
都道府県における高等学校教育改革の成果と今後の展望

～三重県の取組について～

岩間　知之　

( 三重県教育委員会教育改革室長 )

　こんにちは。三重県の岩間です。初めに、少しだけ自己紹介させていただきます。

かつて私は高等学校の社会科の教員として、また卓球部の顧問として、楽しく充実

した毎日を送っていました。平成８年から暗く、天井の低いむずかしい所に放り込

まれ、その後 11 年間、県の教育行政の一端で仕事をしてきました。平成 18 年の 1

年間工藤先生たちのプロジェクトの、今後の後期中等教育の在り方に関する調査研

究に、８県のうちの１県として参加し、中間報告までご一緒させていただきました。

そして、平成 19 年４月から、やっと県庁生活にお別れをして、明るい高校現場に

戻らせていただいたのですけれども、わずか２年で、また、まい戻ってしまい、そ

して、この場に立たせていただいているというわけです。

　今日は、研究にかかわった８県のうちの、もちろん代表なんていうおこがましい

立場ではございません。１県の高校教育改革の歩みみたいなものをお話させていた

だいて、皆さんの考えていただく材料にしていただければと思います。なお、私は、

三重県教育委員会教育改革室に籍はありますけれども、三重県教育委員会を代表し

て話すのではありません。昨日も、副教育長から、「また好きなこと言ってくるの

だろう」と言われ釘を刺されました。まったく、これも、三重県を代表する話では

ございませんので、ご了承ください。

　ということで、教育行政を 11 年やってきた人間の感想も含めまして、ご報告さ

せていただきたいと思います。レジュメを中心にお話ししますが、パワー・ポイン

トの方は、少し参考資料として出させていただきます。

　まず、三重県の様子を少しご覧いただければと思います。学校数は公立が61校で、

私学が全日制 13 校です。全日制では、約５万人の生徒がおり、定時制、通信制合

わせますと、５万 6,000 人ぐらいの生徒になります。ちなみに、資料にはありませ

んが、私立中学は 10 校であり、多くは中高一貫教育を行っています。

ですから、そういった辺りでも、他県とは様子は異なるのではないかと思います。

　次にあと三重県の地図をご覧ください。三重県といってもご承知ない方がたくさ

んお見えになるんじゃないかと思います。まず最初に、今年の７月 29 日から全国

高校総合文化祭を開催させていただきまして、この中にもご協力いただいた先生が
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お見えになるかと思います。あり

がとうございました。無事成功のう

ちに終わりました。

　人口は約 186 万なのですが、高校

の状況が、こういうふうに北の方に

偏在しております。ちなみに、私が

２年間勤務していました名張西高校

は、西の方の、この辺の学校になり

ます。ですから奈良、大阪と、近鉄

で結ばれていますので、そういった都市の方に出ていかれる生徒が何人かみえる地

域でございました。

　学科の種類としましては、普通科 62%、総合学科８%、で他県に比べるとやや総合

学科の数が多いように思います。通学区域は、この辺から北部で、この辺から南部

になり、北、中、南部の３学区制ですが、隣接区域が通学可能ですので、実質は全

県一区と変わらないような状況です。

　続きまして三重県の中学校卒業者数ですけれども、屋敷先生の方からもありまし

たが、三重県は昭和 38 ～ 39 年がピークで、約４万人の中学校卒業者数。平成元年

に約３万になりまして、今は１万 8,000 人台です。ですけれども、他県に比べると

減少のスピードはそんなに激しくありませんので、それ程、急激な統廃合を進めて

いる訳ではありません。ただ県教委としてはそういう言い方をしましても、該当地

域としては、そんなに進めてくれるなと言われたりしています。

　レジュメの方の２番の方にいき

まして、高校教育改革の検討と計画

策定というところですが、改革の背

景としてはその５点を上げました。

ですけれども、当時はやはり中途退

学や不本意入学が大きな課題でした。

これは、平成６～７年頃からのこと

ですが、これらの対応をしっかり

やっていこうとしていました。

　で、経緯なのですけれども、そこにありますように、46 答申、臨教審、今日もお

話ありましたけれども、この総仕上げといわれた 15 期、16 期の中教審答申。平成

８年、９年だったと思いますが、これが、当時の指導主事たちのバイブルだったよ

うに思います。
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　学校週５日制の導入、学校のス

リム化、あるいは地域の教育力の

構築、開かれた学校、そういった

ことが叫ばれて、それまでの学校

中心の考え方を改めようじゃない

かということをスローガンに、今

は、ゆとりと言うと嫌われますが、

ゆとりのもとに、一人一人の長所

や個性を伸ばそうということで、

それまであった学校歴社会のもた

らす弊害を、これを機会になんとか少しでも改善しようじゃないかという意気込み

がありました。という意味で、ある種の躍動感というか、新しい高校教育を創造し

ていくのだというようなエネルギーがあったような気がいたします。

　当時の教育長が、高校教育改革推進協議会という場で、ある方から質問をされま

した。高校教育改革の目的は何ですかという、ちょっと辛辣（しんらつ）な方だっ

たのですが、質問をされたときに、当時の、平成９年でしたが、私どもの教育長は

即座に画一的人間観の打破ということをとうとうと述べられました。私は、その言

葉に今も感動したことが忘れられませんが、そういった「画一的な人間観」を、な

んとかこの教育の場から改革できないものかということを、何人もの指導主事の間

で話をしながら進めました。

　一転しまして、平成 14 年ぐらいからずっと雰囲気が、トーンが変わりまして、「学

びのすすめ」の辺りですか、当

時の事務次官さんなどが１月に

お話しされた、あの辺りからト

ーンがグーンと変わってまいり

まして、こんなに激しく雰囲気

が変わるものかと思うぐらい変

わりました。三重県も変わって

いきました。

　当時、ある総合学科高校に県

の幹部の方を連れていったときに、「なんだ、この高校は」「遊んでいるじゃないか」

「こんなことでいいのか」というふうにお叱りをいただいたことがあるのですけれ

ども、そういうふうに、ぐーんと学力観がまたもとに戻っていったような感じがし

ました。
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　そんな経緯の中で、今、やって

います。現在、三重県は、後ではた

ぶん説明する時間がないと思います

のでここで紹介しますが、「学校経

営品質向上活動」という取組を行っ

ています。学校組織体を８つのカテ

ゴリーから全体として、みんなで改

善活動をしようじゃないかというこ

とで取り組んでいます。という意味

で、制度改革から質の改革へというような流れが、今あるように思っています。

　18 ページの（３）主な取組では、三重県の代表的なことを並べました。一つは、

コミュニティ・スクール。全国で、今、高校は２校だと思いますが、そのうち１校

が三重県で、南端の紀南高校という所で行っていますが、非常に地域の方々とうま

く進めています。一時、私どもはこの学校は廃校になるのではと思っていた程です

が、いまやすごく活気あふれる学校になっています。

　その次の、総合学科ですけれども、三重県は、新物食いと言われるか分かりませ

んが、全国初が結構多くて、19 ページの総合学科設置校、木本高校は、平成６年に

全国初の総合学科として動きました。昴学園高校は、全国初の全寮制の総合学科で

した。それから、みえ夢学園高校は、全国初の定時制、昼間部、総合学科でした。

　５番にいきまして、飯南高校は、全国初の連携型中高一貫の総合学科ということ

で、早くやればお金も出るだろうとか、人もつくだろうとか、そんな、少し卑しい

思いももって、みんな動きました。

頑張りました。

　で、成果と課題の方、これも、工

藤先生方の報告書にも詳しく分析さ

れていますので、もう、あえて私か

ら言うこともないかとも思いますが、

私は、総合学科は三重県の高校教育

にとてもプラスだったと思っていま

す。この導入で学校の様子ががらっ

と変わったのです。これは、誰でも言います。当時、総合学科に反対だった方も言

われます。

　①に書きましたが、自主・自律の教育が掲げられ、そして学校行事から授業から、

教員の意識改革が始まったということがいえると思います。当時、　いろんな、新
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しい教育システムが導入されました

が、⑦をご覧ください。従来の専門

高校や普通科高校が、総合学科の登

場によって、よりそれぞれの特色化

を焦点化させようという動きが始ま

りました。先ほどありましたが、文

科省の、目指せスペシャリストなど

あの事業も非常にありがたかったん

ですけれども、専門高校の方が、総

合学科に負けてなるものかというような感じで、専門性をもっと高めるんだと、い

ろんな取組を始めるようになりました。

　課題としましては、やはり生徒の科目選択の問題とか、それに対応できる学校の

教員の配置や育成のこと、自由な時間割作成のこと、十分なガイダンスができるか

というようなことが課題として、多く挙がりました。

　今後の展望については、19 ページの一番下ですが、多様な科目の設置と、生徒の

主体的な科目選択が学習意欲を高めるインセンティブになっているという一方で、

安易な科目選択が課題になってます。ですが、その解決の方策を、自由選択幅の制

限に求めるのか、教員のガイダンス力や自主・自律の理念の共有とか、あるいは授

業力、その総合学科に合った授業を展開しているのかとか、こういった、これから

の指導内容、指導方法に求めるのか、どちらのスタンスに立つかが大きな課題では

ないかと思います。

　また、安易な選択による好きな科

目の学習を通して、より一層奥深い学

びにつなげる授業力を創造する、そう

いった努力を、県教委はしていなかっ

たのではないかと反省しています。こ

れからは、授業力の向上が、一層、求

められるようになると思っています。

教員、学校、教育委員会などが一緒に

なって取り組まなくてはならない課題

だと考えています。

　時間が押していますので、多部制、定時制、全日制ですけれども、多部制につき

ましては、今回の高校教育改革にとって最大の成果だと思っています。特に、みえ

夢学園高校は、平成９年に、不登校などに対応できる昼間部総合学科ということで
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登場しました。当時、東京の桐ケ丘高校に行ったときに、校長先生が「三重のみえ

夢学園をモデルにしてつくったんだ」といわれて、若かった私は、ちょっとうれし

かった思い出があります。今も、独自のスタイルで成果を挙げています。

　②の北星高校は定通ネットワーク拠点校ということで、定時制、通信制をドッキ

ングしました。固かった定通の壁も打ち破っています。例えばですが、定時制の生

徒が不登校傾向になっても、通信制を利用して、学習継続を可能としている。ある

いは、通信制の生徒が居て、少し登校したいというようなことがありましたら、定

時制の授業に参加できるというようなことなど、一人ひとりの課題に応じて、これ

以上ない柔軟な教育を行っています。

　全日制単位制ですけれども、もう時間がないので、これも資料だけになります。

資料４をご覧ください。

　平成 15 年度にいろんな調査をしました。全日制の単位制につきましては、一言

でいうと、もうさまざまというしかありません。当時、全国の調査をしました。単

位制の分割認定をしているのが約３分の１、２学期制が 73% ということで、特に神

奈川県立の神奈川総合高校は、すべてを当時満たしていました。190 科目の開設科

目を持ち、わたしは、今度生まれ

変わったら、神奈川県へ行って、あ

の総合高校の教員になりたいなと思

うような高校でした。三重にもと思

いますが、そこまで追いついてはい

ません。

　全日制の普通科の単位制は、結構

進学校も多かったと。進学校、これ

は 10 人未満の就職生の学校という

意味です。だから、当初から多様だったんだなという思いを、今もしております。

　教員アンケートがありますが、また見ておいてください。結構いいんですけれど

も、少し私が指摘したいのは、生徒アンケートのことです。あんまりこんなこと、

大っぴらにはできなくて、学校はガードしますので、ちょっと内密にとったんで

すけれども、この生徒アンケートを見てもらいますと、「単位制を知っていますか」

という問いに対して、「詳しく知っている」っていうのが、Ａ高校は、四十数 % あ

って、「少し知っている」と合わせますと、九十何 % がこうなんですけれども、こ

のＣ高校を見てもらいますと、「詳しく知っている」のがほとんど居なくって、「少

し知っている」が四十何 %、「あまり知らない」が 50% もあるっていう学校もありま

す。つまり、全日制単位制は、導入時から、いろんな狙いで、出来上がったという
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ことです。例えば、進学だけを考えたとか、あるいは本来の単位制の趣旨を生かそ

うとした学校とか、いろいろございましたという意味で、見てもらいました。

　申し訳ありません。ちょっと急ぎます。

　それで、単位制ですけれども、21 ページの下の方、今後の展望なんですけども、

多部制、定時制につきましては、これは、②にありますが、定定併修とか定通併修、

あるいは連携併修、こういったものを拡大して、定通ネットワークをもっと充実拡

大していこうという方向でいます。

　③ですが、セーフティネットということがありますが、私は、この前、三重県で

全国知事会議がありまして、そのときに前の東京大学の神野先生が基調報告された

んですが、これからはセーフティネットじゃなしに、セーフティトランポリンだと。

これは、社会保障制度のことでお話になったんですが、私は多部制、定時制は、セ

ーフティトランポリンぐらいに、この教育機能を最大限に伸長して、より質の高い

教育をあまねく保障していかなければと考えています。

　全日制につきましては、やはり総

合学科と同じような課題があります。

　次に中高一貫教育ですけれども、

連型中高一貫教育が、飯南地域をは

じめ４地域で実施していますが、ウ

の紀伊長島地域は、今年度で高校が

廃止になり、来年からは３地域にな

ります。成果と課題ですが、地域連

携が進んだということ、これは最も

大きな成果であったと思います。それから、もう一つ、③ですが、入試学力以外の

学力を見直そうということで、キャリア教育やプレゼンテーション能力を高めよう

という取組が進んでいます。

　今後の展望ですが、点の１つ目、23 ページです。当初、連携型の導入にあたって

は、公立中高一貫プロジェクトにかかわる立場の違いからさまざまな狙いが混在し

ていたように感じます。例えば、地域は高校統廃合への危機感。中学校は、安定し

た進学先の確保。高校は、魅力化、活性化。教育委員会は、教育改革のパイロット

的役割を意図したことなど、ほかにもいろんな政治的な思惑もあったように思いま

す。ですけれども、理念として共通していたのが、入試を学習のインセンティブに

しない、学校教育の在り方を見直したいということでした。しかし、立ちはだかっ

たのは、そこに書いてありますような、さまざまな課題です。

　そして、もう一つ明確になったことは、連携型中高一貫教育を行うことによって、
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中高の教員間の連携促進や、地域との協働が、生徒に非常に良い影響を与えるとい

う一方、三重県の連携型中高一貫教育のやり方は、連携校間の進学率を高める制度

ではなかったということです。そういう中で今後どうあるべきかということですが、

やはり中高の協力により一層魅力ある教育課程、そして授業、こういったものを工

夫していくことが最も重要であると考えています。

　次に、学校経営品質向上活動ですけれども、これは、一見、単なる学校評価と思

われがちですけれども、学校評価は、活動の一つです。学校経営品質アセスメント

ということなんですけれども、今三重県が取り組んでいます。

　23 ページの６（１) に、内容を書きましたが、教職員の対話と気付きを重視しな

がら学習者等の視点に立って、目指す学校像を描き、現状を診断しながら継続的な

改善活動を行うことと説明しています。当たり前のことじゃないかといわれるか分

かりませんが、こういった活動を県全体の運動として盛り上げていこうということ

で、組織改革を進めています。

　これは、アメリカのマルコム・ボルドリッジ賞という経営品質賞をベースに三重

県がつくった組織改善のしくみです。

がまだまだ完全に定着しているとはい

えませんが、この活動は、学習者本位、

それから、教職員重視、社会との調和、

独自能力という活性化した組織にみら

れる４つの要素をバランス良く追求し

ている学校を目指そうということで、

このことを基本理念に置いて、進めて

います。

　言い換えれば、生徒は、学びがいを感じ、教職員は、働きがいを感じ、それから、

地域の人々は、その学校に一歩足を踏み入れたら、学びの場の持つすがすがしさと

か、あるいは向上心だとか、そういったものが感じられるような、地域として支え

がいのある学校です。そして、　独自能力っていうのは、明確な教育理念、こんな

学校にしたいという、教職員や校長の願いがこもった、そういった特色を持ってい

るというような学校を追求しています。

　最後になりますが、「終わりに」ということで、90 年以降のいわゆる多様化、特色化、

個性化、あるいは弾力化といわれるような高校教育改革ですけれども、私は、理念

はいまだ道半ばの状況にあり、ちょっと今、寄り道をしているんじゃないかなとい

う気がしています。

　ちょっと誤解を受けるか分かりませんが、大学入試をベースにしたような教育か
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ら抜け出せていない普通科の教員が、たくさん居ます。専門高校の方はともかく、

普通科高校は、いわゆる中堅校といわれる、私が居た学校もそうですけれども、い

わゆるセンター試験とか大学入試とかいう辺りが、頭からこびりついて離れないん

ですね。だから、いかに学びがいや学ぶ目的を子どもたちに語ろうとも、授業の中

で自主・自律といっても、自主・自律をはぐくむような教育内容になっていないの

ではないでしょうか。でも、教員は、教員で、すごく苦しいんですね。40 人の授業

の中で、大学受験を考えているのが 30 人居るとして、そのうちの 10 人は、例えば

国公立を目指しているというふうな……、これはクラスで、講座はもう少し違うか

分かりませんが、そういった多様な進路希望や学習ニーズの子どもたちを前にして、

教員たちは、悪戦苦闘をしているっていうのが現状じゃないかと思います。

　今、お話ししたのは、一つの風景ですが、わたしは、高校教育改革の理念といっ

たものは、学ぶ意欲、学ぶ力、学ぶことの楽しさや目的を、高校時代にしっかりと

身に付けられるような教育環境を築くことではないかと考えます。もちろん、遊ぶ

こともそれにはいると思いますが･･･。

　ちょっと余談になりますが、先ほ

ども話してたんですが、私がいた中

堅校の普通科高校生徒は、私が高校

のときよりもはるかに勉強をするよ

うな気がします。私が落ちこぼれで

あったのか分かりませんが、今の子

どもは、本当に結構素直で真面目で

す。私にはそれがちょっと物足りな

いんですけれども、先生のいうこと

をよく聞いて勉強をします。もちろん問題行動もありますが。

　で、そういった今の子どもたちの持っているものをしっかりと見なくてはいけな

いし、学力低下かもしれませんが、ひょっとしたら、昔よりもっと違ういいものを

持っているのではないかと思うんです。しかし、学ぶ意欲とか、学ぶ楽しさは、あ

んまり知らないように思います。そんなものを高校の現場で身につけられれば、大

学や社会に出てからもっと伸びるんじゃないか。

　三重県に水産高校という高校がございますが、水産高校でＡＯ入試で三重大学に

入った生徒のテストの点数は、５教科などは、あまり高くないようです。ですけれ

ども、水産学科の大学の先生は、よく高校を褒めてくれます。毎年、１人か２人採

るけれど、みんな大学ではすごいと。だから、そんなふうな高校を……、そればっ

かりで、なんでもいけるわけではないとは思いますが、それらを目指したのが、90
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年代以降の高校教育改革であって、それは、やはり今後も、連綿と引き継がなくて

はならないんじゃないかというふうに考えています。

　では、どうするかと。（２）ですけれども、教育制度改革から質の改革というこ

とですが、ファカルティ・ディベロプメントというのは、友人の大学の教員も、今、

これで頭を悩ませてます。今や、大学の先生でさえ、授業をお互いに研究し合って

いると。それに対して、高校現場は、授業改善に対する取組が薄いように思います。

専門性とか多様性とかいう名のもとに、見せ合いっこしてないんです。

　で、校長が見たり教頭が見ても、あんまり意味がないと思うんですね。それより

も、教員同士がそれぞれに授業改善を心掛けるような学校風土づくりが大事なんじ

ゃないかなと。やはり、ベネッセコーポレーションに頼るような授業研究じゃなし

に……、ベネッセも素晴らしいのですが、教育委員会としても、それに負けないよ

うに、教員の授業の充実に尽くしていければいいなと思います。

　（３）もカットさせていただきます。

　最後になりますが、高校教育の質の保証というのが、よく言われます。では、質

とは何かと。わたしは、やはり、それが、アウトカムというか、生徒の学力みたい

なことのみ話される傾向が強いように思うんです。やはり、わたしども教育関係者

にとって、高校教育の質というのは、どういうふうな力を子どもたちにつけようと

しているか、そのプロセスだと思うんですね。そのプロセス改革に結びつけるよう

な質の改革でありたいと考えています。

　ということで、ちょっと尻切れとんぼになりましたが、時間となりましたのでこ

れで私のご報告とさせていただきます。ありがとうございました。
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