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新しい教育課程と評価の考え方

梶田　叡一（京都ノートルダム女子大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ただいまご紹介いただきました梶田でございます。私も学生時代，京都に６年

間おりまして，ただそのころの京都は寒かったんですよね。つららが下がって寒

かったし，そのころは学生ってみんな貧しくて，京都の町をうろうろ，うろう

ろ，していたのを覚えております。

　それからもう既に４０年近くたちまして，また今私は京都に来て，仕事をさせて

いただいております。この７，８年前からでしょうか。そういうことで京都をし

ばらく中抜けしておりましたので，初めてお会いする方も多いと思います。よろ

しくお願いいたします。

　今，伊勢呂先生からも迫田先生からもいろいろお話がありましたが，やはり教

育の在り方について大きな変革期にさしかかりつつあるという気がいたします。

普通，教育界で大きな変革期というのは，教科書が変わる，学習指導要領が変わ

る，１０年に１回の時期のことという感じがいたします。

　しかし今回は少しニュアンスが違います。確かに小学校，中学校はあと１カ月

で，新しい教科書になります。そして完全週５日制になります。総合的な学習も

本格的に始まります。普通だったらあと１カ月で新しい学習指導要領というとき

には，皆さんイメージができていて，

「これでいこう」というので，だいたい

スムーズにいけると思います。

　ただ私はあえて言いますが，今回は

何十年に１回の大きな変革期がそれと

ぶつかったものですから，新しい学習

指導要領にどう取り組んでいくか，と

いうだけでは済まない話になってきて

いると思います。これは豊かになった

国がどこも経験してきたことなんです

けれども，例えばアメリカの１９６０年
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代，７０年代，すごく豊かになって，自由な教育，個性を育てる教育がはやったん

です。

　先生はあまりうるさく指導とか，教え込みをしない。カリキュラムも非常に自

由で柔軟になって，学校の仕組みも普通の小中高大だけでなくて，それに行かな

くても，オールタナティブ・スクールとか，フリースクールに行けばいい。極端

な場合はお母さんたちが何人か集まって，手作りの教育をするということもあり

ました。それでもちゃんと，小学校，中学校の卒業免状が出るという時代があっ

たわけです。

　小学校ではオープン・エデュケーションがはやって，カーペットを敷いて，寝

ころがって学習していたり。私は，実はそういうのが好きなんですよ。ですか

ら，７０年代は毎年，アメリカの学校を見に行きました。楽しかった時代です。も

う変わったことがいっぱいありました。中学校だって，一方ではもう高等学校と

同じようなやり方でした。しかし他方では，中学校だけれども，小学校と同じよ

うに，オープン・エデュケーションをやる。そういう非常に多様なものがありま

した。

　高校になりますと大学と同じように，例えばサイエンス棟とか，言語棟とか，

学習領域ごとにビルディングが別になっていたりして，ぐるぐる回って単位を取

っていくというのがあったり。あるいはニューヨークにありましたスクール・ウ

ィズアウト・ウオール（壁のない学校）といいまして，週に１回だけ，それも半

日ぐらい生徒が集まってくるんです。そこで今週の学習計画を先生と相談して，

それでいこうということになったら，あとはその日の午後は例えば美術館に行っ

て勉強する。次の日の朝は自動車修理工場に行って，実践自動車工学という単位

を取るための勉強をする。ニューヨークの町中全部がキャンパスという，そうい

うコンセプトの高校が有名になったりしました。

　非常に自由で，しかしさっき迫田先生がおっしゃったように「指導と評価」が

影の薄いものになっていたわけです。これは普通の言葉で言うと，「捨て育ち」で

すね。勉強する者はしたらいいし，駄目でもまあしょうがないという，そういう

教育がはやった時代があります。アメリカの６０年代，７０年代ですね。豊かで，自

由で，寛容な社会になると，必ず一度はそういう時期を通るんです。世の中が豊

かになると，うるさいことを言わなくても，教育機会をいろいろと準備できま

す。そして自由で寛容になるから，１つの考え方でまとめて「この教育をやろ

う」というのがなくなって，それぞれが自分がいいと思ったら，それでやったら

いいということになります。よく言えば自由尊重。よく言えば，人権尊重。普通
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の言葉で言えば，放任で，これがはやるんです。

　アメリカが一番ひどかったんです。そこまではひどくなかったんですが，実は

イギリスも７０年代同じようになりました。そしてフランスはそれほどじゃなかっ

たんですけど，しかしピアジェとラングランの教育改革というのがありまして

ね，やはりそちらのほうに行きかけました。例えばめざまし教科というのを小学

校で作って，日本の生活科とか総合的な学習と同じようなことをやろうとしまし

た。しかし，フランスはすぐ目が覚めて，２０年あまり前に止めてしまった。ピア

ジェとラングランの教育改革は，自由で，個性を伸ばす教育を目指したんですけ

ど，これを割と早く軌道修正しました。ドイツはご承知のように，州によって違

いまして，キリスト教民主党の州と，社会民主党の州がありまして，社会民主党

が政権を持った州は，一時期かなり自由で個性的な教育のほうに行きました。

　そういう流れがアメリカや西ヨーロッパでは，７０年代終わりまでずっと続いた

んです。日本はご承知のように，だいたい豊かになったのが１９７０年代からです。

１９６０年に安保闘争があって，そして当時の岸内閣が倒れて，私はその６０年に京都

大学に入ったんですけど。入って授業は何もなしで，結局覚えたのは大学から丸

山公園のデモの道筋だけ。いつも警官隊と衝突というとおかしいですが，遭遇し

てはあの大きな靴で足をけられる。だから私は，もう大学に入って半年ぐらい

は，結局デモと足の痛さぐらいしか記憶はありませんね。そういう時代でした。

　ところが岸内閣が倒れて，そして池田隼人が内閣を組織して，所得倍増という

ことを言った。当時は１９６０年ですよ。だれも本気にしなかったわけです。特にマ

スコミは今と同じで，だれか偉い人が何か言うと，必ずそれをやゆする，笑い物

にしたわけです。だから「所得倍増？　そんなことできっこないよ�」と。

　しかし６０年から７０年の間にはできたのです。倍増どころでないほどの経済成長

をしたのです。例えば１９６０年，私が大学に入った年，普通の庶民の家庭には電話

もないし，自動車もないし，もちろん洗濯機も掃除機も，何もなかったわけで

す。テレビもないし。もちろん私の家もそうでした。今，京都ではかくかくたる

有名人である梅原猛先生，あの家でも６０年代の初め，何もなかったと思います

よ。私，ちょうど浄土寺番場町の小さな民間の学生寮にいたんです。その寮前の

小さなお家に梅原猛先生は住んでおられまして，ニーチェをやっていらっしゃい

ました。法隆寺じゃないですよ。聖徳太子じゃないですよ。ニーチェ。立命の若

き助教授でした。それで前ですから，いつも寮に電話を借りに来ておられたんで

す。梅原先生のところに電話もなかった。後に自動車を奥様が実家からもらって

こられた記憶があるんですけど，初めはあれもなかった。こんなことを言うと何
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ですけど，あの梅原先生，今や大きいお家にお住まいです。そういう時代がある

んです。私よりも年代的に下の方が多いから，今申し上げておきますけど，日本

も，５０年代か６０年代前半というのは非常に貧しかったのです。

　ところが７０年ぐらいから，急に豊かになったのです。どこの家でもテレビはあ

るし，自動車はあるし，電話はあるし，洗濯機はあるし，掃除機はあるし，そう

いう時代になった。これはいいことですよ，豊かになるのは。私はもっともっと

豊かになってほしい，早く，この不況が去ってほしいと思いますが。しかし教育

ということを考えると，豊かになることは「もろ刃のやいば」なんです。結局，

豊かになると我慢してでも何かを達成するという気持ちが，みんななくなるでし

ょ。「金持ち，けんかせず」ですよ。それが本人もそうであるというだけでなく，

親も教師もそうなってしまう。「無理して，そんなことしなくていいよ」というこ

とになるんです。

　だから豊かになるのはいいんだけれども，そこでみんなそういう豊かで自由な

雰囲気にドップリつかって，耳あたりのいい，その場限りの話が，美しい言葉が

横行するようになるんです。「子どもたちは無限の可能性を持ってる」とかね。当

たり前ですね。可能性というんだったら，何でも言えるんです。しかし教育とい

うのは，可能性を現実のものにすることでしょ。現実に何かができるということ

が大事なのであって，私だってフランス語だって，スペイン語だって，可能性は

あるんでしょうけど，いまだに可能性のままです。それでは意味がないし，ナン

センスでしょ。それから，「本当に子どもを大事にするためには，好きなことを，

好きなときに，好きなようにやらせることが必要だ」といった言い方も横行しま

す。その場限りのハッピーというやつですね。

　場合によっては，「子どもが嫌がるようなことをやらせたら，かわいそうじゃ

ないか」と，こういう話にもなります。だから今でも，どうですか。「９×９＝

８１」を教えるときに，九九の「２×２が４」から「９×９，８１」まで見せて，「ど

う，これ。九九，八十一というのが面白いと思ったら，やってみる？」とかいう

先生はいません？　無理強いしちゃいけませんでしょ。教え込んだらいけないで

しょ。「明日までに覚えてこい」なんて，そういう指導をしちゃいけないという感

じの人も，今でもいませんか？　指導はやめて支援でいこうということで。

　でも子どもの方から「面白いな。九九，八十一でも覚えようかな」という気に

なると思いますか？　普通はならないんですよね。よほど変わった子は別です

よ。どこにでも変わった子はおります。しかしですね，「今テレビ，面白い番組

やってるけれども，こちらの大事な名作の本，これ読んでみる？」と言ったっ
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て，普通だれが読みますか。

　楽をさせるだけでは進歩はありません。苦労して勉強することがあっても後で

大きな満足が得られればそのほうがいい，ということに本当はならなくてはいけ

ないはずです。そのためには，言いようは工夫しないといけないけれど，指導が

必要になる。「初めはしんどいかもしれないけど，これやったら，後で面白くな

るよ」とか。「漢字だって，出てきたのを一つ一つ覚えていくと，沢山の漢字を使

って，いろいろと書いたり，読んだりできるようになるよ。そうすると面白い

ぞ」とか。そういうことで，今当面の苦労を乗り越えさせなきゃいけないでし

ょ。

　でも豊かで，自由で，寛容になると，今当面の苦労を親も教師もさせなくなる

んです。その場限りのきれいごとを言う。これがアメリカで特に７０年代に起こっ

たことです。それでどうなったか。面白い授業がたくさんできたし，いろいろな

活動が出てきたし，カリキュラムは自由になったし，場合によっては本当に面倒

なことは何もやらなくても卒業できるようになった。例えば，７０年代のアメリカ

の高校では，主要５教科を１つも取らなくても卒業できたんです。つまり数学，

国語，理科，社会，それから外国語，これらを一切取らなくても，単位がそろえ

ばよかった。自動車工場にお手伝いに行って，単位をもらってくるとか，その手

の学習だけでも卒業できたんです。

　それがいいという人も，あるいはおられるかもしれないけれども，社会全体と

すると困ったことになるわけです。７０年代の終わり頃になると，アメリカでは

「自由な教育は何を生んだか」ということについて，みんな論議するようになっ

たんです。なぜかというと，教育もだれていますけど，社会そのものもそういう

雰囲気の中で，大変なことになってきたわけです。ニューヨークやロサンゼルス

やシカゴの殺人率は，当時の東京の十何倍あったわけです。人口割りにして，十

何倍の殺人です。凶悪犯罪なんて，それこそ何十倍です。普通の強盗ではもう警

官が来てくれません，殺されないと。しかし殺されても，本当に来てくれるかど

うか知りませんけど。

　いずれにせよ，そういう社会になっていった中で，教育もそういう社会のあり

方を生む原因になってるのではないか，ということが言われるようになったわけ

です。結局，自由な教育は何を生んだかと問われれば，答えは２つです。問題行

動の爆発的な増大と，学力の大幅な低下です。これが７０年代の後半から言われる

ようになり，『タイム』とか『ニューズウイーク』という週刊誌が，年に何回も特

集を組んだんです。「荒れる学校」とか，「危険な職場」とか，あるいは「子ども
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を持った子ども」とか。当時はアメリカの高校生，１８歳までで，結婚しないで妊

娠する子が年間�１００万人というのが，アメリカの厚生省の数字でした。人口が，

日本の２倍ありますから，日本でいうと高校生が年に５０万人，妊娠するというこ

とですね。

　従って，当時はいろいろと高校を訪ねますと，都市部の高校ではほとんど例外

なく，お腹の大きくなった女の子だけを集めた特設の臨時のクラスがありまし

た。無理させちゃいけませんものね。また当時は中学生で妊娠する子が年間８万

人と言われていました。これもアメリカの厚生省の数字です。

　それから学校の器物破損，バンダリズムですね。そして校内暴力，バイオレン

ス。これもすごい数字です。それからもう１つ，ドラッグ。麻薬。これも当時高

校生の数字で３人に２人はドラッグをやっているという，そういう数字が当時の

『ニューズウイーク』や『タイム』に載せられたりしました。ドラッグといって

も，日本の普通の薬物乱用じゃないのです。マリファナから入ってコカインにい

くわけです。当時からクラックという簡単な薬物が，すぐに高校生の手に入る。

　そして学力は大幅低下です。高校を卒業しても，日常の読み書きができない子

がたくさんいるという，そういう言い方がされました。ファンクショナリー・イ

リテラシー。イリテラシーというのは，いわゆる読み書きができないという意味

です。それにファンクショナルという形容を付けて，実際生活での読み書きが十

分じゃない，となる。例えば交通違反の切符を切られたときに，それが読み取れ

ないとか。あるいは，お役所が何か決定したことを新聞でお知らせしたときに，

それが何のことやら分からないとか。そういう社会生活上，必要な読み書き能力

を十分持ってない人が，高校卒業者の３分の２を超えてるというのが，当時の言

われ方です。

　それで，７０年代の終わり頃には，「バック・トウ・ザ・ベイシック」ということ

が言われ出した。「基本に返ろう」と。「もう一度元の，着実な，きちんとした教

育に返ろう」ということが，８０年前後に言われたわけです。

　そして連邦レベルの，日本でいうと国民会議みたいな審議会が設置されまし

て，１９８３年に「ネイション・アト・リスク（危機に立つ国家）」という報告が出ま

す。これは，豊かで，自由で，寛容な社会では，教育にかかわる人がよほど責任

感を持ってないと，結局きちんとした教育はできない，という報告書です。結局

は，その場限りのきれいごとで流されてしまう。その場の快さで流されてしま

う。好きなことを，好きなときに，好きなようにやればいいみたいな，極めて安

易な人間観で教育をしてしまう。それをやっていったら，もうアメリカには未来

19



はないという，これが「ネイション・アト・リスク」ですよね。

　それで８０年代中頃から，アメリカはがらっと変わるわけです。非常に引き締ま

りました。社会そのものも，レーガン政権が「法と秩序」ということを言って出

てきて，大きく変わりましたけれども，教育も変わりました。小学校１年から，

きちんと机を並べて授業をするようになりました。そして学校での規律も「もし

気が向いたらあいさつでもしてみたらどう」というようなことじゃなくて，「学校

に来たら，あいさつしようね」という当たり前のことを言うようになったんで

す。「指導」復権ですね。

　学力もつくようになりました。テストも１年からやります。評価もきちっとや

ります。一番だれたときは，評価もほとんどやってません。「評価をすると，子

どもを縛ることになる」というような感覚がありました。あるいは「評価をする

と選別，差別だ」と。大阪では以前よく言われましたが，ああいう話がアメリカ

でも一時期，横行しました。

　評価は形だけ残ったところもありますが，アメリカの７０年代，ＡＢＣＤＥとい

う５段階評価の形は残っても，つけるのはＡかＢしかないとか。３段階評価でＥ

ＳＵ（Excellent，Satisfactory，Unsatisfactory）というんですが，Ｅしか基本的につけ

ないとか。何か日本での話と似てませんか？　いいところだけ評価しましょうと

いうのと。

　そういう時期がありました。ところが８５年以降は，きちんと評価をする。しか

も今日本で言われている，目標に準拠した評価です。何が分かったのか，何がで

きたのか，どういう力がついたのか，そこを評価をしようというのが，８０年代後

半から出てくるわけです。

　これがアメリカの流れです。イギリスも同じころに，サッチャー政権以降がや

りました。フランスはそれほど崩れてなかったんですけれども，８０年代後半以降

は，やはり昔からのフランスの教育のよさをもう一度見直そうということがよく

言われるようになりました。小学校１年から名文や美しい詩の暗記をさせる。１

年生からやるんですよ，小学校１年生。日本で暗記させるなんて，今でもさせて

ないんじゃないですか。

　翻って日本はどうか。アメリカ，ヨーロッパの主要国，それがだいたい８０年前

後に危機意識を持って「基礎・基本に返ろう」ということが教育界から非常に強

く言われるようになった。そして８５年を過ぎたら，どこも引き締まった，着実

な，責任ある教育をやろうということになった。ところが残念なことに，日本は

この１０年，必ずしもそういう危機感が深まらなかった。日本はやっぱり学校がき
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ちんとしているのです，基本的

には。教師がきちんとしていま

す，基本的には。だからときに

いい加減なことをやってる学校

とか教師があっても，アベレー

ジとしてはそれほどひどくなか

ったということでしょう。

　しかしこの１０年「子ども一人

一人を大事にしよう」とか，「指

導ではない，支援だ」と言われ

てやってきた中で，全体として

素晴らしい教師の力，素晴らしい学校の力がありながらも，実際の子どもの育ち

方という面では，破綻が生じてきたわけです。例えばこの１０年間で不登校，学校

嫌い，どれだけ増えましたか。何倍にもなってるんですよ。「子ども一人一人に

寄り添って」なんていうことが言われたわけですけど。

　寄り添ってあげて，一人一人を大事にして，指導でなくて，教え込みでなく

て，無理をさせないでやってたら，子どもは学校が本当に嫌になるということが

ありますか。本当だったら，ないはずでしょ。でもそれが起こってしまってま

す。それは何故か。子どもだって，きれいごとばっかり言われてたら，うんざり

するんです。子どもだって，今ここで頑張ったら，苦しいけれども，何かができ

るようになるとか，分かるようになるとかという達成感，成就感，有能感，これ

を味わわなかったら，長い目で見て，努力を続けることはできなくなるんです。

面白いことだけ，与えられてごらんなさい。はっきり言うと，うんざりします。

　私，非常に象徴的な例を見たことがあるんです。ある学校で，生活科の発表会

があって行きましたら，子どもたちが自分たちで作った遊びをしていました。い

ろいろな遊びがあって，それは面白そうでした。教室の中にいる子や，校庭に出

てる子がおりまして，２時間続きの授業でした。私はそういうのを見るのが好き

ですから，一生懸命見てました。

　そうしたら，２時間終わったんですね。外で遊んでた子どもが帰ってきたんで

す。中の子どもたちも，そろそろやめだした。それなのに先生がなかなか「終わ

り」と言わないんです。時間は１０分過ぎ，１５分過ぎ，もう授業時間は過ぎている，

２時間続きのね。そうしたらトコトコッと２，３人の子どもが先生のところに行

って「先生，もうそろそろ終わりにしようよ」と，こう言いだしたんです。先生
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が子どもたちに，「いや，まだみんな楽しそうに遊んでるから，先生はもう少し，

みんな遊んでたらどうかなと思って，それで終わりというのを言わなかったんだ

よ」とおっしゃったんです。そうしたら子どもたちが，みんな言うんです。「でも

ね，もう僕たち終わりにして，帰りたいよ」と言うんです。先生が「帰ってどう

するの」と言うと，「帰って，ぼくたち遊びたいよ」と。

　分かりますでしょ。嬉々としてやってるようでも，学校での遊びの活動は，本

当の遊びじゃないんです。分かりますね。遊びごっこなんです。義理ですね，先

生への。それを本当に楽しくやってると思い込むような，いい加減な子ども観の

人は，やっぱり教壇から去ってもらわないといけないですね。その場限りの遊び

というのでは，結局そうなるんです。先生が「ここでみんな遊び的なことをやっ

てるけど，これを通じて，こういうことが身につくよ」とか，「こういうことが分

かるようになるよ」ということを言ってあげれば，子どものほうに目標意識がで

きて，「先生に付き合って，これで遊びごっこでもやろうか」ということになりま

すけどね。

　それはさておき，欧米の国々が引き締まってきた中で，日本は１０年，１５年，ず

っと逆の方向に向いていたんです。経済界の人はよく言ってました。「日本の経

済は１２，１３年前にバブルがはじけて，それからこの１０年というのは，もう本当に

引き締まって，きちんと考えてやってきた。それでも銀行はつぶれるし，大会社

がつぶれる。だからもう，ものの考え方がきれいごとじゃなくなった。ただ教育

界だけは，ずっとバブルが続いてますね」ということを，経済界の人たちは言っ

てたわけです。

　あるいはアメリカやヨーロッパの教育界の指導的な人は，こういう言い方をよ

くしてたわけです。「アメリカやヨーロッパは８５年以降，特にこの１０年，息せき

切って，教育の再武装を進めてきた。教育の原点に帰ろう，基礎・基本を大事に

しよう，きちんと指導をやろう，責任ある教師，責任ある学校になろう，とやっ

てきた。日本はどうして武装放棄をまだまだ進めていこうとしてるんですか」

と。そういう言い方があったんです，ヨーロッパやアメリカで。

　繰り返します。日本の教師は優秀です。学校は優秀です。だからアメリカやヨ

ーロッパほどの破綻がなかなか表に出なかった。だからオプティミスティックな

姿勢を強めてきたのだろうと，私は思います。でも破綻が今や無視できなくなっ

たでしょ。不登校増大，学力の低下，いじめとか校内暴力。

　やっぱり，これじゃいけないということを，２０００年前後からいろいろな人が言

うようになりましたね。私は教育改革国民会議にも出させてもらってましたけれ
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ども，前半はきれいなお話がいっぱい出てきたんですけど，そして当時の文部省

の人も，得々と「ゆとり教育は」とか言ってたんですけど，後半は雰囲気が一変

しました。「こんなこと言ってて大丈夫だろうか，日本の教育はこのままいって

いいのだろうか」と。「日本に未来はあるだろうか」と。

　特に後半，企画委員会が設置され，これが国民会議の運営の中心になるように

なってから，非常に危機感が表に出てくるようになりました。それで「教育を変

える１７の提案」という，実際には６０近くの提案が含まれておりますが，そういう

最終報告が２０００年の１２月に出たわけです。

　２００１年になって，文部省が科学技術庁と合併して，文部科学省になった。そし

て国民会議の報告を行政的にきちんとやろうということで，当時の町村信孝文部

科学大臣を中心として，新しい文部科学省の人たちは非常に苦労されて，教育新

生プランというのをお作りになった。別名レインボープラン。今でもそれの改訂

版が文部科学省のホームページで取れますから，また見てください。学校の責

任，教師の責任が非常に強調され，子どもにきちんとした教育を保障しようとい

う，いわば結果に責任を持つ教育の色合いが全面に出ております。ぜひこれは見

ていただくといいと思います。

　そして同時に，去年から新しい中央教育審議会が７つの審議会を合併させてで

きました。これも結局は国民会議で論議したことを，今度は実際の法律改正や行

政のルートに乗せるためにどうするかということを，いろいろな分科会とか部会

でやってる，という感じですよね。教師の研修ということが，また新たに言われ

たりしているのも，それです。教員免許を途中で書き換えるというプランは消え

ました。でもそれはしないけれども，今までだったら懲戒免職になっても，場合

によっては教員免許を持ったままだったんですけど，懲戒免職になったら，今度

は必ず免許証取り上げとか。諭旨免職でも，場合によっては取り上げとか。今国

会で，その免許法の改正も通りますけれど，かなり厳しい線が出ています。

　去年の７月には，６本の法律が改正されましたね。この中で，指導力のない先

生は一定の期間研修してもらったあと，場合によっては教壇から下りてもらう，

ほかの職種に移ってもらうと，これも決まりましたね。あるいは義務教育であっ

ても，教師を傷つける，ほかの子どもにけがをさせる，授業妨害する，そういう

子どもについては，出席停止にするということが明文化されましたね。一部の報

道では「出席停止された子どもの学習権はどうなるのか」と書いてましたけど。

　だけどもそういう子が，小中で１クラスに１人いたとしても本当は大変なこと

です。ほかの何十人の子どもの学習権はどうなるんだ，ということになりますよ
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ね。豊かで，自由で，寛容な社会になると，被害者を守らないで，加害者ばっか

り守るような議論が盛んになります。子どもというのは安心して学校に行って，

安心して勉強して，けがしないで帰ってくるというのは最大の人権保障なんで

す。ほかの子をけがさせる子どもの人権ばっかり保障して，どうします。同じこ

とは，先生方にもいえます。当たり，外れというけれど，外れなんていうのは�

１００人に１人いるかどうかですよね。そういう人の権利を守ることばかりに汲々

として，きちんとした先生が自由に自分の教育の熱を子どもにぶつけるような，

そういうことをやれないような時期というのがあったじゃないですか，実際に。

本末転倒ですよね。豊かで，自由で，寛容になって，結局どこかが歪むわけで

す。それを元の線に戻そうと，そういうことですね。

　これが２０００年の国民会議，２００１年の文部科学省の新しい取り組み，そして中央

教育審議会の新しい議論の方向だと思っております。それを象徴的に示している

のが，この間１月１７日に遠山敦子文部科学大臣が出した「学びのすすめ」という

アピールです。ぜひ皆さん，もう一度読み返してください。報道によると「宿題

が」とか，「補習が」とか，そればっかりのように言われていますが，違うので

す。よく読んでみたら，そういうことじゃないことが分かります。ＴＶのインタ

ビューでも遠山大臣に「あなたは宿題をよくやってましたか」とか，そんなこと

ばっかり聞いていたでしょ。しかしあのアピールで言っているのは，そういうこ

とじゃないのです。

　一番大事なのは，ゆとり教育を捨てるわけじゃないけれど，「ゆとりと充実」と

いうのが最初からの方針だったことを思い出しましょう，ということなのです。

充実ということが伴わなければ，本当のゆとり教育じゃないのです。そして充実

ということを考えたら，基礎・基本がきちんと身につかなきゃいけない。それな

しで，ゆとり教育をやったら緩みになると，こういうことなんです。

　そして具体的には学習指導要領を最低基準として，とらえ直しをして，いろい

ろな取り組みをこれからやっていきましょう，ということになります。とらえ直

しをしてと言うと語弊があるかもしれませんね。行政の立場から言うと「従前か

らしばしば言ってまいりましたように」という枕詞がつきますけど，まあそれは

どうでもいいことです。ただ今までは，現実問題として，教科書を作るときは指

導要領を超えてはいけなかったんです。それから上級校入試の場合も，指導要領

の枠を超えてはいけなかったんです。この２つについて「学びのすすめ」の中

で，「それをやめます」と書いたんです。大きなことでしょ。

　つまり今まで上限として機能してきたものを，下限として機能させましょう
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と，こういうことですね。あるいは今までは普通，「指導要領は標準ですよ」と行

政から言われてきた。これも一応，ちょっと横に置いておきましょう。標準とい

う言い方をしてもいいんだけれども，結局は下限として考えていこう。だから発

展学習もやらなくてはいけないし，同時にそこまで行かない子どもには補充的な

指導も考えなくてはいけない。

　宿題とか補習というのは，そういう文脈の中で出てきてるんですよ。何も�闇��雲�
やみ くも

に宿題をさせればいいとか，闇雲に補習をさせればいいということではないので

す。みんなせっかく学校に来たんだから，小学校３年生が終わったら，なるほど

３年生が終わったなあ，というぐらいの力をつけてあげようじゃないかと，こう

いうことなんです。３年生が終わったなあ，という力とは何かというと，指導要

領にちゃんと書いてあるじゃないですか，ということになるわけですね。

　そのことといわば表裏なのが，今日出ております「評価規準」です。学習指導

要領に，例えば小学校３年なりの力をこのような形でつけてあげたいと，いろい

ろと書いてあるはずですけれども，実際にはこれこれを学ぶ，という事項が列挙

してあるだけですよね，多くの場合。これを学んで，どういう力がつくか，とい

う結果についてはなかなか書いていない。

　だからそれをもう一段具体化して，小学校３年でこういうことを学んでいった

ら，理科ではこういうことが分かって，こういうことについて関心が深まって，

こういうことについて大事さが分かって，こういうことに新しい意欲が出てき

て，こういうことに考える力がついてと，そういう学びの結果の中身を評価規準

の形で示そうということなんです。

　今度の遠山大臣のアピールは，実を言うと，ちょうど１年前の２００１年１月２４日

に小野事務次官が，「文部科学事務次官行政説明メモ」として，全国の都道府県の

教育長さんの集まりで刷り物を配り，小野次官自身がご説明になったことと，ほ

ぼ同じことなのです。ですから１年前から文部科学省は，そういうことで一生懸

命アピールをしておられたんです。例えば学習指導要領は下限であるとか。安易

な考え方でゆとり教育をやっていたら，緩みになるよとか。総合的な学習でも，

面白いだけの活動をやってたら，遊びの活動になってしまうとか。

　よほど気持ちを引き締めて，例えば総合的な学習であっても，目標を明確にし

てやっていかなくてはならない。例えば子どもたちが福祉領域でみんな車椅子で

町へ繰り出して，探検して，ノーマライゼーションについて，いろいろと考える

ということをやったとしても，それが「楽しいな」だけじゃ済まないで，そうい

う活動に則して，どういう自己学習能力がつくのか，どういう意味での生き方を
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考える力がつくのか，を考えなくてはいけないのです。この２つの力は，総則に

書いてありますね。そして同時に，その活動そのもの，今の車椅子で町でいろい

ろなところを探検するということがどういう意味でノーマライゼーションについ

ての認識を育てていくのか。こういう目標を明確にして，そしてその実現を念頭

に置いた活動をして，その結果として子どもたちが本当にねらったことが身につ

いたかどうかをチェックしなきゃいけない。まずければ，またそのやり方を考え

直すなり，補充的な活動をするなりしなくてはいけない。

　これが指導と評価の一体化の１つの側面なんですよね。目標があって，それを

実現するということを念頭に置きながら，いろいろな活動を組んでいって，本当

にこの目標が実現したかなということを，いろいろとチェックして，まずければ

またやり方を改めて，ということです。

　皆さん，評価規準表がお手元にあると思いますが，これは本当に今日９時過

ぎ，東京から着いたんだそうです。これを持って帰ってもらうだけで，私は素晴

らしいと思います。しかし，これをともかくこのとおりやればいいというものじ

ゃないのです。これがどういう文脈の中で出てきたかを十分に考えて，この評価

規準を受け止めてください。もう一度言いますと，日本は少し遅れたけれども，

引き締まった教育のほうに，やはり変わらなくてはいけないのです。先生は先生

にならなくてはいけない。学校は学校にならなくてはいけない。学校に行った子

どもたちは，それに見合った力がつかなくてはいけない。基礎的な学力も人間的

な成長も実現しなくてはいけない。そういう当たり前の考え方で，学校はこれか

らやっていかなくてはいけないということなのです。

　そしてそれを全国的に最低の保障をするためには，やはり学習指導要領が必要

である。とすると，ただ単に教科書を作るときの手掛かりとして指導要領がある

んじゃなくて，やはり日常の授業の中で，指導要領ということをもう一度見直し

ながら，こういう授業をやっていこう，そして指導要領に想定された最低の力が

ついたかなということをいつも念頭に置こうと。ただそれだけではいけないか

ら，発展的な，それ以上のプラスアルファも考えていく。この子はここまででき

るようになった，こういうことまで気付くようになった，ということも考えてい

こうと。そういう筋道の中で，今日の評価規準を考えていこうということなんで

す。

　ですからあとで実践発表もありますが，これをそのままやって，がんじがらめ

になったら困りますよ。いろいろと先進校の事例が出ています。これをそのまま

やったら，下手するとがんじがらめになります。これは１つの示唆なんです。１
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つのサンプルなんです。「ああ，なるほど。こういうやり方もあるのか」というこ

とです。そのとおりやったら，下手すると過労死します。いいですか。文脈が分

かっても，意味付けが分からないでやると，本当に苦労ばっかり多くて，結局は

子どもは育たないままで終わります。

　もう一度，繰り返させてください。やはり日本の教育が責任あるものになって

いかなくてはならない。その責任というのは何なのか。子どもの育ちに対する責

任なんです。結果についての責任なんです。それを親にも分かってもらう，社会

にも分かってもらう，という意味で，学校評価とか，いろいろなことが出されて

います。基本は子どもの育ちに対する責任です。

　アメリカで８０年代，盛んに言われるようなった言葉に「コンピテンシー・ベイ

スド・エデュケーション」とか「アウトカム・ベイスド・スクール」という言葉

があります。結局これは，結果に責任を持つ教育ということです。いずれも。私

は別にアメリカのまねをする必要はないと思ってますけれども，ただ状況として

言いますと，どこでも豊かで，寛容で，自由な社会になった中で，一度できた安

易な気持ち，その場限りのきれいごとで済ませる気持ち，言葉だけの美しさ，こ

れを一度すぱっと切って，新しい気持ちで，引き締まった教育をやっていく。そ

の中で教師は教師としての責任を全うするぞと。学校は学校の責任を全うするぞ

と。それが授業のこういうやり方に出てくるぞ，評価のこういうやり方に出てく

るぞと。こういうことでぜひやっていっていただければなと，そういうふうに思

います。十分に話ができたと思いませんが，どうぞ意のあるところをおくみ取り

いただければ，ありがたいと思います。どうもご清聴，ありがとうございまし

た。
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