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「未来の学校づくりに関する調査研究報告書」の概要について 

 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

「未来の学校づくり研究会」は、様々な分野や立場の方々の参画を得て、より効果的・創造的であ

る学びの場の仕組みを考え、子どもたちの支援を行い得る未来の学校を自由に構想することを目的と

した。 

欧州の公的機関では、多様な専門家やステークホルダーを集め、対話と協調から未来の価値を生み

だす場（＝フューチャーセンター（future center））を創出する取組が広がりをみせている。当研究会

は、このフューチャーセンターに類したものであり、教育のイノベーションのための知恵を結集する

創造的思考の社会的装置として、また、これからの新しい研究スタイルを導入していく足がかりとし

て、知的創造の場となることを意図して実施された。 

 

（２）調査研究の概要 

 調査研究は、次のⅠからⅣの手法を用いて実施した。 

 【研究期間：平成２３～２４年度、研究代表者：工藤文三（初等中等教育研究部長）】 

 

Ⅰ．ヒアリング調査（４名） 

・ビジネス・ブレークスルー（BBT）大学院大学学長 大前研一氏 
・劇作家・演出家 平田オリザ氏 
・東洋大学理工学部教授・シーラカンスK&H代表 工藤和美氏 
・明治学院大学学長 大西晴樹氏 
 

Ⅱ．フィールド調査（７か所） 

①大田区立矢口小学校、②特定非営利活動法人シブヤ大学、③公益財団法人連合生活開発研究所、 
④ケイ・インターナショナルスクール東京、⑤ふじようちえん、⑥国立科学博物館、⑦明治学院大学 
 

Ⅲ．委員による現状の課題分析と未来の学校へのアイデア提出 

・研究会を16回開催して討議（うち２回はヒアリング調査のみ） 
 

Ⅳ．外国比較調査（韓国） 

文化的類似性のある韓国を選択し、委員の専門性に応じ、下記の観点からそれぞれが調査を実施。 
‐韓国の不登校・発達障害児に関わる社会教育施設の調査 
‐韓国における才能教育に関する調査 
‐韓国の教育政策研究に関する最新の研究動向についての調査 
‐学校と地域社会との連携に関する比較調査 
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２．研究成果の概要  ※報告書の目次は別添のとおり。 

本研究で議論した「未来の学校」とは、機能概念としての学びのネットワークであり、学びの経験

の集積、かつ総体である。 

未来の学校では、「教育」から「学び」へと発想が転換されることで、学びのためのスキルの育成

が重視される。このため、未来の学校では、現実社会を反映し得る、多様な学習の場、多様なインス

トラクション、多様なスタッフが必要となると考えられることから、物理的に存在する「学校」の機

能は、教育プログラムの提供と子どもの学びのコーディネートであると規定した。 

その上で、研究会では未来の学校について委員同士で対話を重ね、図1のように意見を集約した。 

 

図1 未来の学校についての意見体系 

 

 以下では、図１で示した５つの観点のうち、２つの大きな論点 

○学びのマネジメント（「１．教育行政」関連） 

○学びのデザイン（「４．学習方法」及び「５．指導スタッフ」関連） 

についての考え方を紹介する。 

 

（１）子どもと身近に接する地域による子どもの学びのマネジメント 

➀ 未来の学校では、既存の学校という枠組みを超えて、様々な学びの中核として、学校が柔軟に

学びを組織する機能を持つ。 

 

② 学びの場は、これまでの学校教育で見られたように一律に規定されるのではなく、子どもの置

かれた地域特性や状況に応じ、コミュニティデザインの一つとして「学校」を取り込んで考えら

れる。 
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③ 学びの場は、状況に応じて柔軟に変化する組織で社会とつながり、いくつかの学校リソースを

共有する。（子どもの少ない地域では、複数の学校をコンソーシアムとして組織化し教員を共有） 

 

<例１>学校以外に多くの人材や学びのリソースが多様にあり活用し得る環境の場合 

地域の人材、企業、公的施設などを学校の必要に応じてリソースとして取り込めるアメーバー状

の柔軟な組織モデルが想定される。そのコーディネートは、地域の自治的グループやNPOなどの学

校外の地域運営組織もあり得る。 

<例２>学校の教員のみが地域の主たる人材と考えられる地域の場合 

学校がイニシアチブをとり、地域のセンターとして全面的にリソースを提供し、学校が中心とな

って地域を含めてコーディネートしマネジメントすることも考えられる。 

 

図２ 未来の学校のイメージ 

 

 

（２）人生設計としての生涯にわたる学びのデザイン 

➀ 学びをサポートする担い手は、学校教育に限定されるものではなく、縦断的に子どもの学びをサ

ポートする者（垂直軸の支援：注１）と、横断的に子どもの学びをサポートする者（水平軸の支援：

注２）により、コーディネートされる。 

（注１）発達年齢に応じて縦断的に学びをサポートする者：就学前から、個々の子どもの発達に応じ、その発達を

保証するキャリア・ガイドであり、学習をコーディネートし、学習や体験の成果を認証する役割を担う。 

（注２）横断的に学びをサポートする者：年齢や学校種に応じて、機能別に設定し得る。たとえば、情緒的な発達

を支援する者、主体的な自己向上を図る態度を育成する学習方法や技術を担う者、コミュニケーション能力を

育成し他者との相互作用の機会を保証する者、組織的マネジメントといった学ぶ場を設定する者、人生設計の

ためにキャリアについてのアドバイスを行う者、などが想定される。 
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図３ 学びのサポーターのイメージ 

 

 

② 学びに焦点をあてることは、学習活動の総体、およびそれを構成する様々な学習形態（注）、学習

の場、学習の内容を考え、その適切なものを演繹的に提示することである。 

（注）子どもの学びを中心とした学習形態を考えれば、学校内外の体験に基づく学習、教員などの指導者による個

別指導、子ども主体の学習（プレゼンテーション、ワークショップ、ディスカッション）、友人同士の教え合い

や学び合い、独習など多様に想定でき、従来の学校教育で行われている教室等における集団での体系的指導は、

その一つとして相対化される。 

 

③ 多様な学習形態に呼応して、多様な学習の場や多様な指導方法が導かれ、結果として、適切な学

びを可能にする環境を保証し、その整備手段がもたらされる。 
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