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第１部 記 念 講 演

教育再生への課題
─グローカル化時代の学校づくり・地域づくり─

　藤　田　英　典　
（日本教育学会会長、共栄大学教育学部長）

皆さんこんにちは。ご紹介いただきました藤田です。40分、時間を与えられておりますが、お手元に本

日の講演のレジュメを準備させていただきましたので、そのレジュメに即して話を進めさせていただきま

す。

演題は、「グローカル化時代の学校づくり・地域づくり」としておきましたが、副題として「教育再生

の課題」と付けておいていただければ幸いです。構成は３つの柱立てになっていますが、90分ほどかかる

内容を盛り込んでいますので、時間不足になった場合、記録集に収められる際には補充させていただくこ

とをご了解いただきたいと思います。

演題の下に示したように、最初に、「１ 教育改革の時代」と題して、「歪んだ危機の捉え方と政治主導
の改革」の問題点について検討します。次いで、「２ グローカル時代の学力形成と学校教育の役割」につ
いて検討し、問題点を確認したいと思います。そして最後に、以上を踏まえて、「３ 包摂的な共生社会と
学校づくり、地域づくりの課題」について、考えるところを紹介したいと思います。なお、注記部分に関

連文献等を記載してありますので、後でお読みいただければ幸いです。

まず、1980年代半ばから始まり現在に至っている「教育改革の時代」の特徴について、その改革の必要

性の根拠・理由とされてきた「教育の危機」の捉え方が問題の多い歪んだものだということを中心に確認

しておきたいと思います。先ほど花井先生も、学級崩壊や校内暴力・いじめが未だに続いていると言われ

ましたが、これらは確かに1980年代から起こり、現在も続いている重大な問題です。そこで、それらの「教

育病理」とも言われてきた問題現象を含めて、この間の政策論議における危機の捉え方が妥当なものかど

うかということをまず確認しておきたいと思います。

スライド２に示しました４項目は、文部科学省が2002年に策定した『21世紀教育新生プラン─７つの重

点戦略』の広報用パンフレットの１頁の冒頭に、「危機に瀕する我が国の教育」という見出しの下に挙げ

られているものです。このプランは2000年の「教育改革国民会議報告─教育を変える17の提案─」を踏ま

えて文部科学省が作成したものですが、同報告はもちろん、1984年に設置された臨時教育審議会（臨教審）

の４つの答申以来、中教審の答申や最近の教育再生会議・教育再生実行会議の提言その他の政策文書でも

繰り返し挙げられてきたものです。したがって、このような危機の捉え方が妥当なものかどうか、どうい

う特徴と歪みを持っているかを検討しておくことは重要なことだと思います。

まず１番目の「いじめ、不登校、校内暴力、学級崩壊、少年犯罪」は、1980年代以降、全国各地で頻発

し問題化してきましたし、中教審答申等を含む政策文書だけでなく、教育界でもマスコミでも重大な問題

現象として盛んに取り上げられ、種々の施策や対応が講じられてきました。それは紛れもない事実であり、

放置するわけにはいかない問題、適切に対処し解決・改善しなければならない問題と言えますから、ここ

では「初発の関心・課題Ｂ」と呼んでおきます。なぜＢを付したかというと、このスライドの一番下に書

きましたように、1960年代後半以降、学歴主義と激化する受験競争や詰め込み教育の是正などが重大な問
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題と見なされるようになり、ラディカルな入試改革が行われてきたからで、その改革の目的とされてきた

受験競争の緩和と「詰め込み教育」等の是正を「初発の関心・課題Ａ」と呼ぶことにします。1960年代後

半からの内申書重視の方針や学校群制度等の導入といった高校入試改革と1976年から導入された共通一次

試験やその後のAO入試・推薦入試の導入といった大学入試改革が進められてきたからであり、その改革
の流れは、先ごろの教育再生実行会議の、高校時代に複数回受験可能な「達成度テスト」の導入提言とい

う大学入試改革（高大接続関係の改善策）動向へとつながっています。「達成度テスト」について私は批

判的ですが、それはともあれ、このように半世紀にもわたって繰り返し改革の必要性が言われ、種々の改

革が進められてきましたし、当初から「受験地獄」とも言われ、「受験苦自殺」や高校必修科目（世界史等）

の未履修問題の原因にもなってきましたから、異常な受験競争の緩和とその弊害の除去を「初発の関心・

課題Ａ」とするのは妥当なことであろうと思います。

それに対して「初発の関心・課題Ｂ」として挙げられている「いじめ、不登校、校内暴力、学級崩壊、

少年犯罪」は、〈何とかしなければならない問題、放置しておくわけにはいかない問題〉です。この点に

ついては、先ほど花井先生も言われたように、誰もがそのように考え、適切な対処・対応策、解決・改善

策を講じなければならないと考える問題です。しかし、これらの問題を挙げたからといって、それで問題

が解決・改善されるわけではありません。重要なことは、実際に問題の解決・改善や緩和につながる適切

かつ有効な政策や対応策が講じられるかどうかですが、一連の問題を挙げるだけでは、その適切かつ有効

な政策や対応策を示したことになりません。ですから、これらの問題を「危機」として列挙することの事

実上の機能は、実際の改革がどういうものであるかに関わりなく、〈改革の必要性〉や〈政治主導の改革〉

を心情的・道義的に正当化するというものでしかありません。つまり、改革の中身を問うことなく、〈改

革すること〉それ自体を正当化してしまうということです。

次に２番目の「個人の尊重を強調し「公」を軽視する傾向」ですが、この場合の「公」は、例えば市民

的公共性や社会的公共性の範疇に属する「公」ではなく、伝統的な道徳・規範や愛国心などを重視する国

家主義的な「公」と言えるものです。それは第１次安倍政権の時に改定された教育基本法の第２条（教育

の目標）に「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する……態度を養うこと」等五

つの態度項目を盛り込み、新設の10条（家庭教育）で「必要な習慣」の形成を含む「子の教育」について

保護者の「第一義的責任」と規定したことなどに端的に表れています。また、第２次安倍政権になって、

「教科書改革実行プラン」で教科書の検定・統制を強化するとか、道徳を教科にするといった政策にも表

れているところです。

他方、３番目の「行き過ぎた平等主義による子どもの個性・能力に応じた教育の軽視」は、新自由主義

的・能力主義的な考え方に立つもので、すでに法制度改革も行われ、各自治体（教育委員会）の判断によ

り導入可能となっている中等教育学校・中高一貫校や学校選択制の拡大とエリート教育の促進などをねら

いとするものです。この発端は1996年12月に行政改革委員会が「規制緩和の推進に関する意見（第２次）

─創意で造る新たな日本─」において「学校選択の弾力化」について提言したことにあります。これを受

けて文部省（当時）が翌97年１月に「通学区域制度の弾力的運用について」（通知）を全国の教育委員会

に送付して以来、「自由選択制」が東京都の区部など都市部を中心に増えてきました。その後も、規制改

革関連の委員会や教育改革国民会議、教育再生会議、教育再生実行会議といった内閣総理大臣の諮問機関

が繰り返しその拡大を提言してきました。しかし、種々の弊害が多いという理由で、大半の教育委員会は

導入に否定的で、現在でも、全国的に見れば、「ブロック選択制」を含む自由選択制は小・中とも２％程

度でしかないというのが実態です。ともあれ、選択制の中高一貫校も含めて学校選択制は、選択理由がど
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ういうものであれ、「人気校」と「不人気校」をつくりだし、その人気度により当該自治体内の学校を序

列化し、結果的に、〈選択制という制度が作り出す格差〉という意味で、教育機会を義務教育段階から制

度的に格差化することになります。

それからもう一つ、この３番目の系列には、1992年からの学校週５日制の導入とそれに合わせて掲げら

れるようになった「新しい学力観・学習観・評価観」も含めることができます。ICT化・グローバル化が
進む時代、「知識基盤社会」と言われる時代にあって、これまでのような教科書通りの知識を問うテスト

の正答能力（テスト学力）やそういう「テスト学力」を高めるだけの「知識詰め込み型」教育ではなく、

問題解決能力・創造力や柔軟な対応能力といった「新しい学力」とそれを形成するための「新しい学習観・

評価観」が必要だと言って、学校週５日制を正当化し、学校での授業時間・学習時間を削減し続けてきま

した。この政策の問題点については、後で国際比較学力調査や文科省の全国学力調査の結果を踏まえて検

討しますが、この学校５日制を導入し「新しい学力観・学習観・評価観」を掲げたときから、学力政策の

迷走と学校現場の混乱が始まったと言えます。というのも、学校での授業時間・学習時間の削減とセット

にして掲げた「新しい学力観・学習観」は、事実上、〈新しい学力は少ない時間と少ない努力で身につく〉

と言っているに等しいからです。

４番目の「これまでの教育システムが時代や社会の進展に取り残されつつあること」も、１番目と同様

の問題のある機能を果たすものです。「時代や社会の進展に取り残されつつある」ということ、言い換え

れば「時代遅れになっている」ということは、「これまでの教育システム」にはどういう問題があるかと

いうことも、何をどう変えるのかということも明示することなく、〈とにかく改革する必要がある〉とい

うメッセージを発信し、どのような改革であれ、その改革を「時代遅れ」という問題状況への対応として

正当化する機能を果たすことになるからです。この機能は二重に危険なものです。第１に、２番目の「危

機」への対応として具体化される復古的・新保守主義的・国家主義的な改革や施策と、３番目の「危機」

への対応として具体化される教育機会の新自由主義的な制度改革と成果主義的な歪んだ学力政策を正当化

することになるからです。そして第２に、それらの改革や施策の結果がどうなろうとも、種々の弊害をも

たらす改悪であろうとも、その改革や施策を推し進めた政治家をはじめとする政策担当者の責任を棚上げ

してしまうからです。

実際、いま指摘したような、1980年代の臨教審以降、現在に至るまでの政策・改革の基調や具体的な改

革・施策は、どれをとっても、先に確認した「初発の関心課題」ＡにもＢにも応える性質のものではあり

ません。むしろその対応基盤を掘り崩し歪めていく可能性の高いものです。ですから、当然、事態は改善

されるどころか、むしろ悪化しかねないということになります。

「政治主導」と言われる改革が進められるようになって30年ほどになりますが、この間、当の政治家も

その意向に迎合するような各種審議会の委員も、自分たちが進めてきた一連の改革や施策の結果に対して

一度たりとも責任をとってはいません。政治家や審議会委員というのはそういう人種なのかもしれません

が、ともあれ、その弊害や押し付けられた困難に対応するのは、学校現場・教職員や子ども・保護者です。

そういう無責任で由々しき事態や動向こそ、問題にし、変えていく必要のあることだと思います。

そこで次に、1980年代以降、どういう改革が進められてきたかについて確認しておきたいと思います（ス

ライド３）。ここでは、政治主導と言われるものを中心に、特に学校現場や教育研究者など教育界で疑問

や批判の多かった、問題の多い改革や施策と見なしうるものを挙げてあります。それと、表の最初の二行

に、先ほど確認した「初発の関心・課題」を示しておきました。1960年代からの「知識詰め込み教育」や

激化する受験競争の弊害への対応としての入試改革と、1970年代以降、問題視されるようになった受験苦
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自殺とか「校内暴力、いじめ、不登校、少年犯罪」等への対応です。この二つの関心・課題に適切かつ有

効に対応することは重要なことです。入試改革は主に前者に対応しようとしたものですが、表の３行目に

記載した、いわゆる「ゆとり教育」改革はその両方に対応しようとしたものです。

この「ゆとり教育」改革は、1992年の学校５日制の時から始まったと言われることが多いようですが、

私は1980年から実施された学習指導要領により始まったという見方をしています。このときの学習指導要

領もその基になった教育課程審議会（当時）の「小学校、中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に

ついて（答申）」（1976年12月）も、教育課程改善の方針として「ゆとりある充実した学校生活の実現＝学

習負担の適正化（各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる）」を掲げていたからです。

ともあれ、この「ゆとり教育」改革が「政治主導」の改革との関連で重要なのは、表の３行目の左端に

「教育界主導」と書いてありますように、政治主導による改革ではなく、中教審と文部科学省の主導で進

められたものだからです。なお、「ゆとり教育改革」と括弧付にしてあるのは、当時の中教審の一部委員

も文部科学省も自分たちは「ゆとり教育」という言葉は使っていないと言っているからでもあります。

ところが、1980年代半ば以降は、重要な改革や施策は「政治主導」によって進められることになります。

その先駆けとなったのが、1984年に中曽根康弘首相の意向により設置された臨時教育審議会（臨教審）で

す。これは、文部科学大臣の諮問機関である中教審とは違って、内閣総理大臣の諮問機関で総理府（現在

の内閣府）に設置され、委員の多くが官邸サイドで選ばれ（中曽根ブレーンが多いと言われた）、その答

申も内閣総理大臣に提出することになりますから、その点で「政治主導」と言えます。

この臨教審は87年までに四つの答申を出しますが、その後の〈強者の論理〉に立つ新自由主義的な改革

路線の先駆けになったという点で重要なのは、「教育の個性化・自由化」を提言したことです（「徳育の

充実」提言なども含む新保守主義的改革と言われた側面については省略）。ここでは「個性化・自由化」

と書いておきましたが、答申では「個性重視」という表現になったものです。臨教審は四つの部会に分か

れて審議しましたが、当初、「21世紀を展望した教育の在り方」を担当した第１部会が「教育の自由化」

を主張したのに対して、「初等中等教育の改革」を担当した第３部会が激しく反発し、その意見対立の折

衷案として「個性重視の原則」という表現になりました。しかし、その表現の下に記載された具体的な考

え方や改革案は、「六年制中等学校」（中高一貫校）や単位制高校の新設と、多様な教育・学習の機会を提

供し選択できるようにするというものでした。

この「個性重視の原則」は、その後も、教育改革の基本方針になってきましたが、二つの点で問題のあ

る危険なものでした。一つは、「個性重視」と言いながら、その実、エリート的な中高一貫校の新設やそ

の後の学校選択制などを進める口実となってきたからであり、そして、その結果、義務教育段階から学校

を序列化し、能力や家庭の経済力・教育力によって教育機会を制度的に格差化するというものだったから

です。もう一つは、「個性重視」と言われると、実際に進められる具体的な改革がどういうものであれ、

教育関係者は反対しにくいからであり、もう一方で、保護者・子どもを選択組と非選択組に分断し、そし

て、選択組の保護者・子どもの関心や評価によって制度改革を正当化し推し進めることになるからです。

こういう改革を、私は〈強者の論理〉による改革と呼んできました。

次いで表の５行目に記載してあるように、1992年から学校週５日制が導入されることになります。この

５日制導入の実質的な背景は、ご存知のように、日本の労働者の労働時間短縮のために公務員の週休２日

制を実施するという点にありました。1986年４月の臨教審・第２次答申や同年12月の教育課程審議会（当

時）の答申も学校週５日制への移行について検討するよう提言していましたが（1981年から国家公務員の

「まとめ取り方式」による４週５休制が始まっていた）、より直接的には、人事院の勧告に基づき1987年に
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（国家公務員の）「一般職の職員の給与等に関する法律」が一部改正され、翌88年４月から４週６休制にな

り、さらに同年５月には、準備が整い次第その４週６休制を土曜閉庁方式により実施することが閣議決定

されており、地方自治体もそれに準じて週休２日制を実施することになっていたからです。そうした流れ

の中で、1991年10月に自民党文教部会が学校５日制に関する「審議状況のまとめ」で学校５日制の段階的

導入を適当とし、それを受けて翌92年６月の閣議決定「生活大国５か年計画─地域社会との共存をめざし

て─」において「学校５日制の段階的拡大を図ること」が盛り込まれました。かくして同年９月から月１

回（第２土曜日）、95年４月から月２回（第２・第４土曜日）が休業日となり、さらに2002年から完全週

５日制になったことは周知のところです。しかし、近年、学力向上政策への転換が進むなかで、その完全

５日制の見直しが進められ、今では土曜授業が奨励されるようにもなっています。

この点については、後で学力政策の迷走として検討しますが、こうした政治主導による学校５日制導入

の過程で、中教審を含む審議会・委員会は、奇妙な議論を展開するようになります。一つは、〈日本の学

校は、知識詰め込みを含めて、いろんなことをやりすぎているから駄目なのだ。もっと学校をスリムにし

なければならない〉とか、〈子どもたちを家庭と地域に戻し、親子のコミュニケーションを豊かにし、地

域における異年齢交流を促進し、家庭と地域の教育力を高めていかねばならない〉といった議論です。も

う一つは、後で検討するように、学校５日制の実施に合わせて「新しい学力観・学習観・評価観」なるも

のの必要性を主張し、教育課程編成と授業実践・評価の方針として掲げ、学校現場と教員に要求するよう

になったからです。

私が、学校５日制批判に始まり、教育政策に批判的な論文やエッセイを書き、社会的発言をするように

なったのは、こうした議論が目立つようになったからです。その主要な理由は、いま述べた二つの議論に

対応して二つあります。一つは、学校５日制導入の直接的な背景要因は公務員の週休２日制の実現にある

にもかかわらず、その点には蓋をして、５日制にする方が学校も教育もよくなるとか親子関係や家庭・地

域の教育力もよくなると言い始めたからです。もう一つは、これからの時代に必要なのは問題解決能力や

創造力といった「新しい学力」であり、これまでのような「知識詰め込み型」の教育や画一的な一斉学習

ではないと言い始めたからです。

前者については、まず〈本当の理由〉に蓋をしたことそれ自体の問題性で、内心〈嘘つくな〉と思いな

がら、５日制とその正当化言説を批判するようになりました。それに加えて、親子関係の歪みや家庭・地

域の教育力の低下の原因があたかも学校教育にあるかのような議論だという点と、もう一方で、少なくと

も中学生や高校生の場合、家庭や地域で過ごす時間が増えれば、親子間のトラブルや地域における問題行

動などが増加することにもなりかねないという点を中心に批判してきました。家庭で過ごす時間が多くな

ると、例えば小言を言われることが多くなるとか、さまざまな側面での干渉・統制が強いと感じられるこ

とが多くなる可能性が高まりますが、それは親子関係にマイナスの影響を及ぼすからです。

後者については、グローバル化する経済競争や科学技術開発競争に伍していくことが重要だと言われ、

もう一方で、学問・科学技術の高度化・多様化が進み「知識基盤社会」と言われる時代にあって、学校で

教え学ぶ知識の水準やその習得（学力）水準が低くなっていいなんてことはあり得ないからです。その水

準を維持し高めていくことは、むしろ時代の要請であるはずです。しかも、問題解決能力や創造力などの

「新しい学力」も重要だと言うのですから、学校での教育・学習の時間が十分に確保されなければ、そう

いう時代の要請に対応できないはずです。つまり、〈「新しい学力観・学習観」は少ない時間と少ない努

力で必要とされる「力」がつくと言っているに等しい〉ということです。しかし、論理的にも経験的にも、

少ない時間と少ない努力で力がつくということはありえないことです。つまり、「新しい学力観・学習観」
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と学校５日制による教育時間・学習時間の削減は重大な矛盾を孕んでいたということです。この矛盾のゆ

えに、次のテーマのところで検討するように、学力政策が迷走することになったのです。

それに加えて、この矛盾は、二つの側面で問題の多い帰結をもたらすことになり、そして、その矛盾と

帰結に対応するためにも、問題の多い歪んだ改革を促進することになります。第１に、さまざまな理由や

事情で〈学校でしか勉強しない子ども、学校でしか勉強できない子ども〉の学力の低下を招きます。第２

に、学力形成面や受験競争面で学校５日制に不安を抱く教育熱心層の子どもの塾通い等を促進することで

す。かくして家庭環境や学校外での過ごし方の違いによる学力差が拡大することになります。その結果、

子どもたちの学力差の拡大は混合学級・一斉授業では対応できないとされ、学校内では習熟度別指導が拡

大することになり、もう一方で、エリート的な中高一貫校や学校選択制によって、義務教育段階から、ど

の学校で学ぶか、どういう教育を受けるかという点での教育機会の制度的な格差化が正当化され促進され

ることになります。

次の1997年の「通学区域制度の弾力化」は義務教育段階での学校選択制の先導となったものですが、先

ほども述べたように、これは行政改革委員会が前年の「規制緩和の推進に関する意見（第２次）」に盛り

込み提言したために、文部科学省は何らかの対応をせざるをえなくなり、1997年に「通学区域制度の弾力

化について」という通知を出すことになったものです。これ以来、学校選択制が広まり始めることになり、

そして、2003年には学校教育法施行規則が改正され、教育委員会の判断（選択）により導入できるという

〈学校選択制の選択的導入〉が法制化されることになりました。

次に2000年の教育改革国民会議ですが、これは、臨教審に次いでの内閣総理大臣の諮問機関で、私も委

員を務めたのですが、この報告書「教育を変える17の提案」が直接的な契機となって、2006年に教育基本

法が強行採決により改定され、さらに翌年、教育三法も強行採決により改定されることになります。同会

議は26名の委員で構成されていたのですが、「基本法改正」に反対意見を明確に言いつづけたのは私一人

でした。ほかに４、５人、消極的な意見を述べる方もいましたが、記憶する限り、それも初回の総会のと

きだけでした。

次いで2002年から完全学校５日制になるわけですが、皮肉なことに、この時から学力重視政策への転換

が明らかになります。というのも、2002年からの完全５日制は、1980年から始まったいわゆる「ゆとり教

育」改革の総仕上げとなるはずのものでしたが、その年の１月に「確かな学力向上のための2002アピール

「学びのすすめ」」が公表され、翌03年には極めて異例の、実施されたばかりの学習指導要領が一部改訂さ

れ、教科書の範囲を越えて教えることや発展的学習と補充的学習の実施が奨励されることになったからで

す。ですから、このときを境に、「ゆとり教育」政策から学力重視政策へと、学力政策が転換することに

なったのですが、この点については、後で学力調査の結果を検討する際に再度お話しします。

次いで2006年と07年には、先ほども述べたように、教育基本法と教育三法が改正されます。この教育三

法は学校教育法、地方教育行政法、教育職員免許法（教免法）と教育公務員特例法を指しますが、このう

ちの教免法の改正により教員免許更新制が導入されることになりました。この更新制導入は、とりわけ政

治色の強いものでした。というのも、中教審は2002年２月の答申で、更新制導入には「慎重にならざるを

得ない」として、導入を提言しなかったのですが、約４年後の06年７月の答申では、委員の大半が同じで

あったにもかかわらず、更新制導入を提言したからです。何故こういうことになったのか。それは、2004

年８月に河村文科大臣（当時）が経済財政諮問会議に提出した「義務教育の改革案」に「教員免許更新制

の導入」が入っていたからです。そのようなわけで、06年の答申では、02年の答申とは異なる結論を出し

たことについて３頁ほど費やして言い訳をしているんですね。その釈明部分の最初の方のパラグラフで
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「教員の資質能力を確実に保証するための方策を講ずる必要性は、平成14年の答申時に比べて、格段に高

まっている」などと、まったく説得力のない説明をしています。４年やそこらで「必要性が格段に高まる」

などといったことはありえないじゃないですか。ともあれ、こういう経緯を見ても、そこには政治的な圧

力といっていいようなものがあって、「最初に結論ありき」で、その結論を正当化するための審議をして

答申をまとめたといっても過言ではないと思います。

2007年からの全国学力テストも、中山文科大臣（当時）が04年11月に経済財政諮問会議に提出した「甦

れ、日本！」と題する保守色の強い教育改革案に、教育基本法の改正、教員免許更新制の導入、義務教育

国庫負担制度の改革（一般財源化）などと共に盛り込んでいたことを受けて、実施されることになりまし

た。

年表のそれ以降もご覧の通りですが、このように説明していると時間がなくなりますので先を急ぎま

す。

スライド４に入ります。これまで述べたどの改革についての見方にも、それなりの理論的・実証的な根

拠があるのですが、私の見方は主観的だと思われるかもしれませんので、ここで一つ具体例を示しておき

ます。この学年別のいじめと不登校のグラフは、小中一貫教育の必要性を主張する際に言われる「中一

ギャップ」論の根拠とされてきたものです。〈いじめも不登校も中学１年になると急増する。だから小６

と中１の間に大きなギャップがある。そのギャップによる困難を解消するためにも小中一貫校にする必要

がある〉という議論です。確かに小学校と中学校の間には、小学校は学級担任制であるのに対して中学校

は教科担任制であるとか、学校の規模が大きくなるとか、授業内容が難しくなるとか、種々の違いがあり

ます。しかし、そういう違いを中心とするギャップがいじめや不登校の中１での急増の主要な原因だとす

る見方に、私は否定的・批判的です。というのも、このグラフについては、まったく別の見方・解釈が可

能だからです。

このグラフは「中１ギャップ」論を根拠に小中一貫教育を促進すべきだとした教育再生実行会議の提言

書でも、その参考資料に掲載されているグラフです。そのグラフに、別の見方が可能であることを示すた

めに、赤線を追加しました。「中１ギャップ」論者は小６と中１の差が著しく大きい点に注目して「中１

ギャップ」だと言っていますが、いじめのグラフでは、小１からいじめ件数が最も多い中１を直線（増加

傾向線）で結ぶと、小５と小６はその傾向線よりかなり少なく、特に小６では非常に少ないことが判りま

す。同様の傾向は不登校のグラフでも確認されます。不登校の増加はいじめの増加よりやや複雑な面があ

るため、直線を３本引いてあります。１本目の小１から小６にかけての傾向線はほぼ学年が上がるにつれ

て漸増するという傾向を示しています。２本目の小６と不登校がピークに達する中３を結んだ傾向線は、

「中１ギャップ」論の見方とは違って、中１での増加は確かに大きいが、中２での増加もほぼ同程度に大

きいことを示しています。３本目の小４と中３を結んだ傾向線は、中１がやや少なく、中２がやや多いの

に対して、いじめの場合と同様、小５と小６がかなり少なく、特に小６が著しく少ないことを示していま

す。したがって、ここで立てるべき問は、いじめについても不登校についても、①なぜ小５、小６は（増

加傾向線より）少ないのか、②いじめはなぜ中２でピークに達するのか、不登校はなぜ中３でピークに達

し、中１と中２は増加傾向線よりかなり多くなっているのかというものです。

この問いに対して、私は、小５、小６における自覚化効果・成長効果と中学校文化の特異性による影響

が重要であり、それに加えて、いじめも不登校も思春期・青年期前期の発達上の難しさや人間関係面での

難しさが背景にあると考えています。

思春期から青年期中期あたりにかけては特に難しい時期で、その発達上の特徴は身体的な成長と精神的
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発達と文化社会的発達のバランスが崩れるという点にあります。このバランスの崩れに伴う難しさは、特

に現代のような刺激と誘惑が多く価値観も多様化する豊かな情報消費社会の進展と、程度の差はあれ画一

的・押しつけ的な枠組のなかで禁欲・勤勉と同調性を要求する学校教育の拡大を背景にして増大します。

そういう難しさの中で、バランスを回復しつつ自己形成と関係づくりをしていくということが、現代の子

どもたちの重要な発達課題になっていると言えます。これは私の持論で、1980年から90年代初頭にかけて、

そういう趣旨の論文を幾つか書いています１。

この観点から見ると、先ほど述べた〈①なぜ小５、小６は（増加傾向線より）少ないのか、②いじめは

なぜ中２でピークに達するのか、不登校はなぜ中３でピークに達し、中１と中２は増加傾向線よりかなり

多くなっているのか〉ということも、それなりに説明できます。

①については、先ほども述べたように、小学校の高学年になることに伴う〈自覚化効果・成長効果〉の

表れと見ることができます。学校でも家庭でも、「上級生・最上級生になったのだから……」とか「来年

は中学生になるのだから……」といったことが言われ、期待をかけられることも多いと思いますし、たと

えそのように言われなくても、「小学校６年制」や「６・３制」という枠組みのなかで子どもたち自身も

そのように感じ振る舞うことにもなると考えられます。つまり、「６・３制」にはそういう自覚化効果・

成長効果と言える働き（機能）があるからこそ、いじめも不登校も、小５、小６では、もっと多くても不

思議ではないのに、増加傾向線より少なくなっているのだと見ることができるということです。

他方、②については、「中１ギャップ」論もある程度は当てはまるでしょうが、それだけでは、不登校

の件数がなぜ中２でも１万人以上増えているのか、なぜ中３まで増え続けるのかといった点は説明できま

せん。それに対して、〈中学校文化効果〉という見方をすると、中２、中３での増加も説明できます。

中学校文化には、少なくとも次の四点で、小学校とは違う重要な特徴があります。第１は、「受験地獄」

とも言われてきたように、受験準備や受験競争のウェートが高まり、そのプレッシャーが強まるという側

面で、この側面は〈受験競争圧力〉と呼ぶことができます。第２は、①学業面や学級活動・生徒会活動や

部活動など学校生活の様々な場面で、できる方かどうか、優れているかどうかといったことも含めて、ど

ういう位置や地位にあるかといった優劣や、②自分はどう見られているか、好かれているかどうか、人気

があるかどうかといった魅力の競い合いとそのプレッシャーが小学校までよりはるかに強まるという側面

で、この側面での競い合いとプレッシャーは〈優劣競争・魅力競争圧力〉と呼ぶことができます。第３は、

相互に影響し合う〈集団圧力・同調圧力〉と〈人間関係圧力〉と呼べるもので、この圧力も中学では小学

校までよりはるかに強まります。小学校段階では、子どもたちの人間関係は、クラスだけでなく、家庭の

人間関係や地域での交友関係にも大きなウェートがあります。それに対して、中学になると、親からの独

立志向も強まり始め、学級集団や部活動などの集団圧力と、それらの集団を基盤にして形成される特定の

友人関係（仲間集団）のウェートと拘束力・同調圧力が強まります。第４に、先にも述べた、学校教育が

程度の差はあれ持っている〈画一的・押しつけ的な枠組と禁欲・勤勉と同調性を要求する統制圧力〉も、

特に第１の〈受験競争圧力〉と重なって、小学校までとは異質とも言えるほどに強まります。

こうした四つの圧力が強まる中で、いじめも不登校も中学になると急増し、いじめは中学２年でピーク

に達し、不登校は中３まで増加し続けることになると見ることができます。それを私は〈中学校文化効果〉

と呼んでいるわけですが、これらの圧力が重なり合うなかで、いじめと不登校のあらわれ方の違いも説明

可能です。

いじめは、中１、中２で著しく増加し、中２でピークに達しますが、それに加えて、いわゆる「いじめ

自殺」に見られるように、深刻さも際立つようになります。それは、第１の〈受験競争圧力〉と第４の〈画

― 200 ―

�ロ�ェクト研究 第10号 後半 �ック.indb   200 15/03/17   16:29



第十回　総合研究機構研究成果報告会

一的・押しつけ的な枠組と禁欲・勤勉と同調性を要求する統制圧力〉によるストレスが徐々に強まり、そ

れに第２の〈優劣競争・魅力競争圧力〉と第３の〈集団圧力・同調圧力〉〈人間関係圧力〉が重なり、相

乗効果が起こるなかで、中２でピークに達し、しかも深刻化すると見ることができるからです。それに対

して、中３で少なくなるのは、第１の〈受験競争圧力〉に対して、多くの子どもたちが〈当然のこと、あ

るいは避けがたいこと・やむを得ないこと〉として観念するようになり、活動面でも時間的・心理的にも、

第２の〈優劣競争・魅力競争圧力〉、第３の〈集団圧力・同調圧力〉〈人間関係圧力〉や第４の〈統制圧力〉

のウェートと影響が相対的に低下することになるからだと考えられます。卑近な言い方をすれば、〈そん

なことをしている暇はない〉という傾向が強まるからだということです。

他方、不登校が中３まで増加し続けるメカニズムは、いじめの場合とは違っています。

いじめの場合に大きな要因の一つである第３の〈集団圧力・同調圧力〉〈人間関係圧力〉が直接的な引

き金や原因になることもありますが、それ以上に重要なのは第４の〈画一的・押しつけ的な枠組と禁欲・

勤勉と同調性を要求する統制圧力〉であろうと考えられます。それに加えて、第１の〈受験競争圧力〉、

第２の〈優劣競争・魅力競争圧力〉や、第３の〈集団圧力・同調圧力〉〈人間関係圧力〉にもなじめない

ということが重なる場合も少なくないのだろうと考えられます。

以上のような見方が妥当であるなら、問題は小中一貫校にすれば解消する、緩和されるとは言えません。

私は、小中連携の充実を問題にしているわけではありません。問題は施設一体型の小中一貫教育にありま

す。「小中一貫教育」推進論は、小中連携より、むしろ施設一体型の小中一貫教育をより望ましい形態と

して推奨していると思いますが、以上のような見方からすれば、特に都市部の大規模な施設一体型の小中

一貫教育校は、それが増加し常態化していくと、先に述べたような〈中学校文化〉の圧力が小学校段階に

も及ぶことになり、思春期・青年期前期の難しさが増大し、その結果、小５・小６のいじめや不登校も今

以上に増加することになるだろうと予想されます。

こうした問題の重要性と、どう対応していくのが望ましいかについては、アメリカの学校体系の変遷が

示唆的です。また、その変遷は以上のような私の見方の妥当性の根拠・傍証となるものでもあります。ア

メリカでは、20世紀前半あたりまでは、小学校８年とハイスクール４年という「８・４制」が最も多かっ

たのですが、1930年前後から「６・３・３制」が増えてきました。それは、４年制ハイスクールへの移行

に伴う不適応が問題視されるようになり、その不適応に対応し、ハイスクールへの移行をスムーズにする

という目的のもとに広まってきました。つまり、小学校の特徴とハイスクールの特徴を兼ね備え、ハイス

クールへの準備をする学校段階として「ジュニア・ハイスクール」を作ってきたわけです。それで、「６・

３・３制」では、真ん中の３年を「ジュニア・ハイスクール」と呼び、次の３年制の学校を「シニア・ハ

イスクール」と呼ぶようになったのです。ですから、「６・３・３制」というのは、いま言われている「中

１ギャップ」なる問題への対応として広まってきたと言えます。そして、この、当時アメリカで広まって

きた「６・３・３制」が戦後日本の学校体系に取り入れられたということです。

ところが、その後、1960年代になると、校内暴力、いじめや少年の非行・犯罪の深刻化が問題化する

ようになります。そうした問題への対応が重要視されるなかで、新たな区切り方として「５・３・４制」

が増えてきます。この真ん中の３年制の学校は「ミドル・スクール」と呼ばれるのですが、その目的は思

春期の難しさに対応しうる最善の教育環境を提供するという点にあります。その結果、現在では、小学校

は５年制が最も多くて約２万５千校、次いで６年制が約１万１千校、８年制が約６千校になっています。

ですから、このアメリカの経験と学校制度改革の考え方を踏まえるなら、「中１ギャップ」問題に対応し、

中学での不適応や問題現象を緩和するという観点からしても、思春期・青年期前期の難しさに対応すると
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いう観点からしても、施設一体型の小中一貫校を増やしていくということにはならないはずだと言えま

す。ただし、私が問題視しているのは都市部の比較的大規模校になるような施設一体型の小中一貫校で

あって、小規模な小学校が１，２校と中学も１校くらいしかなく、小・中学生の生活圏が同じで、日常的

にも交流が多い地域などでの、施設一体型の小中一貫校ではありません。

以上のような問題も含めて、この20年ほどの政治主導の教育改革の歪みや問題性については、今月末に

出版される拙著『安倍「教育改革」はなぜ問題か』（岩波書店2014年11月27日発行）に書いてありますので、

お読みいただければ幸いです。

次に２番目の柱である「グローカル化時代の学力形成と学校教育の役割」についてお話ししますが、与

えられた時間が残り少なくなってきましたので、以下については、お手元のレジュメに即して要点のみ、

かいつまんでお話しします。

スライド５の「グローカル化─定義と課題」については、そこに書いた通りですから、後でお読みいた

だければ幸いですが、要点の一つは、グローバル化とローカル化が同時進行している現代においては、「グ

ローバル人材の育成」といったことだけでなく、ローカルな価値と誇りを持って地域社会を担っていく人

材の育成なども等しく重視していくことが重要だということです。もう一つは、「知識・技術・資格・規

範のグローバル・スタンダード化」が進んでいるということで、この点は学力形成とも深くかかわってい

ます。例えば、教育制度も言語や文化も違うのに、同じ問題で国際学力比較調査を実施するというのは、

知識や資格のグローバル・スタンダード化が進んでいるからです。

次にスライド６「グローバル化時代の学力形成」についてですが、先にも述べたように、この25年ほど

学力政策が迷走してきました。その迷走の原因は、端的に言えば、「新しい学力観・学習観」と従来型の

「古典的な学力観・学習観」（この表現は藤田による）の捉え方の歪みにあり、そして、その二つの学力観・

学習観の間で教育政策も教育実践も混乱し揺れ動いてきたということです。

「新しい学力観・学習観・評価観」というのは、ご存じのように、1992年から実施された学習指導要領

で掲げられたもので、問題解決能力・創造力や「自己教育力」が重要だとする学力観・学習観と「関心・

意欲・態度」が重要だとする観点別評価を指しています。2002年からの学習指導要領では、「自己教育力」

は「自ら学び、自ら考える力」と言い換えられ、そして、「総合的な学習の時間」が導入されることにな

ります。それに対して、「古典的な学力観・学習観」というのは、それ以前に支配的だったとされる学力

観・学習観で、「知識詰め込み教育」だとして批判されてきたものですが、2002年の学習指導要領では「確

かな学力」と言われてきたものでもあります。それは、基本的には、教科ごとに系統的に配列された知識

の学習と習得を重視する学力観・学習観です。

この二つの学力観を対比するのは、1992年から2002年の学習指導要領まで、改訂の度に「古典的学力」

を形成するための各教科の時間と内容を減らしてきたからであり、そして02年からは「新しい学力」を形

成するために「総合的な学習の時間」を導入したからです。これがなぜ問題かというと、理由は二つあり

ます。

第１に、「新しい学力」は各教科の授業と学習の充実を図るだけでは身につかないもので、「総合的な学

習の時間」のような学習方法によってこそ身につくものだとしているからです。そこには、「古典的な学

力観・学習観」の矮小化があるからです。先ほど、「古典的な学力・学習観」は教科ごとに系統的に配列

された知識の学習・習得を重視する学力観・学習観だと言いましたが、学習方法について言えば、それは

系統学習と完全習得学習（Mastery Learning）を重視するもので、「知識詰め込み教育」といった批判は必
ずしも当たらないものです。その学習過程には、暗記や反復練習だけでなく、〈考え、理解し、応用する〉
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といった要素も含まれています。

第２に、このような系統学習と完全習得学習を豊かで実りあるものにするには、授業や指導方法の改善

だけでなく、学習時間の確保も重要であるのに、その時間を減らしてきたからです。また、もう一方で、

「新しい学力」も重要であり、そのための学習時間も必要だとしているのに、学校での総学習時間も減ら

してきたからです。それでは、「古典的学力」も「新しい学力」も十分に身につけることにはならないは

ずだからです。

いずれにしても、ここで問う必要のあるのは、「新しい学力」と「古典的学力」は違うものかどうか、

その二つの学力を形成する主要な方法は違うものかどうかということです。そこで、この問いについて考

えるために、国際比較学力調査の結果と文科省の全国学力調査の結果を検討することにします。というの

も、周知のように、いま述べた二つの学力観―新しい学力と古典的学力―は、それぞれ、全国学力テスト

の「活用」学力（Ｂ問題）と「知識」学力（Ａ問題）に対応し、国際比較学力調査ではOECDのPISAと
IEAのTIMSSとに対応しているからです。
スライド７には、PISAとTIMSSの上位10の国・地域の成績の推移を示してあります。表中には赤字と

青字と黒字で区別してありますから、一目瞭然だと思いますが、TIMSS2011の順位で言うと、韓国・シ
ンガポール・台湾・香港・日本が１位から５位までを占めており、その上位独占は、順位は多少入れ替

わっていますが、1995年調査から一貫して続いています。TIMSSほどではありませんが、同様の上位独
占傾向はPISAでも見られます。回を追うごとに参加国が増えて、PISA2012では、上海、シンガポール、
香港、台湾、韓国、マカオ、日本が１位から７位までを占めています。つまり、表の下に箇条書したよう

に、①TIMSSでもPISAでも、日本をはじめとする東アジアの国・地域が上位を独占しているということ
です。そして、②これらの国・地域は、いずれも受験競争が激しく、テスト学力重視と学校外学習が盛ん

な点で共通しています。私は、この表に出ている国・地域の８割くらいを訪問し、それぞれ小・中合わせ

て10校くらい以上を視察していますが、授業の形態・方法や密度・集中度等の点で、東アジアの国・地域

では「古典的な学力観・学習観」が重視されていると言えます。また、学校外学習が盛んだということは、

学校での授業時間に違いはあっても、学校外の学習も含めると子どもたちの総学習時間も多いということ

になります。

なお、PISAの2009と2012でトップになった上海については、トップクラスであることは間違いないと
しても、２位のシンガポールと40点ほどの差がある点については、妥当性に欠けると言えますから、無視

する方がいいと思います。というのは、他の調査参加国とは違って、上海の調査対象者には貧困や不就学

による低学力層が含まれていないと推察されるからです（上海の15歳の推定人口は約12万人であるのに対

して、調査対象母集団は約９万人でしかないからです）。

ともあれ、表に示されているように、東アジアの国・地域が上位を独占したために、TIMSS1995の結
果はTIMSSインパクトと言われ、PISA2000の結果はPISAショックと言われて、欧米先進諸国の学力政
策に影響を及ぼすことになり、（テスト）学力向上政策が広まることになります。

ここで確認しておきたいことは、異なる学力を図っているはずのPISAとTIMSSの両方で東アジアの
国・地域が上位を独占してきたという事実です。この事実は、古典的学力と新しい学力は本当に違うもの

なのか、古典的学習方法と新しい学習方法は違う学力を形成することになるのか、という疑問を提起する

に十分なものであろうということです。

次にスライド８は、文科省の全国学力調査の「Ａ問題」と「Ｂ問題」の相関係数の値（相関値）の推移

をまとめたものです。年度によって多少のデコボコがありますが、①国語・算数とも、小６でも中３でも、
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表の最右列に示した約0.7～0.84という、かなり大きな平均値で、かなり安定的に推移しています。そして、
その大小関係を見ると、②小６でも中３でも国語よりも算数・数学の平均値の方が大きく、③国語でも算

数・数学でも小６より中３の平均値が大きくなっています。この結果は、二つの点で示唆に富むものです。

第１に、相関値は0.7以上だと「強い（高い）相関関係がある」と言えるとされていますから、①の結
果より「Ａ問題」と「Ｂ問題」の正答能力にはかなりの重なりがあると見ることができます。そして第２

に、②と③の結果より、国語よりも算数・数学の方が知識の系統的な積み上げがより重要だということが

示唆されます。

この〈国語より算数・数学の方が知識の系統的な積み上げが重要〉という点は、国語と算数・数学の知

識の系統性の違いに関する理論的仮説に基づくものですが、それは例えば理科についても言えます。理科

は、高校では生物・化学・物理・地学の科目に分かれていることからも明らかなように、内容が多岐にわ

たり知識量も多いうえに、それらの分野の系統性に違いがあると考えられますから、算数・数学に比べる

と系統性はいくらか弱いが、国語に比べると系統性はいくらか強いと考えられます。ですから、この系統

性の違いについての仮説が妥当であるなら、理科の「Ａ問題」と「Ｂ問題」の相関値は、国語と算数・数

学の中間になると推測できます。お手元の表には示していませんが、2012年度の調査では理科についても

実施されましたが、その結果は予想通りで、小６が0.626、中３は0.745でした。つまり、理科の相関値は
国語と算数・数学の中間の値になったということです。加えて、小６より中３が大きくなっていますから、

この点でも、国語や算数・数学の場合と同様、系統的な知識の積み上げを反映して、小６の相関値より中

３の相関値の方が大きくなったと考えることができます。

以上の結果より、「古典的学力」と「新しい学力」についてのまとめとして、表の下に箇条書したように、

次のように言うことができます。

①TIMSSとPISAも、Ａ問題とＢ問題も、必ずしも違う学力を測っているとは言えない。
　～Ｂ問題対応の学習は一般に時間がかかり、しかも低学力層にはわかりにくい。

    　とはいえ、どちらの問題も（どういう問題でも）トレーニング効果がある。
②基礎学力：系統的に学び考え理解しマスターすることが重要。

③考える力・創造力・問題解決能力：授業・学習活動だけでなく、特別活動や部活動なども含めて、 前
向きに取り組み、仲間と切磋琢磨し、考え、工夫・改善していく経験を通じても育まれる。

時間もありませんので、①についてのみ、簡単に説明しておきます。〈必ずしも違う学力を測っている

とは言えない〉ということは、言い換えれば、新しい学力と古典的学力のコア部分、中核部分に違いはな

いということです。そして、それら二つの学力を形成する方法、教授・学習の方法は必ずしも別物だとい

うわけではない、「新しい学力」を形成するには〈従来型の学習方法ではだめで、新しい学習方法でなけ

ればならない〉とは必ずしも言えないということです。また、波線（～）に書いてある点については、〈基

礎的問題はできるけど、応用問題ができない〉ということはよく言われることだと思いますが、それと基

本的には同じことです。例えば計算問題や漢字の読み書きなどは繰り返し練習すればそれなりにできるよ

うになりますが、応用問題（「Ｂ問題」やPISA型問題）は、多様な知識・情報を相互に関連付けて考え
る必要があるというだけでなく、文章読解力や問題それ自体を理解する力なども必要ですから、その正答

能力の向上には、学校内外での日常の多様な経験や家庭の文化資本・言語資本なども影響するからです。

次にスライド９をご覧ください。教育の基本と学校教育の在り方について私が重要だと考える点をまと

めてあります。

第１は、いま述べたように、〈「新しい学力」と「古典的学力」のコアに違いはない〉ということです。
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文科省は「確かな学力の定着」と言ってきましたが、その「確かな学力」、ここでは「基礎学力」と言っ

てきましたが、その形成・定着には、時間をかけ、系統的に学び考え理解し、マスターしていくことが重

要だということです。他方、「新しい学力」と言われてきた考える力・創造力・問題解決能力などを高め

るには、学習活動だけでなく、特別活動や部活動なども含めて、前向きに取り組み、仲間と切磋琢磨し、

考え、工夫・改善する経験の積み重ねが重要だということです。

この点については、最初の方でも述べたように、授業に限ってみても、この間の政策は問題の多いも

のでした。1992年からの学校週５日制の導入に合わせて「新しい学力観・学習観」が入ってきましたが、

2002年からの完全５日制に合わせて「総合的な学習の時間」を導入し、その一方で、既存の教科の時間を

大幅に減らしました。つまり、単純化して言えば、「新しい学力」は「総合的な学習の時間」で形成し、

基礎・基本は既存の教科の時間で形成するという考え方と方式が採用されたということです。何故それが

問題かというと、従来、多くの教師は、それぞれの教科のなかに総合的な学習の考え方とやり方を取り込

んで授業の充実を図ってきたからです。ところが、2002年からは、既存教科の時間を減らし、それまで教

科の授業に盛り込まれていた総合的学習の部分を教科の外に出しちゃったわけです。これは二重に問題を

引き起こすことになります。一つは、時間を減らされた既存の教科の授業が薄っぺらなものになりかねな

いという点です、もう一つは、「総合的学習の時間」の学習が、教科に基づかないために、系統性のない

ものになりかねないという点です。プロジェクト型の学習にしても探究型の学習にしても、さまざまな

テーマを取り上げ、教科横断的・総合的に扱うということになりますが、そのテーマに系統性・発展性を

持たせない限り、知識を系統的に積み上げていく、その基盤が崩れてしまいます。ですから私は、総合的

学習は、各教科の中に組み込まれている方がいいと考えています。もちろん、学校によっては、そういう

系統性・発展性を持たせる特別の工夫をしていますが、どの学校でもそうしているわけではありません。

ですから、「総合的な学習の時間」を充実したものにしていくには、そういう〈特別の工夫〉を広めてい

くことが重要です。しかし、すべての学校や教師がそういう〈特別の工夫〉をするわけではないとするな

ら、既存の教科の時間を十分に確保し、その授業の充実を図っていく方が望ましいと言っていいと思いま

す。もっとも、「総合的学習の時間」には、柳田國男が指摘した〈ハレ（非日常）とケ（日常）〉の〈ハレ〉

の時間になりうるという点で、既存の教科の時間とは異質な要素、メリットもありますから、そのように

割り切るなら、それはそれでいいと思いますが、その場合でも、既存の教科の時間を十分に確保しておく

ことが重要です。そうでなければ、「確かな学力」の形成も定着も難しくなるからです。

第２は、〈学力・学習・教育の基本は変わらない〉ということです。それは、広い意味での〈基礎・基

本〉と言えるものと〈夢と誇り〉を育むということです。この〈基礎・基本〉について私は、4Rsという
表現を使ってきました。最初の三つは3Rsと言われてきたものですが、４番目のRはResponsibilityで、〈社
会的・市民的責任〉と、規範意識や他者への構え・態度なども含む社会性を指すものとして使っています。

第３は、〈時間もかけず、努力もせずに、力がつくことはない！〉ということです。努力の重要性は言

うまでもないことだと思いますが、それは、学力面だけでなく、スポーツやその他の領域でも重要なこと

です。しかも、努力は、たんに力をつけるためというだけでなく、興味関心を育む源泉にもなるからです。

さらには夢と自信の源泉にもなるからです。

第４は、〈Bottom Quarterもハッピーでありうる学校づくりを！〉ということです。学校教育の中核的
な目的と活動は学力形成とそのための授業・学習にあると言っていいと思いますが、学力面ではBottom 
Quarterが出ることはほとんど避けがたいことです。ですから、〈Bottom Quarterもハッピーで、夢と誇り
を育むことのできる学校〉というのは、〈すべての子どもがhappyで、夢と誇りを育むことのできる学校〉
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ということになります。

第５に、そのような学校であるためには、学校に〈多様な物差し〉があるということと、〈名誉の等価

性（parity of esteem）〉という実践理念・価値観が息づいていること、及び〈努力と称賛のカルチャー〉が
豊かであることが重要です。

〈多様な物差し（多様な価値尺度）〉があるということは、多様な活動と個性発揮の場や機会が充実して

いることの基盤となるものです。それはまた、〈誰もがhappyになる〉ための基盤でもあります。
〈名誉の等価性〉とは、どのような努力も成果も、称賛に値するという点で等しい価値があるというこ

とです。例えば国語・算数・理科・社会など各教科の学習でも、体育や運動会その他の学校行事でも、部

活動などでも、成績・成果が良ければもちろん、たとえ成績・成果がそれほど芳しくなくても頑張ったら、

その成績・成果も頑張りも、称賛に値するという点で等しい価値があるということです。生徒会活動や学

級委員の活動や掃除などでも同じです。給食の時間に、それまで嫌いで食べなかったものを食べるように

なったら、それも称賛に値するという点で等しい価値があるということです。そして、こういう〈名誉の

等価性〉という実践理念が息づいているなら、その学校では、例えば、いじめもなくなるだろうと思いま

す。また、この実践理念・価値観としての〈名誉の等価性〉と〈多様な物差し〉があるということは、個

性の尊重・育成の基盤になるものでもあります。

そのようなわけで、以上五点のまとめとして、学校教育では、「個人の尊厳」を前提とし、〈多様な物差

し〉と〈名誉の等価性〉に基づく〈努力と称賛のカルチャー〉を豊かにしていくことが重要だと言えます。

３番目の柱として予定していた〈包摂的な共生社会と学校づくり・地域づくりの課題〉（スライド10と

11）については、時間もなくなりましたので説明は省略しますが、前半で述べたような、次々に繰り出さ

れる矛盾と歪みの多い政治主導の改革に翻弄されないためにも、二点だけ指摘しておきます。

その一つは、1970年代半ばあたりからの〈日本社会の構造変容〉が進むなかで、〈教育基盤の構造変容

と揺らぎ〉が進み際立つようになったことです。その教育基盤の構造変容は、①知識基盤、②地位基盤、

③秩序基盤、④意味基盤・インセンティブ基盤の揺らぎ・混乱として起こってきたために、学校教育の難

しさが増大してきたということです。授業や生徒指導の難しさも、校内暴力・いじめ・不登校なども、こ

の教育基盤の構造変容という文脈を考慮して考え対応していくことが重要です。

もう一つは、教育は〈未完のプロジェクト〉だということです。それは、改革したからといってよくな

るとか、充実したものになるとか、言えるものではないということです。誰かが支え続け、充実したもの

にすべく努力しつづけてこそ、よくなる、充実した豊かなものになるということです。そして、その〈誰

か〉の中心になるのは教職員だということです。そして、その教職員の努力、〈誠実な実践〉を信頼し支

援し協力する保護者や地域も重要です。ですから、本日の講演のまとめとして、〈未完のプロジェクト〉

としての教育が豊かで充実したものになるためには、次の三点が重要だと言えます。

①お金も人手も時間もかけずによくなることはない

②子どもの夢と誇りを大切にしない教育は失敗する

③支え続けるのは教職員と地域の信頼・支援・協力

　～教職員の誇りと夢を大切にしない社会の教育は失敗する。

最後に、1971年のOECD教育調査団の、日本の教育に関するレポートの文章と、1996年の第15期中教審
答申の広報用パンフレットの挿絵を紹介して、本日の講義の締めくくりにしたいと思います。この二つを

紹介するのは、〈未完のプロジェクト〉の中心的な担い手としての教職員へのエールとしてであり、そし
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第十回　総合研究機構研究成果報告会

て、教育政策・教育行政の担い手とそれに影響力を行使する政治家・審議会・文科省やマスコミ関係者な

どへの警鐘としてであり、さらには、そのすべてを含む日本の人びとに〈日本の教育〉に対する自信を取

り戻してもらいたいという願いを込めてのものであります。

このOECD教育調査団は1970年に来日し、71年に報告書を取り纏め公表したのですが、その報告書は
72年に『日本の教育政策』（深代惇郎訳、朝日新聞社）という書名で翻訳されています。その調査団のメ

ンバーは、元駐日米国大使エドウィン・ライシャワー、元フランス首相・教育相エドガー・フォール、日

本研究者としても著名なイギリスのサセックス大学教授ロナルド・ドア、高等教育研究者として著名なエ

ルサレム大学・シカゴ大学教授ジョセフ・ベン・デービッドなどでしたが、日本の入試や高等教育につい

ては種々の問題を指摘したものの、初等中等教育については、次のように非常に高く評価しています。

「われわれは自分たちの国に比べて、初・中等段階での日本の成果がいかに大きいかに、深く印象づ

けられた。……日本の人々に役立つようなことをこちらから指摘したり、示唆するよりも、むしろわれ

われ自身の方が学ぶべき立場に置かれている。」

「日本は、15歳まで、すなわち中学校段階まで、差別的な教育はやらないように細心の努力を払って

きた国の一つである。コースの分化をさけ、……優秀な子どもには、おくれた仲間の学習をたすけさせ

るという中学校教育のあり方は、もっとも魅力的で人間的な教育の特質として、われわれの心をとらえ

た。」

このように、絶賛しているといっても過言でないような評価をしています。しかも、こういう日本の教

育に対する高い評価は、基本的には現在も続いていると言っていいと思います。例えば2012年のOECD
のレポート『教育の公平性と質：恵まれない境遇にある生徒・学校への支援』は、留年制（言及留置）の

廃止を提言していますが、そのなかで、留年のほとんどいない国として日本と韓国を挙げ、高く評価して

います。このように、OECDは一貫して日本の教育を高く評価していると言えますが、他にも、例えば、
近年、日本の学校における授業研究は海外で高く評価されていますし、教師の同僚性や協働性も高く評価

されています。

ところが日本の政策担当者たちはそのようには見ていない。そこには、実に大きな落差があります。特

に保守系の政治家や研究者・評論家などは、日本の歴史教科書を「自虐史観」によって毒されていると批

判しますが、政治主導の改革を推し進めてきた政治家や審議会委員などこそ、自らの〈日本の学校と教育

に対する自虐的な認識〉を改めるべきでしょう。また、政策担当者も含めて改革推進論者は、しばしば「温

故知新」と言って、矛盾や歪みの多い改革を推し進めてきていますが、何が守るに値するもので、何が変

えていかねばならないものなのか、その判断基準が著しく歪んでいるとしか思えません。しかも、そうい

う歪んだ評価基準・判断基準に基づいて、本来守っていくべき重要な理念と制度や実践を否定し、教育の

成功基盤を歪め掘り崩しているのですから、これほど不幸なことはないと思います。このような改革や政

策が続くなら、日本の教育に未来はないでしょう。

最後に、スライド13に載せた挿絵をご覧ください。この挿絵は、先ほども述べた第15期中教審の第一次

答申「21世紀を展望した 我が国の教育の在り方について」の広報用パンフレットに載っている挿絵です。
スライドに示したように、この答申には「子供に［生きる力］と［ゆとり］を」という副題が付いている

のですが、この挿絵は同答申が重視し実現しようと考える教育と子どもの姿なのでしょう。この挿絵のイ

メージは〈仲間と共に、ゆとりとおおらかさのなかで、夢を育む〉というもののように思えるのですが、

そうであるなら、この挿絵が喚起し流布するイメージ（子ども観・教育観・学校観）とこの間の教育改革

が具体化してきたものとの間には大きなズレ・矛盾があると言えます。
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例えばエリート的中高一貫校や学校選択制の拡大、全国学力テストの学校別結果の公表と学校間の競い

合いの助長に見られるような新自由主義的・成果主義的改革が進められています。もう一方で、道徳の教

科化や「教科書改革実行プラン」による教科書の統制強化、自治体レベルで一部とはいえ広まりつつある

教科書採択への首長の介入や人事考課制度の導入等による教員管理の強化など、新保守主義的・管理主義

的な改革が進められています。そういった改革が、この挿絵が喚起し伝えようとする子どもたちの学び・

生活の在り方とそれを支え可能にしていく学校・教師の在り方につながっていくとは、私にはとても思え

ません。そのずれや矛盾に注目して、教育政策の動向を注視していくことと、有害な改革に翻弄されない

ようにすることが重要です。

これで私の話を終わりにします。どうもご静聴ありがとうございました。

注：本稿は、テープお越しされた講演録に、当日配布のレジュメ（配布資料）に即して、約７頁分の補筆

を含む修正を施したものである。

【注】
１ 藤田「青年期の社会学的接近」西平直喜・久世敏夫編『青年心理学ハンドブック』福村出版1998年、141-180頁；藤田「学校化・
情報化と人間形成空間の変容：分節型社縁社会からクロスオーバー型趣味縁社会へ」北海道社会学会編『現代社会学研究』第４
巻、1991年、1-33頁；藤田『子ども・学校・社会：「豊かさ」のアイロニーのなかで』東京大学出版会1991年（この本の第Ⅰ部は
小学館の月刊誌『総合教育技術』に1980年４月号から12回連載したもの）、等。
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