
「令和の日本型学校教育」って何？
学校はどうなる？ どうする？
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全教青年部学習会

公教育を守る教職員組合
の存在意義をつかみたい



• 「いいなぁ、ママは。コロナが来る前に大人に
なれちゃって」（京都・小学生）

• 「こんなに大変なことがあったのに、教科書通
りの勉強しかしないんですか？」（京都・中学
生）

• 「あの頃よりずっと感染が広がっているのに、
何もしなくていいの？ だったら、あの長～い
休みは一体、何だったの？」（東京・小学生）

•「べんきょうをとりもどすなら、ぼくたちのみんなとあそぶ
じかんもとりもどしてください」（東京・小学生）



１．教育政策を考える座標軸とは？
（１）「子どもにとってどうか」を考えること

＊それは、「子どもの願いにこたえる」ということ
・でもそれは、「子どもの好きなようにさせる」ということではな
くて、「子どもの発達要求に合っているか」「人間としての発
達のすじみちから見てどうか」を考えること

＊たとえば……

・タブレットを使う授業を、多くの子どもは喜んでいるが……。



１．教育政策を考える座標軸とは？
（２）憲法、子どもの権利条約、１９４７教育基本法

＊日本国憲法・第２６条：「教育を受ける権利」「教育の義務」

＊子どもの権利条約：「子どもの最善の利益」

＊１９４７教育基本法・前文
・第１条「教育の目的」
・第１０条「教育行政」



２．戦後の教育の原点とは？
（１）教育の目的は、「人格の完成」をめざすこと

教育基本法第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民
主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身
ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育基本法前文 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民
主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に
貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本にお
いて教育の力に待つべきものである。



２．戦後の教育の原点とは？
（２）子どもにとって、教育を受けることは“権利”

＊戦前は、教育を受けるこ
とは「国民の義務」だった。

＊なぜなら、それは「お国
のために命を投げ出す覚
悟をつける」 ことが教育
の目的だったから。

＊川村祐三さん（1933年生まれ）は、
小学生の時、担任の先生から、
「大きくなったら、立派に
死ねる人になってくださ
い」というはがきを受け
取った。（手にしている
のは、当時の日記帳）



２．戦後の教育の原点とは？
（３）“権利”としての教育は、「普通教育」

日本国憲法第26条① すべて国民は、法律の定めるところによ
り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法第26条② すべて国民は、法律の定めるところに
より、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。

普通教育＝普遍的で共通に行われる教育。すべての子どもに保障されるべき、
人間として自立して生きていくために必要な教育
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２．戦後の教育の原点とは？
（３）“権利”としての教育は、「普通教育」

日本国憲法第26条① すべて国民は、法律の定めるところによ
り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法第26条② すべて国民は、法律の定めるところに
より、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。

「その能力に応じて」＝その子にあったやり方で。その子がわかるやり方で。
（「能力に応じた教育」ではない！）



２．戦後の教育の原点とは？
（４）その教育に、「命令」は不要

教育基本法第10条① 教育は、不当な支配に服することなく、
国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

＊戦前の「訓導」は、「上司の命を受けて教育をつかさどる」とされた。
←→学校教育法には、「上司の命を受けて」という言葉は無い。

学校教育法第37条⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。



「……そういう目標に達するためには、その骨組みに従いながらも、
その地域の社会の特性や、学校の施設の実情や、さらに児童の特
性に応じて、それぞれの現場でそれらの事情にぴったりした内容を
考え、その方法を工夫してこそよく行くのであって、ただあてがわれ
た型のとおりにやるのなら教師は機械にすぎない。
……これからの教育が、ほんとうに民主的な国民を育て上げていこ
うとするならば、まずこのような点から改められなくてはなるまい。」

学習指導要領（試案） 序論より
1947年3月20日（文部省）



２．戦後の教育の原点とは？
（５）教育行政の役割は「諸条件の整備確立」

教育基本法第10条① 教育は、不当な支配に服することなく、
国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。

＊教育行政は、教育内容に口出しせず、教育条件の整備確立に専念せよ
ということ。これも、戦前の教育の反省から。

教育基本法第10条② 教育行政は、この自覚のもとに、教育
の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行
われなければならない。



３．戦後、教育はどのように変えられたか
（１）アメリカの占領政策転換と憲法の平和主義

＊1950年、朝鮮戦争が始まった頃から、アメリカの占領政策が転換
・警察予備隊→保安隊→自衛隊の発足

＊1951年、サンフランシスコ平和条約と同時に日米安全保障条約を締結
・米軍基地はそのまま日本国内に置かれることになった

日本国憲法第９条① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使
は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

日本国憲法第９条② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力
は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



３．戦後、教育はどのように変えられたか
（２）アメリカの占領政策の転換と教育

＊冷戦の激化とアメリカの占領政策の転換は、教育にも重大な影響
をもたらした。
・1953年の「池田・ロバートソン会談」において、アメリカに対し
「教育における防衛精神の育成」を約束させられる
・こうしたことを契機にして、教育内容、教育行政のあり方、教職
員政策、教科書検定など、あらゆる面で教育のあり方が変えら
れていった。



３．戦後、教育はどのように変えられたか
（２）アメリカの占領政策の転換と教育

① 子どもの「人格の完成」をめざす教育は？
＊1958年、学習指導要領を「官報告示」。「法的拘束力」を主張
・このころから、教育内容の“詰め込み”が始まる
→勉強が難しくて「落ちこぼされ」てしまう子どもの増加

・「道徳の時間」や「日の丸・君が代」が入る
→自分で考えるよりも、「言うことをきかせる」教育へ

＊「経済が復興したら、高校入試はなくす」約束が反故に
・受験競争の激化。



３．戦後、教育はどのように変えられたか
（２）アメリカの占領政策の転換と教育

② 教育行政による教育内容への介入
＊学習指導要領のおしつけ強化
＊全国いっせい学力テストの実施
＊教科書検定の強化と広域採択制実施による教科書の統制

←→それに対する運動の盛り上がり
・全国学テ反対の運動や家永教科書裁判支援の広がり



３．戦後、教育はどのように変えられたか
（２）アメリカの占領政策の転換と教育

③ 地方教育行政と教職員に対する統制
＊1956年、それまで公募制であった教育委員を、首長による
任命制に（警官を導入した国会において強行採決）

＊1956年～ 任命制教育委員会において勤務評定実施を決定
・勤務評定によって、教職員の賃金を差別支給する制度

→愛媛県を皮切りに、全国に反対運動が広がる
「勤評は戦争への一里塚」
「勤評反対・民主教育を守る国民集会」開催（1958年）



４．「令和の日本型学校教育」
（１）教育内容について危惧されること

＊子どもの発達段階から見てどうか？
・タブレット使用のおしつけ
←→字を書く練習、物を触ってみる・においを嗅いでみるなど

しなくても大丈夫か？（小学校低学年）
・英語教育の早期化と強化
←→母語を身に付ける前に外国語？

中学1年生の英語の難しさ（習得すべき単語数が倍増）
＊「主体的に学びに向かう態度」の評価、「考える道徳」と言うが…

←→「忖度する」子どもを育てることにつながらないか？



４．「令和の日本型学校教育」
（２）公教育の“市場化”

＊新学習指導要領と教育のＩＣＴ化を合体させた中教審答申
＊「個別最適な学び」と
「協働的な学び」を一
体化させて「主体的・
対話的で深い学び」を
～そのためには「学校
教育のICT化が不可欠」



内閣府・総合科学技術・イノベーション会議「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」（22年3月）



４．「令和の日本型学校教育」
（２）公教育の“市場化”

内閣府・総合科学技術・イノベーション会議「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」（22年3月）



産業界等の要請にこたえ、学校教育と教育産業、IT産業を一体化



４．「令和の日本型学校教育」
（３）教科書検定等による教育内容の統制

＊教科書検定基準の改悪（2015年）
・閣議決定された内容に沿って記述することを求める

＊維新、自民・公明の議員が国会質問。「従軍慰安婦」「強制連行」
等の用語は教科書にふさわしくないとの閣議決定を経て、文科省
が、検定済・配布済の教科書記述の変更を事実上強制（2021年）

＊今年の高校教科書の検定でも、同様の意見がつけられ、修正

政治が、これほど露骨に教科書記述にふみこむことがこれまであったか？



４．「令和の日本型学校教育」
（４）「新たな教師の学びの姿」の危険性

＊教員免許更新制は、2022年7月1日に廃止。その代わりに……
＊「新たな教師の学びの姿」を実現するための研修のしくみを構築
・教員ごとに「研修履歴の記録」と校長等による「指導助言」を義務化
・研修が「期待された水準」に満たない場合、職務命令や懲戒処分ま
でちらつかせて研修の受講を事実上強制する

教員にとって研修は、義務であり権利。「受ける」ものではなく、自主的・自発的
に「行う」もの。そうした研修の本質がくつがえされてしまう。



４．「令和の日本型学校教育」
（５）究極のねらいは何か？

＊２つの大国化
に従属する「人
材」づくり（基本
的には安倍「教
育再生」踏襲）



５．私たちは、どうとりくむか
（１）これまでの教職員組合のとりくみ

① 「人格の完成」をめざす、ゆきとどいた教育実現のため、世論を広
げ、行政に働きかける
＊全国学テの悉皆実施に反対する
＊学習指導要領の内容を批判し、押しつけに反対する
＊子どもたちによりよい教科書を手渡せるよう、教科書検定の強化
に反対し、採択の民主化を求める
*少人数学級や教職員の定数増、特別支援学校の過密過大解消
など、ゆきとどいた教育条件の整備確立を求める（署名、請願…）



５．私たちは、どうとりくむか
（１）これまでの教職員組合のとりくみ

②教育研究活動、教育懇談会・教育集会、教育カフェなどを通して、
「人格の完成」をめざす教育の推進を後押しする
＊教職員としての専門性を育てるための学習会・レポート発表検討
・職場や組合の単組・支部で。民間研究団体のサークルの支援も
・保護者や市民と一緒に語り合い、学び合う「教育のつどい」

＊“子どもをまんなかに” “聞いてしゃべって輪になって”など、子育て
・教育のことを率直に話し合い、支え合える場を身近なところに



５．私たちは、どうとりくむか
（１）これまでの教職員組合のとりくみ

③教職員の労働条件を、子どもの教育条件と一体のものとしてとらえ、
保護者、市民とともにとりくむ（教育国民大運動）
＊「先生は今でも大変なのに、僕まで相談したら、病気になっちゃうよ。
だから僕はいいんだ。ガマンする」（東京・小学生）
→長時間過密労働解消のためにも「＃せんせいふやそう」

＊勤評闘争の中で訴えたのは、改訂学習指導要領によって“詰め込
み”がひどくなり、競争教育が広がってしまうこと（都教組「勤評と子ども」）
→多くの保護者、市民がともに立ち上がり、大きな運動に



５．私たちは、どうとりくむか
（２）いま、求められるとりくみは…

① 行政による教育内容への介入に反対し、子どもの一番近くに
いる教職員と保護者が、また地域でどの子も人間として大切に
育てるとりくみに全力をあげる
② コロナ禍によって見えてきたことをしっかりつかみ、職場の教
職員、保護者・市民との合意を広げ、世論を広げる
③ 教育予算を増やし、ゆきとどいた教育条件を求める運動に、
全力をあげる（「＃軍事費よりも教育予算を」）



５．私たちは、どうとりくむか
（３）コロナ禍で見えてきたこと

① 子どもの成長にとって、人とふれあうこと・直接体験すること
・遊ぶことの大切さ

② 学校という制度が、そのために果たしている役割の重要性
*学童や放課後デイ、社会教育施設、地域で子どもを守り、
育てるさまざまな活動の大切さも

③ 学校のこと、教育のことを決めるのは誰？
＊その学校のことはその学校の関係者が話し合って決める



５．私たちは、どうとりくむか
（４）自民党の改憲案について

① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に 応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女
に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償
とする。

その26条に3項が追加されると……



５．私たちは、どうとりくむか
（４）自民党の改憲案について

③ 国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福
の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り
拓く上で極めて重要な役割を担うものであるこに鑑み、各個人
の経済的理由にかかわらず教育の機会を確保することを含め、
教育環境の整備に努めなければならない

※“子どものための教育”というより“お国のための教育”に
※「教育条件」でなく「教育環境」の整備になったら、今以上に教育内容に
関する統制が……



子どもたちが願っていること

＊勉強がわかること・できるようになること
＊認められ、ほめられること
＊お互いにわかりあい、つながりあえること
＊遊ぶこと、ゆっくりできること
＊失敗しても、やり直しができること
—そして何よりも、ゆとりをもって

見守ってくれる大人の存在—



コロナ禍を乗り越えた先に、
「いのちが大切にされ、人間らしく生きることので
きる社会」「子どもから出発し、一人ひとりを人間
として大切に育てる教育」の実現を

全教青年部学習会

ありがとうございました


