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高等学校教育の現状と展望

戸谷　賢司　

( 全国高等学校長協会長・東京都立文京高等学校長 )
　

　ただいまご紹介をいただきました東京都立文京高等学校長の戸谷です。本日のシ

ンポジウムのテーマが、「高等学校教育改革の成果と今後の在り方を考える」とい

うことで、私の方からは、高等学校教育が抱えているいくつかの課題と今後の方向

性について、学校現場の視点からご報告をし、本日ご参会の皆さま方と一緒に、今

後の高等学校教育の在り方を探っていきたいと考えております。

　お断りをしておきますが、この報告は、全国高等学校長協会という紹介がありま

したが、協会を代表した意見ということではなく、私なりのとらえ方、考え方とい

うふうにご理解をいただきたいと思っております。的を射た報告ができるかどうか、

若干不安でありますが、ご了承いただきたいと思います。

　このシンポジウムを通じて、後で皆様からいろいろな意見や提言を寄せていただ

き、校長として、そういったものを、真摯（しんし）に受けて、高等学校教育の向

上に向けて、いっそうの努力を傾けていきたいと思っております。よろしくお願い

をいたします。

　それでは、レジュメを中心に

ご報告をさせていただきますの

で、それをご覧ください。高等

学校教育の現状と課題について、

特徴的である、高等学校教育の

多様化、４つの観点、大学入試

との関係性、教育の質保証、そ

れから学校週５日制の関係から

報告をさせていただきます。

　最初に、高等学校教育の量的拡大の経過と、それに伴う多様化について、お話を

したいと思います。先ほど前川審議官の基調報告と重複するかと思いますが、高等

学校の進学率は、昭和 35 年ころは 57% でしたけれども、昭和 40 年には 70% となり、

そしてその後、高度経済成長期にあった日本においては、後期中等教育の量的拡大
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は、国家的な大きな課題でした。

　昭和41年の中教審答申「後期中等教育の拡充整備」を見てみると、義務教育終了後、

３か年にわたって、組織的な教育の機会を提供するというふうに示されております。

そのことは、国は、高等学校教育の量的拡大の方向を強く示唆しています。

　こうした国の高等学校教育の量的拡大の政策と、それから経済的繁栄を背景にし

て、昭和 50 年代には高等学校進学率が、90% 超え、平成 20 年度現在では、97.8%

となり、中学校卒業生がほぼ全入をしてくる、国民的な教育機関として定着をして

いるわけです。このことは、皆様方も十分ご承知のことと思っております。

　この間に、平成９年度の中教審答申、「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方

について」では高等学校に入学してくる生徒の能力・適性、意欲・関心の多様化に

対応して、高等学校教育を、個性化・多様化することが、一層必要となっていると

指摘をしております。高等学校教育は量的拡大により、必然的に入学してくる生徒

のさまざまな学習歴や生活習慣、多様な能力・適性、興味・関心、あるいは将来の

進路希望などに対応をせざるを得ない状況になってきました。

　生徒の多様化についてはもう一つ、高等学校の入学者選抜の要項でもうかがい知

ることができると思っております。昭和 38 年に出された文部省の「初等中等局長

通知」では、このときの高等学校進学率は、67% ぐらいでしたが、「高等学校教育を

受けるに足る資質と能力を判定」とありました。いわゆる適格者主義が、このとき

には貫かれていたと思っております。その後、昭和 59 年、このときは進学率は 94%

ですけども、このときの通知は、「各高等学校、学科の特色に配慮しつつ、教育を

受けるに足る能力、適性等を判定」と変化をしております。もはや適格者主義では

対応ができないという、その一端を示しているのではないかと思っております。

　そこで、高等学校教育がどのように多様化に対応してきたかを見てみると、一つ

は先ほども報告がありましたが、新しい学科である総合学科の新設、単位制高等学

校、中高一貫校などの新しいタイプの高等学校の設置であり、もう一つは、学習指

導要領における必履修単位数や卒業単位数の減少と選択幅の拡大による柔軟な教育

課程編成等による、各高等学校の個性化・特色化によって行われてきたと考えてお

ります。

　総合学科や単位制高等学校の設置、また、高等学校の個性化・特色化は、いわば

高等学校の間口を広げる横の多様化と考えられると思います。また、中高一貫教育

校は縦に接続、いわゆる学校間の接続を広げるという、そういう意味では、縦の多

様化ととらえることができ、新たなタイプの学校とはちょっと趣を異にするのでは

ないかと思っております。

　加えて、規制緩和に伴う通学区域の廃止、あるいは高等学校の個性化・特色化、
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各都道府県で行われてきた高等学校の再編を通して、学ぶ学科の差異ではなくて、

同じ学科、同じ普通科であっても、入学してくる生徒のニーズや学力差によって、

高等学校の階層化と申しますか、あるいは機能分化が生じてきました。まさに、多

様化への対応は多次元的な様相を呈し、これまでできることはすべて実施してきた

のではないかと思っております。

　ここで新たなタイプの高等学校の設置経緯については、先ほど前川審議官の基調

報告、それから国立教育政策研究所の研究報告の中にもありましたので、これにつ

いては省かせていただきます。こうした新しいタイプの高等学校の設置および学校

の個性化・特色化による成果の課題についての詳細は、研究報告のレジュメをご覧

いただきたいと思います。ここでは、概略について述べてみたいと思います。

　総合学科等の新たなタイプの学校の設置や特色ある学校づくりは、高等学校が入

学してくる生徒を一方的に選ぶという関係から、生徒、保護者も学校を選ぶという、

相互選択という関係をつくりだし、生徒の主体的な学習、自分のペースに合った学

習が可能になったことなど、これらは成果として挙げられると思います。もちろん

相互選択制という関係が高等学校教員の意識変革を促したことも見逃せません。い

ずれも、多様化への対応では大きな成果があったと考えております。

　課題は、総合学科や単位制高校は、人員配置、教務管理など人的、物的な条件整

備が必要なこと、また、中高一貫教育校では、受験競争の低年齢化を招くなど、本

来の趣旨とは、違った方向に進みだしていること、選択幅の拡大では、生徒の自由

な選択の反面、苦手で嫌な科目は避けたいという、学びの偏りが生じていることな

ど挙げられ、今後、解決が迫られると考えております。

　次に、高等学校教育は大学入試に影響を受けている現状について、お話をしたい

と思います。

　平成 18 年に未履修問題が発生をいたしました。学習指導要領に定められた基準

を順守していなかったことで、このことについて高等学校としては弁解の余地はあ

りません。しかし、その発生の状況を見てみると、発生した学校の多くは大学進学

を目指す高等学校であったことから、大学入試が高等学校教育に大きな影響力を持

っているという現実の一端を示したことも、事実ではないかと思っています。大学

全入時代の現在でも、大学入試と高等学校の教育課程との関係は、無縁のままでは

いられない状況にあると思われます。

　また、文部科学省の大学入試室の「入試方法別入学者の割合」によれば、平成 20

年度のＡＯ入試および推薦入試での入学者の割合は、入学者全体の約４割、さらに、

ＡＯ入試と推薦入試において、学力検査を課す割合は、実施している学部数全体の

約 26% です。多くの生徒は学力不問のまま進学が可能になり、大学受験に向けて学
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力を向上させる努力を厭い、易き入試方法に流れる傾向にあります。

　加えてＡＯ入試には、これまで出願等の時期について事実上ルールがなく、順次

早期化する傾向がありました。こうした青田買い状況は、高等学校における１学期

以降の３年生に対する学習指導に大きな障害をもたらしている実態があります。少

数科目による入試も、広く学ぶということを阻害する一因でもあります。大学入試

の改善も必要ですが、大学入試に依存した関係から、大学と高等学校が学びの接続

について、相互に協働する関係へと、その関係性の改善が課題であると考えており

ます。

　次に、高等学校の教育の質保証関係ですが、大学全入時代を迎えて、大学を選ば

なければ、ほとんどが入学できる状況になっております。平成 20 年度の「学校基

本調査」によれば、大学、短大の進学率は、55.3%、専門学校や高等専門学校 4 年

次を含めると、高等教育機関への進学率は 76.8% となり、４人に３人は、高等教育

機関で学ぶことができる状況となっております。

　加えて中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」では、我が国の大学進学率は、

先進諸国に比べて高いとはいえないという認識を示しており、現在の大学進学率の

水準が過剰であるという立場はとらないと、明言をしているわけです。今後とも、

大学等への進学率が上昇してくることが見込まれます。

　他方で、大学進学者である高校生の学力不足や学習意欲の低下を、私たち高等学

校関係者も、また、大学関係者も懸念しているところです。大学入試自体が、高等

学校生徒の学習意欲を喚起し、学力向上に向けて努力する装置として、十分に機能

しなくなっている現状を踏まえると、高等学校教育の質の向上を図る手だてとして、

もはや大学入試の改善のみに依存することはできないのが、おおかたの見方である

と考えています。

　現在、高大接続テスト（仮称）、協議・研究委員会が北海道大学のもと、立ち上

げられて、高等学校および大学の関係者が、協議、研究を進めております。この課

題については、たやすく解決の道筋ができるとは考えておりません。中学校と高校

が、接続の接点が平面でなく、モザイク状になっていることを考えれば、高校と大

学がどのように接続を図っていくか、大きな課題であると思っております。また、

高等学校として、この糸口を探ることに大きな期待を掛けていることも事実です。

　私ども、全高長の大学入試対策委員会や、普通科校長会の高校基本問題特別委員

会においても、研究課題として取組を現在進め、高等学校教育の質の向上に向けて、

学びの接続がどうあるべきかを検討しております。もちろん、高等学校現場におけ

る教員の資質、能力の開発や、授業改善などの取組、進級、卒業などの教育課程管

理の改善。こういったものも同時に検討して、各学校が実行していくことも重要で

47



あると認識しております。

　４点目の、学校週５日制についてでございます。学校５日制については、平成４

年から毎月１回。平成７年からは、毎月２回となり、平成 14 年からは、完全学校

週５日制が実施となりました。この間、各高等学校では５日制に対応するため、学

校運営、教育課程、特別活動、部活動などにおいて、さまざまな工夫、改善を行っ

てまいりました。

　とりわけ、授業日数や、授業時間の確保については、当初から重要な課題となっ

ておりました。学校行事の精選・見直し、２学期制への移行、定期テストの回数・

日数の見直し、７時限目の授業の設置、長期休業日の弾力的な運用、週休日の公開

授業設定など、あらゆる工夫を重ね、授業時数の確保に努めてまいりました。さらに、

進学対応の講習、資格取得および検定のための講習、学力を十分定着するための補

習など、土曜日に講習等を常時実施するように、現在なってきております。

　全高長の管理運営研究委員会が平成 19 年度に行った調査では、都道府県内の高

等学校のおよそ半数以上が週休日に講習や補講を行っていると回答した県の割合

は、23 都道府県、約半数となっております。このように、高校生に広く学ばせ、大

学進学や、資格取得等の教育効果を高めるためには、十分な学習時間を確保するこ

とが切実な学校現場の課題となっております。

　また、公立と私立では、学校週５日制の実施において異なった実態がありますが、

入学してくる生徒と高等学校との関係が相互に依存する、選択をするという関係か

らして、中堅校以上の高等学校に対しては、公私の区別にかかわらず、土曜日の授

業ないしは、講習の実施に対して、保護者や生徒のニーズは、高いものがあります。

学校週５日制については、多様化した高等学校の実態を踏まえながらも、弾力的な

運用ができる方策を検討してほしいと考えております。

　これまで、高等学校教育がおかれている現状と課題を見てきましたが、それを踏

まえて今後の高等学校教育の在り方について、私なりの考えを少し述べてみたいと

思います。

　これまで高等学校教育の改革の大きな流れは、高等学校進学率の上昇に伴う多様

化への対応でした。そして、今後も同様に、高等学校教育は多様性を前提として考

えていかなければならないと思いますが、一方では、高等学校教育の質の維持、向

上を図るという難題についても答えを出していかなければなりません。そのために、

今回出された学習指導要領を契機に、選択幅の拡大については、今後、各高等学校

が見直しをしていく必要があるのではないかと考えております。

　生徒実態は異なるとしても、必履修を課さない、生徒の自由に任せた、行き過ぎ

た選択履修、大学入試科目に特化した履修などは是正し、生涯にわたってきちっと

48



学ぶという構え、高校生としての共通の教養の基礎だけは身に付ける方向に、高等

学校教育の方向を転換していく必要があると考えております。それぞれの高等学校

で、生徒が３年間学んだ結果、何を身に付け、何ができるようになってほしいかを

明確にしたうえで、達成度、伸びしろを評価する仕組みを整備し、その結果を公に

していくことが教育の質を向上させることにつながるのではないかと思っておりま

す。

　それとともに、学校評価の活用ですけれども、学校評価の実施率については、平

成20年度の全高長の調査によると、自己評価は、約98%の 46県で行われております。

いわゆる、保護者、生徒、地域を含んだ関係者評価は、約 70% の 33 県で行われて

いるという調査結果が出ております。第三者機関による学校評価、経営診断などは、

実施状況はわずか 15%、７県であります。この第三者評価の充実については、今後、

大きな課題であると考えております。

　以上、駆け足で課題を説明をしてまいりました。時間的な制約の中で、十分なご

説明ができなくて申し訳ございませんが、以上で私の報告を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。
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