
1

共 育 都 市 さ い た ま を 求 め て

百伍萬朝報（百肆萬朝報改メ） 号外
発行日：2003年４月24日　定価：零圓（コピー・配布自由/GNU準拠）

編集・発行責任者：大工原潤（さいたま市Ｇ区市民懇話会会員）

〒338-0802 さいたま市木崎３－３－30－２Ｃ　　Tel.048-835-6625　Fax. 048-835-6626　Mail:jundaiku@sco.bekkoame.ne.jp

バックナンバーなどは、「一小市民からみたさいたま市総合振興計画」（http://www.bekkoame.ne.jp/̃jundaiku/saitama/）をご覧ください

＊2『新時代の教育をどう構想するか──

教育改革国民会議の残した課題』（藤

田英典著）、『市民社会と教育──新

時代の教育改革・私案』（藤田英典

著）、『教育改革国民会議で何が論じら

れたか』（河上亮一著）など

＊4『教育改革の幻想』（刈谷剛彦著）による。

■子ども潤いプランについて
■プラン策定の経緯・根拠について

●国・県の「動向」との関係について

「さいたま市生徒指導総合計画・心の教育水新計画・子ども潤いプラン」（以下、「子ども潤

いプラン」とする）の策定経緯を見ると、第15・16期中央教育審議会（以下、中教審とする）お

よび教育改革国民会議の提案が基礎となって考案されたプランであるように見えますが、そ

れについては以下のような疑問がわいてきます。

・様々な分野において地方分権が潮流である現在、国→県→さいたま市という、上位下

達型の考え方でいいのでしょうか？　法令や財政面で一定の制限があることは理解で

きるにしても、政令指定都市となったさいたま市ならではの独自の教育政策を考えてい

いのではないでしょうか？

・また、もし上位下達型の考え方でいくとした場合、いわゆる「学力低下」批判を受けるよ

うな形で2001年から文部科学省が大きくその方針を転換している＊１のであり、それ以前

の審議会答申などのみに立脚した政策を実施するのは、早晩、見直ししなければなら

なくなる可能性が高いと想われます。

ちなみに、中教審および教育改革国民会議は、その委員選択基準などの問題に目をつぶ

るとしても、議論が十分に行われて委員の意向が教育政策にきちんと反映されたかどうかに

ついては、その委員の中でも様々な異論が出されています＊2。
リ バ タ リ ア ニ ズ ム

全般的に、中教審は新自由主義的思想に基づく教育自由化・個性重視の色合いが強く、教

育改革国民会議は新自由主義に新保守主義的な子どもへ強制的な圧力（議事録＊3の中には

「子供を厳しく「飼いならす」必要がある」という意見もでている）を加えるべきだという思想が

加わったものとみることができます。このうち、自由化・個性重視は「新しい学力観」や「ゆとり教

育」という形につながっており、その誤用（有馬朗人元中教審会長や文部科学省の寺脇研な

どは各所でそのような発言をしています＊4）によってエリート養成志向（ただし、三浦朱門元教

育課程審議会会長や江崎玲於奈元教育改革国民会議議長はエリート選別教育を積極的に

推進する意向を明らかにしています＊5）と非エリートの「ゆるみ」を生んでいる＊6というのが、最

近の調査で明らかになってきています。

そうしてできてきた「ゆるみ」や現代社会の様々な問題の学校での析出を、教育自由化・個

性重視政策がもたらしたものを問い直すことなく、対症療法的に強制力で押さえつけようとす

る方向や伝統＊7・国家重視を打ち出したのが教育改革国民会議の主張だととらえることがで

きます。その結果、エリート層を他の層から引き離してより高い学力をつけるようにする一方で、

非エリート層に対しては学力はほどほどの馴致された人間をつくりだす方向にいきかねない
＊８ということを注意しておき、それが公教育にふさわしいことであるかどうかの十分な検証と議

論が必要だと思います。

●「さいたま市心の教育推進計画」の策定体制について

準備委員会や策定委員会で審議した形となっていますが、その委員の所属をみると、全員

ないしはほとんどが教育委員会の関係者です。もっとも外部の人間が多い「さいたま市心の

教育推進計画策定委員会」のメンバーをみても、PTA関係者が１名、校長会が３名入っている

ものの、現場の教師は１名も入っておらず、現場の実態等が十分に反映されているかどうか議

＊3首相官邸ホームページ内に配布資料

も含めて、ほぼ完全な議事録が掲載さ

れています。http://www.kantei.go.jp/jp/

kyouiku/

＊5『機会不平等』（斎藤貴男著）による。

＊6『調査報告・「学力低下」の実態』（刈谷

剛彦ほか著）、『『論争・学力崩壊2003』

（中井浩一編）による。

＊7伝統重視は、実は過去の歴史をかなり

恣意的に解釈して自己正当化に使わ

れる面が否定出来ません。例えば慶長

年間の「傾き者」は、あえて言えば現在

の茶髪・ピアスなどの若者風俗と同じ

ようなものであり、彼らは日本古来の伝

統を正統的に引き継いでいる、と言うこ

とさえできます。

＊1『ドキュメントゆとり教育崩壊』小松夏樹

著などによる

＊8結果として「精神のない専門人、心情

のない享楽人。この無のものは、人間性

のかつて達したことのない段階にまで

すでに登りつめた、と自惚れる」ような

二極分化した社会を生み出すのでは

ないか、と危惧します。
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論の余地があります。逆に、同委員会では、警察関係者が４名と数多く入っていることが、非行

問題などを考えるにあたっては必要な面があるとしても、そのアンバランスさが気になります。

●「生徒指導総合計画に関るアンケート」について

アンケート調査時期が１日だけであるにも関らず、その回収率が極めて（97.7％および99.1

％）高くなっています。これは、自由に無記名で回答するアンケートの場合にはとうてい考えら

れないことでありまして、なんらかの強制力が働いたと考えざるをえません。と、なりますと、そ

の結果の信頼性にも疑問がでてきます。また、言うまでもなく意識調査は、調査対象者の思い

こみをもそのまま反映するものであり、本当の要因や実効性のある対策を選ぶとは限らないこ

とに留意する必要があります。

また、質問内容や選択肢については、いただいた資料でのまとめだけでは分からず、その

妥当性を判断出来ない。

■現状認識について

「子ども潤いプラン」策定にあたって、少なくともプランの文書では実地調査や各種統計デー

タを分析・検討したという形をとっていないため、明確ではありませんが、その基本方針などの

文章の中に散見される現状認識について、少なくとも以下のような疑問があります。

・「いじめ問題、不登校、非行問題行動等、今日のわが国における憂慮すべき課題」（p7）

とあります。素直にこの文章を読むと、「いじめ」「不登校」「非行」は、日本のこれまでの教

育でのみ表れた病理だというように読めます。

しかし、「いじめ」は時代・地域・年代を超えて、かなり普遍的に存在する社会病理＊１であ

り「今日のわが国」だけの問題とは言えません。また、不登校は児童（および家庭）にのみ

原因を帰することが正しいか疑問がありますし、非行問題についても戦後日本で継続

的に少年犯罪の出現率が減っている＊２ことを勘案すると「今日のわが国」の問題と言い

切ることには疑問が残ります。

・「現在の子どもたちは、…塾や自宅での勉強にかなりの時間が割かれ、睡眠時間が十分

にとれない」（p14）とありますが、これは最近明らかになって来た様々な調査データと食

い違っています。調査データ＊３によると、子どもの勉強時間はこの十年ほどで全体として

減少しており、特に学業不振層または家庭の文化的階層が低い層において著しいこと

が分かってきています。

もちろん、さいたま市の教育について、少年犯罪出現率や学力などについての調査データ

が他にあった場合は、上記の全国レベルの調査に依る疑問点は意味のないこととなります。

■施策について

基本的な問題として、このプラン実施が現場の教師に新しい負担を増やすこととなり、結果

として教師と子どもたちが向き合う時間が減り、教育力が低下することが懸念されます。

また、本当に必要な層が施策の対象となっているのか、実効性があるのか、矛盾を先送りす

るだけではないか、などに疑問がある施策もあるように想われます。

そして何よりも、このプランを実施することで、教科学習の時間が削減されて、基礎学力を十

分につけられない子どもたちが生まれたとしたら、結果的に授業が分からなくなって「荒れ」を

もたらす危険性もあるように思います。

以下、各項目ごとに思いつくままに疑問点を列記させていただきます。

●体験活動の場や機会の充実

・中学生体験事業

→どのような事業所か、事前調査やフィードバックはあるのか？生徒に選択の余地はある

のか？受け入れ側や調整する教師の負担を増やさないか？などの疑問が生じます。

・本とのふれあい事業

→生徒自らが実際にやってみて感じるという意味での「体験」とはいいづらいのではない

でしょうか？

・音楽鑑賞教室事業

→「鑑賞」のどこが体験活動なのでしょうか？「生」の音としても、クラシック音楽コンサート

へ行くだけならば「本とのふれあい事業」と同様に「体験」とはいいづらいと思います。

＊１20世紀有数の哲学者であるバートラン

ド・ラッセルは、イギリスの名門パブリッ

クスクールで陰湿なイジメにあって自

殺を考えた、と自伝に記している。また、

J.R.オッペンハイマーは高校時代に冷

凍庫の中に閉じ込められるというシャ

レにならないイジメにあっている。

『いじめを許す心理』（正高信男著）『い

じめの社会理論』（内藤朝雄著）ほかの

イジメに関する学術的な研究でも、イジ

メを現代日本の教育のみの現象とは

捉えていない。ただ、「今も昔もいじめ

が見られることは事実であるが、子ども

たちのいじめへの「歯止め」は現代社

会に特有な条件の中で弱まっており、

そこに昔のいじめとは違ったいじめの

あらわれ方が見られる」（『いじめ・教室

の病い』森田洋司・清水賢二著より）こ

とは、確かに留意が必要である。

＊２例えば『最新教育データブック[第９版]』

によると、少年非行は、「80年代後半か

ら90年代初頭まで続いた減少傾向が、

95年ごろから増加傾向に転じ97年を

境にして再び減少傾向を示している」

とある（p194）

＊3（『調査報告「学力低下」の実態』等によ

る）
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・小中学生プラネタリウム学習利用事業

→施設を有効活用したいという意図は理解出来ますが、プラネタリウムというのは、まさに

「間接体験・疑似体験」ではないのでしょうか？

●家庭・地域社会への啓発活動の推進

・家庭教育学級事業

→公民館での「学級・講座」に、本当に家庭教育が必要な層が行くのか疑問があります。

・青少年健全育成地域の集い事業

→こうした一ヶ所に大量に人を集めての講演会的な事業は、実効性に疑問があり、費用

対効果比が高いとは思えません。

・家庭向け啓発資料の発行事業

→内容によりますが費用対効果比が高いとは思えません。

・幼児教育学級事業

→講演会の規模にもよりますが、もしそれが大きな会場で行われるとしたら、実効性に疑問

があり、費用対効果比が高いとは思えません。

●地域の教育力の活用

・心の教育モデル地域事業

→具体的方策によって、実効性に差がでます。また、教師の多忙さを加速しないかの疑念

もあります。

・家庭学校地域ふれあい事業

→どのような人にどのように語ってもらうかの事前準備がかなり必要ですし、大人数での講

演会では効果に疑問があります。

・学校評議員事業

→具体的方策が問題となります。形式的にやったのでは意味がなく、十分な研究が必要

だと想われます。ちなみに、東京都で1999年から実施されている学校運営連絡協議会

では、「協議会は可能な限り生徒の意見を聞く機会を設けるべきものとされて」＊１おり、さ

いたま市でも実施においては、そのことを留意しておいた方がよいと想われます。

・地域講師派遣事業

→その条件整備のために教師がより多忙にならないかの心配がありますので、留意が必

要です。

●学校における教育相談の充実

・さいたま市さわやか相談員充実事業

・スクールカウンセラー配置事業

→どのような人がどのようにやるのかが問題。場合によっては逆効果もあると言われてい

ます＊２。また、かなりの費用がかかりますので、有効に活用することが必要です。

・学校カウンセリング研修事業

・保健室相談活動研修会事業

→少なくとも、ADHD、LD、自閉症等の知識は必須だと想われますので、学校カウンセリン

グ研修事業の場合は、「初級」とはいえ、カリキュラムに留意願います。なお、上記のこと

については、最低限の参考図書を各学校に備えておくべきだと考えます。また、その激

務ゆえに心身に不調を感じる教職員も増えているといわれているので、生徒について

のカウンセリングだけではなく教職員自身についてのカウンセリングも検討すべき。

・学級経営相談等コンサルテーション事業

→不登校対策としては、効果があると言われている＊３インターネットのメールを活用するこ

とも検討してはどうでしょうか？

●教育相談機関の充実

・適応指導教室事業

→一般に、民間のフリースクール等に比べて、官制の適応指導教室は学校へ通学させよ

うという圧力が強いといわています。ある程度はそうしたことも必要としても、あまりそれ

が強化されるのは如何なものかと思います。

＊２「余り専門的知識がないのにやると非常

に困ったことが起こるというのが現状」

（教育改革国民会議・第２分科会・第３

回議事録の河合隼雄発言より）、「今、

スクールカウンセラーはある意味では

バブル的に粗製濫造される傾向があり

ます」「臨床心理士認定協会の認定資

格を得た臨床心理士が、この委託事業

で学校に配置され」「臨床心理士の受

験資格が特定の大学に制限されてい

る」（教育改革国民会議・第２分科会・

第３回議事録の藤田英典発言より）

また、スクールカウンセラーが対症療法

的に心理学的にのみ対処することによ

り「学校内の協力体制の混乱と一般教

師のモラールの低下を招くことになりか

ねない」（『市民社会と教育』より）ことも

留意が必要です。

＊１『新・学校運営と教育行政ハンドブック』

（小川正人編集）より

＊３三鷹市などは「インターネットを利用した

登校拒否・不登校対策」をおこなって

いる。さいたま市でも、2002年度には「E

メール交換事業」を行っているが、ノー

トパソコン10台貸与では数が少ないの

では？
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・医事相談、医療相談事業

→児童精神科医の丁寧な相談が必要だと考えます。

●学校における教育活動の充実

・小人数指導サポート教員派遣事業

→最も実効性が期待できる事業でありますので、できるだけ速やかに、数多くした方がよい

ように思います。かなりな予算の必要なことでありますので、その実施のためにも費用対

効果比が低いと想われる他の事業を削る必要がでてくるように想われます。

・学校図書館活性化事業

→予算がかなり必要なことですので、例えば、蔵書を保護者から寄付してもらうことも考え

てはどうでしょうか？

・心の教育モデル校事業

→必要以上に強制的にならないかが心配です。

・学級支援員事業

・特殊学級等補助員派遣事業

→どんな人が支援員となるのかが重要で、その研修事業などもセットになるべきだと考え

ます。

・子ども会議事業

→いじめ解決のために子ども会議を行うということであれば、十分な研究を行わないと、つ

るし上げなどになりかねない。

・研究指定、研究委嘱事業

・朝の読書運動事業

・道徳教育充実事業

→ある種のモラル教育は必要ですが、単に「伝統的」な道徳の座学的なものだと、むしろ

反発のみがつのるなどの問題が生じるなど、実効性があり費用対効果比が高いかどう

かに疑問が残ります。

●教職員の資質向上

・企業等体験研修事業

→教師の多忙さが増加しないかが心配です。

・学校訪問事業、生徒指導訪問事業、保健室等訪問事業

→指導主事が現場を学ぶ意味はあるとは思いますが、一方的に訪問・指導することは、現

場を混乱させる危険性があるのではないでしょうか？
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■さいたま市の教育政策を考えるにあたって
教育は、社会の中の一つの営みであり、社会全体のありようによって大きく左右される。子ど

もの学校での問題行動等への対策を考えるにあたっては、単に教育現場でその制度やカリ

キュラム・教育内容をいじったり強制力を導入すれば解決するという問題ではない。それは、

例えて言えば、発熱している病人の病因を探らず対症療法として解熱剤を投与することで表

面的に熱が下がったとしても、病気は癒らず、かえって悪化することがあるのと同様である。

そのため、さいたま市で教育政策を考えるにあたっては、対症療法的に問題行動等を心理

的・倫理的問題ととらえて「心の教育」をするのではなく、むしろ、その社会的背景などを勘案

して、対策を考えるべきであろう。ただし、教育制度の大幅な改変（高校入試の全廃等が、様々

な人＊１から提案されている。）は、さいたま市の総合振興計画策定にあたっては馴染まないた

め、以下において現状分析と、総合振興計画レベルで実行可能な政策提案を行いたい。

（別紙「教育をめぐる構造図」参照）

■学校教育の現状について
●子どもの学力について──「学力低下」は、階層差を拡大する方向で起こっている。

文部科学省が2002年初めに全国の小学校５年～中学３年の約45万人を対象にして実施し

た学力調査では、以下のような結果が示されている。

・国語力はやや上昇しているが、算数／数学の学力は低下している。

・「学びからの逃走」

学習意欲は全体として低いが、特に学力の低い層（経済的・文化的に低い階層に多い）に

おいてより低くなってきている。

・学校の授業が分からない生徒は「新しい学力観」導入後も相変わらず多い。

学校の授業が「分かる」生徒は、小学校５年で61％、中学２年で41％となっており、分からな

い生徒が学年が進むごとに増えている。そして、この授業内容が分からないにも関らず授業

を受けねばならないというストレスなどが、「新しい荒れ」の大きな要因となっている。

●子どもの精神状況について──「新しい荒れ」

・「がまん」が不得意な児童が多くなっているという実感の報告は多い。

欲望のみが肥大して規範意識が解体した状態（アノミー）が現出している。

・将来に希望がもてない子どもが多いと言われる

将来のために、現在「がまん」するという精神＊２の衰退

・自己イメージの不確立

あいまいな自己イメージをもつ子供が増えている（『調査報告「学力低下」の実態』p39-41）。

問題行動等の理由を問われた時に「べつにぃ」と答える子供たちの姿が様々な人から報告さ

れている。

・おとなしい日本の子どもたち（一方で覇気のなさ）

若者による殺人などの凶悪犯罪は、大きなトレンドでいうと戦後一貫として少なくなってきて

おり、諸外国と比べても少ない水準となっている＊3。

また、かなり生徒に厳しい見方をしている河上亮一の実感においてさえ、７～８割の生徒は

「新しい荒れ」を生じていないことに留意が必要。

●現場の教師は厳しい状況におかれている

・知育だけでなく全人教育を求められている

・数多い校務分掌や会議＊4

・数々の新しい教育（総合学習・情報教育等）が押し寄せてくる

・現場の声が政策立案・実施に反映されづらい

・生徒の「学び」からの逃走が、授業の存立基盤を突き崩しつつある

・教師の仕事ぶりに対する世間の厳しい目がある＊５

・学校５日制によって余裕のなさが生じたきらいもある

　　

＊4「教師20人の学校で、通常、40以上の

校務分掌や委員会が組織されている。

日本の教師の労働時間の平均は週あ

たり52時間に及んでいるが、そのうち

授業や授業の準備やカリキュラム作り

や研修という専門家の仕事にあてられ

ている時間は半分程度でしかない。膨

大な時間が会議や雑務にあてられて

いる」（『教育改革をデザインする』佐藤

学著より）

「特定の先生に１日中大学院生が付い

て歩いて、分刻み、秒刻みで先生がど

う行動するかということを調べたんです

ね。そうして見ますと、本当に分刻みの

仕事が多いんです。例えば校内研修

があるとか、ＰＴＡの会合があるとか、保

護者会があるとか、会合もいろんなもの

がありますし、そのための準備、そのた

めの資料づくり、そういったことに随分

時間が取られるわけです。 」（教育改革

国民会議での藤田英典氏の発言）

＊3長谷川眞理子早稲田大教授の研究に

よると、日本の若者は、諸外国や中高

年男性などに比べて統計的に有意に

殺人を犯す者が少ない。（朝日新聞・

2003年４月４日夕刊）

＊１『選択・責任・連帯の教育改革【完全

版】』橋爪大三郎・堤清二著、『教育改

革をデザインする』佐藤学著、『市民社

会と教育』藤田英典著など

＊2いわば、プロテスタンティズムまたは儒

教的精神が、豊かさの実現の結果とし

て衰退しているといえる。

＊5教師への信頼度は、「信用する」「だい

たい信用できる」を合わせて1978年に

68％だったものが2002年には59％に低

下（朝日新聞・2003年４月24日朝刊）
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＊7「学生が…自分を磨くという責任を果た

さず、好き勝手な生活をしていても、誰も

文句を言わない。…日本では、この10数

年、この「実践的甘やかし」が目立つよう

になってきました。」「この10年数年、「規

範的甘やかし」も目立つようになっていま

す。…無責任に好き勝手な生活をしてい

ても、…自己正当化の言葉をマスコミや

評論家が提供してくれている」「「生きる

力」の基本的要素としては、能力・忍耐

力と、豊かな経験と、希望・楽天性の三つ

が重要です。…「豊かな経験」には、「豊

かな努力」と「豊かな出会い」と「豊かな

挫折」が含まれます。」（2001年3月26日・

27日の両日、国立オリンピック記念青少

年総合センターを会場に開かれた、全国

高等学校進路指導協議会主催「第23回

進路学習セミナー」での藤田英典教授

の記念講演より）

■要因
●経済的要因

・豊かになった社会

・小欲望喚起技術の高度化・普遍化

→マーケティング技術の高度化・ＣＭ等の洗練

・経済成長率の低下

→未来価値の減少＊１

・経済不況と労働市場の厳しさ

→大企業のリストラ・終身雇用制度の見直し

→新卒学生（特に高卒）の就職難

・ポスト工業化社会

→個性的・創造的人材の必要性がでてきて、従来の均質な教育から、個性・創造性重視

の教育へと社会が求める人材が変わりつつある。

●社会的要因

・権威の脱神話化

→様々な権威が失墜した。特に、保護者の高学歴化により、教師への保護者からの尊敬は

低下し、それが子どもにも反映している。

・社会階層の固定化

→生まれついての経済的・文化的不平等を、学歴が縮める役割を果たした時期があった

が、近年は文化資本の差が学力に強く反映する社会となってきており＊2、不利な立場の

子どもたちに無力感を与えている＊3。また、こうした出身階層が学力に影響する＊４現状を

考えると、「自己責任」を子どもに求める新自由主義的教育観の問題点が分かる。＊５

・学習不要意識の醸成

→大企業リストラや終身雇用制度の見直しが、「勉強しても意味がない」という誤解を生ん

だ。（実際には、たゆまず努力し技術をもった人はリストラされない傾向があるが）

●教育思潮に関る要因

・新しい学力観

→知識よりも、関心・意欲を重視する「新しい学力観」が、知識を身につけることを忌避する

ことを正当化する理屈として誤用された。

また、本来的には、意欲・関心を重視することと、それを生徒評価に用いることは全く別で

ある＊6にも関らず、それが混同され、学力があっても意欲・関心が低いと看做されて調査

書等で不利になっていることも、努力や学力よりも表面を取り繕う技術を磨く（実社会で

は、それも重要な「生きる力」ではあるが…）ようになってきている面もある。

・ゆとり教育

→「「ゆとり」の強調と、形ばかりの子どもの主体性の尊重とは、その意図をはずれ、子どもた

ちの学習に「ゆるみ」を与えた。その結果、生まれ育つ家庭の違いによって、学習意欲や

学習態度を維持する家庭と、ゆるみが学習離れにつながる家庭との分化が生じたので

ある。」（『21世紀マニフェスト』所収の「教育改革の処方箋」佐藤学・刈谷剛彦・池上岳

彦著より）　特に、学校５日制は、結果的にゆとりを失わせた面がある。

●家庭環境・心理的要因

・少子化・豊かさ→「甘やかし」があることは否めない＊7

　　

　　

＊１当然のことながら、将来の価値は現在

の価値よりも目減りして感じられるもの

である。ただし、以前は経済成長が

あったために目減り分が補てんされて

将来価値が高く感じられ、それに向け

て頑張るという姿勢が合理的であった

が、経済成長が鈍化ないし停止すると

将来のために現在を我慢する姿勢は

合理的ではなくなった。

＊２「「強い個人」の形成においても、すで

に社会的な出自による差異が拡大し

つつある傾向」があることが調査によっ

て見出されている（『階層化日本と教

育危機』刈谷剛彦著より）

＊３「所詮東京の私立で小さい頃からがん

がん勉強している子にはかなわない、

というあきらめだ。だから学びから逃走

してしまえという選択…。もともとそんな

に教育熱心じゃない家庭に生まれたこ

とが悪いのだから、勉強してもしかたな

いよね、というあきらめ…」（『現場から

見た教育改革』永山彦三郎著より）

＊6「本来内申書というものはいい要素を付

けるためのものなのです。「和田くんは

勉強出来るけど、気にいらんやつだ」と

いうケースは内申書に記載する要素で

はなく」（『論争・学力崩壊』所収対論に

おける寺脇研の発言）

＊5『調査報告「学力低下」の実態』による

＊4ちなみに、出身階層による影響は理論

的に予想される遺伝的要素による影響

よりも遥かに大きく、文化資本の影響が

大きいとされている。（『日本の階層シ

ステム３・戦後日本の教育社会』近藤

博之編による）
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＊5犬山市教育委員会では、「学校の中心

は先生と子供たちが向き合う授業にあり

ます。しかし、現実には現場の先生はそ

れ以外の多くの仕事を抱えています。こ

の負担を減らしたり、効率化すること」を

目指し、校務分掌の簡素化、会議回数

減、部活動指導への地域力の活用等が

改革案として提言されている。

■対応策
●基本方針

・「欲望」を客観視できるようにする教育

・「学び」へのインセンティブを高める教育

・未来の価値を高める教育

・下に厚い教育──基礎学力をつける

・階層格差を拡げない教育体制づくり

・教育以外との連携

→福祉・労働・産業などと連携し学校が全てを抱え込まない。学校は、センサーとなる。

・教育技術の向上

・限られた資源（財源・子どもの時間・地域力）の活用

→施策を加えるのではなく、既存施策を見直し、スクラップ＆ビルドを行う

・学校の実情をしっかり把握する

・学校現場を開く

プライバシー等を配慮した上で地域などに実状を伝える。

●考えられる施策

・メディア・リテラシーおよびインフォ・アーツ＊1教育

→イギリス、カナダのオンタリオ州などでは、新聞やテレビ、各種広告などを体験的につくっ

て、その意図を読み解くメディア・リテラシー教育が「国語」の中に位置づけられている。

・子どもが「学び」へのインセンティブを高め、その将来を実感出来る授業の実施。

→例えば、総合学習での将来の職業生活で必要な学力を実感出来る授業（逆に、学力不

足がもたらす将来のマイナスを実感させることも一案）の実施等で、学習意欲を高める。

・機会均等の実現をできるだけはかる

→中高一貫制や学校選択の大幅な自由化は、制度的格差を定着させる機能を果たす危

険性が極めて高いので、むしろ避けるべきと想われる。＊2

・習熟度別教育等の柔軟な実施

→「負のレッテル貼りや集団の固定化が生じない」工夫をした上で、「習熟度別の学習集

団を、理解のむずかしい子どもほど小人数になる工夫を取り入れて実施する。」＊3

・不登校や不適応生徒のためのチャータースクール

→進学競争の低年齢化や選別を助長するようなチャータースクール等はつくらない

・新しい生涯学習の実施

→小中学校で基礎学力をつけ損ねた人が、その必要性を実感した時に学習できる場。

（プラスイメージの名称で。マイクロクレジット＊4方式なども活用し、一定額は自己負担）

・地域との連携

→子どもに将来の職業像などを見せるためには地域の人 と々の連携が不可欠。

・学校５日制の趣旨徹底と活用

・雑務の整理と合理化

→事務処理等を効率化し、子どもとふれあったり授業準備・研修の時間を増やす。＊5

・教育技術や学級運営の内部評価による刷新

→教師相互や生徒による＊6評価の導入（人事評価に直結しないように留意）

・地域通貨の導入

→短期的には無理があるが、市の財政に負担をできるだけかけないで地域の協力などを

得る方法として、積極的に導入したい。＊7

・教養教育

→義務教育段階では、教科選択の自由化をできるだけ控える。（未来の変化に対応でき

るのは基礎的教養。専門教育のみに特化することは社会変化に対するリスクが大きい）

・学校の状況の具体的な調査

→現場の状況を無視した改革を一方的に押しつけないためにも十分な調査を行う

＊2『教育改革』（藤田英典著）や、『なぜ公

立高校はダメになったのか』（小川洋著）

等でそのメカニズムが分析されている。

＊3『21世紀マニフェスト』所収の「教育改

革の処方箋」佐藤学・刈谷剛彦・池上

岳彦著より

＊7グローバリゼーションへのセーフティ・

ネットとしての役割や、現在の国家財政

からみて可能性が高い将来のインフレ

へのリスクヘッジともなる。

＊6高知県では1999年度から公立の小中

高校全校が、子どもによる授業評価が

行われ、実績をあげている。また、東京

都足立区でも2002年度から全小中学

校で実施している。

＊１「ネットワーク時代に対応した知恵とわ

ざの総称」（『インフォアーツ論──ネッ

トワーク的知性とはなにか？』野村一夫

著より）。

教育改革国民会議では、「ヴァーチャ

ルリアリティは悪である」というような意

見もあり、メディアや電子情報を遠ざ

け、身体的な体験のみを重視する考え

もあった。しかし、これからの子どもたち

がメディアやインターネット等の影響を

排除した世界に棲むことが出来ない以

上、例えて言えばワクチン投与して免

疫力をつける方が実効性が高いと想

われる。

＊4民間銀行等からは融資対象として不

的確と見なされる層に対し、少額・無担

保の信用を供与する制度


