教材（図書）や視聴覚教材が抜本的に充実されなけれ

ばなりません。同じ図書が講座の生徒全員に行き渡るほどの量が備えてあれば、授業形態の選択

肢にも幅が生まれてきます。

（３）評価法を工夫する

生徒に獲得させたい学力を、「知識」を踏まえてそれを活用する「思考」に求めることになれ

ば、当然それを評価するための方法（テスト形態と評価基準）も改善しなければなりません。い

わゆる正答を求める客観テスト（アチーブメントテスト）、分析・提言・表現を求める「作品」

・「レポート課題」・「プレゼンテーション」（パフォーマンステスト）など、多様な組み合わせ

とそれぞれの評価規準・基準を設定することになります。

その際、教育評価の本来の目的である「生徒にとって励みとなり、教師にとっては授業内容や

成果を判断できる」ものであることが忘れられないようにしなければなりません。

４．「自前の教育課程」づくり

（１）学校ぐるみですすめる

生徒の実情を踏まえて、到達させたい、獲得させたい目標は予め明確でなければなりませんが、

それをそのまま伝達すれば済むというものではありません。生徒個々の、そして集団としての生

徒たちの知識・理解の量と質を見極めて、そこから到達させる目標に向けてのプロセスを多様に

構築することが求められています。どの方法を採るか、どこを補強してからすすむか、どう迂回

するかなど個々の教員の腕のみせどころです。これこそが「自前の教育課程」づくりです。

教育課程づくりは、生徒理解から始まります。学校の教師集団として生徒理解を共有すること

が重要です。ここにズレが生じると教師銘々がそれまでの経験に基づいたある種の「押しつけ」

を行うことになり、生徒の学びとかみ合わない空回りになってしまい、「勉強しない生徒が悪い」

で終わってしまうのです。

ある高校では、長年、生徒の学習と生活とからだに関する「実態」や学習・進路・生活に関す

る「意識」を調査・分析し、とりくみの到達度、課題の整理、対応策などを研究しています。そ

こから教育課程の改善を重ねてきています。その例を紹介しましょう。

① テレビ・ビデオ、ゲームなどの浸透に押されるように、生徒の活字離れがすすんでいるとい
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う実態認識から、毎年約１ヵ月、毎日 20 分の「読書の時間」を設け、読書に親しむ体験を積

ませている。

② 基礎学力が欠落したり、定着していなかったりという生徒が少なくない。例えば、単位当た

り量の計算が出来ない（割り算の意味が理解されていない）、漢字の訓読みが苦手、英語の発

音記号が読めない、漢和辞典・英語辞典が引けないなど。こうしたつまづきを克服させ、最も

基本となる知識・技能をしっかりつけさせ、高校での学習にスムーズに定着させることは焦眉

の課題である。子ども達の「恥ずかしくてわかっていないとは言えない。だから、わかってい

ないものとして、一から教えてほしい」という叫びに各教科・担当者がそれぞれに対応しなが

ら、他方では、教科の枠を超えた共同のとりくみとして、１年生の「総合的な学習の時間」（通

年１単位）で学力の基礎を鍛える系統的な「再学習」の指導を始めた。四則計算、比・割合な

どの算数・数学、新聞コラムをテキストに漢字調べ（漢和辞典学習）、ことわざ・慣用句、読

書、英語発音記号・辞書引き学習、食の基礎知識、などをテーマとした手作りワークシートを

作り、これを使って生徒が自ら学び（調べ、考え、計算する）、それを２名の教員が協同で指

導するという授業である。

③ 調査結果によると、生徒達は授業に集中できないことがしばしばあるという。その理由には、

授業がわからない、興味がもてないなど、どちらかと言えば「授業の責任」に属するようなも

のもあるが、最も多いのは「眠い」「疲れている」など生徒自身の生活の問題に属するものだ。

さらにその「疲れ」の背景を見ると、体を動かさない、就寝時刻が遅い、睡眠時間が短い、起

床が遅い、朝食を食べていないといった事実が浮かんでくる。学校での学習の基礎になる「か

らだ」がこの状態では、いくら教員が「わかる授業」を心がけても、生徒の学力はつかない。

とするならば、生徒の「からだ」と「生活」「食」の問題を学校のカリキュラムの中に組み込

んで指導する必要がある。ここから、「食」を考える学習を１年生で「総合学習」に取り入れ

たのである。また、「体育」の授業時間数を標準８時間に１時間を上乗せし、それを３年生に

配当することにした。一方で進路実現という課題に応えつつ、他方、社会に出るまでに学校で

身につけるべき基礎的な体力や運動技能の保障という課題にも応えなければならないという判

断から出たものである。

（２）実践を検証する

学校によっては民主的な運営が失われ、管理職のトップダウンによって教育目標や計画などが

決められるところもあります。こうした厳しい現実の職場でこれに対抗して、自主的で自前の教

育課程を作って行く道はどこにあるのでしょうか。

それは事実で検証するということでしょう。そのための共通の土俵を構築することが何よりも

必要です。私たちの学校文化の中には、集団で論議し、目標と方針を定めて実践し、これを総括

するというスタイルが受け継がれています。これは、近年しきりに強調される「ＰＤＣＡサイク

ル」の企業経営的手法を推奨する立場ともクロスするものですから、ここでの地道な議論が主戦

場といえます。

手の届く可能な単位から、例えば、教科単位で、それも無理なら教科内での教科担当者個人と

して、自分の実践を公表し総括するという取組が、硬い扉を開く方法でしょう。たとえ目標が共

有できていない場合でも、教育実践そのものの検証から生徒の学力の実情や教育目標や方法の妥

当性の議論が自ずから必要になってくるものです。打開の糸口はいくらでも見出せるものです。
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第１１章

新しい職業・労働教育論
－すべての高校生に職業と労働の教育を－

はじめに

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は東北地方の太平洋岸の住民の生活を破壊し、産業にも大

きな影響をおよぼしました。ほぼ 1 年たった現在でも、約 34 万人が避難生活を送っています。

放射能の除染が進まない福島県では、県外避難者が約 6 万 2800 人を超えました（2012 年 1 月 26

日現在）。この影響は直接的・間接的に教育にもおよんでいます。特に職業高校では、学校その

ものが使用不能になったり、施設や設備の破壊により予定した学習や実習ができなかったり、ま

た、就職できなくなったりなど、非常に大きな影響を受けました。

また、この章で扱う職業・労働教育の「社会に出るための、または出てから必要な知識や力」

も、その内容を問われることになりました。第１次提言の内容を学習し議論を深めてくれた方々

の助言もふまえながら、第２次提言では次のような論点で記述を進めたいと思います。

○職業高校がその本来の特徴を生かし、職業・労働教育の質を高めることができるような教育

をめざすにはどうすればいいのか。

＊「職業高校」「職業教育」とは、「専門高校」「専門教育」のうち農業・工業・商業・水産等の直接

的に職業に結びつくような「高校」や「教育」を指しています。

○普通高校でも、すべての生徒に職業・労働教育が実施されるような教育やシステムを実現す

るためにはどうすればいいのか。

○職業・労働教育の意義を確認し、私たちがこれからめざす職業・労働教育の内容と方法を探

り、その教育実現の方向性を示す。

＊「職業・労働教育」は現在、文部科学省が提唱している「キャリア教育」と重複する部分もあり

ますが、もっと広く「職業教育」と「労働教育」の中の「社会に出てから労働者として生きていく

ための教育」も含めて広くとらえようとしています。

１．私たちは東日本大震災から何を学ぶのか

（１）水産業への影響と水産業を守るたたかい

大震災では水産業関係の被災が特に大きく、漁船や漁港などの水産関連の被害は約 8,900 億円

にのぼります。漁船被害は約 2 万隻です。青森、岩手、宮城、福島の水産高校は大きな被害を

受け、今でも平常の学校活動は回復していません。家屋などの物的被害だけでなく、肉親を亡く

したり、職場などの生活手段をなくしたり、甚大な被害にあっている人もたくさんいます。

東北地方の太平洋岸はカナダニューファンドランド島付近、北海と並んで世界 3 大漁場のひ

とつです。黒潮と親潮がぶつかる潮境は、豊富なプランクトンと特異な海洋環境で多くの魚が漁

獲されています。大震災はそこで働こうとする若者たちや水産業を学んでいる多くの高校生の夢

を粉々に破壊しました。しかし、このことによって地元の水産業の大切さを再認識させられまし

た。また、困難は多いのですがそのあるべき姿を根本から問い直し、再生しつくりあげていく機

会を得たのかもしれません。政府は水産特区という、新自由主義的政策を持ち出し水産業を大手

企業や外国に解放し自由化を推進しようとしていますが、多くの漁民や水産関係者は団結してそ
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れをはねのけようとしています。

（２）広域な農林水産業や生活環境を蝕む放射能汚染

放射能汚染や津波による農業の被害も甚大です。福島県の農作物はほぼ壊滅状態です。田畑は

塩害で使用不能となり、放射能汚染が低いとして売り出された農作物や家畜でも、風評被害のた

めほとんど売れません。農業への影響は近隣の都道府県はもちろん、徐々に広い範囲におよんで

います。

林業はその影響が判断しにくいですが、汚染された森林の除染や森林の活用が心配されます。

海洋に流され、空中から海に放出された汚染物質は世界中に拡散されています。水産生物への影

響は計り知れませんし、予測も難しくなっています。近い将来、大きな問題に発展するのは間違

いないでしよう。

（３）この震災があぶり出したものは何でしょうか

この大震災は、地震・津波そして原発事故の恐ろしさを私たちに再認識させました。そして、

自然の猛威は人間の想像をはるかに超えることや、「安全神話」に丸め込まれている原子力政策

の危うさを露呈させました。さらに、東北地方が背負っている食や生活全般に関わる生産力の大

きさ、生活環境や第 1 次産業の大切さもあぶり出しました。

また、多くの学校も破壊され、使用不能となりました。各県では統廃合もすすめられており、

今後は職業高校の必要性も問われることになります。職業教育は単にその職業的な知識や技術を

習得するだけでなく、日本のエネルギー政策や震災対策などと密接に関わり、それらを大前提と

して成り立っていることも再認識させられました。そしてこのことも、職業人として生きていく

上で学ばなければならない大切なことの一つです。

困難に立ち向かいながら復興をめざしている人々に対する支援はいまだに不十分です。地域や

小さなコミュニティなどの援助では本格的な復興は困難です。将来を見つめた国策としての復興

支援が待たれます。

２．全国でとりくまれている優れた実践を発掘してみましょう

（１）『学ぶ・はたらく・つながる』から学ぶ

日高教・高校教育研究委員会が編集し、かもがわ出版から 2008 年に発行されている上記の本

には、全国でとりくまれた優れた実践が紹介されています。この本では職業高校だけでなく普通

高校でのとりくみも紹介されています。

例えば、東京の私立高校である和光高校は、カリキュラムの中に「普通教育における職業教育」

を位置づけています。具体的には、3 年生の必修選択として「専門教育科目群」を設け「現代社

会と技術」を実施しています。働く人にインタビューをし、生徒の職業観を揺さぶっています。

授業後、生徒は「仕事に対する価値観が変わった」と感想を述べています。未来の展望が持ちに

くい時だからこそ、必死に仕事にとりくんでいる大人との関わりは生徒に大きな変化を与えるの

でしょう。さらにこの本では、高校での教育だけでなく、地域での職業保障と仕事づくりまで論

点を深めその具体例が示されていることが特徴です。

（２）『中学・高校「働くルール」の学習～子どもたちにこれだけは教えたい～』の活用

この本は、きょういくネットから 2005 年に出版されています。現在の不況と人権侵害が労働
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現場にあふれている中で、子どもたちに展望を示すため「子どもたちにこれだけは教えたい」と

し、授業実践例をあげています。「働く者を守る”意外な”ルール」では、生徒に身近なアルバ

イトをとりあげ、男女雇用機会均等法や最低賃金法をさりげなく教えることができるようにワー

クシートを用意しています。「働くルールの基礎知識」は授業実践に沿って 8 つ用意されていて、

すぐ活用できます。アドバイス編もあり、労働法とか労働相談についてわかりやすく解説してい

ます。授業やＨＲにすぐに使える気軽で、わかりやすい本です。

（３）教育課程の組み替えを試みましょう

法政大学の児美川孝一郎氏は、著書『権利としてのキャリア教育』のエピローグで小中高の実

践を紹介しています。地方の伝統ある普通科進学校が進路指導を職業・労働教育へと広げた実践

がその一つです。

この学校の教育目標は、①進学校としての実績を残したいという地域住民・保護者・生徒・Ｏ

Ｂ等の期待には応えていくこと、②少々遠回りなように見えても課題や補習で生徒たちを駆り立

てるのではなく、生徒たち自身の学習動機を掘り起こすこと、③学習活動やキャリア意識の発達

を促すための実践に「総合的な学習の時間」を軸にとりくむこと、の 3 点です。

この実践はそれぞれの学校が、それぞれの置かれた状況や条件を前提としつつも、職業・労働

教育的なねらいと方向性をもって教育課程を組み替えていく一つのモデルです。

中学校での実践例は、学校の教育課程全体の編み直しを射程に入れた、きわめてユニークかつ

総合的な報告です。従来の学校の学習指導、生活指導、進路指導を職業・労働教育で結びつけ、

めざす生徒像を模索していく実践で、高校で活用するのも可能で非常に参考になります。

児美川氏は生徒にとって「キャリア教育」は、「教わる権利」があるのであり、それを学校で

実現していくためのさまざまな方法があると指摘しています。

以上のような、優れた実践は全国に広がっています。教育のつどい全国集会や各種の民間サー

クルの実践を調べ、自分なりにかみ砕き、加工して利用することをお勧めします。

３．各学校でとりくめる具体的な職業・労働教育とは何でしょう

（１）文部科学省の「キャリア教育」で十分でしょうか

文部科学省や産業界からキャリア教育の重視が叫ばれています。

2011 年 1 月 31 日に出された中央教育審議会答申では、「学校から社会・職業への移行に問題

がある」「社会的・職業的自立に向けてさまざまな課題がある」と、社会全体の構造的問題が存

在するとしました。そして、それを改善するために「幼児期から高等教育まで発展段階に応じて

基礎的・汎用的能力を育成するキャリア教育」「職業教育の意義を再評価して実践的な職業教育

の充実」「生涯学習の観点でのキャリア形成支援」が必要だとしています。さらに、「新たな学

校種の創設」「既存の高等教育機関における活用を念頭に今後詳細に検討」と、学校の枠組みに

まで踏み込んだことはある程度評価できます。

しかし、この事態に至った原因分析と現在の日本の職場環境や教育環境の矛盾や問題点を客観

的にとらえる視点が不十分であり、反省も指摘もありません。

第１次提言（第６章）で述べたように、日本は今まで日本経団連主導の労働政策をすすめてき

ました。1995 年（当時日経連）に提案した「新時代の『日本的経営』」で出された雇用柔軟型（パ

ート・アルバイト・契約社員など）の雇用を増す政策は、その後日本中に大きく広がりました。

そのため、若者の非正規雇用率が爆発的に増加し、長時間過密労働の広がり、違法なサービス残
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業の蔓延、低賃金化などの職場環境悪化が進んでいます。

文部科学省はその動きに呼応して、キャリア教育を進めてきました。しかし、前述したような、

企業の横暴な採用行動や政府の労働者軽視の労働力政策などの構造的要因を問わず、労働教育の

中の道徳主義的側面、適応性の強調を前提とした、働かされる意識の中でしかキャリア教育をと

らえてきませんでした。そして、これを前提としたキャリア教育の押しつけが強まっています。

普通高校と職業高校の枠組みについての検討、教育課程の中の「職業・労働教育」の位置づけ、

インターンシップのすすめ方などについて、文部科学省に対置した政策が求められています。

（２）学校に「職業・労働教育」を

さまざまな実践例が示すように、○職業・労働教育という視点で教育課程を検討し直す、○進

路指導を職業・労働教育へと広げる、○職場体験・インターンシップ・総合的な学習の時間など

の実施を活用する、○教職員だけでなく実践を地域へと広げていく、○卒業生・保護者・地域の

労働者・地域のさまざまな組織を活用するなど、各学校でとりくめる具体的な視点は多様です。

どの切り口から学校でとりくんでいくかは、各学校の実情、周囲の環境、地域の要望などによ

り異なります。受験競争に邁進している多くの普通高校では、「そんな教育は進学教育の妨げに

なるだけで、何の役にも立たない」という否定論者も多いでしょう。それだけ、今の普通高校の

受験競争は社会や学校に定着しています。しかし、現在の状況を継続することは、学校教育の本

来の目的を阻害し、世界の常識からも遠ざかっていくことを意味します。

（３）まずは、できるところから実践をはじめましょう

このような中で、具体的にどこを突破口にし、具体的に何をするべきなのでしょうか。前にあ

げた実践例を見ると、「上からの強制でしかたなく実施した学校」「学校の存亡をかけて実施し

た学校」「教職員の議論の中から生徒を成長させる視点で実施した学校」など実施するきっかけ

はさまざまです。きっかけはどうであれ、子どもたちが将来職業人として働き、生きていくため

に必要な力をつけさせなければなりません。

まずは、「インターンシップ」「総合的な学習の時間」「産業社会と人間」「特別活動」など可

能な時間を利用し、職業・労働教育を実践してみようではありませんか。そして、その内容も精

選されなければなりません。特に直接会社で就業を体験するインターンシップでは、道徳主義の

強要や適応性の指導を脱却し、労働環境を変えていく視点や仕事に就く心構えなどを指導する必

要があります。この指導は、企業では難しく、学校で事前・事後にその学習をさせることが必要

でしょう。

そして、実践を深めるためには、学校の教職員全体で子どもたちの成長、教育の目的、現在の

学校教育の問題点などを議論し、お互いが「職業・労働教育」が必要だという認識を持ってから

とりくみをすすめることが大切です。その具体的な手法は、全国でとりくまれているさまざまな

実践にその糸口を発見できます。もっとダイナミックな動きをつくるためには、教育制度の改革

を強く要求していくことが必要です。

４．水産高校の意識調査から

（１）職業教育の充実は社会や生徒の要求なのでしょうか

職業高校に通っている生徒はどんなことに満足し、何に期待しているのでしょうか。身近な例

ですが、八戸水産高校のアンケート（資料 1）からそのヒントを探ってみたいと思います。
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アンケート結果から導き出したキーワードは、「職業教育の充実」「生きていくための力」「地

域との連携」の大切さです。

長期乗船実習をはじめとした総合実習、操船、水産基礎実習は教育力の非常に高いものです。

この、実習を楽しみにしている生徒も多いし、保護者の期待も大きいのです。保護者からは「数

少ない学校なのでスペシャリストを育成してほしい」「海を愛する生徒を育ててほしい」「1 年生

のうちから資格取得にとりくんでほしい」などの意見が寄せられ、実習を充実したものにし、教

育力を高めていく必要があると感じました。本校でとりくんでいる専門教育は、漁業後継者はも

ちろん、これから漁業に携わっても良いと思っている生徒にとって非常に興味深い内容のようで

す。このような、「職業教育の充実」が、生徒・保護者ともに要望が強いものでした。

（２）職業教育で「生きていくための力」をつけてほしい

第２に、「人間関係」「コミュニケーション能力」「話を聞く態度」などの「生きていくための力」

をつけることも要望の中で強く出されました。３年生は「社会の厳しさ」「マナー」「コミュニケ

ーション能力」など、社会に出て現実的な「生きていく力」を求めているのが印象的でした。保

護者の要望には「挨拶」「マナー」「礼儀」「人間関係」「社会のルール」など適応主義的な回答が

多くだされました。この回答は文部科学省の勧めているキャリア教育の悪影響でもあるのですが、

広く解釈すると「生きていくための力」といえるかもしれません。職業高校ではこの実習や職業

体験などで「生きていくための力」をつけることができる環境がそろっています。

（３）「地域との連携」で生徒を成長させたい

第３に「地域との連携」です。この要望は保護者から多く出されました。「地域に密着して色々

な活動に参加しながら学ぶ学校」「地域にとけ込んで学校のようすがもっとわかる学校」など積極

的に社会と連携して、学校を開いてほしいという意見などが出されました。職業・労働教育を進

めていくうえで、前述の実践例にもあったように、地域と連携し学校を開きながら子どもたちを

育てていく視点は大切です。

このアンケートは一つの水産高校のものであり、全国の水産高校の平均的な回答ではありませ

ん。しかし、職業高校の実態と生徒・保護者・教職員の学校に対する期待が大きいことや、職業

高校の教育力の大きさを感じることができました。職業高校にはいわゆる「低学力」の生徒や不

本意入学の生徒が多く入学してくる傾向があります。しかし、３年間の教育や実習の中で、学ぶ

おもしろさを知り、自信を回復し、労働を体験し、社会とつながる糸口を探ることができるので

す。そのことを、実感できるアンケート結果だったように思います。

５．世界的視点で日本の職業・労働教育の問題を見てみましょう

（１）ユネスコの「技術教育及び職業教育に関する条約」から何を学ぶか

第１次提言では、ＯＥＣＤのディセコ（ＯＥＣＤのプロジェクト）のキーコンピテンシーから、

職業・労働教育のヒントを語りました。ここでは、もう少し職業・労働教育に関わりの強い世界

的な条約などから、「技術教育及び職業教育に関する条約」（資料 2）を取りあげてみたいと思い

ます。

この条約は、第 1 条で「技術教育及び職業教育」を「一般的知識に加えて、科学技術及びこ

れに関連する科学の学習並びに経済的及び社会的生活の種々の部門における職業に関する実用的

技能、実際的知識、態度及び理解力の習得を含むすべての形態及び段階の教育の過程を指す」と
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定義しています。この定義は技術・職業教育を非常に広くとらえており、私たちが議論している

「職業・労働教育」の内容も含まれています。

また第 2 条では、「締結国は、青少年及び成人が経済的及び社会的な発展並びに社会における

個人の人格的及び文化的実現にとって不可欠の知識及び実際的知識を習得することを可能とする

ために、各国の教育制度の枠組みの中において青少年及び成人のために計画された技術教育及び

職業教育に関する政策を立案し、戦略を定め、かつ、各国の必要と資源に応じて計画及び教育課

程を実施することに合意する」としています。技術・職業教育を教育制度として位置づけ、その

教育が具体的に実施されるように提起しているのです。

（２）ＯＥＣＤの「若者の仕事－日本－」の記述の示唆するものは何でしょう

世界的視点から日本の教育制度の問題性をとらえたものがあります。ＯＥＣＤが 2009 年に刊

行した報告書「若者の仕事－日本－」では、「…普通教育が偏重されていることにより、労働市

場から能力需要と教育システムとの関連が薄いこと、在学中の就労経験が限定的であること、公

的な職業訓練システムが未発達であること、二次元的な従弟制度や職業教育システムが弱体であ

ることなど、数々の問題が顕在化しつつある」とあり、日本の現在の教育の欠点を世界的視点で

指摘しています。

普通高校偏重はデータからも読み取れます。2006 年後期中等教育の専門領域別在学比率を調

べたＯＥＣＤ加盟国 19 ヵ国の統計によると、日本の普通高校は 75.4 ％で、加盟国中ハンガリ

ー 76.3 ％に次いで第 2 位です。加盟国の平均は 49.2 ％で、日本は 26.2 ポイントも平均を上回

っています。

この、普通教育偏重、職業教育システムの弱体や職業高校の社会的位置づけの低さが、職業・

労働教育軽視を生み出している要因です。職業高校からの卒業生を社会の形成者として位置づけ、

さらに職業関連大学への連携を強くすれば、職業高校の存在意義は大きくなるでしょう。

（３）ドイツ「デュアルシステム」とはなにか

ドイツ「デュアルシステム」は、訓練生として職場で働きながら、定期的に職業学校にも通う

ことを通じた教育訓練です。日本でも若者に対する雇用問題の対策として、文部科学省、厚生労

働省、経済産業省及び内閣府の関係 4 府省により、若年者の高い失業率と離職率及び増加する

フリーターなどに対する雇用対策の一つとして、「日本版デュアルシステム」の導入が具体化さ

れました。2004 年 4 月の調査では、実施予定とした県は 23 県でしたが、2005 年 11 月の調査

では 33 都道府県になっていました。しかし国は、この公共型デュアルシステムについての検証

を行わないまま事業を終了してしまいました。現状では、訓練の現場で受入先企業と，デュアル

訓練生を見つけることは，予想以上に困難ですし、国による企業への周知徹底と啓発，学校現場

へのフォロー無しでは今後の実施は難しいと思われます。

また、ドイツのデュアルシステムを日本にあてはめても、すぐに状況が変わるとは思えません。

児美川氏が指摘しているように「デュアルシステム」を導入しようとするのであれば、学校内で

の教育課程編成や体制づくり、事業所などとの連携のシステム作り、企業側での責任ある受け入

れ体制づくりなどに関する十分な条件整備と準備プロセスが必要です。事前の教育制度そのもの

や受け入れ側の変革が必要なのです。
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（４）フィンランドの職業教育から学ぶ

フィンランドの職業学校を見学した水産高校の教師は、就業体験が非常に充実している、就業

体験が職業に直結するシステムとなっている、企業側が「職能」により採用を行うので中卒・高

卒・大卒の区別はなく、職業学校の社会的地位とその役割が大きくなっている、学校がかなり高

度に開かれたものになっており、学校のカリキュラムを含め完全に地域主権の学校になっている

と感想を述べています（「産業と教育」2011 年 No.702）。

就業体験が職業に直接結びつくこと、職業高校の社会的地位と役割の大きさ、地域主権の学校

という社会的環境はこれから「職業・労働教育」を考えていくために必要なキーワードのような

気がします。フィンランドでも、先ほど述べたドイツの「デユアルシステム」導入のために必要

な教育的・社会的環境が整っています。職業高校の社会的位置が高く、社会の一翼を担っている

ことがよくわかります。

（５）フランス・イギリスの学校教育における技術・職業教育

フランスの中等教育の後期課程は、普通教育と技術教育を行うリセ（3 年制）と、職業教育を

行う職業リセ（2 ～ 4 年制）があります。職業リセでは、職業資格の取得を目的とする教育が行

われます。職業バカロレア取得をめざすには、さらに 2 年制の課程に進学します。1980 年代か

らの若者の高い失業率の慢性化で、「職業教育の強化」が教育政策の重要な柱に位置づけられま

した。産学連携により「交互教育」の充実を図り、学校での教育と職場での訓練を交互に行うこ

とにより、実際の現場で必要な能力を身につけさせ、若者の能力の向上と就職を促進することを

狙いました。そして、この「交互教育」は高等教育レベルまで導入されています。

イギリスの若者の失業率は、70 年代終盤から 80 年代前半にかけて 10 ～ 20 ％を超えるまで

上昇しました。その結果、若者は進学の道を選び、90 年代初頭には進学率が 40 ％と、70 年代

終わりの倍にふくれあがりました。1986 年には職業資格制度が統一され、「国家職業資格制度（Ｎ

ＶＱ）」が設けられました。義務教育終了後の生徒の進路は、就職、職業資格取得、高等教育進

学に大別できます。若者の社会的排除に対応するため「コネクションズ」という若年層の雇用キ

ャリア支援対象を 13 歳まで引き下げ、キャリア教育の充実、学校からのドロップアウトの予防、

さまざまな経験を得ることによる個人的発達を通して、若者が経済発展に寄与できる知識・スキ

ルを持った大人となることを支援しています。

フランス、イギリスでは普通教育の中に職業教育が位置づけられています。そして、就職難や

失業率の高さを教訓に、教育の中での職業・労働教育の重視政策が図られています。職業高校の

卒業生も社会のシステムの中でしっかり位置づけられ、社会の形成者の一翼を担う制度ができて

います。日本では、ドロップアウトの予防や支援も政府の政策から抜け落ちています。

６．「世界人権宣言」などから学ぼう

（１）「世界人権宣言」を読み解く

国連の「世界人権宣言」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、ユネスコの「技

術・職業教育に関する条約」、ＩＬＯの「人間らしい労働」”２１世紀戦略”などの、職業・労

働教育に関する世界的な教育の方向性をみると、労働の権利を保障するためには、技術・職業教

育を受ける権利が保障されなければならないとされています。

そのためには、普通教育としての技術・職業教育が、初等教育と前期中等教育では必修、後期

中等教育では選択として保障されることが求められています。その基礎の上に、職業準備教育と
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しての専門的技術・職業教育が保障されるのです。

（２）「技術教育及び職業教育に関する条約」が提起するもの

この条約の改正勧告（2001 年 11 月）は何を提起しているのでしょうか

この勧告では、技術・職業教育は、一般教育の欠くことのできない一部、職業分野のための準

備及び労働の世界に効果的に参加できるようになるための準備の一手段、生涯学習の一側面及び

責任ある市民となるための一つの備え、環境的に健全な持続可能な開発を促進するための一つの

手段、貧困の軽減を容易にする一つの方法として位置づけられています。

「普通教育（一般教育）に欠くことのできないもの」であることや、「貧困の軽減をするため

の一つの方法」というところが大切だと考えます。現在の学校現場にはともすると、さまざまな

責任を個人の努力や能力に閉じ込めようとする「自己責任論」が蔓延しています。この条約の示

しているものは、その「自己責任論」を乗り越え、その人間の能力や学力にかかわらず保障する

ことを指し示しています。文部科学省の進めているキャリア教育にはその視点が弱いように思え

ます。

また、東日本大震災のことを考えると、「環境的に健全な持続可能な開発を促進するための一

つの手段」という観点が技術・職業教育に含まれていることに驚くとともに、このことが大切だ

とあらためて納得させられます。

（３）国際労働機関（ＩＬＯ）の「人間らしい労働」“21世紀戦略”のさし示すもの

この戦略では、就職する生徒の職業指導は、普通教育としての技術・職業教育と職業準備とし

ての技術教育の両者が行われるべきだとしています。そして、国策や産業別の人間らしい労働に

関する試験的な行動計画を策定することを求めています。労働時間に関しては、労働者の健康に

よく、家族に優しく、男女平等を進め、それらのこと通じて生産的な、そして労働者の選択と決

定が認められる労働時間が獲得されるように、各国を指導しているのです。

（４）日本の教育制度はどんな問題があるのでしょうか

上記のことを踏まえると、「人間としての基本的な権利が保障される教育制度」が日本では確

立されていないことがわかります。現在までの日本における産業界の要求に沿った教育政策が、

このいびつな制度を作りあげてきました。いまこそ、「人間らしい労働」“21 世紀戦略”が示す

ような、人間らしい労働に関する行動計画を策定することが必要です。そして、労働時間に関し

ても、労働者、家族、男女平等の権利が認められなければなりません。

田中喜美氏は、著書『ノンキャリア教育としての職業指導』の中で、このことにさらに踏み込

んで、職業指導は国際的視野を持って「労働の世界に関わる人権の理解と人間尊重の意識、およ

びこれらを含む人権の行使能力を育てる教育」が行われることが必要だと述べています。そして、

それが確立されてはじめて、人間らしい労働が保障される社会が実現します。

前述したように、現在の学校現場には、ともすると、責任を個人の努力や能力に閉じ込めよう

とする「自己責任論」が蔓延しています。その「自己責任論」を乗り超え、その人間の能力や学

力にかかわらず労働権を保障することを求めていく必要があります。
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（１）総合学科は「職業・労働教育」を好転させることができたのでしょうか

総合学科は、普通教育を主とする学科である「普通科」、専門教育を主とする学科である「専門

学科」に並ぶものとして、1994 年度から導入されました。文部科学省は総合学科で行われる教

育の特色として、「幅広い選択科目の中から生徒が自分で科目を選択し学ぶことが可能であり、

生徒の個性を生かした主体的な学習を重視すること。」と「将来の職業選択を視野に入れた自己

の進路への自覚を深めさせる学習を重視すること。」をあげています。2011 年度で 351 校設置

されています。しかし、文部科学省の思惑とは裏腹に、昨年 1 年間で 2 校しか設置校が増えず、

大学進学の加熱が収まらない中で、進学にも就職にも対応できない、どっちつかずの中途半端な

立ち位置が問題になっています。また、職業高校と普通高校の合体した総合学科では、職業教育

の希薄化、専門性の欠如が進み、職業・労働教育が十分に実施されているとは言えません。文部

科学省さえ、「総合学科は目的意識が弱い。中学校・保護者・教職員に理解されていない等の問

題がある」と分析しています。

（２）職業高校での「職業・労働教育」の変革をめざそう

職業高校での労働教育の見直しも課題の１つです。職業教育の専門性を深めるだけでなく、卒

業後に次代を背負う労働者として生きていける術を体系的に構築する必要があります。その中に

自己肯定感をはぐくみ労働の意識を認識させる教育や、労働環境を変えていく教育を入れこむこ

とも必要でしょう。また、日本の教育体系の変革の方向性を世界から学び、普通教育と職業教育

の初等・中等教育での体系改革、後期中等教育の中で職業教育を大きな柱として位置づけること、

高等教育と後期中等教育を職業・労働の観点から強い連携を探ることなども大切です。

職業高校では、インターンシップ、総合的な学習の時間、課題研究、数々の実習などがすでに

学校のカリキュラムの中に位置づけられています。現時点では、それを活用して労働の学習を入

れ込むことも考えられますが、それを発展させて、「職業・労働教育」を新設することも必要で

しょう。

（３）普通高校に「職業・労働教育」を導入しよう

普通高校での職業・労働教育の位置づけを具体的にすすめるのはむずかしいことです。しかし、

前述した和光高校のように、カリキュラムの中に「普通教育における職業教育」を位置づけ、必

修選択として「専門教育科目群」を設けて実施することはできます。そのほかにも普通高校でそ

の意義を認め実践している学校もあります。学校独自で可能な教育課程の見直しは有効な手段の

一つです。

本田由紀氏が「普通高校に『水平的多様性化』をすすめよう」と提唱しているように、普通科

の教育課程に専門高校に準じた「柔軟な専門性」の教育を施し「教育と労働の結合」をめざす必

要があります。そのためには、普通高校に教科「職業科」を設置するべきではないでしょうか。

その中に科目「工業基礎」「農業基礎」「商業基礎」「インターンシップ」等を含み、必修とする

のです。このことによって、普通高校における職業・労働教育の一歩が踏み出せると確信します。

この章で何度も述べてきましたが、変革の道は困難です。しかし、未来の日本を背負う青年を

育てるため、職業と労働の教育を充実させ、発展させることがその一助になるのでしょう。

新たな高校教育政策・第２次提言
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まとめ

この章のタイトルは「新しい職業・労働教育論」です。では、いま何が新しいのでしょうか。

高校授業料無償化による日本の教育の価値観の変化は、大きな前進面ととらえてよいでしょう。

東日本大震災による生活や労働の困難、若者の非正規労働化やサービス残業の横行、労働環境の

悪化の広がりなど、生活や労働の困難という濁流の中で若者たちは生きています。今まで述べて

きたように、「職業・労働教育」は生きることの根本を考える教育です。人間として生きること、

働くこと、家族を形づくっていくことなどに関して、今までにない困難に直面している若者たち

を教育の力で支えていく義務が私たちにはあります。労働は自律的生存のためのただ一つの手段

です。そして、人格形成に寄与し、幸福を追求する手段でもあり、自己実現を追求する活動です。

その労働が今、危うい時代になっているのです。

被災した人も、高校中退者も、仕事がなく生活困難に陥っている人も、仕事はしているが長時

間労働やサービス残業で苦しんでいる人も、すべての人が安心して働くことができ、人間として

生きていくことを支えてくれる社会を私たちは欲しています。現在蔓延している自己責任論をの

りこえ、その根本にある労働というものをもっと真剣に考え、世界の労働先進国に学び、環境を

整備していく必要があるのではないでしょうか。そして、学校ではすべての生徒に職業・労働教

育が実施されるような教育やシステムを実現するためにさらに改革や実践をすすめていく必要が

あります。

参考文献

○「学ぶ はたらく つながる～格差社会に立ち向かう若者たちへ」

編者：日高教・高校教育研究会 太田政男・工藤毅（2008 年、かもがわ出版）

○「権利としてのキャリア教育」児美川孝一郎（2007 年、明石書店）

○「教育の職業的意義－若者、学校、社会をつなぐ」本田由紀（2011 年、筑摩書房）

○「中学・高校『働くルール』の学習～子どもたちにこれだけは教えたい～」

荒谷威・笹山尚人・前澤檀（2005 年、桐書房）

○「ノンキャリア教育としての職業指導」斉藤武雄・佐々木英一・田中喜美・依田有弘

（2009 年、学文社）

○「高校生活指導」第 188 号（全国高校生活指導研究協議会、青木書店）

○「産業と教育」平成 23 年 No.702（産業教育振興中央会）

○「揺らぐ〈学校から仕事へ〉労働市場の変容と１０代」竹内常一・高生研（2002 年、青木書店）
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資料1
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資料２
技術教育及び職業教育に関する条約（仮訳）

1989 年 11 月 10 日 第 25 回ユネスコ総会採択

1991 年 8 月 29 日 効力発生

前文

国際連合教育科学文化機関の総会は、1989 年 10 月 17 日から同年 11 月 16 日までパリにおいてそ

の第 25 回会期として会合し、教育を促進し発展させることが同機関の憲章上の責務であることを想

起し、労働する権利及び教育を受ける権利に関して世界人権宣言第 23 条及び第 26 条に掲げられて

いる原則、1960 年 12 月 14 日にパリで採択された教育における差別待遇の防止に関する条約、1966

年 12 月 16 日にニュー・ヨークで採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約及び

市民的及び政治的権利に関する国際規約並びに 1979 年 12 月 18 日に国際連合総会が採択した女子に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に含まれる原則をも想起し、技術教育及び職業教育の

発展が諸国民の間の平和の維持及び友好的理解に貢献しなければならないことを認識し、1974 年に

総会がその第 18 回会期において採択した技術教育及び職業教育に関する改正勧告及び国際理解、国

際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告の規定に注

目し、更に、1976 年に総会が採択した成人教育の発展に関する勧告及び 1966 年に特別政府間会議

が採択した教員の地位に関する勧告の規定に注目し、国際教育会議の関連する勧告を考慮し、1975

年に国際労働機関の総会がその第 60 回会期において採択した人的資源の開発における職業指導及び

職業訓練に関する条約（第 142 号）及び勧告（第 150 号）の規定に留意し、国際連合教育科学文化

機関と国際労働機関が調和した目的を追求するため、各々の文書の作成に当たって両機関の間の緊密

な協力を行っていることに注目し、かつ、この実り多い協力が継続されることを期待し、女子の技術

教育及び職業教育を推進するために特別な努力を行うことの必要性を考慮し、教育制度、社会経済及

び文化事情、とりわけ特別の考慮及び措置を必要とする開発途上国における制度及び事情の多様性に

特別の注意を払い、この多様性にもかかわらず、多数の国々において技術教育及び職業教育について

概ね類似の目的が追求され、また、類似の問題が生じており、これにより、共通の指針の発展が望ま

れていることを考慮し、技術的、社会的及び経済的発展の速度が、青少年及び成人の双方に提供され

る技術教育及び職業教育を拡大し改善することの必要性を相当に増大させていることを認識し、技術

教育及び職業教育は個人及び社会双方の発展という包括的目標を満たすことを認識し、技術教育及び

職業教育の発展に関する情報及び経験の交換が必要であること並びにこの分野における国際協力の強

化が望まれることを確信し、技術教育及び職業教育の発展に関する国際協力を強化するためには国際

的な法的文書が有効であることを確信して、1989 年 11 月 10 日にこの条約を採択する。

第１条

締約国は、次の事項につき合意する。

（a）この条約において、「技術教育及び職業教育」とは、一般的知識に加えて、科学技術及びこれに

関連する科学の学習並びに経済的及び社会的生活の種々の部門における職業に関する実用的技能、実

際的知識、態度及び理解力の習得を含むすべての形態及び段階の教育の過程を指す。(b) この条約は、

教育機関において又は教育機関を一方とし、工業、農業、商業若しくは労働の場に関連するその他の

事業を他方として準備された協力計画を通じて行われる、技術教育及び職業教育のすべての形態及び

段階に適用される。

（c）この条約は各締約国の憲法の規定及び法令に従って適用される。

第２条

１ 締約国は、青少年及び成人が経済的及び社会的な発展並びに社会における個人の人格的及び文化

的実現にとって不可欠の知識及び実際的知識を習得することを可能とするために、各国の教育制度の

枠組みの中において青少年及び成人のために計画された技術教育及び職業教育に関する政策を立案
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し、戦略を定め、かつ、各国の必要と資源に応じて計画及び教育課程を実施することに合意する。

２ 技術教育及び職業教育の発展のための一般的枠組みは、各締約国において次に掲げる事項を明示

する適当な法令若しくはその他の措置によって定められなければならない。

（a）経済的、社会的及び文化的発展のための必要並びに個人の人格的実現を考慮に入れつつ技術及

び職業の分野で達成すべき目標

（b）技術教育及び職業教育を一方としその他の形態の教育を他方とする、計画の縦横の連関

特別の考慮を払った両者の関係

（c）責任を有する当局により定められた技術教育及び職業教育の行政的組織の構造

（d）経済の種々の部門において経済計画、社会計画及び開発計画の立案に責任を有する公の当局の

役割並びに該当する場合においては職能団体、労働者、使用者及びその他の関係団体の役割

３ 締約国は、技術教育及び職業教育を受けるために必要な教育水準を達成したいかなる個人も、人

種、皮膚の色、性、言語、宗教、国民的若しくは社会的出身、政治的意見その他の意見、経済的地位

若しくは出生を根拠とする差別又はその他のいかなる根拠による差別も受けることがないよう保証し

なければならない。締約国は、技術教育及び職業教育を平等に受ける権利並びに教育の全過程にわた

る学ぶ機会の均等のために努力しなければならない。

４ 締約国は、障害者及びその他の不利な条件にある人々の特別な必要に注意を払い、また、これら

の人々が技術教育及び職業教育を享受できるよう適切な措置をとらなければならない。

第３条

１ 締約国は、次の事項を考慮に入れた技術教育及び職業教育の計画を提供し開発することに合意す

る。

（a）当該住民の教育的、文化的及び社会的背景並びに職業に関する希望

（b）経済の種々の部門において必要とされる技術上及び職能上の技能、知識及び資格並びに予想さ

れる技術的及び構造的変化

（c）国、地域及び地方の各段階における雇用機会及び開発の見通し

（d）環境及び人類共通の遺産の保護

（e）職業上の健康、安全及び福祉

２ 技術教育及び職業教育は、生涯教育の視点に立って開放的で柔軟な構造の枠組みの中で行うよう

計画されるべきであり、次に掲げるものを提供すべきです。

（a）一般教育におけるすべての青少年のための技術及び労働の場への導入

（b）教育指導及び職業指導並びに教育及び職業に関する案内並びに適性相談

（c）熟練を要する職業に必要な知識及び実際的知識の修得及び開発のために計画された教育の発展

（d）職業移動、職能資格の改善並びに知識、技能及び理解の更新に不可欠となり得る教育及び訓練

のための基礎

（e）技術教育及び職業教育の機関の内外における、在職訓練又はその他の訓練の形態により初歩の

技術訓練及び職業訓練を受けている者に対する補完的一般教育

（f）科学及び技術の進歩、雇用構造の変化若しくは社会及び経済事情の変化のためにその現在の知

識が旧式なものになってしまった者の再訓練及び資格の補完と向上を行うことを特に目的とした成人

のための継続的教育及び訓練の課程並びに特殊な状況にある者のための継続的教育及び訓練の課程

３ 技術教育及び職業教育の計画は、当該職業部門の技術上の要請を満たし、個人の人格的及び文化

的発展に必要な一般教育を提供し、かつ、特に当該職業に関連のある社会的、経済的及び環境的概念

を含むものでなければならない。

４ 締約国は、技術教育及び職業教育に関する協力計画に参加する、教育機関以外での事業に対し支

援及び助言を与えることに合意する。

５ 職業の各段階において、必要とされる能力は可能な限り明確に定められなければならず、また、
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新しい知識及び技術過程を取り入れるために、教育課程は絶えず更新されなければならない。

６ 職業活動を行う能力の評価並びに技術教育及び職業教育の適切な証明書の決定に当たっては、当

該技術分野の理論的及び実践的側面の双方が考慮されるとともに、訓練を受けた者及び在職中に経験

を獲得した者の双方が対象とされなければならない。

第４条

締約国は、技術教育及び職業教育の構造、学習計画、訓練方法、教材及び学校制度と労働の場との協

力の形態を、これらが科学及び技術の進歩、文化の進展及び経済の種々の部門における雇用の必要の

変化に絶えず適応することを確保するため、また、最も効果的な教授法を適用するために教育の研究

及び革新の前進が考慮に入れられることを確保するため、定期的に再検討することに合意する。

第５条

１ 締約国は、常勤であるか非常勤であるかにかかわらず技術教育及び職業教育分野で教授を行うす

べての者が、彼らの専門の職能分野において十分な理論上及び実践上の知識並びに彼らが教授を要請

されている課程の種類と段階に即した適切な教授技術を有しなければならないことに合意する。

２ 技術教育及び職業教育の教授を行う者には、特別課程、企業での実務訓練期間及び労働の場との

連絡を有するその他の組織化された形態の活動を通じて、彼らの技術上の情報、知識及び技能を更新

する機会が与えられるべきである。更に、彼らには、その専門教科において利用できる教育上の革新

についての情報と訓練が提供され、また、関連する研究及び開発に参加する機会が与えられるべきで

ある。

３ 技術教育及び職業教育の教員及びその他の専門職員には、差別なしに、均等な雇用機会が与えら

れなければならず、また、その雇用条件は彼らの専門領域での資格を有する職員を誘引し、採用し、

かつ、保持できるものであるべきである。

以下省略

資料３

世界人権宣言（仮訳文）

前文 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認すること

は、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏み

にじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、

一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆

に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、諸

国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲章にお

いて、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大

きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連

合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置き

ながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権

利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊

守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべ

ての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第二十三条 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失

業に対する保護を受ける権利を有する。

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を

有する。
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３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ

有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十六条 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段

階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職

業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者に

ひとしく開放されていなければならない。

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。

教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、か

つ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
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第１２章

高校でも特別支援教育をすすめよう
－支援を必要とする高校生に教育の保障を－

はじめに

高校でも支援を必要とする生徒がたくさんいます。そうした高校生にも教育を保障するため、

次の提言をします。

○発達の凸凹（発達の定型・非定型）についての理解を深め、特別支援教育とは何をすること

かについて共通理解をつくりましょう。

○教職員が生徒の特性を十分に理解して対応することで、発達促進的な教育環境を作り出しま

しょう。

○教職員の自主的・集団的な学びの場の保障と、教職員定員面での補強を要求しましょう。

１．特別支援教育のスタート

2007 年に改正学校教育法が施行され、幼・小・中・高校のすべてで特別支援教育が始まりま

した。通常の学級に主に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童・生徒をふくめて、特

別支援教育の対象にし、障害のある生徒の自立や社会参加に向けた主体的なとりくみを支援する

という視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握して生活や学習の困難改善のための支援を

行うとされています。

これにもとづいて、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の指導計

画の作成、巡回相談員や専門家チームの活用、特別支援教育に関する教職員研修、特別支援教育

に関する支援員の配置などの体制整備が、それぞれの学校の実情に合わせてすすめられています。

しかし、一般の高校の教職員にとっては、戸惑いを覚えることも少なくありません。それには

いくつかの理由があります。それまで障害児学校が担当していたものを、障害児教育の知識も技

能ももたない高校の教職員が、なぜ高校でやらなければならないのかという素朴な疑問です。さ

らに、入学試験というハードルを突破した高校生は、自分で学校を選び、自分の努力で高校まで

きたのであり、多少の苦手な領域があったとしても、本人が努力さえすれば十分に克服できるは

ずであり、特別な手立てを講じなくても学校生活は何とかなっていたじゃないか、という思い込

みもあります。ですから、なぜいまあらためて「特別扱い」をする必要があるのかとの疑問も湧

いてきます。

また、そこで使われている「特別支援」、「支援」などという言葉は、それまでの高校にはな

じみが少ないものです。高校では、学習活動でも特別教育活動でも、教員の生徒への働きかけは

「指導」と表現しているので、これまでの生徒との関わり方と区別される、新しい関係のあり方

としての「支援」とは何をすることなのか、イメージを描きにくいということもあります。その

うえ、「特別」ということばの響きが、「特別扱い」という、どちらかと言えば否定的なニュア

ンスがあり、心理的な戸惑いも生まれてきます。

こうした素朴な、しかし一定の根拠のある疑問を、「遅れた意識」などと否定せずに出し合い

ながら、特別支援教育とは何かという「そもそも論」の学びを積み重ねることが大切です。

発達障害やその疑いのある生徒は以前から高校に入学し、卒業して行った（場合によっては
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中退したり）のですが、彼らの抱えた様々な困難への理解が乏しく、多くの場合「変わった子」

「困った子」として放置してきました。学力に課題をもつ生徒、学力は高いが社会性やコミュニ

ケーションに課題をもつ生徒など抱えている困難は様々ですが、そうした生徒はすべての学校に

在籍しており、決して一部の学力困難校などの問題ではありません。ですからすべての高校が、

独特の見え方、聞こえ方、感じ方、考え方という認知に特性がある生徒の教育的ニーズに応える

ことが求められています。

２．特別支援教育とは何か

（１）異なる目標を設定する教育か

どんな学校でも「特別支援教育」を推進しなくてはならないと言われると、かつて、「特殊学

級」で実践されていたような教育活動をイメージします。同じハードルをクリアして入学してき

た発達障害、またはその疑いのある生徒に、他の多くの生徒とは異なる到達目標を設定し、学習

そのものを「特別」な「教育目標」をもつものと理解して、「提出物が出せないのは、障害のせ

いだから○○君はレポ－トを出さなくても良いことにしよう」とか、「数学の得点が低いのは障

害による可能性があるのだから、単位認定のレベルに達していないけれど単位を認めよう」とい

うことにならないだろうか。そういう発想をすると、他の生徒と違う到達目標でよいとするため

の「理由づけ」が必要になり、「診断」を求めることになります。こうした対応をすると、同じ

ような認知特性があっても「診断名」がついていないと、なんの対応もせず、結果が芳しくなけ

れば、「本人の努力が足りない」からだということになってしまいます。

こうした混乱から抜け出すために何よりも重要なことは、特別支援教育とは誰を対象に、何を

することなのかということについて共通の理解を築くことです。

（２）「特別支援教育」は何をするのか

①発達促進的な環境を提供する

高校で対象になるのは、知的な障害はないが発達に凸凹があるという生徒です。しかし、現実

には支援学校・学級の不足や保護者・本人の高校志向の中で、知的障害や境界領域の生徒が高校

に入学してくることもありますから、彼らの教育をどうするのかという問題があることを承知し

ながらも、ここでの対象は知的障害のない生徒に限定して論を進めます。知的障害の場合の対応

については別に検討する必要があります。

ところで、発達に凸凹があるという生徒は診断を受けている場合もありますが、受けていない

ことの方が多いように思います。ですから、特別支援教育は、つまづきの内容や困り感が同じで

あれば医学的診断がなくても、生徒一人ひとりの認知の特性と教育ニ－ズに合った方法を模索し

ながら、学習や生活を保障する教育活動ということです。発達障害の診断の有無にかかわらず、

学習や生活の場面において「不調」（例えば、成績が悪い、提出物がでない、集団行動が苦手、

周囲との意思疎通が上手くいっていないなど）と見える生徒に対して、その原因を生徒の「怠け」

や「やる気のなさ」のせいと決めつけず、何らかの「ちゃんとした」理由があってそうなってい

るのではないかと、複数の目で冷静に見て、「認知の特性」という視点を持って対応すると有効

である場合が少なくありません。こうしたとりくみは、新たな障害児教育などというものではな

く、生徒一人ひとりの特性に応じて、得意分野はさらに伸ばし、不得意分野は克服できるよう、

集団の中でとりくむものであり、教育の原点そのものであるといえます。

「教育ニーズ」は誰しもを持っているのです。貧困のなかで安心して学校生活を続けられない
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生徒の安心できる居場所としての学校、不登校による学習のつまづきを持った生徒の勉強がわか

りたいといったニーズなど様々です。それらのニーズの中の一つに、認知の特性から来る教育ニ

ーズがあるということです。独特の見え方、聞こえ方、感じ方、考え方をする生徒の場合は、他

の多くの生徒に通用している方法では効果がないことがあるのであって、その時、生徒の特性を

よく理解し、その特性に応じた働きかけを強めて「できる」「わかる」ように発達を促すことが

大切なのです。

②アプローチは多様でも目標は同じ

高校に学ぶ生徒の目標は、社会的自立に必要な諸能力・技能を獲得することにあります。認知

に特性のある生徒も、他の生徒と同じ社会で生きて行くということになれば、そこで必要となる

基礎学力、基礎体力、対人関係能力、問題解決能力、コミュニケ－ションスキルなどは身につけ

なければなりません。発達障害があるからといって、その必要が免除されるというわけではあり

ません。「苦手なことは無理やりやらせるのでなく、得意な分野だけを伸ばしたらよい」とか、

「指導しても到達しないのであれば、『障害』という理由で単位認定の特別扱いは許させる」と

かの意見もありますが、それらは結果的には発達を保障するという教育そのものの放棄となって

しまうのではないでしょうか。生徒の立場で課題を捉えれば、アプローチ方法は多様でも到達す

べき目標は同じでなければなりません。

（３）どうすすめるか

①情報を集める

「気になる生徒」についての情報を関係教員から集めることから始まります。情報も「気にな

るところ」だけでなく、その子の「良いところ」に目を向けるようにすることで、凸凹をバラン

スよく生徒理解をすることが大切です。

②対象生徒の面談

つまづきの原因が発達障害から来ていそうだと判断したら、本人と面談をし、教職員（学校）

の心配を伝えます。本人の学習状況（学習でつまづいているのではないか）やホームルーム活動

の様子（友だちができずに孤立していないか）を教職員がどのようにとらえているかを伝え、そ

のとらえ方で間違いがないかどうかを確認し、本人に「困っていること」がないかを確認します。

本人にそうした自覚がなければ、他の生徒の言動と「同じか、異なるのか」や、「今の成績で進

級できそうなのか」等を問いかけ、現実認識ができるようにと心がけます。教職員の一方的な思

い込みで動かず、まず生徒の声に耳を傾けることが大事です。

③巡回相談の活用

本人が「このままではまずい」ということであれば、「あなたの記憶の仕方や得意分野を調べ

る検査があるけれど、受けてみる？」と発達検査などを奨めてみます。本人・保護者が希望すれ

ば、特別支援学校の巡回相談を活用して実施してもらう。検査の希望がなければ、教職員（高校）

が把握している情報をもとに、巡回相談担当者から支援方法についてのアドバイスをもらいます。

④関係教員（担任・教科担当者など）へのフィードバックと対応の協議

こうして得られた情報を関係教職員に伝えて、対応を協議します。集団指導の中での工夫（板

書、チョークの色、説明の仕方）や個別指導の調整などを具体的に決めてとりくみます。

⑤集団的にとりくむ

この一連の対応が、一人の担任に任せきりにならないようにすることも重要です。できればそ

の生徒に関わる人のチームをつくるのがよいでしょう。なるべく担任の負担を軽減するために、
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副担任やコーディネーターがチームリーダーを務めるのが望ましいでしょう。

３．とりくみを前進させるためのいくつかの視点

特別支援教育の意義と方法が了解されても、学校として直ちに動けるものでないことは、経験

的にも明らかです。そこで、学校の組織的なとりくみとするためのカギを探ってみましょう。

2007・08 年度に文部科学省の「高等学校における発達障害支援モデル事業」の指定を受けた

京都府立朱雀高等学校のとりくみ（＊）が参考になりますので、それを基に実践上の要点を整理

してみましょう。

（＊）朱雀高校『「高等学校における発達障害支援モデル事業」最終報告書』

朱雀高校特別支援教育研究チーム『高校の特別支援教育・はじめの一歩』（明治図書 2010 年）

①「私たちの学校」が最も大切にしている教育活動と関連づける

特別支援教育を真に根づかせるためには、「私たちの学校」が“目玉”にしている教育活動と

の関連を明確にすることです。朱雀高校では、「わかる授業」の創造や「複数の目」で生徒を見

守るという目標と関連づけて、その延長上に特別支援教育を位置づけ、「特別でない特別支援教

育」ということばでその性格を表現しています。どの学校も生徒の成長・発達を究極の目標に様

々なとりくみをすすめています。どんなとりくみをすすめているのか、アピールしたい内容は何

なのかを確認し、教職員の共通の認識にすることがスタートになります。骨組みさえ確認できれ

ば、そのとりくみのどこに「特別支援教育」のとりくみをかみ合わせていけばいいのかが見えて

くるでしょう。

②「私たちの学校」に在籍している生徒の実態を掌握する

「私たちの学校」に在籍している生徒の学力や体力、生活の仕方等、生徒の全体像を教職員の

共通の認識にすることが大切です。「生徒を理解すること」が出発点です。彼らはどんな高校生

活を送りたいと思っているのか、「私たちの学校」でその思いは満たされているのか、足りてい

るところと足りないところを確認してみると、次にどんなとりくみが必要かが見えてくるのでは

ないでしょうか。生徒にきく、生徒の声（教育ニーズ）に耳を傾けることが第一歩になります。

③「私たちの学校」以外の協力者を見つける

「特別支援教育」など何をどのようにすればよいのか、今まで経験のない高等学校では対応

の具体的な方法などは手探りでのとりくみになることは避けられないことだと思います。どこの

府県でも特別支援学校の地域支援のシステムが整備されてきていますし、教育センターのような

公的機関、民間の相談機関や「親の会」などもありますので、ここを上手に活用することが大切

です。他の専門職の知恵を積極的に借りながら、しかし、あくまで生徒対応の主体は学校の教職

員であることを忘れないようにしなければなりません。

④「できること」と「できないこと」を整理する

学校教育法の施行にともなって、特別支援教育をすべての学校で推進するためのマニュアル

などが作成され、学校にも配布されてきます。「アセスメント票」「個別支援計画」など特別支

援学校・学級仕様の教育ツールがそのまま持ち込まれ、生徒と向き合うよりも、書類（シート）

の空白を埋めることに追われることがあります。高校の日常の教育活動に取り込むためには、「で

きること」と「できないこと」を整理することが大切です。

「できること」は具体的な展開方法を明示する。「できないこと」は、「する必要のあること」

「した方が良いこと」「しなくても良いこと」に分類し、「なぜ、そう結論づけるのか」を明確

にしておくのがよい。「する必要がある」と結論づけたことは、知恵を出し合って多少無理をし
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てでもとりくみを始め、「した方が良い」と結論づけたことは、実践できるように力をつけてか

らとりくみを始めればよいのです。どんなとりくみも担任やコーディネーター役におまかせにな

らないよう、どの生徒も「複数の眼で見守ろう、対応しよう」との体制づくりが大切です。

⑤視点を変えてみる

わからないことに出会ったら、今までの考え方や物の見方を変えてみることも必要です。物

事を判断するために、私たち自身の根拠（判断基準）を持つことが必要ですが、物事がうまくす

すまないとき、その基準に時々は疑問を持ち、「これしかない」ではなく、「これもある」と視

界を広げることが大切です。「この説明」で大多数が理解できているのだから、理解できない生

徒の側に問題があると決めつけるのではなく、「この説明」は分かりにくいかも知れない、「別

の説明」を考えてみようという視点の転換を試みる気づきが求められています。そしてこの「別

の説明」は当該の生徒に有効であるばかりでなく、他の多くの生徒にとっても「わかりやすい」

ということが多いのです。

はじめは一部の生徒のための手立てとして着手したことでも、「モノがどのように見え、聞こ

えるのか」という認知レベルで授業を点検して方策を検討するという作業をともなうことから、

結果としてはすべての生徒にとっての「わかる」過程への配慮につながっていきます。私たちの

教育活動の質を点検する試金石として機能していくでしょう。

４．教育条件の整備を求める

（１）自主的な研修の場の保障

特別支援教育の定着と前進のためには、学校での共通認識が何よりも重要であることは先にみ

た通りです。そのためには、学校で教職員が一緒に学ぶ機会が保障されなければなりません。京

都・朱雀高校の実践でも、研修会での学びを通して特別支援教育の内容を理解したこと、学習指

導という一貫したテーマと関連づけて学ぶことによって、「わかる授業」づくりとの関連性が見

えてきたことが報告されています。発達・発達障害とは何かという教育の原点の学び、生徒一人

ひとりを様々な角度から理解するためのケースカンファレンスなどの組み合わせが有効だと指摘

されています。こうした学びを保障する学校が主体的に計画する研修（講師の選択、予算措置な

ど）の充実が必要です。

（２）人的な補強を求める

特別支援教育は高校にとってまったく新しい領域への挑戦といえます。校内で生徒と教職員、

教職員相互の間をつないだり、外部機関と連携するという仕事（役割）が重要になってきます。

この任務を担当するのが主にコーディネーターですが、多くの場合、他の仕事と兼務しています。

特別支援教育の必要性は論をまたないのですが、学校現場としては新たな負担であることも間違

いありません。こうしたことから、各学校への教職員の増員などの措置が必要です。

（３）より正確なネーミングを

「特別支援教育」という呼称が私たちに戸惑いを与えたことは先に指摘しました。「特別な教

育（special education）」ではなく、「特別なニーズ（special needs）」に応える教育という

正確なメッセージを届けるために、正確な呼称が必要です。「特性理解教育」とか、「認知と学

習スタイルの多様性に応える教育」とか、私たちから積極的に発信することが重要です。
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第１３章

高校つぶしから「地域の高校」を育てる

流れをつくろう
－統廃合から学校を守り、みんなでつくる学校・地域に－

はじめに

全国的に学校の統廃合がすすめられています。しかし、地域住民とともに学校のあり方を考え

とりくんだ長野や滋賀などでは、一方的な統廃合を阻止しています。そこでは、地域にとって学

校とは何か、学校にとって地域とは何かということを、教職員、父母、生徒、そして地域住民が

ともに考え、ともに学校を守る運動に参加しました。その教訓から学びながら、どうしたら高校

つぶしから「地域の高校」を育てる流れを創り出すことができるか考えたいと思います。

１．長野県の高校統廃合阻止のとりくみから学ぶ

（１）学校統廃合の動き

2006 年 9 月 15 日、長野県議会は長野県教育委員会提出の高校統廃合に関する 9 議案のうち 6

議案を否決し、「新たな高校の将来ビジョンの策定を求める決議」を可決しました。これをうけ

て県教委は 9 月 26 日に統廃合計画を「凍結する」と発表し、2007 年 6 月の教育委員会定例会

で事実上の「撤回」を決定しました。

全国的に生徒減を理由とした学校統廃合がすすめられています。そして、教育委員会が策定し

た統廃合計画が凍結された例はほとんどありません。そうした中で、2005 年には和歌山県の高

校統廃合で、廃止計画のあった 1 高校を残す住民請願を県議会が採択し、分校として残しまし

た。また東京では 2002 年に荒川区の小中学校統廃合計画、2007 年には文京区の小中学校統廃

合計画を父母・教職員・同窓会・地区住民の力で阻止しました。

長野県で反対運動の中心になったのは、統廃合対象校の同窓会・ＰＴＡ・生徒会・地域住民で

した。また、高校生も対象校・非対象校を超えて全県的な運動を展開して、県議会・県民世論に

も影響を与えました。

（２）統廃合を阻止した県民の力～「県立高校の発展と存続を願う会」のとりくみ

県教委の高校統廃合政策に対して、長野県民の対応は敏速かつダイナミックでした。県教委が

高校改革プラン検討委員会を設置した 3 ヵ月後には、「地域高校の存続発展とゆき届いた高校教

育の実現を願う会」（以下「願う会」）が発足しました。

長野の「地域高校」とは、県教委が指定していた主に農山村部に位置する 19 校です。長野県

の県立高校名には「県立」とつきませんが、それは前身が地域住民の力によって設立した組合立

の学校が多かったからです。地域高校は地域住民がつくった学校でしたが、県教委の以前の「高

校教育の改善充実」方針では、小規模校である地域高校が統廃合対象とされました。この地域高

校を守ろうと、2004 年 6 月に結成されたのが「願う会」で、地域高校存続運動のネットワーク

でした。会には地域高校の同窓会・ＰＴＡ・教職員組合分会が加盟し、代表には地域高校の同窓

会長で元県議会保守系議員が就任し、事務局は長野県高等学校教職員組合（高教組）が担当しま

した。つまり、「願う会」は政治的立場を超えて子どもたちの教育課題実現のための共同組織と
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して誕生しました。

「願う会」は、地域高校存続の申し入れや陳情を県教委と県議会に行いました。また、各地区

で開催された地域懇談会には多くの会員が出席して発言をリードしました。田中県知事にも懇談

会の要請をしたが回答はありませんでした。県議会は、「願う会」による地域高校存続の請願を

2004 年 12 月に採択しました。2005 年 2 月には、「願う会」は「県立高校の発展と存続を願う

会」に発展改組しました。これは統廃合対象が地域高校に限らないことにも対応でき、また統廃

合問題は対象校だけの問題ではなく、全高校・全県民の問題であることを位置づけたものでした。

この総会には 200 名が参加し、県議会から 6 名、県高校ＰＴＡ連合会会長も参加しました。県

教委が 6 月に統廃合対象校を発表すると、この「願う会」へは同窓会、各校ＰＴＡ、さらに対

象校とされた地元自治体も加入し、78 団体と拡大していきました。

「願う会」は、県教委の発表に対して、直ちに「再編整備候補案の白紙撤回を求める請願」を

県議会 10 会派すべてから紹介議員を得て開会中の県議会に提出し、採択されました。さらに、9

月には県議会に「高校改革プランのスケジュールを全面的に改めることを求める」請願書を提出

し採択されました。また、2005 年 12 月末までに県教委に提出した「県教委案の白紙撤回を求

める」署名は 10 万筆以上になりましたが、県教委は全く応じようとしませんでした。

翌 2006 年 2 月の県議会開催日には、広く県民に呼びかけて「県庁前集会」を開催し、400 名

が参加し、「地域と学校の関係を引き裂くような地域の合意がない再編案の実施計画をつくらな

いこと」「平成 19 年度実施は断念し、さらなる議論の時間と場を設けること」を求める集会宣

言を採択しました。

県教委は、全県 4 地区で開いてきた「高等学校改革プラン推進委員会」の報告を受けて、3 月

に「実施計画」を発表し、4 月からは県内 12 会場で地域説明会を開催しました。「願う会」は 4

月には、「地域の合意がない実施計画の撤回と平成 19 年度実施の撤回」「地域住民や生徒が学校

づくりに積極的にかかわることを保障すること」を県教委に申し入れました。また、地域説明会

には統廃合対象校となった高校のＰＴＡ・同窓会・地域住民・高校生・教員がむしろ旗を立てて

つめかけ、学校存続を訴えました。

（３）統廃合を阻止した県民の力～高校生のとりくみ

2004 年 1 月の国連・子どもの権利委員会最終所見は、「学校その他の施設において、子どもに

関する方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加す

ることを確保すること」と勧告しました。実際にヨーロッパでは、子どもたちが学校運営に決定

権を持って参加するとともに、教育行政にも参加できることが制度化されています。ところが、

日本においては子どもの学校運営参加も教育行政参加も全く制度化されていません。

長野県の高校統廃合計画に対しては、高校生たちが立ち上がり、教育行政に意見表明していき

ました。発端は、2005 年 6 月に県教委が再編整備校案を突然発表した翌日に開催された、県立

伊那北高校文化祭での田中知事との討論集会でした。高校生たちは県の高校改革プランに対して

疑問や反対意見を次々と表明し、「高校生の声を取り入れてほしい」と述べました。その多数の

意見に対して知事は、「そういう場は自分たちでつくるべきだ、その時は協力する。それが行動

民主主義だ」と答えました。しかしその後、連載している週刊誌に「高教組の受け売り発言だ」

と書き、高校生たちの怒りを買いました。

高校生たちは全県高校生集会を企画し、県教委に参加を依頼しましたが、県教委は 2 ヵ月間

にわたり集会をやめるよう圧力をかけました。しかし高校生たちは、高教組からの支援申し出も
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断りながら、自力で実行委員会を結成し、全県 90 校に通知を送り、10 月に全県高校生集会を開

催し、全県から 21 校 230 人が参加しました。知事は参加しませんでしたが、出席した県教委の

教育次長ら 5 名に対し、「県教委として高校生の声を聞く機会をつくるべき」「推進委員会への

高校生の参加を」「30 人学級にすれば統廃合の必要はない」など、3 時間にわたる討論を展開し

ました。

その後、「上伊那高校生の声を届ける会」の発足など各地域の活動が始まり、12 月には県議会

の「高校改革プラン研究会」のメンバーと 12 校 26 名の高校生たちとの意見交換会が開かれま

した。2006 年 3 月には第 2 回全県高校生集会を開き、20 校 200 名が参加して教育長はじめ県

教委担当者ら 8 名と討論しました。「定時制を廃校にして多部制単位制高校をつくり吸収すると

いうが、定時制生徒の心のケアの場をなくすことになる」「新しいタイプの高校に魅力があると

しているが、今学んでいる学校にこそ魅力があり潰さないで」などと発言が続きました。全県高

校生集会の実行委員会は、県教委の「凍結」発表まで活動を続けましたが、統廃合対象校ではな

い学校の生徒たちが中心であったことが特徴的でした。全国的には、埼玉の定時制高校などの対

象校になった生徒たちの廃校反対の運動は知られていますが、対象校ではない生徒たちの運動は

ほとんどみられません。従来からの受験競争に加え、新自由主義による競争と自己責任のイデオ

ロギーが子どもたちに押しつけられ、子どもたちの中にクラスのみんなと共に行事にとりくむこ

となどを嫌う傾向が増え、連帯感が失われつつある状況下での活動でした。

また、再編整備対象校となった各高校の生徒会は臨時生徒総会などを開いて活動方針を決め、

文化祭での地元住民との公開討論会の実施や県教委の地域説明会に参加しての意見表明、学校存

続を求める街頭署名活動と県教委への提出などにとりくみました。

（４）統廃合を阻止した県民の力～教職員組合のとりくみ

長野県高等学校教職員組合（高教組）は長野県の高校現場における唯一の教職員組合で、1970

年代から「父母、地域住民との連携による学校づくり」を方針とし、地域教育集会や懇談会、全

県各高校のＰＴＡ役員と組合役員が一堂に会しての「父母・教職員のつどい」などを毎年開催し

てきました。30 人学級実現署名とともに、各校の「教育条件整備署名」をすべての高校の父母

・教職員でとりくんできて、県教委への署名提出には各校のＰＴＡ役員も参加しています。この

ような地域に根ざした教育運動を続けてきていました。

高教組は県地域高校協会加盟の 19 校に 2 校を加えた 21 校からなる「地域高校連絡会」を 1994

年に組織し、各校の教育実践の交流、連絡会による県教委交渉、「地域高校の発展を願う学校・

自治体関係者懇談会」を開催してきました。これは、生徒急減が始まった 1990 年に、地域高校

に共通する教育課題や条件整備の要求実現、さらには統廃合対策を視野に入れた「急減期対策特

別委員会」を組合内に設置し、この委員会を通じて構想したものでした。

高教組は、「願う会」を下支えするために事務局を引き受けて活動をするとともに、2005 年に

は「高校統廃合を考える県民集会」「高校改革プラン学習討論会」「長野県の高校教育改革を考

えるつどい」などの集会を続けて、県民の関心を高めていきました。また、市町村議会に「拙速

に結論を出さず、県民合意の高校教育改革を求める意見書」の採択を求める陳情書を提出し、120

市町村のうち 70 市町村で採択され、意見書が県知事と県教委に提出されました。2006 年には

「『高校改革プランの実施計画策定を先延ばしし、県民合意の高校改革をすすめることを求める

意見書』採択を求める陳情書」を提出し、50 市町村で採択されました。
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（５）県議会の対応

県議会と田中知事との関係は、知事与党の会派は一つで、共産党は是々非々のスタンス、あと

の会派は野党でした。脱ダム政策を掲げる田中知事に対して、対抗する保守系野党と支持する多

数の県民という構図がありました。保守系野党のダム建築推進政策は土木・建築業などの業界と

のつながりによるものでした。

教育問題では、本来は高校統廃合支持派の保守系会派が県教委の再編整備案に反対していった

のは、県民の反対の声によるものでした。とりわけ統廃合対象とされた高校の地元選出県議は住

民・地元自治体の反対世論に動かされて行動しました。

田中知事は、密室で統廃合計画を立案したと批判された県教委案とその姿勢を支持しました。

一方、70 市町村議会が県知事と県議会に提出した「意見書」に対して、県議会で「高教組の要

請によるものだ」と発言しながら、県民の反対運動と高教組の運動とを分断し、また純粋な住民

の意見ではないと印象づけようとしました。しかし、県議会は市町村議会や「願う会」、高教組

などからの陳情や請願をすべて採択していきました。また、県議会として「県教育委員会におい

ては、高校改革プランの実施計画の策定にあたり、再編整備候補案をいったん白紙にするととも

に、推進委員会での論議に十分に時間をかけ、当事者である高校生をはじめとする県民の意見を

十分反映し、県民的合意が得られるよう慎重な検討を求めるものである」とする「高校改革プラ

ンの実施計画の策定についての慎重な対応を求める決議」を採択しました。

また、県議会は「高等学校改革プラン研究会」を独自に立ち上げて、教組や高校生集会実行委

員会代表生徒との懇談を重ね、県議会決議に沿った答申を議長に提出しました。2005 年 12 月

には、県議会や県民の声を無視する県教育委員長の再任人事案件を県会で否決しました。

（６）高校設置条例の改正

2006 年 3 月に県教委は、当初計画した対象校を 2007 年に再編整備すると発表しました。県

民の反対の世論を受け、県議会の多くの議員は強引で拙速な再編整備をなんとかストップさせよ

うとしました。ところが県教委は、統廃合する学校についての計画案の提案は県議会に出さず、

「募集停止」のみ県教育委員会で決定し、在校生がいなくなった時点で統合（学校名）案を県議

会に提案する策をとろうとしたのです。これは、長野県ばかりでなくほとんどの県の「高等学校

設置条例」が、（設置）第 1 条「学校教育法、地方自治法の規定に基づき、中学校の基礎の上に、

心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すため、高等学校を設置する」、（名称及

び位置）第 2 条「高等学校の名称及び位置は、別表のとおりとする」となっているからです。

つまり、所在地の変更や校名変更がある時には、「別表」の記載内容を改正するため議会にか

けなくてはなりませんが、反対されるので、この時点では統合案は提案せず、募集停止して統廃

合する学校の在校生が卒業するまでに提案するとしたのです。その時点で反対しようとしても、

すでに在校生はいないから反対できないという戦術です。条例では「募集停止」は県議会にかけ

る必要はなく、教育委員会だけで決定できるのです。

この県教委の策に対して、共産党県議団は全国の学校設置条例を研究しました。愛知県の東海

市と岩倉市が定めている学校設置条例には、第 3 条として「学校を廃止する場合は出席議員の 3

分の 2 以上の同意が必要である」という条項があることに注目し、この条文を付け加えるとい

う条例改正を提起しました。

この条例改正により県議会が高校統廃合の可否を判断し決定することになれば、県議会が教育

について重い責任を負うことになるとともに、教育行政への県議会の介入ではないかという声も
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あり、条例改正には慎重な県議もいました。しかし、県知事・県教委に対して県民世論・県議会

多数派の対立という中で統廃合が強行されれば、長野県の高校教育は取り返しのつかない混乱に

陥るという危機感が県民世論となり、こうした状況の中で条例改正案が共産党を中心に自民党県

議団なども加わり超党派で提出されました。

それは、（統合又は廃止）第 3 条「別表に掲げる高等学校を統合又は廃止する場合は、統合又

は廃止に係る当該高等学校の生徒募集定員を決定する前に、議会の同意を得なければならない。」

という条文の追加であり、「同意」については当初「3 分の 2」としていたのを「2 分の 1」とし

ました。この改正案は 7 月の文教委員会では 6 対 2、本会議では 44 対 12 で可決されました。

（７）県民世論による再編計画の「凍結」

この改正案が成立したにもかかわらず、7 月の県教育委員会定例会では「進捗状況はスケジュ

ール通り、今後もスケジュールにしたがってすすめる」と繰り返しました。翌月実施された県知

事選挙ではマスコミなどの予想を覆して田中知事は敗北しました。選挙戦の中で、田中知事は「選

挙後に速やかに臨時県会を開く」と述べ、対抗馬の保守候補は「県民の合意が大切」と述べまし

た。

田中知事の「脱ダム」政策や、「車座集会」による県民との対話姿勢を評価していた県民は世

論調査でも多かったのです。しかし、高校統廃合計画を強引にすすめていく県教委の背後に田中

知事の存在があることを県民は承知しており、そのことは後の強引な統廃合計画に対する反対世

論が最も高まった時期での知事選挙に大きな影響を与えました。

2005 年 6 月に再編整備候補校案を発表した同じ年の 9 月に実施された県民意識調査（長野県

世論調査協会）では、田中県政の個別政策の中で最も評価が高かったのは「少人数学級の拡大」

であり、「県立高校の統廃合」については「反対」28.3 ％、「どちらかといえば反対」20.6 ％で、

「賛成」16.9 ％、「どちらかといえば賛成」21.3 ％を 10 ％上回っていました。

これは、田中知事が高めてきた県民のシティズンシップ（主権者・市民意識）によって、デリ

ケートな教育問題で世論を無視して強引に進める田中知事自身が否定されるという結果をつくり

出したといえます。

9 月 13 日から開かれた臨時県議会に、県教委は 2 件の統合案については 1 年先延ばしすると

した変更以外は、実施計画内容をそのまま提案しました。この提案について文教委員会は 9 件

の統合案のうち、学校関係者や地元住民の合意がほぼ得られている 3 統合案以外の 6 統合案を

否決し、本会議でも同じ結果となりました。県教育委員会は 9 月 26 日に臨時会を開催して、否

決された 6 件の統合案のうち、1 件については「施設整備を行い、県議会の同意を得て実施して

いく」としましたが、5 件の統合案と 2 校を多部制・単位制へ学科転換するという案については

「凍結」と決定しました。2 校の多部制・単位制への学科転換「凍結」は、それにともないその 2

校に統廃合が予定されていた 5 校の定時制・通信制の存続という結果にもなりました。

知事選挙後教育長は辞任し、新知事のもとで強引に整備統合計画を推進してきた中心であった

教育次長（行政職）は更迭され、また教育委員長・教育委員の辞任、新教育委員及び新教育委員

長の選任と、県教委事務局と教育委員会の人事の刷新が図られました。2007 年 6 月、県教委事

務局は「凍結」していた 7 件について、事実上の「撤回」を県教育委員会定例会に提案し決定

されました。
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２．統廃合から学校を守るために（長野のとりくみから学ぶこと）

（１）住民の意思が県議会に反映されたこと

統廃合を阻止できた最大の原因は、経過で詳しく述べたように、「願う会」を中心に高校統廃

合反対のネットワークが全県的につくられ、学習会や集会、署名、新聞意見広告などで県民の関

心を高め、世論をつくっていったことです。

「もともと学校は地域がつくったものであり、地域の財産である」ということが住民に理解さ

れ、「学校を守る」という世論が形成され、その世論がそれぞれの地域から出ている県会議員を

動かしていきました。住民の意思は県議会を通じて反映され、教育政策決定への住民参加が達成

されました。運動の中心になったのは、対象校とされた学校の卒業生たち、つまり同窓生でした。

対象校の中には地域の中であまり評判の良くない学校もありました。自分が卒業した時には地域

で唯一の中等学校で優秀な生徒たちを育てていたのに、現状は全く異なっており、こんな学校な

ら廃校になっても仕方ないという声も存在しました。そんな思いを乗り越えて学校の集会に参加

する中で高校生や教職員たちと交流しながら地域の学校としての大切さに気づき、共に学校づく

りをしていこうと考えるようになり、地域の人々に学校を守ることを訴えていったのです。

高校生たちは自分の学ぶ学校のことではないのに、友達の学ぶ学校や中学まで不登校で初めて

居場所ができたという定時制高校生の学校を守ろうと全県高校生集会のために努力しました。こ

れらの人々は、新自由主義によって広がっている消費者としての個人主義を乗り越えて、他者の

学習権や学校の存在について考えていき、討論による連帯の輪をつくり出したのです。

（２）生徒・父母・住民が主体の教育運動が展開されたこと

首都大学の乾彰夫氏は、これまでの教育運動が「どちらかというと教職員の結集を軸に、そこ

への父母・市民の支持を組織しながら、教職員組合が中心となって行政に要求をぶつけるという

スタイルであったとすれば、現在、問われていることは、父母・市民や子ども・青年自身が、教

職員とともに運動の主体となるということである」として、新しい「運動ヘゲモニーを形成して

いくための戦略と運動スタイルの確立が求められている」と指摘しています。長野県の高校統廃

合反対の運動はまさしく高校生・卒業生・父母・住民が主体的に運動したものであり、新しい教

育運動のスタイルとなりました。

文科省は 2005 年に、「学校統廃合に当たっては地域住民の理解と協力を得て行う必要がある」

と通達を出しており、住民が反対に立ち上がれば大きな力となります。その父母、住民には様々

な政党支持、宗教、思想信条の人々がいますが、「教育と学校を守る」ためには一致できるとい

うスタンスのもとに、高教組はそのネットワークを結びつける役割を果たしたのです。

学校のあり方を生徒・父母・同窓生・地域住民がともに考え学校を守ったとりくみは、学校づ

くりは普段からこれらの人々の参加と共同ですすめていくことの重要性を裏づけています。つま

り、学校を守るためにこれらの人々の力を借りたのではなく、これらの人々が学校をつくってい

るという考え方、そのシステムづくりこそ求められています。

（３）統廃合理論に対して反対する理論が世論になったこと

学校を整理統合する理論として、少人数学校維持では財政効率が悪いとする「費用対効果」論、

少人数では教育効果が上がらないとする学校「適正規模」論、定時制高校を統合してその良さを

生かしていくとする「多部制・単位制高校よりまし」論などが提出されました。これらの理論は

全国の学校統廃合の際によく使われているものです。しかし、これらの理論に対して反対する理

新たな高校教育政策・第２次提言
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論の方が世論に受け入れられたのです。

「費用対効果」論も「適正規模」論も定時制高校統合論も、いずれも少人数の学校に金をかけ

るのは財政効率が悪いとする理論です。この理論で対象とされた高校は、特に地域高校と定時制

高校でした。しかし、地域高校はもともと地域住民が地域の子どもたちの教育を保障するために、

住民の力によって設立した自治体組合立の学校が多く、それが県立に移管されたものでした。こ

こから、「県立高校は県民の財産であって、県教委の持ち物ではない」という統廃合反対のスロ

ーガンがつくられました。このスローガンが統廃合理論に打ち勝つ世論となっていったのは、そ

れまでの学校づくりを教職員と生徒・父母・地域住民がともにすすめてきた蓄積があったからで

す。また、それぞれの学校の同窓会は「わたしたちの母校を守れ」と立ち上がりました。そして、

学校がなくなることは地域がなくなることにつながるという意識が地域住民に広がっていきまし

た。ここには、競争によって「負け組」になった会社や学校は淘汰されて当然という新自由主義

の考え方との理論闘争がありました。

また、「少子化の中で統廃合は仕方ない」とする考えには、「30 人学級を実現すれば各学校の

現有クラス数を維持できる」とする高教組の試算に基づく訴えが効果的でした。

（４）新自由主義的手法による統廃合との関係

東京都ですすめられている学校統廃合の特徴は、新自由主義的手法ですすめられていることで

す。それは、まず通学区を撤廃して学校選択制を導入し、子ども・父母から「選ばれない学校」

は定員割れしていき、それらの学校は統廃合するしかないという手法です。さらに東京都で最も

早く学校選択制を導入した品川区のように、「学校統廃合はしない」と区民に約束していたが、

施設一体型の小中一貫校設立で実質的な統廃合を行う手法も出てきています。

長野県の高校で計画された統廃合も、その前段階として 12 通学区を 4 通学区にしたために、

都市部校に志望が集中して地域校の定員割れを促進し、顕著な小規模校は統廃合の対象にされま

した。しかし、東京のように地域性が弱く、また巧妙な手法をもってすすめる統廃合とは異なり、

反対運動は強く展開されました。

（５）東日本大震災復興を利用した統廃合について

東日本大震災の復興がすすめられていますが、「復興」を利用した消費税増税や TPP 協議推進

などが政府と財界によって強行されようとしています。こうした大惨事を利用して新自由主義経

済改革をいっそう強行していくことが世界的にすすめられてきましたが、それを描いた『ショッ

ク・ドクトリン』（岩波書店）の著者は「惨事便乗型資本主義」と呼んでいます。この本の中で、

新自由主義の理論的指導者であったミルトン・フリードマンが、米国ニューオリーンズを襲った

ハリケーン・カトリーナの水害をまたとないチャンスとして「この地に教育バウチャー制度とチ

ャーター・スクールを導入して教育改革をすべき」と説きました。その改革はブッシュ政権と財

界の支援で推進され、災害から 1 年 7 ヵ月後には公立校は 123 校から 4 校に激減し、民間のチ

ャーター・スクールは 7 校から 31 校になり、4,700 人いた教職員組合員は全員解雇されたと報

告されています。

東北では、被災により年末の 12 月現在で利用できない小中学校は 8 市町村の 24 校、このう

ち他校の校舎や他施設を利用している学校は 19 校、仮設校舎による学校は 5 校です。読売新聞

(12 月 22 日付)によると、被災校の統廃合を決定、または検討中なのは、大槌、大船渡、陸前高

田の３市町。大槌町では統廃合したうえで、小中一貫校の導入を目指しており、4 小学校を統合
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して中学との一貫校と、もう 1 校の小中一貫校を検討中で、復興基本計画に盛り込まれるとの

ことです。

このように、災害復興を利用して学校を統廃合し、小中一貫校にしていくという新自由主義教

育改革が進行しつつありますが、その本質を父母・住民に知らせ、急速に運動化することが求め

られています。その際、災害時に避難所（避難できる場所、炊き出しできる給食室、応急処置で

きる保健室）として重要な機能を果たした学校を、統廃合によって地域から失くしていくことは

災害対策としても大きな損失であると訴えていくことが必要です。

３．「地域の高校」を地域住民の参加と共同で

「地域と教育」「地域と学校」については、「地域教育計画」から「地域に根ざす教育」「地域

に根ざす学校づくり」ということが戦後の民主教育でとりくまれてきました。

文科省は、1987 年の臨時教育審議会の最終答申で「『開かれた学校』への転換を促進し、家庭

・学校・地域が相互に連携・融合するようなシステムをつくること」を提唱し、学校評議員制度、

学校運営協議会制度を実施してきました。そして、民主党の教育政策では学校理事会制度につい

て提唱しています。これらの制度のねらいには、経済同友会の「合校」提言にみられる「学校の

スリム化」論と、学校の管理運営に外部評価を導入するという考えがあり、父母・地域住民は消

費者として参加するという新自由主義的なものです。

一方、私たちのすすめている「参加と共同の学校づくり」は、従来の教職員の専門職性中心の

学校自治を発展させて、子どもの学習権と父母の教育権を生徒・父母の参加と共同により保障し

ながら、教職員の教育の自由と教育権限の正統性を確保し、新しい学校自治を実現するものです

（太田政男）。また、地域住民の参加は、戦後民主教育でとりくんできた「地域と教育」論をさ

らに発展させることになります。

（１）学校を地域に開き、父母・地域住民が参加し共同する学校づくりを

文科省がすすめてきた「学校評議員」制度や「地域運営協議会」制度、さらに民主党の考えて

いる「学校理事会」制度は、父母と地域住民が学校に参加し、教職員・生徒とともに学校づくり、

地域づくりについて話し合い、共同していくというものではありません。そこには何より大切な

教師と生徒の参加はなく、私たちのすすめる参加と共同の学校づくりとの違いがあります。

生徒が参加して「フォーラム」などの場で地域住民や同窓生と話し合うことができれば、生徒

たちは職業について学び、地域の課題について考え、地域づくりに参加していくことができるよ

うになります。そして、学校づくりと地域づくりの共同が生れます。

（２）生徒の学校参加と地域参加を

第１次提言では高校生の学校参加について述べましたが、生徒たちは「三者協議会」などで学

校運営に参加することによって主人公意識、主権者意識を向上させていくことが報告されていま

す。さらに、生徒たちは地域の課題について学び、調べ、発表し、さらに課題解決のために地域

住民と話し合い、まちづくりに参加して住民と協働していくことで、シティズンシップ（市民意

識）を向上させていることも報告されています。学校の進路講話や総合的な学習の時間などで同

窓生や地域住民を講師に職業や地域の歴史や課題について学び、話し合う場をつくることから始

めましょう。

文科省や教育委員会の教育政策は、狭義の学力向上や大学進学率の向上にばかり重点を置き、
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主権者・市民を育てていくという課題がおろそかになっています。このことは、日高教の全国高

校生意識調査の結果にも表れていて、世界中で実施されている「18 歳選挙権」について賛成し

ている高校生は 2 割しかいないという主権者意識の低さに表れています。

2011 年 11 月に行われた大阪市長選挙では、「政治には独裁が必要だ」と述べた候補を、投票

した 20 代・30 代の若者たちの 75 ％が支持したということも起こっています（「学生維新の会」

など）。若者うけするパフォーマンスの効果もありましたが、日本の子どもたちが学校参加・社

会参加という民主主義の体験をつんでいないために、賢い主権者に育っていないということも要

因ではないでしょうか。主権者・市民教育は社会科などでの知識による教育だけでは不十分で、

討議と参加体験による教育の必要性が世界的に言われています（ユネスコ「リテラシーとシティ

ズンシップの促進」2008 年参照）。

（３）生徒・若者の要求と必要に応え、地域をつくる教育実践を

これまで日高教が紹介してきた辰野高校・望月高校（長野）や小川高校（茨城県、生徒会「か

してつ応援団」の鹿島鉄道存続運動）、美瑛高校（北海道）などの「フォーラム」と地域活動の

実践は、高校生たちが地域住民と話し合い、より良い地域づくりのための活動を地域住民ととも

に展開して、地域の活性化にとりくんできた活動です。この活動は住民の要請による単なるまち

づくりボランティア活動ではありません。

小川高校の生徒会は、自分たちの通学路線である鹿島鉄道を廃線から守るために、沿線の高校

の生徒会に呼びかけ、また地域住民の足を守るためにも大人と共同してとりくみました。また、

辰野高校の生徒会は、学校のある地域を若者にとって魅力のある町にするために、魅力あるまち

づくり構想の発表、町営プール廃止反対、商店街の活性化のためのフリーマーケットや生徒会店

舗の出店などにとりくみました。

これらは新自由主義政策が地域を破壊していくことから地域を守り、学校と地域が共存してい

く持続可能な地域社会をつくっていくという、地域をつくる教育実践なのです。「何か社会のた

めに役立ちたい」という若者たちも 6 割（2011 年調査）にのぼり、30 年前と比較すると 2 倍に

なっています。

（４）自治体による学校への支援を

義務教育の学校は市町村の管轄ですが、この基礎自治体が都道府県立の高校にさまざまな支援

をするケースが増えています。特に、過疎地などの地域高校を守るために通学費補助や部活動補

助などの財政的援助をしている市町村があります。学校がなくなれば地域で生活できなくなり、

過疎化をさらに進行させ、地域崩壊の危機があるからです。学校統廃合から学校を守ることは地

域を守ることにつながります。そのためには基礎自治体との連携、基礎自治体への支援要請が大

切です。

全国で「フォーラム」を実施している学校からは、「フォーラム」の話し合いに役場の担当職

員を派遣してもらい、生徒たちと話し合ってくれていると報告されています。辰野高校の「フォ

ーラム」には、辰野町長あるいは副町長、そして各分科会にまちづくり政策課、生活環境課、保

健福祉課、商工建設課、教育委員会の担当者が参加しています。さらに町議会、商工会、国際交

流協会、民生児童協議会、ハローワーク、区長、各中学、小学校、短大からも参加があります。
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（５）学校づくりと地域づくりを結びつける実践を

1980 年代には多くの高校が荒れていて、それが「進学校」以外の高校では 90 年代まで続き

ました。生徒たちは通学路のマナーや電車のマナーなどが悪く、地域住民から学校が迷惑な存在

として見られるようになり、学校と地域の関係が悪くなりました。毎日のように地域住民から寄

せられる苦情に教師たちも苦悩し、学校を地域から閉ざす傾向がでてきました。しかし、90 年

代の後半から、むしろ学校を地域に開くという多様なとりくみが始まり、学校づくりと地域づく

りを結びつける実践になっていきました。

「フォーラム」などの話し合いの場に参加すると大人の発言は攻撃的から教育的になり、生徒

たちはパプリックな場でマナーなどを身に着けていき、お互いに避け合うのではなく、互いに話

し合いコミュニケーションをつくっていくことができて、学校づくりと地域づくりにつながって

いきました。

現在、頭髪指導で帰宅指導するという、学習権を侵害する管理主義的指導が全国的に行われて

いますが、こうした指導では権力に対して物言わずに従う人格をつくるだけで、民主的な人格形

成にはなりません。地域の大人との話し合いや活動によってマナーを含めた市民性を身に着けて

いくという考え方こそ教育的思考であり、それが生徒たちの成長を促していきます。

現在、無理難題を言い立てる父母・地域住民のことも問題になっていますが、なぜ無理難題を

言うのか、その原因は学校が開かれていないのではないかという観点から学校のあり方をみんな

で話し合い、生徒のために父母・地域住民と共同していく道をつくっていきましょう。
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第１４章

生徒と向き合うことのできる

地域の小さな学校づくりと教職員の定数改善を

はじめに

第１次提言では、「基準に合わない子」を切り捨てない学校と居場所づくり、そのために「無

駄な事務処理や会議を見直し生徒とゆっくりとかかわれる時間をつくりましょう」「気になる生

徒とかかわる人が一同に集まって語り合う場をつくり、生徒を深く理解するとりくみをすすめま

しょう」と提起しました。

この章で提言するのは次の点です。

○少人数学級の実現

当面のとりくみとしては高校での学級収容定員を「標準」から「上限」規定にする運動をす

すめます。義務教育と同様の学級編成にすることは誰にも理解が得られます。収容定員を超え

る入学者や留年・転入等で収容定員を超えた場合、分割できます。

○地域に根差す小規模校の実現

公立高等学校の生徒の収容定員の基準（公立高等学校設置基準第 5 条）が廃止され小規模

校の存続・実現が可能となりました。

○多忙化の解決

生徒とゆっくりとかかわれる時間をつくるには校内の努力だけでは解決できません。上から

指示されての文書・報告書づくりなど事務処理や研修会・会議・出張の問題など、多忙化の問

題があります。生徒と向き合うことができるよう県全体で見直しをすすめるプロジェクトづく

りが必要です。県レベルでの検討と改善をすすめます。しかし、教職員の多忙化は制度内の努

力だけでは解消できません。持ち時間数の軽減、教職員定数改善など抜本的改善策が必要です。

高校の定数は 7 年間まったく改善されていません。抜本的改善を含む改善策をプロジェクト

として国に提案していきます。

○教職員定数の抜本的に改善と教職員の増

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ジョブサポーターなど、各学校で必

要とされる専門職種の人を配置できるよう法整備をします。そのことによってカンファレンス

が可能となり、教職員の負担が軽減されます。

１．青年期の発達の視点から小規模学級・学校を

朝に優越感、夕に劣等感と最も揺れ動く青年期こそ、精神的な安定感、それを支える人間関係

を、参加と共同の学校づくりによる高校生の発達の視点から重視しなければなりません。

第１次提言では「生徒の居場所をつくりましょう。また、学校の外にも自主活動できる生徒の

居場所をつくりましょう」と提起しました。それを可能とする条件は、小規模校学級・学校をつ

くることです。

「悩みや進路について学校の友だちには語りません。競争相手ですから」という関係でなく、

生徒が生徒・教職員とつながり、お互いの存在感を認め、学級・学年・学校・地域に居ることが

当然であると認められる場所が必要です。
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管理や競争につながる大規模な学校では一人ひとりの存在価値が発揮できる機会が与えられ

ず、多くの生徒が劣等感や孤独感から自己を肯定的に見られなくなります。成績や行動で目立つ

生徒が指導の対象になり、「目立たない生徒」は指導の対象となりません。指導の対象とならな

い、かかわられることのない生徒をつくらないために、小規模学級・学校にすることが大切です。

小規模の中で誰もがその存在が認められ、「つながり」があり「学校や地域の中で何らかの役割

かある」ことが居場所になります。安心できる居場所が青年期に最も重要なものとなります。

２．少人数学級の実現に向けて

学校の中で何らかの役割かあり存在感を持てるようにするには、現行の 40 人学級規模ではむ

ずかしいものがあります。40 人学級規模では、一人ひとりの生徒の特徴や性格にみあった豊か

な教育やきめ細やかな個別指導をすることができないため、「事務的・機械的」となり、管理主

義的になる危険性が強く、理解のおくれがちな生徒を生み出す条件となっています。

生徒の個性と能力を伸ばすためには、自発活動を活性化させ、学習や生活の面での意欲や積極

性を引き出す集団づくりと、教科の授業の十分な準備と整理を欠かすことはできません。

また、40 人学級は現象的対応に追われ教科・特別活動において生き生きとした創造的・自主

的教育活動を困難にしている面もあります。また、高校での生徒たちの学習や活動は小・中学校

時より質量ともに変わり、大きくなり生徒の健康と安全の問題も見逃すことはできません。教師

・教師集団から見える規模にする必要があります。

後期中等教育にとって家庭と学校、保護者と教師の連絡、相互理解、提携は不可欠です。

海外においても「学習規模が 20 人程度以下になると学習効果が大」「生徒の感傷的な側面へ

の効果、教員に対する効果、教授課程への効果は、いずれも小規模学級の方が効果大」と「グラ

スとスミスの研究」など、アメリカやイギリスにおいて調査研究・報告されています。ＯＥＣＤ

諸国でも 25 人以下となっています。

３．学級収容人数を「標準」から「上限」規定に

小・中学校を 40 人以下学級で過ごしてきた生徒が、高校に入学すると 40 人学級になります。

小・中学校時よりも担任・教科担任との関係は疎遠な関係になります。また、地域の仲間ととも

に学んできた生徒が、学区を全県一区などに拡大されている現実から、地域の外に出る生徒が多

くいます。生徒間の関係も新たにつくることになります。新たな人間関係づくりから不登校・中

退問題を引き起こすこともあります。

個性の獲得期である青年期の人間関係づくりを考える時、高校の学級規模を小さくすることが

求められます。学級規模を小さくすることが高校不登校・中退を減らすことになります。

高校での学級収容定員を「標準」から「上限」規定にします。義務教育と同様の学級編成にす

ることは高校に入学しても小・中学校との条件が変わらないのですから、保護者にも理解が得ら

れます。収容定員を超える入学者・留年・転入等で収容定員を超えた場合、分割できます。例え

ば、収容定員が 240 人で、転入などで 245 人になった場合は、6 学級ではなく 7 学級にでき、1

学級が 35 人になります。地域校では 3 学級を 4 学級展開に、定時制高校では 1 学級を 2 学級に

展開することができます。

「上限」規定を導入することによって学級規模を小さくできます。生徒とのかかわりが持てる

ように改善できます。

全国各地で学級規模を小さくする努力がすすんでいます。
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福井県ではずでに 35 人学級になっています。愛知県では全日制の困難校対策として、1 学年

次のみ 20 ～ 30 人学級にしています。愛知県の定時制では 1 学年次を 20 人学級にしています。

京都市内の定時制高校では 35 人学級が実現しました。入試で「おれ、どうしたらええんや、

先がわからななくなった。イライラして八っ当たりした。…学校も下見したし、クラブもやりた

かったのに…。今年も家庭の事情で全日制を行けんようになって、定時制を受け落ちたヤツもい

ると思う」と希望を失った無念さを語る生徒の声を受けて、父母・市民でつくる「京都定通みん

な会」などが要請して少人数学級が実現しました。

岡山県では高等学校研究協議会で「募集定員を 40 人未満にするなどの対応を検討」すること

を決めました。

４．高校の小規模校化が可能に

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」（第 2 次地域主権一括法）の中で、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関

する法律」の「公立高等学校の生徒の収容定員の基準（5 条）」が廃止されました。この条文（公

立高等学校の生徒の収容定員の基準）は「公立の高等学校における学校規模」を定めた法律で、

「その生徒の収容定員が、本校又は分校の別に従い、本校にあっては 240 人、分校にあっては

政令で定める数を下らないものとする。ただし、本校における生徒の収容定員については、夜間

において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合その他政令で定める特別の理由があ

る場合は、この限りでない」というものです。この第 5 条が削除されたことで小規模校の存続

・実現が可能となりました。

岡山県では、「平成 30 年度を目途とする県立高等学校教育体制の整備について(第一次提言)」

において、「基盤整備の方策 2 地域の状況を踏まえた学校規模」の「基本的な考え方」として、

「各地域における高等学校教育を受ける機会の確保と教育水準の維持・向上に努める」としまし

た。「適正な学校規模等」として、「高等学校としての適正な学校規模については、教育効果と

円滑な学校運営の面から、1 学年 4 ～ 8 学級とする考え方を基本的には維持する」としながら、

「地域の状況に応じて学校規模や生徒募集定員を弾力的に扱うこととし、備北学区など中学校卒

業見込者数の減少が顕著な学区においては、1 学年の募集学級数を 4 学級未満にしたり、1 学級

の生徒募集定員を 40 人未満にするなどの対応を検討する」としました。さらに、「今後の再編

整備」として、「平成 30 年度を目途とした教育体制整備においては、更なる県立高等学校の再

編整備は極力回避する」と決めています。

高校再編整備において「適正規模」の名のもとに高校統廃合がすすめられましたが、その根拠

がなくなりました。

５．小規模校の実践の蓄積が全国にあります

群馬県立松井田高校では、「一人ひとりの生徒を大切にする」という実践をしています。校舎

にかかる二つの垂れ幕には、「強く正しく美しく」「ハートフル松井田高校」と書かれています。

生徒は「松井田高校の先生は生徒と同じ目線で、相談にのってくれる」「松高に入って初めて学

校が大好きになりました。私にとっても誇りです。好きな言葉は『やることに意義ある』」と言

っています。

このようなすぐれた実践が各地にあります。また、夜間定時制高校のほとんどが単学級の小規

模校であり、実践の積み重ねがあります。
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小中学校の教職員からの教育の指導歴が、地域外の高校に進学した場合は、指導歴を伝え交流

することが疎遠になりがちですが、地域の小規模校では、小・中学校とつながった指導が可能に

なります。とりわけ青年期は揺れ動く時であり、小・中学校の教職員との連絡体制は重要です。

生徒間とのつながりも密になります。

６．小規模校には「学校を変える力」があります

アメリカのセントラル・パーク・イースト中等学校のデボラ・マイヤー校長は、『学校を変え

る力』（岩波書店）の中で、長年の理論と実践から生徒の発達には学校規模を小さくする必要が

あるとして、6 つの理由をあげています。

① 全教職員が参加し持続して議論し、じっくり同僚と考えることができることを可能なのは

小さな学校である。小さな学校ならば運営面のことではなく、教育そのものが議論できるよ

うになるし、全教職員が意思決定にかかわることができ、自分たちの考え方や感じ方をその

まますぐに反映できる。直接顔を見ながら何度も対話することに強い教育力がある。新しい

試みがうまくいかない場合においてもすぐに変更し、さらに新しいとりくみができる。学校

が小さければ民主主義が実現しやすくなる。

② 職員が個別でなく共同で職務に責任を負うためには、互いの仕事が見えるようにしておか

なければならない。同僚に対して尊敬しつつも相互批判しあえる場も持てるようになる。小

さな学校ならば共同の実践として責任を持つことが可能になる。

③ 小さな学校ならば生徒一人ひとりにある課題が把握できる。生徒の把握はより多くの要求

を出せるようになる。子どもたち一人ひとりに対して教職員は責任を感じ、それぞれの見方

を共有することで厳しい状況の中でも活路を見出すことができる。生徒たちが何をやってい

るのか知っていることは、セーフティネットが失われている社会において重要である。

④ 小さな学校は安心感を与えてくれる。生徒が見えているので問題にすぐに対応できる。自

分を大切に思ってくれる人がちゃんと理解してくれるという安心感がある。

⑤ 小さな学校ではアカウンタビリティ（説明責任）のための複雑な運営組織や管理体制をつ

くることなく風通しのよい組織にすることができる。

⑥ 大人が形成してきた文化に触れさせることができる。大人が抱く知的基準や喜びに、子ど

もたちの目を向けさせることができる。文学や歴史、科学や数学、論理や根拠、精密さや的

確さ、より大きな世界で正義や公正さ、このような価値のコミュニティに大人と若者ともに

参加し世代を超えた交流ができる。教師と生徒だけでなく、上級生と下級生の間にもうまれ

る。

７．小規模校のメリット・デメリットは

小規模校のメリットは次の点です。

① 全職員が生徒一人ひとりの名前を知っていて、さらにそのうちの少なくとも数名の生徒に

ついては熟知しているような学校であり、保護者も気兼ねなく学校を訪れ担当の職員に会う

ことができ、担当職員たちも気軽にすぐ集まれる。

② 生徒と教師によって決定したさまざまな施策が、実際どのようにして実現され、またそこ

に自分がどのように影響を与えているかを目のあたりにすることができる。

③ 規模を小さくすることで自らの手で運営できる学校をつくることによって、生徒たちが現

状に立ち向かい、将来の解決策を見いだせるような教育をしていくことができる。

④ 教師が魅力を感じる学校なら、生徒にとっても魅力的な場所となりうる。
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⑤ さまざまな意見をめぐって激論するところを生徒は見、参加した議論の内容が、子どもた

ちの学習する内容に影響を与えている。

小規模校のデメリットの解決法には、次のようなことで可能です。

① 学校が小さければ多様なコースを提供できない。しかし、何校か連携し共同するならば特

別なコースを提供できる。学校の垣根を越えてスポーツ・チームや合唱団をつくることもで

きる。他の地域の資源も活用できる。

② 小さな学校では、互いが非常に親密であるために、個人的な関係が仕事上の障害になるこ

ともある。しかし、コミュニティの一員として対話を重視することで解決をはかる。

アメリカのデボラ・マイヤーだけでなく、「六―三型」、「Ｋ―８型」(幼稚園から日本の中学 2

年生まで)、「ミドルスクール型」の接続パターンの比較研究を行ったバーンズとルビーは、学校

「改革」としての学校タイプよりも、「最も教育効果に影響を及ぼした要因は近隣地区の子ども

が集まる小規模校である」と述べています。「小規模校は一人一人の子どもに指導が行き届き、

またすぐれた実践を校内全体に容易に普及させやすい」とまとめています。

８．高校教職員の定数改善を

中央教育審議会初等中等教育分科会は、「今後の学級編制及び教職員定数の改善について（提

言）」の中で、「高等学校における教職員定数の改善」について「高等学校段階の生徒の興味・

関心、能力等は極めて多様であることを踏まえ、生徒の進路希望達成に向けたきめ細かい指導や

義務教育段階の学習内容の定着を図るための指導等が重要である。また、不登校の生徒は全体の

1.6 ％、中途退学者は在籍者の 2 ％にのぼっており大きな課題となっているほか、発達障害など

高等学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒も増加している。このため、高等学校教育の諸

課題に対応するための教職員定数の改善が必要である」とまとめています。

高校生たちは「悩みや進路について先生に聞いてもらいたい。社会問題など先生から聞きたい

けど、先生方は忙しそうなので声がかけられない」「先生と語り合いたい」(季刊「高校のひろば」)

と願っています。教科研究と授業での関わりとともに、授業以外での生徒と関わりが持てるよう

な授業持ち時間の軽減が必要です。持ち時間を 12 時間に減らすために、教職員の抜本的な定数

改善が必要です。高校の定数は 7 年間まったく改善されていません。

教職員定数を改善し、教職員を増やすことが必要です。スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー、ジョブサポーターなど、各学校で必要とされる専門職種を配置できるよう法整

備をします。そのことによって教職員の負担が軽減されます。

９．経済の活性化につながる小規模校

地域に小規模校があることによって地域経済は活性化します。地域に高校は地域の文化センタ

ーとなります。そのことによって、教育課程も地域の課題を含んだものになります。地域の課題

にとりくむことは、地域の雇用につながります。地域の課題にとりくむことが、青年の居場所と

なります。地域での人間関係が不登校・中途退学者を減らします。また、通学費が軽減されるこ

とで父母負担も減ります。

１０．多忙化解消のためのプロジェクトづくりを

生徒と向き合うことができるよう、都道府県全体で多忙化問題を解消するためのプロジェクト

づくりが必要です。校内努力だけでは、生徒と向き合う時間をつくれことはむずかしいものがあ
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ります。上からやらされている仕事も多くあります。書類・研修・会議が本当に必要なのかプロ

ジェクトをつくり、不要なものを廃止するなどスリム化させることが必要です。

秋田県・宮城県・新潟県・岡山県など、各県で多忙化解消のプロジェクトをつくっています。

例えば秋田県では、教職員の事務負担の軽減につながる具体的な方策として、「Ⅰ事業等の見直

し」「Ⅱ会議、研修等の見直し」「Ⅲ調査物等の項目削減・廃止等」をあげて、多忙化を解消す

るためのものを提案しています。しかし、現行の教職員定数内の枠内での提案であるため、一定

の効果があるものの、多忙化の解消を実感できるものになっていません。

プロジェクトでは長時間過密勤務の実態、例えば時間外や年休が取れない状態や健康問題など

の実態をまとめ、保護者・県民に発信することで、教職員の多忙化を認識してもらうことができ

ます。持ち時間数の見直し、教職員定数改善など抜本的な改善を保護者とともに国に求めていく

とりくみが求められます。



69

新たな高校教育政策・第２次提言

第１５章

高校教育と高等教育をどうつないでいくのか
－青年期教育機関としての大学のあり方を視野に入れて考える－

提言の要点

○今や大学も「人格の完成（full development of personality）」をめざす「普通教育」を担っ

ています。

○大衆型になった日本の大学ですが、「大学全入時代」になったわけではありません。大学進学

率の上昇を阻んでいるのは高額な学費です。

○日本の大学が学生の親の負担で運営されていることが、大学の「市場化」を推しすすめ、大学

改革、大学入試改革の足かせになっています。

○大学への国からの助成、わけても私立大学の経常費補助の大幅な増額が必要です。

○授業料の軽減によって、誰もが一生に一度以上は利用できる大衆教育機関としての大学をめざ

すべきです。

○すべての人が大学を利用することができるよう、地方大学を増設・整備することが必要です。

○大学からの出口問題、雇用の保障は喫緊の課題です。

１．「人格の完成」をめざす「普通教育」は大学教育の目的

（１）学校教育法の大学教育の目的に「普通教育」はない

大学とは何をするところでしょうか。

学校教育法では、大学教育の目的について「大学は、学術の中心として、広く知識を授けると

ともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的と

する」と示しています。

同法は、小学校から高校までの教育の目的として、「義務教育として行われる普通教育のうち

基礎的なもの」（小学校）、「義務教育としての普通教育」（中学校）、「高度な普通教育及び専門

教育」（高校）、「義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育」（中等

学校）を施すこととしています。大学の教育の目的はこれらとは大きく異なっています。

憲法第 26 条は、すべての国民に「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」として

います。普通教育とは、「人が人たることに必要な、または国民生活に不可欠な共通の普遍的な

教養、教育内容」（堀尾輝久『いま、教育基本法を読む』ほか）です。それはまた、教育基本法

にいう「人格の完成を目指す」教育でもあります。さらには、子どもたちを明日の社会を担うに

足る成熟したおとなとして成長、発達させるための教育ということもできます。

しかし、学校教育法を見る限りでは、「人格の完成」をめざす「普通教育」を保障するのは高

校までということになっていて、大学は「普通教育」を行なう場であるとは考えられていません。

つまり、義務教育から高校までの 12 年間で子どもたちは標準的には十分におとなになっている

ので、大学では「普通教育」を課題としない、つまり、現実はともかくとして、学校教育法では

「大学に入ったら一人前のおとな」であるという建前で考えられているのです。

学校教育法が作られたのは 1947 年です。一部の私立大学が新制大学として名乗りを上げた翌

年の 1948 年は、大学数 12 校、学生数は 1 万 1978 人でした。1949 年に新たに 178 校が新制大
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学になりましたが、1950 年代の大学への進学率は 8 ％程度にとどまっていました（「学校基本

調査」）。

この時代には、「普通教育は高校まで」という認識が一般的であったとみてよいのではないか

と思われます。大学教育の目的は当時の大学進学率を踏まえて、いわば「人格の完成」のあとに

「知的、道徳的および応用的能力を展開させる」ものとして考えられていたのです。戦後の大学

教育には、実態はともかく、建前としては、「人格の完成」や「普通教育」は期待されていなか

ったのです。

（２）今や大学も普通教育を担っています

現在の大学進学率は 54.4 ％（2011 年）です。日本の大学入学者のほとんどは高校卒業直後か

ら 1 ～ 2 年後の青年たちであることから考えると、20 歳前後の青年のおよそ半数が大学に通っ

ていることになります。また、社会の複雑化とともに、青年が成熟したおとなになるためには、

これまで以上に多くの時間と機会が必要になっています。こうした大衆化した段階での大学教育

に期待されているものは、新制大学創設のころと大きく異なっているはずです。

1955 年の高校進学率は 51.4 ％で、現在の大学進学率は 1950 年代後半の高校進学率に相当し

ます（「学校基本調査」）。大学が「リメディアル教育」と呼ばれる高校教育内容の補習（リメデ

ィアル）ばかりか、基本的な生活習慣や学習習慣などの「スチューデント・ソーシャル・スキル」

（山田礼子「導入教育の実態－学部長調査の結果から・中間まとめ」）までも課題にしなければ

ならなくなったのには、この量的な変化（大衆化）が影響しています。

大衆化した大学が、進学率が 8 ％程度だったころの大学と同じであるはずがありません。大

学が学生を「大学に入ったら一人前のおとな」とみなし、彼らに学歴や資格・技能といったもの

を、いわばオプションとしてつけ足すだけでいいのでしょうか。「人格の完成」をめざす学びと

は、自己のあり方を問い直し、自己を作り直すような学びでもあります。大学での学びも「人格

の完成」をめざす学びであり、明日の社会を背負って立つおとなとして成熟するための学びでな

ければならないということを、今あらためて確認すべきなのではないでしょうか。大衆化した大

学の目的には、「人格の完成」をめざす「普通教育」が含まれるべきではないでしょうか。

現代の青年が大学での教育を受けながら、ゆっくりとおとなとして成熟していくことは、今や

社会にとって必要なことになっています。ただし、大学に行かない青年たちにも、他の場所でそ

の機会が保障されなければならないことはいうことはいうまでもありません。

２．日本の大学の現状

（１）トロウ・モデルと日本の大学

アメリカの社会学者トロウ（M.Trow,1949 ～ 2007）は、当該年齢人口に占める大学在籍率が 15

％までの高等教育をエリート型、15 ％～ 50 ％までを大衆型（マス型）、そして 50 ％を超えた

ものをユニバーサル・アクセス型と呼びました（「ユニバーサル・アクセス」とは「誰でも利用

できる」というほどの意味です）。そして、この区分ごとに大学は多様な側面で異なった特徴を

もつとしています。

このトロウ・モデルは、今日の大学を論じる場合によく引用されますが、各国の教育制度の違

いもあって、必ずしもトロウのモデルどおりに大学が変遷していくわけではなく、ヨーロッパ諸

国ではトロウ・モデルどおりには高等教育は拡大しなかったといわれます。このモデルを日本の

教育にそのままあてはめていいのかという議論もあるのですが、アメリカと同様、あるいはアメ
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リカ以上に大学の市場化が進んでいるこの日本で、このトロウ・モデルを使って大学を分析する

ことには一定の意味があると思われます。

このトロウ・モデルを日本の大学に当てはめると、進学率 54.4 ％（2011 年度）である現在の

日本の大学は、エリート型を超え、ちょうど大衆型からユニバーサル・アクセス型へと移行する

段階にあたっているとみることができます。ユニバーサル・アクセス型に移行しているかの断定

には若干の留保が必要だとしても、日本の大学はすでにエリート型ではなく、少なくとも大衆型

になっているということはできます。

さらにトロウは、「高等教育がマス段階に達した後もエリート的高等教育機関は存続する」と

しており、大学全般をみれば大衆教育機関という性格の強い日本の大学であっても、その一部に

エリート型の高等教育機関があるように、その内部に大きな格差を抱え込んでいます。また、学

生の選抜方法も、学業成績や試験の結果などの能力主義的基準によるエリート型の選抜と、能力

主義的基準を採用しつつも、推薦入試やＡＯ入試など知的能力とは関係のない大衆型の選抜基準

が共存していることもトロウの類型論にあるとおりです（中村高康「推薦入学制度の公認とマス

選抜の成立」、岩田弘三「日本における教育接続の戦後史」）。

第１次提言で述べたように、日本の大学への選抜は「いまでは『過熱』というよりは『弛緩』

と表現したほうがふさわしい状態になっている」にもかかわらず、「社会的威信や偏差値の高い

大学をめざす競争の世界では、相変わらず過熱した学力・受験競争が存続している」（児美川孝

一郎『権利としてのキャリア教育』）ことは、現在の日本の大学が大衆型の段階になっているこ

とで説明できます。

（２）「大学全入時代」という断定の誤り

日本の大学が、エリート型から大衆型、さらにはユニバーサル・アクセス型になりつつあると

いう認識を踏まえてでしょうか、1999 年 12 月の中央教育審議会の答申（「初等中等教育と高等

教育との接続の改善について」）は、「高等教育機関への進学者約 110 万人のうち、相当数は実

質的に競争なしに入学していると言える」として、大学入試に関して「過度な競争はなくなった」

と論じました。大学の大衆化による量的な拡大と少子化の進行によって、国公立大学やいわゆる

難関校をめざさないかぎりは、大学は入りやすくなってきているということは事実です。しかし、

これをもって「進学を希望すればだれでも大学に行けるようになった」と解釈し、「大学全入時

代」が到来したと断言してよいのでしょうか。

例えば、所得の上昇を上まわって高騰している授業料、給付制度を持たない貧困な奨学金政策

のもとで、進学のための費用を工面できない生徒にとっては、大学への進学はほとんどかなえら

れることのない夢でしかないのです。大学進学の意欲や学力は充分であったとしても、経済的な

事情で大学への進学を断念せざるを得ない生徒の存在をどう考えたらいいのでしょうか。こうし

た生徒たちにとっては、いまだ「大学全入時代」ではないのです。

（３）大学進学率の上昇を抑えてきた高額な学費

大学への進学率は順調に上昇してきたわけではありません。1975 年には 26.7 ％であった大学

進学率が、40 ％を超えたのが 2002 年、2009 年になって 50.2 ％と、はじめて 50 ％を超えます。

そして 2011 年に 54.4 ％と、大学進学率が倍になるまでに 40 年近くかかっているのです。順調

に上昇してこなかった原因の一つは、その高額な学費にあるといっていいでしょう。

しかも、進学率 50 ％はきわめて不安定な状態であるとの指摘もあります。すなわち、「もし、
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学力の高い順に進学がきまっているとすれば、該当年齢人口全体の学力の平均値（偏差値 50）

が、進学／非進学の線引きになるとは考えられないから」です（矢野眞和・濱中淳子「なぜ、大

学に進学しないのか」）。学力が正規分布しているとするならば、偏差値 50 の前後で最も人数は

多くなるはずであり、進学率 50 ％とは、このかたまりの中に、学力が平均より低いが進学して

いるもの、学力が平均より高いが進学していないものがいるということです。ここで「進学／非

進学の線引き」になっているものは、高額な授業料の私費負担です。

今後、大学にかかわる私費負担が大きく改善され、経済的な事情で大学進学をあきらめていた

層にも大学進学が保障されていくとすれば、大学への進学率が 50 ％台にとどまるということは

ありえないのではないでしょうか。進学率を 50 ％にとどめずに、希望するすべて若者に大学教

育が保障されるようになることは、大学も青年を明日の社会を担うに足る成熟したおとなとして

成長、発達させるための「普通教育」を担うべきであるという本論の出発点に照らしても意味あ

ることであると考えます。

３．親負担による大学運営が大学の市場化を招いた

日本の私立大学の経常的経費のうち、国からの助成金は約 10 ％にとどまっています。1970

年の私立大学への補助金制度の創設、1975 年の私学振興助成法以来の大学への補助金は、わず

かずつ増額されていますが、それ以上に大学の経常的経費が増大しているため、補助割合でみる

と、1980 年の 29.3 ％をピークに減り続けています。2009 年は 10.8 ％であり、そのほとんどの

教育費を学生の父母に頼っている私立大学は、日本の大学の 8 割をも占めています（矢野眞和

『「習慣病」になったニッポンの大学』など）。

しかし、大学で学ぶための費用のほとんどを学生の親に頼るという日本の教育費の現状は、他

国にも見られる一般的な傾向ではありません。

日本の大学への進学率が、トロウのいうように 15 ％を超え、大衆型の大学に移行したのは

1960 年前後です。大衆化によって高等教育は文字通り大衆に開かれていくため、それまでのエ

リート段階での大学がもっていた高等教育の質を維持するということと、大衆型になったことで

生じる高等教育の量的な拡大をどのようにバランスさせるか、すなわち大学教育の量と質のバラ

ンスは、高等教育の主要な課題とならざるを得ません。

西欧の高等教育がこの質の維持と量の拡大をともに公的な負担を増やすことによって達成し、

アメリカでは、質の維持を私立の大学が在籍者の私費負担によってまかない、量的な拡大は「州

立大学」などの公立の大学の拡大という公的な負担によってまかなうという方法をとりました。

しかし日本では、この量的な拡大を私立大学の拡大でまかない、維持すべき質は国公立大学で

公的にまかなうというアメリカとは正反対の路線ですすめられてきたのです。量の拡大を私立大

学が担ったということは、日本では学生とその父母の経済的な負担によって大学教育の量的な拡

大を行なってきたということになります（矢野眞和・前掲書）。

すでに触れたように、1950 年代の大学進学率は 8 ％前後であり、学校数にして 201 校（1950

年）から 239 校（1959 年）へ、学生数にして約 22 万 5000 人（1950 年）から約 60 万人（1959

年）へと推移します。1957 年の「スプートニクショック」によって、理工系大学・学科の増設

の増設がはかられることで大学はさらに量的に拡大しますが、大学進学率 50.2 ％とはじめて 50

％を超えた 2009 年には、773 校で約 280 万人が学んでいます。

私立大学だけでみると、1950 年度には学校数で 105 校（52.2 ％）、学生数で 13 万 6287 人（60.6

％）でした（カッコ内はそれぞれ大学総数に占める割合及び学生総数に占める割合、以下同様）。
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これが経済の高度成長を経て飛躍的な増加をみせます。1970 年度には学校数 274 校（71.7 ％）、

学生数 104 万 6823 人（74.4 ％）となりました。さらに 1990 年度には、学校数 372 校（73.4

％）、学生数 155 万 613 人（72.7 ％）、2010 年度には学校数 597 校（76.7 ％）、学生数 170 万 1834

人（73.4 ％）となっています（「学校基本調査」）。戦後の高等教育の普及は、主に私立大学の増

設によるものであることがわかります。

なぜ 1960 年代に私立大学の増設による大学の量的な拡大が可能になったのでしょうか。それ

は、1960 年代を通じて日本の経済が飛躍的に成長したことで、学生とその父母が高額な私立大

学の学費を負担することが可能であったこと、また高度成長による将来への明るい見通しが背中

を押した結果であると考えられます。しかし、大学の量的な拡大が主に私立大学によって担われ

たために、日本では大学の費用は、国公立大学でないのなら、私費で負担することが当たり前と

してとらえられるようになっていったのです。

この私費による負担が当たり前という意識が、日本では大学教育のあり方を大きく規定してい

るといっていいでしょう。私費負担によって大学教育を受けるのだから、その恩恵は費用を負担

した個人に還元されて当然とする意識が生まれ主流となっていきます。大学の経費を教育を受け

るものの私費でまかなうという体制が、教育を消費の対象としての「商品」としてとらえる意識

の広がりや大学の市場化を推しすすめてきたのです。

４．大学改革・大学入試改革の足かせになる大学教育費の私費負担

（１）少子化のなかでの大学の存立をめぐって

大学の市場化のなかで、高校生の激しい進学競争の目標となっている一部の大学を除いて、今

かなりの数の大学が定員割れを起こし、きびしい経営を強いられています。定員充足率が 100

％に満たない大学は、2010 年度には 569 大学のうち 217 大学にも及び、うち 50 ％に満たない

大学は 13 校もあります（日本経済新聞など）。

大学の維持存続のためにさまざまな改革が行なわれていますが、日本の私立大学が学生の親に

よる経済的負担によって経営され、そしてその学生になるはずの高校卒業生、すなわち 18 歳人

口が減っている以上、大学制度や大学入試制度の変革をどのように考えても、親負担による学校

の経営という私立大学の財政的な制約がその改革の足を引っ張ることになります。

（２）大学の「ダウンサイジング」は実現可能か

例えば、「全国の大学が人口減の比率に歩調をあわせてスライド式に学生定員を減らしていけ

ば、大学数は変わらず、一大学当たりの学生数だけが減る。この選択肢が大学の社会的使命を考

えると、日本の大学に残されたオプションの中ではベストのものである」（内田樹『狼少年のパ

ラドクス』）のように、ダウンサイジングによって大学の存続を図るという考え方もあります。

しかしこの知見が現実のものにならないのは、国からの助成金がほとんどあてにならないなかで、

学生数を減らすことは大学の経費を学生数に応じて削減することであり、そのことで大学の経営

が成り立たなくなるおそれがあるからです。学生の授業料収入を主な財源としている大学にとっ

ては、学生数を減らすことは経営上かなりの危険をあえて冒すことに他ならないのです。

そのほか、欧米のように大学を入学しやすく、卒業しにくいシステムにすることで、大学生の

学力の伸長を図るべきである、あるいは入学試験を難しくして大学生の学力の底上げを図るべき

であるなど、大学の改革についてさまざまな戦略が語られます。しかし、そのことが原因で学生

が集まらなくなって経営が成り立たなくなるというおそれがある以上、これらを現実のものとす
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るにはかなりの困難をともないます。

（３）大学入試改革の可能性と限界

また、大学入試をどのような姿にすればよいかについての改革案も出されています。

例えば、北海道大学の研究報告書「高等学校段階の学力を客観的に把握・活用できる新たな仕

組みに関する調査研究」（2011 年）は、新たな「高大接続テスト（仮称）」を提唱しています。

報告は「大学入試の選抜機能に高大接続の学力把握を依存していた状態を根底から改め、高校

教育の基礎的な達成度を確実なものとすることによって高等教育への学力面での接続を図るもの

である」としています。また報告は、「高校教育段階の学力を客観的に把握・活用できる新たな

仕組み」としての「高大接続テスト（仮称）」を提唱することで、「一部の国際的な教育・研究

拠点となる大学だけがリメディアル（補習）教育を行いながら高等教育の質をなんとか維持して

いる状態（「やせ衰える」大学教育）」や「高校教育の、一部の高校を除いて高等教育に接続す

る普通教育が困難となるような状態（「底が抜けた」高校教育）」を改善しようと提言していま

す。

また、大学入試センターは、「新テスト開発」として、これまで同センターが法科大学院の

適性試験で実施してきた読解力や推論力・分析力を問う「総合型試験」を大学入試にどう生か

せるかの検討を始めています（毎日新聞など）。さらに、東京大学をはじめ、国公立大学を中心

に秋季入学を採用しようとしています。

あるいは、センター入試などによって高校生の学力が捻じ曲げられている現状を批判し、セン

ター入試の廃止とともに、具体的な大学入試問題にあたりながら、その改善を要求し、「大学入

試への準備をすることが高校生の成長、発達にもつながるような大学入試を」という提起をして

いるグループの仕事も重視されなければなりません（山口和孝編『センター試験－その学力に未

来はあるか』）。

しかし、これらの大学入試の改革構想も、それぞれの標的とする部分については一定の改善が

はかられるにしても、部分的な改善にとどまらざるを得ないのではないでしょうか。繰り返しま

すが、大学制度・大学入試制度の根底には、私立大学の財政上の問題が横たわっているからです。

（４）大学・大学入試改革の前提としての私立大学の財政問題の解決

大学教育の量の拡大を担ってきた私立大学は、大学そのものを存続させるために、出資者の減

少はできるかぎり抑える方向で大学を運営せざるを得ないのが実態です。大学の学びのために必

要な高校までの学力に不足や偏りがあったとしても、大学での学びが不十分でとても単位が出せ

ない、学位を授与できない状態であったとしても、大学は学生を入学させ、卒業させないわけに

は行かない、そうしないと経営がなりたたないのです。だから、日本の大学の改革、大学入学制

度の改革は、教育内容や経営システムの問題以前に、財政の問題によって行き詰らざるを得ない

のです。

日本の大学は大衆型の段階に入りました。それならば、大衆型の段階に入った大学にふさわし

い財政基盤をもつべきであり、大学の財政問題の解決によって始めて、大学改革、大学入試改革

の展望も開かれてくるのではないかと思われます。

５．大学への助成、わけても私立大学の経常費補助増額を

日本私立大学団体連合会（日本の私立大学の組織である日本私立大学連盟、日本私立大学協会、
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日本私立大学振興会の連合体）が、2011 年 6 月に「２１世紀社会の持続的発展を支える私立大

学－「教育立国」日本の再構築のために－」という提言を出しています。

ここでは、「現状では教育への財政支出は先進国で最低水準である」として、「高等教育への

投資規模はＧＤＰに対する比率を指標とし、現行の 2 倍（1 ％）を目指すべきである」と提言し

ています。2010 年度の名目ＧＤＰは約 550 兆円であり、現行はこれの 0.5 ％程度が高等教育に

投資されています。550 兆円の 0.5 ％は 2.75 兆円です。これを倍の 1 ％、すなわち 5.5 兆円を

投資すべきということになります。

さらに、私立大学については、その総経常経費の 2 分の 1 の補助を 5 年の年次計画で実現す

べきであるともしています。これは、私立学校振興助成法において「経常的経費の 2 分の 1 以

内を補助することができる」とされ、同法制定時の参議院文教委員会附帯決議（1975 年）にお

いて、「できるだけ速やかに 50 ％とするよう努める」とされていることを踏まえたものです。

すでに述べましたが、この補助率は 1980 年度に最高で 29.5 ％に達したものの、その後、漸減

して、2009 年度の私立大学総経常経費 2 兆 9691 億円のうち、国庫からの経常費補助は 3217 億

8200 万円、10.8 ％にとどまっています。これを 5 年かけて、2015 年までに 50 ％にまで引き上

げることが私立大学団体連合会の提言内容です。

2009 年度の一校あたりの経常費補助は、私立大学が 3 億 3100 万円なのに対して、国立大学

が 132 億 9000 万円で、約 40 倍のひらきがあります。また、学生 1 人あたりの経常費補助を計

算すると、私立大学の学生が 14.4 万円にすぎないのに対して、国立大学の学生が 188.1 万円と、

約 13 倍のひらきがあります。これほど大きな格差があるにもかかわらず、これが教育の機会均

等に対する重大な侵害であるという世論になかなかならないのは、私立大学は私費で負担すべき

との思い込みが、日本の大学教育の量的な拡大のなかでつくられ温存されてきたからです。

６．大学授業料の軽減は、大学教育に何を実現するのでしょうか

（１）大学授業料の軽減によって実現されるもの

もちろんＯＥＣＤの約半数の国のように、大学も含めた教育費の無償化がすぐに実現するもの

ではありません。しかし、高等教育に対するＧＤＰ比 1 ％の投資、大学の経常費へのその 2 分

の 1 の助成など、私立大学団体連合の提言の水準が実現し、さらに給付制の奨学金制度が整備

されれば、大学生及びその親の負担が格段に軽減されることは明らかです。

これは教育の機会均等を保障するものでもありますが、大学側から見ても、学生の私費に頼ら

ずに大学経営ができるということになり、大学の市場化の弊害から大きく抜け出す契機になるは

ずです。それは次のような点で、大学の教育内容も大きく変えることになります。

① 大学授業料の軽減は、大学で学ぶことの意味を大きく変えていくことになります。それは

大学が、「人格の完成」をめざす「普通教育」の場でもあるという性格をより鮮明にするはず

です。それはあまりに競争的になっている大学入試や大学入試の準備教育になっている高校

教育の姿をも変えていくことにならないでしょうか。

② 大学授業料が軽減されることで、これまで経済的な困難から大学への進学を抑制していた

層の大学進学をうながすことになり、大学教育をいっそう多くの青年に開いていくことにな

ります。もちろん、大学のみならず、青年がおとなとして成熟する機会を社会のさまざまな

場面で作っていくことは重要ですが、多くの青年が、高度な学問にふれながら成熟したおと

なになっていくことを大学教育が保障することで、日本社会の成熟をもうながしていくこと

になるでしょう。
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③ 現在のような多額の個人負担によらず、誰でもが大学教育にアクセスできるようになれば、

社会人として就労中の人も、離職して次の職を求める人も、新たな職業的な知識や技術を身

につけるために大学を利用することができるようになります。それは、日本の労働者の質を

高めることにもつながります。大学教育費の軽減は、日本の経済を展望するうえでも有効な

手立てであるということです。

④ 大学授業料が軽減されれば、社会人、留学生などが大学に多数在籍することになります。

今はなくなりつつある夜間部（二部）を残すなどして、いわばパートタイムの大学生の存在

も認めていければ、大学には 18 歳入学の青年ばかりでなく、学習へのモーティベーション

の高いおとなが多数在籍することになります。これよって大学での学問的な水準が維持され

るとともに、青年が多くのおとなと接することよって成熟していくことも期待できるでしょ

う。

大学授業料の軽減は、より多くの人に大学教育への機会を保障することになります。これをも

ってはじめて日本の大学は、ほんとうの意味で 50 ％を超え、「ユニバーサル・アクセス段階」「大

学全入時代」をむかえることになります。すなわち、希望するだれでもが一生のうちに一度以上

大学教育を受ける機会が保障されることになります。

（２）大学の大衆化にふさわしい大学教育への接続を

第１次提言では、大学進学に向けての学力競争に対して、それぞれの現場はどう議論を起こし

ていったらいいのかについて論じてきました。第２次提言は、大学教育のあり方から考えてきま

した。大幅な私学助成の増額をおこなって、大学の私費負担を軽減し、だれでもが利用可能な大

学にしていくこと、これが第２次提言の展望です。

しかし、大学の大衆化がこの段階を迎えたとしても、エリート型の大学は残存し、エリート型

の大学をめざす学力競争が残ることは十分に考えられます。まして、多くの人に受験機会は開か

れることになりますから、エリート型の大学への競争率が高まることも充分予想されます。それ

は、高校教育の現場段階でいえば、生徒の中にもエリート型の大学への進学を希望するものが残

るということであり、学校の仕事としても高校生の進学希望を支える仕事は今後も続いていくこ

とになるでしょう。

しかし、誰でもが利用可能な大学制度になるということは、エリート型の大学への入学をめざ

して受験競争に参入し、しかし、希望する大学への進学がかなわなかったとしても、受け皿とな

る大学教育がすべての青年に保障されるということです。すべての青年が、希望すれば大学で専

門性の高い高等教育を受けながらおとなとして成長していく道が開けていくことになります。そ

のことは、青年を追い込んでいる受験のストレスから青年を解放することにもなり、一部のエリ

ート型の大学の選抜制度も考え直す契機にもなるのではないでしょうか。

ここではじめて北海道大学の研究報告にある「高大接続テスト（仮称）」が現実味をもちます。

すなわち、だれでもが一生のうち一度以上は大学の教育を受ける機会を保障されることになるの

ですが、そのためには大学での学習についていけるだけの学力を持っているかの判定を何らかの

形で行わなければならないということになります。「高大接続テスト（仮称）」は「高校教育段

階の学力を客観的に把握・活用できる新たな仕組み」という構想であり、この「高大接続テスト

（仮称）」によって大学での学習についていけるかどうかの判定を行うことは可能です。

ただし、助成金の増額によって大学授業料が軽減され、だれでもが大学教育を利用できるとい

う状態になることによって、はじめて「高大接続テスト（仮称）」は本来の役割を果たすのであ
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って、大学での私費負担が高額なまま、また競争的な大学入学選抜が優位な中では、「高大接続

テスト（仮称）」がその意図するとおりの機能を果たすという保証はありません。

７．大学教育の無償化とともに考えるべき課題

（１）すべての人に大学教育を保障するため、地方大学の整備を

1974 年 3 月の高等教育懇談会「高等教育の拡充整備計画について（中間的報告書）」が、76

年には同懇談会「高等教育の計画的整備について」という「拡充」の二文字をおとした報告とな

り、大学拡大路線にブレーキがかかった時期があります。大学が大都市に集中し、地域別の進学

率に著しい差があることを是正するため、この報告にもとづいて進学率を 40 ％に定めてブレー

キをかけながら、地方の進学率を高めるという政策がとられたのです。大都市に新しい大学をつ

くらなかったことで都市での進学率の抑制は実現しましたが、地方の進学率はそれほど上がらず、

都市と地方の格差は縮まりませんでした（矢野眞和・前掲書）。

現在はどうなっているのでしょうか。19 の政令指定都市と東京都全域を大都市とした場合、

大都市の人口は全体の 30.9 ％（2010 年）であるにもかかわらず、大学数は 42.7 ％、学生数で

は 53.7 ％（ともに 2011 年）を占めているというデータがあります。その後も都市への大学の

集中は続いているのです。とくに大都市では、学生数の 18.7 ％が国立大、4.4 ％が公立大であ

るのに対して、76.8 ％が私立大で、私立大学の大都市への集中が目立っています。すなわち、

大学の量的な拡大期に増えた私学の多くが大都市に集中したということです。反対に、まったく

私学のない島根県、高知県のような地域もあります（磯田則彦「高等教育機関への進学移動と東

京大都市圏への人口集中」）。

大学を誰にでも利用できるものにするためには、大学授業料の軽減ばかりでなく、この大学の

大都市への集中を是正することが必須です。

（２）青年の雇用～大学からの出口問題

本提言の第１７章で詳しく論じられているとおり、高校・大学生の求人・求職・就職内定状況

はたいへんきびしいものがあります。大学生の実態は、3 年次の途中からすでに就職活動に入ら

なければならず、実質的な大学での学びも大きく制限されることになっています。また、大学で

のキャリア教育も緒についたばかりであり、ハローワークなどによる公的な職業斡旋機関ではな

く、「リクナビ」「毎ナビ」など私企業が提供する不確かな情報に振り回されながら、大学生が

就職活動を行っているという実態もあります。

第１次提言で論じたように、社会的威信や偏差値の高い大学をめざす過熱した受験競争が緩和

できない要因の一つに、大学を卒業しても就職できないのではないかという不安感を多くの人が

かかえているという実態があります。大学での学びを充実したものにするためにも、大学からの

出口問題の解決は重要です。特に、新規学卒一括採用で就職できなければ、雇用の面での不利を

抱え込まざるをえないという現状の改善は急務です。

大学授業料の軽減で、誰でもが大学を一生のうちで一度以上は利用できるような機関にしてい

くということは、新規学卒一括採用という、主に大企業で採られているこのやり方を考え直して

いくという方向性を後押しするものでもあります。

（３）専門学校（専修学校専門課程）の教育をどう考えるか

ここまで、高等教育機関としての大学を念頭において論じてきました。短期大学は、その独自
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の課題があるとしても、ほぼ同様の枠組みで論じられると考えています。さらにそのほかに、高

卒者の進学先としては専修学校専門課程、いわゆる専門学校があります。専門学校を高等教育機

関に含めるのか、高等教育機関とは別の例えば「中等後教育機関」として位置づけるのかについ

てはていねいな分析が必要です。

専門学校は一般的に、具体的な職業能力養成や資格付与を行う「即戦力」養成の教育訓練期間

としてみられがちです。しかし、実際には専門学校生は、専門学校教育を通して単なる技能や資

格の獲得にとどまらず、多様な人間形成を行っていることから、専門学校は、大学教育と同様の

教育課題、すなわち成熟したおとなとして成長するための教育を課題にもつ青年期教育の重要な

機関であるととらえるべきであると考えます。

専門学校で、具体的な職業への接続を意識しながら行われている教育は、現在、高校や大学で

も行われているキャリア教育にも重要な示唆を与えるものではないでしょうか。必ずしもメイン

ルートとは考えられていない専門学校ですが、そこで学ぶ青年の人格形成という側面では、大衆

化した大学などの高等教育機関と変わるところがないととらえるべきです。

ただし、専門学校も、看護師や栄養士といった資格取得分野を除いては、職業世界への接続は

大学以上にきびしいものがあること、さらには、単年度で考えると大学以上の学費が自己負担と

なる点など、大学教育がかかえる問題点の多くを増幅して持っています（植上一希『専門学校の

教育とキャリア形成』）。

認可者が都道府県知事である専門学校は多様であり、一くくりには論じられない部分もありま

すが、教育の課題、あるいは抱えている問題点も大学と共通するものがある以上、大学のあり方

を論じる際には、専門学校のあり方も含めて論じられるべきです。専門学校を職業大学として位

置づけ直すことも検討されるべきであると考えます。
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第１６章

教育は将来の幸福な社会への投資です
－教育の無償化の実現のために－

はじめに

2010 年 4 月から始まったいわゆる「高校授業料無償化」によって、日本でも「教育の無償化」

への流れがようやく動き始めました。経済的理由による高校中退者の減少の他にも、高校中退者

の再入学が 7 年ぶりに増加に転じたことなど、その政策効果が明らかになっています。しかし、

教育費の自己負担は国際的に見ても依然として高いままであり、「経済格差は教育格差」「貧困

の連鎖」など、解決しなければいけない多くの課題が残されています。さらには、民主・自民・

公明の「3 党合意」により、「高校授業料無償化」の改悪が検討されようとしています。

「社会全体であなたの学びを支えます」という無償化の理念を現実のものにし、国際的な流れ

である「教育の無償化」を日本でも大きな動きにするためには、次の 4 点の立場で運動をすす

めることが重要だと考えます。

１．教育への投資は、将来の幸福な社会への投資だということに確信を持ちましょう。

２．貧困の連鎖を教育の力で断ち切るため、就学前教育から高等教育まで無償で保障しましょう。

３．教育の無償化の流れをさらにすすめるため、高校授業料の完全無償化、給付制奨学金、高校

版就学援助制を創設しましょう。

４．GDP 比ＯＥＣＤ平均並みの教育予算を確保して教育の無償化を実現しましょう。

１．教育への投資は、個人の利益追求のための自己投資ではなく、将来の

幸福な社会への投資

（１）教育の無償化－財政面での合理的理由

「教育は、未来への投資である」。これはＯＥＣＤが発行している「図表でみる教育 2010 日

本に関するサマリー」の冒頭の言葉です。この言葉が直接的に意味することは、教育に投資され

た公共資源の数倍もの経済的リターン（税収増、社会保障費の低下など）があるということです。

ＯＥＣＤ諸国では、大学などの高等教育を修了した男性は、高等学校などの後期中等教育しか卒

業していない場合と比較して、11 万 9000 ドルの付加価値を生み出すと試算されています。

「平成 21 年度文部科学白書」によれば、日本においても、学生１人が大学などの高等教育を

修了するためには、約 232 万円の公的な支出が必要であるのに対し、その経済的効果（税収増、

失業給付抑制など）は約 475 万円となるという調査結果が出ています。

就学前教育についても、教育の投資リターンが高いことが指摘されています。アメリカの調査

によれば、経済・社会的立場の弱い幼児に対する就学前教育が、8 ～ 10 ％の投資リターンを得

たという結果があります。

就学前から大学までの教育費を無償にすることが先進国としての常識となりつつありますが、

財政面だけに限定して考えてもきわめて合理性があるのです。

（２）教育の無償化－社会全体に及ぼす効果

「図表で見る教育 2009」から新たに加わった指標により、教育が社会全体に及ぼす効果が高
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いことも指摘されています。ＯＥＣＤ平均値では、後期中等教育(高校など)を卒業することによ

り、「健康の度合い」が 15 ％高まること、高等教育を卒業することにより「政治的関心度」「人

的信頼度」がそれぞれ 17 ％、9 ％高まることの相関関係が示されています。また、教育が「景

気が労働市場に与える影響」を緩和する役割も果たしています。高等学校を修了していない成人

は、景気変動によってこの 10 年で 5.9 ％失業率が変動したのに対して、高等学校以上を修了し

た成人に関しては 2.3 ％の変動しか見られなかったのです。日本においても同様のデータはそれ

ぞれ 2.1 ％、1.5 ％と、教育が労働市場においてセーフティネットの役割を果たしていることが

示唆されています。

つまり、ＯＥＣＤの調査は、受けた教育段階がすすむほど、雇用率は上昇して失業率が低下す

ること、人生に対する満足感や社会への参画意識が高く、自らが健康であるとの認識を持ってい

ることを明らかにしているのです。最近の流行の言葉で言えば、個人の幸福度が高い社会、国民

幸福度の高い国家ということになるのでしょう。個人が公共の福祉に反しない限り幸福を追求す

ることは、憲法で保障された基本的人権です。より高い段階での教育を受けた者が高い幸福度を

得、そのことにより国家もまた経済的リターンを多く得るのですから、国家は国民に対して、よ

り高い段階の教育を受けることを保障しなければなりません。

「教育は個人の利益追求のための自己投資」だから、義務教育以外は受益者である個人が自己

負担すべきである、という主張が長らく日本社会を覆っていましたが、この主張の誤りは明白で

す。教育による最大の受益者は、国民を含んだ社会や国家そのものであり、教育への投資は、将

来の幸福な社会を迎えるための大いなる投資なのです。その意味で、教育は無償で保障されなけ

ればいけないのです。ＯＥＣＤ平均にくらべてきわめて低い公財政支出しかしていない日本の教

育予算に対して、もっと多くの予算を回しなさいということをＯＥＣＤは日本に対して忠告して

いるのです。

２．貧困の連鎖を教育の力で断ち切りましょう

（１）依然として存在する学歴格差

ＯＥＣＤ平均と同様、日本においても、大学教育を修了した者は、後期中等教育しか修了して

いない者より就職率が高く、失業率が低いことが明らかとなっています。

「図表でみる教育 2010」（2008 調査） 「図表でみる教育 2011」（2009 調査）

高卒男子 87.6 ％ 高卒女子 61.7 ％ 高卒男子 85.8 ％ 高卒女子 60.8 ％
就職率

大卒男子 93.4 ％ 大卒女子 66.9 ％ 大卒男子 92.4 ％ 大卒女子 69.9 ％

高卒男子 4.7 ％ 高卒女子 4.0 ％ 高卒男子 6.4 ％ 高卒女子 5.3 ％
失業率

大卒男子 2.5 ％ 大卒女子 3.2 ％ 大卒男子 3.1 ％ 大卒女子 3.3 ％

最近では高学歴であっても就職難の時代であり、学歴の価値は低下しつつありますが、数字の

上では依然として学歴社会なのです。そして、所得の差も歴然としています。

「図表でみる教育 2010 」高卒を 100 とした場合、中卒 80 ､大卒 148（男 139：女 161）
所得の差

「図表でみる教育 2011」 高卒を 100 とした場合、中卒 80 ､大卒 168（男 141：女 191）

また、「平成 22 年国民生活基礎調査」（厚生労働省）によれば、学歴別の正規従業員の割合は、

高校卒・旧制中卒では、男子 78.4 ％、女子 35.2 ％であるのに対して、専門学校・短大・高専卒

の男子 84.3 ％、女子 48.5 ％、さらに大学・大学院卒となると男子 89.1 ％、女子 65.0 ％と大き

な格差があることが明らかになっています。
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学歴別に賃金をみると、初任給は大学院卒 23.5 万円(男子 23.4 万、女子 23.7 万)、大学卒 20.2

万円(男 20.5 万、女 19.8 万)、高校卒 15.7 万円(男 15.9 万、女 15.2 万)となっています。平均

月収は、男性では、大学・大学院卒が 39.5 万円、高専・短大卒が 30.1 万円、高校卒が 28.9 万

円となっており、女性では、大学・大学院卒が 27.5 万円、高専・短大卒が 24.3 万円、高校卒が

19.9 万円となっており、大学・大学院卒と高校卒の年収では 100 万円近い差が生じているので

す（「平成 23 年賃金構造基本統計調査」厚生労働省）。

（２）世代間継承される貧困の連鎖

① 経済格差は教育格差

学歴によって年収が違う経済格差は歴然と存在し、経済格差は子どもの教育格差となって表面

化しています。

「文部科学省白書 2009」によ

れば、全国いっせい学力テスト

の公立小 6 年生の結果について、

年収 1200 万円以上では国語、算

数の正答率が平均より 8 ～ 10 ポ

イント高く、200 万円未満は逆に

10 ポイント以上低くなっていま

す。知識の活用力を問う算数Ｂの平均正答率で年収による差が最も大きく、平均が 55.8 ％だっ

たのに対し、「700 万円以上 800 万円未満」は 57.1 ％でほぼ平均、「1200 万円以上 1500 万円未

満」は 65.9 ％、200 万円未満の 42.6 ％と 23.3 ポイントの開きがありました。

また学校外の教育費支出を調べたところ「月に 5 万円以上」は正答率 71.2 ％でしたが、「支出

なし」は同 44.4 ％で、26.8 ポイントの差となっています。専門家会議は「年収が高いほど塾な

ど子どもの教育費に投資するため、差が生じた」と分析しています。

親の収入の差は、高校卒業後の進路の差にもなってあらわれています。両親の年収が 1000 万

円を超える家庭では 4 年制大学への進学率が 62.4 ％に達しているのに対して、400 万円以下の

家庭では 31.4 ％と半減しています。また、卒業後の進路を見てみると、400 万円以下の家庭の

場合、専門学校・短大(33.3 ％)、4 年制大学(31.4 ％)、就職(30.1 ％)、受験浪人・未定(5.2 ％)

となっているのに対して、1000 万円超の家庭では、4 年制大学(62.4 ％)、専門学校･短大(17.8

％)、受験浪人・未定(14.1 ％)、就職(5.6 ％)となっています。1000 万円超の家庭では、4 人中 3

人が「大学進学もしくは受験浪人」が可能なのに対して、400 万円以下の家庭では 3 人に 1 人し

かできないのです。

② 学歴の世代間継承

父親の学歴が子どもの学歴にも大きな関係が

あることが、吉川徹大阪大学准教授の SSM 調査

（社会階層と社会移動全国調査）で明らかとな

りました。

父親の最終学歴が高校卒業の場合に子どもの

最終学歴が大学卒業である割合は 39 ％、父親

の最終学歴が大学卒業の場合は 66 ％となって
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います。親が高学歴であると、本人も高学歴となる可能性が高く、逆に、親が低学歴であれば、

子どもも低学歴になる可能性が高まるという世代間継承が行われているのです。このような結果

は、職業階層の継承においても報告されています。

③ 生活保護の世代間継承を断ち切るため、高校卒業以上の保障を

生活保護受給層の 73 ％が中卒または高校中退であり、被保護世帯の 4 割強が過去に生活保護

を受給していること、生活保護世帯の 25 ％は自ら育った家庭も生活保護世帯だったこと（母子

世帯では 41 ％）が明らかとなっています（「生活保護と日本型ワーキングプア」道中隆：堺市

健康福祉局理事）。

生活保護受給者は、戦後間もない 1951 年度に 204 万 6646 人に達しましたが、徐々に減少し

ていき、1995 年度には 88 万 2229 人と底をうちました、その後「構造改革」路線の導入による

雇用破壊や賃下げにより受給者数は増加に転じていき、2008 年のリーマンショック後は急増し

て、2011 年 7 月には 205 万人を超え、過去最高を更新しました。

ただ、1951 年の日本の人口 8451 万人と比較して、現在の人口は 1.52 倍の 1 億 2806 万人と

なっており、単純に比較することはできません。生活保護水準以下の低所得世帯のうち、生活保

護を受給している割合を示す補足率は、ドイツ・イギリスが 85 ％であるのに対して、日本は、

厚生労働省が 2010 年に 68.4 ％と 32.1 ％の 2 つの統計結果による数値を初めて公表しました

が、20 ％以下とする説も有力です。補足率がヨーロッパに比べて極端に低いことを考えれば、

まだまだ増加していくものと思われます。

2012 年度の生活保護費の国・地方分の合計は 3 兆 7232 億円に達する見込みとなっています。

生活保護世帯の多くは高齢者世帯（42.5 ％）、傷病者世帯（21.6 ％）ですが、この 2 年間で 1.5

倍に急増しているのが働く世代です（25.3 万人で 17.0 ％）。

厚生労働省の試算によれば、30 歳の男性が 65 歳まで生活保護費を受給し続けた場合は 3500

万円の国･自治体の支出が必要となります。しかし、5 年間の就労支援（1100 万円）で正社員に

なれば、その後 65 歳までに納める税金･社会保険料は 2600 万円となるため、1500 万円の税収

増となります。65 歳まで生活保護を受給し続けた場合の支出 3500 万円との差し引きは 5000 万

円のプラスとなるとされています。働く世代を生活保護受給者とすることは国家の経費としても

大きな損失ですが、それ以上に、その人が本来持っている能力を発揮できなくさせていることは、

その人自身にとっても大いなる不幸であり、社会にとっても大きな損失と言わざるを得ません。

働く世代が生活保護に陥らぬよう、就労支援による自立が求められますが、就労支援の参加者

のうち、保護廃止に至った世帯は極めて少数（5.5 ％）であり、約 7 割の就労者は月額 10 万円

以下で働き、約 8 割が非正規雇用という厳しい状況に置かれているといわれています(前述道中

氏調査）。

労働者派遣法を抜本的に改正して非正規雇用を正規雇用化すること、非正規雇用であっても安

心して生活できるだけの最低賃金の大幅引き上げを早急に実現する必要があります。そして、根

本的な問題として、生活保護受給層の 4 分の 3 が中卒･高校中退であるという事実を重く受けと

める必要があります。

「高校進学も就職もできない 16 歳、17 歳無職少年層」は、就職できたとしても不安定で長続

きせず、家庭崩壊等により貧困世帯、生活保護世帯になっていくという「貧困の世代間継承」「貧

困の再生産」へとつながっていく事例が少なくないのです。ホームレスとなった人の最終学歴は、

中学校が 55.5 ％と最も多いという調査結果もあります。（厚生労働省「ホームレスの実態に関す

る全国調査報告書」2007 年）「高校卒業までは社会全体で保障する」という国の強い姿勢を示す
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ことが何より必要です。

（３）貧困の連鎖を断ち切るため、就学前教育の無償化を

親の学歴・収入が子どもの学力・学歴・収入に大きな影響を与えています。まさしく「経済格

差は教育格差」となってあらわれ、世代間に継承され、貧困の連鎖へとつながっています。この

貧困の連鎖を断ち切るには、教育の力による他はありません。

日本の子どもの貧困率は年々高まっています。中でも母子世帯の子ども、0 歳から 2 歳の乳幼

児、若い父親を持つ子ども、多子世帯の子どもの貧困率が非常に高く、最も速いペースで上昇し

ています。

ノーベル経済学賞の受賞者のジェームズ・ヘックマン教授（シカゴ大学、専門は労働経済学）

は、1960 年代に行われたアメリカの「ペリー就学前計画」に注目して、就学前の子どもに対す

る教育投資効果に着目し、2010 年に「就学後の教育の効率性を決めるのは、就学前の教育にあ

る」とする論文を発表しました。「恵まれない家庭に育ってきた子どもたちの経済状態や生活の

質を高めるには、幼少期の教育が重要である」「リスクのある幼児に教育を行なうための 1 ドル

で、社会全体は 8 ドルから 9 ドルの「益」を得る」と主張しています。

※ペリー就学前計画

経済的に恵まれない子どもたちが 3 歳のとき、実験群と対照群とに無作為に分け、前者には質の高い就学

前教育を受けさせ、対照群には就学前教育を受けさせなかった。その後、被験者たちを数十年にわたって追

跡し、直近では彼らが 40 歳のときに、両群の比較分析を行なっている。成人した被験者を比較した結果、就

学前教育を受けた群は、受けなかった群に比べて、高卒資格を持つ人の割合が 20 ％高く、5 回以上の逮捕歴

を持つ人の割合が 19 ％低かった。離婚率も低く、生活保護等に頼る率も低かった。

阿部彩も、保育所は「貧困の最初の砦」として就学前教育の重要性を指摘しています。「貧困

の影響は、学齢期よりももっと前の人格完成の場面から子どもに蓄積されており、思考能力の土

台となる乳幼児期における貧困の悪影響が、その後の学習や人間関係の形成などに重くのしかか

っている」「就学前教育といっても、時を教えるなどの『学力』を重視したものではなく、遊び

を通じての人間形成、そして、貧困層の家庭が抱える諸問題に対して適切なサポートへとつなげ

ていく福祉サービスがとても重要」としています(『ちいさいなかま 2010 年 1 月号』)。

国及び地方自治体が教育機関に対して支出した公財政支出と私費負担との割合を見ると、日本

は、就学前教育が 43.8 ％（ＯＥＣＤ平均 79.7 ％）、高等教育は 32.5 ％（ＯＥＣＤ平均 69.1 ％）

と極端に低くなっています。ＯＥＣＤ加盟国中、私費負担の割合の高さは、就学前教育が 2 位、

高等教育が 4 位と不名誉な順位となっています（『図表で見る教育 ＯＥＣＤインディケーター

2010 年版』）。

貧困の連鎖を断ち切るためには、生活保護・就学援助・失業給付など、貧困が発生してから対

策を講じるより、貧困が発生しないよう予防することの方がはるかに効果的であり重要なのです。

貧困の連鎖を断ち切るため、低所得の人たちに対する確実な教育の保障が必要ですが、とりわけ

就学前教育の無償化を緊急に実現すべきです。

３．高校授業料無償化は教育の無償化への第一歩

（１）「高校授業料無償化」の効果～高校中退率の減少

「社会全体であなたの学びを支えます」と文部科学省は高らかに宣言して、2010 年４月から

「高校授業料無償化」を開始しました。これは、従来の「教育は個人の投資」という自己責任論
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の立場から大きく転換して、教育の無償化に向けた大きな一歩を踏み出したものとして高く評価

できるものです。「高校授業料無償化」の効果は、高校中退率の減少、とりわけ「経済的理由に

よる中退」が大幅に減少していることにあらわれています。

文部科学省の「平成 22 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」による

と、中退者の事由別に占める「経済的理由による中退」は、1998 年度以降は 3 ％台で推移して

いましたが、2008 年度の 3.3 ％、2009 年度の 2.9 ％、そして授業料が不徴収となった 2010 年

度には 1.9 ％へと大きく減少しています。全体の高校中退率は、2009 年度と同様の 1.7 ％と横

ばいの数値ですが、中退者数が 2009 年度の 5 万 6947 人から 5 万 3245 人へと 6.5 ％減少した

のに対して、経済的理由による中退者数は 2009 年度の 1647 人から 1007 人へと約 4 割(38.9 ％)

も減少しているのです。全国私教連の調査でも、「経済的理由による中退」は 2008 年度 0.2 ％、

2009 年度 0.9 ％に対して、2010 年度は 0.02 ％と大きく減少しています。

民主・自民・公明の「3 党合意」により「高校無償化法」の改悪が検討されようとしています。

自民党は「所得制限の導入」を意図していますが、「3 党合意」では「政策効果の検証をもとに、

必要な見直しを検討する」としています。中途退学者の減少以外にも、減少し続けていた高校中

退者の再入学が 2010 年度に 7 年ぶりに増加したことなどによっても政策効果が高いことがあら

ためて指摘されています。

さらにいえば、いわゆる「高校無償化法」の附帯決議では、3 年後の見直しを図る場合には、

「教育の機会均等を図る観点から検討を加え」ることを規定しています。国の責任による完全無

償化に向けた見直しこそ行うべきものです。

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」附帯決議(抜粋)

一、本法施行後三年を経過した後に見直しを行う場合には、高等学校等における教育の充実の状況、

義務教育後における多様な教育の機会の確保等に係る施策の実施状況、高等学校等における教育に

係る経済的負担の軽減の状況を勘案しつつ、教育の機会均等を図る観点から検討を加え、必要な措

置を講ずるものとすること。

二、教育の機会均等を図る観点から、奨学金の給付に係る制度の創設その他の低所得者世帯の高等学

校等における 教育に係る経済的負担の一層の軽減を図るため、必要な支援措置を講じること

五、特定扶養控除の見直しに伴い、現行よりも負担増となる家計については、適切な対応を検討する

こと。

六、国際人権Ａ規約における中等教育の漸進的無償化条項の留保撤回を行うこと。

（２）「高校授業料無償化」の欠陥

「高校授業料無償化」は、高校中退率の減少等において成果をあげているということができま

すが、この制度の実施から 2 年目、大きな欠陥があることも明らかとなっています。

その第 1 は、一般的には「高校授業料無償化」と呼ばれ、あたかも公立高校の授業料は無償

になったかのように思われていますが、「標準修業年限（全日制 36 月、定時制・通信制 48 月）

を超える者」（いわゆる「留年生」）や「既卒者（再入学者）」について徴収するかどうかは自治

体の判断に任せられたため、自治体によって大きな対応の違いがでていることです。

日高教の「公立高等学校授業料不徴収にかかわる都道府県教育委員会調査」によると、2010

年度には 18 都県で 1985 名の生徒が授業料を徴収されており、そのうちの 86.7 ％にあたる 1721

名が定時制・通信制の生徒であるということが明らかとなりました。
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経済的困窮などの事情や不登校であるが故に全日制に通うことのできなかった生徒たちは、時

間をかけて学び、成長していきます。全日制でつまずいて中退した後にやり直しの場を求めてき

た生徒もいます。そうした、さまざま困難を抱えながら学校に通ってくる生徒たちから授業料を

徴収しなければいけない理由とは何なのでしょう。中学卒業生の高校進学率は 98.2 ％となり、

日本では社会人として自立した生活を営むためには、高校卒業という資格を取得することは必須

条件であり、高校が準義務教育化しているのは国民的常識です。

「社会全体で学びを支える」という言葉をスローガンで終わらせるのではなく、国の責任で完

全不徴収を実現して、真の意味での「授業料無償化」とすべきです。

（３）給付制奨学金の必要性

欠陥の第 2 は、「高校授業料無償化」の財源として、特定扶養控除（16 歳～ 22 歳）のうち、

高校生（16 歳～ 18 歳）の年齢層の上乗せ部分（37 万円）の控除を廃止した結果、高校生のい

る世帯の税負担が増加しているという点にあります。

こうした負担増の部分を奨学金を給付することで補おうとしたのが「給付型奨学金事業」です。

「給付型奨学金」は、本来、授業料不徴収とセットで実現すべきものだったのですが、閣議決定

で 3 年連続見送りとなりました。

授業料が不徴収となったものの、教育費の父母負担は依然として重く、学校納付金の滞納率は

逆に高まっています。日高教が毎年行っている『高校生の修学保障調査』によれば、9 月期にお

ける 2009 年度の授業料の滞納率と 2010 年度学校納付金の滞納率とを比較すると、全日制では 3

割増、定時制 5 割増と滞納が大幅に増加しています。2011 年度調査でも微増傾向を示しており、

授業料不徴収だけでは高校生の修学を保障するには不十分なのです。

低所得世帯の高校生への給付制奨学金は国や都道府県には存在せず、一部の市町村にしかあり

ません。日高教が 2011 年度に作成した「都道府県別自治体奨学金 Map」によれば、47 都道府

県 1742 自治体のうち、返還する必要のない給付制奨学金制度があるのが 232 自治体（13..3 ％）、

貸与制奨学金のみの自治体が 854 自治体（49.0 ％）、自治体独自の奨学金制度がないのが 656 自

治体（37.7 ％）という結果になっています。

都道府県別に見ると、最も高い富山県（53.3 ％）の他、高い比率で給付制奨学金制度を設け

ている兵庫県（43.9 ％）・京都府（34.6 ％）・大阪（30.2 ％）などの近畿に対して、0 ％の多い

東北（岩手･宮城･秋田･山形 4 県が 0 ％）や九州（佐賀･長崎が 0 ％、熊本･宮崎･鹿児島･沖縄は 1

～ 2 自治体）などの各県と大きな差が生じています。

市区（政令市含む）と町村別に見ても、給付制奨学金があるのは市区の 19.9 ％に対して、町

村では 7.6 ％でしかありません。各自治体では、わずかな予算の中から給付制・貸与制の奨学金

事業を実施していますが、人数や金額が限定されています。財源問題から「今年度から中止」「来

年度は未定」などの実態も明らかになっています。また、授業料不徴収制度の開始にともない、

「授業料相当額」の給付制奨学金制度を廃止（佐賀市、藤沢市）、休止（西東京市）したり、減

額している自治体もでています。

ＯＥＣＤ加盟 30 カ国中、日本以外に大学生への給付制奨学金がないのはアイスランド（授業

料は無償）のみとなっており、学生への奨学金は返還不要の給付制が国際的な常識です。やはり、

国の責任で給付制奨学金事業を創設し、それでも不足する家庭には自治体の奨学金事業でカバー

する制度に変えていく必要があります。
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（４）給付制奨学金の足がかりとなる「高校生修学支援基金」の重要な制度改正

宮城県など被災 3 県で、東日本大震災で被災した生徒に対する給付制に限りなく近い奨学金

事業が創設されました。さらに文部科学省は、概算要求していた給付型奨学金事業が閣議決定で 3

年連続見送りにされた直後、各県に設置されている「高校生修学支援基金」の制度改正を行なっ

て、低所得世帯の生徒等（年収 350 万円未満の低所得世帯の生徒、特定扶養控除縮小により負

担増となる世帯の生徒）に奨学金を貸与する場合、「卒業後に一定の年収を得るまでの間は返還

を猶予する」「返還猶予･減免制度を導入すること」などの前向きの制度改正を行うことを決定し

ました。

「高校生修学支援基金」とは、2008 年秋のリーマンショック後の経済・雇用状況悪化にとも

なって急増する奨学金事業等に要する経費として、2011 年度までの基金として全都道府県に設

置されたものです。この度の制度改正によって 2014 年度まで 3 年間延長されました。

対象の条件や期間などまだ不十分な点はありますが、財務省の給付制奨学金に対する異常なま

での抵抗・圧力があるなか、若者の修学を保障するという点では給付制への足がかりとなるもの

で一歩前進といえます。「返還免除・猶予」の制度を実際に創設するのは都道府県の判断に拠る

ことになりますから、今後の各都道府県レベルでのとりくみが極めて重要になります。

（５）高校版就学援助制度の必要性

経済的に困窮している生徒は全国で増加しています。2010 年度に就学援助制度の支給対象と

なった公立小中学校の児童生徒数は、前年度より 6 万人以上増加して過去最多の 155 万 1083 人

（要保護者 14 万 7755 人、準要保護者 140 万 3328 人）になっています。1997 年に 6.6 ％だっ

た就学援助受給率は、2010 年には 15.3 ％（要保護者 1.5 ％、準要保護者 13.8 ％）となり、子

どもの貧困率 15.7 ％とほぼ同様の数値を示しています。

生活保護世帯（要保護者）の高校生には「高等学校等就学費」が支給されますが、就学援助受

給者の 9 割を占める準要保護世帯の子どもたちは、高校に入学したら就学援助が受けられなく

なり、ただちに教育費の支払いが困難になります。準義務教育化している高校にも義務制と同様

の就学援助制度が必要です。

「高等学校等就学費」とは

高校生のいる生活保護世帯に 2005 年度から支給されることとなった。「教育扶助」ではなく、自立

支援という観点から「生業扶助」として支給。①学用品費(5300 円/月)、②授業料、入学料、入学考査

料、③入学準備金(61,400 円以内)、④通学費(実費)、⑤学級費(1,780 円以内/月)、⑥教材費(実費)

これらに加えて、2009 年度の補正予算で「教育扶助」として「学習支援費」(5,010 円/月：課外クラ

ブ活動費・家庭学習に必要な図書購入費)が支給されている。

４．教育の無償化に必要な予算はどれくらいなのでしょうか

（１）減り続ける日本の教育予算

世界一高いとされる日本の保護者の教育費負担。その最大の原因は、教育機関に対する公財政

支出の GDP に占める割合が 2008 年度は 3.3 ％と、5.0 ％を平均とするＯＥＣＤ 31 カ国中最下

位レベルを続けていることに示されるように、教育機関に対する公財政支出が極めて低いことに

あります。
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かつては日本も教育予算にかなりの比率をかけていました。1970 年の文部省の教育白書『我

が国の教育水準』によると、日本の教育への公財政支出は、1950 年代には主要国に比べて最も

GDP 比が高かったのに、1960 年代に入ると、ア

メリカ、イギリスを下回るようになりますが、

1960 年代末まではフランス、ドイツよりも高い

水準にありました。今日よりもはるかに少ない

財政規模の中で、教育にかなりの予算を注ぎ込

むことによって、中学校義務制を実現し、高校

・大学進学率を上昇させてきたのです。

文科省の『データでみる日本の教育 2008』に

よれば、国も地方も 1970 年代半ばから教育関係

の予算を大幅に抑制・削減してきたことがわか

ります。1970 年代前半には国の歳出の 14 ％近

くを占めた教育費は、2006 年には 7.9 ％となっ

ています。GDP に対する文教関係費の比率も、

1970 年代末の 1.7 ％から 2005 年には 0.77 ％に

まで減少しています。

これは少子化による子どもの数の減少のせいではありません。先進国の多くで子どもの数が減

少していますが、教育予算は増やし続けています。

（２）イギリス・韓国の教育予算

イギリスでは、1997 年までの 18 年間で教育予

算は 1.4 ％しか増えませんでしたが、ブレア政権下

の 8 年間で年率 4.4 ％増加しており、児童・生徒一

人当たりの予算は、1997 年の 2500 ポンドから倍

増しています。

日本と同様に教育費の父母負担が高い韓国では、

国の税収のうち教育に充当された比率をみると、

1998 年には 12 ％であったものが，2008 年には 20

％にまで拡大しています。この間，1985 年から段

階的に進められてきた中学校の無償化が 2004 年に

完了し、1999 年から一部の５歳児に対する就学前

教育の漸進的無償化が開始され，低所得家庭から

漸次拡大するなど，教育機会の拡充に向けたとり

くみが進められています。

（３）ＯＥＣＤ平均並みの教育予算を

教育の無償化に必要な予算はＯＥＣＤ平均並みの教育予算を確保すればすぐにでも可能となり

ます。

いきなり数兆円単位の予算を増やし続けていくことは非現実的でしょう。しかし、先の述べた

「高校授業料無償化」の欠陥を改正して、授業料完全無償化を達成するにはわずか数億円ですみ
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ます。高校生への給付型奨学金事業は 3 年連続で見送られましたが、都道府県での「高校生修

学支援基金」の制度改正によって、給付制に近い奨学金への足がかりができつつあります。

中等教育･高等教育の漸進的無償化を定めた国際人権 A 規約の 13 条 2 項(b)(c)を日本は留保

しています。条約加盟 160 カ国中、留保しているのはマダガスカルと日本のみです。漸進的と

は、「目的、理想などを急激でなく、順を追ってだんだんと実現しようとする傾向にあること」

（『日本国語大辞典』）という意味です。条約を批准している国がすべて中等・高等教育の無償

化を実現しているわけではなく、それぞれの国の事情で順を追って教育の無償化に向けて努力し

ているのです。日本もそうした姿勢を持つことを堂々と宣言して、教育の無償化に向けた政策を

すすめるべきです。

社会全体で若者の学び･成長を支えるため、授業料だけでなく入学検定料や入学金も無償にす

べきです。そして、義務制と同様に教科書代を公費負担とし、夜間定時制の給食費を無料化とす

ることも優先順位の高い課題です。

教育の無償化に向けた課題を、一つひとつ達成していきましょう。

これだけあれば無償化は可能（無償化に必要な予算）

Ａ 私立高校の授業料無償･･･････････････････････1628 億円

授業料収入総額 3100 億円－就学支援金 1542 億円

Ｂ 高校納付金軽減経費･････････････････････････6670 億円（335 万人× 20 万円）

Ｃ 入学金・施設設備費の無償･･･････････････････2521 億円（公立 611 億、私立 1910 億)

Ｄ 高校版就学援助制度･････････････････････････ 503 億円（335 万人× 0.1 × 15 万円)

Ｅ 高校奨学金･････････････････････････････････ 504 億円（335 万人× 0.05 × 30 万円）

計 1 兆 226 億円

Ｆ 国公私立大学授業料無償･･･････････････････････････ 2.21 兆円

国公立 76 万人× 50 万円＋私立 227 万人× 81 万円

Ｇ 修士課程･博士課程への給与制奨学金(生活費援助)･････2376 億円

修士課程以下 30 万人× 60 万円(月額 5 万)＋博士課程 4.8 万人× 120 万円(月額 10 万)

＊以上Ａ～Ｇを合計すると約 3.5 兆円

GDP 比ＯＥＣＤ平均並みの教育予算(3.3 ％→ 5.0 ％)にすれば、2010 年度の名目 GDP550 兆円×

0.017 ＝ 9.4 兆円増える。9.4 兆円－ 3.5 兆円＝ 5.9 兆円のおつりが出る。

この 5.9 兆円で幼児教育無償化や無償化以外の教育条件整備に活用でき、35 人学級といわず、世界

の常識の 25 人学級も可能です。 (以上、三輪定宣氏の諸資料による)
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第１７章

社会全体で若者を支えます
－雇用面における政策提言－

はじめに

高校を卒業して社会に出るその一歩から「失業者」という多くの若者がいます。すべての高校

生・若者の修学と進路が保障され、「希望の春」を迎えられるような社会のあり方について考え

てみたいと思います。

「社会全体であなたの学びを支えます」と高校授業料無償化がはじまって 3 年目を迎えよう

としています。若者の就職・雇用問題が社会的問題となっています。希望するすべての高校生・

大学生の就職を保障し、若者の働くルールを確立していくために、「社会全体で若者を支えます」

という新たな一歩が、いま求められています。

１．雇用政策から若者を社会全体で支える提言

（１）「若者の成長を社会全体で支えるために」については、第２次提言の第 8 章で、「中途退

学問題の解決をはかる社会的しくみの確立」、「若者が自立・成長できる職業の保障を」、「若者

支援を確立し、若者が『居場所』のある社会をつくりましょう」、「実態把握と体制確立でおく

れをとる日本の若者支援体制」という提言をしています。また、「新たな就職氷河期」のなかで

苦悩する青年たちの苦悩の原因はどこにあるのかを探りながら、誤った処方箋では事態は改善し

ないこと、キャリア教育は若者の願いを実現するのかという問題について、第１次提言の第 6

章、第２次提言の第 11 章でその問題点を指摘しています。

（２）若者に関係する社会政策には 4 つの領域があるといわれます。第 1 は、「労働政策（キャ

リア教育・職業訓練を含む）」、第 2 は、青少年・若者の社会的自立に関する政策、第 3 は、リ

スクを抱える若者の社会的自立に関する政策、第 4 は、少子化に関する政策です。

（３）本章では、社会全体で若者を支えます－雇用政策からの提言－として、以下の点について

提言します。

① キャリア教育を主権者教育に組み替えることが重要です。机上のキャリア教育ではなく、

フランス・イギリスなどヨーロッパの労働者がたたかいのなかで獲得した働くルールの確立、

社会保障・生活保障の実態から学ぶことが大切な課題です。

② 働きながら学ぶ高校生は、定時制高校だけの問題ではありません。貧困と格差が広がるも

とでアルバイトをしなければ高校を続けられない生徒が急増しています。働きながら学ぶ高

校生にこそ、人間らしく働くルールの確立が求められています。

③ 大学進学や就職という過酷な「イス取りゲーム」の競争から、すべての若者にいま必要と

されるさまざまな形の「イス」を、地域からどう新たに創造していくのかが大切です。

④ 日本経済は、青年の居場所・雇用を確保するための十分な体力ももっていることも労働総

研などの分析で明らかになりました。大企業の内部留保の一部を取り崩すだけて、青年の未

来は開けます。
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⑤ 高校生の就職問題を根本的に解決するためには、厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に

関する指針」を法律として、大企業に対する社会的責任を求める規制が重要です。

⑥ 高校生・大学生、若者が学び、働き、つながる「居場所」づくりを「地域」からつくるた

めにも地域を支える、地域に支えられる学校と高校教育がいま求められています。

⑦ 実効ある求職者支援法を活用すること、国の責任で公的就労事業を再開することが重要な

課題となっています。

⑧ 生存権と教育への権利の統一を高校教育政策の新たな出発点にすることです。日本の教職

員組合運動は、戦後、平和教育の課題で豊かな教育実践を育んできました。いま、この到達

点を継承・発展させ、憲法学習・平和学習とともに労働学習を柱とした主権者教育にとりく

み、大きく発展させることです。その羅針盤は憲法です。憲法を教育、暮らし、平和と民主

主義に守り生かすことが、高校生・青年の未来を開く力です。

２．高校生・若者の就職をめぐる状況

（１）高校生の卒業後の進路

① 高校生の卒業後の進路の推移をみると、1992 年度の卒業者数は 180 万 7175 人、うち大学等

進学者数は 59 万 1520 人で 32.7%、専修学校進学者数は 29 万 6249 人で 16.4%、就職者数は 58

万 4479 人で 33.3%でした。

② 1995 年度は、卒業者数は 159 万 720 人、うち大学等進学者数は 59 万 7986 人で 37.6%、専

修学校進学者数は 26 万 5892 人で 16.6%、就職者数は 39 万 5796 人で 24.9%でした。

③ 2010 年年度は、卒業者数は 106 万 9129 人、うち大学等進学者数は 58 万 578 人で 54.3%、

専修学校進学者数は 17 万 182 人で 15.9%、就職者数は 16 万 7370 人で 15.7%でした。

④ 求人数・求人倍率・進路未定者の推移は次の通りです。

1992 年度 … 求人数 167 万 6001 人、求人倍率 3.34 倍、進路未定者 9 万 1415 人

1995 年度 … 求人数 64 万 7290 人、求人倍率 1.93 倍、進路未定者 11 万 2510 人

2010 年度 … 求人数 32 万 2620 人、求人倍率 1.81 倍、進路未定者 7 万 143 人

⑤ この 20 年間、大学、専修学校への進学者数は減少していますが、卒業者数の減少によりそ

の割合は相対的に高くなっています。ところが、就職者数は、約 60 万人から約 16 万人と激

減しています。その背景に、求人数が約 167 万人から約 32 万人に減少しているからです。こ

うしたことが、高校教育に大きな影響をもたらしました。

（２）今日の高校生・大学生の就職内定状況

① 厚生労働省が発表した 2011 年 11 月現在の高校生の就職内定状況によると、内定率は 73.1%

と昨年比 2.5 ポイント増加しています。求人数は 18.6 万人、求職者数は 17 万人うち内定者は

12.4 万人、求人倍率は 1.09 となっています。いまだに 4 万 5829 人（男子 2 万 1812 人、女

子 2 万 4017 人）の就職が決まっていません。

② 内定率は、求職者に対する内定者の割合ですから、求職者が減少すれば上昇するマジックが

あります。2011 年度 7 月末の高校生の就職希望者は 18.7 万人でした。それが 9 月末には 17.4

万人と 1.3 万人減少し、11 月末の 17 万人との比較では、1.7 万にも減少しています。そのう

ち、就職から進学へ進路を変更した高校生もいますが、多くは就職そのものを断念せざるをえ

ない状況に置かれているのではないでしょうか。

③ 北海道では、11 月現在の内定率は 51.8%です。8,716 人の就職希望者に対して、内定者数は
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4,513 人、未内定は 4,300 人と深刻な状況となっています。求人は 6,557 人、求人倍率は 0.75

です。内定率は沖縄の 38.6%が最低で地方格差も広がっています。

④ 大学生の 11 月末現在の就職希望者は 41.6 万人で内定率は 71.4%です。11.7 万人もの大学生

の就職がいまだ決まっていません。就職できなければ、多額の教育ローンという奨学金の負債

を抱えた失業者として社会に放置されることになります。

（３）新規高卒未就職者の状況

① 北海道経済部雇用労政課は、2011 年 7 月に、2011 年 3 月新規高卒未就職者に関する状況に

ついて調査をおこないました。その調査結果によれば、未就職者 1,621 人のうち就職試験の受

験を「一度も受験しない」が 1,588 人中 638 人と 40.2%です。就職しなかった、できなかっ

た理由として「何度も受験したが採用されなかった」が 1,834 人中 486 人・31.2%です。

② 同調査によれば、3 月末現在の生徒の状況は、「正規雇用として働いている」のは 1,559 人中

160 人と 10.3%にすぎません。その一方で「非正規雇用として働いている」のは 1,559 人中 540

人・34.6%です。注目すべきは、「何もしていない」若者が 1,559 人中 544 人と実に 34.9%も

いるということです。

③ 進路希望では、「就職（正規雇用）を希望している」が 1,391 人中 976 人・70.2%です。こう

した状況をみると、正規雇用で働きたいと願う若者に仕事を保障することは喫緊の課題となっ

ています。

④ これは、北海道だけの問題ではありません。厚生労働省の調査でも、この間、高校を卒業し

ても、就職できず「進路未定者」・「一時的な仕事についた者」の合計は毎年約 7 万人に及び、

拡大再生産されています。社会の矛盾が高校生・若者に集中するという社会に日本の未来はあ

るのでしょぅか。

（４）若者の離職状況

① 離職率の状況は、厚生労働省の調査によれば、2007 年 3 月卒業者の就職後 3 年間の離職率

は、中学校卒業者では、就職者全体の 65.8%、高等学校卒業者では 40.4%、大学卒業者では、

31.1%となっています。なお、就職後 1 年間の離職率は、2009 年 3 月卒業者の場合、中学校

卒業者では、40.1%、高等学校卒業者では 17.1%、大学卒業者では、11.4%となっています。

中学校卒業者及び高等学校卒業者のいずれも就職後 1 年目に離職する者の割合が高くなって

います。

② 若者の離職率は、厚生労働省の雇用動向調査によると、2009 年度中に事業所 5 人以上の事業

所から離職した 30 歳未満の若者は 272 万 3000 人（男子 124 万人、女子 148 万 3000 人）と

なっています。30 歳未満の離職率をみると、27.3%（男子 23.8%、女子 31.3%）で全労働者の

離職率 16.4%（男子 14.4%、女子 19.0%）より高くなっています。

③ 離職した若者が仕事を見つけることは容易ではありません。正規雇用から派遣・請負・パー

ト・臨時など非正規雇用という道を選択せざるをえません。

（５）若者の高い失業率

① 2011 年 12 月の完全失業率は、4.6%と前月比 0.1 ポイント悪化し、完全失業者数は、299 万

人となりました。正社員の有効求人倍率は 0.47%と厳しい状況が続いています。

② 完全失業率を年齢別にみると 15 歳～ 24 歳は 7.9%です。若者が他の世代に比べ依然として
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高い失業率になっています。若年層男女計では 8.0%、男性は 9.7%と他の世代と比べて高い水

準で推移しています。

（６）求人の減少

① 20 年前 167 万人あった高校生に対する求人が、19 万人と約 10 分の 1 弱に激減しています。

とりわけ、2010 年から 2012 年の求人数の減少が顕著で、約 10 万人も求人数が減少していま

す。そのなかでも、500 人以上の大企業の求人が約 30 万人以上も激減したまま改善が見られ

ません。

② 求人を減らすその一方で、大企業は内部留保は、266 兆円と増大を続けています。内部留保

の一部を取り崩すだけで、高校生の就職は確保できます。大企業の社会的責任が問われていま

す。

（７）若者の働く場と「居場所」を地域からどう新たに創造していくのか

就職問題について学校で話し合い、「なぜ就職できないのか」どうすれば就職を希望するすべ

ての高校生・大学生等の就職を保障できるのか、学校の役割、高校教育の課題はなにかについて

考えましょう。

大学進学や就職という過酷な「イス取りゲーム」という競争から、すべての若者にいま必要と

される働く場と、「居場所」いう「イス」を地域からどう新たに創造していくのかという観点か

ら考えてみましょう。

３．劣悪な若者の賃金・労働条件と雇用・働くルールの破壊

（１）非正規雇用の増大

① 日本では労働者の賃金の低下が 10 年以にわたって続いています。労働者の 4 割近くが非正

規雇用です。そのうえ、4 人に 1 人、1000 万人以上の労働者が年収 200 万円以下のワーキン

グプアとなっています。若者の 5 割近くが非正規雇用であることもまた、若者全体の賃金水

準を引き下げる原因となっています。

② 非正規雇用の賃金は、月額 10 万円未満が 35.4%と 3 分の 1 をこえ、女性では 45.7%と約半

数を占めています。20 万円未満とすれば、78.7%と 3 分の 2 をこえています。また、年間収

入では、パート・アルバイトは 50 万円～ 99 万円、派遣社員や契約社員では 200 万円から 249

万円の年収層に集中しています。

（２）フリーター、ニートの状況

① 若者のフリーター（15 歳～ 34 歳）の推移をみると、217 万人（2003 年）から 178 万人（2009

年）となっています。フリーターは 200 万円以下のワーキングプアが圧倒的多数で、正社員

との賃金格差が広がっています。その背景には、若者の失業問題があります。また、ニート状

態の若者（15 歳～ 34 歳）は、この 10 年間で 40 万人から 62 万人と増加しています。

② その背景に、不登校や高校中退問題があります。不登校は小学校で約 2 万人、中学校で約 10

万人、高校では約 5 万人、高校を中退した生徒は約 10 万人で、若年無業者は 60 万人(15 歳～ 34

歳)にもおよんでいます。子どもの貧困が大きな社会問題となっています。相対的貧困率は 1

人親家庭は 54.3%にものぼります。
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（３）働きながら学ぶ高校生の状況

① 働きながら学ぶ多くの高校生がいます。はじめにいくつかの事例を紹介します。

A さんは「仕事はお刺身づくりです。一人で 450 パックをつくり、中心的に働いているにも

かかわらず、定時制の高校生であることから誰よりも安い時給 720 円で働いています。学費

など自分で払い将来の進学に備えて貯金をしています。しかし、大学入学時に必要な額にはな

りそうにありません。

B さんは、朝 6 時からコンビニで働いています。アルバイト代から学費・給食費・電気・ガ

ス・携帯代など支払うと残金は 1 万円程度です。将来大学に進みたいと考えダブルワーク

をしようと考え、アルバイトの面接試験を受けています。

C さんはと D さんは、アルバイト先から 3 月には解雇されてしまいます。

E 君は、派遣社員として 20 万円以上稼いでいました。将来はいま勤めているところで正社員

にと言われていましたが、自動車関係部品の梱包の仕事がなくなり、昨年末退職させられてし

まいました。

② アルバイトを首にならないが、日数や時間数が減らされ収入が減っています。そのため 18

歳を超える生徒たちは、定時制が終わった 9 時過ぎから働く生徒が増えています。

③ 以下は、日高教定通部が 2009 年 5 月に行った「定時制・通信制生徒の意識と生活実態調査

のまとめ」にあらわれた生徒の実態です。

○ 4,042 人の生徒のうち、仕事をしている生徒は 2128 人です。働いている生徒の 75%、4 人

に 3 人は 30 人以下の職場で働いています。

○賃金はほとんど最低賃金よりわずか高い程度の時給でした。「研修費」を時給から引かれて、

最低賃金を割っている生徒もいます。

○前回の 1995 年調査では、「製造業」に働く生徒が 35.5%と一番多く、2 番目に「建設業」

の 18.3%、そして 3 番目にさ「サービス業」の 16.3%でした。この 14 年間で定時制・通信

制の高校生が働ける職種は「製造」「建設」から「サービス業」に変わっています。

○夜間定時制生徒の 56.9%、通信制生徒の 53.8%が 1 週間フルで働いています。学校にいか

なければならないので、仕事先でシフトにいれてもらえないため、1 週間の労働日数のピー

クが「3 日以下」「4 日」となっています。そのために一つの職場だけでなく 2 つ、3 つと掛

け持ちしている生徒も少なくありません。

○半数近い生徒が 1 日に 3 時間～ 5 時間働いています。8 時間以上は 30%をこえています。

深夜労働もやっていると思われます。前回の 1995 年調査では、7 時間～ 8 時間が 63.0%、8

時間以上が 16.7%でした。かつて、1 日単位の雇用であったものが、現在の雇用契約が時間

単位になっていることがわかります。

○その結果、雇用は細切れとなり、パート・アルバイトの不安定な非正規雇用で、賃金・労働

条件はいっそう劣悪となっています。

○職種ではサービス業・小売業が多いため、8 割の生徒が土日に働いています。1 週間、学校

と職場という緊張感の連続が精神的・肉体的に及ぼす影響を「若いのだから」と片付けてし

まつていいのでしょうか。青年期の体と心を発達の視点から休日を考える必要があります。

④ 働きながら学ぶ高校生は、定時制・通信制高校だけの問題ではありません。貧困と格差が広

がるもとでアルバイトをしなければ高校を続けられない生徒が急増しています。働きながら学

ぶ高校生にこそ、人間らしく働くルールの確立が求められています。
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（４）若者が学び、働き、つながる「居場所」づくりを地域から

① 働きながら学ぶ定時制・通信制生徒の実態を具体的に明らかにしながら、様々な困難を抱え

た青年の「居場所」を地域からどう創造できるのか考えましょう。

② 高校生・大学生、若者が学び、働き、つながる「居場所」づくりを地域からつくるためにも、

地域に根ざした高校がいま求められています。生存権と教育への権利の統一とい観点から考え

てみましょう。

４．高校生の就職保障と働くルールの確立を求めるとりくみ

（１）高校生・青年の未来をひらく「二つの運動」の推進

① 日高教は、修学と進路を保障し、高校生・青年の未来をひらく「二つの運動」を重要な柱と

してとりくみをすすめてきました。運動をすすめる基本姿勢として、「調査活動にもとづく実

態告発と世論化」「要求と政策の攻勢的な提起」「運動の具体化と社会的提起」をおさえてと

りくみを展開してきました。

② 1994 年から高校生・障害学校生の就職内定実態調査（10 月末・卒業時）を実施し、その時

々の実態と特徴を分析し問題点を指摘してきました。

③ 2008 年度末に高校生・大学生の内定取消し問題が大きな社会的問題となりました。日高教は

その実態を把握し、政府・厚生労働省、および経済団体、関係諸団体への要請行動にとりくみ

ました。厚生労働省は、「新規学校卒業者の採用に関する指針」のなかに、新たな項目として

「採用内定取消し等の防止」を加えました。罰則規定がないなど問題点もありますが、採用内

定取り消しはあってはならない重大な問題であることを認めました。また、採用内定者につい

て労働契約が成立していることも事実上認めさせました。

④ 運動の具体化と社会的提起では、「すべてのブロック・地域で修学・就職保障のキャラバンを

とりくもう」という提起が大きく前進しました。この行動では、高校生の就職問題での行政へ

の要請、経済団体との懇談、地域の就職連絡会との交流などマスコミも注目する教職員組合の

社会的役割を発揮した取り組みとなっています。

⑤ 全労連と協力して「働くあなたに贈る権利手帳」を作成し、卒業生・高校生や働く青年に届

けるとりくみを展開しています。また、。定時制・通信制生徒、アルバイトをしている高校生

にもひろげ、主権者教育の教材として幅広く活用されています。

（２）要求と政策の攻勢的な提起

① 要求と政策の攻勢的な提起では、政府・財界の政策動向を分析し、高校生の就職保障と働く

ルールを求める政策活動をすすめてきました。

② 日本経団連は、2010 年「企業行動憲章」を改定しました。2004 年版と比較すると、「企業は、

公正な競争を通じて利潤を追求するという経済主体であると同時に、広く社会にとって有用な

存在でなければならない」を「企業は、公正な競争を通じて付加価値を創出し、雇用を生み出

すなど経済社会の発展を担うとともに、広く社会にとって有用な存在でなければならない」、

「社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する」を「持続可能な社

会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく」と改定しました。また、

「利潤を追求するという経済主体」を削除し、「社会的責任を果たしていく」文言を新たに追

加しました。しかし、いま進行している事態は、大企業による労働者の大量解雇であり、改定

した「企業行動憲章」に反するものばかりです。1 億円以上の資本金の法人企業 3 万 6000 社
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の大企業が、「高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく」ことが求められています。

③ 政府の雇用政策の基本は、文部科学省・厚生労働省・経済産業省が何度となく企業に対して

求人を出すよう要請しても深刻な事態の改善につながっていません。高校生の就職問題の解決

のために、企業に対する「お願い政策」を転換させ、「社会的責任」を果たすように大企業を

法によって規制することが必要です。

④ 政府の雇用政策の基本は、企業に対する助成金制度が基本となっていることも特徴です。莫

大な内部留保を抱えた大企業に対して新たに雇用した際に助成金をだす制度はその典型です。

中小企業に対しては助成金制度を抜本的に改善することがは必要です。そのためにも、日本経

済を支える中小企業を保護育成するために、中小企業に対する政府予算を大幅に増やすことが

必要です。同時に、大企業の中小企業に対する下請け単価の切り下げなど、中小企業いじめを

規制すべきです。

⑤ 高校生の就職問題を根本的な解決すためには、厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に関す

る指針」を法律として、大企業に対する社会的責任を求める規制をはかることが重要です。

（３）実効ある求職者支援法の活用と国の責任による公的就労事業の再開

① 求職者支援法が制定されたことは重要な一歩ですが、公的な職業訓練学校をなくすなど矛盾

をかかえたものとなっています。職業訓練政策を抜本的に改善して、国が責任をもって職業訓

練の成果を雇用に結合していく総合的政策が必要です。

② 東日本大震災のもとで、新たな政策として特例的な失業給付の制度は深刻な実態に即した制

度として歓迎すべきものです。国の責任で公的就労事業を実施するなど、雇用政策の基本的な

考え方を見直し、雇用保険制度を失業保険制度にもどし、国の責任で公的就労事業の開始にふ

みきるべきです。

③ 就職を希望する若者の就職保障のために、地域経済の再建と雇用の創出の道は、財界・大企

業中心の外需主導の経済から内需主導の経済に転換することです。

④ 日本経済は、若者の居場所と雇用を確保するための体力を持っていることは、労働運動総合

研究所（労働総研）が明らかにした一連の「提言」で明瞭です。大企業の内部留保の一部を取

り崩すだけて、若者の未来はひらけることは可能です。


