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　文部科学省の初等中等教育局担当審議官の前川でございます。基調報告というこ

とでございますけども、あまり貴重な報告にはならないのではないかと思います。

私の後の研究報告の方が、ずっと貴重な報告なのではないかと思うのですが。

と申しますのは、本日の「高等学校教育改革の成果と今後の在り方を考える」と

いうこのテーマ、非常に貴重なものだと思っておるわけですけれども、正直に申し

上げまして、文部科学省初等中等教育局において、高等学校教育の改革のこれまで

の成果について、きちんとした検証をしていない。正直に申し上げて、そういう状

況でございます。この数年来、むしろ関心の対象は義務教育、あるいは幼児教育の

方にございまして、高等学校教育の部分については、忘れていたわけではございま

せんけれども、手が回っていないというのが実情でございます。

義務教育改革の議論が一段落して、学習指導要領の改訂も行われ、軌道に乗って

いるのではないかという状況の下で、私どもとしても高等学校教育について改めて

見直していこうという時点にさしかかっているということは、これは言えます。そ

のために、今年度から初等中等教育局の中に高等学校教育改革プロジェクトチーム

というものも設けまして、高等学校にもう一度きちんとした目を向けていこうとい

う体制は整えておるわけでございますけれども、しかしながら、これまでの高等学

校教育改革の状況というものを、きちんと整備し検証するという仕事は、まだ十分

できていない。そういう状況の中で、今回のシンポジウムは大変時宜にかなったも

のでありまして、私ども文部科学省の立場としても、このシンポジウムを 1 つの大

きな機会といたしまして、高等学校教育改革の成果についてきちんとした検証に入

ってまいりたいと思っているわけであります。

中等教育のあり方というのは、明治以来の大きなテーマで、しかも常にいろいろ

とぐらついてきているテーマでもあると思うのです。義務教育と大学との間に挟ま

って、中等教育というのはいつもいろいろな見方が存在して、制度もなかなか 1 つ

にきちんとできない状況があったと思うのですけども、戦後の高等学校のことを考

えますと、昭和 40 年代辺りに、我が国の高度成長と平仄を合わせる形でいわゆる

教育爆発の時代、高等学校の進学率も毎年毎年ぐんぐんと伸びていくという時代が

あったわけであります。

昭和 49 年には進学率が既に 90％に達していました。「高等学校教育も 90％を超

えて大衆化し、今や、国民教育、準義務教育といえる教育となっております」と、

もう 30 年以上そういうセリフを使ってきているわけであります。そういう高等学

校教育の量的な拡大ということを背景にして、その質を含めたあり方についていろ

いろな議論が行われてきた。その走りといいますか、最初のものとして大きなもの

は、中教審の四六答申だろうと思います。さらに、昭和 50 年代の後半から臨時教
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育審議会が、高等学校教育に限らず、教育全般についての抜本的な議論をされたわ

けであります。

今日に至る直接の源として考えるならば、この臨教審の答申ではないかと思いま

すけれども、臨教審の答申は、皆様ご承知のとおり、３つの理念というものを打ち

出しました。１つは個性重視の原則、２つ目に生涯学習体系への移行、３つ目に国

際化や情報化といった変化へ

の対応。こういう３つの理念

に基づいて、教育改革を進め

るという提言が行われ、４次

にわたる答申が行われました。

高等学校教育についても、例

えば、単位制高校の設置であ

りますとか、６年制中等学校

の設置という、提言が行われ

たわけであります。

さらに、高等学校教育に絞って考えますと、平成３年に中教審の答申がございまし

た。復習の意味で申し上げますと、平成３年４月の中教審答申「新しい時代に対応

する教育の諸制度の改革について」の中で、こういうことが言われております。

「大衆化した高等学校には、能力、適性、進路、興味、関心等の極めて多様な生

徒が入学している。したがって、その教育の水準や内容については、一律に固定的

に考えるべきものではなく、生徒の実態に対応し、できる限り幅広く、柔軟な教育

を実施することが必要となってきている。また、生徒一人一人に対して、自分の興味、

関心や進路などに基づく主体的な学習を促し、それぞれの個性を最大限に伸張させ

るための選択の幅の広い教育を推進していくことが大切である」。

こういうことをいっておりまして、これは、臨教審で打ち出された大きな改革の

理念を、具体的に高等学校に当てはめて述べたものといっていいと思うのです。

こういう考え方の下で、国として何をしてきたかというと、単位制高校の制度

を作る。これは定時制、通信制に関しては、もう昭和 63 年度から始まっていまし

たけれども、全日制についても、平成５年度から導入するというようなことが、行

われたわけであります。単位制高校は、平成 20 年度では 857 校に達しております。

総合学科、これは、特に当時の職業学科に対する不本意入学、偏差値輪切りの進路

指導といった問題が指摘されていたわけで、こういったことに対応する 1 つの解決

策として、総合学科の創設が行われたわけですけれども、平成６年度のことであり

ました。平成 20 年度現在では 334 校に達しています。生徒数でいきますと、全体
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の 4.7％がこの総合学科に在籍しているわけです。

さらに、中高一貫教育ですね。これは四六答申でも言われ、臨教審でも言われた

けれども、なかなか制度化に踏み切れなかったものでありますけれども、それを制

度化いたしましたのが平成 11 年度。この中高一貫につきましては、平成 20 年度現

在で 334 校。ただ、この中高一貫というのは、国民の常識でいう中高一貫と、制度

的な中高一貫とは、若干のズレがあるわけですね。多くの人が知っているような私

学の中高一貫というのは、実は、制度上の中高一貫ではない場合も多いわけであり

ます。

一方で、制度的な中高一貫の中には３種類、中等教育学校と、併設型の中高一貫

教育と、それから連携型という設置者を異にする中高一貫、市町村立の中学校と都

道府県立の高等学校が連携するというような形ですね、こういったものも含めて中

高一貫と言っているわけですけども、普通に国民の一般の常識からいきますと、連

携型のことはあまり中高一貫と見ていないかも知れませんね。この中高一貫制度の

創設というのは、実質的なインパクトとしては、公立の中高一貫の学校に道を開い

たということが、大きなインパクトを与えたものだと思います。

この制度ができる前に最初に始めたのは宮崎県で、五ヶ瀬に県立の中学校をつく

ったのが始まりだったと思いますけれども、そういう都道府県レベルでのいわば先

行実施といったものを追いかける形で制度化していったのが中高一貫制度で、現在

公立の中等教育学校と併設型の中高一貫とを合わせますと、80 校に上るわけであり

ます。これはかなり増えてきておりますし、これからも増えていく勢いを見せてい

る。

ここまで増えてきますと、従来から中高一貫教育を実施してきた私学との摩擦軋

轢というものがだんだん顕在化してまいりました。中高一貫のときに、入学者選抜

において学力検査をしないという、法律が成立した附帯決議があったわけで、それ

を踏まえて学校教育法施行規則の中にも公立の中高一貫学校においては入学者選抜

において学力検査をしないと明記してあるわけですけれども、現実に適性検査とい

う名前の検査が行われている。私も、これが学力検査だとはいえません。しかし、

学力検査ではないかという、私学側からの疑問の声も上がっているのも事実であり

まして、このあり方についても、今後検討していかなければならない問題が含まれ

ております。連携型も含めまして、また、国公私立も含めてトータルで申し上げま

すと、中高一貫の学校は 334 校。なぜか偶然ですけども総合学科の数と同じ数なの

ですが、そういう数に上っております。

それから、高等学校教育の改革としてほかにも進めてまいりましたこととしては、

学校外での学習の成果を高等学校の単位として認定するという仕組みであります。
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これは平成５年にスタートして、平成 10 年には対象の範囲を拡大し、また、平成

17 年には認定可能な単位数を拡大し、現在では、高等学校卒業に必要な最低の単位

74 単位のうちの 36 単位までは学校外で学んだ成果を単位認定することができる、

というところまできているわけであります。また、海外留学についても、海外留学

の成果を単位として認めるということもできる。こういうふうに、多様な選択が可

能な形に、高校制度を変えてきたという経緯がございます。

高等学校の入学者選抜のあり方についても、もともとは、調査書と学力検査とを

両方使って入学者選抜をしなさいと学校教育法施行規則に書いて、一律に決めてお

ったわけですけども、この一律の規定を崩してきたという経緯があります。まずは、

学力検査をせずに調査書だけで入学させることができますよ、という道を開き、ま

た一方で、調査書を用いずに学力検査だけで入学者選抜することもできますよ、と

いう道も開き、さらには両方使わなくてもいい、という道も開いてきたわけであり

まして。端的に申し上げますと、高等学校教育について、国は制度的に何をしてき

たかというと、どんどんどんどん何でもありの世界にしてきたといっていいと思う

のです。要するに、「設置者の判断、創意工夫で、より良い高等学校教育を目指し

てください」という形です。文部科学省としてこうあるべき、かくあるべきという

方向を具体的に示すということは、むしろ抑制してきたと言えると思うんですね。

そんな中で、高等学校教育について、教育爆発の時代は過ぎて、むしろ、少子化

の影響を受けながら、各設置者においては、少子化にどう対応するかということが

大きな課題になってきて、規模を縮小しつつどう改革するか、高等学校の統合や再

編を行いながら、どういう形で改革を進めたらいいか、こういう課題に各都道府県

とも、私学も含めて直面するようになってきている。こういう状況が現在あるわけ

であります。ですから、高等学校の改革というのが、どうしても統合や再編といっ

たものとセットで行われるようになってきているという状況があると思います。

一方、文部科学省の側も、高等学校教育に対するスタンスが、制度を緩めて、何

でもいいからとは言われませんけれども、それぞれの創意工夫で良い取り組みをし

てください、ということで終わるのではなくて、近年では良いものを支援していこ

うという政策に転じてきたわけです。

好事例といいますか、あるいはグッド・プラクティスというものを後押ししてい

こうという方向で、すでに高等教育についてはそういう手法がずっと行われてきて

いるわけですけども、高等学校についてそういうことを文部科学省がやり始めた。

これは、文部省と科学技術庁が一緒になって、文部科学省になったということが 1

つのきっかけになったと思いますけれども、スーパー・サイエンス・ハイスクール

という、何千万円というお金をドカンと 1 つの学校に与えるというようなことは、
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それまでの文部省はまずやらなかったです。

これは、どちらかというと、文部省的ではなくて科学技術庁的な手法かもしれま

せんけれども、いいところにドカンと財政的な投資を行うという仕組みをやって来

た。それが「スーパー・サイエンス・ハイスクール」であったり、「目指せスペシ

ャリスト」であったりという形で、様々なタイプの学校についていいものを支援し

ていこうという動きをしてきたのが、最近の文部科学省の高等学校に対する政策だ

と言っていいかと思います。

そういう中で、しかし質をどう担保するのかということが非常に大事な問題にな

ってまいりまして、これは主にどちらかというと大学の関係者から、高等学校の質

が低下しているのではないか、質の保証ということをどうするのだ、という問題提

議がされてきておりまして。

特に高等学校から大学への進学率が、もう 50％を超えているという状況の中で、

大学入学との関係において高等学校の質を問うと、こういう質の問い方というもの

がクローズアップされてきております。その中で、多様性ばかりを追求するのでは

なくて共通性もしっかりとつかんでいかなければならないのではないか、高等学校

教育としての共通の質というものを担保する方策が必要ではないか、こういう問題

意識が生まれてきております。

高大接続テストという議論もございますけれども、高等学校と大学との接続のあ

り方において、高等学校の質も担保していこうという発想も出てきているわけであ

ります。

しかし、高等学校は、大学の予備教育機関ではないわけでありまして、高等学校は、

高等学校としての独自の意義を持っているわけで、大学に進学することだけが高等

学校の目的ではありません。現在でも 20％近い卒業者は就職しているわけでありま

す。その中で、高等学校の質をどう担保するかということを考えていかなければい

けないだろう。

そのためには、高等学校に対する学校評価というものもやっていかなければなら

ないと思いますし、大学との接続として考えるならば、例えば、大学の教育を高等

学校の中に取り入れていくような、アドバンスト・プレイスメントというようなも

の、あるいは高等学校から大学に早期入学する飛び入学の仕組みとか、そういった

ものを使いながら、高校、大学の接続のあり方というものを改めて考えていかなけ

ればならないかと思っているわけであります。

一方で、学校評価ということは必要になってくるわけでありますけれども、学校

評価については、高等学校は正直申し上げてまだ取組が遅れていると思います。Ｐ

ＤＣＡの中で、学校をいかによくするかというタイプの取組というのは進んできて
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おりますけれども、しかし、むしろ義務教育の世界の方が、より進んでいるのでは

ないか。

一方で、アクレディテーション・システムのような仕組みは、大学の方では整っ

てきておりますけれども、高等学校には存在しない。高等学校の学校評価のあり方

をどうしていったらいいかというのは、１つのこれからの大きな課題であるという

ふうに思っております。

一方で、高等学校にもいろんな高等学校が出てきているという中の、一番極端と

いいますか特異な例というのは、構造改革特区を使った株式会社立高校ですね。現

在 23 校に及んでおるわけですけども、そのほとんどが、１校を除いて 22 校はすべ

て広域制通信制高校です。この広域制通信制高校、株式会社立、これは特区を使っ

た制度ですので、所轄庁が都道府県ではないです。市町村です。山の中の村だった

りするわけですね。これで本当に質の保証ができるかという問題もあるわけであり

ます。こういったものも含めて今後考えていかなければならない。そういう事態に

なってきております。

改めて考えますに、やはり高等学校というものは、もうすでに 30 年以上前から

90％を超える進学率になってきている。今や、もうほとんどすべての 15 歳の子ど

もたちが進学する機関になってきている。しかしながら、本当に子どもたちのニー

ズに、あるいは社会のニーズに対応できる教育機関になってきているかということ

は、この時点でもう一度問い直す必要があるだろうと思っております。

一方で、法務省の方では成人年齢の引き下げということが議論されておりまして、

もう具体的な日程に上るところまできているわけであります。18 歳で一人前の大人

だというふうに捉えていこう、憲法改正に当たっては投票権を有するところまで持

っていこうということでありますから、18 歳の時点で一人前の社会人になるという

ところまで持っていかなければならない、そういう役割を高等学校が改めて担わな

ければならないのだろうと思っております。

今、選挙が行われておりますけれども、政党の中には、高校全入とか高等学校の

無償化ということを掲げる政党もあるわけであります。

そういうものと、従来、高等学校教育について、原則として立ててきた適格者主

義というもの、能力と意欲のある者だけが高等学校教育に値するという考え方が維

持できるのかどうかということは、大きな問題として考えていかなければならない

と思っております。

一方で、98％は進学するとはいえ、中学校を卒業して、高等学校に進学しない者

はおります。1.3％がどこにも進学しない。また、ごくわずかですが、今、0.6％で

すけども、中卒で就職する者もいるわけですけれども、中卒で就職した者のうち、
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３年間の間に離職する者が約７割いるわけです。高等学校に入学しても、毎年２％

ずつドロップアウトしているわけです。３年間で６％程度が高校を去っていくわけ

であります。それから、高等学校を卒業してから、いわゆるニート、教育機関に進

学もしないし就職もしないという人たちが約５％いるわけです。高卒で就職する者

が約 20％、19％程度いますけれども、そのうち３年以内に離職する者が約５割いる

わけです。

こういった若者たちを、全部ひっくるめて積み上げて計算してみると、同じ年代

のうちの２割以上は、こういうニート、フリーターの経路をたどっている。こうい

う事態に対して、今、中教審でも、キャリア教育のあり方というものを根本から見

直そうという議論が起こっているわけであります。キャリア教育の観点から高等学

校教育を改めて考え直すということは、非常に重要な視点ではないかと思っており

ます。一人一人の生徒の個に応じた進路というものをいかにして保証していくかと。

いわば 15 歳から 18 歳という３年間というのは、非常に重要な、一人一人の生徒に

とっての自分探しの時間だと思います。その時間をいかに充実した実りあるものに

していけるか。これが高等学校関係者の共通の使命ではないかと思っておるわけで

す。

子どもたちの中には、15 歳で明確な進路意識を持っている者もいる。例えば、看

護高校に 15 歳で入るという子どもは、ほぼ間違いなく看護師になっていくわけで

すね。今は、その５年間一貫教育が一般化してきて、５年間の教育で専攻科を卒業

しても、大学に編入学の道がふさがれているという問題がございまして、わたしど

もとして検討しなければならない問題ですけれども。

そのように 15 歳で明確な進路意識を持っている子どもがいる一方で、18 歳にな

ってもなかなか自分の進路を決めることができない子どもたちもいる。そういう子

どもたちに、どういう手だてを取っていったらいいかと、こういうことは、進路指

導のあり方、あるいは、経済教育のあり方ということを踏まえながら、高等学校の

あり方の根本的な問題として考えなければならないのではないかなと、そんなふう

に思っている次第でございます。

あんまりまとまりのない基調報告で申し訳ないのですけども、こんな問題意識を

持ちながら、今、高等学校にもう一遍目を向けていこうというのが、私どもの現在

の状況であるということをご報告いたしまして、私の基調報告とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。
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