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　第１節　「未来の学校の実現」に向けての提案

筑波大学教授・国立教育政策研究所総括客員研究員

前国立教育政策研究所所長

德永　保

　未来の学校づくり研究会の最後にあたり、これまでの研究会の議論やみなさんのご意見を踏まえ、そ

れらのご提案をどうやって実現していくのか、きょうは私なりの考えをお話しさせていただければと思

います。

　「未来の学校」にはそれにふさわしい実現プロセスというものがあるのだろうと思います。これまでの

文部科学省の教育政策は、実際には行政官が予算を取ることで、あるいは政策実施のため通知を出す形

でなされてきました。政策形成過程では、オープンに審議会等で議論している形をとりますが、実際には、

一定の方針に基づいて議論をしてもらい、それを制度化して全国一律に方針を転換をすることが通常で

あったわけです。

　一方で、私たちの考える「未来の学校」は、状況に応じて多様な形態があり、多様なスタッフがいて、

これらを活用していく。そして状況に応じた形で学校教育を実施していくという特色を持ちます。そう

であれば、それにふさわしい実現プロセスというものがあり、未来の学校教育に対応する未来の学校教

育政策のスタイルがあるわけです。

　未来の学校教育に関する政策のスタイルは、一つは状況に応じた多様性の受容と尊重、もう一つは状

況に応じたあるべき学校の実現に向けた多様なアプローチにあります。従来のように審議会にかけて、

一定の方向に一律に変えていくというスタイルよりは、状況に応じた多様性を尊重していくという行政

政策のスタイル自体も変えていかなければならず、政策実現のアプローチ自体も多様なものにしていか

なければいけないと思っております。

　それではどうやってそのようにするのか。現在の学校政策形成手順から、未来の学校教育政策スタイ

ルへ移行するには、順次橋渡しのようなものが必要であろうと思っております。もちろん将来の学校教

育政策は多様なアプローチがあってしかるべきですが、現在の学校教育政策の中で、未来の学校づくり

研究会の成果をどうやって生かしていくのかということが問われるわけです。

　そこで三つの具体的な方法を提案したいと思います。

①「未来の学校」のあり方に関する提案とそれに基づく理論の形成

　もちろん提案と理論の形成自体がこの研究会の目的ですから、今回報告書を出していただくというこ

と自体が、提案であり理論形成だと思っております。しかし、今後さらにこの報告書をもとにそれに基

づく理論形成を進めていくということが必要だと思います。
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②提案された「未来の学校」のあり方に有力な選択肢として、現時点でも是認され得るような極端な状

況の設定と当該状況に立った政策提言

　たとえば、「未来の学校」への提言が５年後に実現するとすれば、そんな無茶な政策はないだろうと各

方面からご批判を受けることになると思いますが、逆にそうでなければやっていけない極端なシチュエー

ションが生じる状況も考えられるわけです。つまり、「未来の学校」に盛られた内容を５年後に一律に実

現するというよりも、「極限状況のもとではこういう選択肢が有力でしょう」という形での提案をする。

それであれば、あまり抵抗なく受け入れられる面があるのではないかと思います。

　国土交通省の国土審議会政策部会の長期展望委員会による 2050 年の人口減少の予測によれば、2050

年には名古屋圏、東京圏だけが人口が増え、中国、四国地域では人口はほぼ半分か３分の１、国土全体

を通じて４分の１が無人化、３分の２ぐらいの地域で人口が半分以下の状況になると予測されています。

今までの厚生労働省の人口予測はマクロとして出生数と死亡数からの予測でしたけれども、国土交通省

の報告は人間の住んでいる地域を１平方キロメートルごとのメッシュに切り、メッシュごとに過去 30年

間の社会移動を加味して、2050 年の社会移動の結果を示しています。

　このような人口の激減する地域では、従来型の学校教育を継続するのはとても無理となり、みなさん

方に提言いただいたような「未来の学校」というものを具体的に当てはめていかざるをえないと思うの

です。このことは、被災地の教育を考える時にも有効な手段だと思っております。

　つまり、極端な状況を設定し、当該状況に立った現実的な政策提言を活用していくことが、妥協策と

はいえ、現時点の政策形成手順と将来のあり方というものを共存させる方法ではないかと思うわけです。

③「未来の学校」を設立する場合のスタッフ、施設、学習活動などについての具体的なシミュレーション

　三つ目は、みなさん方から提言された内容を、学校政策形成の有力な選択肢としていくためには、行

政施策的なものとしてのシミュレーションが必要です。「この場合であれば人件費がいくらかかる」、「こ

の場合であれば施設にいくらかかる」、そういう具体的なシミュレーションをすることによって、有力な

政策の選択肢として提示できることになります。

　たとえば、長野県の下伊那地方はスクールバスがありません。この地域では、20キロぐらいの距離を通っ

ている子が普通ですが、村でタクシーを借り上げています。三つの市町村は自前の小学校、中学校がなく、

隣町の飯田市の小学校まで通わせていますが、その場合はスクールバスの運行は経費がかかるのでタク

シーを使っています。極端な状況ではタクシーを借り上げたほうがコスト的に見合うわけです。ですから、

ここでみなさん方が提案されていることが、具体的になった場合、いくらぐらいでその提案が実施でき、

どのくらいのスタッフを用意し、どのくらいのスペースを用意し、どのくらい学校外の人材に応援して

いただいて、トータルのお金としてこのぐらいかかるという試算ができるのであれば、その提案は、様々

なところで今後実現されていく可能性が高くなっていくということです。シミュレーションを具体化し
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ていくということが引き続き課題だと思っております。

　現在の学校教育形成手順は限界があり大きな教育改革を行うことは難しいことです。臨時教育審議会

の時でさえ、改革されたことは限られておりました。

　なぜかと言えば、昭和 20年代ならともかくとして、現在は学校教育の制度と運用が成熟し、施設や設

備面においてもスタッフの教育においても、相当の資源が投入されているわけです。一律にこれらを変

更することを前提として、審議決定し実施をするという政策形成のスタイル手順がもう時代遅れだと言

わざるを得ないと思うのです。

　もう一つは、変革自体にもエネルギーとコストはいるわけです。大学改革ひとつとっても、大学を抜

本的に変えるための余裕は今の日本にはありません。それよりも変えられる部分を徐々に変えていく方

が得策です。あるいは、変えられるところだけ変えていくといった、変革に要するエネルギーとコスト

を小さくすることが必要なのです。このことについては大学行政では、すでにかつてのような一律の転

換ということはしておりません。

　2002 年以降、文部科学省は、ＧＰ（グッドプラクティス）と呼ばれる好ましい取り組みをしていると

思われる大学に対しては、その取り組み自体に対し５年間の継続補助金を出しています。そうすると良

くなる大学はどんどん良くなるんですね。

　昔は文部科学省が責任を持って全部変えろと言いましたけれども、今は良くなろうとしている大学だ

け応援して、長い目で見て淘汰されるならそれでいいという方向を取っています。果たしてこういう政

策を小学校、中学校に取っていいのかというのはかなり議論がありますが、そろそろ中学校の中でも特

定の教育機能に関し、あるいは高等学校については頑張っている学校、変わろうとしている学校だけを

応援して変えていくという手法でいいのではないかという考えが出てくるかもしれません。したがって、

未来の学校について皆さんが時間を割いて、心血を注いで内容をまとめていただいたものを全国あまね

く実現することが望ましいのかもしれませんが、現実的にはこういった学校をおもしろいと思ってくれ

る市町村長に取り入れてもらい、やる気のある市町村から変わっていくのでいいのではないかと思いま

す。

　「未来の学校」にふさわしい政策形成手順とは、一つは「未来の学校」を体現する多様な実践の奨励です。

要するに学校ごとに、「未来の学校」を体現するような活発で多様な試みをおおいに奨励していくことが

大事だと思うわけです。

　奨励の仕方は財政支援をするということがあります。一方で、大学行政では補助金もさることながら、

ＧＰの効果として、各大学がうちは文部科学省のＧＰに選ばれましたという、いわば精神的な支えでも

いいわけです。推奨すべき取り組みであることを認定さえすれば、たとえお金を差し上げなくても試み

は伸びていくのではないかと思います。
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　ただ、それでは今までと同じじゃないか、無責任ではないかということになります。やはりそういう

多様な実践の中で個別、具体の実践ごとに第三者がきちんと検証して、それを理論的に記述していくと

いうことが必要だと思います。つまり、様々な実践をきちんと検証し、内容を他にも波及させるための

革新的要素は何なのか。それを取り出して第三者が記述をしていく作業が必要なのです。そしてそれを

他の場所でも実践できるようなガイドラインをつくっていくことが未来の学校にふさわしい政策形成手

順だろうと思います。

　問題はそれを誰がやるのか。基本的には一つは公的機関で実施する。たとえば、国立教育政策研究所

の中で個別、具体の実践の中に行うような仕組みができることを強く望みます。また、「それを待ってい

られない」、あるいは、「もうちょっとダイナミックにやる方法」、というのであれば、たとえば「ＮＰＯ

未来の学校づくり検証会」など有志の民間機関が自主的に「これが優れた未来の学習の取り組みだ」と

いうことを検証していただくような組織を置く、この二つぐらいの枠組みが考えられると思っています。

　第 2節　座談会「提案を受けて」

岩崎　　　それでは、ご提案を受けて、質問やご意見をいただければと思います。

龍井　　　最後に提案されたことが実現しにくい、あるいは上手くいきそうもない阻害要因というのは

現状では何なのでしょうか。

德永　　　文部科学省の学校教育政策というのは、既存の制度を前提にそれの改良、あるいはその中で

既に５年ぐらい前から課題としてあることを中心に政策形成しています。実は文部科学省の政

策形成というのは常に未来に向かっての政策形成ではなくて、過去の課題を現時点でどう対処

するかということですので、課題意識というものと実際の課題とは最低でも５～６年のタイム

ラグがあります。

　　　　　たとえば、学習指導要領の改訂一つ取りましても、10年に一度改訂しますが、次の指導要領

の改訂は 2030 年ぐらいにやるわけです。今から７年後にやって、実際に教科書が出るのがそ

れから３年後ですから、現時点で教育課題と言われていることが、学校で実施に移されるのが

今から 10年以上後なんですね。要するにある課題に対して教科書を用意し、指導要領をつくり、

それから教員の研修をし、体制をつくってやるわけです。全国一斉にコンピュータの整備をし

出したのが、コンピュータ教育の必要が言われてから 10年後ぐらいだったわけです。

	 　国の政策はすべて過去の過去なんですね。一律的な政策、一律的な政策形成、それから全国
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的な政策というのは常にそういう形でタイムラグがあります。

　　　　　政策にあっては、一番モデレートな形を模索し、現状の中でどの地域、どの県においても実

施できることをやります。そうなると、「未来の学校づくり」のような新しい事柄を一律に導入

するというのはとても難しい。いじめなんて今から 25年ぐらい前から問題になっていることな

のです。その 25年ぐらい前の課題に対して今どうするかということが教育再生実行会議で最大

の課題になっていますので、みなさんが今課題意識を持っているようなことを、中教審で議論

するのはあと 20年後になるのではないかと私は思います。

三宅　　　その多様な実践の奨励というのを全体としてどこかが取りまとめていると、そこでまたタイ

ムラグが生じ、one	of	themのような形になってインパクトが少なくなるような気がします。

本当にすぐに取りかからないと危ないというところについては、それぞれにＮＰＯみたいなも

のをつくって、施策を進めていくようなことができる受け皿がないとどれも動かないことにな

り、本当に間に合わなくなるのではないかという気もいたします。その辺はどうなのでしょうか。

德永　　　すべてを文部科学省の研究開発学校のようなものにして、それぞれについてお金をつけてい

くことを考えると、おっしゃる通り埋没してしまうわけです。もちろん文部科学省の研究開発

学校は昔より多様になっています。従来型の研究指定校もあるし、教育課程特認校のような全

く新しい試みもあります。たとえば英語教育も全く従来にない英語教育をやってもらうような

試みがこの４月から始まっています。それから、国立教育政策研究所の研究指定校自体も昔は

一律に国語なら国語だったのが、最近では教科ごとの研究指定校もあるし、もっとおもしろい

総合的な学習の時間の取り組みもあります。

　　　　　しかしそうは言っても、多様な実践の奨励を行政主体でやるということになると限度があり

ます。ＮＰＯをつくって奨励をしていくとか、お金は出せないけれどもみんなで社会的にオー

ソライズして、これは優れた取り組みなんだということを示すような、仕掛けをつくっていく

のがいいのではないかと思います。

　　　　　そのためには、公的な団体が入ったほうがいいと思いますが、一方では、教育産業などに主

体になっていただいて、国立教育政策研究所も入って、おもしろい取り組みだという認定証を

与えることによってオーソライズしていくということでいいのではないでしょうか。

三宅　　　人口減少期の学校教育という話ですが、連携先の地方の小さい市町を回っているうちに、こ

れは本当に大変なことになるということを肌で感じました。大きいところとネットワークでつ

ないで本当に何か起ち上げていかないと５年後に高等学校がつぶされていたら、それと一緒に

小、中がつぶれていきますから、地力はあるのに、そこの人口がなくなって地力を生かす人材

が育たなくなり、日本は毛細血管の末端から死んでいくというような恐ろしさを感じています。
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オーソライズだけでもよいのでどこかがやって、みんなが知恵を出すということをしないと危

ないというふうに感じています。

德永　　　たとえば、高等学校には音楽の先生がいない村があります。そこで中学校の音楽の教員を高

等学校に派遣し、一方でその高等学校から家庭科の先生を中学校に派遣して、毎年毎年臨時免

許状を出しているわけです。「臨時」が常態化しているわけですが、だからといって目くじらを

立てる人は誰もいなくなりましたので、今後は中学校と高等学校が一緒になって教育するとい

うことは普通になってきます。実践が制度をなし崩し的に変えていくというものだと思ってい

ます。

龍井　　　もう一点、このプロジェクトの最初の段階でキーワードだった「地域づくり」を考えた時に、

文部科学省が全部引き受けられるのかという議論があったと思います。地域づくりの一環、地

域再生の一環だと考えていった場合には、ＮＰＯなどは教育から入っても、教育と生活支援と

を切り分けられないので教育というジャンルではなくなってきているのです。せっかくプロセ

スと枠組みの変更をとおっしゃっているのならば、どこかでモデル地域をつくれればいいので

はないかと思います。現実には、ばらばらに資源が投じられていますが、「地域づくり」という

目標をつくっていただくのであれば、省庁の垣根を越えて行って欲しいと思います。

德永　　　そこは大変難しいところです。省庁再編の時から地域丸ごとどこかの省が責任を持つという

仕組みがなくなって、どの省もその個別、具体の機能的な縦割りだけになっているんですね。

昔であれば、農村の問題とか、僻地の問題とか人口減少地域の問題は誰が責任を持つのかといっ

たら、昔は取りまとめ官庁や、何とか会議というものを総理府につくったのですが、今は各省

庁が全部自分のところで政策提言をして取りまとめできるよう法律が変わっているのです。各

省庁が何でも取りまとめできるということは、結果的にはどこも責任をとらないということを

意味しているわけですね。

　　　　　省庁の力が弱くなっていますので、龍井さんがおっしゃることはとてもよくわかるのですが、

今、霞が関に言われてもなかなか難しい。文部科学省としては教育を中心にして、他のところ

ににじみ出していくぐらいがいいところです。それを超えた枠組みをここで提案して、やりま

すということももちろんできますけれども、荷が重いなというのが正直なところです。

長谷川　　10年で変わってしまうものにモデル地域をつくって個別の解決策を見つけたところで、それ

が認知されるころにはもう解決策ではなくなってしまうのではないかと思うのです。統括は一

括でいいと思いますが、細かく多く、いろんなところで新しいチャレンジをする。ちょっとの

予算でいいから、とにかくチャレンジをしなさいという方向でお金を出していかないと、もは

やモデル地域をやりました、ここは成功しました、と言ってもそのことを知っているのは有識
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者の１割とか１パーセントとかで、すごくいい取り組みだねということが広まることはないと

思うのです。

　　　　　時代が違うし、まさに先ほどおっしゃられていた時間的スパンと変化の対応ということで考

えると、もう大きいところ３カ所とか、国立教育政策研究所がどこどこ地域と組んで、一気に

大きくモデルでやります、とやってもナンセンスなのではないかと僕は思います。

　　　　　主体はあくまでも地域の学校だったり、民間企業と組んでも、ＮＰＯと組んでもいいと思い

ます。情報発信したり評価をするところは、国立教育政策研究所であったり公的な機関でいい

と思うのですが、実施のところにはそれぞれの地域だったり、主体によって特徴が出るような

形でいろんなところでやっていかないと、いい事例は見えないのではないかと思います。

德永　　　私も多様な実践を奨励するというのはモデル地域というのではなく、様々な実践全部を含め

た概念なのです。ただそれだと今と変わらないのです。誰かがどこかでここはこういうことを

やって、それを具体化、検証して革新的要素を記述してガイドラインをつくっていくというこ

とをやるといいと思うのです。文部科学省の肝入りでやる必要はないのです。今だっていいわ

けです。

　　　　　個別の実践が自律的に主体的に広まっていくということはなかなかありません。やはりどこ

かで制度的に担保していくということが必要ですから、できたら個別、具体の実践ごとに当該

実践をきちんと第三者が検証して、革新的要素を取り出して記述していく、それを広めるよう

なガイドラインをつくっていくことによって初めて、皆さん方の優れた取り組みが他に波及し

ていくのではないかと思います。

三宅　　　人口減少地域はものすごくたくさんあるわけで、それぞれが特産品を持っていたり、地域の

振興を考えていたりしますけれど、それでは間に合わないような気がします。それぞれの土地

の事情で、高校がなくなったり小学校がなくなったり、いろんな形で減少している。今のとこ

ろは一つ一つが孤立して、自分たちのところをどうしようかと考えています。

　　　　　それぞれに特有な問題はありますけれども、実は共通な問題もあるのです。30～ 40 代の人

たちが片親になった場合に都会から帰ってくると、その人たちのための産業がいる。それぞれ

の場所で人が生活しているわけですから、こっちの人口減少地域も、こっちの人口減少地域も

実は同じ問題、たとえば必要なものがちゃんと流通するにはどうするか、医療や介護はどうす

るか、新しい情報が常に入ってくるようにするにはどうしておくかなどの問題を解かなければ

いけないのですけれども、今は互いにつながっていませんから、同じ問題をそれぞれがばらば

らに解いていて、一緒に考えて行くシステムがないのはもったいない話です。あるところが何

か考えついても「うちは隣との間に山があって交通の便が悪いからやれないんだけど」などそ
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の土地の特殊事情を理由にして、他のところでは使えるかも知れないいい考えを捨ててしまっ

ている可能性もあります。でも他の町で同じ問題を抱えているなら、そっちは山がないからそ

れを使えるかもしれない。こういった今ばらばらな問題解決を統合する組織が一つあって、そ

れぞれが考えていることを集めることができれば、個別に考えて身動きとれなくなって、みん

なでどこかに引っ越そうかという問題ではなくなるかもしれないと思います。

　　　　　逆に都会の側には、「都会の人間は疎開先がいるからな」という話がかなり本格的に出ていま

す。何かあった時に地域とつながっていれば、何々県の大きなところ、人口過密地であっても、

逃げ場があって救われる可能性がある。人口がなくなっていくところが整理されていけばいい

だけじゃない。実はいろんなところが自分の問題だと個別に思っているところが重なっていて、

これをどこかが取りまとめるようなことというのは必要なんだろうと思います。そういう組織

がいるのではないかと思います。

德永　　　こういうことに関する実践と評価のクラウドがあって、雲の上に情報をバックアップする人

がいて、それは国立教育政策研究所でもいいし自主的な団体でもいいのですが、それをみんな

が取り出せる仕組みがあるとよいと思います。

　　　　　地方の大学で地域の課題に向き合い地道に研究している人たちがいると思います。メンバー

でなくても、研究者間で学会みたいに研究情報を提供する仕組みでさえ、かなり有効だと思い

ますが、今は貧弱なのです。だから未来の学校づくり研究会みたいなことを個別、具体の形で

追及している研究者は、われわれが知らないところに結構いるのではないかと思います。そう

いう方々に対して、情報を提供して、というのがいいのではないかと思います。

工藤　　　地域によっては、中学校では免許外の教科を担当せざるをえない状況が起きているわけです

ね。そういうことをどこまで許容するのか。また、小学校である教科を扱わないということが

あり得るかどうか。

德永　　　制度がどんどんほころびているわけです。たとえば、どこかの高等学校で野球部ができない

から、部活を共同実施でやっているところがふえているわけですね。部活は指導要領に入って

いないから何をやってもいいわけです。また、これからは音楽の授業や美術の授業を共同実施

でいいのかと。先ほどのように先生を交換しているうちはいいけれども、岩手県の山奥では書

道とかは子どもが移動して、盛岡の子どもが夏に三陸海岸に行って集中的にまとめてやるとい

うことをやっています。そういうことがふえてきています。実践が先行しているのです。われ

われが未来の学校づくり研究会で提言していることというのは、実は部分的にはあっちでもこっ

ちでもやむを得ずやっているのです。いろんな地域の方が一緒になって実践をしていますし、

学校体育みたいなものも、かなりの部分が地域でやっているのです。
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工藤　　　授業時間を一定の時期にまとめて授業を行うという方法は一つの方向性ですね。

龍井　　　その場合、行政がどこにかかわるのかということです。確かに、情報提供やグッドプラクティ

ス、あるいはガイドラインには予算はつけないけれどどうぞというのもあるかもしれません。

しかし、たとえば、小さな町の雇用創出を見れば、ばらばらに子どもと関係なくやっているわ

けです。そういうものを政策資源のパッケージにすることは可能なわけですね。「そのパッケー

ジのリード役はやりますよ」ということは、文部科学省が音頭をとって、新たな予算がなくて

も実現できると思う提案だと思います。ガイドラインだけだったら提案の意味がないと思うの

です。

德永　　　学校支援地域本部の拡大版にする、もうちょっと幅広く運用していいよということはできる

かと思います。今は学校単体ですが、地域全体で学校に使ってもいいし、町おこしに使っても

いいということになれば、すでにその枠組みはできてきます。多分三陸沿岸とか被災地ではそ

れをやらないとやっていけないと思います。そういう意味では、そのような提案は、すでに意

見としてあると思いますし、有力な方向だと思います。

岩崎　　　最近、首長部局で町づくりの中に教育を位置づけようとする動きをよく伺いますが、教育委

員会と教育長との関係は今後どうなっていくのでしょうか。

德永　　　実際には首長部局は、教育委員会抜きでやっていますね。学校の校舎についてこれが学校教

育で、これが福祉で、これが社会教育だなんて言っている人は誰もいないわけです。三陸沿岸

の大槌町などに行くと、地域起こしと学校づくりと福祉行政は一元的にやっています。僕は、

このような形態を提案しています。

　　　　　「被災地では教育委員会をつくらなくていいですよね」、と言ったら、「今さらつくれとは言え

ないよな。永久につくれないと言われたら困るのだけど、とりあえず５年間ぐらいはつくれま

せんと言われたらしょうがない」と文部科学省の幹部も思っています。ただし、「つくらなくて

いい」というのと、「つくらなくてもしょうがない」というのはちょっと違うんでしょうがね。

長谷川　　ガイドラインというのは、つくるとどのくらい効果があるのですか。

德永　　　ガイドラインというのは、これに準拠してつくらなければいけないというものです。文部科

学省では何とか手引きとか言っていますので、なぞればいいというような話なんですね。多く

の場合、どうやっていいかわからない場合はまずはなぞってやる。１年目ぐらいは失敗するの

ですけれど、２年目３年目からは独創性を発揮していいものになっていくというのが普通のタ

イプです。だから多くの場合、手引書というのは実践集とそのエッセンスが書いてあるわけです。

あと留意点ですね。それが通常のガイドラインです。

工藤　　　私は教育課程に考えが向かってしまうのですが、義務教育修了段階まで国語何時間、社会何
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時間と細かく時数を決めて、免許も教科別になっているわけですね。教育課程は各教科等ごと

に箱のような形で指定されていて、それを実施しなければいけない。義務教育修了段階の目指

す能力像みたいなものが示されて、あとは中身は地域にお任せしますということまで裁量を与

えられるのでしょうか。

德永　　　現に文部科学省は小中一貫教育を奨励しています。小学校、中学校を９年一貫教育でいいよ

と言っているわけですね。地域によっては既に高等学校まで入れて 12年一貫教育を標榜してい

るところもあって予算をつけています。要するに言っていることとやっていることが違うので

す。かなり私の言っているような方向に変わってきていまして、小中一貫教育ということ自体

が小学校の目標と中学校の目標を抜きにしてやれということですよね。足し算になっていれば

いいよというだけですから。

工藤　　　各教科等の標準授業時数は決まっているのですが、多少は弾力化できるのでしょうか。

德永　　　ほとんど柔軟にやっています。現実に僻地などではそうしないと運用できないのです。昔は

複式学級というのは文部科学省はむしろネガティブだったんですね。最近はポジティブになっ

てきて給食指導とかは学年一緒にやれと言っているわけです。複式学級のほうがいい場合がいっ

ぱいあるんですね。そういうことがどんどん出てきています。

　　　　　3.11 の後、国立教育政策研究所として、複式学級のやり方の情報提供をしました。要するに、

昔滅びてしまったけれども、３学年複式とか、こういうふうにやっていましたという情報は被

災地には絶対に必要だと思いましたので、それでやっているわけです。大槌町は一つの校舎の

中に三つの小学校と一つの中学校があるのです。実際に一つの学校として体育も一緒にやって

います。

長谷川　　報告書を出すより、いろんなことがなし崩し的にでも多様になっていますよという情報提供

のほうがインパクトはあるような気がします。

德永　　　なし崩し的にやっているというだけなので議論がないんです。あるべき姿としてやっている

んだというのがないといけないのです。

八木　　　「変革自体にもエネルギーとコストを要することを考えれば、新しい政策手順の開発が必要」

というお話に非常に同感いたします。でも現実には、なし崩しじゃないですけれども学校週５

日制をあれほど導入したにもかかわらず、逆の現象になってきています。授業時数確保のため

に２学期制が入ってきて、今では土曜日を何回登校させるかを競っている現状なのですね。現

時点では国を挙げてやりそうな雰囲気ですよね。

德永　　　今は逆にいい時期で、文部科学省が言ったのと違うことを東京都がやっています。東京都の

実践というのは全国とは違うのですね。土曜日に授業をやっているところは東京都ともう一つ
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ぐらいしかないのです。２都県だけですので、全国的にはまだ圧倒的に土曜日は休業なのです。

小牧　　　10年動かなかったら絶望的だなというイメージがあります。そうであれば、インタナショナ

ルスクールを含む私立に自由裁量の部分をふやして、基準を設けてそれを監視していくことに

シフトしていったほうが、はるかに速いのではないかと思います。そうすると上物をつくる必

要もなくてお金もかからないのではないでしょうか。

德永　　　一番典型的なのが、去年閣議決定したグローバル人材育成計画です。高等学校教育について

インターナショナルバカロレア認定校、もしくはそれに準ずる学校を５年間で 200 校にふやす

と言っているんですね。文部科学省自身が高等学校レベルで 200 校つくると言っているのは、

現在の学習指導要領が目指す新しい学力観に基づいた教育を、バカロレアの教育理念や手法も

合理的に活用して促進するということなんですね。全国に 3000 ～ 4000 ある高等学校の指導要

領の改訂はあと 12年後にしかやらないけれど、とりあえず 200 校ぐらいは変えようというわ

けです。

小牧　　　どんどん国のお金を使って学校をふやすよりは、実際にきちんとできているところにもう

ちょっと委託をして、学校の中身をきちんとしていくほうが絶対にコスト的にはいいと思いま

す。実際にやっている人というのはよくわかるわけです。

德永　　　文部科学省としては、今まであまりにも自分でやってきたので、極端に他人に任せるように

なってきたわけで、スイスのＩＢＯが認定してくれるはずだから大丈夫と思うわけです。今回、

大学入試の英語を改革しようとして、大学関係者にお願いして、アカデミック英語能力判定試

験	（Test	of	English	for	Academic	Purposes,	TEAP）という日本版のＴＯＥＦＬ型テストの

開発をしてもらっています。いくつかの大学が 2015 年に英語の入試を廃止して、全部ＴＥＡ

Ｐで行うことを決めているんですね。文部科学省の英語の調査官もそれに注目しているのです。

今、文部科学省は過去５年間ぐらいの英語教育の検証をやっていますが、その学力測定のために、

ＧＴＥＣ（Global	Test	of	English	Communication）と英検を使っているわけですから、最

近は自前でできなければ民間のものでもいいということになってきています。一応我々もＩＢ

Ｏを英検やＧＴＥＣのように信用しているという状況ですね。

小牧　　　インターナショナルバカロレア認定校、もしくはそれに準ずる学校は、日本語でやるという

ことで、 なんちゃってＩＢ”というものを、誰が教えるのか、あるいは、きちんとその内実を

監視できるのか、そういう問題だと思います。

德永　　　ですから、なし崩し的にこうなっているというインパクトを提供するということよりも、こ

ういうあるべき姿があるじゃないかという報告書を出していくことが重要だと思うのです。そ

ういう状況の中で何を目指すべきなのかということをみなさん方に書いていただいて、これを
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国立教育政策研究所として理論を研ぎ澄ましていくことが必要だと思っています。

小牧　　　問題点があったら、ここを見ればちょっとヒントになるよというような、ヒントのある場所

が簡単にわかるような、そういう発信の仕方はできないんですか。

三宅　　　今、一緒に授業を変えている先生たちは、「将来 21 世紀型スキルというものが定義されて、

こんな授業をやるとこういう力がつくよということが学習指導要領などに出てきた時にはうち

の県はもうやっているもんね」という気分なのではないかとおっしゃるんです。だからそれで

いいのかもしれないんですよね。そういうものがこれを契機にしてどんどんふえていけばみん

なの目につきやすくなる。でもどこかで、「本当にここまでやれています」というかなり具体的

な案がないと、「やらなければなりません」というスローガンだけがあって、どうやるのかとい

う実態を見に行く先がないというのではまずいのです。

中島　　　 なんちゃってＩＢ” なんちゃって 21世紀型スキル”、というようなのが出てくると、言葉

のイメージが傷ついていくということがあると思います。言葉がどんどん汚れていって、 なん

ちゃって”を見た人が「やっぱりだめだね」ということになると、なかなか普及が進まない。しっ

かりやっているところのイメージも毀損されていくということが、今までも何度も繰り返され

ているように思うのです。ぜひ、「ここはしっかりやっているよ」ということを発信していかな

いと、せっかくいい取り組みをしているところが弱ってしまうのではと心配です。

德永　　　報告書はまとめるけれど、クラウドの中で、事例を紹介したりそれを評価していったりして、

だんだん国立教育政策研究所としても宣伝をするし、ネットコモンズにも載せていくというよ

うなことが必要なのではないかと思います。

岩崎　　　今のご提案は質の保証をする、オーソライズされた何らかの機能を持つ機関が必要だという

ご提言に聞こえましたが、そうことでしょうか。

德永　　　質の保証と言っても、文部科学省が一律にというのは難しいので、自主的団体がするしかな

いんですね。あるいは当事者が集まってやるのも時代遅れなんです。結局は第三者がやってく

れて、質保証団体間で競争がある。それは仕方がないことです。〇〇財団認定校と××財団認

定校とか、そういう団体と文部科学省が研究していることとどっちが良いのか、それを選択す

る能力を学校現場の先生方には持ってほしいですね。

三宅　　　丸抱えのケースとして入っているものというのはいろいろな問題を解決しようとしているわ

けですよね。じゃあ本当にきちんと英語で学べるようにするという時に、どういう解決方法が

ありますかというと、いろんなケースの中に実はいろいろあります、というだけのことになっ

てしまって引っかかってきて、あとは教育の消費者が賢いかどうかということになるのかもし

れません。
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岩崎　　　公教育で、それでいいのかなとも若干思います。

小牧　　　教育は、選べたほうがいいと私は思いますよ。公教育だからというのではなくて、公教育であっ

ても選べる、選んでいけるようにしていかないといけないのではないでしょうか。

岩崎　　　個人的には賛成する気持ちが７割ですが、福祉の問題になるのかもしれませんが、現実問題

として選択できない層、選択する能力がないという層に対して、どう政策的に介入するかとい

うところは残るのではないかと思います。

小牧　　　すべてが上手くいく方法がないわけですから、とりあえずここを解決して、次の問題はこう

やりましょうと、順番をつけていかないと、全部を一気に解決というのは絶対にあり得ないで

すよね。

德永　　　誰が責任を持つのかということになると、私は今から 15年程前に地方分権を担当していまし

たけれども、社会が複雑化する中で全部のことについて、文部科学省が一元的に質を保証して

いくというのは実際には無理じゃないかと思ってきています。社会の複雑さというのは霞が関

では全然認識できないぐらい複雑です。そうすると文部科学省で質保証する部分と、各地域ご

とに質保証する部分と、みんなが部分的にしかならざるを得ないので、それぞれを信用しても

らうしかないのではないかと思います。

長谷川　　多分、正解を教えてもらう時代ではないので、よくも悪くも自己責任というのをどれだけす

べての人が認識できるかということかと思います。恐らくモデルケースなんかも、ここのがお

もしろいから取り入れる。だめだったらそこの地域のモデルが悪いんだという思考回路になる

人と、だめだったから変更しようとなる人では全然変わってくると思います。そういうふうに

答えを渡すのではなくて、答えから何かを考えられるような流れにしていかないと難しいので

はないかと思います。

德永　　　ある民間教育研究所は、所員は 20人しかいないけれども研究協力者は 500 人ぐらいいるわ

けです。バーチャルな教育研究機構みたいなものがあって、雑誌に寄稿したりすることによっ

て実質 500 人ぐらいの研究者を網羅しています。学校の先生方もかなり入っています。そうい

う形で影響力を保持しているんですね。情報学研究所のある先生もネットコモンズをつくって、

学校で使えるグループウェアがあるのです。それを使って教育改革している学校もたくさんあっ

て、文部科学省が何を言おうがその人たちはとにかくその先生の言うことしか聞かないんです。

　　　　　実質的には教育委員会とかを超えて、この学校は〇〇ネット、この学校は××ネット、この

学校は国立教育政策研究所ネットというふうに、多分なっていくのではないかなと思っていま

す。ＳＮＳが発達して、たとえばある教育財団は、転任した先生方が学校がばらばらになっても、

ＳＮＳでつないで研究会グループをつくるということをやっています。そうするとどんどん情
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報ネットを使った形での研究同好会ができて、そっちのほうの影響力がとても大きくなってく

るような気がします。教育委員会行政にも学校管理行政にも同じことが言えるのではないかと

思います。

中島　　　民間でも、複数の会社でフューチャースクールに似た取り組みを行っている例もあります。

離島や過疎地域の実践では、教材コンテンツを e-learning で配信して、単なるＩＣＴ支援員で

はなく、教員免許を持っている元教員等に協力を依頼して、研修を行って送り込むということ

をやっている。地域の理解と民間と行政が上手く連携できるようなモデルが幾つかできると変

わってくるように思います。

德永　　　連合が主体になってネット化しているということはあるのですか。

龍井　　　ネット関連業者が若者たちとネットで職業教育とつなごうという試みはちょっとずつありま

す。

左京　　　地域のつながりについても、直接僕らがマンパワーの限界の限り手伝ってやっているところ

が、およそ 10カ所あって、それ以外にもテンポラリーにアドバイスしているところが幾つかあ

ります。それ以外にも勝手にまねているところがあります。いろんなメディアを通じて情報を

取得して勝手にやっている。これは何十地域もあると思います。

　　　　　今度、社会教育主事研修の講師をやるのですけれども、７年経ってようやく社会教育主事に

話す機会をもらっているという感じなのです。

德永　　　手助けしているところについては、少なくともネットができているわけですよね。シブヤ大

学と同じような地域の教育機関、質の高い試みを認定するという考え方はないですか。あるいは、

何が革新的要素かというのを文章上で記述して、より積極的に拡大していこうということはな

いんでしょうか。

左京　　　直接答えになっているかどうかわからないですが、さっきのガイドラインとか、ある部分で

はすごく必要だと思っています。つまり、仮に社会教育主事に話をするのであっても、僕はも

ともと社会教育の専門家ではないので、彼らのバックボーン、文脈はわからないのですね。だ

から僕らが考えてやっていることをそのまま話をしてしまっても伝わらないのです。僕らがい

くらアサインしてもらって出て行っても、それはわれわれと違うという感じでその人には伝わ

らないのです。間に入って翻訳してくれる人が必要なんです。その時に第三者が検証して、シ

ブヤ大学のここが違っていて、ここが革新的で、参考にしてはいかがだろうかと言ってくれる

人が必要です。そこまでやれというのはすごくしんどいですよね。現場でやっているのでそこ

までやる余力はないなと思います。

　　　　　大概現場でやっている人はこの限界があると思うのです。今向き合っているところをクリア
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することに 100 パーセント注力していて、それを既存の専門家の方々とか、文部科学省始めそ

ういったところにフィードバックしていくというところまでは力が割けない状況にあると思い

ます。その間に入る役割というのがあるだろうと思います。

　　　　　僕らが姉妹校として一緒にやりましょうという時の判断材料は、究極的には人なんです。そ

の人が信頼できるかどうかという一点なんです。「あなただから一緒にやる」と。結局、どんな

客観的な基準を設けて、あれだこれだと動機を確認しても、やっぱりその人次第なんですね。

そこはある種本質的なところではないかと思っています。ガイドラインとか、側面的なサポー

トをしながらも、今現場で頑張っている人たちが、より頑張れるような様々なサポートができ

るかというところが変化をつくっていくためには重要なのではないかと思います。

德永　　　自分が考えていることと同じことをやってくれる人をいかに育成するかというのは、いろん

な制度についてくる根本的な要素なんですね。ただ、公教育か私教育かという違いというのは、

まさに、誰がなっても最低限、70パーセントぐらいやれる仕組みというのが実は公教育なんで

す。学校の先生は免許を取っているわけだから、名人もいっぱいいるんだけれども、名人とは

限らないので、誰がなっても最低限のことはできるという保証です。これを動かすということ

が公教育の本質的な部分なのです。それは効率が悪いですよ。逆に言うと、シブヤ大学の世界

は自分と志を同じくする同志、ある程度同じような、剣術の一子相伝みたいな話になるのです。

それに対して文部科学省の場合は、非常に優秀な教師ではなくてもいいから免許を取って、７

割できて研修を積んでそこそこできれば、誰でもシブヤ大学の７掛けでできる。そういう仕組

みをつくるのが公教育の公教育たるゆえんです。実は公教育ってそういうことなんです。それ

がオフィシャルなスクールシステムなんです。

左京　　　変化させていく時間の流れを見てみて段階的にそれを考える。たとえば企業の研究会とかも

そうだと思うのですが、イノベーションのフェーズと精度を高めていくフェーズが違うように、

何か新しいことを始めていくところと、一般的なシステムにしていくところは切り分けて、何

をどの順番でやっていくかというところで考えてもいいのかもしれないですね。

德永　　　そういう意味で、全部の先進的な事例を検証して、波及させるための手順を考えています。

岩崎　　　現役の教育行政の最前線でいらっしゃる新保課長、現場で現実的に行政に携わって、お感じ

になることはありませんか。

新保　　　私の分担は建物なのですが、新しいアイデアで学校を建てている市町村、教育委員会はだい

ぶふえてきたと思います。これからの学校はこういうふうにつくってはどうでしょう、それに

対してこういう財政支援をしましょう、というのがわれわれの仕事です。

　　　　　ただ意外に多かったのは、新しい試みを学校、建物に取り入れようとすると、ある程度規模
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の大きな自治体だと一つの学校だけ特別につくると、周りの学校関係者からいろいろな意見が

出て非常にやりにくいということがあります。逆に、ある程度小さな自治体で小学校が三つ、

中学校が一つぐらいの町だとそういう話はあまり出ない。建物の仕事をしていると、個性的な

学校を、という声の一方で、同じような学校じゃないと、全部の学校に同じようなものが用意

されないと上手くいかないという声が意外に多いのです。壁のない学校なんかは最たるもので、

熱心なところからそういうものが入っていきました。

　　　　　恐らくこれからも、学校をもっとこういうふうにしようというアイデアは建築の専門家から

たくさん出てくると思いますが、それを実施していく時に一番の問題はこのような点だと思い

ます。私立学校はそういう話はなく、その学校のやりたいような建物をつくればいいと思うの

ですが、特に義務教育の場合だと機会均等理論がまだまだ多いのです。文部科学省から、学校

の校舎はこういうふうにつくらないとだめだよということは一切申してないのですが、現実的

には新しい提案が出ることと広まることはかなり時間がかかることだと思います。

岩崎　　　機会均等の原則を凌駕するような、災害とか人口減少とか、ドラスティックな外的な変化が

ある時に、新しいことができるということでしょうか。

新保　　　さっき人口減少の話がありましたが、今、岩手県とかで災害で壊れてしまった学校を一生懸

命復旧しています。その中で、小学校と中学校を一緒につくっているところがいくつかありま

す。もともと小学校は小学校、中学校は中学校でそれぞれ津波の被害に遭ったのですが、新し

く場所を移して復旧するときに、別々につくらず同じ敷地に同じ建物で小学校も中学校もつくっ

ています。災害復旧でなければそういう発想にはならなかったと思います。普段なかなか進ま

ないことが一気に形になるということは特に建物なんかではあるかもしれません。われわれは

制度的にもどんどん応援しようとしています。

左京　　　現場での様々な課題に対するそれぞれの実践、チャレンジが大事だという一方で、少し広い

視野で先を見渡したあるべき姿というのもすごく重要だと思っています。都市部で子どもの数

がどんどん減っていく中で、学校の統廃合が始まっているわけです。そうすると学校をなくし

たくないという保護者の方、自分の通った学校がなくなるのが寂しいという周辺住民の方々の

思いがあります。一方で教育委員会側としては、そうは言ってもひと学年７～８人で６年間変

わらずにいくというのが、子どもたちの教育環境としてどうなのかという課題意識もあるわけ

です。限定された人数、人間関係だと生き抜く力が育たないでしょ、みたいなことなんです。

これもやっぱり精神論なんですね。なくしたくないという思いと、生き抜く力がつかないとい

う思いが正論と正論みたいにぶつかって、どこにも行きつかないのです。でも、そのような会

議に出ながら思うのは、本来子どもたちにとって、何人ぐらいでどういうクラス替えがあって、
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どういう学習カリキュラムの進め方がそれによって可能になるのかというところから逆算すれ

ば、学校のあるべき姿というのは見えてくるのではないかと思うのです。

三宅　　　同じ議論をしているところが他にもたくさんあります。情報公開し合うとそうなんです。適

正人数なんてなくて、近場の学校同士で必要に応じて混ぜてやれば、みたいにやっているとこ

ろも出てくると思うのですね。

德永　　　まさにそういう問題に対して、未来の学校づくりに一つ答えを出したら、数学なんていうの

は５人ぐらいがいいに決まっているんですね。ただ、体育とか音楽は大勢でやったほうがいい

場合があるので、極端なことを言うと、数学とか国語は近くの学校で教えて体育とか音楽は月

に１回ぐらいみんなでやればいいんじゃないかという考えもあるかと思います。学校概念を一

義的にせず、体育、音楽をやる学校と、算数をやる学校が違っていいんだということが、もと

もと私の未来の学校づくりの考えの根本にあります。

　　　　　そうやって分離していくと、家でお父さん、お母さんが教える教育、部活でやっている教育、

あるいはサッカークラブでやっている教育、リトルリーグでやっている教育、そういうものを

トータルで考えればいいじゃないかと思うわけです。別に学校で社会性を身につけなくてもい

いじゃないか、ほかで身につくのであれば、それでもいいわけです。未来の学校の中では、多

様なスタッフが入り込んで、学校と学校外のところが一緒になって子どもたちの発達を支えて

いくわけで、コアになる学校とそれ以外の部分もつくればいいじゃないかと思うわけです。

吉田　　　学校のあり方というのは国のあり方だと思うのですね。未来の学校づくりは「この国のあり方」

が問われたかなと思います。その観点からは、人を育てることに関する議論が少し十分でなかっ

た面があったかもしれません。何を教えるかとか、どういうやり方がいいかとか中心に書かれ

ていて、人という視点からすると少しハコモノ的になっています。魅力的な教員を育てるとい

うのが未来の学校の一つのミッションではないかと思います。

　　　　　学校でのＳＮＳ利用について触れられたことに関してですが、私も文部科学省のプロジェク

トで被災地で「デジタル公民館づくり」にかかわっています。一つの公民館で従来通りのこと

全てをできないことは明々白々で、でも被災地には公民館が必要だという時に、ネットワーク

で各地の公民館を接続し、遠隔な、人のつながりで公民館機能を成り立たせ社会教育に取り組

んでいくというのも必要だと思います。これからの公教育の場というのは、みんなが寄り集まっ

てつくっていくという、手づくり感やコラボレーションの多様性が実践を輝かせていくのでは

ないかと思います。

德永　　　大変おもしろい研究会だったので、本当にこれが最後かなと残念に思います。何回やっても

第１回目みたいな感じですが、私としては未来の学校づくりという言葉の中に、地域社会を考え、
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日本の未来のことを考えているという意味が、前提としてあると思っています。地域社会のあ

り方や日本の未来のあり方と切り離した形で学校は考えられないということです。

　　　　　未来の学校づくり研究会では、いろんな学校を現地に行って見て、同時に学校教育について

建物と中身を一体のものとして考えるということもさせていただきました。委員の方お一人お

一人と議論したこと自体が未来の学校づくりを体現するようなネットワーク形成だと思ってい

ます。人的ネットワークを中心に多様な実践をして、お互いに検証し、それを理論化して、い

ろんな人に対して説明することによって自分のやっていることがわかる。そういうことを繰り

返しやっていくことが未来の学校づくりだと思います。

　　　　　国立教育政策研究所は当然事務局なので、必要な情報提供をこれからもしていくことが重要

な使命になると思います。これまで議論をしていただきました皆さん方に、心から感謝申し上

げます。


