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【司会】　それでは、これより「これからの学校におけるカリキュラムのあり方、

カリキュラムの改善と学力の向上をめざして」と題してパネルディスカッション

を行います。登壇者をご紹介します。まず文部科学省初等中等教育局板良敷敏視

学官です。国立教育政策研究所初等中等教育研究部、工藤文三部長です。福岡県

教育センター教育経営部、宮田忠雄部長です。うきは市立吉井中学校、西見修一

校長です。最後に、討論のコーディネーターを務める国立教育政策研究所教育課

程研究センター基礎研究部、鳩貝太郎総括研究官です。これからは鳩貝総括研究

官のコーディネートにより、会の進行をお願いいたします。

【鳩貝】　ご紹介いただきました教育政策研究所の鳩貝です。コーディネーター役

をおおせつかりましたので、これから進行させていただきたいと思います。

　さて、先ほど安彦先生から中教審の審議の内容等のご紹介がございました。皆

様方には、今の状況がどうなっているか、大体お分かりいただけたのではないか

と思います。これからは、安彦先生の貴重なお話をふまえて、シンポジストの皆

さんと協議を進めていきたいと思います。

　まず、議論を進めるにあたり、中教審の検討体制について、改めて紹介をさせ

ていただきたいと思います。中央教育審議会の検討の体制は、総会の下に初等中

等教育分科会、その下に教育課程部会、教育課程部会の中に教育課程企画特別部

会その他があります。個々の細かい部会については、お配りしたレジュメ（８１ペー
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ジ参照）をご覧ください。

　初等中等教育分科会の他に教員養

成部会、幼児教育部会、特別支援教

育特別委員会があります。昨年、義

務教育費国庫負担制度の問題をどう

するのかという課題が三位一体の中

で出てきました。それで、地方の代

表を含めて、義務教育費の分担につ

いてどうするのかということを検討

するためにできたのが、義務教育特

別部会です。ですから、中教審の中

にこれは１年間で役割が終わった義

務教育特別部会とずっと精力的に審

議をしている初等中等教育分科会が

あります。安彦先生から教育課程部

会の審議の内容、それからこの特別

部会で審議された義務教育のあり方

について紹介されたわけでございます。

　図②が各教科等の部会の一覧です。このようにたくさんの部会があり、各委員

の先生方が非常に積極的、精力的に論議を進めています。現在、これが山場に差

し掛かっている段階です。

　先月の中央教育審議会の答申

ですが、これは単なる義務教育

費の負担の問題だけではなく

て、義務教育のあり方そのもの

について十分な議論が行われ、

改めて今までの義務教育を見直

し、これからの義務教育をどう

するのかということで話し合い

が行われ、それがまとまったも

のです。新しい時代の義務教育

を創造するということで、２００５

年１０月２６日に出されました。
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①

②



　その内容は、第Ⅰ部が総論です。

義務教育の目的・理念、それから新

しい義務教育の姿という形でまとめ

られています。第Ⅱ部は各論です。

第１章から第４章、序章も含めて５

章で構成されています。今日、皆さ

ん方にお配りした資料は、この第１

章の中の（２）の部分を抜き出した

ものです。全体の答申は４４ページ程

度のものですが、一番基本的な、今

日の論議にかかわるような部分とい

うことで配布させていただきました

（８６ページ参照）。

　その中で基本的なことをいくつか

申し上げます。まず義務教育の到達

目標の明確化です。それから、先ほ

どからお話がありましたけれども、

結果の評価、検証をするというこ

と。地方や学校の創意工夫を生か

し、それを検討する必要がありま

す。土曜日や長期休業日の有効な活

用方策の検討が必要です。それか

ら、「確かな学力」を育成し「生きる

力」を育むという基本的な考え方は、

今後も引き続き重要です。学校がで

きるだけ創意工夫を生かして教育課

程を編成できるようにすることが求められている、といったことが書かれていま

す。

　そして地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高めるということに関して

は、学校の自主性・自立性を確立するということです。そのためには学校の裁量

を拡大する。そして、学校の企画や提案に基づいた予算の配分とか、使途を特定

しない裁量的経費の措置というようなことまで言及されています。それから保護

者、地域住民の参画の推進ということも書かれています。
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③

④

⑤

　要するに、ますます先生方に、裁

量の幅が与えられる、学校・地域が

やろうと思うことができるという状

況になってきているわけです。です

から、各学校でカリキュラムをどう

するのかということを今まで以上に

考えていかなければならないという

ことで、このシンポジウムが開かれ

ていることを、まず確認しておきたいと思います。私ども国立教育政策研究所の

中では、評価等の構成に関する研究を工藤部長が中心に行っていますし、私もそ

の中に入っています。国の動きなども見ながら、これからお話し合いをさせてい

ただきたいと思います。

　まず学力の件です。先ほど安彦先生からもお話がありましたが、これは私なり

にまとめたものです。いわゆる学力を、「学んだ力」「学ぶ力」「学ぼうとする力」

とに分けています。知識、理解、技能といった従来から重視されていた部分、こ

れは「学んだ力」です。それに対して、問題解決力、思考力、判断力、表現力、

これは学び方であり「学ぶ力」というふうにまとめることもできるのではないか。

そして、関心、意欲、態度に関しては、「学ぼうとする力」といえます。こういう

ものが「確かな学力」としてまとめることができます。その確かな学力に豊かな

人間性、そして健康、体力。この豊かな人間性につきましては、この中教審答申

では豊かな心という表現にしてあります。それから健康、体力については、健や

かな体という表現にしています。こういうものがまとまって、「生きる力」という

ふうにとらえることができるわけです。

　今日お配りした資料の１１ページをご覧ください（８８ページ参照）。これは１１月３０

日の教育課程部会で配布された資料です。生きる力の育成を目指す教育内容・目

標の構造のイメージ図です。さらに改良が進んでいくかと思いますが、このよう

な形で真ん中に確かな学力、それを取り囲むものとして豊かな心、健やかな体が

あります。そして右のほう、実社会、実生活とのかかわり、これが生きる力です。

まだ確定版ではありませんが、そのような審議が進んでいるということをご承知

いただきたいと思います。これからは、そういうこともふまえながら、特色ある

学校づくりを目指した教育課程編成のあり方ということをまず第１の柱に、そし

て２つ目の柱として、学力向上とカリキュラムのあり方ということで話を進めさ

せていただきたいと思います。

��

⑥



　第１の柱は教育課程編成で、第２

柱はカリキュラムとなっておりま

す。ここでいう教育課程という場合

は、学校の教育計画全体、要するに

全体計画的な内容を含んだもの、こ

れを教育課程という言い方にいたし

ました。そしてカリキュラムという

のは、各教科等の内容、それから単

元づくりという形で、より具体的な中身というふうに区分して話を進めさせてい

ただきたいと思います。

　以上この２つの柱で今日の話を進めさせていただきますので、皆さん方からも

ご協力をお願いしたいと思います。最後のところで質問の時間、意見をお聞きす

る時間を設けたいと思っております。

　それではまず、シンポジストの皆さんからご意見を発表していただきます。最

初に工藤先生から、教育課程編成のあり方に関して、基本的な考え方等について

お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【工藤】　国立教育政策研究所の工藤と申します。よろしくお願いいたします。

　今日の資料の中、先ほどご紹介ありました８ページ（８６ページ参照）に、義務

教育改革に関する答申の文章が出ています。これは教育内容の改善の部分です

が、この全体の目次はここに付いていませんので、少し申し上げます。そこには

義務教育の質の保証・向上という言葉が出ています。そのために、教育の目標を

明確にして、結果を検証し質を保証する。こういう言い方がされているわけです。

　義務教育の質の保証というのはどういうことを指すのでしょうか、皆さんはど

のようにお考えでしょうか。これはいろいろな見方があるかもしれませんが、児

童・生徒の学力、道徳性、それから健康・体力、こういうものをバランスよく学

校で身に付けるということです。特に、学力についてはバランスの取れた学力を、

少なくとも限りなくすべての子どもに身に付ける。限りなくすべての子どもとい

うのは、例えば３学年の段階では、３学年で求められる基礎・基本については限り

なくすべての子どもに、観点別評価ではＡ、Ｂ、Ｃと評価していますが、Ｃが付か

ないように、Ｃの子どもはＢに向上させるし、Ｂの子どもはＡに伸ばすということ

になろうかと思います。義務教育の質というのは、評価の側面から言うと、結果

的にそういうことになってくると思います。限りなくすべての子どもに、その学

年の履修すべき内容を習得させるという形になっていくのではなかろうか。これ
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⑦ が第１点です。

　それから目標を明確にしてそれを検証するという仕組み・考え方が、ここ何年

か強調されておりまして、民間の世界でも同じですが、その考え方が学校教育の

中にも入ってきたということです。

　諸外国の学習指導要領と比較すると、おおむね日本の学習指導要領は、目標、

内容、内容の取り扱いという形で、各教科ごとに内容を明示してあります。特に

昭和５０年代以降に大綱化されて、目標は簡単になりましたが、内容は明確にされ

ています。内容が明記されている良さは、何を扱えばいいかがはっきり分かると

いうことです。ですから、教科書の編集者は学習指導要領の内容の項目を見出し

にしたり、あるいは章立てにしたりして、教科書を編集しているわけです。その

ため、どちらかというと内容こなし型の授業になりかねませんが、指導すべき内

容が明確になっています。しかも、各学年ごとに明記されているわけです。

　それに引き換え、例えばイギリス圏の国の学習指導要領は、おおむね目標中心

型で、それに対する内容については、教科書会社、地域あるいは学校ごとに比較

的柔軟な形になっています。目標を明確にして、そのための具体的な内容、方法

等は比較的柔軟になっている仕組みです。

　それから授業時間についても、日本の場合は、学校教育法施行規則で各学年教

科の授業時数が授業時数として明記されています。ですから、明確に教育課程の

編成が行いやすい形になっています。イギリス圏の場合は、必ずしも、そういう

ものが明記されている国が多いわけではありません。ただ、到達目標の実現とい

うところについては、学校や地域の責任が問われているという形になっているわ

けです。

　どちらかというと、この義務

教育に関する答申の方向性、目

標を明確にして結果を検証して

質を保証するという方向は、目

標達成型、目標明確型という方

向に進んでいるのだろうと思い

ます。ですから、国および地方

自治体、それから学校ごとに、

この目標の実現状況をきちんと

評価するような仕組みを、シス

テムを、学校の中に作っていく
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必要がある、という形で進んでいると見ることができると思います。

　そこで、私のレジュメ（８２ページ参照）のほうですけれども、（１）（２）と書

いてありますが、（１）はこれまでの経過を、今どういう位置にいるかということ

を振り返ってみようということで、簡単にメモ書きしてみました。

　学習指導要領は、昭和３０年代の改訂以降、４０年代、５０年代、平成元年、１０年と改訂

をしてきているわけですが、それを、例えば項目の①②③④⑤⑥で捉えてみたら

どうなるでしょうか。４０年代は高度経済成長の最中で、科学技術教育の充実、それ

から小中高の一貫性、基礎・基本ということが強調されました。５０年代になって、

ゆとりある充実した学校生活、「ゆとり」という言葉が登場しました。それから、個

性という言葉も出てきました。高度成長はいちおう一巡して、豊かな社会になり

つつある時代の空気を反映していました。同時に、このときは高等学校の改革が

１つ大きな特色だったと考えることができます。

　その後、臨教審答申が出て、個性化とか社会の変化への対応という言葉を受け

て、平成元年の改定では、「自ら」という言葉が登場しました。自ら学ぶ意欲、社

会の変化への対応ということが元年の改訂の考え方だったわけです。

　この自ら学ぶ意欲、学習意欲ということがいわれたのは、これは考え方によっ

ては、学校における学習の成立というか、学校、いわゆる豊かな社会における勉

強、学習するということはどういう意味があるんだろうかを考えたものです。日

本が先進国に仲間入りする途上の時代の勉強の意味と、“豊かな社会”になった時

代の勉強の価値、意義とか、インセンティブというのは、自ずから異なるであろ

うと考えてみると、元年の自ら学ぶ意欲というものも、それなりに意味があった

のではないかと思うわけです。

　それを受けて、観点別評価は関心、意欲、態度が、順番が入れ替わった形で示

されました。新しい指導要録に基づく学力観といわれたことはいわれたわけで

す。ですから、この学習の意味とか学習の成立ということを見直そうという動き

と解釈することもできるわけです。

　それから平成１０年の改訂では、自ら学び自ら考える、基礎・基本ということが

いわれました。この自らという言葉が３回、元年、１０年の改訂でも登場していま

す。それから、１０年の改訂の特色は、特色ある学校づくりということがいわれて、

学校運営、学校づくりに関することが改訂の中に入ってきたことです。これまで

あまりいわれませんでしたが、これも大きな特色だと思います。これらの動きの

延長に現在があると考えることもできます。

　そんなことで、この①の学力の捉え方は、いろいろな学力の捉え方があります
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が、例えば、ある方は実体的学力と機能的学力といっています。それから、実際

的に考えると、評価の観点で学力を捉えることもできるわけです。全体的にいう

と、昭和５０年代の改訂から、実体的、ストック型の学力観から、機能的な学力観

へという流れの中にあると考えることができます。現在はその調整課程という

か、バランスを取るという形になってきているのではなかろうかと思います。

　それから、観点別評価についても、平成３年の要録の改定で、観点の見直し、

配列等の見直しが行われたり、あるいは評定と観点別学習状況の評価の順序とい

うものが明確にされました。観点別評価を基本とするという形になったわけで

す。ですから、学力の捉え方でいうと、先ほどいいましたように、問題解決型そ

れから基礎・基本、ストック、そういう学力観と主体的学力観、自ら学び自ら考

える、こういう学力観のバランスを取るような時期になってきていると考えるこ

とができるわけです。

　それから、指導体制、指導方法については、これは一斉指導、例えば５０人位の

学級サイズの時代もありましたが、徐々に小さくなって、そういう条件の中で少

人数指導、個に応じた指導ができるようになりました。言い換えると、行き届い

た教育指導ができるようになってきています。個に応じたというのは、子どもの

学習状況に応じて個別的な対応ができるような仕組みに徐々に近付いてきている

ということです。ですから、１時間の授業が終わったら自分の仕事が終わりとい

うことではなくて、子どもの学習状況を見ながら、何らかの形で、その子どもに

応じた処遇をしていくという形になってきていると考えることができます。

　例えば、公平とか平等とかいうことから考えると、これは実質的な平等といえ

ます。すべての子どもに週３時間の国語の授業をするというのは、形式的な平等

ですが、それに対して、分からない子どもがいれば、さらに授業時数を配当して、

その子どもに手厚く授業していくというのは、ある意味では実質的な公平という

ことになってくるわけです。相手に合わせて教育システムを考えていくという形

になってきているのです。福祉とか社会保障の世界はそういう考え方でできてい

ると思いますが、相手に応じた形のシステムを作っていく、子ども中心のシステ

ムに移行していると考えることができるわけです。

　それから、学習活動の側面は、例えば認知的なものと体験的なものと考えると、

体験的な学習を充実する方向に変化してきているということができると思いま

す。それから履修方法については、同じ内容をすべての子どもが学習するのでは

なくて選択的に学習する、小学校の高学年からそういう方向になってきていると

いうことです。
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　現在はどういう方向かというと、学力観としては、平成１０年の学力観をもう少

し精緻にして、その確実な保証という方向にいっているのではないかと考えるこ

とができます。しかも、それを各学校が検証し、保証していく、評価していくと

いう形に今後はなっていくのではないかと考えられます。

　しかも、保護者や国民の学校に対する目は、以前にも増して厳しいものがある

という感じがいたします。それに対して、さらに学校の公開とか広報とか、納得

できるものを準備していく必要があると思います。

【鳩貝】　続いて宮田先生から、福岡県教育センターで行っている学習、教育課程

における支援の体制、それから現状のさまざまな方策について、ご紹介いただき

たいと思います。

【宮田】　教育センターの宮田です。どうぞよろしくお願いします。センターの資

料を３部、３種類準備をさせていただいております（９２～９３ページ参照）。どうぞ

ご覧ください。その中で平成１８年度、センター事業概要（９４ページ参照）、まだ検

討中でございますが、前半は主にこの事業概要と調査研究の資料等を使って、現

在、教育センターが行っている支援、今後の改革の方向についてお話をし、ご協

力いただきますとともに、またご意見等をいただいて改善に当たっていきたいと

思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　来年度のセンター改革案に示しているように、最近、新しい教育課題、あるい

は経営課題等が出てきました。センターの機能としては、調査研究・研修が主な

内容で、それらも改革に併せて、ぜひ私どもも機能を強化すると同時に、それに

併せて各講座、研修等の内容を変えていきたいと思っているところです。今日は

そのエキスの部分をお話させてい

ただきます。

　まず、各学校においては教育課

程を充実させるために、先ほど、

ＰＤＣＡのＣから始まったほうがい

いというお話もありましたが、Ｐ

ＤＣＡの課程に沿ってカリキュラ

ムを編成し、そして教材や活動、

手立て等を工夫し、教育活動に当

たっています。私は、強いて言う

ことも大事なんですが、それに変

わるものとして、それぞれの各段
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階でリサーチを大事にしたいと思います。何がどのように行われて、成果がどう

なっているのかということを、それぞれ確かめながら教育活動、教育課程の実施

をしていく必要があるのではないかと思います。それによって生きる力をバラン

スよく、しかも定量的に育成し、何がどのように変わったのかということを、

しっかり見極めながら、教育活動を行っていく。それには、それぞれの学校の先

生方の実践的指導力と組織力を高めていく必要があるだろうと考えています。

　従って教育センターとしては、大

きく２つの観点からの支援を考えて

きました。１つは、モデルカリキュ

ラム等の提示、評価基準補助簿等の

提示、あるいは発展教材、補充教材

等の提示という、直接学校にお渡し

して、それを学校側に参考にしてい

ただくような支援。２つ目は、先生

方の研修あるいはカリキュラム相談

等で、先生方にそれぞれ必要な事項

を習得していただいて、それらを子

どもたちに具現化していただくとい

うものです。そこで、それらのこと

を通しながら、生きる力に行き着き

たいということです。

　教育センターとしては、教育課程

に限っての支援を考えていくと、モ

デルカリキュラムの提示、実践的指導力、組織力を高めていくための支援という

ことで、３本柱を考えています。１つは、先ほど話があったカリキュラム相談で

す。これは年間約１０００件ぐらいです。それから、教育相談についても同じく１０００

件ぐらい。さまざまなお問い合わせをいただいたり、センターに来ていただいて、

相談させていただくという活動をしています。また専門研修では、３つの観点か

ら講座を編成し直して支援に当たりたいと考えています。

　そして、直接的なモデルカリキュラム等については、調査研究というもう１つ

の柱を立てて、義務教育化と連携する中長期的な課題、それからセンターで独自

に指定をしている課題等について調査研究をし、手引き等を配布するということ

が主な柱です。
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教 育 セ ン タ ー の 支 援

各学校の教育課程の充実



　これは（膠）、調査研究で現在行っ

ている４つの課題です。総合的な学

習の小中学校の一貫性を大切にした

取り組みです。これはカリキュラム

モデルの提示という形での支援にな

ります。それから、規範意識の形成。

これについては、連携等の推進体制

とカリキュラムモデルを提示できる

のではないかと思っています。確か

な学力等については、習熟度別学習

に応じた単元構成のあり方、あるい

は教材の設定の仕方、あるいは指導

体制等のモデルを示すことができる

と思いますし、特別支援の教育に関

しては、モデル事例を提示する予定

です。これらについては、今、内容

を取りまとめている段階で、来年の

３月にはそれぞれの学校にお配りす

ると同時に、個人でもご注文があれ

ば配布をさせていただく予定です。

　なお、センター独自の指定課題に

ついては、高校におけるシラバスの

活用モデル。それから人権尊重精神

の育成についてはリサーチ、いわゆ

る意識アンケート調査等の開発。リ

サーチのモデルと具体的な交流活動のモデルを提示できるかと思います。そし

て、情報教育については、ネットワーク等の条件整備と活用のモデルが提示でき

るかと思っています。詳しくは、調査研究の資料をご覧いただきましたら幸いで

す（９２～９３ページ参照）。

　それから、大きいもう１つの柱である研修の充実についてですが、先ほど申し

上げましたように、さまざまな教育課題が出てきますし、教職員の資質能力の向

上も求められています。従って、現在行っている短期研修、断続研修という２つ

の専門研修を、大きくキャリアアップ研修、スペシャリスト養成講座、リーダー
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養成講座という３つに分類して取り組むように計画を立てているところです。特

に、キャリアアップ研修等については、さまざまな教育課題が出てきましたので、

それらへの対応ということで大きく４つの観点で分類をしているところです。

　それぞれ、先生方お１人ひとりの実践的指導力を高めていく基礎講座。それか

ら、教科経営とか道徳教育とか、あるいは教材研究のより深い進め方といった専

門性の向上に寄与できるような応用発展講座。それから、先ほど来、さまざまな

新しい教育課題、現代的な教育課題が出されております。食育あるいは経済教育、

キャリア教育、そういったものも盛り込みながら、関係の教科領域等で進めてい

くような現代的な教育課題対応講座。それから、組織力向上のためのマネジメン

ト力の養成を目指した講座。大きく４つの観点で専門研修を組み直しておりま

す。

　これまでの断続研修は、スペシャリスト養成講座ということで、それぞれ個人

の指導力・指導技術を高めていただくような、ここに挙げている５つの講座を計

画中です。初めて教科指導等の講座も設けたいと考えているところです。それか

ら、リーダー養成講座については、これまでのものに小学校の英語活動の指導者

養成講座等も設けております。

　次に、相談等の充実です。これは、

先ほど申し上げましたが、カリキュ

ラム相談の活用が大変多くなってい

ます。また、指導主事の派遣も随分

多くなっています。それらをさらに

充実していこうという取り組みで、

これまでの継続に加えて、どこでも

セミナーを新設しました。これは私

どもが企画するプログラム等をお示

しして、ご要望に応じて私どもが地

域に出かけていって講座を開催した

いと考えております。

　とにかく、私どもも待っているだ

けでなく、ぜひセンターの機能を大

いに活用していただきたいという意

味で始める取り組みです。もうすぐ

試行に入りますので、それらの成果
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や課題を確かめながら、来年度、本格実施に移したいと考えております。

　また、教育相談については、今日の学力等とは関係ございませんが、今、課題

になっている引きこもり等への対応も考えていきたいということで、新たな計画

を立てています。

　なお、最後になりましたが、調査研究についても、不易と流行の調和的な調査

研究課題が必要だろうということで、ここに挙げる４つぐらいの観点から、調査

研究に取り組んでいきたいと考えています。もうすでに中長期の調査研究につい

ては、来年度の概要にお知らせしているように、ほぼ固まっており、センター指

定課題等については、このような観点から今一度研究し、モデル的なものが提示

できればと考えているところです。

　それから、調査研究の推進体制の確立で、お願いがあります。私どもも調査研

究するときに、先生方とより密着した、ニーズに応じた質の高い研究に発展した

いと思っておりますので、研究協力者、研究協力校あるいはグループといった形

で公募し、共に連携しながら推進していく体制等も整えたいと思っているところ

です。

　なお、これらの結果の啓発につきましては、先ほど申し上げた、どこでもセミ

ナー等による出前発表あるいはホームページのさらなる充実、啓発のリーフレッ

ト等でお知らせをしたいと考えています。ぜひ、ご活用ください。

　センターとしては、先生方の、それぞれの学校の中での教育課程が充実するよ

う、今、申し上げましたような支援をさせていただいて、確かな学力と豊かな心

と健康と体力、それを定量的にバランスよく身につけさせたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。福岡県教育センターの、全国的にみて

も非常に優れた活動をご紹介いただきました。続いて、西見先生からは、こうい

う教育センターの支援体制を受けながら、また学校の運営の責任者として、どの

ように進めていったらいいのかということで、吉井中学校の事例を中心にお話を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【西見】　吉井中学校の西見です。こういう機会を得ましたので、本校の状況を提

示しまして、学校現場からの問題提起をさせていただければと思っております。

実践内容については、恐らく、どこの学校でも取り組んでおられるような内容に

なろうかと思いますが、あらかじめご了解いただきたいと思います。

　まず、学校の概要説明から始めさせていただきます。うきは市は本年の３月２０

日に、旧浮羽郡内、吉井町と浮羽町の２町が合併して、人口３万４０００人程度で発
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足したばかりの新しい市です。市内には中学校２校、小学校１０校があります。そ

の中の吉井町では、白壁土蔵づくりの家並を町の特色として、長年、町づくりを

行ってきております。

　よく知られた行事としましては、春のおひな様めぐり、初夏の小さな美術館め

ぐり、秋の楽市楽座などがあります。市外からの観光客も大変多く、これらの案

内役に保護者が組織をしている白壁隊というボランティア組織があります。この

組織にかかわりまして、本校の中学生が町の観光案内活動を行っております。先

月１１月の楽市楽座におきましては、部活動を終えた３年生を中心に、約７０名の生

徒が自主的に応募して、市の文化会館を中心に保護者とともに活動をしたところ

です。

　吉井中学校の校舎は、体育施設以外の普通教室や特別教室は、新築して５年目

を迎えます。地域開放型のコミュニティスクールとなる設計がなされておりまし

て、特別教室を含め、いろいろなところが開放されておりますが、中でも学校図

書館は、土曜・日曜日も市の生涯学習課非常勤職員が勤務して、住民に開放され

ているのが特徴です。

　本年度の学級数は、１年生６学級、２年生５学級、３年生６学級、特学１で、特学

を含む１８学級５７８名の学校規模となっております。

　さて、本校の教育目標ですが、前任の校長が立てておりました「心豊かに地域

とともに生きる生徒の育成」です。私、これは本当に感心しまして、そのまま受

け継いでおります。また、学校経営のキーワードとしては、豊かな心の育成、確

かな学力の育成、健やかな体の育成、そして信頼される学校づくりという視点か

ら目指す生徒像や学校像、授業

像、そして教師像を設定してい

ます。目指す生徒像などについ

ては、昨年、学校評議員などと

も検討しまして、保護者にも分

かりやすいものにということで

少し変更しました。

　ちなみに紹介しておきます。

目指す生徒像ですが、３本の柱

があります。１つは、喜び、感

動、夢を分かちあえる生徒。２

つ目には、真剣に考え課題解決
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に努力できる生徒。３つ目には、生きて働く学力を身に付けた生徒。これは、書き

出しが喜び、真剣、生きてということで、「よ、し、い」になるわけです。従っ

て、保護者にとっても、前の目標よりは覚えやすいのではないかと思っています。

　目指す学校像は、これに対応して１つ目が、喜び楽しさのある学校。２つ目に

は、心身を鍛える学校。３つ目には、生き方を学べる学校ということで、これも

「よ、し、い」で始まります。

　さて、教育課程編成についてですが、次の３つの柱を中核として位置付けてお

ります。

　１本目は、「確かな学力の育成」と「豊かな心、健やかな体の育成」を教育活動

の柱として重視しています。重点は本年度は２つ取り上げました。本当に絞り込

んだ重点ですが、１つは、問題解決的学習や基礎基本の指導の徹底と、個に応じた

指導の充実を図る。もう１つは、地域の「ひと、こと、もの」とのかかわりを重

視し、体験に基づく学習活動を重視するということです。

　２本目の柱は、週あたり２９単位時間を基本設定としています。木曜日を、研修

会や会議等を入れるために５校時としておりますが、その他の曜日は６校時、教

科を含め、まれに学校行事等が入ってはきますけれども、時数確保のための措置

といたしております。

　補足になりますが、本校では運営委員会、生徒指導部会、校内研究推進委員会、

教育相談部会等はすべて週時定内、主に水曜日に実施しております。時間割りは、

大きく前期と後期で分けます。本年度は１０月１７日を境に、前期時間割りから後期

時間割りとなりました。これは前期時数の統計を行い、曜日等による偏りの補正

を含めて、後期時間割りを設定します。

　また、選択教科につきましては、レジュメ（８４ページ参照）にあるとおりです

が、１年生はＡ日程で選択教科を１コース履修します。２年生は選択Ａ、選択Ｂ

コースから、それぞれ１コースの計２コースを履修します。３年生は、選択Ａから

２コースを。選択Ｂは、コース数は少ないのですが、教科を見ていただきましたら

お分かりいただけると思います。つまり、人数が多くても実施できる教科に絞っ

て、１コースを２単位時間連続で履修するということで、３年生は計３コース週４

時間の履修となります。選択教科の中で、補充や発展的な課題を扱いますが、希

望者には漢字検定、数学検定、英語検定などのチャレンジも行われております。

　次に、総合的な学習の時間についてですが、本校ではこの時間をＧＬタイムと呼

んでいます。アルファベットのＧとＬです。これは「Think Globally, Act Locally」

ということで、これも前の校長から引き継いだものですが、「広い視野で考え、実
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行は身近なところから」という意味で、Globally と Locally から取ったものです。

　第１学年では１学期に自然体験にかかわる活動を行いますが、メインの活動は

２学期からの人権福祉をテーマにした活動で、自分たちが住む吉井町の福祉の現

状と課題を探ります。ここでは特別活動や道徳の時間とも関連させて考えを深め

るとともに、生徒の希望により、車いすコース、手話コース、展示コース、そし

てバリアフリーコースに分かれて活動をいたします。すべての活動を生徒が行う

わけではありませんが、自分の希望でグループ化していきます。この時に、市の

社会福祉協議会の人たちに協力を願い、指導をしていただいています。

　３学期には、実際に福祉施設訪問をして、「福祉についてさらに考えよう」を実

施します。２学期までの調査活動の成果を生かし、具体的な体験活動を通して、事

後のまとめ、ポスターセッションによる発表などを行っていきます。この活動は、

第２学年での働くことを考える活動への基盤という考え方で進めております。

　２年生では職場体験を通して、勤労観、労働観について考えることがテーマと

なります。生徒が計画の出発点から、それぞれに考え、事前の調査、研修に行く

職場について調査し、交渉なども行って、体験研修を行います。職場体験後には、

地域吉井町の地場産業について調査を行い、経営者から直接に働くことについて

講話を聴く機会を設けます。３学期には、少し内容は変わりますが、修学旅行に関

する調査研究活動を行います。

　第３学年では、将来の設計、進路１本に絞って年間を通してかかわることにな

ります。本校もほとんどの生徒が進学希望であり、グループに分かれて、高等学

校への体験学習を計画して、実際に１日体験入学を行います。２学期は、自分の希

望する職種へ、体験研修をさらに追加して行い、実際に１日研修を行います。ま

た、地元の農業経営や企業経営者など、経営に当たっている方をＧＴとして招へ

いしまして、体験談に基づき、社会人としての在り方を学習します。３学期は進路

実現に向けて、個別の具体的な考えをまとめる作業に入ります。この間、道徳な

どの教材も活用しながら、生き方としての進路選択に考えを深めさせる計画と

なっています。

　このように、３学年を貫く総合学習の基本的な考えとしては、学校の教育目標

である「心豊かに地域とともに生きる」ということを基盤に置きまして、１つには、

地域とつながった活動。２つには、人とのかかわりを大事にする活動。３つには、

自分の生き方に触れる活動を位置付けるようにしているところです。初めに紹介

した観光案内の生徒会ボランティア活動につきましても、この延長上で考えてお

ります。
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　総合的な学習の時間の在り方につきましては、種々論議のあるところですが、

本校も現在、述べた以外に学校行事等に関する縦割り集団活動にも約２０時間程度

をあてております。メインの活動については、学年によって、５０時間から７５時間を

計画としてあてているところです。内容面を申し上げなくてはいけないと思いま

すが、時間の関係で、また後ほど触れさせていただこうと思っております。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。非常に緻密な計画の中で、具体的な活

動が行われている様子がお分かりいただけたのではないかと思います。これまで

３人の先生方から、基本的なこと、それから県、各学校での実際の活動というお

話をいただいたわけです。最後に板良敷先生から、３人の先生の発表に対するコ

メントも含めて、お話をいただきたいと思います。

【板良敷】　３人の先生のご発表を受けてということですが、後で協議の機会があ

るようですので、そちらのほうに回しまして、私のほうは、レジュメ（８５ページ

参照）にあげた項目を簡単にお話しさせていただきたいと思います。

　もう繰り返し先生方から取り上げられましたように、現在、中央教育審議会の

各部会が進行中です。それで、安彦先生をはじめ多くの委員の先生方には、本当

に精力的に審議を詰めていただいている状況です。そういう中で、１０月２６日、中山

前文部科学大臣から諮問があった課題に対しての答申が出されました。それにつ

いては、ホームページ等でご覧いただいているかと思います。

　その答申を受けて、さらに教育課程部会では、具体化に向けて内容を詰めてい

ただき、審議経過報告のまとめをいただくことになっております。そういった意

味で、なかなか話がしにくいところですが、先ほど安彦先生から、大変具体的で

分かりやすく整理していただいて、私はほっとしているところです。「特色ある学

校づくりを目指した教育課程編成のあり方」というテーマをいただきましたので、

これまでの経過も含めて、少しお話しいたします。

　もともと義務教育改革の発端はどういうものだったのか、何をきっかけに始

まったのでしょうか。不断の見直しということは当然あったわけですが、改めて

申し上げるまでもないことですが、学校内部あるいは家庭、社会においても、も

う本当にさまざまな出来事が起こっています。例えば、学校に関連したことでい

いますと、子どもたちの数がどんどん減っています。少子化というのは、もう、

よく言われているところです。

　それから、学力低下の傾向が見られるという問題です。あるいは、学習に対す

る意欲の問題もそうでしょう。家庭での学習時間の減少なども調査で明らかに

なっています。依然として、校内暴力、いじめ、不登校の問題もあります。子ど
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もたちの遊びの低下、遊びの変化によって、体験的な機会が大変少なくなってき

ているという問題もあります。また、体力の低下など、問題を挙げていけば切り

がありません。

　それから、これはもう家庭はいうまでもなく地域も含めての教育力の低下も言

われて久しいところです。さらに、家庭内では家庭内暴力や児童虐待の問題も聞

きます。さらにまた、社会のことについていえば、フリーターやニートの増加も

ありますし、子どもたちを相手にした本当に凶悪な事件、事故も多発しています。

　こういった状況の中で、学校は何をしているのかと思われるでしょう。あるい

は、義務教育はどのような責任を果たしているのかという、保護者や社会のいら

だちといったものもあると思います。もちろん、それは学校だけで解決できる問

題でないのは、だれもが認識しているところです。ただ、学校に大いに期待した

いという意味で、学校への意見あるいは要請が増えているところだと思います。

そういう意味で先生方も日ごろ、保護者の方からのお話が大変多くなって、その

対応だけでも大変だということも、よく聞いています。

　保護者の方の要求度が高くなったという言い方をしたりしますけれども、この

ような状況の中で、学校は、とりわけ義務教育は何を見直し、何を振り返って、

これからを生きる子どもたちの教育を支えていくのか。あるいは、国の教育を支

えていくのかということが背景にあることは、およそ、どなたもご理解いただけ

るところではないかと思います。

　結論的なことを先に言ってしまえば、学校は教育課程の見直しを進めるにあ

たっても、これまでのような学校内部だけの視点からではなくて、学校の外から

の視点も含め取り組むことが求

められています。これは、言い

換えれば、先ほどからいろいろ

な先生方がおっしゃっているよ

うに、学校あるいは市区町村

の、いわゆる権限、やりたいこ

とがかなりできるようになって

きたということの裏返しの話で

もあります。学校教育を多様な

視点から多角的に見ていくとい

うことは、これからは大変必要

になってきているということな
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のだと思います。

　そのために、教育課程部会等で、これまで検討されてきた話題を少し紹介させ

ていただくと、義務教育の内容を設定するに当たって、何をはっきりさせるべき

なのかと言うことです。それは目標です。この目標とは、言い換えれば、「どうい

う力を保証するのか、どういう力を育てるか」ということではないかと思います。

　これまで「生きる力を育む」ということを申し上げてきましたが、「各教科等に

おいての生きる力というのはこういうものである」「基礎・基本といえるものはこ

うである」等々、学習指導要領に示す基礎的、基本的内容のことを基礎・基本と

言ってきたわけですし、現在も変わっていません。しかし、それだけで十分なの

かという問い直しが、今、されています。

　例えば、確実に身に付けなければならない力や内容というのがあるでしょう。

もちろん読み書き計算に代表されるようなことは、今まで先生方がおろそかにし

ているはずがないのですが、でも、改めてもう一度、その定着を全員の子どもた

ちにしてもらう。そのために目標を改めて明確にしようということなのです。

　当然のことですが、学力の見方からすると、いわゆる読み書きそろばんに象徴

されるような知識・理解だけではなくて、自ら学び、自ら考える、あるいは表現

する力なども合わせて大切だということは、先ほどの安彦先生のお話で、私も改

めて確認できましたし、先生方もご理解を深められたのではないかと思います。

当然、あれかこれかの問題ではなくて、学力は状況に応じて働く力、既に身に付

けている知識や技能などを、さらに状況に応じて働かせ更新していく、そういっ

たことが求められている時代なのだと思います。

　さらに加えて、現在、話題になっているのは社会的な自立です。先ほどいろい

ろな背景を申し上げましたが、子どもたちが自ら進んで学習意欲をもてるように

することとか、夢を持って学習に取り組むといったことが、なかなかできにくい

状況があるということも含めて、子どもたちの自立ということを考える必要があ

ると言われています。それは、ＯＥＣＤのＰＩＳＡ等で言われている個人の主体性で

あったり、積極性であったり、さらに個人と他者（身近な人）、個人と社会の関係

の中で育まなければならない力です。こういったことを通して、生きる力につな

げていく必要があるのではないかと思います。もっと言えば、国としては義務教

育あるいは教育課程の学習指導要領を作成していく上でも、ここをしっかりと考

えていくということです。これに対してそれらの力を担保する評価、目標の入口

に対して出口の部分をしっかりと見据えない限り、育成する力はスローガンで終

わってしまいます。そういうことがあってはならないために、幾つかの施策が必
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要になります。

　このように見てくると、目標あるいは評価も含めて、これまで分かった分、

はっきりしなかった分と言われているところの詰めをすると同時に、先程来話に

あるように、各学校においては実際にどのようなことを考えて教育課程なり学校

運営を進めていったらいいのかということになり、このレジュメの１番目のテー

マである特色ある学校づくりということにつながってくると思います。

　先ほど申し上げた、資質・能力の問題、目標の問題や評価の問題と、それぞれ

の地域や学校の特色を生かす教育のあり方ということを絡めながら、どのような

教育課程を作成していくのかです。例えば、コミュニティスクールというのが具

体的な形で、今、進められています。これはもう先生方の地域にも、そういう学

校が幾つか見られると思います。言うまでもなく、これも学校内部だけの目、も

のの見方・考え方から離れ、周囲の人、地域の人にも入っていただいて、学校全

体の問題点をひろいだし、改善を進めていこうという取り組みです。

　これに関しても、市区町村、学校の校長先生方がしっかりとその辺りを考えな

がら、今後も特色ある学校づくりに邁進していただくことで地方の役割も見えて

きます。そのときに説明責任として、先ほど申し上げたようなテーマ、主題につ

いての考え方をしっかりと説明しながら、具体的にその成果も公表していただき

ながら進めていくという、かなり具体的な局面が、今、進んできているというこ

とが言えるかと思います。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。それでは、工藤先生、先ほど途中で話

を切ってしまったものですから、特色ある学校づくりにつきまして、もう少しお

話しください。

【工藤】　配付資料４ページ（８２ページ参照）の（２）についてお話しいたします。

特色ある学校づくり、基本的な考え方は、これが自己目的化しないということだ

と思います。それと、各学校の子どもたちの姿をよく見ること。子どもたちの姿

からスタートすることです。学校のそれまでのいろいろな教育経験を確認する。

地域の実態を踏まえる。基本的には、この３つからスタートするということでは

なかろうかと思います。

　ですから、吉井中学校で進められているような、まず実態をふまえて教育目標

を設定し、重点目標として学校の計画にそれを具体的に反映するという手立てを

作る過程が、特色ある学校づくりになっていくのでしょう。ですから、②にある

ように、「学校教育目標の設定と具現化」、それが教育課程の編成に反映すること

になっていくのだろうと思います。
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　ただ、理念と実際をつなぐところが問題です。伸び伸びした子どもといった時

に、どこでどういう指導を通じて伸び伸びした子どもを育てるのかということに

なるところがポイントで、いろいろな意見が出てくると思います。教育課程の場

でいえば、特活の学校行事でそれを主に受けるとか、あるいは、総合的な学習の

時間の部分で受けることが考えられます。そこのところが一番、私は重要な部分

ではないかと思います。

　ですから教育目標、重点目標、そこから先、教育課程、教育指導のどの部分で

“伸び伸び”“生き生き”を目指すのか、人間性、社会性といった時に、それをど

こで受けるのか。人間性といっても、中身をもう少し具体化しないといけないと

思いますが、豊かな人間性といった場合に、それをもう少し具体化してみて、で

は総合的な学習の時間で豊かな人間性を実現するとしたら、どういう言葉に置き

換えればいいのか。特活の学級活動でそれを具現化をするとしたらどうしたらい

いのか。このような、つなぎの部分がうまくいっていないと、理念と具体的な活

動が分離してしまって、評価もしにくいということになるのではないかと思いま

す。

　それから（３）は、特色ある学校づくりについては、先ほどから出ていました

けれども、学校の現状と課題というところからスタートしたらどうかということ

も書いていました。教育目標、重点目標、具体的な教育活動の活動とつながって、

最終的には授業ということになっていますので、授業改善にそれが具現化され

て、評価はまたその逆コースをたどっていくという形になっていくのではなかろ

うかと思います。

　それから評価から明らかになった課題と改善計画の間、ここにも溝があると思

います。具体的に評価がパーツごとになされた、課題も出てきた、ではそれをど

うやって克服するか、問題解決するかというところになると、一種の、これは仮

説ということになるわけです。ですから、その仮説と課題との間の懸け橋は、先

生方の経験とか専門性とか協議の中で作っていくしかないと思います。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。工藤先生から、特色ある学校づくりに

おける視点として大事な点をお話しいただきました。先ほど宮田先生から、セン

ターに１０００件以上の相談があるというお話をうかがいました。前半の最後という

ことで、特色ある学校づくりの大切な視点、どうしても欠けてはいけないという

ような部分を、その相談の事例の中からご紹介いただければと思いますが、いか

がでしょうか。

【宮田】　学校の特色化ということで、今、ずいぶんとそれぞれの学校の教育活動
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が進められています。ただ、どうも特色を出すことが目的になっていて、本当に

子どもたちがその特色によって育っていっているのかというところが、大きな課

題かと思います。

　この図は、組織マネジメントの発

想を、学校教育の中にも取り入れら

れるものは積極的に取り入れていこ

うということで作成した図です。ま

ず、ミッションの探索とか、あるい

はビジョンの構築、あるいはそれを

実現するための組織の改造、さまざ

まありますが、一番はリサーチ活

動、現状把握が重要です。現状把握

は、子どもたちの実態だけでなく、その要因としての教育課程も含めた教育活動、

あるいはその組織運営、教育環境、さまざまな広い観点で洗い出していくことが

必要です。それから、アウトプットあるいはアウトカムとしての子どもたちだけ

の姿を目指すのではなく、目指す子ども像を実現するためには、教職員や組織の

あるべき姿まできちんと洗い出した上で、課題は何なのかを考える。

　その手立てとしては、いつ、どこで、誰が、何を、どのように行っていけばい

いのか。それらを総合すると、目的像に重点化した特色が出てくるでしょうし、

目的はあまり変わらなくても、その目的に迫るための教育環境の開発と活用に特

色が出てくるということがあります。そういったところでの特色化と併せて、本

当に実効性のある最適な教育活動、組織運営を考えていく必要があるのではない

だろうかというふうに思います。お答えになったでしょうか。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。各先生方から大変、分かりやすいお話

を、いただけたのではないかと思います。これで前半の部分を一区切りつけさせ

ていただきまして、これから後半の部分、学力向上とカリキュラムのあり方とい

うところに話を進めさせていただきたいと思います。

　私自身は、教育政策研究所の中で、ＩＥＡによるＴＩＭＳＳ、それからＯＥＣＤによる

ＰＩＳＡを担当しています。先ほど安彦先生からもありましたが、ＴＩＭＳＳ型の学

力、ＰＩＳＡ型の学力、これは非常に違うものです。しかし新聞等では、これが全

部一緒になって説明されています。学力向上という立場を考えて、学校の中で具

体的なカリキュラムを作っていく場合、どうしたらいいのかということで話を進

めていきたいと思います。
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　まず最初に、宮田先生から、福岡県における学力向上プラン等を中心に、各学

校でカリキュラムづくりをどうしたらよいのかということについてお話をいただ

きたいと思います。

【宮田】　ほとんどが県内の先生方であるということですので、福岡県で行ってい

る諸事業については、先生方もそれ

ぞれ学校の中で具現化をしていただ

いているだろうと思います。私は、

そういった学校でのさまざまな取り

組み、あるいは県が行っているさま

ざまな施策の背景となるような考え

方等を提示して、事業等については

簡単に説明をさせていただきたいと

思います。

　大きくは、レジュメ（８３ページ参

照）に書いてある３点です。まず、

先ほど申し上げました特色化ととも

に最適化も、今の全体の動きではな

いだろうかと考えています（狢）。そ

のためには、第１に個それぞれの実

態に応じた指導の充実を図っていく

ということです。第２に、必ず検証

をしながら改善を図っていくという

こと。そして第３に組織的な取り組みにならないと、なかなか、教育活動の効果

が上がらないという、この３点からの、主に確かな学力にかかわる施策、取り組

みについて説明いたします。

　まず、これが第１番目の個に応じた、実態に応じた指導ということで、本当に

基本的なことです。子どもたちが向上心を持ったり、あるいは何かを習得してい

く時には、必ず熱中し、没入しなくてはなりません。図狠は、大変基本的なこと

ですが、横軸は子どもの実態、縦軸は目標水準です。子どもの実態に応じて、目

標水準が高すぎる場合は、恐怖や不安という精神状況に陥ります。逆に、子ども

の実態が高いのに目標水準等が低いと、退屈や飽きという精神状況になります。

これを、どうにかして熱中し没入している状況にさせなくてはなりません。この

「フロー状況」というのは、チクセントミハイという社会学者が提唱していること
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狢

狠

福岡県の学力向上施策・支援

向上心
修得

退屈・飽き

です。私は、体育が研究分野ですの

で、体育の授業研究で理論を取り入

れてみました。

　今、補充教材や発展教材を作った

りとか、あるいは習熟度別学習をし

たりというのは、子どもたちをこう

いう状況にさせようということが基

盤にある考え方ではないかと思って

います。これがどのような子どもた

ちの姿になって現れているかといい

ますと、これは平成１５年度に県が

行った学習状況調査（狡）です。こ

の結果がその状況を示していると思

います。

　これは、「楽しいですか」と「よく

分かりますか」という２つの観点か

ら、通常の一斉授業と習熟度別ある

いは課題別学習の形態をとった時の、程度を４段階に分けてアンケート調査した

ものです。すると、習熟度別、課題別学習の形態をとった時のほうが、楽しさに

おいても、理解度においても、「とても」の割合が高くなりました。

　私が心配だったのは、中学校になると劣等感や羞恥心、あるいは優越感といっ

たことが影響して、子どもたちにとって習熟度別、課題別の学習状況はどうなん

だろうかということです。しかし、中学校でも習熟度別や課題別学習をした時に

は、「楽しさ」も「理解度」も満足の状況に随分移行しています。こういったこと

からみると、先ほど述べた個に応じた指導というのが、さまざまな分野で取られ

る必要があるだろうと思います。

　そういったことで、それぞれ各学校で取り組みをお願いしているのが、この３

点です（狹）。個に応じた指導の充実を図る指導計画、あるいは指導体制の工夫。

常に研修しながら、後の指導法を工夫改善していく評価と指導の一体化。組織的

な取り組みとしての学力向上プラン。先のような背景で、このようなことを、ぜ

ひ学校でお願いできないかということで提示をしている特徴的な取り組みです。

　先ほどからお話がありましたが、授業はこういった条件（狷）で成立している

のですが、旧来から取られてきた、いわゆる学級集団イコール学習集団、それか
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ら小学校では担任、中学校では教科

担当イコール指導者という考え方か

らの脱皮だと思います。指導体制を

工夫し、学習集団を弾力化し、教材

を開発し、評価規準等に併せて改善

しながら目標に進んでいくという授

業改善が大変重要になってくると思

います。

　それから、福岡県の特徴的な取り

組みとして、学力向上プランの機能

化ということがあります（倏）。これ

を数年来、小学校では発達特性に応

じて学年化をした取り組み、中学校

では教科の本質、特性に応じて教科

化するということで、学校全体の学

力向上プランと学年プラン、教科プ

ランというものの作成を県内全校に

お願いしているところです。この詳

しい中身については、後ほど、西見

校長先生のほうから、具体的な取り

組みが出されると思います。９つの

観点で、いわゆるシステム化し、組

織として共通理解に立った上で取り

組んでいこうという意義があるので

はないかと思います。教師個々の活

動の集合体によって、教育活動が成

立するのではなく、組織としての取

り組みで成果を上げるということで

は、小中学校においては学力向上プ

ランが必要です。

　高校においては、シラバスを作成

しました（猗）。図の左にあげる５つ

の意義、狙い等を設けて、基本項目
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狷

倏

猗

猊

改善 改善

としては学習目標、内容、評価の仕

方ということを定めながら、それぞ

れの学校の特色に応じて、このよう

な項目に重点化をしてもらって取り

組んでいます（猊）。

　私は小学校の低学年ぐらいは保護

者向けに、小学校の高学年から中学

校ぐらいでは、児童生徒の「学習の

手引き」等として使っていくと、子

どもたちの見通しがある学習ができ

るのではないかということで、高校

の分ですが、ここにあげさせていた

だきました。これらが、例としてあ

りますが、これはセンター等の研究

紀要に載っておりますので、また後

ほどご覧いただいたらと思います。

　リサーチの支援としては、もうす

でに今年も行いましたが、４県統一

での学力実態調査等を行っています

（猜）。これは希望する市町村等が参

加できるような体制で行っていま

す。今回、先ほど提示しましたよう

に、学習状況・指導状況と、学力の

定着状況との相関関係が見られるよ

うな分析をし、県としても幅広い観

点からの施策が打てるような指導資

料を作成しています。あるいは、各学校においても、自分の学校の学力と子ども

たちの生活習慣、学習習慣等の関連での課題が見いだせるような形で、今、実施

をしているところです。

　それから、これは重点課題指定委嘱ということで、モデルカリキュラムなり、

それぞれの学校の教育活動等の取り組みを、３年間かけて、毎年指定させていた

だいています（猖）。これはどこの県でも取り組んでいると思いますが、福岡県で

も同様です。それから、先ほど申し上げた、中長期的な調査研究等につきまして
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は、今年度で第４期が終わり、来年

度から第５期に入るという状況です

（猝）。

　それから、直接児童生徒を対象に

した取り組みというのは、今まで県

教育委員会のほうではしたことはご

ざいません。しかし、個性の伸長、

いわゆる「フローの状況」等を作っ

ていき、それぞれの子どもたちが

持っている興味関心とか、あるいは

能力等を結実させていきたいという

願いで、モデル事業として国際理解

教育としてのイングリッシュサマー

キャンプあるいは小学校の英語活動

教材の作成を行っています。それか

ら科学教育の振興として、サイエン

スサマーキャンプという科学講演会

を九工大との連携で行っています

が、どちらも、参加者のアンケート

等によって素晴らしい成果をあげて

いることが分かります（猴）。

　それからもう１つ、心と知的学力

とのバランスを取るといったような

ところ、あるいは総合的な学習の時

間等の円滑な実施のため、やるキッ

ズ支援事業を、小学校ではボランティアの支援事業、中学校では職場体験等のア

ンビシャス支援事業にも取り組んでいます（猯）。

　もう１度申し上げますと、教育活動の特色化とともに最適化をめざし、目標の

重点化、取り組みの具体化、それと組織化と、バランスの確保を目指した事業展

開をしています。どうぞ、それぞれの学校で具体化していただければと思ってい

るところです。

【鳩貝】　宮田先生から、具体的な県の施策の背景となるものについてのご説明を

いただきました。その施策を進めていくということで、実際にそれを展開されて
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猴

猯

猩

おられる西見先生から、吉井中学の事例をご紹介いただきながら、お話をいただ

きたいと思います。

【西見】　学力問題については、本校でも大変重要な課題と考えているところで

す。まず、本校での生きる力なり、確かな学力についての考えを説明しておく必

要があろうかと思います。本校では、生きる力とは「確かな学力」と「豊かな人

間性」、それにたくましく生きるための「健康や体力」の３つの柱からなると考え

ています。これは、先ほど提案されたことに重なります。

　そして、その中の確かな学力は、基礎・基本の着実な習得と並んで思考力、判

断力、表現力、課題発見能力や問題解決能力、学ぶ意欲、学び方、知識、理解な

どの力を基に、よりよく問題を解決する資質や能力であると捉えています。まさ

に、これは国や県が示しているとおりを最上段に掲げているわけですが、やはり

重点化する必要があります。先ほど述べたように、教育課程編成における重点で

あった２つの事項、１つは問題解決的学習や基礎・基本の指導の徹底と個に応じた

指導の充実を図るということと、２つには地域の人とのかかわりに重点化してい

ます。この内容の要素を目指す生徒像や学校像、そして授業像にも入れさせても

らっています。

　今、宮田部長から話がありました学力向上プランは、本校もあげておりますが、

県下どの学校も行っている取組ではないかと考えています。この学力向上プラン

については、県のほうから９つの視点が示されています。一応、すべての項目に

ついて、それぞれの学校がこの１年間どのようなことをやるかというのを出しま

す。本校は９つのうち３つを、重点的に取り組むということを職員と確認してい

ます。視点１からは、本校で生徒に育成する学力の明確化として、基礎・基本の

徹底をまずあげています。生徒に身に付けさせたい力は何か、それを学校経営要

綱の中に各教科としてあげています。

　飛びますが、視点４から、習熟度別学習を含む指導方法の工夫改善。そして、

視点８からは、計画的継続的な家庭学習の実施としました。これは生徒の実態を

調査したところ、本校は田園地帯にあり、のんびりしたムードがあって、なかな

か家庭学習ができていないということで、本年度はこれを取り上げたところで

す。

　そのほかの視点としては、例えば読書活動の推進、これが視点７になっていま

す。視点３では、学力向上を目指す指導計画の作成。これは当然だと思います。

視点５では、学力の定着を図る日常的な指導の充実で、学校全体での指導とか、

個に応じた指導という具合に９つ示されているわけです。しかし、本校では、す
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べての視点を均等に行うことは無理だろうと思いまして、先ほどのように重点化

させてもらいました。

　こういった重点事項を検証する具体的な目標は、やはり最近の流れですけれど

も、数値目標を設定して、１年間でできることに取り組んでいくということです。

年度当初、どの学年も標準学力検査を行います。これらの結果を基に着目したの

は、５段階評定の３、または２という段階でした。当然、評定１も大事な、引き上

げねばならない生徒ですけれども、評定１については、正規分布曲線を基準とす

ればの話ですが、何とかクリアしている状況と判断しています。

　ただ、当校は評定１、２が非常に多いと思います。従って、残念なことに学力検

査の結果は、福岡県の標準平均よりも下回っています。そこで、評定１、２を３に

引き上げる。できれば、３は４に引き上げる。これは副のほうですが、２を３に引

き上げるというのが、当校の課題です。それぞれの教科でどの程度引き上げるか

を数値目標にしているところです。

　成果ではありませんので、あまりこういう場所では言うべきではないかと思い

ますが、現在の３年生から１年生まで全部、追跡調査でデータ取りをします。転

任してきた先生にも、それはデータとして示します。例えば５段階評定で、評定

１の率は、現在の３年生は、１年生４月で１０.１％でした。２年生４月で１０.３％。３年

生４月で９.７％と、若干下げることができました。本年９月の、中間的なテストで

は、４.２％と、ちょっと私から見ると問題の質が違っていたからよくなったのかな

と思いますが、確かに成果が上がっているところです。

　ところが、評定１、２については、１年生で２２.６％。２年生で２１.６％、よくなりま

した。ところが３年生で、なぜか３１.６％、急に悪くなりました。本年９月の中間

的な検査では、何とか、１学期の努力があったのかどうか分かりませんが、２８.１％

となっていますが、正常分布曲線を基準にしても、入学当初より悪くなっている

わけです。それで、これを職員に出して、なぜかと問いました。数値が先行しな

いことは大事なことですので、どのような要因で結果がそうなったかを分析して

欲しいと考えています。これが大事であり、それを授業改善につなぐ。それを自

分たちが出してくるということです。だから、管理職は数値を出しますよと、こ

うなっています。これは学校評議員にも出します、保護者にも出しますというよ

うな形で、現在取り組んでいるところです。

　ところで、吉井町は県の重点課題研究指定委嘱の心の教育推進事業地域指定研

究を受けて２年目になります。本校の道徳性診断テストの結果ですが、全体的に

は全国標準検査よりも、ペーパーテストとは異なり、少し良い結果が出ています。
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ところが、道徳性の６領域別でみると、「他人とのかかわり」だけが標準得点を下

回っているわけです。私は、この特質も授業改善に生かせということで、今、下

ろしているところです。本校の生徒は、他人とのかかわりで、どうして落ち込ん

でいるのかと。そこは授業改善に何とか方策が出ないかというようなことも投げ

掛けています。

　そのほかにも、そこに掲げるように、指導方法工夫改善の具体的実践、本校は

数学と社会で少人数授業をやっております。それから、選択教科については、基

礎・基本での関係、発展的には本人の希望を得て、さまざまな検定も受けさせて

おります。

　ところが困ったことに、選択の幅を拡大したいのですが、新築された学校は将

来の生徒数減も見込んで、きっちり６学級分しかありません。２年生の５学級、余

りの１学級は理科教員３名ですので、第３理科室のためにあてましたから、普通

教室で余っている教室は１つもありません。従って、選択教科拡大をしたいとい

う願いはあるのですが、今度は、生徒を分けたときに学習する場所がなかなか取

れないというわけです。これは全学年同じように選択教科を行うことはできませ

んし、他学年は特別教室も授業で使っていますので、こういった課題が出てきま

す。辛うじて、職員が使う会議室や研修室、図書室の奥にあるコミュニティルー

ムの辺りを使って、何とか３部屋確保している状態です。物理的な条件が整わな

いと、なかなか難しい問題があるということを感じています。

　個人指導についても、取り出しをするには、保護者および本人の了解も要りま

すので、これがなかなか進みません。しかし、期末考査、定期考査の直前、部活

動のない日とか、あるいは長期休業中には、実際に行っているところです。

　また、授業の質的改善がなかなか進まないという課題があります。これは教師

の力量にかかわってきますので、今ここで私が述べる時間はありませんが、やは

り一言で言いますと、教師の格差が大きいということがあります。中学校での場

合、教科間格差ももちろんありますし、同じ教科の中の個人格差もあります。こ

れをどのようにして、一定レベルに上げていくかというのは、私の学校だけでな

く中学校教育の中の大きな課題ではないかと思います。掲げていることは、たく

さんいいことを掲げていますが、まず本校のレベルは県の平均に達するというこ

とを最大の課題に上げて、全職員が取り組んでいるところです。

　２９時間の週時定については、かなり助かっています。ただ、昨年は台風がたく

さん来て休校がありました。このときはやはりさすがに心配しました。ＰＴＡ行事

とか学校行事がもうこれ以上削減できない状況にきていますので、２９コマを本当
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にフル活用して、なおかつ時間確保をするにはどうしたらいいかということが、

本校の課題でもあります。

【鳩貝】　吉井中学校の実態もふまえながら、いろいろと具体的なお話をいただき

まして、ありがとうございました。続きまして、工藤先生に全国的な状況、それ

から先ほども話がありましたが、国際的な資料収集等も行っておられますので、

これからの学力向上についての内容、その条件整備をどうしたらよいのか。その

辺について、お話をいただきたいと思います。

【工藤】　私、時間もありませんので、３点ほど申し上げたいと思います。レジュメ

（８２ページ参照）の２の（１）の①と②にかかわることなんです。学力の向上といっ

た場合、どういう着眼点が必要なのだろうかということです。現在の、学習の評

価の仕組みは、観点別評価と評定となっていますが、要録では当然、教科ごとに

それが示されるだけになっています。

　通信簿を見ても、観点別評価の通信簿というのは、ページ数に制約があります

ので、どの内容が「不十分」「十分でなかった」か、例えばＢになったのかとか、

そういうことが分かりにくい形になっています。学力といった場合は、学習内容

と評価の観点の、いわばマトリックスになって示されているわけです。例えば１

学期の間に、学習内容はどのぐらいの学習項目があったか。それに対して、どう

いう評価場面が準備されていたか。観点はどのように対応したかということで、

マトリックス表ができて、補助簿ができるわけです。

　そのときに、評価の作業として、観点別評価の総括をしていく際に、個別の内

容、評価場面ごとの学習状況というのは、総括した中で消えてしまいます。です

から重要なことは、学習内容にもう少し着目しないといけないのではないかとい

うことです。その両方で見ていかないといけないのではないかというのが①で

す。

　それから②は、子ども１人ひとりの学力と、学校とか集団で見た場合の学力。

現在は、集団で見るという傾向にありますが、これは、例えば平均とか分布とい

う話になってきます。平均というものがどれだけ意味を持つかというのは、ある

意味で疑問になる部分もあると思います。ですから、それぞれ区別をして学力を

考えていかないといけないのではないかと思います。これが第１点です。

　それから２番目は、やはり児童生徒の側から考えないといけないということで

す。児童生徒から見ると、学力というのは評価ということになるわけですが、恐

らく子どもの気持ちとしては、成績あるいは評価が出された場合、学習内容のイ

メージはあまりないかもしれません。観点別評価は通知表に出ていますが、子ど
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ものイメージとしては、あのときのワークシートができなかったからよくなかっ

たのかなとか、期末テストが６０点だったからＢが付いたんだろうとか、そういっ

た形でしか捉えられないのではないかと思います。

　子どもたちは、評価場面とか評価方法で自分の学習状況を理解しているのだと

思います。ですから、本来は学習内容があって、評価の観点があって、評価方法

がある。つまり、評価場面と評価方法があるわけですけれども、そういう部分が

子どもたちには見えなくて、子どもたちはすぐ簡単に、あのときのワークシート

ができなかったから駄目だったんだろう、というぐらいしか思わないわけです。

例えばＢというのは「おおむね満足できる」と言っているのですけれども、「おお

むね」というのは、どこか不十分なところがあるから「おおむね」なわけです。

全体、１単元をずっとまとめてみたら、この部分は少し不十分だけど、全体的には

よかろうというのが「おおむね」ということになります。「おおむね」というのは

どういう状態で、どこが不十分だから「おおむね」かということを、教師のほう

も、子どもたちの側にとっても、分かるようにしていかないと、学力補充という

のはできないのではないかと思います。

　基本的には学習記録簿、補助簿の有効な活用ということになってくるし、それ

を元に授業の振り返りということにもなってくると思います。ですから、子ども

から見て評価というのはどのように見えるのか。そこからどうすればいいかとい

う道筋というのが必要なのではないかというのが、２番目です。

　それから３番目は、学力向上というのは総合的な戦略、取り組みだろうと思い

ます。ただ、そのときに、幾つか整理するカテゴリーがないと分かりにくいと思

います。いろいろな観点があると思いますが、例えば、教育課程という視点から

考えると、学習習慣とか学習意欲とか家庭学習とかいうものは、教育課程のどの

部分で対応するのかということになると、学級活動や、高校でいえばホームルー

ム活動ということになると思います。学級活動で学習習慣というものを取り上げ

るとすれば、それは学級活動、特活の一領域で編成するということになってくる、

これは教育課程の問題ということになります。

　それから、各教科に目を移すと、教科ごとに成績が出てくるわけですが、もう

少しさかのぼっていくと、言語能力や言語にかかわる力、コミュニケーション能

力とか理解力などは、中学校以上になると教科に分けられて、そこら辺を補う部

分が弱いという感じもいたしますので、言語とか数理については、教科横断的な

活動ということも、場合によっては必要なのかもしれません。例えば社会科にお

ける言葉が、どの程度子どもたちが理解できているのか。用語や難しい概念もだ
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んだん出てきますので、そういうものが理解できているんだろうかというような

ことも、教育課程の面では検討する余地があるのではないかと思います。

　教育課程ということを申し上げましたが、その他、例えば指導体制という面で

学力を考える。これは少人数指導とか習熟度別指導、ティームティーチングとか

いうことになってくると思います。

　それから３番目、授業の改善です。これは今、お話がありましたように、授業

の力量ということになってくると思います。やはりここが一番ポイントだと思い

ますが、子ども１人ひとりに応じた授業が果たして行われているかどうか。例え

ば授業を拝見したりしますと、先生の指示の意味が分からなくて、あの子どもと

あの子どもは最後まで戸惑っていたなというのが分かるわけです。戸惑ったまま

チャイムが鳴ってしまったと。あの後、先生はどうされたのかなということは、１

時間ぐらいしか授業を拝見していないから分かりません。そういう場面が繰り返

されると、子どもたちがだんだん授業に参加する気持ちもなくなってくるし、疎

外感も持ってくるということになります。

　ですから、そういう場面をどうやったらキャッチできるのだろうか。１人ひと

りきちんと見ていくということです。先生の発問とか指示が行き届いていなかっ

たりする場面というのは一例ですけれども、そういうことが繰り返されないよう

にするにはどうしたらいいのだろうか、ということも大切と思います。これは授

業の振り返りとか、公開研などを繰り返していって、子どもたちの把握、指示、

発問、教材の提示、さまざまなカテゴリーで、お互いに授業を細かく見合って

いって、どこが不十分なのか、自分の授業はどこが足りないのかということを繰

り返していくということがベースのような気がします。

　それから、今、授業、教育課程、指導体制ということを申し上げましたが、あ

とは評価です。評価はもう何度もでてきて、もう当たり前のことですが、指導と

評価の一体化と言われていることを、授業場面でも、それをもう少し徹底して

いって、先ほどの補助簿等で把握されたものを授業にどう生かすかということ

に、結果的になってくると思います。補助簿の生かし方は、授業に生かすという

面と、それから指導体制で受ける、学校として受けるという側面もあろうかと思

います。

　ということで、学力向上については、着眼点を明確にして、それぞれ受けると

ころでどのような対応をしていくか具体像を示していくことが必要で、そのとき

に幾つかの着眼点、学習意欲とか学習習慣とか、それから言語に関する力とか、

幾つかのカテゴリーを立てて考えていく必要があると思います。
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【鳩貝】　ありがとうございました。教育課程の審議会の中でも、この学力に関し

てさまざまな議論が行われて、それぞれの委員の先生方の立場からいろいろな意

見があり、討論が行われてまいりました。そこで、板良敷先生に、その審議の過

程で話し合われてきた学力の問題等における課題、それから今日、皆さんに考え

ていただきたい内容等について、お願いしたいと思います。

【板良敷】　それでは先生方、お手持ちの参考１という資料（８６ページ参照）です

が。この抜粋のところの２の（２）、アの２つ目の丸のところをご覧ください。基

本的な理念・目標のところです。

　ここに書いてあることを見てみますと「現行の学習指導要領の学力観について、

さまざまな議論が提起されているが、基礎的な知識・技能の育成（いわゆる習得

型の教育）と、自ら学び自ら考える力の育成（いわゆる探究型の教育）とは、対

立的あるいは二者択一的にとらえるべきものではなく、この両方を総合的に育成

することが必要である。これからの社会においては、自ら考え、頭の中で総合化

して判断し、表現し、行動できる力を備えた自立した社会人を育成することがま

すます重要となる」という、この言葉にすべて象徴されているように思います。

　それと、１つ飛ばして一番最後の丸、アの最後の丸、以上のことをふまえつつ、

のところですけれども。ここにも幾つかのことが書かれています。ちょっと読ん

でみます。「『読み・書き・計算』などの基礎基本を確実に定着させ、教えて考え

させる教育を基本として、自ら学び自ら考え行動する力を育成すること」。これは

学習指導の見直し方の話です。それから、「将来の職業や生活への見通しを与える

など、学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させる教育を充実し、学ぶ

意欲を高めること」。その下のほうには、「家庭と連携し、基本的な生活習慣、学

習習慣を確立すること」とか、「国際社会に生きる日本人としての自覚を育てるこ

と」などを重視する必要があるということに学力を考えていく１つの大きな土俵

がつくられたと言えると思います。それが、この後の資料にあるイメージ図、先

ほど、先生方、見ていただいていたと思うんですけれども。そういう学力という

ふうなものを押さえて、それで実際に大きな枠組みの中で、学校が単元ごとなり

題材ごとなりに、どのような力を育成するのか。その力を考えるときに、個と社

会の関係とか、あるいは個人と、一人の子どもと他者との関係とかいう相互関係

の中で、生きて働く力として考える必要があるのではないかといったことが話の

中で取り上げられていました。

　そういうことですので、問題は、それを設定した後で、どうそれをドゥの部分

ですね、実践し、実行していくのか。そこが、今日、宮田先生とそれから西見先
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生のお話にもありました。さまざまな取り組みが考えられそうです。福岡の先生

方も大変だけれど頑張っておられるなと思いながらお聞きしていました。

　各学校のいろいろな取り組みの結果がどうだったのというプラン・ドゥ・シー

の、シーに当たる話になるんですけれども。外部の方も入れて、実際、成果なり

評価の読み取りなども見ていく必要があるといわれています。そして、ドゥの充

実、つまり指導の充実のためには、教育課程を一層、充実させていくこともでき

るんだろうと思います。

　そして、評価の信頼性はどうなのか。あてがいぶちの問題をさせて結果はどう

だったかということもありますが、やはりここは学校、それから教育委員会がど

ういう力の実現状況をとらえる問題かに立ち返って考えたいところです。例えば

ペーパーテストの場合でも、これは今も言われていることなんですが、問題作成

から手掛け、より信頼される評価なり成果なりを信頼されるものにしていくとい

う努力も必要だということを、審議の過程を通しても思いましたし、先生方の話

を聞かせてもらいながら思った次第です。

　そのために、先生方にすべてを預ける問題ではなくて、国がやらなければなら

ない入口と出口では、学校評価ということが話題になっています。学校評価のガ

イドラインをどのような形で出していくのかということも、今、取り組まれてい

るところであります。

　このような義務教育の改革の過程にあっても先生方には、もっと自信を持って

保護者の方に答え説明していただき、仕事に生きがいを感じてもらうためにも、

専門職としての専門性を高めていただく施策も考えていただいているところで

す。国としての支援はどんなことができるのかということで、専門職大学院の話

をお聞きかと思います。それから、日々変わっていくいろいろな新しい情報に対

しても理解を深める講習を受けながら自信を持って、ご自分たちのお仕事にまい

進していただくための免許の更新制についても審議を深めてもらっています。そ

ういったことですから、あちらからも、こちらからもの視点を持って、現在、協

議をしていただいているところです。

【鳩貝】　教育課程審議会の審議が、山場に差し掛かってきておりますけれども、

いろいろなことが、さまざまな視点から討議されているということが、今の板良

敷先生の、はっきりとなかなか言えないような、物言いの中から察していただけ

ればありがたいと思います。

　だいぶ時間が押しております。あまり時間がございませんので、端的にご質問

またはご意見をいただきたいと思います。
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　まず質問については、今日のこのシンポジウムにかかわって、例えば教育課程

とか学校改善とか学力向上とかというようなキーワード、この３つぐらいのキー

ワードにかかわる質問を、まず最初にいただければと思います。なお、安彦先生

もまだいらっしゃいますので、壇の先生方だけではなくて、安彦先生に対してで

も結構です。どなたか、ございますでしょうか。

【安藤】　失礼いたします。私、岡山県から参りました岡山大学の教育学部付属小

学校の安藤と申します。今日は本当にありがとうございました。本校は学力、そ

れも子どもの学習意欲ということを中心に今、頑張って取り組んでいるつもりで

す。学習意欲がないと、ほかの学力も付いて回らないものですから、特にそこを

大事に考えております。そのときに、特に小学校に上がってきた子ども、学習意

欲が非常に低いという状況がある中で、あるいは学校生活に非常に適応しにくい

状況の中で、要は、そういうものとの連携を考えたカリキュラムというものを考

えています。

　例えば、異校種間連携についてのカリキュラム改善、そのようなことについて

のお考えなどありましたら、教えていただけたらと思います。

【鳩貝】　どなたにでしょうか。指名をいただきたいと思います。

【安藤】　安彦先生もしくは板良敷先生、お願いできたらと思います。

【鳩貝】　板良敷先生、いかがでしょうか。

【板良敷】　先日の教育課程部会でも、そのことが議題になっていました。幼小の

関連とか、もちろん小中、中高の連携ということで、子どもたちの義務教育９年

間を見て、どのように教育を考えるかということを審議していただいているとこ

ろです。よく言われる小１プロブレムの問題とか、あるいは中学１年生になった

時、よく言われる理解の七五三のようなことなど、さらには意欲の問題とかも含

めて、審議していただいているところですから、何らかの充実のための考え方や

取り組みについて示されるのではないかと思います。

【鳩貝】　すみません、まだ具体的な答弁ができないということで、よろしいで

しょうか。

【安藤】　ありがとうございました。

【鳩貝】　そのほか、いかがでございましょうか。

【宮田】　１つ、いいですか。

【鳩貝】　どうぞ。

【宮田】　私どもが出しています調査研究のご案内というのをご覧いただいたらと

思うんですが（９２ページ参照）。直接、これは知的学力という面での連携ではあり
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ませんが、今年度行っている調査研究の中に、１つは小中連携の、総合的な学習の

時間の一貫性確保のためのカリキュラム編成というのに取り組んでおります。

　それからもう１つ、幼・保・小の連携については、規範意識の形成という項目

を設けています。子どもたちは小学校になってからでは遅いだろうと。ですから

幼稚園、保育園、ある１つの町で取り組んでいただいているんですが、すべての

幼稚園、保育園と、それから小学校と中学校が連携をし、発達特性に応じて規範

意識をどう高めていくか。それから、そこには家庭、地域も巻き込んで、こうあ

るべきだということを今、調査研究しております。

　もしかしたら、学力面とはちょっと観点が違うんですが、指導体制のあり方と

か発達特性の捉え方というのは、参考になるかなと思っていますので、楽しみに

しておいていただいたらと思います。ちょっと宣伝させていただきます。

【鳩貝】　こちらの県で、先進的なそういう調査研究が進められているということ

ですので、それが国のほうにも反映されるかもしれません。では、工藤先生。

【工藤】　私どもの研究所の、教育課程研究センターの事業で、小中連携推進事業

というのがございまして、県を通じて地域指定を行いまして、２年計画でやって

おります。もう１５、１６年度の分の記録は大体できているというところです。報告

書の公開はしておりませんけれども、お問い合わせいただければ情報提供できる

かと思います。それから、研究開発学校の中にも、幼稚園と小学校の連携、小学

校と中学校の連携についての研究蓄積はかなりあります。ホームページにも出て

いると思います。以上です。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。もう１人、どうぞ。

【芝山】　北九州市にあります私立の明治学園小中高の芝山と申します。いろいろ

教育改革がなされていくんですけれども、どうしても高校を持っていますと、あ

るいは中学を持っていても同じだと思うんですが、大学入試ということがすべて

のネックになってしまうんです。こういうことをどういうふうにお考えでしょう

か。工藤先生、お願いします。

【鳩貝】　工藤先生だそうですが、安彦先生、安彦先生もちょっとご用意いただけ

ますか。

【工藤】　高校入試があるから、教育活動がそれに引きずられて、子どもの進路実

現のためにはこういう授業をしなければいけないということになってしまうとい

うことですね。これは、こうしたらいいということはないので、考え方の問題で

すけれども。安彦先生の今日のご講演の中にも、受験のための勉強は人間性をゆ

がめたり、競争意識とかそういうことにならなければよいのであって、なること
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が問題だということがあったと思います。そこら辺が１つポイントになると思い

ます。

　だからと言って、その意味の受け取り方で違うと思います。例えば、まったく

受験の模擬テストみたいなことばかり授業でしているとか、そういうことを指し

ているのか。そういうことになってしまうとおっしゃっているのか。それとも、

教科の基本的な内容を押さえた授業をきちっとやりながら、かつ受験対応的な教

育課程も組んでいて、例えば高校３年生ではそれに対応したような科目も置いて

いますということなのか、そこら辺で随分違うと思います。当然、進路実現をか

なえるというのは、重要な役割ですから、それに対応した教育課程、子どもたち

のニーズに応えるような科目を置くということはあり得ることだと思います。

　ただ、競争のあまりに、例えば極端な教育課程を組んだり、例えば、標準単位

数を大幅に上回る教育課程とかですね。そういう科目を組んで、ほかの科目にし

わ寄せがいって、ある意味では学力のバランスが崩れてしまうということでは学

校として考えなくてはならないと思います。

　先生の学校は小中高がおありだということですので、一貫した教育課程を構想

できますから、さまざまな工夫ができるのではないかと思います。

【鳩貝】　安彦先生、お願いいたします。

【安彦】　大変悩ましい問題でして、全然、議論がないというわけじゃなくて、実
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はそれを出されても、それから先、話が進まないわけですね。特に今のお話は、

私学の方ですね。私学は今、結局、何を指導要領で決めても、ある意味ではその

対象外になっていまして、五日制をいくら文科省が進めても、私学はその枠外に

なっていますから、自由にできますね。私学をどうしたらいいでしょうという話

が委員の間から出ても、今の法律の中ではどうしようもない。ですから私学は私

学として、それはもう、お考えいただかざるを得ないんですが。今のお話を公立

のほうと考えて、１つは基本的にそういう、例えば大学進学率なり、とにかく数値

が問題だとされている中では、われわれ、どうしたらいいでしょうかということ

は、ほかの会合の時でも質問が出たことがあります。

　保護者の間にいろんな人が出てきた。必ずしも大学進学率だけを教育的な価値

として重視する人ばかりではなくなったということがあります。しかし、これは

数の上で圧倒的にまだまだ少ないということで。それでも、徐々にそういう方が

増えてきて、私学の中でも、公立の中でも、そういう学校を認めるという、そう

いう状況も生まれてきている。そういう意味では、そういう状況を今度は学校の

先生がどう見ているかということですね。自分たちの教育活動の何に価値がある

かということを、本当に保護者に向かってもきちっと説明し、自分たちの教育活

動の意味というのはここにあるんだ、これをどう思いますか、と逆に問い掛ける

ような、いわば、ある意味で保護者に向かってチャレンジするような姿勢が１つ

欲しいなということがあります。

　もう１つは、保護者の間にも、高校入試ぐらい何だと。高校入試ぐらいの苦し

さを乗り越えられないようじゃ、人生その先どうしようもないぞというような親

御さんもおられて。そういう意味では、入試を超えるという観点から、例えば中

高一貫というのは、かえって、そういう面から子どもにとってよくないからとい

うふうに言われる方がいます。おそらくそういう親御さんがおられる場合には、

どうぞそれを、中高一貫は何も全部の、日本全国の中高をやるつもりはないわけ

でして、選択できる形で作っておりますので、そういう意味では、そういう親御

さんはそれで自分がよいと思った学校を選ばれればいい、自分の子どもに対して

ですね。

　ある意味では、そこから次のステップは、基本的に、大学にせよ、高校にせよ、

入試の仕方が問題になってきます。入試の仕方を少しでも変えていければ、ただ

単に数値だけ、学力テストの数値だけが、入学率や合格率にかかわるんじゃなく

て、もっといろんな形のいろんな入試方法ですね。例えば総合で作った論文なり

何なりが認められるとか、あるいはもう少し内申点をプラスして考えるとか、あ
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るいはスポーツ推薦のような形でやるとかですね。

　実は、早稲田の場合などは実に多様な入試の仕方があって、私の知るところで

も、４つか５つあります。ですので、学力のペーパーテストだけの点数で入学者が

決まっているわけではないので、学力の面から言えば、上から下までというのは

かなり大きな差があります。その学生たちを相手にしなきゃいけません。

　でも、それはそれなりに、むしろいろんな子がいることを、早稲田はいいこと

だと考えていまして、いろんな方法を、自己推薦、スポーツ推薦、論文、小論文

入試、いろんなので入ってきています。こういうやり方がもっとほかの大学にも

広まって、あるいは高校も単なるペーパーテストだけの入試ではなくて、いろん

な形で入試の方法を多様化して、そして子どももちゃんと、できるだけ幅広くと

らえようという、そういう観点で入試そのものを工夫してくだされば、やはり中

学校や高校が対応を変えると思います。そういう意味で、むしろ入試の仕方につ

いて問題提起をしていただきたいというふうに思います。

【鳩貝】　今、高校入試、大学入試の改革の問題も、話がございましたけれども、

多分、福岡だけでなく各県で、高等学校の入試の改革も行われているのではない

かと思います。私自身、高等学校のほうの、スーパーサイエンスハイスクールと

いう、非常にハイレベルな授業の研究を行っているプロジェクトにかかわってお

ります。そこで学び生き生きした子どもたちが入れるようにという形で、大学側

がそういう人たちの課題研究や学会発表等を評価して入学させようという動きが

幾つか出てまいりました。九州大学も非常に積極的にＡＯ入試を行っております

けれども、大学入試がどんどん変わりつつあります。かつては点数でパッと切っ

て、それでおしまいだったんですが、それではこれからどういう学生を集めるの

かということに関して対応できない。要するに、点数だけで切るような時代はな

くなりつつあるというふうに、私は幾つかの事例を見ながら、感じております。

　今後、学生数と定員との関係もありまして、積極的な改革をしていかなければ、

大学自体がいい学生を求めることができないという時代に入ってきているのでは

ないかなというふうに私は実感をしております。

　もう時間でございますので、最後にそれぞれのパネリストに、一言で申し訳ご

ざいませんが、特色ある学校づくりのためのポイントを、それぞれの立場からお

願いをして締めたいと思います。よろしくお願いいたします。

【西見】　子どもに直接かかわる職員の１人として、やはり３年間を通して、子ど

もに身に付けさせたい力は何か。これはやはり明確にすべきだろうと思っていま

す。全体を見通す意味では、国や県があげる、先ほど言いましたようなアドバ
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ルーン的なものも確かに大事だと思います。しかし、目の前の子どもに何を身に

付けさせたいのか。中学校の場合、３年間で何を身に付けさせたいのか、これを全

職員で確認しておく必要があるかと思います。

　しかも、教師が子どもの言葉で言えるかどうか。例えば私が入学式で言った式

辞の中のキーワードを、その子が卒業するまで使います。ちなみに、今の３年生

には、「青春は何もかもが実験である。価値ある失敗を積み重ねたか」これがキー

ワードです。子どもが問題を起こしても、授業で何か落ち込んでも、何かがあっ

ても、すべてこの言葉を子どもにかけます。２年生にはまた違った入学式での言

葉、１年生には更に違った形でします。３年間でそういうことを心掛けているつも

りです。

【鳩貝】　ありがとうございました。宮田先生、お願いします。

【宮田】　私はやっぱりバランスなんです。「社会性のない個性はわがままである」

というのが、私、どこに行っても、保護者にも学校でも訴えたいと思います。同

じようなことで、ＰＩＳＡの調査結果が先般来出されていますが、この調査結果も、

学級の雰囲気指標が高いところは、数学的リテラシーが高いという結果が出てい

ます。それから、１人ひとりの子どもたちの規範意識等が高い子どもたちも、数学

的リテラシーが高いという、心と知的学力のバランスですね。

　それから、ホワイトヘッドが言ったことが、前回の教育課程の改定の柱になっ

ています。それは、「あまりに多くのことを教えるべからず。ただし、教えるべき

ことは徹底すべし」というものです。教え込みということではありませんが、き

ちんとそういったところのバランスを取りながら、県内のさまざまな取り組みが

向上しているということは、十分、私たちも分かっていますし、それをもっと効

果的にするためには、やっぱりバランス感覚を持ちながら、教育活動に当たって

いくということが大事なことではないかと思います。

【鳩貝】　ありがとうございました。工藤先生。

【工藤】　レジュメの４ページ（８２ページ参照）の一番下から、③と④を申し上げ

たいと思います。結果として、授業改善、指導力ということになっていくかと思

います。一番下から２つ目、④です。

　今回の改訂は、自ら学び自ら考える力を育てるということです。自ら学び自ら

考えるというのは、目標概念です。ところが、その自らという言葉に目を奪われ

るあまりに、それが一種の方法概念になって、子どもの主体性を尊重しなくては

ならないとか、子どもの自発的な学習を促す体験学習が大事だ、指導よりも支援

が大事だということに、ついついなってしまいがちでした。ですから、目標概念、
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身に付けるべき自ら学び自ら考える力という目標と、それと実現する手立てとい

うのは、これを混同しないようにしたいと思います。

　同じように、指導性と自発性のバランスというのは、これは学校段階ごとに異

なっておりますので、高等学校は高等学校でこの課題があると思います。

　それから③の方ですけれども、授業改善といった場合に、柱やカテゴリーを立

てて検討することとが重要だと思います。よく教材研究と言われますけれども、

教材と内容は分けたほうがよいと思います。指導内容についての研究と、それを

子どもと目標に合わせて具現化をした教材、適切な教材を開発したり、教材化し

たりする研究とは、教科によりますけれども、異なっているのではないかという

側面もあります。ですから、授業改善といった場合に、やっぱり何か共通のキー

ワードを立てて考えていけたらよいと思います。

【鳩貝】　ありがとうございました。最後に板良敷先生お願いします。

【板良敷】　先生方は、もっと具体的な話をお聞きになりたかったのではと思いま

す。なにぶん審議いただいている途中での今日の話ですので、ご容赦いただいき

たいと思います。文部科学省のホームページに審議会情報という枠がありますの

で、そこをクリックしていただくと、現在進行中の情報が読み取れますので、ぜ

ひそれをご覧いただければと思います。

　私のほうはいろいろ、物を準備してきて、これも話をしよう、あれも話そうと

思ったのですが、やはりこういうパネルの状況になると、なかなか難しいもので

す。自ら学び自ら考える力は、状況に応じて生きて働く力ということです。これ

からも自分自身の自ら学び自ら考える力を高めなければと反省しています。改革

は子どもたちにとっても、先生方にとっても元気になっていただくものにした

い。そして、学校は子どもたち一人ひとりが本当に自己実現的に生きていく基盤

を創るところであってほしい。そのための改革であるというふうに理解していた

だいて、今後の進み具合をぜひ注視していただければと思います。

【鳩貝】　どうもありがとうございました。４人の先生方のお話、それから安彦先

生のお話を踏まえますと、各学校の創意工夫が大事ということです。それと同時

に、それを支える行政側の条件整備、支援もまた非常に重要です。これらが相

まって、国民から信頼される教育が推進できるということが言えるのではないか

と思います。今後、ますますこのような状況が進んで、国民から信頼される教育

が進むことを願って、このシンポジウムを閉じたいと思います。

　ここで最後に、シンポジストの皆さんに改めてお礼を申し上げたいと思いま

す。どうもご協力、ありがとうございました。
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【司会】　コーディネーターおよびパネリストの先生方、どうもありがとうござい

ました。会場の皆様からも、今一度感謝の拍手をお願いいたします。それでは、

これで国立教育政策研究所、教育研究公開シンポジウムの全日程を終了いたしま

す。どうも皆様、ご協力ありがとうございました。
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