




は じ め に

  本書は、国立教育政策研究所において平成 23 ～24年度に行った未来の学校づくりに関する調査研究の

経過及びその成果をまとめたものである。

  現在の学校教育の姿は、新たに中学校教育、高等学校教育がスタートした第二次世界大戦後の学校の姿

が原形となっている。就学人口の増加に応じて学校が設置され、教員の確保がなされるとともに、制定

された教育課程の基準に則って各学校の教育が展開されてきた。ただ、具体的に学校教育の姿を概観し

ていくと、例えば教育課程の基準の在り方については、高度経済成長期以前と以降では、学力観と教育

指導観等に違いが見られる。高度経済成長期以降になると、自己教育力や学習意欲、思考力、判断力等

の学力が重視され、指導方法にも工夫が求められるようになった。学校運営については、地域の特色を

生かしたり、地域との様々な連携、学校運営への参画が模索されたりするようになった。

我が国は、国際化、情報化、高齢化が社会の趨勢とされた 1980 年代を経て、今やグローバリーゼーション、

少子高齢社会、情報社会の中に置かれている。特に少子化の動きは、地域間の人口構成の偏りを大きく

し、地域によっては学校教育をどのように存続運営するかが切実な課題になっている。情報社会の進展は、

学校教育以外の学習機会を増大させ、学校が提供する知の独自性・有効性を課題として突きつけている。

  本研究においては、これまでの学校教育を踏まえながら、未来における学校をどのように展望すること

ができるか、このような問題意識から、様々な分野の方々の参画を得て、未来の学校の在り方について

多角的に検討してきた。未来の学校の芽となりうる可能性を求めて、教育活動や施設の見学、講話や意

見交換等を重ねてきた。

本報告書は、これらの活動の中で得られた各委員のアイデアや知見、経験等を整理して作成されたも

のである。第Ⅰ章では、未来の学校のアウトラインを、教育指導やスタッフ、教育内容、指導方法、マ

ネジメント等の観点から整理している。第Ⅱ章では、学校における学習や建築等の観点から“新しい学

び”の姿を構想した。第Ⅲ章では、学校と社会の視点から、地域やビジネス、ICT 等を切り口に未来の

学校の姿に迫っている。第Ⅳ章では、子どもたちが生きていくことと学校とのかかわりに焦点をあてた

実践等を収載した。第Ⅴ章では、未来の学校の実現に向けた提案を、第Ⅵ章では、韓国の学校調査によっ

て得られた情報を分担執筆している。

  教育は、現在の制度を使いながら、子どもたちを未来に送り届ける営みである。本報告書が、未来に向

けて生きていく子どもたちに思いを馳せながら、未来の学校教育に関する豊かな視点を提供することが

できれば幸いである。ご協力いただいた方々に深く感謝する次第である。

    平成２５年３月

        研究代表者（平成２４年 8 月～）  工 藤 文 三
                                      （国立教育政策研究所初等中等教育研究部長）
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第１節 研究会の趣旨

私たちは、膨大な情報量と加速度的に進む情報化の中で、絶えず変化に直面し、また自然災害などの

予測不可能なリスクを抱えながら、不安定さと不透明さが増す社会に生きている。このような変動が激

しい社会から、明確に定まった未来の教育像を提示することは、困難を極める作業である。しかし、本来、

教育政策は、これから訪れる未来の状況と可能性を想定して立案されるべきものであり、未来志向の発

想をぬきにして語られるべきものではない。また、混沌とした状況であればあるほど、子どもたちがそ

のような社会で生き抜くために必要な資質・能力を身につけさせるための適切な教育環境について、一

層熟慮された長期的展望が不可欠になることであろう。

未来の学校づくり研究会は、様々な分野や立場の方々からの参画を得て、未来の学校での「学び」を

考える対話の場、そして今後求められる研究課題に関するアイディアを創出する場として発足した。

北欧では、知的資本経営の実践から、多様な専門家やステークホルダーを集め、フューチャーセンター

（future center）と呼ばれる、対話と協調から未来の価値を生みだす場を創出する取り組みが生じ、欧

州の公的機関にも広がりをみせている注 1。このようなフューチャーセンターの特徴は、イノベーション

に向けた対話、未来志向、デザイン思考、知識創造の場注 2 という点に認められる。当研究会のあり様は、

このフューチャーセンターに類したものであり、国立教育政策研究所にとっては、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、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、かつ出発点となるものであった。

私たちは、この研究会の対話を通じ、教えることから学びへの新しいパラダイムを提案しようとした。

そのため、研究会では、あえて学校を取り巻く歴史的経緯や制度的条件に縛られることなく、子どもの

学びを最適化し、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うる未

来の学校を自由に構想することを心がけた。研究会の議論における未来の学校とは、機能概念としての

学びのネットワークであり、学びの経験の集積であり総体であることを前提とし、「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と規定した。つまり、子どもの学びの場は、ウェブ、

家庭、図書館、読書、個別指導、自然体験、友人同士の学び合いなど無数にあり、教室という物理的空

間における集団での学習や指導はその一つなのである。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。そこでは、変動の激しい現実社会を反映しうる、

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されるようになるであろう。

このような対話を導くために、研究会の資料として最初に提示された未来の学校づくりの観点は、以

下のとおりである。
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第２節 現状認識

現在の学校教育制度は、近代化のための人材育成政策により、明治 5（1872）年の学制発布以降、全

国規模で体系的に普及したものである。このような学校教育制度、とりわけ義務教育は、途上国の発展

モデルの原型として、また、わが国が先進諸国と認知された後は、日本の著しい経済成長の原動力であ

る人材を育成するものとして、諸外国から高く評価されるものであった注 3。

わが国の学校教育制度は、現在でも一定の教育効果を上げる機能と役割を果たしており、その有効性

はいまだ維持されている。しかし、同時に、19 世紀に成立した制度は、成立当時の社会システムや文化・

価値を前提とし、その状況に依拠した形態として始まったものである。そのため、既存のシステムは、

社会の変動、技術の発展や教育科学などの学問的発展に伴う内在的変化とともに改善される必然性を有

し、技術や学問の発展によって、学びの形態や学びの場そのものの在り方も併せて変容するべきもので

ある。

現在の子どもを取り巻く環境変化として、ここでは、特に人口減少、テクノロジーの進展、グローバル化、

課題を抱える子どもの増加の四つの点を取り上げる。

図Ⅰ－1 未来の学校についての意見体系
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このような人口減少への推移は、学校教育人口を構成する子どもの減少のみならず、教員をはじめ社

会全体の人的、財政的リソースの減少、そして必然的に学校で活用しうるリソースの減少も意味する。

また、子どもが属する家族形態も、その約 7 割が「夫婦と未婚の子ども」からなる核家族注 4 であり、きょ

うだい数も少ない。そのため、子どもが成長する過程で出会う仲間としての子ども、地域で接する大人

もその数が限定され、子どもの社会化を促す担い手が今後も不足することが予測される。

２. 情報コミュニケーションテクノロジー（ICT）の普及

第二の変化はテクノロジーの進展である。現在インターネット普及率は 79.1％（2012 年）注 5 にのぼ

り、情報コミュニケーションテクノロジー（ICT）の発展は日進月歩である。情報が電子化し、知識が手

軽に入手可能となると、場所を問わずに誰もが学習コンテンツにアクセスできることが可能になる。ウェ

ブを利用した「オープンエデュケーション」などの学習環境や機会が拡がり、学校という場や時間割を

超えて、また、学校が規定する年限を超えて、学ぶことが可能な環境がもたらされる。学習のリソースは、

求めさえすれば、教科書、副読本以外にも無限にデジタルの世界の中で広がっていく。テクノロジーは、

学びの場面に、個別化教育や探究学習などの可能性を高め、より個人のニーズに即した効果的な学習を

行うことを可能にさせる。このように、テクノロジーを介し、学びは個人に属するようになり、個人の

自立的な判断に基づく学びの在り方が、今迄以上に可能かつ必然となっていくことが予見される。子ど

もたちにとって、学習のためのツールを活用しうる能力、情報やメディアを活用する能力、提供される

情報メディアを主体的にかつ批判的に読み解くリテラシーが必須の素養となる。また、ウェブ上に知が

集積し、知識の多くがインターネット上で獲得できるため、これからの教育の成果として、インターネッ

トやロボットにできない人間固有の付加価値である感性や想像力に基づくコンセプトを生み出す能力を

子どもたちに育成することがより肝要となるであろう注 6 。

図Ⅰ－３ 労働力人口の推移と見通し
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第一に、学習障害 (LD)、注意欠陥多動性障害 (ADHD)、自閉症、アスペルガー症候群といった、個別に

支援を必要とする子どもが増加している点である。文部科学省調査によれば、「通常の学級に在籍する発

達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒」は、小学校 7.7％、中学校 4.0％であり、

低学年ほど多い結果となっている注 8。このような子どもたちに対し、適切な理解と対応により、それぞ

れの資質や能力を十分に伸張することで、社会で生きていく力を育成することが重要である。そのため

には、誕生直後の早い段階から子どもの一人一人の背景や特性に一層配慮することが必要であり、子ど

もの検診・療育・教育を支える、地域での早期サポート体制のシステム化が求められる。また、このよ

うな状況の子どもに対し、学びを保障するスタッフの共通理解や教員免許課程に発達障害を理解する実

習の導入が必要となる。

第二に、不登校注 9 などで、学びの場や機会を失う者への学びの保証が求められることである。「重い精

神疾患がなく、自宅以外での生活の場が 6 ヶ月以上失われている状態」と定義される、いわゆる「ひき

こもり」へと、不登校から状況が移行し深刻化する者も多い。現在、このような若者が高年齢化、長期

化してきており、社会的な課題として指摘されている。ひきこもりとされる若者の数は、推定 70 万人（15

～ 39 歳人口の 1.8％）であり、内閣府の調査によれば、男女比は７対３で男性が多く、平均年齢 26.69 歳、

約半数が 30 代であり、その期間は 5 年以上が約 3 割以上である注 10。

様々な課題を抱える子どもに対する学びの保証には、特別なニーズに応じて子どもをサポートできる

体制づくりが求められ、オーダーメードの教育の提供を視野に入れる必要がある。

第３節 教育の方向性

以上の現状認識から、未来の学校では、教えることから学ぶことへの転換がなされ、子どもたちの主

体的な学びが中心に据えられる。教育の目的は、義務教育段階での自立した社会人の基礎と義務教育以

後の高度な人材育成に分けて教育を再定義した上で、不安定、不確実、複雑、曖昧という言葉に代表さ

れる社会注 11 を生き抜く力や、必要とされる知識を自ら獲得し活用できる柔軟な知性を育成することに主

眼が置かれることであろう。

振り返ってみれば、教科内容の教授といった伝統的な教育から、学習者主体の教育へと転換すべき必

要性は、これまでも十分認識がなされており、教育政策においてすでに取り上げられてきたことである。

関係者にあっては、情報量が格段に増加した中で、「完成教育の理念」によって、すべての知識を子ども

たちに教授することを目指すには限界があり、「生涯学習の理念」の下、自ら学ぶ「自己教育力」の育成

を目的とするものへと転換することの必要性について、早くから共通認識があった。

たとえば、中央教育審議会が 1983（昭和 58）年に出した「教育内容等小委員会審議経過報告」では、「主
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として、柔軟性や適応能力、自発性や自己決定能力、社会的スキル、リーダーシップや責任感などの資

質能力が挙がっている。

学びを中心に考え、学びを現場で実践しようとすれば、学習活動の全体、および学びを構成する様々

な学習形態、学習の場、学習の内容を考え、それを可能にする環境や、その整備手段を考えることが必

要となる。子どもの学びは、これまで学校での教育と同義に取り扱われてきたが、現在、より学びに重

点が置かれるようになり、資質や能力の習得の在り方が課題となってきている。

このような教育の方向性について、教育行政、学校環境、教育内容、学習方法、指導スタッフの五つ

の観点から未来の学校の在り方を展望してみたい。

第４節 未来の学校を展望する五つの観点

１．教育行政の在り方

（１）国の果たす役割

先の国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、2060 年には、0 － 14 歳の年少人口は 1 割

以下となる。このことは、学校教育人口が絶対的、かつ相対的に減少することを意味する。一方、全国

的な人口減少の中でも、東京圏、名古屋圏、大阪圏といった三大都市圏の人口集中は続き、三大都市圏

とそれ以外の地方との人口格差が一層拡大することが予測される注 12。特に小規模市区町村ほど人口の減

少率が大きく、過疎化が進む地域は一層その速度が増す。そのため、過疎化の進展に伴い、適正規模を

維持できない学校が増加することが予測される。人口が減少する地域の学校統廃合の具体案として、例

えば、スクールバスの導入、全寮制学校、移動学校、通学制・通信制併用、圏域内学校教育の一元化な

どの施策も、地域全体で考える必要が生じる。

人口の大都市圏への集中と地方の過疎化により、地域の置かれた状況はモザイク状の特性を持ったも

のになっていくため、学校経営は、より地域の特性を反映するものとなる。そのため、全国共通の枠組

みから地域の実情に応じた枠組みへと変容する蓋然性を有し、機会均等や平等の趣旨から一律に行われ

てきた行政指導の有効性が低くなる可能性がある。そのため、国の役割は、一律の行政指導ではなく、１）

計画や内容を提示し財政補助をすること、２）学習形態の開発、３）人材育成、指導者の斡旋、４）学

習全体のモデルの提示、５）教材開発、に特化されていくことであろう。

（２）学校経営の地域特性化

子どもに多様な価値観や社会の変化といった刺激を多く提供するには、外部の人材活用が有効である。

１）教員と地域人材や専門分野を持ったボランティアとの協働、２）学校での指導内容を生活に関連づ

けるために、地域との緊密な連携のもと、実務を担っている社会人の活用、３）社会貢献を目指す企業









13

の確実な獲得・定着を学校教育で保証する観点から、教科内容に 21 世紀型スキルに明示されているよう

な、スキル獲得を目標とした内容を明確に盛り込むことも肝要となる。

（２）表現力の教育

知識やサービス産業が中心の現代社会では、コミュニケーション能力やチームワークなどが重視され

ることになる。習得すべきスキルは、コミュニケーション・スキル、プレゼンテーション・スキル、答

えのない問題をみんなで議論して答えを見つけるなどの具体的なスキルであり、学習形態は、スピーチ

やディベート、仲間と学び合いチームワークを形成する協調的な学習などが挙げられる。指導書には、

知的コンテンツ、スキル、学習形態をマトリックスとして、具体的に盛り込み、それぞれ指導時間数を

明記する。具体的な指導内容と方法が細分化、明示化されて提示されることで、初めて教育現場で確実

に実施され、子どもたちにスキルを定着させるための道筋ができる。

明治以来、知識については、年齢に応じて教授されるべき内容が整備されてきた。しかし、発達段階

に応じた学習スキルの形成については未整備であり、スキルの獲得の適時性についての研究が必要とさ

れている。

４．学習方法

（１）学びの科学化

個別の学びの設計にあっては、学びの質を高めるために、学習科学に基づいた学習方法を採用し、有

効な指導案や教材はデータベース化し、誰もが参照することができるようにする。また、学習の評価と

しては、小学校、中学校を通じ子どもの学習成果をポートフォリオ化し、教員の支援のもとそれに応じ

て授業を選択する。学習到達度をデータベース化し、個別化・オーダーメードの教育の中で、学習の補

習も含め、随時調整する。学校教育以外のノンフォーマル教育や経験の認定と学校教育への位置づけに

より、真正評価 (authentic assessment)（実社会、生活、リアルな課題）を含むパフォーマンス評価を

活用する。

（２）主体性に基づく学習

50 年前の子どもの何百倍もの情報量を受け取る現代の子どもに対し、直接教えられる知識は相対的に

少ない。子どもが自ら興味を持った時に、いつでも学べるような仕組みをつくることが必要であり、そ

のためには、主体的に学ぶ「自己教育力」の育成のための具体的な方策が求められる。特に、「自己教育力」

の育成のためには、学習意欲やモチベーションといった学習の情緒的な面を重視することが必要である。

自ら進んで学習しようとする気持ちがなければ、学びへのパラダイム転換は難しい。このような学習意

欲を構成している要素は、欲求、興味、必要感、要求水準、決断力、忍耐力、持続性、自発性、自主性、

自己効力感・有能感 などである。
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（２）コーディネーターとしての教師

現代の子どもは、兄弟姉妹の少ない家庭で育ち、子ども同士での遊びも少なく、地域の大人との交流

も限られている。学校は、学校以外の家庭や地域の教育力の低下を補充するため、これまで、学校本来

の機能を超えて過分の努力を費やしてきた。このような学校機能の肥大化に伴い、様々なスタッフが学

校にかかわり、学校を支援する体制が整えられてきた。たとえば、現在、学校には、「学校教育法」第

28 条の規定により、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員等の教職員が置かれている。また、このよ

うな教職員のほか、表Ⅰ－ 3 に掲げたスタッフが国の補助金で措置されており、さらに地方自治体によ

り手当されるスタッフも様々存在する。

このように、一体化した組織体として、その内部にスタッフを擁しながら、児童生徒を取り巻く社会

変化に随時対応してきた学校の努力は否定されるものではない。しかし、子どもの実態に合わせた学び

の機会を保障することを主眼にするのであれば、子どもをサポートする人材を学校以外に広げることも

肝要である。現実社会が複雑化すればするほど、子どもは多様な人々との接触が必要となり、外の社会

との接触や刺激は多ければ多いほど良い。そのため、地域を取り巻き、社会に広がる、より包括的な学

びのサポート体制が必要となる。

生涯にわたって学びをデザインする能力は人生設計と同義である。教員は学びの支援者である。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い。子どもの学びは、縦断的に子どもの学

びをサポートする者（垂直軸の支援）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）により、

コーディネートされる。

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

No   No   

1   9   

2   10    

3   11 学校用務員  

4   12   

5   13   

6   14 (ALT)  

7   15   

8   16   

表Ⅰ－３ 学校スタッフの種類

注１：小：小学校、中：中学校、高：高等学校、特別：特別支援学校、他：教育委員会等
注２：文部科学省で予算化されたもの
出典：文部科学省「「学校のマンパワー」関連施策」（内部資料）
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注：

1. 野村恭彦『フューチャーセンターをつくろう－対話をイノベーションにつなげる仕組み－』 プレジデント社、2012、

p.11．

2. 前掲書 , pp.74 － 75.

3. たとえば、米連邦教育省から 1987 年に出された日米文化教育交流会議（United States – Japan Conference on 

Cultural and Educational Interchange）における日米教育協力研究のアメリカ側報告書（U.S. Department of 

Education, Japanese Education Today, Government Printing Office）によれば、日本の教育は、規律正しく効

率的に学習する場としての学校、小中教育での人格の陶冶、望ましい態度や行動の育成、教員の有能性や献身性など

で優れ、比類のない成果をあげているとしている。

4. 2010 年厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、子どもがいる世帯で、夫婦と未婚の子からなる世帯は全体の

69.0％、ひとり親と未婚の子からなる世帯は 7.0％である。

5. 総務省「平成 23 年度通信利用動向調査」の数字。内閣府「消費動向調査」による 2 人以上の世帯におけるパソコン

普及率は 2012 年 3 月の数字で 77.3％。

6. ダニエル・ピンクは、「情報化の時代」から「コンセプトの時代」へと変化し、デザイン、物語、調和、共感、遊び、

生きがいといった 6 つのセンス（感性）が重要になるとしている。ダニエル・ピンク（大前研一訳）『ハイ コンセプト』

三笠書房 , 2006.

7. 厚生労働省「平成 22 年国民生活基礎調査の概況」によれば、平成 21 年の貧困線 ( 等価可処分所得の中央値の半分 )

は 112 万円 ( 実質値 ) となっており、「相対的貧困率」( 貧困線に満たない世帯員の割合 ) は 16.0％となっている。

8. 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に関する調査結果について」（平成 24 年 12 月 5 日）、調査時期：平成 24 年２～３月、対象：全国の

小中学校のうち約５万４千人（岩手、宮城、福島をのぞく）。

9. 小中学校における不登校児童生徒の平成 23 年度の割合は 1.12％である（文部科学省 平成 23 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」について）。

10. 内閣府「ひきこもりに関する実態調査」（2010)（対象：全国 15 ～ 39 歳の者、標本数：5,000 人、方法：無作為抽出法、

調査時期：2010 年 2 月）

11. 不安定さ（Volatility）、不確実さ（Uncertainty）、複雑さ（Complexity）、曖昧さ（Ambiguity）の頭文字を並べ

VUCA と呼ばれ、2007 年の世界金融危機以降の状況を表す言葉として用いられる（「不安の時代を生き抜く働き方」

Newsweek, April 18,2012, pp.40-44）。

12. 国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会「国土の長期展望」（中間とりまとめ）平成 23 年 2 月

13. 辰野千壽『科学的根拠で示す学習意欲を高める 12 の方法』図書文化 ,  2009. pp.15-17.
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第１節 学習プロセスの可視化と実験的実践による学びの未来づくり

東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構副機構長

東京大学大学院教育学研究科教授

三宅 なほみ

１．未来の学びの質を上げるために

未来の学びをつくるために、今、もう一度、一人一人の学びのプロセスに立ち返り、その詳細な記録

を取って、一人一人の学びをサポートするための「実践的な学習科学」を推進したいと思っています。

ある種の理論に基づいた応用工学的なアプローチによって、一人一人の子どもたちが、これまでに何を

どんなふうに学んできたかをある程度踏まえ、今何にどう時間をかけることができるのか、何を学べば

その次に自分自身でどんな問いをつくり出していけるのか、これからどう社会の中でどんな認知的スキ

ルを身につけるべきかなどを見据えて、その個人の知的、創造的な成長を支援する、そういう環境をど

うつくるかが未来の学校づくりに必要な作業になるでしょう。そのための、学習記録の収集や分析のた

めの IT基盤づくりなども未来の学校構想の中に入れていきたいところです。

私が今やっている仕事は大学知を小中高の現場に役立てていこうというものです。大学の研究者や企

業などで活躍する専門家、学会メンバーなど、学校の教員ではないけれども、むしろ自分の領域では何

が大事でこれからどのような知的生産性が要求されるかということが見えやすい人々が、学校現場での

学びの質を上げていくためにどんな手伝い、支援ができるのか、学習過程の研究者がわかってきている

ことをどう現場と供していけたらいいのかということを考えて、実際に実践を通してその成果を検討す

る、ということをやっています。大学知だけではなくて社会にある知を学校に還流していくという方向

性も、未来の学校づくりには必要ではないかと考えています。

そのために、ここでは三つの話をします。一つは、人がいかに学ぶものかについて、今の学校での教

育に欠けていると考えられる認知過程を二つ紹介し、その解消にむけて私自身が活動の基盤にしている

考え方について説明します。枠組みそのものは知識の社会的構成主義と呼ばれるもので、この過程につ

いて詳しく記録を取って分析して見えて来た社会的構成の原則を解説させて頂こうと思います。次いで、

その原理を、多人数が学び合う教室場面にどう適用するのか、実践への橋渡しについて説明します。最

後に、その実践研究の成果を報告します。教育委員会と連携して、学校の校長先生から推薦頂いた先生

たちと、新しい形で新しい考え方に基づく教案をつくり、実践して頂き、その過程の記録をできるだけ

分析してその都度成果を確かめながら、次の実践を模索しています。まだ２年目ですが、一回一回の授

業で起きることをその場で評価してその次に何ができるかを話し合うということをやっていますので、

まず今回はその辺りの成果をご報告しようと思います。
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を解けば済みます。カプセルを使う機会が減れば当然そのカプセルの存在そのものが希薄になります。

ところで、知識を社会的に統合する過程というのは、大人の日常生活や研究者の世界では普通に見ら

れることです。子どもが持つ日常的な経験に基づく経験則を、科学者が理解する科学的な概念に変化さ

せるのが学校教育での一つの大きな目標ですが、ここでも、下手をすると、経験則と教室で習う科学的

概念がそれぞれ統合されずに別のカプセルとして獲得されるということが十分起こります。そうしない

ために、教室で引き起こす個人の概念変化を導く認知過程のモデルとしても、子どもたち自身が自分た

ちなりに学んでわかり始めていることを言葉にして、話し合って、互いの考えについて少しずつ視野を

拡大しながら取り入れて統合して、自分なりの納得に導く過程を想定することができます。これまで実

践されている課題中心型と呼ばれる授業や総合的な時間で取り組まれて来たことについても、もう少し

意識的に「あなたがやっていることは統合されていってその先に科学者が見ている世界があって、こん

なふうに社会の中での課題解決につながるんだよ」という意識合わせが、未来の学校教育の中に入って

いくといいのではないかと思います。

３．自分の考えと他人の考えを統合する仕組み：建設的相互作用

人は一人で利口になるわけではないと思います。同じような問題を解きたい他の人と一緒に考えると、

自分も賢くなるチャンスがあるし相手も引っ張り上げることができます。この社会的に知が構成される

プロセスは、条件さえ揃えば、小さい子どもでも大人でも、ほぼ確実に引き起こすことができます。こ

の原理を授業に上手く使えると、今お話しした学びの過程の多様性を活かしつつ、一人一人が自分の納

得していることと他人から得られる情報とを上手く統合して自分の知識を進展させる、ということがで

きるのではないかということを考えています。私たちはこの原理を「建設的相互作用」と呼んでいます。

人は、建設的に相互作用しながら一人一人自分の知識の質を高めて行ける潜在的な認知的スキルを持っ

ていると考え、それを授業の中で開発しようとしています（三宅、2012）。

知っている子が知らない子に教えるのではなく、知らない同士が話し合って考えることで各自が自分

の理解を深めていく時に働くのがこの建設的相互作用です。この仕組みを少し詳しくみていきます。ま

ず、少し解に近づいたかなと思っているほうは、自分の考えを相手に提供しようとするわけですが、そ

れほど上手く自分の考えを説明できるわけではありません。もっと上手く話せるはずだったのにどうし

て上手く話せないのかと自分の考え方や説明のし方を見直すことになります。で、その時の聞き手の方は、

相手が話していることはなにがしかの相手にとっての真実だろうと思って聞いているわけですから、そ

の内容を理解しようと、自分が考えていることとすり合わせて聞きます。この時、相手の言うことを了

解するためには、自分の視野を広げざるを得ません。そうして自分の知識や理解の適用範囲、抽象度が

上がっていきます。そのうちに、聞き手の方が今度は自分がわかってきたことを相手に話したくなる。で、
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のは、聞き手であることが多いということがあります。おそらく聞き手が、その場を、話し手よりも少

し広い視野から全体統合的に理解しようとしている、あるいはそうせざるを得ない立場に立たされてい

て、その立場を活用した結果そうなる、ということなのだと思います。つまり、教室で建設的相互作用

が起きている時、少しわかっている子もそうでない子も、話し手に回っている子も聞き役の子も、それ

ぞれが、それぞれなりに、自分の知識を社会的に構成し、そこでできたものをより抽象的な形で構成し

直すチャンスが、原理的にはある、ということです。現在これを実践的に検証しようとしています。

４．建設的相互作用を授業に適用する

人と人との話し合いによる教育的意義のひとつは、上で説明したように、話し合うことが建設的相互

作用を引き起こすことによって一人一人の理解をそれぞれ深化させることです。クラスの中の能力、興

味の持ち方、動機づけなどはもともと雑多ですので、それを活用して、それぞれが伸びていける環境が

つくれる可能性があるということです。クラスの中で多様性を上手くデザインし、それを統合して答え

が出せる課題設定ができれば、多様な考え方が一人一人の中で統合されて、さらに多様性を生み、それ

が次の学びを生むという仕組みができるのではないかと思っています。

多様性が大事にされると、一人一人違うことが前提になりますから、話し合って自分なりのわかり方

についても他人の視点を使って適用範囲を広げ、抽象度を上げられる、という「学び方の学び」も可能

になるはずです。そうなるとこれは、「使える」活用型の知識になる可能性が出てきます。そのスキルを

自覚的に活用できるようになると社会全体がよくなるのではないかと考えています。また、人と話し合っ

て知識を統合できるようになると、経験からくる直感的理解と学校で勉強した科学的理解、教科書的に

言われる言説というのは天と地ほども違っていることが多いのでその両者を統合し、経験に基づいた知

識構成が可能になります。さらに、人というのは、ある程度わかってきて初めて次の課題が見つかるも

のです。何もわからないから質問することもないという状態を避けて、学んだことが次の学びの動機づ

けになるような発展型の授業が可能になると考えています。

私が建設的な相互作用と呼んでいるものを授業の中でつくっていく条件として具体的にはどのような

ことが考えられるか、建設的相互作用が起きて上手く機能した現場で起きていたことを検討してみたい

と思います。

ある保育園の年長児のクラスで子どもたち自身から「いつでも氷で遊べるように、氷をつくりたい」

という課題が出てきました。どうしたら氷がつくれるか、毎日帰る時に、好きな容器を水を入れ、好き

な場所に置いて帰って、次の朝どれが凍るか調べようという活動が 10日間以上も続いたそうです。結果

として、どうも温度が関係しているということにそれぞれが気づくことができ、さらにはどういう条件

で氷が融けるかという次の課題も自発的に生まれて来た、と報告されています（本吉、1974）。子ども
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ということをやっています。上に挙げた条件をデザイン原則として、授業づくりの段階から、同じ校種

や教科担当の先生方と私たち研究者がメイリングリストや掲示板を使ってアイディアを共有し、互いに

意見を出し合って一つの授業をつくります。その実践結果もできるだけ共有して、分析、検討して、次

の授業づくりに役立てる、というサイクルを回しながら、小中主要４教科、高等学校ではそれに加えて

英語、美術、家庭科などで 100 以上の実践を積み上げて来たところです。先生方がお互いに一つの教材、

教案を数カ所で試してその質を上げていくというような活動も見られるようになってきました。

授業のつくり方には、教室で建設的相互作用が起きるよう、上の氷づくりでも見られた条件を満たす

ような基本デザインを採用しています。知識構成型ジグソー法と呼んでいる枠組みを使っています。授

業づくりの手順は、大体以下のようなものです。

１）	 共通の問いを立てる

２）	 既習事項や教科書から、それを組み合わせると答えを出せる「部品」を抽出する

３）	 それらの部品を説明する資料や実験などの活動を準備する

４）	 問いへの答えを活用してその根拠や適用範囲が確認できる課題を設ける

このような準備に則って、授業では、典型的に行けばですが、次のような活動を行います。

１）	 まず共通の問いへの「授業開始時点での答え」を個人個人で書き留めておく

２）	 部品の数だけのグループに分かれ、担当する部品ごとに資料を読んだり、資料に含まれる問題を

解いたり、実験をするなどして、部品の内容を確認する（これをエキスパート活動と呼んでいます）

３）	 各部品グループから１名ずつで新しいグループをつくり、エキスパート活動でやって来たことを

持ち寄って、各自自分なりに納得できるよう問いへの答を出し合う（これをジグソー活動と呼び、

大体グループごとに答えをまとめることを求めます）

４）	 クラス全体で「問いへの答えの多様さ」を検討し合い、多様な表現の中から自分にとって一番納

得のゆく答えの表現方法を掴む（クロストーク活動と呼んでいます）

５）	 もう一度、問いへの答えを、一人一人が記述する

６）	 その後、発展的な問いに挑戦したり、次に知りたくなったことを提案したりするなどして、次の

学習につなげる

たとえば、「雲はどうしてできるのか」という問いについて考えたかったら「気圧の上昇」、「断熱膨張」、

「飽和水蒸気量」を三つの部品とし、それぞれをエキスパートグループに分かれて見直した後、ジグソー

グループでそれらを組み合わせて一人一人が自分なりに納得のできる説明をつくります。これは中学校

２年生の理科で実践しました。小学校５年生の社会科では、日本の工業についての単元で、「今、なぜ日

本はハイブリッドカーで勝負しているのか」という問いを考える授業もやりました。ガソリン車とハイ

ブリッドカーと電気自動車を、環境への配慮、現在の販売台数、日本の技術の活用度、の三つの視点か
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り発展的に継続するために、現在、学会シニアメンバーや、日本技術士会メンバーなど、社会人のプロ

の方たちの協力を得て、社会人による教育支援の仕組みをつくりたいと考えています。先生方のネット

ワーク、学会シニアや企業、研究者集団による教育支援ネットワークなど、それぞれの目的に応じて今、

この知識構成型ジグソー法の検証のために生まれつつある各種目的の異なるネットワークを、学習科学

者や大学コンソーシアムといったより包括的なネットワークがつないで行く、ネットワークによるネッ

トワーク化をひとつの具体的な未来の形として、今後の展開を図りたいと考えています。

【参考文献】

三宅なほみ「概念変化のための協調過程」『心理学評論』2012.	54,	328-341.

本吉まと子『私の生活保育論』フレーベル館 ,	1974.

** ここで紹介した連携事業の詳細については、以下のURLを参照下さい。

http://coref.u-tokyo.ac.jp/

第 2節 一人一人の才能を伸ばす

独立行政法人科学技術振興機構

理数学習支援センター（才能育成担当）

主任調査員 中島 徹

１．すべての子どもの中にある才能を見つけて伸ばす

これからの日本の社会が求める人材とは、どのような人材なのでしょう。

高度成長期の大量生産社会の構成員というようなイメージの人材は、新興国で成長のための労働力と

して大量に生み出されていくでしょう。産業界は、世界で活躍できるようなリーダーシップを持ち、英語、

経営とＩＴ、ロジック、コミュニケーションとマネジメントスキルを身につけた人材を求めているのか

もしれません。

これらの能力の全てを高いレベルで兼ね備えた人材というのは、いままでの基準であれば才能児と呼

ばれる子どもたちのイメージに近いのかもしれません。

でも、全ての子どもを、全ての分野で特別に高い能力を示す、いわゆる「英才」に育てることは難し

いでしょう。

才能のある子どもであっても、特に優れた才能も示すが、多少劣っているところもあるという子ども
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という呼び方で、「普通教育の一環として、すべての子どもの多様な能力、興味、学習スタイルのプロフィー

ルに基づいて、その潜在能力を最大限に伸長し、個性化を図るプログラム」を提供していくべきではな

いかと提言されています。

日本では才能教育は普通教育の中には位置づけられていませんが、すべての人の中にある才能を伸ば

して生かすことは、21世紀の社会が求める人材を生み出すにつながるのではないかと思います。

２．サイエンスキャンプは熟達化に至る意欲を強化する

ここで、私が勤務する独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）理数学習支援センターで担当してい

るサイエンスキャンプについてご紹介しましょう。

ＪＳＴでは、理数の才能育成のための施策

として、「出る杭を伸ばす」ことを目的とし

たさまざまな事業を実施していますが、サイ

エンスキャンプは、そのきっかけとなる学習

機会として位置づけられています注4。	

サイエンスキャンプでは、理工系の進路や

職業を目指している（または興味を持ってい

る）高校世代の生徒を、実際の研究現場で、

実際の研究者が講師となって、２泊３日また

はそれ以上の日程の合宿を通して本物の体験

をします。

参加する子どもたちの属性は、高校１年生

と２年生が主で、男子と女子の比率は五分五

分ぐらいです。年間の応募者数は定員の３倍程度です。

現地までの交通費は自己負担ですので、子どもたちはそれを負担してもらうために親を説得するとい

うことから始めるので、大変意欲の高い子たちが集まる傾向にあります。

会場となる研究現場は、大学の研究室、独立行政法人等公的な研究機関、民間の企業の研究所のほか、

ＮＰＯ等に対して公募して選びます。ぜひ、子どもたちを研究の現場に呼んで育ててみたいという関係

者の思い、社会の教育力に支えられて開催しています。

平成 23年度は、学校の夏休み、冬休み、春休みの期間に開催し、合計 82会場で 1,353 名の高校生が、

２泊３日から５泊６日の日程の合宿に参加しました。

応募する生徒は、参加申込書に、どうしてこの会場のプログラムに参加したいのかという志望動機を

図Ⅱ−２−１サイエンスキャンプのホームページ
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東北大学大学院教育情報学研究部の北村勝朗教授は、「熟達化に至る道筋」を次のように説明していま

す。

①最初の段階では「なぜ」の問いを追求する魅力に触れた体験を持つ。創造的な活動に更なる挑戦につ

ながる体験を蓄積する。赤ん坊がお母さんを好きになって叱られても必ずついていくように、その分

野に強い思いを持って仲間をつくり、おもしろさを共有していく。

②次の段階では、深い理解に至る過程でなされる徹底した反復学習の体験を持つ。スキルを上げるため

の練習を、繰り返し、繰り返し行う。最初の段階で好きになっているから、少々つらいことがあって

も耐え抜いていける。

③３番目の段階では、達成への強い意志力を伴った創造性を発揮する体験を持つ。研究開発において創

造的思考を発揮した体験、スポーツであれば大会に出て賞をもらったとか、音楽であれば一つ作品を

つくって評価をされるとか、科学技術であれば実験の計画をして自分の設定した高い課題を遂行して

発表してみんなの評価を得るといった体験を得ながら物事に熟達化していく。

この道筋の最初の「なぜ」という魅力を強く感じるところをサイエンスキャンプのような科学技術体

験プログラムを通じて、強く思ってもらいたいと思うのです。

３．学習によって成長する喜びを実感して学校が好きになる

私はサイエンスキャンプを担当する以前は、さまざまな分野の教材を開発していました。

普通の紙に印刷した教材、ビデオを使った映像教材、マルチメディアＣＤ -ＲＯＭの教材も開発しまし

た。インターネット上の教材コンテンツや、e-learning 教材、ありとあらゆるメディアの教材を開発し

てきました。２歳ぐらいの幼児から高齢者までを対象として、家庭向きや学校向けなど、いろいろなタ

イプの教材を手がけてきました。

プレスクール（未就学児向け）の教材を開発するときには、小学校１年生の教材とのバッティングを

意識せざるを得ません。家庭や幼稚園で既に文字と数の学習をしている子でも、小学校１年生になると、

もう一度、平仮名と１から 10の数から学び始めるのです。

でも、家庭や町の中は、テレビなども含めて文字情報にあふれていて、お父さん、お母さんは「あれ

を読んでみて」と言いますし、ほとんどすべての幼児が就学前に通園して家庭でも文字、数を学んでい

ます。

このような生活環境にある子どもが、小学校１年生になって学校で文字、数を学ぶときに、学習によっ

て成長する喜びを実感して、学校での学びを好きになれるのかという疑問をどこかで感じながら開発し

てきたように思います。

小学校ができた明治初期の社会的な背景からすれば、６歳になったら全員が一斉に文字、数を学ぶと
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はないかと考えます。

５．「クラウド・スクール」構想

日本は少子高齢化の時代を迎えて、児童・生徒数も減少して、いずれ義務教育段階の学校の設置につ

いても見直さざるをえない時期が迫っていることが考えられます。

文部科学省の基準（義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令）では、小学校はおおむね４km以内、中

学校はおおむね６km以内に設置することが定められていますが、児童・生徒数の減少と共に一つ一つの

学校の規模は小さくなり、一部の都市部を除いて学校の教室は余り気味となってきています。

クラス編成も１学年２クラス程度が当たり前になってきていますし、１学年１クラスしかない学校も

少なくありません。クラスの規模を少人数編成とすることで、より丁寧な指導は実現できますが、その

ために児童・生徒一人当たりに必要な費用は高くなります。

学校規模が小さいと、役職者の配置や学校の設備や施設を維持管理するための費用が重荷となって、

配分される予算を教育そのものに効果的に投資することが難しくなります。先生の数も少ないので、教

員相互の学び合いやチームティーチング等の実践にも工夫が必要となります。

クラス替え等の変化がなくなると、長い期間を同じ集団で過ごすこととなりますから、異なった考え

方に触れる機会が減少するので、異集団との交流機会を外に求めていく必要が生じます。

前述のように、日本の学校は単式学級（学級を基本的に同一の年齢の児童・生徒で構成する）を基本

として組織されていますが、単式学級にこだわって運営を続けていくことのデメリットがあるように思

います。

では、単純に統廃合して学校が一定以上の規模とすればよいかというと、そういうわけでもありません。

通学距離が長くなれば、児童・生徒のストレスが高まるだけでなく、放課後にクラスメイトと遊ぶ機

会も減少するでしょう。通学距離が長くなることは、事故や事件に遭遇する可能性を増すことにもなり

かねません。

また、適当な距離に「学校」という機能がそこにあることは、地域コミュニティの核として重要であ

るということも見逃せません。

そこで、学級を異なった年齢の児童・生徒で構成する複式学級を基本とする、新しい学校の在り方を「ク

ラウド・スクール」と名づけて構想してみました。

クラウド・スクールは、「行政区や学校種の枠を越えた複数の学校がゆるやかに連結して、一つの教育

組織として有機的に機能する学校形態」と定義します。

具体的には、現在ある複数（例えば三つ）の学校が、それぞれの特徴ある機能に集中投資して、補完し合っ

て、一つの学校としての機能を実現するという考え方です。
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・クラウド・スクールが機能すると、学校の教室や設備が部分的に空いてくるので、そこに地域の企業

を誘致して運営のための家賃収入を得ることも考えられる。誘致する企業については、外部講師と

して依頼できる特徴を持った企業が望ましい。例えば、技術室であれば家具工房だったり、家庭科

室であればパン工房だったり、料理教室だったり、普通教室であればパソコンスクールや英会話教

室のコラボ授業を提案させてもよい。

未来の学校がどのような形の学校となるのかはわかりませんが、このクラウド・スクール構想のように、

多様な児童・生徒が共に学び合い、広く地域とも交流していくような学校であってほしいと思います。

注：

1. U.S.	Department	of	Education,「 国 家 の 卓 越 」（National	Excellence:	A	Case	for	Developing	America's	

Talent）	1993.

2. 杉山登志郎・岡南・小倉正義 『ギフテッド−天才の育て方』 学習研究社 ,	2009.

3. 松村暢隆 『本当の「才能」見つけて育てよう−子どもをダメにする英才教育』 ミネルヴァ書房 ,	2008.

4. 独立行政法人科学技術振興機構	理科教育支援センター	理科教育支援検討タスクフォース才能教育分科会 「科学技術

イノベーションを支える卓越した才能を見出し，開花させるために」,	2010.

5. 「OECD 生徒の学習到達度調査」（OECD	Programme	for	International	Student	Assessment） http://www.

oecd.org/pisa/

第３節 国際バカロレアプログラムで国際人をつくる

学校法人ケイ・インターナショナル・

スクール東京副理事長

小牧 孝子

１．学校の役割

理想の学校をつくりたいとの思いで私の夫と私は 15年前にインターナショナルスクールを起ち上げま

した。「未来の学校づくり」というテーマは、まさに自分たちが追及し続けていることでもあります。

学校の役割は、良識を持った有能な人を社会に送り出すことと捉えています。私たちの学校はその役

割を果たすために「様々な背景を持ったやる気に満ちた生徒が、偏見や不公平のない人を育む環境の中で、

質の高い国際教育を受け、卒業後有益で有能な、見識を持った国際社会の一員となるよう育成すること
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作成する生徒もいたと聞いています。

このようなＭＢＡレベルの難しいアサイメントをＤＰが求めるレベルで終わらせるには、知識は勿論

のこと、論理的思考力、リサーチ力、分析力、コミュニケーション能力、ライティングスキル、数学力

など、高いレベルで様々なスキルが必要になります。ＤＰやＭＹＰやＰＹＰの課程の中で、実社会と結

びつけた様々なアクティビティーやアサイメントを繰り返し行い、必要な知識や様々なスキルを身につ

けていきます。では、実際どのような授業が行われているのか、さらに例を幾つか挙げてご紹介いたし

ます。

３．過去に行われた例

幼稚園の５歳児の授業では、お店屋さんごっこが行われました。生徒たちは家から不要になったおも

ちゃを持ち寄り、配られた架空のお金を使い、売り買いをします。物を売りお金を得ることや、物を得

るためにお金を使うこと、お金の計算などを、アクティビティーを通して学びます。

また、同じく５歳児の授業でパーティーを企画して運営するアクティビティーを行いました。何人か

の生徒がグループで主催者になって、パーティーの企画と運営を行います。まず、パーティーの目的を

決め、その目的に合わせて招待するゲストを選び、招待状をつくって送ります。同時にパーティーの当

日に用意する物や数を決めて、実際に分担して用意をします。そしてパーティー終了後、よかった点や

改善が必要な点とその改善案を話し合います。アクティビティーを通して、ライティングスキルや算数

のスキル、目的に合ったニーズを考えたり、グループの意見をまとめたりなど、様々なスキルを身につ

けていきます。

２年生の授業では、家や学校で掃除などのお手伝いをして架空のお金を得て、そのお金と家から各自

が持ち寄った不要品を資本として、個人もしくはグループでお店を開き、物の売り買いをするアクティ

ビティーを行いました。その中で生徒たちは、労働の対価としてお金を得ることを学び、また個人やグルー

プでビジネスを行うメリットデメリットを実感していきます。資本力の違いがどのようにビジネスに影

響を与えるか、個人でビジネスを行う場合、一人の考えで決断を下すことでのリスクがある一方、決断

の速さのメリットがあること、グループで行う場合、メンバーたちとアイデアをシェアすることができ

る反面、決定までに時間がかかること、意見を取りまとめるリーダーの存在が必要となることなど様々

なことを気づきます。

５年生では、「ビジネスでより多くの利益を出す」アクティビティーを行いました。架空のお金が各

自に配られ、それを基にして品物の売り買いをするビジネスや保険会社や宝くじの販売を行うビジネス、

情報やアドバイスを提供することで利益を得るビジネスなど、多くの利益を得ることができると思われ

る様々なビジネスを自分たちで考え起ち上げました。アクティビティーを進める中、ビジネスにおける
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ク大学などに合格しています。その他、イギリスやカナダやオーストラリア、アジア圏では韓国や香港

でも一流大学に合格しています。日本では早稲田大学や国際基督教大学、上智大学などに入学していま

すが、残念なことに当校のホスト国でありながら日本の大学に進む者は例年 1割～ 2割程度となってい

ます。日本は比較的治安もよく、大学の学費や生活費が欧米の大学よりも低く抑えることができるにも

かかわらず、日本の大学に入学を希望しない一つの理由として、国際社会で有能な社会人として即戦力

となる人材を養成するというミッションが、日本の大学の意識として希薄であるということが挙げられ

ます。

５．国際社会で求められる人材と育成

2011 年９月に行われＩＢのアジア・オセアニア地区の校長会において、世界で求められる人材につい

て話し合われました。その中でＩＢ側から、すでに海外はなく、すなわち国外国内の区別はない、世界

で求められる人材としてバイリンガルなコミュニケーションができること、挑戦する意思と自立してい

ること、協力すること、柔軟性と責任感が求められているとの話がありました。また、パナソニックでは、

2010 年は海外採用が 60パーセントでしたが、2011 年は 80パーセントが海外採用であったとの報告が

ありました。

パナソニックのみならず、日本の大手企業や官公庁などの主要なポストを対象に、日本人外国人にか

かわらず、人材育成力に対して評判のよい海外の大学において活発にリクルートが行われているという

現実があります。長引く不況から企業に余裕がなくなり、日本企業の文化であった企業が人材を教育し

育てることが難しくなったこともあり、即戦力となる人材を求める企業が激増しています。すなわち、

学校教育に国際社会で活躍できる有能な人材の育成が求められているのです。それを実現させるために

は、高等教育のみならず、中等教育や初等教育に携わる者すべてにその意識を育てる必要があります。

６．大学が変わることで日本の教育が変わる

多くの保護者は、高等教育に進むためのステップとして中等教育を捉えていて、一流と言われる大学

に何人の生徒を合格させたかが高校の質をはかるスケールとして用いられています。この現実から、多

くの高校で大学の入試試験に受かることを目的とした授業が行われることになります。どれだけ多くの

知識やパターンを詰め込んだかをはかることを中心にした大学の入学試験から、必要な知識と分析力、

論理的思考力や表現力や言語力を含めたコミュニケーション能力などのスキルをはかるものに変えて行

けば、おのずと中等教育はそれに合わせて変わらざるを得ないことになります。そして、中等教育が変

われば初等教育も変わって行きます。
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不可欠であると言われています。主要科目のＨＬのサブジェクトとなると、先生を探すことも困難にな

るので、教員養成は簡単ではありません。

８．未来の学校への提案

近年、欧米の一流大学で出会った優秀な学生や有能な社員のバックグラウンドを調べるとＩＢのディ

プロマを取得していたことから、子どもに与える教育としてＩＢに興味を持ったという人がふえてきま

した。そして、私自身もＩＢのディプロマを優秀な成績で取得した日本の大学生たちと共に働く機会が

ふえ、人材としての能力の高さを実感している一人です。また、彼らの内、何名かは就職活動の時期を

迎え、この就職難の中、皆すでに複数の国内外の一流企業から採用通知を受け取っています。

子どもたちや日本の将来を考え、未来の学校の内、何割かの学校は国際社会で活躍できる有能な人材

を育成する場となる必要があります。ＤＰ教育の内容や、前述した状況を見るとＩＢ、特にＤＰは現代

社会に提供する教育として私の知っている限りでは、今のところ最適なプログラムだと思います。

ＩＢのＤＰは、現在英語とフランス語とスペイン語、一部中国語でも提供されていて、今後日本語も検

討される可能性があると聞いています。しかしながら、国際社会の一員として共通言語の英語で流暢にコ

ミュニケーションを取ることができ、英語で情報が取れることで情報量が数倍にもなるとういメリットが

あるので、ＤＰは英語で教育を受け日本語と英語のバイリンガルとなることで、何倍もの価値となります。

そのためには、初等教育から学ぶ道具としての英語力を養う必要があり、かつ基本となる知識やスキルを

暗記に偏ることなく十分につけ、論理的思考力やコミュニケーション能力、クリティカルシンキングや創

造力などＤＰで成功するためのスキルをつけることができる教育を提供する必要があります。

また、学校だけで論理的思考力など重要なスキルをつけることは難しく、家庭での適切なサポートが

成功に導く鍵となります。子どもたちに常に適切な問いかけをする、考えさせるクイズやパズルを親子

のコミュニケーションの一つとして遊びに取り入れるなど幼児期からの日々の接し方や、学齢に合わせ

た学習のサポートの方法などをマニュアル化して、もしくは保護者のための学校をつくり、生徒が家庭

で十分なサポートが受けることのできる体制を整えることが必要です。さらに、各学校が家庭に代わっ

て適切なサポートを行えるアフタースクールを併設できれば、保護者のサポートがあまり期待できない

子どもでも必要なサポートが受けられることになります。

どんなによい施設やカリュキラムがあってもそれを教える教員の質が高くなければよい教育を提供す

ることはできません。そのため、大学院など教員養成が行える教育施設の設立が必要です。その場合、

ＤＰで例えると、机上の論理を展開するに留まらず、自らが何人もの生徒にＨＬのサブジェットで６点

７点を取らせた実績がある現役の先生が講師となることが最も望ましいと思います。
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の場としても適しています。集団における調整能力を培う場が、核家族化等で幼児期に十分得られない

ので、共通の大きな目標に向けて、考えや意見のぶつかり合いを通して努力し、達成感を得ていくこと

ができる行事体験が、年間に設定してある教育効果は大きいと言えます。また、運動会とは別の達成感

が得られます。

矢口自然農園（田んぼと畑での米や野菜作りの体験活動）は、平成 21年にプ一ルの移転新築に伴い、

跡地利用として畑の一部完成、翌 22年に現在のような広さの田んぼと畑が完成しました。畑の水はけが

あまりに悪いので、次年度は畑の一部を田んぼにして田んぼを２枚にする予定です。区からは当初芝生

にする案が提示されましたが、より生産的に活用できる田んぼと畑を希望し実現しました。米や野菜づ

くりの体験が、あきらめない気持ちを育てる土壌となるのは次のような要因があるからです。

今年でやっと２年目の取り組みなので、児童が手探りで取り組んでいる現在の状態が、常に最高とい

える状態であるため、目に見える形でやりがいが感じられることです。

また、跡地に盛り土を 60センチ足しただけなので、雨が降るとため池ができ、絶えず手入れをして水

をくみ出さなければなりません。教師に言われなくても自分たちから進んで畑や田んぼに行き、いつも

手をかけなくてはならない現状が児童を鍛え上げています。

指導する教師も経験がないことばかりなので、児童がどんどん主体的にかかわり、主導権を握るほど

すべて任されていることも児童を鍛え、現状に積極的に働きかけていこうとする気持ちを育て伸ばして

いると考えています。本当に自由に工夫して取り組んでいます。

３．現実社会を反映した教育活動（地域の団体、ＮＰＯ、企業との連携・協働）

夏期休業中のワ一クショップを行っています。詳細は「７指導スタッフ～多様な人材の学校への投入」

において、主として人材の観点から記載してあります。

４．個性に応じた能力伸長（個別化した教育プログラム）

（１）個人カルテの作成（義務教育９年間の記録）：自分の課題を明確に自覚できる資料

	 	現在の義務教育９年間において、公立学校では一斉指導がまだ中心です。しかし、未来の学校において

は個人の学習状況に応じた個別のオ一ダ一メイドの学習導入に向けて可能性を切り拓いていくことが望

ましい方向だといえます。これを可能にしていくには、教員配置や教室環境等様々な課題がありますが、

各個人の学習記録として個人カルテの作成が欠かせないと考えています。現在の指導要録より教科の到

達度と課題がわかりやすく、また通信表のように学年１年間のものでなく、できれば義務教育９年間記

録を蓄積させていけるようなシステムができれば一番望ましいと思います。自分の課題を自分で自覚す

ることが可能になり、更に学年に関係なくいつでも自分の意志で学習に再チャレンジし、最終的に到達
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合う場面があることは、価値が計り知れない達成感をもたらしています。やり遂げた後の達成感や満足

感がもたらす自信は大きく、数値では計ることができない深い感動を一人一人の心に刻み込んでいます。

また、６年生の場合は、劇に挑戦する姿をこの３年間継続して見ているので、下学年に前向きな成長願

望や、学年が上がることへの期待感を抱かせる大きな効果を生み出しています。

今後の課題としては、６年担任のモティベ一ションと懸ける情熱の大きさによって、劇の仕上がりが

大きく左右されることです。教科書もなく、よいものを目指し続けていく情熱の維持は、個人の資質に

依存する面があるので現実には難しいものがあります。

６．学習方法～多様性からの学び

矢口自然農園での米・野菜づくり

体験が収穫に結びつき、さらに次の調理や加工へと発展させることができる学習は楽しさや付加価値

が味わえるものになります。また、収穫が多いことは喜びや満足感に繋がり、真剣さも一段と違ってき

ます。

そして、収穫物から次の学習を工夫するという学びにつながります。５年生は自分たちで相談して餅

米でおはぎや赤飯をつくり、半分はＰＴＡ餅つき大会に提供して、お父さんクラブの方からつき方を教

わることができました。６年生は収穫物を基に、夏は煉瓦から窯までつくってピザづくりに挑戦し、冬

は鍋を楽しんでいます。

７．指導スタッフ～多様な人材の学校への投入

	（１）地域人材の活用（外国語活動）

人材は、学校支援本部「フレンドリ一矢口」のコ一ディネ一タ一が地域の町会回覧板、口コミ等を中

心に募集します。条件はありませんが一応面接をしています。応募者はコ一ディネ一タ一と校長で面接し、

校内の外国語担当教員との具体的な打ち合わせに入っています。現在は登録者が８名です。

活動内容は、５・６年生の週１回の外国語の授業にＴ２として参加し、Ｔ１を補助します。特に会話

練習やゲ一ム等の活動が始まると、児童のグル一プを分担して担当し、活発にできるようにサポ一トし

ます。また、５・６年生の教室前廊下の「外国紹介コ一ナ一」を責任を持って掲示内容を作成し、季節

や行事に合わせて変更しています。学期に一度８名が集まり、スム一ズな運営のために意見交換や連絡

調整を行っています。	

（２）成果と課題

ボランティアの背景は様々ですが、各自の異文化体験に基づく具体的な情報提供は興味深く、児童を

引きつける魅力があります。担任や担当者だけでは出せない魅力をもたらしてくれ、授業に画期的な幅
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①未来の学校で目指す能力にはどのようなものが想定されるか

②未来の学校では、子どもの教育について、学校はどこまでを担うのか

③未来の学校では、教育目標の設定及び教育内容等はどのように組織編成するのか

④未来の学校では、教育目標や教育内容について、各学校や各地域、児童生徒間の共通性や多様性はど

こまで許容するのか

⑤国や地域における教育水準の維持や向上をどのような仕組みで担保するのか

		①の問いについては、学校教育の在り方を考える場合の根本的な前提に当たるものであり、様々な視点

から検討することができます。例えば、一人一人の生涯を見通して、より豊かに人生を送ることに重点

をおいて考えることもできるし、人間が社会の中で生きざるをえない現実を踏まえて、国家や社会の形

成者や担い手として必要な能力を考えることもできます。ただ、実際にどのような能力を設定するかと

いった場面になると、社会的に合意を得るための手続きが必要とされます。

②の問題は、学校が取り扱うべき範囲はどこまでかという問題です。子どもの教育にかかわる主体と

して、学校と家庭、及び学校以外の主体以外に想定することができず、結果としてこれら３者の間で、

どのように役割を分担するかという問題に帰着します。未来社会で、学校や家庭以外の教育主体が成熟

していれば、それらとの間で担いうる役割を分担することができます。現状において学校への役割期待

が増大することはあれ、減少する傾向が見えないのは、他の教育的セクターの役割や体制が十分でない

からともいえます。

		③の問題は①と②を受けて、学校教育で目指す目標設定とこれを実現する教育課程の編成の在り方の問

題です。教育目標と教育内容の範囲が決まれば、教育内容を一定の方法で区分し、児童生徒の発達や経験、

学年段階等に応じて配置編成することが必要です。近代の学校教育のほとんどは教育内容を教科や活動

の種類として区分し、学年等に応じて配列してきました。未来の学校において、教育内容の編成は、当

該社会が求める能力と広い意味での“知識”の在り方に規定されると思われます。

一方、学校の教育課程は、最終的には現在と同様、各学校が設定することになると考えられますが、

目標や内容の基準の在り方が課題になります。学校教育が公教育として実施されている現代社会では、

学校の教育目標や教育内容の基準は国家がその枠組みを設定しています。ただ、その場合、基準の設定

の仕方によって、地域や各学校の裁量の幅が異なってくることになります。そこでは、教育目標、教育

内容の設定における国、地方、学校の関係の在り方が課題になります。

④の問題は、結果として③の基準性の問題に帰着しますが、どの程度、いわば分権的な基準の在り方

を模索するかといった課題です。国として共通性を低くして、地方ごとに特色を出した教育課程基準を

設けることも考えられます。また、教育課程の編成実施において、共通履修と選択履修をどのような関
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るのにもかかわらず、学校で提供する知識は教科の制約にとらわれ、革新的な知的枠組みが提供されに

くいことになりかねません。この問題は、食育、キャリア教育、環境教育等の教育活動が	 教科横断的”

な教育として位置づけられ、語られることからもわかります。ここには、既存の教科の構成を前提とし

たものの考え方が存在していることがうかがえます。

さらに、教育課程とは教科等の持っている指導内容の集合といったように見なされかねず、全体とし

てどのような能力を育てるのかが、明確になりにくいことも挙げられます。

イ 未来への展望

		それでは、未来の学校では教育課程を設定する仕組みをどのように展望していけばよいのでしょうか。

筆者は、学習領域の構成は未来においてもそれほど大きな変動はないと考えています。学習対象を言語

や数理、社会、自然、身体・健康、芸術等のように区分する方法に大きな変化はないと想像されるからです。

ただ、教科として固定化されがちな知識の形や方法を少しでもつないでいくための仕組みを整えること

が重要と考えます。例えば、国語の時間に、社会的事象や自然現象を題材に取り上げる場合、社会的事

象や自然的事象そのものの持つ意味との連絡を行いやすいような仕組みを設けることが考えられます。

		また、教育課程を教科等で構成することは維持しながら、各地域において必要に応じて教科等の設置の

在り方を工夫できる仕組みをとることも考えられます（現在でも教育課程特例校制度を活用することに

よって一定程度は可能となっています）。この場合、例えば小学校低学年では国語や算数、音楽、図工、

体育等にある程度重点をおいた構成としたり、また、特別活動や総合的な学習の時間のように体験的な

活動を重視したりすることを許容する仕組みも考えられます。

教育課程は児童生徒の発達や成長に応じて分科させることが一般的であるため、特に小学校低学年に

おいて弾力的な扱いとする仕組みが考えられます。ただ、このように地域が主体的に教科等も含めた教

育課程の開発を行うことは、開発のための資源に地域差があることが想定され、体制の面や継続性など

の面で困難が伴うことが予想されます。また、この場合も、地域間の違いをどの程度許容するのかとい

う点で、社会的合意が必要です。

さらに、全国的に共通性を持って編成される教育課程のメリットを超えるだけの利点を説明できるこ

とが求められるでしょう。

（２） 授業時数の配当の仕組みについて

ア 現状と課題

		現行の教育課程の編成の仕組みは、学校教育法施行規則において、各教科等ごと及び各学年ごとの総授

業時数を定め、各学校ではこの時数を確保して教育課程を編成することとなっています。

		現行の仕組みの意義は、上述の２(1)	と同様、全国的に教育内容の共通性や教育水準の確保を容易にす

るという点にあります。
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の確保につながっていることです。一方で、指導計画が画一的になりがちとなったり、目標としての能

力育成の視点が弱くなったりといった課題を指摘できます。どのような能力のために、どのような内容

と方法を選択するかといった授業構成よりも、ともすれば指導内容を次々に取り扱っていく授業になり

がちになるといえるでしょう。

イ 未来への展望

未来の社会における教育課程の基準において、各教科等の目標や内容の示し方はどのように考えるこ

とができるのでしょうか。

一つの選択肢は、指導内容の示し方を現在よりもより一層大綱的にしていくことが考えられます。現

在高等学校においては、生徒の特性や実態等に柔軟に対応するため、小・中学校に比べて指導内容の示

し方をより大まかに示すことが行われています。小・中学校においても高等学校のように大綱的に示し、

各地域や学校の裁量幅を拡大することが考えられます。ただ、このような方向性は一方で、義務教育と

しての学力の確保といった要請に応える仕組みが求められることになります。

		第二は、他の国にも例がみられるように、児童生徒が身につける諸能力を中心に示し、何をどのように

扱うかは、各地域や各学校が工夫し、カリキュラムの形を生み出していく方向性が考えられます。この

場合、幾つかの形が考えられますが、例えば、現行の学習指導要領の「内容」の記述について、能力等

をより明確に記述する方向性です。ただ、平成 10年の学習指導要領で新設された総合的な学習の時間は、

各学校で具体的な目標や内容等を設定して学習活動を展開する時間でしたが、実際の姿を見ると各学校

とも自校のカリキュラムの形を作り出すために相当の労力を払いました。この経験からすると、設定さ

れた諸能力の育成を目指すカリキュラムを、各学校にそのまま委ねるのはかなり無理が伴うと考えられ

ます。このような方向がとられたとしても、指導内容や指導方法の例などが豊富に提供されることが必

要になります。

（４）教育課程の質保証の仕組みについて

ア 現状と課題

教育課程の質保証について、現状では、各教科等の指導内容、配当時数について基準が示され、各学

校では基準に則った教育課程を編成・実施しています。各学校の教育課程は決められた時期に教育委員

会に予め届け出ると同時に、その実施は各学校で責任を持って行う仕組みとなっています。また、教育

課程の編成と実施は、学校評価の主要な項目となっており、学校関係者評価においても評価がなされて

います。

さらに、教育課程の実施の成果としての児童生徒の学習状況は、指導要録に関する文部科学省の通知

に基づきながら、観点別評価及び評定として把握されています。各学校ではこの学習評価の結果を整理

しながら、次の学習指導及び教育課程の改善につなぐことが行われています。観点別評価、評定とも目





55

育目標が方向づけられ、これらが教育課程の在り方を規定します。

②は、未来の社会においても、言語、数理、社会、自然などといったカテゴリーで知識が編成され続

けているのかどうかという点です。このことは、科学や学術の場における、知識や方法の区分・編成の

行方とも関係しています。

③は、例えば現在多くの地域で展開されている小学校と中学校との連携教育が定着していくと仮定し

た場合、現行に比べてさらに義務教育としての目標達成が課題になることが予想されます。教育課程に

ついて、今まで以上に義務教育の視点や一貫性の視点が求められる可能性があります。教員のスタッフ

の在り方としては、教員の専門性の高度化が進んだり、学校教育にかかわる人材がさらに確保されるよ

うになると、教育活動の内容も変化していく可能性があります。

④は例えば、情報機器や新しい教材が授業で用いられるようになると、授業の内容・方法が変化し、

それらによって教育課程の在り方が変わってくる可能性があります。

⑤は、教育課程の基準設定主体や基準性の中身によって、教育課程の共通性と多様性の在り方が規定

されると考えられます。

未来の学校の姿は、これらの要素がどのような条件の中で変化していくかで決定されていくものと考

えます。

第 6節 学校建築から見た未来
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長

前国立教育政策研究所 文教施設研究センター長

新保 幸一

	本稿では、学校建築の視点から未来の学校を考えてみようと思います。まず始めに学校建築が標準設

計の時代から、オープンスペースやエコスクールなど多様化・個性化の時代へと変化してきた過程の検

証を通して、未来の学校建築について提案します。続いて学校建築の設計に教職員や児童生徒などの施

設利用者が参加する事例を紹介し、施設整備のプロセスから未来の学校づくりの方向性を提案します。

１．学校建築の変遷 ～児童生徒急増期の標準設計の時代～

日本の学校建築は、明治時代に既に現在の校舎の原型が現れており、大正から昭和にかけて全国各地

で多くの校舎が建設され、その中には現役の校舎や文化財として現存しているものもあります。その後、

第二次世界大戦で多くの校舎が被害を受けたのに加え、戦後は義務教育期間の延長が重なったため、教

室不足の解消が最優先の課題でした。
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校舎の増加という効果を生み、それまで全国どこでも同じような形態だった学校建築に様々な変化が生

まれました。教育委員会や設計者の考え方が校舎の設計に反映され、学校建築が個性を持つようになっ

たのがこのオープンスペースの大きな影響と言えます。

平成に入ると地球温暖化対策が世界的な課題として注目されるようになり、学校建築にも環境対策が

求められるようになりました。これに対応するため、文部省は「環境に配慮した学校建築（エコスクール）」

という概念を提唱し、平成 8年度に公表した調査研究報告書で「地球にやさしく造る」、「賢く永く使う」、

「学習に役立つ」という三つの基本的な考え方を示しました。平成 9年度にはエコスクールパイロット・

モデル事業を創設し、太陽光発電、太陽熱利用、建物の断熱化、省エネ型機器の導入、屋上緑化、校庭

芝生化などの環境対策を取り入れた校舎の整備を支援しています。同事業では平成 23年度までに 1,235

校が認定を受け、各地域の先進校として成果を上げています。

環境対策では地域の気候や立地条件が設計に大きく影響するので、各々の地域に最も効果的な工法や

技術を取り入れることが必要です。標準設計の校舎は全国どこも同じような形でしたが、エコスクール

によって学校建築に地域の特性が反映されるようになりました。

さらに、近年、少子高齢化の進行や地域社会の

変化など学校と取り巻く社会的環境が大きく変化

しており、学校と地域の連携をより一層深めるこ

とが求められています。従来から体育館や校庭を

地域住民に開放する取り組みが行われてきました

が、これをさらに進めた学校建築と公的施設の複

合化という流れがあり、これまでに公民館、児童館、

高齢者福祉施設（デイケアセンター、特別養護老

写真Ⅱ−６−１ オープンスペースを持つ校舎 写真Ⅱ−６−２ 環境対策を取り入れた校舎

写真Ⅱ−６−３ 高齢者施設や保育園と複合化した中学校
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建物が上手く対応できるようになっています。

また、理科室や家庭科室などの特別教室についても、実験や実習スペースの柔軟性を高めるための新

しい考え方が提案されています。現在の特別教室は教科単位に独立して設計されていますが、これを実験、

観察、調理、作業、展示などの活動特性で再構成し、子どもたちの活動実態に即したスペースに再構成

しようという考えです。校舎の中で特別教室が占める面積は非常に大きいので、特別教室群のマルチユー

ス化が実現すれば、その効果は極めて大きいと考えます。

	

４．未来志向の学校建築（その２）：学習活動の可能性を広げるＩＣＴ

次はＩＣＴ利用の拡大に関する提案です。学校教育におけるＩＣＴ利用は、コンピュータ教室を設け

て人数分のパソコンを並べ、パソコンを使って授業をする時に教室から移動して使うという方法で始ま

りました。現在は授業や学習活動のツールの一つとしてＩＣＴ機器やインターネットを活用する段階に

移行しつつあり、これに伴って教室や図書室など学校内の様々な場所でＩＣＴ機器を自由に使えるよう

な環境整備が必要になっています。

近年建設された校舎では、教室の壁面に黒板に代わって大きなホワイトボードが設置され、天井のプ

ロジェクターから授業内容に関する動画や文字が投影されます。先生はパソコンや書画カメラを使って

様々な教材を提示することができるとともに、教科によっては外部コンテンツを使った授業も可能です。

写真Ⅱ−６−４ マルチユース化した特別教室の例（理科室と右奥の家庭科室）





61

６．未来志向の学校建築（その４）：開きはじめた学校づくりのプロセス

最後に学校建築を建設する際のプロセスについて述べようと思います。従来、学校を建設する際は、

教育委員会の施設担当と設計事務所が設計を行い、設計図ほぼできあがった段階で使用する教職員や地

域住民に説明するのが一般的でした。設計がほぼ終わっているので、意見や希望を反映できる余地は限

定的になります。

これに対し、最近、設計のプロセスに子どもたちや教職員や地域住民が参加するという事例が徐々に

ふえてきており、この背景にはコミュニティスクールの設置や学校と地域の連携を深めようという様々

な政策があります。

例えば、長野県のある村では、校舎を何十年ぶりかで建て替える時に地域の方々が集まり、グループ

になってアイデアを出す取り組みを実行しました。写真Ⅱ−６−６は住民参加のワークショップの様子

で、設計事務所の担当者も入って住民の意見を設計図に反映させていきます。こういう集まりを何度も

やって少しずつ校舎をつくっていくのですが、プロセス重視の結果、新校舎が完成した後も学校と地域

の連携がより深まり、結果として保護者や住民に学校が信頼されることに繋がりました。設計用語でユー

ザー・インヴォルヴメントと言われる手法の適用

例です。

様々な効果が期待できるユーザー・インヴォル

ヴメントですが、これには手間もお金もかかるし、

コーディネートする人材もまだまだ十分ではあり

ません。必要な経費をどこで工面するかという点

についても、まだ関係者間の共通理解が得られて

いる状況ではありません。欧米では以前から制度

化されているところが多く、特に英国や米国では

写真Ⅱ−６−５ 校舎全体の要となる中央部の共通スペース（左）と開放的な教室（右）

写真Ⅱ−６−６ 住民参加のワークショップの例
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写真Ⅱ−６−９は、三重県の中学校で、新校舎の設計に生徒たちや教職員が参加したケースです。こ

の市では実に 5年間をかけて丁寧に説明会を繰り返し、校舎の改築を進めました。特徴的なのは、設計

の途中で生徒や教職員を対象とするアンケート調査を行って、その結果を実際の設計に反映させたこと

です。設計事務所が事前に幾つかの案をつくっておいて、その中から最終的にどれを採用するか、例え

ばトイレのデザインとか校舎の外壁の色彩などを決めました。普通ならば設計事務所や教育委員会が決

めてしまうことを、生徒や先生が参加して行う取り組みであり、アンケートの結果を形で見ることがで

きるので、自分たちも参加してつくった校舎だということを皆が知ることができます。参加した生徒達

はいずれ卒業していきますが、校舎を作る際に生徒達が参加したことは、あとに続く生徒たちにも伝え

られていきます。

写真Ⅱ−６− 10は三重県の小学校です。写真に写っている子どもは小学生ではなくて、就学前の子ど

もとお母さんが校舎の中庭で遊んでいるところです。教室で普通に授業をしているすぐ近くで子どもや

お母さんが遊んでいるのが、ここでは普通の景色です。この市で地域主導の学校づくりを教育委員会が

提案したところ、ＰＴＡ，同窓会、自治会、設計者が参加する委員会が合計 37回のワークショプを開催

し、その検討をもとに設計を進め、このような校舎をつくりました。

行政側は全体の予算とスケジュールの管理を行い、具体的なデザインはこのワークショップに委ねて

います。結果として完成式には地域の方が大勢来校して、お祭りのようになりました。校舎の完成後も

地域のお祭りが学校を中心に展開されるなど、建設委員会のメンバーは完成後もいろいろなイベントで

学校との関係が続いています。

学校建築から未来の学校を考える時、これからの設計方法や教育内容への対応を考えるのみならず、

学校づくりのプロセスにももっと関心を向ける必要があると考えます。現在の学校が抱える様々な課題

を解決していくためにも、従来の発想にとらわれない未来志向のプロセスが求められているのです。

写真Ⅱ−６−９ 生徒が参加して設計を進めた校舎 写真Ⅱ−６−10 学校の中庭で遊ぶ子どもと母親
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２．新しく開発された街に創った地域に開かれた学校 ～千葉市立打瀬小学校～

私の学校建築のデビュー作が千葉市立打瀬小学校です。壁のない開かれた学校としてとても話題にな

り、『アエラ』でも取り上げられて、帰国子女が大勢入学しました。当時はいじめ問題が海外で話題になっ

ていましたが、私立小学校は途中から入るのが難しく、公立ならここに行けば未来があるという感じで

した。

私は幕張ベイタウンのマスタープランにもかかわっていて、84ヘクタールに 26,000 人が住む 8,100

戸の街づくり計画の一環として、打瀬小学校の建設計画が検討されました。ここは住居で街を創ろうと

いうコンセプトで新たに開発された地区で、小学校も沿道型の塀のない学校をつくろうという考えでス

タートしました。学校が開校したのは開発の初期段階で、児童数はわずか 60人程度でした。その後次々

にマンションが建って、児童数が 1,000 人を超え、増築用に空けておいた敷地にも教室を増築すること

になりました。

打瀬小学校が地域の皆様にここまで受け入れられた理由として、私がこれまでの学校建築で疑問に思っ

ていたことを丁寧に、普通に思うことをストレートにぶつけることができたことが考えられます。事業

主体が千葉県企業庁ということもあって、新しいことを思い切ってやってみようという点が、この事業

をスタートできた一番の理由だと思います。

開校当初は１学年に４～５人しかいなかったので、体育で球技ができませんでした。そこで体育を土

曜日に移して親子体育をやりました。学校が地域コミュニティの核になって、地域の人たちが理科の授

業も社会科も家庭科もみんな参加して、知らず知らずに街づくりになっていきました。小学校に通う子

どもがいなくても、居住者全員のポストに学校通信を入れてもらったことから、地域に根差した小学校

が生まれたのだと思います。

学校建築への疑問の一つに、室内の色を汚れの目立たない色にすることがあります。学校では白い床

とかきれいな色は汚れるからだめと言われるのが一般的ですが、私たちはきれいな学校をつくろうと思

いました。きれいにつくれば汚れが目立つから掃除をするのではないかという論理で、きれいな色を使

うことにしました。トイレもきれいな色だと健康管理もできるし、子どもたちも一生懸命掃除をします。

教室まわりの内部空間も、広がりのある空間と小さな空間の両方を混ぜた空間にしないと、広いオー

プンスペースは落ちつかないだけです。廊下が広がったようなオープンスペースではなく、もっと使い

手や子どもたちの居心地を考えた学校にしたいと思いました。そこで「一日の大半を過ごす住居のよう

な学校」というフレーズを学校に与え、この考え方を設計の様々なところに取り入れていきました。

３．地域との話し合いを重ねて創った市街地の統合小学校 ～福岡市立博多小学校～

福岡市立博多小学校は、市街地中心部の狭い敷地に、地上５階、地下１階の校舎をつくらなければな
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すよ」とお話ししました。入学式や卒業式をやっていると、近所の人がやってきて保護者でなくても見

ているのです。それがきっかけとなって近くで働く人たちがミニバスケットのコーチに来てくれるなど、

住んでいるだけでなく働いている人も住民だという意識に変わっていくのです。

博多小学校には、「表現の舞台」と名づけた階段

状の教室があり、視察に来た教育関係者が一番気

に入ってくださるスペースです。施設計画のアド

バイザーをお願いした東洋大学の長澤悟教授から、

新しい教育課程のために必要な空間として「総合

学習や少人数学習の成果を発表する場所」の必要

性を指摘していただきました。学級や学年単位で

何かを発表する場所が欲しいが、体育館では大き

すぎるし、ホールのような設計では聞く側と演じる側に分かれてしまいます。以前、打瀬小学校で大階

段に子どもたちが座って先生がホワイトボードで授業をしている様子を見たことがありました。階段に

座ると子どもたちは前に注目してぱっと静かになり、これはいいなと思いました。

この階段教室は本当によく使われていて、座ることもあれば踊ったりすることもあり、夜もイベント

で使っています。大人と子どもでは距離感が全然違うので、子どもたちが参加して、どの高さと幅が一

番使いやすいか実験して段差の寸法を決めました。

敷地が狭く校舎を５階建てにしないと入らないことは、非常に悩みました。３階建くらいじゃないと

上下の移動が大変だし、子どもたちが落ちつかないと思ったのです。都内の高層化した学校を見学しま

したが、オフィスビルみたいで子どもたちが使う空間としては望ましくないと思いました。そこで２階

部分にデッキをつくり、一層分の高さを緩和しました。最上階はランチルームや特別な教室にして、小

学校は三層だけを使うようにしました。

もう一つの課題は、子どもたちが外に出にくくなることです。このため、各フロアに昇降口をつくり、

そこで靴を履いて外へ出るようにしました。昇降

口とグランドが直接繋がっているので、子どもた

ちはデッキを自分たちのテラスと感じて自然に上

がってきます。

公立学校でウッドデッキを大々的に使った初め

のケースなので、材料を念入りに選ぶとともに手

入れの仕方を工夫しました。デッキに花鉢を置く

と土の影響で木が腐ってくるので、ハンギング用

写真Ⅱ−７−３ 博多小学校表現の舞台

写真Ⅱ−７−４ 博多小学校デッキ
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用する事務スペースは２倍ぐらいになっていて、これでも足りないのではないかと思っています。

４．二つの幼稚園：小学校との複合化と木造園舎の実践 ～奈良屋幼稚園とさつき幼稚園～

福岡の奈良屋幼稚園は、博多小学校の敷地の中にある自治会立の小さな幼稚園です。建設当時は約 40

人しか園児がいませんでしたが、今は約 100 人の園児が通っています。公立でも私立でもない自治会立

の幼稚園は、非常に珍しいと思います。戦後の食料不足の時代に、商売の町である博多では家族みんな

が働いていたので、地域が子どもたちを預かるためにこの幼稚園ができたとお聞きしています。

この幼稚園で実践したのは、回遊性のあるデッキを設けることと、家具で子どもたちの居場所をつく

ることです。幼稚園は博多小学校の敷地の一番端にありますが、２階の高さのデッキで小学校と繋がっ

ています。子どもたちの目線の高さに合わせるような関係をつくりたかったので、デッキとの間に段差

をつくり、保育士さんと子どもたちの目線が逆転するような場所をつくりました。

小学校と同じ敷地を使うので、幼稚園専用の園庭はありません。子どもたちは自然に小学校の校庭を

使うので、私は福岡市内で一番大きな園庭と自慢しています。小学校が使っていない時は校庭全部が幼

稚園の園庭になるからです。小学校との間には微妙な関係が成り立っていて、小学生が体育を始めるた

めに教室から出てくると、園児たちがさーっと幼稚園の方に移動します。時間やエリアは何も決めてい

ないのですが、みんなが様子を見て判断しています。これは幼稚園や学校にとって大切なことではない

かと想います。

もう一つの幼稚園は、2006 年に完成した福岡のさつき幼稚園で、ここでは木造の園舎に挑戦しました。

さつき幼稚園は福岡市郊外の丘の上にあって、周囲は 360 度、山や海が見える自然豊かな環境で約 350

人の園児がいます。木造で柱と柱の間隔を広くつ

くるのは非常に難しく、柱の上部をＶ字型にする

ことでこの課題を解決しました。Ｖ字型の柱が木

の形に見えるので、私は森がそのまま幼稚園にやっ

て来たと言っています。

できるだけ少ない人数でも行き届いた教育がで

きるように、大人の腰の高さから上には壁がない

園舎をつくろうと考えました。この幼稚園ではク

ラスごとの単位をしっかり持ちたいというのが基

本方針なので、隣接する保育室間の間仕切りを園児達の目線では完全に区切られたように設計し、落ち

着いた空間になるようにしました。しかし先生たちが互いにアイコンタクトできるように１ｍより上の

部分はガラスにして、間仕切り全体が壁にならないようにしています。自分の部屋だけでなく隣の部屋

写真Ⅱ−７−５ 福岡自然学園さつき幼稚園 内観
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コンセプトです。

学校建築の設計は、建築家だけの一人よがりでは上手くいきません。特に中学校や高校は専科の先生

と共に、ワークショップを行いました。専科の先生、教頭先生、教育委員会の方たちが時間ごとに集まっ

てきていろんな意見を言う。その都度に案が変わっていくので、たくさん案をつくって最後に一つに集

結していきます。技術科と美術科の先生から作品展示の大きな空間が欲しいというご要望があって、吹

き抜けをつくりました。完成後に行ったら、吹き抜けを上手に使って生徒の大きな作品を展示していて、

こういうことがやりたかったのかとわかりました。

６．新発想で学ぶスタイルを考えた私立の中高一貫制女子校 ～白梅学園清修中高等学校～

白梅学園清修中高等学校は、新しくできた中高一貫の女子校です。この学校では、新しい考え方を採

用したいということで、教員はフリーアドレスで各先生の机は決められていません。授業もホワイトボー

ドでやっていて、教員間で情報を共有化しています。

デンマークの公立小学校を見学した時にびっくりしたのですが、授業中に立っている子もいれば座っ

ている子もいて、デンマークでは標準的に認められている権利です。座って授業を受けなさいというこ

とではなく、立っていても動いてもいい。それを実現するためにスプリングで座面の高さが調節できる

チェアになっていて、立っている子に机の高さが合っています。これはオフィスも同じで、ずっと同じ

姿勢でいると背骨が悪くなるから、１日に連続して一定の姿勢で仕事をしてはいけないという労働基準

があるそうです。校長先生の机もスプリングで上下に動くのにはびっくりしました。デンマークの教育

省の方にラーニングスタイルということを教えていただいて、子どもたちは耳から覚えたり、手からだっ

たり、目からだったり、それぞれだから教材も違うと。ハイチェアのほうが話しやすい子もいるという

ヒントを得て、この中高ではハイチェアのカウンターをつくりました。

予算も面積も厳しいためにオープンスペースをつくれなかったので、廊下にカウンターをつけました。

これが好評だったのは、教員と同じ高さの目線ですぐ話ができることと、他のクラスの友達と話せる場

所ことです。この廊下は、ちょっと気分を変える

こともできるし、学習展示場所になったり、生徒

たちの憩いの場にもなっています。

授業はホワイトボードを使って行われ、教材も

先生が自らつくっているので、全部の学年進行が

合うように先生同士がお互いにチェックしていま

す。動画を使った学習も行っているので、他の学

校から多くの方が見学に来ています。 写真Ⅱ−７−８ 白梅学園清修中学校ラーニングスタイル
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地域によっては学校が迷惑施設と言われることもあって、この学校も約 200 メートルの長さの壁状の建

物になるので、近隣との関係が非常にデリケートでした。塀をやめてポケットパークをつくり、体育館

越しにグラウンドの芝生まで見えるようにしところ、近隣の方に感謝されました。

８．「未来の学校」のための三つのキーワード

最後に、未来の学校の向けた私の考え方として、次の三つの言葉を述べたいと思います。

「アクティビティ」、「ファニチャー」、「オープンエア」私はこの三つが学校建築をつくる上で大切なの

ではないかと思っています。先日、金沢に私が設計した大きな図書館がオープンしました。「金沢海みら

い図書館」という名前の金沢市で四つ目の市立図書館で、約 40万冊の蔵書を収蔵することができます。

この作品にも三つのキーワードを、学校建築とは違った形で取り入れました。

この図書館を設計した時、始めにイメージしたのは、アンリ・ラブルーストという建築家が設計した

フランス国立国会図書館の旧館（1875 年完成、1868 年公開）の閲覧室が持つ空間の素晴らしさを、何

とか現代に実現できないかということでした。鉄の柱とボールト屋根の組み合わせによって天井が高い

大空間で、周囲の壁面には４層の書架が配置され、多数の蔵書で埋め尽くされています。金沢海みらい

図書館の天井高さは 12ｍあります。

この図書館には、オープンから 100 日の間に約 30万人が来館しました。子どもたちから高齢者まで、

来館した人たちが皆さん「気持ちいいね」と言います。学校帰りに毎日来る小学生もいます。この様子

を見て、学びの場は学校だけではないことに気づきました。この図書館には、先生もいないし教室もない。

だけど毎日、小中高校生が来て本を読んでいる。パブリックな建築は全て学びの場として開放するべき

だと。

これだけ大規模な図書館を設計したのは初めての経験ですが、私が今まで目にしていなかった、学び

たい、知りたいという気持ちを、家の外で実現してくれる場所が図書館なのだと思いました。みんながルー

ルとして静かにしているから、静かな心地よさを求める人たちがたくさんやって来ることも学びました。

学校に留まらない学びの空間が、まだまだいろいろな所にあると思いました。こういう所とも連携しな

がら、学校建築にも新しい空間が生まれてほしいと思っています。
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第１節 地域が学校、地域が学習資源

特定非営利活動法人シブヤ大学学長

左京 泰明

１．渋谷の街がキャンパス

まず始めに、シブヤ大学について紹介いたします。シブヤ大学は 2006 年にスタートしたＮＰＯ法人で

す。生涯学習を通じたコミュニティづくり、まちづくりをテーマに活動しています。特定の校舎を持たず、

渋谷の街が、架空のキャンパスであるというコンセプトです。つまり例えば、きょうの会場のこのカフェ

もシブヤ大学のキャンパス内にある一つの教室という発想です。

これまでに明治神宮さんのお茶室で授業を行ったり、円山町の芸者さんに日本の伝統文化を教わるな

ど、商業施設やカフェ、映画館、公共施設、あらゆる場所を使って授業を行ってきました。昨年（平成 22 年。

以下この節において同じ。）の９月の段階で渋谷区内の 197 の施設を使って様々な講座を実施しました。

２．どのような授業が行われるのか

いわゆる大学の授業とは少し異なっています。日ごろ、渋谷の街で働いたり学んだり暮らしている市

民の方がそれぞれの仕事や趣味を活かした知見を市民同士でシェアするというのがコンセプトです。様々

な分野の方が先生役になります。昨年の９月までで 531 名の方が先生として活動しました。渋谷という

街の特性で著名な方もいらっしゃいますがほぼ大半がそうではなく、著名かどうかというのは関係ない

ということです。極端に言えば、人の数だけ授業ができるということを考え、事務局としてはそういっ

た隠れた才能や人の魅力、地域の資源を発掘し、それを目に見える形にしていくことが仕事だと思って

います。

昨年９月の段階で 557 講座が開かれてきました。シブヤ大学の授業は毎日行っているわけではありま

せん。基本的には毎月第３土曜日を中心に行っています。最近では月に十数講座行っています。

参加の方法ですが、入学試験、入学金などは一切いりません。受講料も無料です。授業の参加者数は

昨年９月までで約 16000 人です。特徴は、女性が多く 65 パーセント。年代は 20 ～ 30 代が非常に多い

です。20 代と言っても学生さんよりも社会人のほうが多いです。

シブヤ大学の授業に申し込むにはホームページ上から学生登録をしていただきます。そこで学籍番号

とＩＤが発行され、それを持って自分が受けたい授業に申し込むという形式です。僕らは学生会員と呼

んでいるのですが、その数が約 13000 人です。そして毎月 400 ～ 500 名、多い時で 1000 名ぐらいの

申し込みがあります。しかし授業の数は十数講座と限られていますので当然倍率が上がっています。す

べての授業は抽選で一つの授業におよそ３倍程度の申し込みがあります。アンケートの結果などを見る
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きるのではないかと思います。

また、手段と同時に大前提となる新しい教育のビジョン、これが必要ではないかというところに強く

共感しました。僕はこれまで学校教育に深くかかわってきたわけでもありませんし、どちらかというと

まだこの分野は未経験と言っても過言ではないのですが、日ごろ自分が取り組んでいる生涯学習、まち

づくりという立場から考える教育のビジョンをご説明できればと思います。

まず一つ目が、地域の大人たちがすべての子どもたちに期待と愛情と尊敬の気持ちを持って、学習を

サポートし成長を見守っている学校であればいいなと思います。僕が未来の学校をイメージするときに

浮かぶのは、未来の地域の姿そのものなのです。地域の中において学校というのはどういう存在であっ

たらいいのか。そして地域の人たちはどういうふうに学校にかかわっているのか。その時に学校の関係

者というのは保護者、先生という限られた人たちだけではなくて、広く地域の大人、企業も行政も市民

活動も含めてみんなが子どもたちを社会共有の財産として、その学習教育をサポートしていくという姿

が理想ではないかと思います。

二つ目は、日ごろの活動の中で知的障害者の方たちの社会における現状、あるいは課題に関して調査

をしているなかで強く感じたことがあります。現状、障害を持っている方が成長の過程の中のどこかで

扱いや居場所が切り離され、健常者と障害者というふうに分けて考えられてしまうということが非常に

多いと思っています。それをできるかぎり一緒にするというのが二つ目の提案です。

三つ目は、例えばシブヤ大学の活動に参加してくれるボランティアスタッフのモチベーションを見て

いても強く感じることですが、主体的な参加を促す環境づくりということです。こういったことを考え

方の中に入れてみてはどうかと思います。

４．地域の資源を子どもの教育に活かす

これはシブヤ大学として日ごろ行っていることをそのまま子どもたちの学校に当てはめたような形に

なります。たとえば学校のあり方も、地域の中に 197 の施設を使って様々な講座を行います。あるいは

500 人を超える地域の先生役の方々のネットワークを駆使し、講座をつくっています。それを考えると

そっくりそのまま子どもたちの教育の中にも活かしていけるのではないかと考えています。

地域との連携と言っても本当に実現するとなると簡単ではありません。新たな人間関係、信頼関係、

役割が存在してきます。そのために学校の中に新しく担当者や部署をつくるというよりも、地域の中に

ＮＰＯや市民団体、よきパートナーを見つけ進めていくのが効率的にも実質的にもよいのではないかと

思います。

学習の中に取り入れていくとして、たとえばシブヤ大学で行っているものだとすると、先ほど紹介し

ました明治神宮さんと一緒に行っている自然学習、青山学院大学さんのバドミントン部と一緒にバドミ
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たサマーワークショップ、成功事例だと思います。このような取り組みをどんどん進めていければいい

と思います。

５．多様な人間が自然にまじりあう環境

先ほど申し上げたとおり、僕は既存の学校教育については不勉強で、今の特別支援学級の考え方や経

緯についてはあまりよくわかっていないところがあるのですが、やはり現在の社会の中では障害者の雇

用の場が少ないのです。これを解決すると副次的にいろんな物事が解決されると感じています。雇用の

場がなかなか設けられない理由の一つとして、もちろん能力としてできる、できないということがある

と思いますが、いわゆる健常者と障害者の方が触れ合う場がなく、精神的なバリアがその促進を妨げて

いるのではないかと感じます。子どもの時から一緒にいていろいろなサポート、配慮をして暮らしてい

くことができれば、大人になった時にも自然に受け入れたり尊重できたりするのではないかと感じてい

ます。これは知的障害、身体障害だけではなく、様々なマイノリティ、社会的養護、国籍、人種かもし

れません。多様な人間が自然にまじりあう仕組みをつくる。そして自然にまじり合う価値観を育んでい

くということが非常に大事なことなのではないかと考えています。

第２回研究会の三宅先生の発表の中に「多様性の認識と活用」という項目がありましたけれども、多

様な背景を持つ人が集まるということで、こういったことが促進されるのではないかと感じました。

６．正解より「回答」。主体性を育むプロセス

既に決まった正解を選ぶということではなくて、まだ定まらないものを自分たちなりに模索し、それ

を検証したり改定しながら新たなよい答えを探していくというプロセス、これを学習の中に取り込んで

いくといいのではないかと感じています。手法に関してはディスカッション、研究発表等々で、この研

究会自体もそうではないかと思います。未来の学校という簡単には正解が用意されていない問いに対し

てみんなで話し合っていくということは現代においていろんな場面で必要とされていることだと思いま

す。それを当たり前のこととして身につけていくことが学習の中でできればいいのではないかと思いま

す。

以上三つが、ビジョンと手段になるものです。

７．「成果の測定」を計画に組み込む

この手段をまず実行に移していくためにあるといいのではないかと思うことが「成果の測定」です。

これは非営利組織の事業を行っていく際に必要と言われる考え方です。新しいアイデアや事業を提案し

て実行に移していく時に、事前にその計画の中に成果の測定ということも織り込んでいきます。そして
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２．株式会社リバネスとは ～サイエンスを伝えるビジネス～

改めまして自己紹介ですが、長谷川和宏と言います。31 歳です。大学院では流体工学を専門にしてい

ました。大学生の時にリバネスという会社を学生ベンチャーをつくってやってきたという経歴を持って

います。

リバネスは特殊な会社です。文系の人間が一人もいません。全員が修士もしくはドクター、おまけに

平均年齢は 30 歳、非常に若くてマニアックな人間の集まりという特徴を持っています。

今から 10 年前、僕らが理系の大学生、大学院生の時にちょうど就職氷河期が話題になりました。どう

やら僕らの進路は危ないぞ、大企業に行ってもつぶれてしまうらしいぞ、という状況になっていたとこ

ろに、もう一つ理科離れという大きな話題がありました。自分たちがすごく好きなサイエンスというも

のが今の子どもたちに身近でないものになってしまっているという非常に残念な思いと、厳しい世の中

を生きていくために自分たちももっともっと視野を広げてスキルアップをしていかなければならないと

いうことで、会社を起ち上げました。研究の論文の内容以外は何も知らない理系の大学生、大学院生が

15 人集まって、自分たちの身銭を切って、正確に言うと文科省からもらった奨学金を使ってという形に

なるかもしれないですけれども ( 笑 )、自分たちのお金で会社をやってビジネスをしてみよう、そういう

チャレンジの中で自分たちに何ができるか考えていこうということで、リバネスを設立しました。それ

が今から 10 年前のことです。

「科学技術の発展と地球貢献を実現しよう」という非常に大きな理念を掲げています。この理念は研究

者の人たちであれば誰もがうなずいてくれるものだと思います。科学技術は世の中になくてならないも

の。ただ、それが社会や地球に貢献していかない限り、意味のないものだろうということで、その中で

研究者にしかできない新しいビジネスをやろうと考えました。そしてそういったことでやれる仲間は当

時まだまだ少ない状況だったので、そういう仲間を集め続けよう、そしてチャレンジし続けよう、とい

うことで会社の理念を立てました。

コンセプトとしては非常にシンプルです。これは当時僕らが 22 ～ 23 歳の時につくったスライドその

まま、パワーポイントも覚えたてのころのものですが、単純に研究者と市民の知識とかいろんなものが

離れてしまっているのだったら、それをリバネスが結びつけていきましょう、というものです。それが

僕らが考えた最初のコンセプトになっています。

ただ、結局は科学技術というものが理解されないと世の中には定着しないし、そうしていかないと技

術は発展していかないということが前提にあります。そのためには一般の人たちにも理解してもらう必

要性があるということがスタートラインになります。

そこで科学教育をビジネスにしてみようと考えました。子どもたちが幸せになるとかそういった文科

省の中での定義というよりは、科学技術を活用して活躍していく人たちが育っていくことが重要だと考
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その中で、教育という部分に関して、僕らの会社はいろんな企業と協力して、もっともっと教育を盛

り上げていこうという活動をやっています。

学校の先生と話をしていると、どうしても学校だけでできることは限られてしまう、ということがあ

ります。それは予算の面もそうだし忙しさの面でもそうです。そこに企業がコミットメントをもっともっ

と強めていくことによって持続的、継続的に活動できる、それを広げていきたいという思いから、教育

応援プロジェクトというものを起ち上げて、どんどんいろんな企業さんに入ってもらっています。

実にいろんな企業さんが僕らと一緒に教育プログラムをやってくれています。経産省の事業で３年ぐ

らいやっていた小学生向けのプログラムは、技術者の人たちが自分たちの会社のおもしろい技術を学校

現場で提供していくというモデルプログラムでした。その時にうちの会社がコーディネーターとして入っ

て企業の人たちにトレーニングをしました。僕らは理系の大学生、大学院生にやっていたことと同じこ

とを企業の技術者たちに提供し、それによって企業の技術の魅力を子どもたちに伝えていくという活動

です。

このプロジェクトは多くの企業や子どもたちに「すごくよかった」という話をしてもらえました。他

でやっているプログラムは経産省の予算がなくなってしまったところで多くが終わってしまっています

が、僕らと一緒にやっていた企業は、今も僕らにお金を払ってプログラムを続けられています。

実はここに企業を巻き込むために必要なものがあると思います。学校の先生や行政の方たちというの

はその部分をあまり意識せずに、ただお願いをしてボランティアで引き受けて、期間が終わったらおし

まいになってしまうということがよくあります。そこの部分をご紹介していこうと思います。

僕らとしては何もないところからスタートしたので、自立可能で継続でき自分たちのお給料も取らな

ければならないということで利益も回るような仕組みをつくらなければなりませんでした。そこでずっ

と考えているのですけれども、たとえば、ＣＭでおなじみのボルヴィックの「1 Ｌ for 10 Ｌ（ワンリッター

フォーテンリッター）」、ボルヴィックを１リットル買うとアフリカの現地で 10 リットル分の水ができる

というものです。これでボルヴィックは成功して売り上げが上がったりしています。

今、それが企業の間で注目されている Cause Related Marketing(CRM) という考え方です。その中

の Cause は社会貢献性の高いこと、Marketing は売りだったり購買活動をすればいいのですけれども、

同時に購買を促進するためのビジネス上の戦略として、社会貢献性の高いことをやりましょうというこ

とです。ボランティアとはちょっと違った位置づけで社会貢献性の高いことをやっていくということな

のです。ボルヴィックの場合だ、１リッターのお水を買ってもらうという購買活動が 10 リッターのお水

を現地に提供するという活動につながっていく。社会貢献性の高いことが購買につながっていきますよ

という活動です。

実はこういうプロジェクトというのはいろんなところで行われています。たとえばカードのアメリカ
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ました。やはり高校の先生は誰も知らないですね。日本の研究者に聞いても「それはどうなっているのか、

僕も知りたいね」というくらいマニアックな内容で、それを実際に高校生たちが調べました。また別の

学校では、タンポポは西洋タンポポか関東タンポポか雑種かというのを調べたりもしました。いろんな

課題研究を、大学の研究で使っているような機器などを使いつつ、高校生自身が調べていくというプロ

グラムを行っています。

あとは、世界じゅうでうちしかやっていないのですが、誰もやっていない宇宙研究をしようというこ

とで、国際宇宙ステーションの「きぼう」に半年間、植物の種を打ち上げて、地球に戻ってきた後に、

宇宙に行っていない種と宇宙に行った種を比較して、成長にどういう差が出てくるのか調べてもらうと

いうプログラムをやっています。生徒たちが「これ、どうなるの」と聞くんですけれども、僕らもわか

らない。やったことないからわからないよ、と話をしつつ、ただ、実際に６カ月という期間は今のタイ

ムでいうと地球から火星まで行くのに必要な時間なので、もし僕らが火星に住んで、そこに生物を育て

ようとしたときに、そこで問題になるのが、宇宙に植物の種を長期間保管するとどうなるのかを検証す

ることが必要になる。そんな未来にもつながる研究だよという話をすると、子どもたちはすごく興味を

持ち、やっていること自体は植物の観察なんですが、そこにいろんな意味が出てきます。

そこから、今度は大豆を打ち上げて、教育目的として子どもたちに調べてもらうだけではなくて、そ

の大豆を地域の人たちに商品にしてもらって、地域の活性化につなげていこうというところまでやって

います。企業と課題研究を両立させて、企業の購買活動と結びつけることで、企業がスポンサーとして

継続できるような地域活性化の仕組みをつくっていこうというプロジェクトも進めています。

知識を一緒に生み出していくことができるということが大きなポイントです。研究体系による教育。

誰も知らない新しいことを発見していくということ。この二つの部分で知的好奇心をくすぐっていく、

本物の研究者とディスカションして、誰もやっていない新しい研究成果を見つけていくというのが教育

の中に入れられるとすごくいいのではないかと思っています。

５．おわりに

今の子どもが受け取る情報というのは 50 年前の子どもが受け取っていた情報に比べると 1000 倍以上

もあるという中で、今、僕らが子どもに直接教えられる知識というのは相対的にすごく少なくなってし

まっています。これからの社会で必要になってくるのは、彼らが自分から興味を持った時に学べるよう

な仕組みをつくっていくことではないかと思っています。ただそれをやっていくためには僕ら自身が 10

年後、20 年後の未来を想像できないことにはどこに向かうかというのは決められないし、僕ら自身が学

び続けて変化し続けることだと感じています。それをやめてしまった瞬間に子どもたちへの教育活動と

いうのは提供できなくなってしまいます。
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加えて、疲労、適正、中毒などといった問題もあります。そんなことから、ICT の導入や利用に対して、

＜アナログ vs デジタル＞＜人間と機械＞といった二極化した議論が起こりがちで、一致した方向性を見

いだすことは簡単ではありません。

一方で、積極的に使わないからといって才能や能力を発揮できないかというと必ずしもそうではない

し、泥んこ遊びの効用を否定する材料はどこにもなく、かといって、競ってコンピュータを使う人ほど

イノベーションを起こしやすい。そんな観測もあながちはずれていないと感じるところ大です。つまり、

道具としての必要性が高まるなか、未来へ行けば行くほど、ICT の位置づけはますます難しいというの

が実情です。

＜利活用の場面＞

学校の ICT 化は、主に次の３つの領域で推進／整備されると想定されます。

①校務

学校／先生にとっての ICT利活用

学校の経営／運営と情報公開にどう役立てていくか

事務処理の効率化／合理化／省力化

先生間連携（グループウエア利用）

学校の情報公開にどう役立てていくか

Web サイト構築と更新

先生の教育活動、生徒指導にどう役立てていくか

教室経営

授業運営

成績管理

ファイリング（生徒個別カルテ）

教育／実践事例データベース

生徒の校内生活支援にどう役立てていくか

給食

保健指導（健康管理、心のケア）

リスクマネジメント

生徒の進路指導にどう役立てていくか

上級学校の内容データベースのインタフェース
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宿題の受信と家庭からの提出

生徒間の相互連絡

いじめ防止対策

社会連携

異体験

初体験

③地域連携

家庭／地域との一体化のための ICT利活用

学校—保護者間の連絡／連携／協働にどう役立てていくか

ボランティア募集／応募／割当

補講支援

保護者同士の連絡／連携／協働にどう役立てていくか

学校支援コーディネート

父親／母親／保護者プログラム開発

学校—地域間の連絡／連携／協働にどう役立てていくか

校区内行事カレンダー

お祭り／地域イベント（コミュニティ形成／参加と協働）

＜検討要素＞

未来の学校づくりに向けての ICT 化推進のポイントは「魅力化」「負担軽減」「ニーズへ対応」「プラット

フォーム構築」「社会との対話」「楽しい教育づくり」「SNS 連動」「クラウド化」「アプリ活用による地域

連携」などである。

■魅力化

学校の教室や職員室を児童／生徒にとって極上の ICT 空間にすること、そのことから「羨ましい」気

持ちを作ることがこれからの学校に必要です。学校経営／運営、指導・教育活動／能力アップなど対象

は何でもかまいません。

言い換えれば、ICT 化推進による学校の魅力化です。教育を提供する側の ICT 化推進は、待望され、

政策的方向性もあります。残るは、児童／生徒、先生、保護者、地域など受け手側への配慮、ニーズに

対応したコンテンツやサービスの提供しか無いといっても過言ではありません。
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たプラットフォームづくりです。

わかりやすく言うとアクセスしやすく、しかし高機能で、欲しいものがあり、やりたいことができる「お

まかせサイト」とその「入口づくり」です。

そのひとつが学校 Web サイトです。今やほとんどの学校で設置されていますが、時代の流れは

Web2.0 から 3.0 へと移行しており、サイバー職員室などイントラネット（学校内限定のネットワーク）

を使った業務の自動化、e-learning や LMS など生徒の学習支援や管理、一般社会へ向けた学校情報の公

開／発信、保護者や地域との学校活動のリアルタイムな共有など各種情報／機能を統合した集合体（学

校専用ポータルサイト）としての Web サイトの構築と活用が有用です。

機動性を高めたい場合、スマートメディア ( スマートフォンやタブレット）とアプリの組み合わせでプ

ラットフォームづくりすることも考えられます。より先進ですが、現時点では、固定的なコンピュータ

と使いわけすることになります。いずれにしてもサービスのベースとしてWebサーバー等は稼動します。

■社会との対話

学校 Web サイトへのもう一つの期待は、積極的な情報公開と定期的な情報発信です。言い換えれば、

社会と対話する学校づくりです。

現状では、整備や更新が十分でない学校 Web サイトは少なくない状況ですが、風通しの良い学校をつ

くること、学校間の比較を可能とする情報を社会に提供し、その反応から修正を繰り返すことは学校運

営の基本となってきました。

また学校 Web サイト閲覧のためのある程度統一されたメニューやフォーマットの導入も望まれます。

インターネット上に公開される学校 Web サイトは、学校ランキングの一つの要素であり、外部評価の

材料となることが増えてきました。そのことが、社会的に正しく、これからの学校教育に必須要素か否

かの議論はあるにしても、教育を受ける側（利用者）の目線で、またそれを支援する地域の立場からの

情報の公開と発信に期待したいところです。

例えば、大学の Web サイトでは、次のようなことを意識して運営／更新しています。①情報公開と発

信、②アクセスの向上、③教育の質の向上、④効率的・効果的な学校運営、⑤コミュニケーションづくり、

⑥父兄・保護者・地域の学校参加促進、⑦積極的な地域連携、⑧アクセシビリティを含めた標準的な表示、

などです。

■楽しさづくり

冒頭に書いた「魅力」は子供たちや保護者／社会を引きつける力を（動機付け効果）を持ちます。一方、

「楽しさ」は学習の継続を促します。ICT 化の推進や Web サイトの整備から「教育の楽しさづくり」が
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おり、より詳細な最新情報にアクセスできます。画面の様子からは、ログインアカウントが用意されて

いると推察され、地域の人がカレンダーを更新、修正書できる可能性があることがわかります。

ここで注目したいことは、諸外国の学校 Web サイトが、単に最新のサービスを使っているということ

ではなく、無料のパブリックサービスを活用して情報の発信／共有を安価に実現しようとする意識を持っ

ていること。また、学校が率先して、最新でパブリックなインターネットサービスを活用し、そのあり

方と活用法を地域へ紹介していること。さらにはそうした一般サービスの活用が学校活動に及ぼす効果、

学校活動への地域参加を促す利点、学校支援コミュニティが Web 活用によって形成されていく過程など

を体験学習的に示している点です。

ICT 環境のクラウド化は、基本的に、セキュリティ、コスト削減、省エネルギー、災害時の脆弱性克服（早

期復旧と事業継続）、また、なにより現場の運用負担の軽減など、総合的な観点から優れており、国や市

町村による教育クラウドの早期実現を期待するところです。これからの学校基盤と言えます。

■ゲーム化

徳島大学が開発した ユビキタス双六遍路”は健康づくりのためのインターネットサービスです。万歩

計で計測した毎日の歩数を自分のブログに記載すると、サーバーが距離換算して、88 ヶ寺を巡る四国遍

路地図にマッピングする。いわばバーチャルお遍路システムです。地域の高齢者を対象に 2005 年に始め

ましたが、全国から利用者が集まり今も続いています。今では類似のサービスが多数提供されていますが、

健康増進行動の形成と維持に効果的に働きます。

これを応用した 多摩川源流探し”を東京都大田区の矢口小学校で１年間実施しました。全校生徒が万

歩計をつけ、そのうち６年生がコンピュータ記録しました。その結果、小学６年生は校内で毎日 6000 歩

くことがわかりました。また、早く寝る生徒ほどこうした取り組みをおもしろいと感じ、一生懸命歩く

こともわかりました。子どもたちは毎日の結果を楽しみにコンピュータに向い、下校の時間が遅れるほ

どに熱心に取り組みました。

■アプリ化

同じ矢口小学校で、地域連携コーディネート事業支援として、先生と PTA を対象に、スマートフォン

アプリによる給食メニュー、補習活動、行事予定の公開、ボランティア募集などの実験を行いましたが、

これは失敗しました。この教訓は、新しいデバイスとアプリ活用による学校活動の紹介や地域連携の実

験をするには現場の先生は忙し過ぎました。日本の教育現場では、強い内発的要請が無い限り、ルーチ

ンを大きく破り、どちらか言うと得意でない ICT 課題は受け入れられにくいことがわかりました。新規

導入には、劇的なシンプルさ、日常的に馴染んだシステム構造が必要です。





95





97

第４節 生涯学習からの義務教育の位置づけ

国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部総括研究官

岩崎 久美子

１．新しい研究スタイル

研究には学術研究と政策研究という異なるスタイルがあります。学術研究は、学問領域の真理探究の

ために個別に行われる研究です。政策研究は、社会から提示される課題を解決するため、様々な学問分

野の専門家を集め学際的に実施され、実践や政策に反映されることが期待される研究です。前者は大学

で主に行われ、後者は研究機関やシンクタンクなどで組織だって行われることが多い研究といえます。

私の所属する研究機関は、教育政策にかかわる研究を行う機関ですので、教育をめぐる社会的課題を

題材として、これまで様々な研究を行ってきました。かつて行った研究プロジェクトを振り返れば、異

なる分野の研究者と共同で実施した研究成果は、実際の政策提言につながることが多かったように思え

ます。たとえば、厚生労働省の研究機関である国立公衆衛生院（現・国立保健医療科学院）と共同で、

児童相談所、児童養護施設、警察庁少年サポートセンター、少年鑑別所、養護教諭などからキレる子ど

もの事例を約 800 件収集して分析した「キレる子どもの研究」 注 1 や、一般社団法人日本物理学会と共同

で、常勤学術職に就くことができないポストドクターの滞留状況と高年齢化の現状を明らかにした「ポ

ストドクター問題」注 2 などです。テーマがジャーナリズムに取り上げられる課題であったこともありま

すが、異なる学問分野の者による政策研究の形をとることで、問題のアプローチや解釈が多層化・重層

化し、より現実社会に適合する説得力ある研究成果を提出できたという印象がありました。

このように研究を学術研究と政策研究に分けるやり方とは別に、研究の軸足の置き方により、現状把

握型の研究と将来予測型の研究という分け方もできるかと思います。これまで述べた「キレる子どもの

研究」や「ポストドクター問題」、そして研究所で現在行われている国内・国際調査研究の多くは、政策

判断の材料となる実証 ( エビデンス ) を提出するため、課題や現状を明らかにし、その結果を分析して政

策提言に向けて解釈を行う研究です。研究手法としては、悉皆調査や抽出調査などの量的調査や、イン

タビュー調査などの質的調査、あるいは、それら量的調査と質的調査を混合するというかたちをとるも

ので、現状把握型の研究とも言えます。

一方、このような現状を分析し、そこから問題解決を図るやり方とは異なり、新たにアイディアや知

識を創造するための研究というものもあるのでしょう。今回の「未来の学校づくり」研究会は、まさに

その例で、従来の研究とは全く異なる手法を持つ将来予測型の研究です。このような研究は非常に重要

でありながら、未来という現在存在しない状況を想定・予測する不確かさゆえ、研究という名に値する

ものなのか戸惑いがあります。このような将来予測型の研究では、未知なるものをシミュレーションし
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応をもたらすと思われるほど、社会は不透明、不確かになってきており、私たちには、常に変化への対

応が要求されているかのごとくに思えます。

バウマンの言うリキッド・モダン社会では、学習者は常に新たな動機を持ち、新しいスキルを習得し

活用できるよう、学習し続けることが求められると言います。つまり、リキッド・モダン社会で状況や

必要に応じて生きていくためには、個人が学習することが必然になるということです。このことは、学

習する力こそがサバイバルのツールであり、これからの社会で生きていく場合の鍵となるということか

もしれません。

学校教育は、どちらかというと過去の経験を基盤とし、知識や文化を伝承することを主な機能とした

保守的性質を持つものです。これまでの学校教育の実践の根幹は、今後も必要とされるものと思われま

すが、一部は社会の変化に応じて柔軟に現実社会に即した形で変えていかなければならないものです。

学校教育の成果と子どもたちが将来直面する労働市場が求める資質・能力とのずれはいつの時代にもあっ

たことでしょう。しかし、現代社会がもし過去と異なるとすれば、社会の変化が加速度的で、予測不可

能なことがふえてきていることにあると思われます。バウマンは、学校教育が間違った選択をした結果

責任は、「生涯学習」の奨励にすり替わると揶揄しています注 4。しかし、そこで語られる本質は、リキッド・

モダン状況に柔軟に適応していくために自分で選択できる力をつけ、また選択肢を自分の力の及ぶ範囲

に確保しておくために生涯にわたる学習が必要となるということにあるのではないでしょうか。

３．生涯にわたって学習する力

これから不確かな人生を生きていく子どもたちにとって、生涯にわたって学習する力が必要であると

するならば、未来の学校教育のあり様は、成人学習理論の中に何らかのヒントがあると思われます。た

とえば、成人教育学者のノールズ（Malcolm S.Knowles）は、今後学校教育にあっても成人学習と同様に、

教えることから学ぶことへと焦点が移行し、教員の役割は自己決定学習の援助者や自己決定学習者への

情報源として再定義されるべきとの教育観を提示しています。急激に変化する世界では、学習は生涯に

わたるプロセスでなければならず、そのためには、学校教育は、主体的探求が可能になるスキル開発に

かかわることになるというのです。教育は、もはや教育機関とそこで働く教員たちの占有物ではありえず、

私たちのいたるところに学習資源があり、さまざまな人々から学習支援が得られるものとノールズは言

います。そして、今日的課題は、それらの学習資源に学習者を結びつける的確な方法を見つけることに

あるということです注 5。

ノールズの考えに沿えば、未来の学校は、学校教育に地域や経済活動などの現実社会の学習資源を取

り込むことが期待され、地域に存在する学習支援者とつながるための仕組みづくりが課題となります。

それは、恐らく、今の学校を、より柔軟に学校外の社会とつながり得るオープンな仕組みとすることか
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ところで、自立・自律的に学習することが必要ということに触れてまいりましたが、実際には、どれ

だけの大人がこのように学習できるのでしょうか。雇用情勢の悪化に伴い若者の就職の現状は厳しさを

増しています。平成 23 年度の 15 ～ 24 歳の失業率は 8.2％、25 ～ 34 歳は 5.7％であり、非正規雇用率

は 15 ～ 24 歳で男性 52.6％、女性 25 ～ 34 歳は 45.5％と半数を占めています注 9。正規雇用と非正規雇

用がほぼ二極化しているのが現状です。このような正規雇用、非正規雇用などの雇用形態別に学習に対

する意識を調査した国立教育政策研究所によって行われた「学習需要に関する調査」により、この点を

見てみたいと思います。

この調査は、平成 23 年 11 月に、25 ～ 44 歳までの正規雇用者（男女各 100 人）、非正規雇用者（男

女各 100 人）、専業主婦（女性 200 人）、求職者（男女各 100 人）、無業者（男女各 100 人）、合計

1000 人（男性 400 人、女性 600 人）を対象に実施されたものです。雇用形態別の学習行動や意識をみ

るために、雇用形態別に等分のサンプル数となっています。

この調査で学習スタイルを聞いた項目、「一人で計画的に学ぶことができる」という回答を見てみましょ

う。その結果、男女ともに正規雇用者とそれ以外の非正規雇用者、求職者、無業者と差が認められ、自

律した学習スタイルを持てる者は、正規雇用者に多い結果となっています。しかし、同時に「一人で計

画的に学ぶことができる」と回答した率が一番多い正規雇用者にあっても、その割合は半分以下なのです。

大人の多くにあっても、自分で計画的に学ぶことがいかに難しいかと思わざるを得ません。

この調査では、「自分の知識や技能の職業的通用性」も聞いています。その結果、自分の知識や技能が

職業的に通用すると回答した者は、全体の３割以下に留まります。多くが、職業で用いる現在の自分の

知識や技能に自信を持っていないのです。同時に、新しい知識や技術を必要としているかも併せてきい

てみたところ、新しい知識や技術を「必要である」と回答した者は全体の 75％にのぼり、４人に３人は

新しい知識や技術を必要と考えています。

この職業的に通用すると回答した者としなかった者、そして、新しい知識や技術を必要とすると回答

した者と回答しなかった者を分類すると、１）自分の知識や技能が通用し、新しい知識や技術が必要と

回答した者（自己向上群）、２）自分の知識や技能が通用し、新しい知識や技術が必要ないと回答した者（現

状維持群）、３）自分の知識や技能が通用せず、新しい知識や技術を必要とすると回答した者（危機意識

群）、４）自分の知識や技能が通用せず、新しい知識や技術を必要ないと回答した者（無意識群）の 4 群

にわかれます。
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第５節 明治学院大学の未来戦略

明治学院大学学長

大西 晴樹

１．はじめに

本学は大変古い学校です。1863 年（文久３年）に横浜で開校し、築地を経て 1887 年に白金台に移り

ました。大学は、未来に向けて、学生たちを育てるという仕事を担っております。

創設者はヘボン博士です。ヘボンはキャサリン・ヘップバーン (Katharine Hepburn, 米国女優 ) と遠

縁関係で、ヘップバーン家の一員であります。スコットランド出身、「スコッチ・アイリッシュ」であり、

信仰心の篤い両親に育てられました。ヘボン家はアイルランドからアメリカに移り、ヘボンは日本を目

指しました。

1859 年に日本に上陸しました。神奈川の成仏寺に住まい、もともと医者でありますから医療を通じて

人々への医療奉仕をしたということです。武士、町人を分け隔てなく無償の医療奉仕を行い、今で言え

ば「国境なき医師団」のようでした。

それから、元学校教師のクララ夫人とともに学校を開きました。ヘボン塾という英学塾です。これが

本学の発祥となっております。幕末の時代、世界が大きく変わった時代でしたから、前途有望な子ども

たちもいました。その後外務大臣、通信大臣になった林董、そして総理大臣・大蔵大臣になった高橋是

清などです。経済界では三井物産の創設者である益田孝がヘボン塾から育っていったということがあり

ます。

２．本学の教育理念

私どもは本学の教育理念をどのように定めようかと考えました。「キリスト教による人格教育」の継承

という建学の精神に教育理念として“Do for Others”という言葉を加えました。これは、聖書の言葉で、

Do for others what you want them to do for you （だから、人にしてもらいたいと思うことは何で

もあなたがたは人にしなさい）から来ています。

本学は６学部、学生は 12000 名ほどの中堅規模の大学であり、すべて文系です。以下のような五つの

教育目標を掲げています。

まず、他者を理解できる人間の育成。ヘボンが、他者である日本人に対して理解しようとして一生懸

命言葉を学んだ、コミュニケーションを取ろうとした、そういうことがやはり大事だということです。

それから、分析力と構想力を備えた人間の育成。学問というものを通じての教育でありますから、分析力、

構想力を持たなければいけない。それから、コミュニケーション能力に富む人間の育成。言語、ＩＴと
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う声が飛び込んできました。それで、経験のある方にコーディネーターになっていただいて学サポをつ

くりましょうということになりました。

聴覚障がいの学生のためのノートテイカーをこの学サポを通じて募集したら、それまでは数人だった

のが 33 名応募してくれました。やはり組織的にやると協力者がふえます。

これからは学習障がい、発達障がいの学生たちの就職支援までしていきたい、それがこれだけ複雑化

した時代の実状でありますから、本学の一つの使命になっていると私は考えています。

４．グローバル化への対応

国際キャリア学科はすべての授業を英語で行う学科です。

明治時代の明治学院は授業を英語でやっていたのです。明治学院の一期生、島崎藤村の小説『桜の実

の熟する時』にそのような一節があります。この伝統を復活させるべく、すべての授業を英語で行う学

科をつくりました。これはもう他大学ではスタートしています。1 学年 50 名の少人数学科です。日本

人だけで集まって英語を使い始めることができるかという懸念がありましたので、できるだけネイティ

ブスピーカーを呼ぶという戦略を立てました。けれども今回の震災、原発事故、円高で厳しい状況です。

でも本学に送ってくださる方がいます。お母さんが日本人で海外で生活していて、息子さんは日本の大

学に入りたいと思っているという方が問い合わせてきて入れてくれます。

そこでは、英語で授業をし、長期留学制度、国際インターンシップ、それから二重学位制度を充実さ

せています。

さて、私は就任しまして４年目になるのですが、「明治学院さんは留学生が多いでしょう」と言われる

ものの実績がなかなか伴わず、留学生をふやしたいと思いまして力を入れてまいりました。2008 年には

33 名しか海外の交換留学に行っていなかったのです。TOEFL の試験対策を強化したところ、2011 年

には 76 名とふえております。

なぜ最近日本人が海外へ出かけないのか。TOEFL ‐ iBT のスコアが取れないのです。正規の単位互

換である交換留学ではスコアが要求されます。今まで紙ベースの TOEFL であれば、文法は得意ですか

ら何とかなるのです。ところがスピーキングについては、シャイな日本人はしゃべらないんですね。そ

れからヒアリング、ライティングが入っておりますので、日本人の TOEFL のスコアは下がってしまい

ます。これを解決しないことには、いくら海外へ行きなさいと言っても学生たちは行けないのです。し

かも行かせようと思ったら相当特別な訓練しないと行けない。それならば学内でやりましょうというこ

とで、インセンティブをつけまして、79 点以上、紙ベースでいうと 500 点や 550 点取ると受験料を免

除するといった工夫をいたしました。また対策講座を開きまして、街中よりもずいぶん安くしているの

でエントリーしてきて対策講座に加わってくる学生たちがふえています。
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てはパス（Ｐ）かフェイル（Ｆ）かのどちらかにしましょうと。私は評価方法はそれでもよい。実施す

ることに意味があると考えています。

６．就職支援プロジェクト

2008 年には難関就職先への課外講座を開講しました。広告・メディアクラス、アナウンサークラス、

マスコミクラス、エアラインクラス、ホテルクラスです。難関就職先については特別に講座をやってき

ましたので、最近成果が出てまいりました。広告メディア、アナウンサー、マスコミ、エアライン、ホ

テルという学生たちに人気のある就職先については学校が支援します。特に本学は企業から、ホスピタ

リティを評価されていまして、エアライン、ホテルでは卒業生が随分活躍しています。早くから学ぶこ

とに意味があるのだということを言いました。

教職支援もやってほしいということを要望しまして、教育キャリア支援課を設けました。本学には教

育学部はありませんが、教職免許を取得する学生たちは毎年 100 名から 200 名はおります。ところが実

際に教壇に立っている学生はほんの一握りなんです。なぜかというと、大学の先生方は免許を取らせる

授業はするけれども、免許を取った学生が実際に教壇に立つまでは教えないからです。そこで小学校を

退職した校長先生に来てもらいまして、非常にいいコンサルタントをしてくださっています。この春は

教員採用は専任 19 名となり、２倍近くに人数がふえました。また今年も上がると思います。こういう形

でただ単に教職免許を出すだけではだめで、学生の相談相手になって励ましてあげるということがなけ

れば、ただでさえ教育の世界は難しいですから大変だということです。

キャリア支援ですが、文部科学省から就職支援プロジェクトの採択を２年連続で認めていただきまし

た。１本目は、「ともに生きる」就職支援プロジェクトです。今、学生たちが直面していることというの

は、親の時代からは 20 年、30 年経っていますから世界が変わっています。親たちは 20 社、30 社受け

るような時代ではなかったのです。その時に昔の価値基準で、「この会社はいい」とか「この会社はだめだ」

と言われたらとてもやっておられません。実際に今の状況は全然違うのです。そういった中で親御さん

たちにあまり干渉しないでください、その代りケアしてくださいと書いた冊子を保証人会に配布しまし

た。

２本目の 2010 年の文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」では、本学の「ＭＧアライアンスに

よる循環型キャリア教育」が選定されました。これは学校・企業・卒業生が一体となったキャリア教育

をしていこうというものです。

その他に卒業生のケアもしております。2009 年に校友会の援助のもと、（株）パソナの協力を得て、

表参道と大手町の事務所に卒業生たちを対象に就職支援室を開設しました。自分は公務員の勉強をして

いたのだけれどもどうも難しいということが分かった、でもいまさら学校のキャリアセンターを訪ねる
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そして今度はＣＤ−ＲＯＭに音声で保存しようという取り組みをしています。

また、ボランティアを学校の中心に位置づけるために、新入生向けに１Day for others を実施しまし

た。いろんな企業やＮＰＯが受け入れてくださいまして、学生たちが一日ボランティアをしました。合

計 245 名参加しました。来年はもっと参加者が出るだろうと考えています。そして私は「ボランティア

大使」という認定証を渡しております。どう使ってもいいからねと言っております。

８．おわりに

明治学院大学の未来戦略は、もちろん正規の授業を充実することが第一でありますけれども、このグ

ローバル化の時代に英語教育をさらに徹底させていくということは重要だろうと思います。それからキャ

リア教育を進めること。それからボランティア教育も重要なポイントになる。この三つに特化して進め

ていくことが大切だと考えています。

19 世紀中葉に外国人宣教師によって設立された伝統を未来に生かすということで、21 世紀のグロー

バル化した社会において、「他者への貢献」「隣人・他国・自然環境との共生」を担う人間の育成という

ところに主眼を置いて大学教育を進めております。

第 6節 未来の学校づくりへの示唆

ビジネス・ブレークスルー大学学長

大前 研一

１．文科省は何をやる組織なのか

まず我々の素朴な疑問は、文科省というのは何をやる組織なのか、ということです。会社をつくる場

合には組織の目的が必ず必要です。文科省は明治以来優れた人材育成を担ってきました。戦後もそれは

間違いないのですが、21 世紀になり 10 年経ってみて、この時点で文科省とは何をやる組織なのかをあ

らためて問うことが非常に重要であると思います。

文科省の役割としては、教員の養成、選抜、採用などが重要だと思います。しかしながら従来と同じ

ような教員でいいのか、どういう人を選んで育成していけばいいのかということでは大きなクエスチョ

ンマークがついていると思います。教師というのは大学を出て教員免許を取る。その免許で 30 ～ 40 年、

若干の再教育をしながらやっていく。つまり過去の人材で未来の生徒を育てるということで、この間に

放っておいても 30 年、40 年の時代とのずれが生じます。教師というものを 21 世紀に合った形にするの

は至難の業ですが、終身雇用の組織体、推進体でいいのだろうかということが問題意識としてあります。
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私は従来から、義務教育というのは「立派な社会人をつくる」ということを目的にしたらいいと申し

上げています。社会の変化と共にその定義は変化します。成人するまでこれをやろう、その結果社会人

になったら成人だという考え方です。

国民投票法案で、憲法改正については 18 歳から投票することになりました。それから高校無償化とい

うことで 18 歳までの教育が無償になりました。この二つを一致させ一貫教育で高校を卒業したら、社会

に出して大丈夫だと考えるべきではないかと思います。したがってここまでに学問、社会常識、倫理、行動・

責任、家族、家庭などに関する一つの価値観をすべて付与しないといけない。これを義務教育として高

校まで延ばしてやれば十分社会も世間も納得するのではないか。18 歳で成人と考えることで、選挙権、

納税の義務、戸籍、婚姻、運転、飲酒、喫煙など社会システム全部について、18 歳を根拠にする。

この議論を日本ですると「18 歳ではなかなか社会人とは言えない。あんなのは赤ん坊だよ」と言いま

すが、私の観察ではそういう人は 35 歳になっても赤ん坊です。だから全く意味のない議論をしているん

ですね。やはり 18 歳までに社会人をつくるという緊張感を持って必死に教育プログラムをつくれば、そ

ういう人ができると私は思っております。

今、世界に出てみて「はたと気がつく」問題は世界の共通語って何だろうということです。コミュニケー

ションツールとしての英語が一つありますが、上手い英語ではなくて意思を通じさせて結果を出すとい

う実務的な英語が必要になります。もう一つは経営・ＩＴというものが他の国と一緒のレベルでないと

指導力が発揮できません。そうでなければ、自分の工場に赴任してもみんなが全く言うことを聞きません。

経営・ＩＴは必要不可欠で若い時からやらなければいけません。大学、大学院でやるというものではあ

りません。

それから、英語、経営・ＩＴに共通しているものとしてロジック（論理）です。ロジックというのは

世界共通言語で何語であってもロジックを使って説明すると「なるほど」と言ってくれるんですね。「だ

からこうなんだよね」と言うとわかってくれるんです。ロジックというのはアリストテレスの昔からあ

るわけですが、日本の教育では全く教わることがありません。このロジックがないということが英語だ

けできても説得力がないということになってしまうのです。

世界のどこに行っても指導力を発揮するためには英語だけではだめです。ロジックだけでもだめ。コ

ミュニケーションの力とＩＴを使って、見えてない人にも説得をしていかなければならない。これがグ

ローバル時代の特徴なんですね。英語、経営・ＩＴとロジックは三位一体であり、このような教育は幼

稚園からスタートしなければだめだと思うのです。大学に行っていきなりギリシャ哲学、アリストテレ

スなどを教えても頭の構造がそうなっていません。この辺が他の国と日本の違いになってきています。

教育カリキュラムの中にこの三つを一貫して織り込むということを私としてはお願いしたいと思います。
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ていく時代です。ほとんどの日本の企業が答えを見つけないといけない中で、教えられたことを覚える、

覚えたことを吐き出すという記憶偏重の教育は全く価値がありません。グーグルで調べたら出てくるよ

うなことを覚え込んでも始まらないのです。義務教育で覚え込むことを全部、記憶メモリーに入れても

いくらの価値にもなりません。

我々は パナショック”と言っていますけれども、パナソニックの今年の正規採用は全部で 1390 人で

すが、そのうち日本人以外が 1100 人です。５年前までは正規採用の外国人は０でした。今は 1100 人を

外国から採って日本人はわずか 290 人です。これは彼らの 10 年戦略を見ると正しい比率です。日本人

を採ったのでは世界化できないのです。まず、海外に行ってくれる人が非常に少ないということがあり

ます。また、一流大学を出た人でも、外国人とミックスしたときに活躍できる人が少ないということな

のです。

楽天とユニクロが社内公用語を英語にしたという 楽ユニショック”、これはサラリーマン社会では最

大のショックです。

それからＥＵとかシンガポール、アメリカでは経営陣に複数の国籍があるというのは当たり前になっ

ています。シンガポールではほとんどの公営企業、官営企業は世界中から優秀な人材を経営陣として登

用しています。たとえばシンガポール証券取引所はマグナス・ボッカー (Magnus Böcker) というスウェー

デンの人がやっています。いい人材がいれば世界のどこからでも採ってくる、というのが常態になって

います。

一方で大学院とは何か。これは一重にプロフェッショナルを養成するということですね。医者、経営者、

弁護士、弁理士などのさむらい（士）職業。投資リターンについて先ほどと同じ計算をしますと、大学

院の平均的な授業料 100 万円× 2 年で 200 万円の投資。同年齢の高卒者が月 22 万円給料をもらうとす

ると、22 万円× 12 か月× 2 年で 528 万円。授業料と合わせて 728 万円になります。これを 10 年で回

収するとなると月にして６万円。大学が９万円でしたので、プロフェッショナルとして、高卒よりも 15

万円以上多く稼ぐ力が必要になります。30 歳で高卒が月 25 万円の給料の場合ですと、大学院を出た者は、

40 万円稼ぐ力があるかということが試金石になります。

労働者の平均年収というのは、日本ではこの 20 年で 100 万円下がっています。すべてのセグメント

の収入が 100 万円下がった国というのは他にないのです。日本だけは全セグメントで 100 万円下がって

います。日本の労働者の年収が 300 万円になってしまったという時に、500 万円以上稼ぐということが

目標になると思います。35 歳以上はその人の才覚ではないかと思いますが、それまでは教育の役割が大

きいということだと考えています。
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義務教育は高校までとして立派な社会人をつくり、職業を想定したカリキュラムを早めにスタートする。

フィンランドでもドイツでも、中学、高校から既に職能別の方向に行く人と大学に行く人、つまりスキ

ルで生きる人とＩＱで生きる人とに若いころから分けています。このようなカリキュラム（人生指導）

というものが必要だと思います。みんなが大学に行ってしまって就職できない、はたと頓挫するという

やり方よりもこのやり方のほうが親切だと思います。

それから大学はアカデミックな場所ではなくて、広義の職業訓練所にする。これは大学の先生が最も

嫌う言葉ですからあえて使いました。それから大学院はプロフェッショナルな人を養成するところ。さ

らにその先に社会人教育をやる必要が出ています。皆さんも社会人教育には力を入れていますが、終身、

充実した人生を送ることができるようにアフターケアをしてあげる必要があります。これが非常に重要

なことだと思います。サイバーを使えば世界中どこに散っていても、その人たちに最新のものを提供で

きます。油でいうと給油所みたいなものですね。こういうものが私は必要だと思います。

それから高齢者が人口の四分の一になってきており、近々 40 パーセントになると言われています。高

齢者は定年退職した後８万時間、暇があるのです。この人たちはサラリーマン時代に８万時間会社のた

めに使って、退職してから寝る時間と食事の時間を除いた 12 時間、 サンデー毎日”ですから１週間に７

日で計算しますと８万時間になります。この時間をどうしていいかわからずに非常に困っているという

ことなのです。国民の約三分の一がここに入ってきて、不安な寂しい時間を過ごしているんですね。こ

れも教育の一環としていつまでもやり続ける必要があるのではないかと思っています。

どんな人生を生きたいのか。どんな人間になりたいのか。少子高齢化によって学校は斜陽産業になる

というのは間違いで、ものすごく大きな必然性があると私は考えております。人生の生き方については

高い目標か低い目標かによって大きな違いが出ます。若干高めの目標に対して努力をさせるということ

が人生では必要です。

教育における日本のスタンダードというのは、答えのある問題を学び、先生や親の言うことを聞いて、

覚えて、答えを吐き出す。そして非常に引っ込み思案です。意見を聞かれると「別に」と言う人が多い

んですね。自分の意見を言わない、持っていない。これでは世界に出て活躍できません。

我々の目指す姿、グローバルスタンダードは答えのない問題をみんなで議論して答えを見つけていこ

うとする人材です。自分がなぜそういう意見を持っているのかを言える、行動する。そして人がもっと

いい意見を持っていたら、そちらに変えていくという柔軟性が要求されると思います。

参考となる国は、デンマークやフィンランドなど北欧の国々です。世界的にリーダーシップをとる人

というのは北欧４国から多く出てきています。偶然ではありません。

フィンランドは「あなたが八百屋さんになったとして、どうやってお金を稼ぐかみんなで考えようね」

と幼稚園から企業経営のことを教えています。そうすると「腐った野菜を置いておいてもだめね」「狭い
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第１節 学力を保証する学校
文部科学省 初等中等教育局国際教育課長

前国立教育政策研究所教育課程研究センター長・教育研究情報センター長

神代 浩

１．全国学力調査から見る児童生徒の現状と課題

私は教育課程研究センター長 として全国学力調査の問題作成および分析を行っております。これまで

の成果の中でこの研究会の議論に反映できる部分もあるのではないかと思いますので、そのような観点

からお話しさせていただきます。

まず全国学力・学習状況調査の背景ですが、昭和 30 年代に学力調査をやった時期がありました。し

かし学校の現場からの反発などがあり一旦は打ち切られました。その後、学力調査に代わるものとして

学習指導要領の改訂後に教育課程実施状況調査を行っていましたが、一般的な意味で子どもたちの学力

がどういう状況にあるのかを調べる調査は長らく行われていませんでした。そこで、90 年代あたりから

そろそろ学校教育の現状と課題をデータとしてきちんと把握する必要があるのではないかという声が高

まってきました。

その一方で、国際的な学力調査が始まりました。ＩＥＡは 70 年代から、ＰＩＳＡは 2000 年からです。

ただ、70 年代、80 年代にはそんなものは必要ないだろうと言われていました。教育制度や教育課程は

各国の文化的背景に基づいてできているわけだから、そのような影響の強い学習の成果を国際的に比較

できるわけがないという考え方が当時は主流でした。しかし、ＯＥＣＤは、経済・社会的に豊かな生活

を送るために必要なスキルについては共通するものがあるのではないか、そしてそのようなスキルにつ

いては一定の客観的な尺度をもって比較することができるのではないかという問題意識の下、90 年代か

ら議論を続けてきました。

その結果 2000 年からＰＩＳＡが始まり、結果が出るたびに各国は一喜一憂しているわけです。その

点はわが国でも同様ですが、日本の場合は特に最初はよかったのにだんだん点数、順位が落ちているこ

とや無回答率が高いなど学習意欲の低下が指摘されることで、学力問題に対する社会の関心が高まる一

つの大きな要因となりました。

もう一つ指摘しなければならないのは、政府の教育政策が世の中の役に立っているのか、社会をよく

しているのかということについて、政策のやりっぱなしではなく検証しなければいけないのではないか

という動きが強まってきたことです。このような状況の中で、義務教育を終了した子どもたちがどの程

度の能力を身につけているのか、あるいは学校教育の質の保証に対する関心が高まり、そういったこと

がある程度わかる仕組みも構築しなければいけないということが、全国学力調査を実施することになっ

た背景であると言えます。
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セントでした。

中３の数学の問題を見ると、（資料参照）昭和 37 年の９番の問題は多少、生活に関係した設定になっ

ています。これは計算をして答えを出して、回答をア～エの中から選ぶという選択式になっています。

これに対して平成 22 年度の５番の問題は、平行四辺形の性質を答えさせる問題です。（資料参照）こ

れは道具箱が平行四辺形になるようにすれば上手く機能するわけですが、このことを証明するための根

拠となる事柄を平行四辺形になるための条件を用いて書きなさいというものです。この問題は単に答え

を出すのではなくて、理由を書かなければいけないんですね。数学だけれども文字で書かせるというパ

ターンの問題です。

ちなみに正答率は昭和37年の方は29.6パーセント、平成22年度の方は10パーセントでした。こういっ

た調査を 19 年度から 21 年度までは悉皆で行い、22 年度は抽出という形でやってきました。今年度につ

いては東日本大震災の関係で全国調査としては中止しましたが、せっかく作成した問題がありますので

希望する学校に配布して活用してもらっているという状況です。また、例年とは違った状況になったこ

とを契機として、19 年度から 22 年度までの調査の結果を分析して総括を行っているところです。そし

て教科ごとに成果と課題を整理するとともに、課題については詳細な分析、解説を加えているところです。

これからその一端についてご紹介します。

３．過去の調査の「総括」と成果が認められるスキル

まず成果として認められるスキルです。

小学校の国語では、与えられたテーマや文章の内容について比較的自由な立場や条件で自分の思いや

考えを書く。そういったことについては、今の子どもたちは割とできていると言えます。

算数については、たとえば基本的な平面図形の性質を理解したり、それをいろんな場面に活用したり

するということも結構できています。この点だけ見ても、「知識は身についているが活用が苦手」といっ

た単純な一言で片づけられないということがおわかりいただけると思います。

中学校の国語では、話の内容から必要な情報を的確に読み取り、そこから適切な質問をするというこ

とについては、割と得意であるということがわかりました。

数学については、図形領域で平面図形の性質の理解、作図の手順の理解、証明の中で根拠として用い

られる平行線の性質、二つの三角形の合同を証明するための辺や角の相等関係の指摘については、かな

りできています。

４．「総括」から見える課題

一方課題の方が多いのは確かです。細かい説明は省略しますが、まず、小学校の国語では、司会の役
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てくるということになります。そういう意味では学年を通じた取り組みや教科を横断した取り組みが欠

かせないと思います。さらには、学校の教職員の皆さんがチームを組んで指導するということがますま

す必要になるのではないかということです。

もう一つは、学校での指導内容が生活のどの場面で役立つのか、なかなか実感できていないというこ

とがあります。それらを関連づけ、育み、補っていくためには地域の人材との緊密な連携が今まで以上

に必要になってくると思います。学校で学んだことをＮＰＯや企業など地域の人たちが提供する学習の

場と結びつけることは、同じスキルを育成するものでも違った観点から学ぶという機会がふえ、子ども

たちのスキルの定着に寄与するのではないかと考えます。

第 2節 不登校から教育の原点を考える

開善塾教育相談研究所相談部長

神奈川県藤沢市教育委員

藤崎 育子

１．民間教育相談機関から見える現状と課題

（１）開善塾教育相談研究所について

開善塾教育相談研究所の藤崎です。よろしくお願いいたします。白井さんと共に私が師匠と呼んでい

るのが、開善塾教育相談研究所の金澤純三という所長です。依頼があれば全国どこへでも行って不登校

やひきこもりの青少年の家庭訪問を繰り返し、学校あるいは社会で働いていけるようにする民間の教育

相談機関である研究所をつくりました。松下政経塾の塾生だった当時、先輩から「教育を専門にしたい

のなら、開善塾で修業をしてくるように」と言われました。この流れは先輩から後輩へと今でも代々受

け継がれています。私は 14 期生、白井さんは 17 期生として、修行の場となった開善塾に行きました。

私は政経塾在塾１年目より、まずは研究員として、その後、訪問相談員として研修しそのまま就職して

今に至っています。また、２年半前からは神奈川県藤沢市の教育委員にもなりまして、半年前まで教育

委員長を務めていました。

きょう一番お話ししたいのは、ひきこもっている子ども、不登校の子どもをどうやって学校に戻して

いくかということです。全国で家庭訪問を専門としている民間相談機関はうちだけではないかと思いま

す。不登校、ひきこもりの青少年を学校や社会にどのようにして戻していくかということに関して、年

間 30 本ぐらい、全国各地の教育委員会の依頼で生徒指導講座、校内研修、ＰＴＡ、それも幼稚園から大

学まで、対象は子ども、教員、相談員、保護者と様々ですが講演をさせて頂いています。
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のポスターがあったら、「歌、いいよね」とまずは褒めます。「誰が好き？」と尋ねて「大島優子」と答

えが返ってきたら、「私も好き」と返します。好きなタレントを褒めると、子どもは自分を褒められたよ

うな気持ちになるのかもしれません。それで、子どもが大切に思っている物を褒めると、少しずつ子ど

もが心を開いていってくれるように感じます。

それぐらい１分という時間が最初の家庭訪問で大事だということを教員研修の中でも実践していただ

きます。先生方からは、物を褒めたらいいということであれば子どもに話しかけやすいなという反応が

返ってきます。この iPad、いいですね、ネクタイ、その色、いいですねとか、そういったミニ演習を繰

り返します。片方の立場だけを経験するのは不公平ですね ( 笑 ) 先生役と子ども役、交代してもう一度お

願いします。

（１分間 演習）

藤崎 はい。ありがとうございました。１分が長く感じられるということを皆さんに経験していただき

たかったのです。学校の先生にはまじめな方が多いのですね。先生の中には家庭訪問をして１時間ぐら

いいないと、「あの先生は熱心ではない」と親から思われてしまうのではないかと心配する方がいます。

子どもから「学校に行きます」という何らかの言質を取るまでは今日は帰らない覚悟で家庭訪問に来た

といった、子どもの気持ちを考えない家庭訪問を行ってしまうケースもあります。しかし、それが好ま

しくないということは先生がきちんと研修を受けてみればわかるようになり、失敗をしないですむこと

ではないかと思います。

（３）親の気持ちを変えていく

子どもの部屋に入った瞬間に、子どもが私を見てかなり緊張していたら、「こんにちは。藤崎って言う

のだけどよろしく。何か困ったことがあったら相談してね。では、また来るね」と言って、10 秒くらい

で部屋を出ることもあります。そうしないとこの子を追い詰めてしまうかもというケースがあるわけな

んですね。ですから 30 秒だと遅い場合もあります。１年も２年も家族以外とコミュニケーションを取っ

ていない。家族と食事をとることができていない。孤食ですね。自分の部屋で食事をとっていたりする

子どももいたりします。

私が主に対応しているのは心理的な問題から登校拒否をするようになり、休みすぎてしまってひきこ

もるようになった子どもが多いです。中には発達障害、例えばアスペルガーといった診断をされている

子どももいます。

家の中でひきこもっていて家族関係が上手くいっていないというのは、心理的な問題からの不登校の

子どもも発達障害の子どもも大差ないのではないかと思います。ネットやゲームにはまり、まるでイン

ターネットに自分を接続してしまったのではないかというような子どもも中にはいます。そういった子

どもの生活をいかに変えていくかというところが勝負になってきます。これは 20 代のひきこもる青年で
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エネルギーが溜まるまで待ちましょう」というようなアドバイスがなされていることもあります。しかし、

子どもは実は、お母さん、お父さんに叱られたい。間違ったことをしたら親が子を叱り、これはだめだ

よと教えることが健全な親子関係です。

また、親は「子どもの言う通りにこのゲームを買ってあげたら、頑張って学校に戻ってくれるのでは

ないか」とか、時間が経ってしまうと「学校に行けそうもなく、かわいそうだからパソコンを買ってあ

げよう。パソコンができるようになったら、この子は将来仕事ができるかもしれないから」とパソコン

のような高価なものを子どもに買い与えたりしてしまいます。

あるいは犬を欲しがったら、「犬を飼ったら外に出て散歩をしてくれるかもしれない」と犬を飼ってし

まったりします。ところが子どもは犬がうんちをしたら「汚い」と掃除をしないケースが多いのです。

また犬が汚くなったら触らなくなり、お父さん、お母さんが犬を洗うとまた触るようになったりします。

親は子どもにきちんと犬の世話をさせるように教育することができない場合が多いのです。

ゲームやインターネットにはまると、買い与えた親は心配になり、子どもを叱ります。子どもも、心

の中では、学校に行かないでゲームばかりしている自分はダメな人間だと思っています。また、犬の世

話もきちんとできないなんてと嘆く親の姿に、犬など飼うのではなかったと後悔し、やっぱり自分はダ

メだなあと思うようになるのです。親がよかれと思って子どもにしてあげたことが、結果的に子どもの

自己評価を下げ、学校どころか家の外にも出られないような気持にさせてしまうことにつながったりす

るわけです。

そういった状態の子どもの元に足を運び、大切にしているものを褒めて、関係をつくっていくことが

学校復帰の第一歩となります。

２．健康な日常を取り戻す～合宿で育てる生きる力

家庭訪問の次に何をするかと言いますと、群馬で廃校になった小学校を借りてそこで年間を通じて合

宿をしています。合宿というと厳しいイメージを持つ方もいるかもしれませんが、いきなり朝早く起こ

すというのは難しい子が多いので、起きなかった子どもはそのままにしておくこともあります。とにか

く料理を一緒につくる、食器を洗う、掃除をする、布団を敷くといった日常生活を送ります。お風呂は

温泉に行きます。人前で裸になるということは子どもたちには非常に大事なことだと思います。親の裸

も見たことがない子どもが多いのですね。私たち大人も子どもに自分をさらけ出す生活をします。

合宿生活は、子どもたちにとってはすべてが非日常的なことです。朝起きることも皿を洗うこともト

イレ掃除をすることも、自分で包丁を持って何かを切ってつくることもほとんどやったことがないので

す。子ども一人一人が人間らしい健全な日常生活を取り戻せるように、注意するときはありますが、と

にかく楽しく過ごし、小集団の中での生活にだんだんと慣れていくということを目指しています。
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協力しながら子どもを育てていくことが可能です。様々な学校行事が目標となり、子どもにたくさんの

再出発のチャンスをつくることができるのです。

開善塾では毎夏、教育相談実技研修会を開催しています。24 年前に松下政経塾で始めた時は、講師 11

人で、参加した先生はわずか９人、講師の数のほうが多かったというのがスタートでした。しかし今で

は全国から小、中、高、大といった校種を超えて 200 名近い先生方が自費で参加するような研修会となり、

平成 24 年度には教員免許状更新講習も行うことができました。

免許更新の場合、積極的と言うよりはむしろ、プレッシャーを感じながら参加している先生が多いの

ではないかといった印象を持ちました。ところが、講座に参加するうちに、先生方の顔つきが変わり、

終了後には、「研修って面白い！」「免許更新は終わったけれど、来年もぜひ参加したい！」といった感

想が寄せられました。教師仲間と机を並べ、自らも学び続けることがいい仕事をするために、何より子

どものために必要なことではないかと思います。

今後も、訪問相談員として現場で仕事をしながら、教育委員としての経験を生かし、教育行政の改善

策を提案し、また、先生方が初心に戻って頑張ろうと思えるような教員研修を企画実行していきたいと

思っています。

第３節 公設民営フリースクールによる課題を抱える子どもへの支援

NPO 法人トイボックス代表理事・スマイルファクトリー代表・

スマイルファクトリーハイスクール校長

白井 智子

１．はじめに

トイボックスは公設民営のフリースクールという全国でも珍しい形で、最初は不登校対応からスター

トしました。そこから広がって、現在は発達障がいのお子さんやひきこもりの方々の支援をさせていた

だいています。10 時から 15 時までは不登校のお子さんたちのスクール、15 時以降は家庭訪問を行い、

ひきこもりの方のケアをするという形です。

きょうは「課題を抱える子どもへの支援」というテーマでお話しさせていただきます。

２．開校のきっかけ

今から８年前、池田市の市長さんからいただいたお話がきっかけで開校しました。ボーイスカウトと

か子ども会が研修に使うような社会教育施設が平日大体空いているので、ハコモノ有効活用もあって学
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制高校と連携をして、山の家に３年間通うことで高校資格が取れますよという形になっています。高校

は不登校ではないですから、頑張っていればいつの間にか学校に通えることになっている。卒業資格が

取れているということになります。

３．不登校の原因

不登校の原因は何ですかとよく聞かれます。いじめ、トラブルと言われますが、我々はそれは本当に

最後の最後のきっかけに過ぎないのではないかと思っています。極端に言ってしまえば、そういうトラ

ブルがある前に学校が楽しければ何とかそれを乗り越えていこうというエネルギーもわくのではないか、

周りを巻き込んで相談したり乗り越えていけるのではないかと思うのです。うちに相談に来られるお子

さんたちというのは、いじめとかトラブルがある前から学校が嫌で嫌でしょうがないんですね。もとも

と学校に行き渋っていて、何とか最後のエネルギーを振り絞って行っていたのが、いじめとかトラブル

があり、もうだめだということで行けなくなったという子がほとんどです。

なぜ学校が楽しくなかったか。原因は大体二つに分けられるのではないかと思います。一つが学力不

振です。１年生の足し算、引き算でつまずいてしまって一切分からなくなってしまった。でも６時間、

７時間ずっと座っていなければいけない。学習障がいが絡んでいるというケースもあります。もう一つ

はコミュニケーション能力の不足ですね。友達が欲しいんだけれどもなかなかできないとか、人とトラ

ブルが起こりやすいとか、やはり発達障がいが絡んでいるケースも非常に多くなっています。

４．カリキュラムの工夫

本校のカリキュラムは午前中が個別学習で、一人一人持ってくる教材が違います。午後はコミュニケー

ション能力育成のための体験学習です。先生が黒板に書いて写すというような授業は一切やっていませ

ん。それをやると次の日からみんな来なくなるので、すべて体験学習になります。いろんなことをやっ

てみようという時間です。当然それだけだとなかなか深くは入れないので、もっと掘り下げたいという

場合は午前中の個別学習や休み時間を使って行います。

これを８年間続けてきた結果、はっと気づいたら、池田市の不登校の児童生徒数が約４割減っていた

んですね。これは市の方から「ありがとうございます」と言われて初めて気づいたのですが。我々が参

入する前は、池田市の不登校数は 100 人から 120 人ぐらいで推移していたのが、今は 50 人から 70 人

ぐらいという状況になっています。じっくり丁寧に関係性をつくっていけば、必ず効果が出るというこ

とを子どもさんたちに教えていただいています。

ただ、勘違いされてはいけないと思って必ずご説明申し上げているのですが、我々が最初から不登校

のお子さんを半分にしようということを目標にして活動したら絶対にこういう結果にはなっていないと
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な問題、いじめであったり、学級崩壊、非行集団などをよく見てみると必ずと言っていいぐらい発達障

がいのお子さんがその中にいるということを最近感じています。そのお子さんが混乱を起こしていて、

その混乱が周りに移ったり巻き込んだりして問題が大きくなるというケースが多いと感じています。こ

のお子さんたちの対応はかなり手もかかりますし、コストもかかります。しかし、この 12 ～ 13 パーセ

ントのお子さんたちの対応をしっかりしていくことが残りの 90 パーセントのお子さんの教育環境、学習

環境を安定させることにつながっていくのではないかと思っています。

私の感覚としてはこの発達障がいや課題を抱えるお子さんたちへの対応が、学校経営の大きなポイン

トになってくると思います。誤解があってはいけないのは、発達障がいがあるからといって必ずしもそ

れが問題行動につながるというわけではないということですね。有名人の中にも発達障がいと言われて

いる方がたくさんいらっしゃいますし、こういう話をすると「私もそうだ」「僕もそうだ」という方が必

ず沢山あらわれるのですけど（笑）古くではエジソンとかアインシュタインという天才たち、彼らは発

達障がいを持っていたということが言われています。芸能界でよく知られているところでは黒柳徹子さ

んですね。著書の『窓際のトットちゃん』で描写されている内容はまさに発達障がいの特徴ではないか

と思います。あるいは長島茂雄さんの独特なコミュニケーション、それから、さかなクンですね。空気

は読めないんだけれども、ものすごくあることについての能力や関心は高い。一つの能力がぽこっと抜

けているかわりに、ものすごい能力を持っているという子も多いのです。そしてなぜそういう人たちが

伸びたかというと、出会いと環境が大きく影響しているのではないかなと思います。「それでいいんだよ」

というふうに認めてくれる環境があった、出会いがあった、それで伸びたのではないかと。

私どものところに駆け込んでくるお子さんたちというのは、ぽこっと抜けている能力のせいでだめな

んだと否定されてきています。あるいは周りから否定されたのではなくても自分で自分を否定してしま

う。幼少期からしっかりケアを受けていれば、たとえば、学校に行けなくなるまでにはならなかったの

ではないかと思えるお子さんもたくさんいらっしゃいます。そこの対応をしっかりしていくことが今後

の課題になってくるのではないかと思っております。

６．対応のポイント

とにかく何もコツというものはなく、まずは本人を寛容に受容する。ちょっとおかしな行動というの

もありますが、最初はできるだけでそのままでいいんだよというふうに認めます。あとは粘りですね。

とにかくいろんなことを投げかけるのです。きっかけになることはいろいろです。ひきこもりのお子さ

んたち、日がな一日ずっとテレビゲームをしているけれど、ソフトを買うためだったら外へ出る。ある

いは女の子だったらジャニーズの話だけは乗ってくるとか、ジャニーズショップへ行くのだったら一緒

についてくるとか、何かその子のきっかけになることを親御さんとかご家族と一緒に探して、ちょっと
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ら「私を褒めてごらん」と言って褒める練習をします。

体験させることで覚えさせていく、これは個別に行います。人がいる中で叱ると恥をかかされたとい

うことで頭がいっぱいになって、何を叱られたか全然覚えていないという状況になりますから、必ず一

人一人取り出して対応しています。

いろいろな子がいます。スクールでは小中高校生が同じ集団の中で過ごしています。それでどうして

みんな平和に通えているか。

ここの部分が一番重要なのですが、暴力性、攻撃性のある子に関して、集団の中には入れないという

ことがあります。これが一番大きなポイントになってくると思います。

せっかく居場所を見つけたという子たちにとって、暴力的、攻撃的な子が一人いるというだけで安心

して通えなくなります。そういう状態を防ぐということももちろんありますが、もう一つは実は加害者

の子もかわいそうなのですね。人を攻撃したり暴力を振るったりするということは、必ずそれに対して

嫌なリアクションが返ってきます。怒られたり嫌なことを言われたり。でも、特に発達障がいのお子さ

んというのは自分が言った因果関係でそれが返ってきたんだというとらえ方ができないのです。自分ばっ

かりが嫌なことを言われる。自分ばっかりが叱られると。それで被害妄想になってしまうのです。です

から同じ集団の中に最初から入れるということは双方にとってかなり酷なことだなと。それで攻撃性、

暴力性のあるお子さんに関しては１対１の完全個別対応をしています。

なぜ人のことをいきなり攻撃するか、暴力を振るうかというと、人と信頼関係をつくった経験がない

からです。我々はどんなに攻撃されてもどんなに嫌なことを言われても「ああ、そうだね」と最初はス

ルーです。10 分、15 分経つと攻撃しがいがないということで、ちょっとコミュニケーションの仕方が変

わってきます。まず１対１で信頼関係を築く。この人はどんなに攻撃しても自分の味方でいてくれるんだ、

自分のために言ってくれているんだ、という関係性をつくっていきます。１週間でできる子もいれば３

カ月かかる子もいますけれども、その素地をつくってから集団の中に入れるという対応をしています。

８．今後の課題

未来の学校づくりにつながるのではないかと思っていることとして、一つが発達障がいを持っている

子ども、発達障がいの疑いのある子ども、その親や家族を含めた早期のサポートが重要だということが

あります。

小学校に入る前後くらいの段階で、発達障がいを持っているかもしれないということがわかってきて

も、ものすごく乱暴な言い方をすれば、とりあえず集団の中に入れてみてしまうんですね。いけるかな、

いけないかなという感じで。そして本人が我慢して我慢して、いよいよ学校に行けなくなりましたとい

う時点でやっとサポートがある。ところがそれまでの間に本人は自信をなくしてしまっているのです。
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第４節 「社会としての学校」の再構築に向けて：「労働」から
垣間見た学校の未来

公益財団法人連合総合生活開発研究所副所長

龍井 葉二

１．いま労働に何が起きているのか？

（１）雇用の地殻変動

連合総研は連合がつくっている働く者のシンクタンクです。この 21 年ほど雇用労働、社会保障などの

研究を積み重ねています。きょうは直近の２年間、いわゆる非正規労働者という人たちと接してきた経

験からお話しさせていただきたいと思います。

まず労働現場で何が変わっているのか。この十数年の間にとても大きな変化が起きていて、私は 地殻

変動”と呼んでいます。

どういうことかというと、正社員のほうは 1997 年がピークで 98 年以降はつい最近まで減少し続けて

います。正社員が減って非正社員がふえ続ける。別の言い方をすると正社員が非正社員に取って代わら

れるという事態が起こっています。この基本的な流れが今でも改善していません。とりわけ若年労働者

たちの非正規比率が東日本大震災後にさらに加速するのではないかと心配しています。

これによって何が起こるかというと、これまでの非正規労働者は学生アルバイトにしても主婦パート

にしても自ら生計を立てるというよりも男性正社員に扶養されるということがありました。格差問題な

どもかつてありましたけれども、これほど大きな社会問題にはなっていませんでした。

さらに大きな問題なのは、自ら生計を立てている非正社員の割合がどんどんふえていることです。と

ころが、非正社員の賃金カーブは 200 万のところから、勤続や年齢を重ねても上がっていきません。し

たがって学生アルバイトのままの賃金カーブで働く中高年フリーターが問題になっています。低賃金の

ままで子育てもしなければならない。今まで想定していなかったことが起きているわけです。

（２）成長のもとでの格差拡大

2002 年から 2007 年は「いざなぎ越え」などと言われ、経景気の回復期となっています。しかし、こ

の間に非正社員がふえただけではなく、派遣と中心に非正社員がふえた。一方、企業利益の配分におい

ては、株主配当や企業の役員の報酬だけがふえているのに対して、従業員収入は減り続けたのです。

ここで格差とか貧困という問題が大きな社会問題になったわけです。私が労働組合に直接携わるよう

になって 30 年ちょっとになりますが、まさか自分が現役の時代に貧困を取り上げるなどということは全

く想定していませんでした。そういうことが実際に起きてしまったのです。この貧困というのは経済的

貧困だけではなく、「無縁社会」ともいわれる社会的貧困というのもあります。





141

ては電話を受けて、今度その職場の仲間を連れてきてくださいというと結構連れてきました。そこで相

談をして、一緒にこの問題を解決しようということがそれほど多くはなかったけれど、あったのです。

しかし最近はそういうこと自体が非常に難しくなってきています。

（２）最近の相談事例から

特に、20 年前と比較して最近の若者たちがどういうことを感じているのか。これは非正社員に限らず

正社員の人たちにも共通する傾向だと思いますが、場合によると子どもたちだけではなくて、小学校の

親たちなど若い世代にも共通する傾向だと思っています。

一つは階層化ということです。自分がある階層にいるということ自体に気づかない。周りから大変な

状況だろう、格差があるだろうと思われていても本人たちがあまり気づいていないのです。 格差平気症”

と勝手に名づけたのですが、何年か前に子どもたちが高層マンションから飛び降りるという事件が相次

ぎました。その時にある心理学者の人が「高所平気症」というコメントをされました。つまり 26 階で生

まれ育った子はベランダから乗り出しても高さがわからない。自分がどういうところにいるかというこ

とが相対化できないのです。

今の子どもたちは偏差値教育の中で高校も大学も輪切りにされていて、そのセクターでの交友関係は

広がっているけれど上と下が結び合わない。ということは、はたから見ている格差に気づかないという

ことが起きているのではないかと感じました。

それから個人化。何か問題が起きた時に、問題は自分にあるのではないかと思う人たちが非常にふえ

ています。派遣先企業や派遣会社が理不尽だというよりは自分が勉強してこなかったことが問題なので

はないかと感じるわけです。当時、自己責任論などもありましたが、そういう傾向が強まっています。

場合によっては、ケアをしたり、カウンセリングをすることで逆にその問題を「内面化」することにつ

ながっているということも無きにしも非ずではないかと思います。自分の居場所を承認できないという

ことがそういうことを通じて起きたのではないかということです。

もう一つは、社会的なつながりの希薄化。メル友はいるのだけれども頼れる人がいない。本当の友達

がいない。連合総研が行っている『勤労者短観』という調査があります。その中で「社会とのつながり

と勤労者の抱える不安」というトピックス調査をこの４月に行いました。たとえば「困ったときに親身

になって相談できる人がいますか」いない人の割合が全体でも２～３割ぐらい。いないという割合が男

性に多いです。派遣村に集まる人たちは大多数が男性なのです。製造派遣の人が男性ということかなと

思っていたのですが、そうではない。「何だかんだ言って、女の子たちは友達のところに泊まりに行った

りするからな」「男性はなぜかそれができにくいから」という雑談が、テントで寝泊まりしていると聞こ

えてくるのです。誰もいないという割合は、年齢が高まるにつれて多くなる傾向がありますけれども、

ここには男女差が結構あります。
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部分はいろんな商品やビジネスがあるわけでそれはそれで勝手にやって頂ければいいわけです。

３．いま学校（義務教育）が果たしうる役割は？

（１）「社会」としての学校

基礎体力を養う場合に学校というのが一つの社会であるという認識が必要なのではないかと思います。

つまり「学校を出る」ことが「社会に出る」ということで、学校は社会の手前に位置するということに

なります。しかしそうではなくて、学校自体が十分に一つの社会であり、しかも家庭とか地域が弱って

いる時に、異質な人、嫌な人ともつき合わざるを得ないという場はほとんど学校しかないわけです。そ

れは逆に言うと学校の特権とも言えるし、社会的な役割とも言えるわけです。しかもそういう異質な人

たちと利害も含めて生身でぶつかり合うわけですね。これも子どもたちにとっては正に学校しかない。

このように考えると、既に子どもたちというのは立派な社会人だと考えられるわけです。

社会人に育てるのが学校だという考え方もあるかもしれませんが、子どもたちは既に社会人として現

に生きているわけですね。そうなると受け身の「教えられる」という存在に限らず、学校社会の一員と

して「参加する」主体になっていると言えるのではないかと思います。何かの準備ではなくて、今まさ

にここで基礎体力を鍛えていく。現に鍛えられているのだと思うのです。

（２）基礎体力は教えられない！

では、基礎体力というものを教えることはできるのか。この点は皆さんからもご意見をいただきたい

と思っているのですけれども、私は教えるものではないのではないかと思います。これは、もともと親

や教師の目の届かない所で体得されていくものなのです。どんなに自由だと言ってみても、学校という、

とりわけ授業という空間に持ち込むと必ず教師という権威があり、評価する主体があり、教えるという

ことになります。確かに要領のよさは育つと思うのですね。こういうことを言うとウケがいいだろうとか、

褒められるだろうとか。それが本当に身につく体力になるだろうかというとちょっと私は怪しいと思っ

ています。

４．「学校社会」の新たな可能性へ

（１）「広場」としての学校

キーワードとして提起したいのは「広場」という言葉です。「生活空間」でもどこか、教える、評価す

るということが伴っているので、もう一歩先へ行って、それを外すような場ができないかと思います。

閉鎖空間に対しては公共空間、教わるに対しては参加・運営、タテに対しては相互・交わる、評価に

関しては結果は問わない、教育者にはサポート役やメンバーの一員になってもらう。つまり子どもたち

の一人一人にこの居場所の中で役割を持つという経験が自然に醸成される。自然に醸成するというのは
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医療のほうでチーム医療という考え方が導入されつつあります。医師法で医療行為は医師に限るので、

ケアする方は爪も切れないという介護の問題がありますが、医療チームと同じように子どもにとっての

サポートがチームであってもいい。逆に言うと担任の先生が一人で抱え込むのではなく、チームとして

相対する。カウンセラーだけでなく、もっともっといろんな分野の方、あるいは土曜日専門の担当の方

がいてもいいわけですし、パーソナルアドバイザーの方も含めてチームがチームに相対するようなこと

が不可欠なのではないかと思います。

教師にまじめな方が多いのは、教員の採用のコースが画一的だからなのではないかと思います。もっ

と複線化し、いろんな分野の方が来てもいいし、学科の専門ではない方が来てもいいし、職業経験が豊

富な方をどんどんふやしてもいい。学校に入ってからも、みんながみんな管理職になるのではなく、専

門職一本で行くというような複線があってもいいと思います。お金の手当も含めていろんな問題がある

と思いますが、そんなふうに考えています。

学校と地域の連携は、土曜日のことに即して言えば、子どもの安全の問題などいろんな障害があると

思います。親たちも含めて、運営主体ではないけれどもサポートする仕組みをつくっていくことも必要

なのではないかと思います。その辺から第一歩を踏み出すということが改革なのではないかと思います。

一世代というのは大体 30 年ですが学校は 10 年ですね。小学生が 10 年で大学生になり、教育現場の

先生として出ていくわけです。「広場」の取り組みが 10 年続けられて、10 年すれば「広場」育ちの先生

が出てくるようになれば、学校の風景も相当に変わるのではないかと思います。

第５節 伝わらないことから

劇作家、演出家、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授

平田 オリザ

１．子どもの表現を待つ勇気

きょうは今までやってきたことをご紹介しながら、主にコミュニケーション教育について話をさせて

いただければと思っております。

経団連の調査によれば、上場企業の採用担当者が選考に当たって重視した点として、「コミュニケーショ

ン能力」が 81.5％でダントツ１位です。ちなみに「語学力」は３パーセントぐらいなので、大学が企業

の要請だけに合わせて授業をするならば、英語の授業を週に１回に対し、コミュニケーションの授業を

25 コマやらなければならないはずなのです。要するに語学だけできても就職はできない時代になってい

るのです。
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国語科でもコミュニケーション教育とか、「話す」「聞く」をちゃんとやりなさいということを強く指

導していますが、これは無理なことだと思っています。だって国語の先生の半分はコミュニケーション

能力があるとは限らない、部屋で本を読んでいるのが好きだから国語の先生になったわけです。すごくコ

ミュニケーション能力があるからなったわけではないと思うのです。言葉に関しては他の人よりはちょっ

とは関心があるかもしれないけれど、コミュニケーション教育を国語科に押しつけていいのかというこ

とは相当大きな問題として残ると思うのです。今現場では、かつて技術科にコンピュータが入ったとき

に中高年の先生がものすごくご苦労されたと伺いましたが、それと同じような状況になっています。「話

す・聞く」をどうやって教えるのかと。

実際の演劇の授業では、小学校の５、６年でも同じ教材で、45 分とか 40 分の授業の３，4 コマで、

とにかく発表まで持っていきます。見る、見られるという環境をつくっておくと２時間目のモチベーショ

ンが上がります。

２時間目が一番大事で、ここに「読む」「書く」「聞く」「話す」の四つの要素が全部入っています。グルー

プワークですから僕はできるだけ介入しないわけですが、そうはいっても授業なので止まっちゃった所

にはアドバイスをしに行くわけです。先生が来るまで何を話すかなかなか決まらない班がある。そこに

行って「何を話す？」と言うとだめなんです。しーんとしちゃうのです。「いつも何を話すの？」とか「今

朝何を話した？」と聞くと大体何か出てきます。話し言葉というのは垂れ流しているので、それを一度

せき止めて意識化させ、文字化させるということが一連の作業のポイントなのです。

「何を話した？」と言い合ううちに「話さない」子が出てくるわけです。「寝てるから」と。そこで、じゃ

あ寝てる子もつくろう、と。またはもっと黙っている子に聞くと「いない」と言うんですね。「遅刻ぎり

ぎりに来るからいない。だから友達が何を話しているか知らない」と。いいね、じゃあ遅刻してくる子

もつくろう、と。それで３時間目になると、まじめにみんなで宿題の話をしている班よりも、宿題の話

をしている横で突っ伏して寝ている子もいて、「やばい、やばい」と途中から入ってくる子もいる班のほ

うが演劇的には圧倒的におもしろくなります。

そのときに子どもたちは、「話さない」ということも表現、あるいは「いない」ということも表現なの

かもしれないということに気がついてくれるわけです。表現ということに対する幅が非常に広がる瞬間

があります。しかしこれは従来の国語の授業からすると、多少逸脱したものかもしれません。文科省が

養成している国語教育の大きな柱は、「読む」「書く」「聞く」「話す」です。「話さない」というのはない

ですね。「いない」となったらもう授業じゃなくなってしまいますね。でも私たち芸術家から見れば「話

さない」というのは立派な表現、「いない」ということさえ主張です。

日本でもこの 20 年、表現教育、コミュニケーション教育と言われてきましたが、日本の表現教育は子

どもの首を絞めながら表現しろ、表現しろと言っているようにしか見えない。熱心な先生ほどそうなん
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います。だから表面的には、閉じたコミュニケーション能力はどんどん上がっているわけです。しかし

それはグローバルに考えると全く価値のないコミュニケーション能力だけを育てるような結果になって

いるのです。

ではどうすればいいか。一番いいのは体験教育だと思います。高齢者施設に連れて行ったり、障害者

施設に連れて行ったり、外国の方とたくさん会う経験をさせたり、地域社会に引っ張り出したりする。

異なる価値観、異なるライフスタイルを持った人とできるだけ多く出会わせる。しかしこれには限界が

あります。予算も限られているし人員も限られている。セキュリティの問題もあってそんなに子どもを

外に出せません。そこでも演劇というものが大きな役割を果たすのです。演劇というのは他者をシミュ

レートすることができるわけです。体験教育ほどの力はないのですがお互いに他者を演じ合うことがで

きるのです。ここに演劇教育の大きな要素があるのではないかと思います。

とにかく伝える技術を教えることよりも、伝えたい気持ちを持たせる教育というものが大事です。そ

れからただやればいいというものではなくて、発達段階に応じたテキストとかプログラムとか、実は科

学的な知見が大事な時代になってきたということです。

３．技術としてのコミュニケーション教育

僕は仕事柄、子どもたちのコミュニケーション能力についてよくインタビューを受けます。マスコミ

は、子どもたちのコミュニケーション能力が著しく衰退している、表現力が危機に瀕している、という

ようなセンセーショナルな言葉を求めたがるわけですが、そんなことは全くありません。どちらかとい

うとコミュニケーション能力は上がっているんです。そういう人たちには、「あなたたちよりは今の子た

ちのほうがダンスは絶対に上手いと思う」といつも言ってやりたいと思っています。ダンスが人間の気

持ちを伝える最も重要な表現力だとする文化の国はいくらでもあるじゃないですか。ブラジルとかキュー

バとか。そういうところでは日本の中高年男性は最も表現力のない、コミュニケーション能力のないだ

めな部族です。極端なことを言えば、多少言語能力が落ちたといっても身体能力がそれを補うのならば、

それでいいかもしれない。

問題はモチベーションです。子どもたちの表現力が落ちているのではなく、表現に対するモチベーショ

ンが落ちているのです。だって表現する必要がないのですから。

また、コミュニケーション能力の顕在化と僕は呼んでいますが、どういうことかというと、コミュニケー

ションを不得意とする人が顕在化してきたわけです。全体のコミュニケーション能力が上がっていると

しても、一定数、口下手な子というのはいるわけです。こういう子たちは昔、旋盤工とかオフセット印

刷とか、文字通り手に職をつけることで一生生きて行けたわけです。ほんの十数年前までは無口な職人

というのはプラスのイメージだったわけです。でも今は無口だと就職できないのです。
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ンしかないそうです。一つは体育会系の学生。もう一つはアルバイトをたくさんやっている学生です。

要するに大人との接触に慣れている学生です。これは本当に慣れの問題です。でも僕は、大学院生たち

には、「二十歳過ぎたら慣れも本人の特質に数えられちゃうんだよ」と言います。就職の面接で「私、実

はコミュニケーション能力があるのですけれど慣れていないだけなんです」と言っても相手にされない。

逆に言えば慣れておけばいいだけなのです。

では、いつ慣れるのか。18 歳や 20 歳では遅い面がある。たとえば 20 歳まで自分の親と先生以外の大

人としゃべったことがないなんていう学生がいるのです。もっとかわいそうなのが中高一貫の男子校で、

自分の母親以外の異性としゃべったことがないという男子学生がたくさんいるのです。中高一貫、男子

校、進学校というのは「コミュニケーションの三重苦」と呼ばれています。これはキャッチアップする

のがなかなか大変なんです。大抵の子は大学に入ってから遊んだりバイトしたりしてキャッチアップし

ますけれども、18 ～ 19 歳になってしまうとキャッチアップできない子が出てきてしまう。だから子ど

ものうちから大人との接触に慣らしておく。昔はきょうだいとか地域社会で普通にできていたことだけ

ど、やれない社会を私たちがつくってしまいました。だとしたら教育がある程度フォローする必要がこ

れからは出てくる。

上意下達型の従来型のコミュニケーションは、徒弟制度で身につけるものでしたが、そんなものはも

うないわけです。たとえば、医者や看護師のたまごで 25 歳ぐらいまで一度も身近な人の死を経験してい

ないという人たちがたくさんいます。これはしょうがないですよね。おじいさん、おばあさんが亡くなっ

ても一緒に暮らしているかどうかで悲しみの度合いは違います。市民の側からすればちょっと不安なこ

とですよね。身近な死を一度も経験しないで医者や看護師になる。それで患者の家族の気持ちがわかる

のかと。私たちが不安になるのは当然です。ですから私たちはそれをどこかでシミュレーションするよ

うな教育を組み込んでいかなければいけないのです。

教室だけではなく、インターンとかボランティアも含めたプログラムを組み込んでいくしかないので

す。社会が変わったのに、従来の形でやれると思ってはいけないということなんです。

４．コミュニケーションデザイン

アメリカでホテルに泊まってエレベーターに乗って他人と乗り合わせると、無言ということはまずな

いわけです。「Hi!」とか「How are you?」とか言います。では、アメリカ人はコミュニケーション能力

が高くて、私たちはコミュニケーション能力のない、だめな民族なのか。そういうことでもないと思い

ます。アメリカというのはそうせざるを得ない社会なわけです。多民族国家の宿命で、自分が相手に敵

意を持っていませんよ、ということを声や形にしてきちんと表さないとストレス、緊張感が溜まってし

まう社会なのです。私たち日本人は島国、村社会でのんびり暮らしてきましたから、そういうことを声
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「スピーチ」

「教授」これは大学の言葉です。

「対論」ディベート、これは裁判で使う言葉です。

「対話」

「会話」

「独り言」

これ以外にもいろいろあるわけですが、この中で特に対話と会話を区別することが大事ではないかと

いうことを、ずっと言ってきています。dialogue  と conversation では、日本語ではあまり区別がない。

辞書を引いても「対話＝１対１でしゃべること」なんて書いてあります。あまり意識されていないのです。

そこで、僕なりの定義があります。会話というのは親しい人同士のおしゃべり。対話というのは知ら

ない人同士が情報や価値を交換したり、知っている人同士でも価値観が異なるときのすり合わせを指す。

演劇というのは、基本的に対話を要求する表現なのです。

知っている人同士でも価値観の異なるときに対話が起こります。一番わかりやすい例は『忠臣蔵』です。

実際には、赤穂藩には 300 人の侍がいたそうです。この侍たちは関が原から 100 年もたって完全にサラ

リーマン化していますから、ふだんは会話ばっかりしていたわけです。「あそこの村は年貢の取り立てが

大変でさあ」とか「あそこは豊作だからがっぽり取れますよ」とか今の税務署員みたいな話をずっとし

ていたわけです。ところが江戸でばかな殿様が大事件を起こしてしまったために藩が取り潰されること

になった。そういう大きな運命に直面したために、この人たちがいろんなことを考え始めたわけですね。

「いやいやいや、殿が死んだんだったらおれも切腹だ」とか「城に立てこもるぞ」「討ち入りだ」とか「いや、

うちは家族もいるのでお金だけもらって再就職します」などいろんな人がいます。そこで、対話、議論

が始まるわけです。

ある集団が大きな運命に直面したときに、その成員一人一人から自分でも思っていなかったような価

値観が表出して対話が始まる。これがドラマの構造です。演劇というのは基本的にこういう対話を要求

するのですが、残念ながら日本の文化の中に対話というものがほとんどないのです。

日本は千年ぐらいの間、文化的に鎖国をしてきましたし、幸か不幸か他国を植民地支配することもさ

れることもなく日本語は成長してきました。これだけ他言語の影響をほとんど受けてこなかった言語と

いうのは珍しいのです。それから国境線と言語の境界線が全く一致している孤立した言語と言ってもい

いわけです。

特に、徳川幕藩体制の中で、人口の流動性の低い社会を私たちはつくってきました。稲作文化の特徴

でもあるわけですが、米は、全員で田植えをして全員で草刈りをし稲刈りをしないと収量が上がらない

という食物なんですね。そこで、狭い範囲で知っている者同士がものすごく緊密なコミュニケーション
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ぐらい意味伝達とは関係ない無駄なものが含まれているかという数値です。これは言語学、今はコン

ピュータの世界でもよく使われている言葉です。

先ほどの「演説」「スピーチ」「教授」「対論」「対話」「会話」「独り言」、この中で冗長率の一番高いの

はどれでしょう。普通に考えれば「会話」が冗長率が高いと思いますね。ところが会話というのは知っ

ている人同士のコミュニケーションなので冗長率は低いのです。あまり無駄なことは言わないのです。

一番冗長率が低いのは長年連れ添った夫婦の会話なんです。「めし、ふろ、新聞」。これはものすごい冗

長率が低いんです。演説やスピーチは冗長率を低くするほうがきれいに聞こえます。「えー」とか「あー」

とか「まあ」とか言っているとあまりよくないとされます。

実は冗長率が一番高いのが対話です。これは異なる価値観を持った人とのすり合わせなので「ええ、

まあ、そういうご意見があることも、まあ、重々承知はしているんですが……どうでしょうか、私とし

ては……」と、ここまで何にも言っていないんですね。ものすごい冗長率が高いんです。

今までの国語教育は冗長率を低くする方法だけを教えています。「無駄なことは言うな。論理的にしゃ

べれ、きちんとしゃべれ、正しくしゃべれ」。ここが今までの国語教育の一番の問題点だと僕は思ってい

ます。でも、対話はどうしても無駄なことを含むのです。論理から逸脱することもあるのです。黙って

しまうことも作戦かもしれない。今までの国語教育では全部省かれていますが、実はこの無駄が大事な

んです。これからの子どもたちに必要なのは、冗長率を操作する能力なのです。

小津安二郎監督の『東京物語』の冒頭のシーンを見てみましょう。

細君「お早うござんす」

とみ「ああ、お早う」

細君「今日お発ちですか」

とみ「え、昼過ぎの汽車で」

細君「そうですか」

周吉「今の中に子供たちにも会っとこうと思いましてなあ・・・」

細君「お楽しみですなあ。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうで」

周吉「いやァ、暫く留守にしますんで、よろしくどうぞ」

細君「えっえっ、ごゆっくりと。―――立派な息子さんと娘さんがいなさって結構ですなァ。

本当にお幸せでさあ」

周吉「いやァ、どんなもんですか」
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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第１節 韓国教育調査の趣旨と日程

１．趣旨 ・目的

未来の学校づくり研究会は、2012 年３月５日（月）から３月７日（水）、議論の参考に資する比較考

察の目的で韓国の教育について調査を行った。

今回の調査では、日本で課題となる下記のAからDの内容を柱とし、それに応じた調査先を決定し、

訪問聴取した。

Ａ 韓国の不登校・発達障害児に関わる社会教育施設の調査

	 （ウイセンター（Wee	Center）、アイウィルセンター (I	Will	Center)）

Ｂ 韓国における才能教育に関する調査

	 （ソウル大学、高麗大学英才教育院）

Ｃ 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

	 （韓国教育開発院（Korean	Educational	Development	Institute,	KEDI））

Ｄ 学校と地域社会との連携に関する調査

	 （永東初等学校）

参加者は９名であり、その他通訳１名を加え、総勢 10名であった。

２．参加者

未来の学校づくり研究会委員のうち参加者は次の９名であり、参加者の肩書きは 2012 年３月１日現

在である。

１）神代 浩	 国立教育政策研究所教育課程研究センター長・生徒指導研究センター長

２）小牧孝子	 学校法人ケイ・インターナショナル・スクール東京副理事長

３）左京泰明	 特定非営利活動法人シブヤ大学学長

４）白井智子	 NPO法人トイボックス代表理事・スマイルファクトリー代表・スマイルファクトリー

ハイスクール校長

５）中島 徹	 独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援部主任調査員

６）藤崎育子	 開善塾教育相談研究所相談部長・神奈川県藤沢市教育委員

７）三宅なほみ	 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構副機構長・東京大学大学院教育学

研究科教授

８）吉田敦也	 徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部教授・地域創生センター長
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	 Kim,	Tae-Jun,	Research	fellow,	Future	&	Higher	Education	Research	Division,

		 Office	of	Education	for	the	Future

・Dongbu( 東部 )Wee	Center

〈 住 所 〉Seoul	Dongbu	District	Office	of	Eudcation,	245	

Jeonnong-ro,	Dongdaemun-gu,	Seoul,	130-853,	Korea
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（２）放課後学校の実施

「放課後学校」とは、学校の正規課程外で提供されている有料プログラムで、その内容は保育プログラ

ムから学習プログラムまでと幅広い。元々は児童生徒の創造を育む多様な教育機会の提供という理念か

ら構想されたが、近年においては、学習塾や家庭教師など、「私教育」と呼ばれる学校外学習活動の費用

負担の軽減という文脈で推進されている。受講料は民間の塾の 3分の 1程度であり、低所得層向けのバ

ウチャー券制度もある。

放課後学校の各種プログラムは、その内容からおおよそ次の 3種類に区分される。

○ 「教科プログラム」

各教科に関する水準別学習プログラム。英語や数学、理科などが人気。

○ 「特技・適性プログラム」

芸術やスポーツなど、児童生徒の特技を伸ばすプログラム。

○ 「初等保育プログラム」

低学年（小学校 1～ 3年）を対象とする学童保育。

小学校では特技・適性プログラムが多く実施されているが、中学校・高校では教科プログラムが中心

となる。正規課程の授業内容の補習ではなく、あくまでも独立した内容のプログラムとすることが原則

である。

プログラムの講師は、外部講師のほか、当該校の教員が務める場合もある。教員にとっては正規業務

外の業務であり、講師を務めた場合は通常の俸給とは別に手当を受けることができる。

2011 年現在、放課後学校は全学校（小学校～高校）の 99.9％で運営されており、全児童生徒の

65.2％が何らかのプログラムに参加している（表VI －２－２参照）。

기러기 아버지（キロギアッパ）の増加

キロギ（雁）のアッパ（お父さん）は、英語習得や多様な教育機会を求めて海外に渡航

した妻子を経済的に支えるため、韓国内に留まり勤労に励む父親のことを指す。父親の経

済的困窮や家族関係の崩壊などの問題が生じていることも指摘されている。小中高の段階

での留学は「早期留学」と呼ばれ、これまで推定で約１万人が留学したといわれる。

ただし、義務教育段階の「留学」は、法的には「無断欠席」となり、学力が認定されな

い。そのため、韓国の学校に戻る場合などには学力検定試験などを受ける必要がある。
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は、「ソウル大学とコリア大学」、｢ソウル大学と永東初等学校｣「Wee	Center と I	WILL	Center」、「I	

WILL	Center とソウル大学」の４点について行った。要点を記載すると、次のようになる。

（１）ソウル大学とコリア大学

第一に、官立トップ校対私立トップ校との間には見事な対比が感じられた。私立はトップであっても

この対比がある以上 ｢トップ｣ にはなり得えない。ソウル大学が ｢研究者はここへ来れば最高の研究環

境と地位を得られる｣ という一種の既成事実の上にトップを保っているのに対し、コリア大学はそのポ

ジションを活かしソウル大学にない多様性を目指した方向性を見出そうとしている。

官立トップ校であるソウル大学がどのような入学者を受け入れ、どのような教育方針で ｢エリートを

輩出してゆくのか｣ について、担当者の説明は、｢トップがトップで有り続ければ、そこには必ずトップ

になり得る人材が集まり、トップを輩出し続けることができる｣ という趣旨に終始した。ソウル大学（だ

け）が、国際的に通用する教授陣と研究環境を揃え、高等学校卒業までに最も優秀な成績を収めた生徒

を上から選択的に入学させ、ソウル大学（だけ）が提供できる教育によって彼らがエリートになり得る

チャンスを提供できれば、ソウル大学は将来ともどもトップであり得る。この理念が、ソウル大学の教

授陣のほとんどをソウル大学院で修士を取得しさらに国外に留学して博士号を取得したものに限定する

理由でもあり、またその成果でもある。このモデルが成立する背景には、閉じられた社会組織が想定さ

れているだろう。事実説明担当者からは、韓国の人口と、韓国が海外にもつ韓国人ネットワークの大きさ、

強靭さへの指摘があった。この制約によって、ソウル大学で一旦教授になれば、韓国内では最大の研究

費と研究環境が提供でき、その成果を国際的なネットワーク上で発信できる。この ｢閉じられた社会組

織モデル｣ が将来どう変容し得るかについては、質問への答えとしてもほとんど語られることがなかった。

これに対しコリア大学では、医学部の将来に向けてのエリート教育について、主にはその理念を聞く

ことができた。そこには大学から積極的に高等学校に向けてサービスを提供しつつ高校と大学の両者の

現状を変え、将来的に ｢今よりも良いものに｣ しようとする視点があった。また医学部の国際性の位置

づけについても国際的な共同研究が盛んになるとしたら、それにつれてコリア大学の取組みそのものが

変化する可能性があり、その可能性を受け入れて変革することを見据え、歓迎する視点があった。ソウ

ル大学の ｢一点定点型｣ とは明らかに異なる「多点変革型」のエリート育成ビジョンであるように受け

取れた。

国際的に多様な視点が入りこみ、国内人口は多いが国際ネットワークに関しては圧倒的に弱い日本か

ら見ると、コリア型ビジョンの方が親近感を感じる。が、ソウル大の安定したビジョンは、現在のその

安定度の高さゆえにもうしばらく安定したままなのだろうとも感じた。将来的にソウル大型とコリア大

型、どちらのエリート・ビジョンが韓国の高等教育政策を牽引してゆくのか、日本では実験できないこ

とだけに興味深く感じた。





199

をベースに高学年では特定の楽器を担当し、年次オーケストラ演奏に持ち込む。社会人による支援も大

きい。その意味で、この放課後プログラムは、通常の授業とも上手く連携されて「大きな成果を上げて

いる」と言える、だろう。

が、このようなプログラムを大学側がどう評価するかはまた別の問題であるようだ。ソウル大で私た

ちに対応した白淳根全学入試本部長は、正式の場ではなく、夕食をはさむインフォーマルな場でだが、

これらのプログラムについて「小学校で、本物のプロにはなり得ない質の経験をさせるだけ」とコメン

トした。ソウルでは、地域に支えられ勉学に励む小学生の ｢経験を豊かにする｣ だけのプログラムは、

ソウル大学を頂点とした ｢エリートによるエリートの輩出｣ モデルとはあきらかに異質なものとして、

両方存在する。これが韓国の強みかも知れない。

	

（３）Wee Center と I WILL Center 

競争的な学校文化への不適応という大変定義し難い多様な ｢状況｣ を対象に不適応児を一般的に支援

する	Wee	Center	と、ネット中毒といういわば一つの尺度で定義し得る状況への支援を試みる	I	WILL	

Center	も対比的な性格を持っている。いずれも取り出し型の支援を実施しているが、Wee	Center	は

学校に隣接し、学校に戻すことを目指している（ように受け取れた）のに対し、ネット使用度という一

つの尺度で定義しうる不適応を扱う	I	WILL	Center	はむしろネット使用から ｢離す｣ 方向での支援に重

点がある（ように受け取れた）。

この対比は、これも十分詳しく聞き出すことができなかったが、両者のこれまで採用してきたプログ

ラムの変遷に垣間見られたように思う。多様な不適応に対応する	Wee	Center	が ｢本人に自信を持た

せる｣「本人に持たせた自信を基盤に、学校文化への復帰を目指す（学校の物差しが固定的過ぎで不適応

を起こしていたとしても、本人が自分自身に内在する物差しで自分を測れるだけの自信を持っていれば、

固定焦点的な文化にも対応できる）」という、比較的抽象度の高い路線に収斂する形でさまざまなプログ

写真 VI −３−１−２ 永東小学校 写真 VI −３−１−３ 永東小学校にて校長先生と
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３．専門知識に基づく日本との比較考察

２で取り上げてきた対比が成り立つのは、ソウル大学が体現している（あるいはそのように説明が可

能だった）｢閉じられた世界に一つの頂点がある｣ ことに依拠するエリート・モデルが存在するから、で

あるように思う。今の日本には、そのようなモデルが存在し難い。一部にはまだあるが、その ｢権威｣

はソウル大が提供し得るものとは比較にならない。

そういう現状の中で、日本の次世代育成モデルは価値の多様性への寛容、多様性を逆手に取る人の潜

在能力の育成など、より複雑なプロセスを経た、定義のし難いエリート教育を志向することになる。こ

れを本格的に試行するには、教室で起きる学びのプロセスの細かいレベルでのデータ化や分析、多様な

｢教え方｣ を教室で一人一人の教師が一定程度実施できる教育力そのものの定義のし直しと新しい研修方

法の開発、実施、評価など、新しい取組みが必要になる。

４．感想

今回の訪問は報告者にとって、日韓の教育事情を比較する、という今までにない角度から、報告者自

身が抱える ｢次の課題｣ の意味づけを見直すチャンスになった。３で述べたようなこれからの日本での

｢未来の学校｣ を構想する取組みに欠かせない視点について、韓国での現状は今回の視察ではまったく視

聴することができなかった。このような方向での日韓の協力には、今考えられている以上に大きな可能

性があるのではないかとも思う。そのためには、また別の視察が必要になるだろう。

３−２ 韓国における才能教育の体系化
中島 徹

はじめに

世界の先進国の中では珍しく、日本の公教育に於いては、才能教育のプログラムを公式に位置づけて

こなかった。また、児童・生徒が持つ才能（個性）をどのように定義し、どのように認定し、どのよう

に育てるかという議論もあまり活発には行われてこなかった。

しかしながら、最近ではスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業のように、特定の分野におい

て卓越した個性・能力の伸長を目指す取組みも行われており、「子どもの個性を重視」して、「多様な教

育ニーズ」に応じた学習機会を提供することは、社会的にも認められつつあると考えてよいだろう。

昭和 46年の中央教育審議会答申で「個人の特性に応じた教育方法の改善」の必要性が語られたことを

機に、以降の答申等でも繰り返し述べられており、平成 23年度より実施されている新学習指導要領でも、

総則に於いて「個性を生かす教育の充実に努めなければならない」と記載されているが、個々の児童・

生徒が持つ才能の違いを認定して、個に応じた教育を行うための具体的な方略は示されていない。
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ての役割の五つのミッションを掲げて活動を行っている。その主な機能は、(1) 才能教育における基本ポ

リシーの研究開発、(2) 才能教育のための教員研修と教材開発の実施、(3) 英才教育データベース（Gifted	

Education	Database）の構築と運営、(4) 才能教育を支援するシステムの研究開発の四つの役割があり、

22人の主要スタッフ（HP掲載の 2010 年の人数）とプロジェクト毎の協力スタッフで運営されている。

韓国の英才教育振興法では、「英才」を「卓越した才能を持ち、その潜在的な可能性を伸ばすための特別

な教育を必要としている人」と定義して、①全体的な知性、②特定の学術分野の適性、③創造的思考能力、

④芸術的才能、⑤身体能力、⑥その他の特別な才能をその対象としている。

具体的には、「英才教育データベース（GED）注3」に「英才学級」と「英才教育センター」に参加した

児童・生徒の履歴が登録されていて、高等学校の段階から、その履歴をもとに才能児として認定して「英

才学校（科学英才高校）」に進学することができる。早い段階から高い潜在的な可能性を持った生徒たち

と共に能力を伸ばすための教育機会を与え、さらに高等教育段階ではより高度な大学院レベルの教育機

会を与えるといったシステムが構築されている。

「英才学級」は、2011 年は全国で 2,238 教室が、小・中・高校の課外活動として任意参加で開講された。

主に数学と科学をテーマとしており、20人以下の少人数制で、放課後や休日に週に２～４時間程度の活

動が行われている。参加の選考は 12月から 2月に実施される。

「英才教育センター」は、2011 年は大学が運営するものが 61、地方教育事務所が運営するものが 357

開講されており、放課後や休日に実施するだけでなく、一部のセンターでは 70～ 450 時間が正規の授

業時間中に実施されている。参加の選考は同様に 12月から 2月に実施される。

「英才学校（科学英才高校）」は、12歳（中学 1年段階）から飛び級で入学することができるフルタイ

ムの正規課程の高等学校である。2011 年は、韓国科学英才高校（KAIST 附属高校）、ソウル科学高校、

京畿科学高校、大邱科学高校の４校が科学分野を対象とした英才学校として認定されている。入学の選

考は 5月から 8月に行われる。

2011 年は、小・中・高合わせて 111,898 人が

才能児として認定されて特別な教育機会を与えら

れており、これは全児童・生徒の 1.59%に当たる。

才能育成の施策の当面の目標としては、今後 5年

間で 3%に拡大したいということであった。

また、対象となる領域は、科学技術領域（数学、

科学、情報科学、理数）が合計 95,214 人で全体

の 85%を占めている。韓国における英才教育は、

「多様な潜在能力の開発」をビジョンとして謳いな 図 VI −３−２−１ 韓国の才能児の認定数の推移
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うな合宿プログラムを行う計画だ。

英才教育院の運営には、教員養成学部の一般教育科と数学教育科のほぼ全教員が参加している。さらに、

教育研究所の研究者や英才教育のツール開発をテーマとして研究している博士課程の学生等も参加して

指導にあたる。

数学のカリキュラムは、代数、幾何、活動数学（体験を通じて数学的な思考を養う科目）、情報の４領

域で構成する。また、情報のカリキュラムは、データモデル、アルゴリズム、情報機器とネットワーク、

情報の保護の４領域で構成する。

教科教育研究所と情報教育研究所が協力して、７～８年前から小中学生を対象とした教具や学習方法

の研究を行っており、その研究成果をベースに、単に大学生用のカリキュラムを小中学生向けにアレン

ジするのではなく、直感的に自分で考えて解くような問題を集めて、この英才教育院の児童・生徒のた

めの独自のカリキュラムと教材を構築した。

高麗大学では、このように既に先行して実施している他の英才教育院とは異なるコンセプトで取り組

んでおり、児童・生徒の選考方法も、例えば数学課程では、単に数学の能力を問う問題ではなく、直感

的な観察力や想像力を判定することができるように工夫して選考している。

情報教育の研究によって、指導方法によって教育成果に有意な差が生じることがわかってきた。例えば、

オブジェクト指向の発想法や、JAVAでプログラムをすることを身につけさせるためには、従来の指導

法では上手くいかない。

発想の違った人材、新しい分野を創造する人材を生み出すためには、従来とは異なる新しい教育法が

必要だと考えており、将来的にはこの英才教育院で実践する教育手法やカリキュラムを、英才児だけで

なく一般の児童・生徒を対象として広めていきたいという希望も持っている。

Won-Gyu	Lee 教授によると、韓国は資源に乏しい国であり、基本的に人材を開発する以外に国を発

展させる方法はないという認識が国民全体に浸透しており、才能教育を推進して国をリードしていく英

才を育成することについての理解は高いということであった。

３．まとめと感想

今回の調査では、国立英才教育研究センターで韓国の英才教育のこれまでの流れと現状について把握

し、その中で新しいコンセプトで英才教育機関を開講しようとする高麗大学の取り組みについて調査す

ることができた。

韓国では、国が支援して才能児の認定を行い、それぞれの児童に応じた教育機会を与える才能教育が

行われている。才能児の認定率が 1.59%程度という現状では、まだ特定の分野に特化したエリート教育

という色彩が濃いように見えるが、多様な才能のあり方を認めて、思考力や創造性の高い児童・生徒の
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6. 独立行政法人科学技術振興機構は、「スーパーサイエンスハイスクール支援」、「次世代科学者育成プログラム」、「サイ

エンスキャンプ」、「科学の甲子園」等の事業を通じて、理数分野の才能育成のための学習機会を提供している。

３−３ 韓国の ICT状況
吉田 敦也

１．総括

韓国ソウルにおいて、未来の学校づくりに関連した教育政策や学校教育の事例の視察とヒアリングを

行った。また、移動時間や待ち時間などを活用して、市内の様子、人々の行動様式、表現形を街角ウオッ

チングした。その結果から韓国の成功／独自性を導いている根源的な点を総括する。ただし、あくまで

も外からみた感想／印象に基づくものである。

①記号性の高い社会を基盤としたマネジメント型の教育／学習

韓国のソウルでは、ルールや方策を記号的に明示する社会と生活が日常化されており、教育や学習は、

そうした社会生活慣習を基盤に、マネジメント型の教育が現場実践され、戦略展開されているように感

じられた。

②他者や異なる考え方に目を向け・耳を傾け・受けとめるスタイルの教育／学習

多言語化した社会のなかで、つまり、異文化共生を前提とした社会において、独自の文化の維持／形

成や教育政策を進めている。子どもたちは、異文化を、あえて自国化せず、認識のレベルでそのまま受

け入れており、価値観の多様化を自然に進めている面があった。

③先見的で予防的なプログラム開発による教育／学習

ひきこもりや依存症も、すべては前向きに解決しようとしていた。それを幼年から青年まで支援がリ

ンク可能な形のプログラム開発や組織編成がなされているように見受けられた。

④ ICT の積極的でコンテンツや活用策を伴った導入による教育／学習

教室にも、職員室にも、校長室にもコンピュータが十分あった。同時に、活用しようとする姿勢、コ

ンテンツ的な面での整備の方向性が見受けられた。

⑤日本とほとんど変わらない教育／学習の体制

断片的でごく短い時間の観察に基づくもので確かなことは言えないが、日本の教育／学習とどこが違

うのか、その差異を見いだすことは難しく、ある面では日本の方が進んでいるのではないかと感じられ

ることもあった。異なる点は、教育プログラムの実施を法制化したり、（実際にはわからないが）一致団

結した感じで実践、連携している点ではないか、という印象を抱いた。

⑥その他

未来の学校づくり、教材開発のヒントも得られた。
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公共サービスの案内、表示のあり方は、教育場面での「わ

かりやすさ」の設計につながる。その点では、ソウルの街

角は利用者中心主義を推測させる「わかりやすさ」があっ

た。

バスの車両自体に先進な印象は無いが、一方で、行き先

を示すサインは、大きく・わかりやすい電光掲示になって

いることがわかる。遠方からの視認性が高く、運行側にとっ

ても、乗車する人にとっても、わかりやすく、間違いを少

なくする方式を採用していることが観てとれる。

地下鉄 ICカード（Tマネーカード）のチャージャーでは、

操作手順を番号で示し、わかりやすさを重んじる意識が伺

える。

この観察は、帰国直前に、飛行機の出発待ちの時間に行っ

た。

ソウル市内では、道路標識は基本的に２か国語表示に

なっており、多文化共生を基本とする都市を感じさせる。

ハングルと英語の両方が使われていた。しかも、スッキリ、

わかりやすい。地下鉄の構内案内も同じであった。

	

	

◎一目瞭然型の電光掲示

◎地下鉄のプラットフォーム◎地下鉄車内の現在地点の表示
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公共サービスにも ICT化が進んでいる。

地下鉄（金浦空港→市内行き）の車内では若者層を中心

にスマートフォンを操作する人が多く認められた。

通信環境の充実が進んでいる。

地下鉄乗車中、地下部分でも地上部分でも映像通信など

が楽々行なえた。車内から日本へ向けて、ライブ映像配信

も行なった。

h t t p : / / t w i t c a s t i n g . t v / a t s u y a _ y o s h i d a /

comment/3935023-81872471

結論的に、ソウルでは、都市が「全体的」に整備されて

いる印象が強く、人の「暮らし」方を中心にした都市デザ

イン、サービス、それらをわかりやすく伝えるメッセージ

の積極的な発信などが各所に認められた。例えば、情報化

の面では、インフラの整備のみならず、機能的で合理的な

「利用」のあり方を意識した ICT化の促進が進められてい

た。同時に、国や人として、失ってはいけないもの、伝統、

プライドなどを大切にする様子もうかがい知れた。あくま

で一片の観察からの印象ではあるが、これらは日本に無い

「前向きな要素」「思想」と思う。

	

	

◎地下鉄 (A’Rex) はタッチ＆ゴー

◎地下鉄の構内には自販機の横にガスマスクを設置した
ロッカーもあった
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永東初等学校（ヨンドン小学校）の基礎データ

・南部教育庁に含まれる

・生徒の 3%が片親か貧困かの状態（ヨンドンは江南（カ

ンナム）の旧名）

・教育費は、全国平均値：257,000 ウオン／月とのこと。（上

記の数値等は聞き取りなので正確でないかもしれない）

政府筋の視察のためだとは思うが、視察を通じて、どこ

でも厚遇を受けた。教員なのか職員なのか区別はつかない

が、飲み物、果物などを愛想良く配ってくださった。甘酒

ジュースみたいな感じ。どこでも果物が必ず出される。

校長室で何より注目したのはプレゼン設備が充実してい

たこと。永東初等学校の校長室は、デフォルトとして、来

客に対して、デジタルなプレゼンを行なうよう作られてい

た。応接セット下手にパソコン画面をミラー出力する大型

液晶テレビがあり、上手の校長席（A）と執務机（B）の

２箇所から遠隔操作できるようになっていた。大型テレビ

は韓国 LG社製。ブランドは「X	Canvas」であった。プ

レゼン操作は教職員がサポートしていたが、そうした補

助者がスムーズに操作や支援活動できるよう設計されてい

た。パワーポイントのスライドショーやDVDの上映がで

きる。学校紹介のシナリオや資料も用意されていた。つま

り、ソウルの小学校の校長室は、プレゼンを想定して整備

されており、教育活動の紹介やミーティングを効果的にで

きるようになっている。

	

	

	

◎飲み物は「甘酒カンジュ？」
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( ５) 高麗大学を訪問

http://www.korea.ac.kr/

大学は 1905 年に設立、1946 年に総合大学として創設

された。スポーツの名門としても知られる。

2004 年より第二専攻を義務化している。

高麗大学は、日本でいう早稲田の位置づけらしい。学部

等：学部 22 大学院 23 研究センター 124、学生数：学

部 25,399 名 大学院 9,896 名 合計 35,295 名、教職員：

1,587 名

日本語も話せる、医学部解剖学科のウム教授は、ソウル

大学的なあり方が必ずしも全てではないという考え方を持

ち、大学の持ち味を生かした人材育成が並列するので良い

という見識を備えておられることがわかり、たいへん有意

義な情報交換、議論となった。ウム教授によると、韓国で

は幼い頃から大卒志向で、歴史的苦難から就職のための学

習、教育意識が高いと聞いた。

コンピュータ科学教育学科教授、学生部副部長（右）の

リー教授、同じコンピュータ科学教育学科教授、高麗大学

才能教育センター長（左）のスーン教授が遅れてミーティ

ングに参加した。リー教授は筑波大学に長期留学した経験

があり日本語が日本人並に堪能。日本の教育事情にも詳し

い。才能教育に直接担当し、専門領域のことを含めて、核

心に触れる議論があった。

	

	

◎立派な建物

◎ウム教授

◎リー教授とスーン教授
高麗大学では 2012/3/24 から英才教育院をスタート

させる。ソウル市教育庁から許可。メリットは社会貢献、
小中学校生徒への英才授業開発。特殊大学院などこうい
う教育方法を一般学生にも適応したい。
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訪問カウンセラーは 6時間 /学校で支援する。

【ミョンジ大学の教室・設備】

大学や学校にもよるのだろうが、ミョンジ大学では、教

室ごとに電子教卓（パソコンが中に入っている教卓）があっ

た。電子黒板がパソコンと連動している模様。教員がどの

ようなマルチメディア教材を使って授業を行っているかを

知りたいところである。

学校の情報化というとき、教育や学習の情報化と、校務

の情報化がある。こうした学校では、どのように教務情報

の処理や共有、連携などを行っているのか、そのあたりも、

次回の視察ではぜひ知りたいと思った。

教育と学習の情報化については、電子教材の種類や作成、

グループウエア的な教育／学習のための設備、児童、生徒、

学生の対応、反応、操作／技能的な面での教育／学習プロ

グラム等、どのような形で行われているのか、今後にでも

情報が得られたら望ましい。

	

	

◎タッチパネル式

◎電子黒板
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そこで、2008 年５月、李明博大統領直属のプロジェクトとして「学校安全マネジメントシステムの構

築」が選定され、これを大きな推進力として 2008 年には各地の教育委員会において小中高校生のため

の	Wee プロジェクトを開始。

Wee プロジェクトの第一義的な対象は不登校児童生徒とされている一方で、「普通の生徒」も対象と

記されており、明確に不登校予防という観点が意識されていることが見受けられる。

不登校児童生徒の為のセーフティネットの第一段階が学校内のWeeクラス。第二段階が市内の各地域の

教育部ごとに設置されたWeeセンター。第三段階が市や地方ごとに設置された	Wee スクール。

2008 年から 2010 年にかけてWeeクラス、Weeセンター、Weeスクール全てその設置数を大幅に

増やしている。

	

３．日本の不登校対応の状況との比較考察

３月６日、ソウル市東部	Wee センターを見学した。子どもたちの様子を見ることはできなかったが、

施設見学をさせていただき、センター職員・ソウル市教育庁からの説明を受けることができた。

日本で言う不登校の意味が韓国では少し違う、という説明。確かに、韓国で言う「不登校」は、一般

的に一時的に学校に行けなくなる状況を指しているという印象。不登校になった場合、学校ではなく

Weeセンターで対応。約７割の子どもがこの対応で学校に戻る。完全不登校の場合、青少年相談センター、

do	dream	center	で対応する、とのこと。

また、長期化している場合は、市や地方単位で設置されているWeeスクールで対応。寮で生活し、自

表 VI −３−４−２ Wee プロジェクトの現状
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４．感想・コメント

日本では地方分権という名のもとに、こうした不登校など学校を取り巻く問題に関して国家としての

目立った取り組みがみられないことに常々若干の苛立ちを感じてきた。韓国では大統領が中心になって

この問題に国家として取り組んでいることについて、単純に羨ましいという感想を持った。根本的な学

歴社会という問題にはまだメスが入れられている印象はなく、対症療法という面が強いということはあ

るのだが。

ただ、15年前に韓国の教育調査をしたときに深刻な問題とされていた激しい受験競争に関しては、状

写真 VI −３−４−４写真 VI −３−４−３

写真 VI −３−４−５
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治療するために、国が合宿を行っているほどである。また神奈川県の医師会において、韓国での青少年

のネット依存への治療についての講演が行われ、ソウル市内だけでも４箇所、相談センターがあること

がわかった。ぜひ一度訪れてみたいと思っていたところ、国立教育政策研究所の未来の学校づくり研究

会によって視察が実現した。

1． I WILL Center

私が訪ねたクアンジ I	WILL	Center は体育施設やプラネタリウムの設備もある青少年センター内に

あった。このセンターでは、月曜から金曜まで青少年のゲーム・ネット中毒についての面談や、中毒か

ら子どもが回復できるよう音楽（バンド活動）美術、料理といった体験活動プログラムを行っている。

このセンターができた背景には、日本より深刻な子どものネット中毒問題があると言われている。ソウ

ルの地下鉄に乗っていると多くの人が携帯を使っている。中・高・大学生と見られる若者が手にしてい

るのはスマートフォンだ。

韓国でも中高年は従来の携帯を使う人が多いようである。この傾向は日本と似ているが、中・高生の

スマホ普及率は日本よりはるかに高いだろう。ＩT環境においては整備も進んでいるようで、地下鉄の

中でも日本のように圏外になることはない。

知人によれば幼稚園児でも、携帯メールを使って友達と遊ぶ約束をするほどだという。幼児が文字を

覚えるのにパソコンを活用することが珍しくない韓国では、日本よりもネット利用を始める年齢は低い

ため、それに伴う問題も当然起こりやすくなる。ゲームやネットにはまり、他のことに関心を持てなく

なり、四六時中ゲームやネットをし、日常生活に支障をきたす子どものゲーム・ネット中毒（依存）の

問題である。

事態を重く見た政府は、韓国全土の小４、中１、高１の学年にあたる子ども全員に調査をし、中毒に陥っ

ている度合いを調べている。昨年の調査では、小１が 4.38%、中１が 4.89%、高１が 5.45%、合計２万

人を越える子どもが中毒に陥っている可能性がわかった。さらに予備軍としては６万人を越える子ども

がいるということもわかっている。また、大学受験を終え、入学を果たした後の新入生、大学 1年時のゲー

ムやネットの依存が高まっていることも懸念されている。

センターの相談員の話によると、300 件の面談予約が来ても、そのうち実際にセンターで面談となる

のが 200 件だという。嫌がる子どもを、親がセンターに連れてくることができないのだという。この点

は日本の不登校の問題に似ていると感じた。１回目の面談ができたとしても、ゲーム・ネット依存克服

までには継続した面談が必要であるが、来談が続くケースの数はさらに減るという。

センターは、日本の都道府県市町村にある相談センターや適応指導教室の雰囲気によく似ている。ま

た、韓国でも子どもの担任の先生と相談員と親の連携がある子どもは依存から早く脱却できるのだとい
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２．子どもの生きる力を育てるために

ソウルでの視察を行って、日本も韓国もこれからの時代、子どもをどう育てていくか共通の課題を背

負っていることを痛感した。

医療関係者の結論は、日本でも韓国でも、ネットやゲーム依存の子どもの治療はかなり難しく、いか

に予防できるかにかかってくるという。ネットやゲームで人とつながることの楽しさも否定しないが、

まずは実際に触れ合って、人と人との絆を深めることの素晴らしさを、子どものうちから無意識に数多

く経験させることができるかどうかにかかってくるという。

当たり前にネットやゲームに囲まれた子どもたちが依存や中毒に陥ることなく、上手く利用しながら、

仲間と助け合い、きちんと食べていける大人になるにはどうしたらよいか。それはやはり生きる力、つ

まり生活力をつけてあげることではないか。

I	WILL	Center では、パンづくりといった活動が子どもたちに人気があった。開善塾でも毎月合宿を

行っているが、料理ができるようになった子どもは、料理以外の場面でも動きがよくなり、自分に自信

が持てるようになる。そして、同じ年ごろの仲間からほめられたり、認められたりする経験が無意識の

うちに積み重なっていくと、学校に戻る勇気も育ってくる。仲間と過ごす楽しさを知った子どもは、ネッ

トの中での架空の世界で遊ぶことだけでは物足りなくなっていくのではなかろうか。

同じ釜の飯を食べるといった、仲間と寝食を共にする活動が、子どもを元気にし、ゲームや依存や不

登校を克服する鍵となると考える。

最後に、余談になるが以前ネットやゲームにはまり、大学を中退し、二十歳から 6年間ひきこもって

いた若者の話を紹介したい。

「ゲーム産業の人たちには、本当によいゲームを制作してほしい。いいソフトとは、子どもがゲーム

の中で「すごい」と思い、刺激を受け、実際に自分ももっと勉強しなくてはと思える内容のあるものだ。

売れることを第一にしたものは、子どもをただゲームの世界に誘い込む。また、1時間毎の休憩や身近な

友達も大事だよというような呼びかけをゲームの中で促す工夫も必要ではないか。」

3年間毎月合宿に参加し、ネット漬けのひきこもり生活から脱した彼は今、就職活動を行っている。彼

の言葉は教育や治療だけでは限界があり、資本主義社会において企業に求められるものの大切さを教え

てくれる。

教育現場から、企業社会に、子どものネット・ゲーム依存について訴えることが求められている。そ

こにも日韓間の協力が必要だ。

子どものネット・ゲーム中毒問題に対する治療的教育的実践活動の日韓共同研究と交流が進むことを

心から望む。
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費用は月額 257,000 ウォン（2009 年度全国平均））に対する解決策としても期待されている。先進事例

として視察に訪れた永東初等学校では、正規の授業と連携しながら組まれた多種多様なカリキュラムが

あり（39のプログラム、103 のクラス）、生徒の参加率も年々増加している。（2009 年度 85％、2010

年度 215％、2011 年度 278％（一名が複数クラスを選択））又、「ケア教室」という託児機能もあり、共

稼ぎの家庭を対象に最長夜 9時まで子どもを預けることができる。呂利成校長曰く、放課後プログラム

はグローバル社会において子どもたちそれぞれの才能を発掘するチャンスをつくると同時に、英才教育

のみならず日頃の学習の意欲を引き出すことにも繋がるという。

	

ソウル大学は「世界をリードする創造的な知識共同体。クリエイティブなグローバルリーダーを育成

すること」をミッションに掲げる、上位 1％の英才学生が集まる韓国トップの大学。実に国会議員の 7割、

官僚や大企業の重役の多くが同大学出身者と聞けば、韓国社会におけるその位置づけがわかる。「グロー

バルリーダーとは、具体的にどの様な人材か？」という質問に対しては、アメリカを中心とした外国で

博士号等の学位を取得した人材であり、現にソウル大学で教鞭を取る約 8割がそういった人材とのこと。

「博士号を取得した後、そのままその大学に残ってしまうことは？」という質問には、「ソウル大学の教

写真 VI −３−６−１ ゴルフも永東初等学校の放課後プログラムの一つ。他にもバイオリンや乗馬等、多彩なプログラム構成
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余談だが、今回視察に同行した韓国人コーディネーターの方曰く、「韓国では、子どもはまだ夜が明け

る前に家を出て、星を眺めながら家に帰る。それが普通です。」大げさな表現だと最初は受け取っていたが、

それぞれの機関で話を聴く度にそれは決して	 大げさな表現”ではないかもしれないと思い直した。

日本にも受験をはじめとした「競争｣ は存在するが、韓国はより隅々までそのシステムがしっかりと整

備されており、そこから逃れることは極めて困難な印象を受ける。	 激烈な”競争社会。一言で表すと、

これが今回の訪問で感じた韓国の教育事情である。

激烈な競争社会の中、そこから飛び出す韓国の若者。一方、日本においても、現在の日本社会がもた

らす「雇用」や「収入」をはじめとした様々な不安や精神的ストレスに対し、一人一人が既存の価値観

や考え方を改めて見つめ直しながら、働き方や住まい方、人との関係など、自分が真に望む生活を築こ

うとする動きが始まっている。シブヤ大学も、そういった人々に対し、互いに学び合う場や、様々な活

動や人の繋がりが生まれる環境をつくることで、それぞれが一歩を踏み出すきっかけになりたいと考え

ている。

韓国、日本、それぞれが置かれる状況は異なれど、社会の環境やそこに存在する様々な問題は、あら

ゆる組織だけでなく、そこに暮らす一人一人の生活や生き方に影響を及ぼす。現状の社会の在り方や自

らを取り巻く環境に違和感を感じる人々が、自らの力で、あるいはそこに共感し合う人々と力を合わせ、

そこに適応したり、自分たちで新しい環境をつくり出すことにチャレンジする。そんな潮流が今、確か

に始まっている。

写真 VI −３−６−３ 不登校の子供に対し支援を行う WEE Center
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ている地域人的資源開発関連の政策の統合を推進する（学校を地域社会発展のための重要機関として

認識し、学校の人的資源育成と地域産業及び企業との密接な関係を構築）。

	・	自治体：学校支援企業に対する地方税など税務上の優遇を行い、地域産業特性に基づく学校特性化を

追求する。

※地域産業・企業・人口構造などの特性を考慮して長期発展計画を樹立し、その計画に基づいて学校の

戦略的な特性化を推進する。例えば、製造業中心の都市が今後 20～ 50 年の持続可能な発展のために

追求する方向性を環境問題を意識して設定する場合、学校を環境と製造業分野で特性化する計画を策

定する。

	・	教育庁：学校と企業の協力体制の構築コンサルティング・サービスを提供する（学校と企業の連携を

行う仲介者としての役割を遂行）。

※教育庁のコンサルティング機能：学校と企業の特性に基づき協約提携コンテンツの多様化のアイディ

アの提供、学校と企業の協約希望のマッチング、保護者の交流協定運動への参加の誘導及び支援役割

の付与、交流協定運動の結果の調査及びモニタリングを通した交流協定運動の運営の補完、交流協定

運動に関する協議体の構成。

○ 関連団体の役割

	・	言論機関や商工会議所、市民団体、文化団体など多様な地域社会市民団体の参加を誘導する。

	・	言論機関：企業とともに学校との交流協定を推進し、交流協定推進企業および学校に関する記事の提

供を通して国民の認識向上及び「1社 1校姉妹運動」を拡散させる。

	・	商工会議所：企業との密接な関係を活用して企業の参加誘導に主導的な役割を果たすほか、自治体及

び教育庁との業務協約を通して行政機関に代わって企業と接触し交渉する。

	・	市民団体及び文化団体：企業以外の交流協定主体の多様化のために市民団体や文化団体と学校との交

流協定を推進する。市民団体及び文化団体と学校の交流協定は、学校の地域社会機能の回復のための

基礎を提供することを意味する（学校の文化公演場化、文化的人材の供給源、地域社会の問題解決の

ための市民団体ネットワークハブ、企業と市民団体の葛藤の調整など）。
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・「疎外」学校の把握及び支援の拡大、流通・金融・病院など、支援企業の多様化の推進の役割を担う。

※産業地域内の産業団地、住宅地、緩衝地帯別に企業と学校間の交流協約の回数及び質の差別化を実施（蔚

山広域市の場合、南区石油化学団地で環境問題や地域住民の労働力活用などと関連して大企業の学校

支援の活性化が行われている一方、中区や蔚州西部地域は交流協約を希望する企業がない）。

○ 商工会議所の役割

・商工会議所は、企業と学校を直接的に連携させ、既存の非公式な協力関係を発掘して公式なものとする

役割や、企業に対する参加の交渉、企業の希望調査及び反映、企業の学校支援の比較など憂慮払拭の

ための努力、地域社会への投資としての学校教育支援に対する認識の拡大などの機能を果たす。

○ 企業の役割

・企業は、多様な交流協定コンテンツを提供し、企業周辺の学校だけでなく産業地域全体の学校に対する

関心を増大させて「疎外」学校支援の拡大、労使紛糾・製品不満・環境問題などに対する戦略的な接

近方法で学校支援の拡大などの機能を果たす。

※蔚山市の場合、劣悪な教育環境にある学校の改善及び教授学習活動を支援するため、奨学金や給食費、

図書購入、学習教材、体育設備など、学校発展基金の支援と家庭状況が困難な社会的弱者の子どもに

対する援助の交流協定を通して支援する。また、企業見学支援を通して企業の肯定的なイメージの形

成や、企業の設備を利用して運動場の整備、古い体育設備の塗装と学校施設の改修・補修、専門的人材（ネ

イティブスピーカーなど）を学校に派遣して放課後の児童・生徒の語学指導などで活用する。

○ 学校の役割

・学校は、親企業的なイメージの形成のための教育課程（教職員の研修や経済教育など）を運営する。

※蔚山市の場合、教職員の健全な企業観の形成のために研修機関を通して教職員の職務研修を行うほか、

教育訓練の教養課程などの研修時に企業の職員や広報大使を講師として招聘し、産業現場の経験に基

づく「生きた」知識を習得させるようにする。各学校別の職員集会や経済教育の職員研修を通して、

企業の疑問に積極的に対応することができる体制を構築している。

・企業が必要とする産業人材の育成のための支援：交流協定の企業現場体験活動や産業現場の雰囲気の経

験、職業高校における職業教育の革新のための企業現場及び体験中心の教育プログラムを運営する。

※蔚山市の場合、職業高校における職業教育の革新方案において、地域の企業から要望される人材を育

成及び支援することができるよう学科改編を推進している。職業教育広報館や作品展示館、職業教育
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・「1社 1校姉妹運動」のために教育庁と自治体の共同で支援体制を稼働させる必要がある（「1社 1校姉

妹運動」は、企業と村、自治体中心で運営され、学校の参加を促すための教育庁の役割設定及び関連

部署間のネットワークの重要性が強調される）。

・行政機関は、企業に村の産業と関連のある専門性を備えた学校を紹介し、学校には交流協定を締結する

ことができる企業を紹介するなど、村と企業、学校を連携させるためのネットワークの構成を促進させ、

学校カリキュラムの弾力的な運営のための支援や、児童・生徒の村の事業への参加に対する行政的支

援の機能を果たす。

※トゴミ村の場合、華川郡及び関連行政機関による農生命科学高校の支援に関する行政的支援を提供す

る。村事業を支援するためのサムスン電機の教育プログラム運営を支援するため、外部の地域開発専

門コンサルティング企業を参加させ、地域の特性に合った支援モデルを描くことができるよう支援す

る（地域開発専門コンサルティング企業は、当該地域の開発のための診断及び措置に基づき、村の開

発や教育、観光事業をはじめとする新産業の開発などに関する方向性と計画を樹立し、実際の教育を

進行するなどのサービスを提供）。

○ 村の役割

・村は、企業に村の生産物の提供や社会貢献の機会の提供、企業従業員の心理的な安定感の向上などの機

能を果たし、学校には村の事業と関連した実習機会の提供や創造的なアイディアの開発及び共有、地

域の学校と地域社会間の結びつきの強化の機能を果たす。

※トゴミ村の場合、企業には社会貢献機会を提供し、水原農生命科学高校には実習の機会を提供するこ

とで、村が単に恩恵を受ける者としての役割を超え、支援を提供する役割を担うことで住民がより積

極的に村の開発に参加することができる風土を整備する。

※地方農漁村の村の特性上、初期の住民の間で葛藤や反対が深刻化する場合、村の指導者による説得や、

企業から実際に提供される利益が住民の目に見えるようにすることで住民の意識を変化させる。

○ 企業の役割

・企業は、村の運営や生産物の管理、製品保護、マーケティングなど経営技法のノウハウの伝達、村の所

得向上のための支援の提供、住民の自尊心の向上などの機能を果たす。学校には実用的な学問と関連

する物的支援の提供、教員及び児童・生徒の自尊心の向上機会を提供する機能を果たす。

※トゴミ村の事例でサムスン電機は企業の経営技法、マーケティング全般のコンサルティングを支援し

ている。実際に、トゴミ村の住民を対象にサムスン電機の経営技法やマーケティング技法、サービス
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会議日誌（2011.1 ～ 2013.2）

第１回研究会 2011 年 1月 17日 ( 月 )10 時～ 国立教育政策研究所

【議題】

１．趣旨説明

２．委員自己紹介

３．研究会運営方法

４．設置要項「未来の学校づくりに関する調査研究について」

（案）の検討

第 2回研究会 2011 年 3月 1日（火）13時～ 大田区立矢口小学校

矢口小学校給食試食会・学校見学

【議題】

1．共有情報の確認

2．未来の学校づくりについての私の考え (八木・三宅 )

3．議論

第 3回研究会 2011 年 4月 25日（月）10時～ 霞が関ナレッジスクエア

【ご講話】

大前研一氏（ブレークスルー大学学長）

「未来の学校づくりへの示唆」

第 4回研究会 2011 年 5月 9日（月）13時～ 特定非営利活動法人シブヤ大学

【議題】

１．未来の学校づくりについての私の考え（中島・左京）

２．震災後の学校のあり方について

３．今後の研究会の方向性について

４．議論
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第 10回研究会 2011 年 12 月 21日（水）13時～ 明治学院大学

キャンパス見学（チャペル・心理臨床センター）

【議題・ご講話】

1．ご講話：大西晴樹氏（明治学院大学学長）

「明治学院大学の未来戦略」

2．未来の学校づくりについての私の考え（白井・藤崎）

3．議論

第 11回研究会 2012 年 1月 17日（火）13時 30分～	 国立教育政策研究所

【議題】

1．未来の学校づくりについての考え（工藤、岩崎）

2．矢口小学校八木校長先生より実践紹介

3．議論

4．今後の研究会のすすめ方について

5．韓国視察について

6．報告書の原稿執筆について

第 12回研究会 2012 年 2月 7日（火）14時～ 国立教育政策研究所

【議題】

1．学校に関わるスタッフの範囲と法的位置づけの整理

2．学校に関わるスタッフを有機的に統合する仕組み

3．都市と村落における学校に関わるスタッフの相違

4．議論

韓国調査 2012 年 3月 5日（月）～ 3月 7日（水）
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未来の学校づくり研究会 委員名簿
德永 保 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
研究代表者
（2011.1 ～ 2012.3）

神代 浩 文部科学省初等中等教育局国際教育課長
前国立教育政策研究所教育課程研究センター長
教育研究情報センター長

研究代表者
（2012.4 ～ 2012.7）

工藤 文三 国立教育政策研究所初等中等教育研究部長 研究代表者
（2012.8 ～ 2013.3）

小牧 孝子 学校法人ケイ・インターナショナル・スクール東京副理事長

左京 泰明 特定非営利活動法人シブヤ大学学長

白井 智子 NPO法人トイボックス代表理事・スマイルファクトリー代表
スマイルファクトリーハイスクール校長

新保 幸一 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長
前国立教育政策研究所文教施設研究センター長

龍井 葉二 公益財団法人連合総合生活開発研究所副所長

中島 徹 独立行政法人科学技術振興機構理数学習支援センター
（才能育成担当）主任調査員

長谷川 和宏 株式会社リバネス	執行役員

藤崎 育子 開善塾教育相談研究所相談部長
神奈川県藤沢市教育委員

三宅 なほみ 東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構副機構長
東京大学大学院教育学研究科教授

八木 佳子 東京都大田区立矢口小学校長

吉田 敦也 徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部教授
地域創生センター長・役員参与・副理事

岩崎 久美子 国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官 事務局

（2013.3. 現在）
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あとがき

昨年、技術史・産業史の研究者でデジタル時代の教育事情にも詳しいデューク大学のキャシー・デヴィッ

ドソン教授は、2011 年度に米国の小学校に入学した子どもたちのうち、65％は現在存在しない仕事に就

くかもしれないとの見解を発表した。

国立教育政策研究所（国研）の任務は過去の教育政策を検証し、未来の教育につながる先行的な研究

を行うことにあるが、過去について研究対象を見つけることは比較的容易である。その一方で未来の教

育政策について研究することはそう簡単ではない。現在の中から未来につながる種を見つけたり、現在

ないものを新たに生み出すことを前提にしたりする視点が求められるからである。

未来の学校や教育のあり方について考える。これこそ国研が取り組むべき最も重要な研究課題の一つ

であり、最も困難な課題の一つでもある。人によっては今の教育制度の枠組や学校の現状に対する認識

からなかなか抜け出せないし、かと言って独創的なアイデアを考えついても他の研究者が賛同できなけ

れば説得力を持たないからである。

それは研究にかかわる人々の間で未来の社会像が共有できないことに一因がある。ましてや冒頭に紹

介したように、今の子どもたちが大人になって就く職業の多くが今の大人の知らないものであるとなれ

ば、そのような子どもたちにはどんな学校がふさわしいのか、ますます意見が分かれたとしても不思議

ではない。

ここで必要とされるのは、ある種の開き直りである。意見が分かれることを恐れていつもの「教育の

専門家」ばかりで議論しても、中央教育審議会の答申と変わらないものができあがってしまう。これで

は国研が取り上げる必然性がない。逆に、意見が分かれることは承知の上で最初からいろんな立場・考

え方の人たちを集めるほうが、本課題に対する研究手法としてはより適切である。

「未来の学校づくり研究会」を立ち上げるにあたっては、上記の点を意識して研究委員を選抜したこと

をまず記録に留めておかねばならない。

研究会の進め方についても、できるだけ従来の手法に捉われないよう心掛けた。研究会場を所内の会

議室だけでなく各委員の活動の場にも設定したこと、節目でゲスト・スピーカーを招き、委員間の議論

に新たな視点や提案を持ち込むようにしたことなどがその具体例である。その詳細については本編を参

照願いたい。

そのような一種のブレーン・ストーミングを経た上で、終盤の研究会においては「未来の学校づくり」

に向けた提案について委員同士の意見交換を重ねていった。毎回議論は白熱し、委員の世代や立場によ

る価値観の違いが表面化することもしばしばであったが、何とか一つの方向性をまとめることができた。
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全ての委員、ゲスト・スピーカー及び研究会の場を提供していただいた皆さまのご尽力に心から感謝申

し上げたい。

本報告書の提言から学校教育の改革につながる政策が生み出されるとともに、すべての国民が学校の

将来あるべき姿を考え、議論し、行動していくことを通じて、社会全体が大人にとっても子どもにとっ

ても理想的な学びの場へと進化していくことを願ってやまない。

							 研究代表者（平成２４年４～ 7月）	 	神 代 浩
		 			 			（文部科学省初等中等教育局国際教育課長

前国立教育政策研究所教育課程研究センター長・教育研究情報センター長）
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