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第15期中央教育審議会

21世紀を展望した我が国の教育の在り方について●

【諮 問】

次の事項について､別紙理由を添えて諮問します｡

２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について

平成７年４月２６日

文部大臣 与謝野 馨

（理由）

２１世紀に向けて､国際化､情報化､科学技術の発展､高齢化､少子化や経済構造の変化な

ど､我が国の社会は大きく変化しており､このような変化を踏まえた新しい時代の教育の在

り方が問われると共に､今日､受験競争の過熱化､いじめや登校拒否の問題など様々な教育上

の課題に直面している｡また､学校週五日制の今後の在り方や青少年の科学技術離れへの対

応などについての検討が求められている｡

既に､臨時教育審議会や第１４期中央教育審議会の答申などを踏まえ､生涯学習､初等中等

教育､高等教育など各般にわたり教育改革を推進してきたところであるが､今後､我が国が､

創造的で活力があり､かつ､ゆとりと潤いのある社会を築いていくためには､教育の現状にお

ける諸課題を踏まえつつ､２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について検討し､所要

の改善方策を推進していく必要がある｡

（検討の視点と検討事項）

今日､受験競争の過熱化､いじめや登校拒否の問題あるいは学校外での社会体験の不足な

ど､豊かな人間形成を 育 むべぎ時期の教育に様々な課題がある｡
はぐく

これらの課題に適切に対応していくためには､今後における教育の在り方について基本的

な検討を加えつつ､子どもたちの人間形成は､学校･家庭及び地域社会の全体を通して行われ

るという教育の基本に立ち返り、それぞれの教育の役割と連携の在り方について検討する

必要がある｡

これに関連して､これまで段階的に進められてきた学校週五日制の今後の在り方について

検討する必要がある｡

また､子どもたち一人ひとりを大切にしつつ､その個性を伸長するという基本的な考え方

に立って､学校教育の各段階を通じ､一人ひとりの能力･適性に応じた教育をいかに進め､ま

た､学校間相互の接続をいかに改善し､多様な進路を確保するかについて､基本的な検討を行

う必要がある｡なお､これに関連し､特定の分野において稀有な才能を有する者について､教
け

育上の例外措置に関する検討が望まれる｡
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一方､我が国の社会は､国際化､情報化､科学技術の発展､高齢化､少子化や経済構造の変化

など大きく変化しており､このような社会の変化に対応する教育の在り方を追求していくこ

とが､今求められている｡

特に､国際化が進展する中で､国際社会において信頼される日本人を育成すると共に､国際

社会に進んで活躍し得る人材をいかに育成していくかという問題は､一層重要な課題となっ

ている｡情報通信の分野では､マルチメディアの普及という新たな時代を迎えつつあり､この

ような時代における教育の在り方も重要な課題となっている｡また､科学技術が発展する中

で､近年､若者のいわゆる科学技術離れの傾向が指摘され､資源小国の我が国の将来を危惧す
ぐ

る声もある｡

従って､このような社会の変化に対応する教育の在り方について基本的な検討を行う必要

がある｡

（１）今後における教育の在り方及び学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方

（２）一人ひとりの能力･適性に応じた教育と学校間の接続の改善

（３）国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方
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【答 申】

平成８年７月１９日

中央教育審議会

２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について

（第一次答申）
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２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について

（中央教育審議会 第一次答申）

◆◆子供に〔生きる力〕と〔ゆとり］を ◆◆

はじめに

中央教育審議会は､平成７年４月､文部大臣から｢２１世紀を展望した我が国の教育の在り1

方について｣諮問を受けた｡その際､主な検討事項として次の三つの事項が示された｡

① 今後における教育の在り方及び学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方

② 一人ひとりの能力･適性に応じた教育と学校間の接続の改善

③ 国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方

本審議会は､総会における議論を経て､平成７年８月に第一小委員会及び第二小委員会を

設置し､以後､両小委員会を中心に審議を進めてきた｡

第一小委員会は､①及び②について検討することを任務とし､まず､①について審議を進め

てぎた｡また､第二小委員会は､③について検討することを任務とし､これまで､初等中等教育

を中心に審議を進めてきた｡そして､本審議会は､平成８年５月に行われた両小委員会からの

報告を踏まえた総会での審議を経て､平成８年６月１８日｢審議のまとめ｣を公表した｡

｢審議のまとめ｣を公表するに至るまでの間､総会及び小委員会を通じ､関係団体や関係者

からヒアリングを行ったほか､平成７年９月から１１月にかけて､｢２１世紀に向けた教育の

在り方に関する提言｣を公募すると共に､１１月には公開の「一日中教審｣を開催するなどし

て､できるだけ多くの意見に耳を傾けるように努めてきた｡また､｢審議のまとめ｣の公表後

は､これに対する各方面からの意見を踏まえ､総会において更に審議を深めてきた｡

本審議会は､このような審議を経て､ここに第一次答申をとりまとめた｡

今後､本審議会は､高等学校教育の改革･大学教育の改革、大学･高等学校における入学者

選抜の改善､いわゆる中高一貫教育の導入や教育上の例外措置など､「一人ひとりの能力・

適性に応じた教育と学校間の接続の改善｣を中心に審議を進めることとしている。

我々は､学校･家庭･地域社会を通じて､我々大人一人ひとりが子供たちをいかに健やか育２

んでいくかという視点に立つと同時に､子供の視点に立って審議を行い､今後における教育

の在り方として､〔ゆとり〕の中で､子供たちに〔生きる力〕を育んでいくことが基本であ

ると考えた｡そして､〔生きる力〕は､学校･家庭･地域社会が相互に連携しつつ､社会全体で

育んでいくものであり､その育成は､大人一人ひとりが､社会のあるゆる場で取り組んでいく

べぎ課題であると考えた｡

この第一次答申は､まず､第１部において､子供たちの生活や家庭･地域社会の現状と､これ

からの社会の展望を踏まえつつ､全体的に今後における教育の在り方について述べている｡

次いで､第２部は､今後における教育の在り方を踏まえつつ､これからの学校･家庭･地域社
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会それぞれの教育の在り方､学校・家庭・地域社会の連携の在り方について述べ､最後に､学

校週五日制の今後の在り方について述べている｡

そして､第３部は､今後におげる教育の在り方を踏まえつつ､国際化､情報化､科学技術の発

展､環境の問題などの社会の変化に対応ナる教育の在り方について述べている｡

第１部 今後における教育の在り方

今後､我が国の教育はいかに在るべきか､また、その際､学校･家庭･地域社会の役割と連携

はいかに在るべきかについて検討するには､今の子供たちの生活の現状や､それを取り巻く

家庭や地域社会の現状はどうなっているか､そして､子供たちが成人するころの社会はどの

ようなものになり､そこではどのような教育が必要になるであろうかが検討されなければな

らない｡そこで､我々は､まず、このような点について検討を行った｡

（１）子供たちの生活と家庭や地域社会の現状

戦後､我が国は新しい教育理念に基づく新しい教育制度を出発させた｡その後､５０年が経

過し､今日に至っている｡

この間の経済の成長､交通･情報通信システムの急速な整備など､様々な分野における進展

は我が国社会を著しく変貌させた｡確かに人々の生活水準は向上し､生活は便利になったが､

その反面､人々の生活は〔ゆとり〕を失い､慌ただしいものになってきたことも否めない｡家

庭もその有様を変貌させ､地域社会も地縁的な結びつきや連帯意識を弱めてしまった｡

このような社会全体の大きな変化の中で､子供たちの教育環境も大きく変化した｡経済水

準の上昇､高い学歴志向などに支えられて高等学校･大学への進学率は急激な上昇を見､教育

は著しく普及した｡また､食生活や生活様式の変化などを背景に子供たちの体格は大いに向

上した｡しかし､子供たちの生活は大人社会と同様に慌ただしいものになった｡

このようにして､現在の子供たちの生活を見ていくと､過去の子供たちにはなかった積極

面が見られる一方で､様々な教育上の課題が生じてきている｡また､子供たちを取り巻く家庭

や地域社会についても様々な教育上の課題を指摘することができる｡

① 子供たちの生活の現状

（ゆとりのない生活）

まず､現在の子供たちは､物質的な豊かさや便利さの中で生活する一方で､学校での生活､

〔 〕塾や自宅での勉強にかなりの時間をとられ､睡眠時間が必ずしも十分でないなど､ ゆとり

のない忙しい生活を送っている｡そのためか､かなりの子供たちが､休業土曜日の午前中を

｢ゆっくり休養｣する時間に当てている｡また､テレビなどマスメディアとの接触にかなりの

時間をとり､疑似体験や間接体験が多くなる一方で､生活体験・自然体験が著しく不足し､家

事の時間も極端に少ないという状況がうかがえる｡

このような〔ゆとり〕のない忙しい生活の中にあって､平成４年及び６年の の世論NHK

調査においても､｢夜､眠れない｣､｢疲れやすい」､｢朝､食欲がない｣､｢何となく大声を出した

い｣､｢何でもないのにイライラする｣といったストレスを持っている子供もかなりいること

が報告されている｡
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（社会性の不足や倫理観の問題）

次に､友人や兄弟姉妹について見てみると､友人､兄弟姉妹ともに､その数が減少する傾向

が見られる。例えば､厚生省の｢児童環覧調査｣によると､小学校５年生から中学校３年生の

｢よく遊ぶ友人の数｣は、昭和６１年に「２～３人｣が27.2 ､「６人以上｣が33.4 だったの% %

が､平成３年には､｢２～３人｣は32.5 に増え､「６人以上｣は26.7 に減少している｡兄弟姉% %

妹の数についても､国民生活白書によると､昭和３７年に､｢４人以上｣が62.2 ､ ２人｣が11.% 「

% % % %5 ､「１人｣が5.0 だったのが､平成４年には､｢４人以上｣は5.1 に減少し､｢２人｣は57.9

「１人｣は9.0 に増加している｡また､友人は､同年齢の者の割合が大きくなってきている｡%

友人との付き合い方について､平成４年の 世論調査を見ると､｢親友｣との付き合い方NHK

であっても､｢心の深いところは出さないで｣と｢ごく表面的に｣と答えた者の合計は､中学生

% % % %で35.1 ､高校生で29.3 に上り､｢普通の友達｣との場合は､中学生で84.3 ､高校生で90.2

の者がそう答えている｡こうしたことを背景に､生活体験や社会体験の不足もあって､子供た

ちの人間関係を作る力が弱いなど社会性の不足が危惧される｡
ぐ

民間の教育研究所の調査では､中学生の規範意識に関して､｢放置してある他人の自転車に

乗る｣､｢他人の体育館ばきを無断で使用する｣など､すべての調査項目について､｢悪い｣と思

う割合が昭和５８年の調査よりも平成７年の調査の方が低下していることが示されており､

子供たちの倫理観についての問題もうかがえる｡

（自立の遅れ）

また､日常生活や自分の将来について調べた調査では､子供の自立が遅くなっている傾向

が見られる｡例えば､小学生（４年生から６年生）について､ の世論調査の昭和５９年NHK

と平成６年を比べてみると､｢自分の身のまわりや部屋のかたづけをする｣は 43.7 から34.、 %

4 へと､｢将来､何になりたいかを決めている｣は､39･6 から32.6 へとそれぞれ減少してい% % %

る｡中学生･高校生についても､同世論調査の昭和５７年と平成４年を比べてみると､｢将来､

% % % %何になりたいかを決めている｣は､中学生で40.2 から35.9 へ､高校生で49.8 から42.7

へとやはり減っている｡

（健康･体力の問題）

身体的な面については､身長･体重など体格面での着実な向上が見られると共に､戦前には

多かった結核などの感染症なども著しく改善されている｡また、歯磨きなどの基本的生活習

慣の改善により､最近では､むし歯も着実に減少している。しかし､肥満傾向を有する者の増

加や視力の低下など新たな健康問題が生じており､適切な生活行動についての知識や､それ

を実践する力が子供たちに不足しているという指摘もある｡体力･運動能力については､敏捷

性は向上する傾向が見られるものの､瞬発力､筋力､持久力､柔軟性などは全般に低下傾向に

ある｡これらは､日常生活において､体を使っての遊びなど基本的な運動の機会が著しく減少

していることに起因すると考えられる｡

（現代の子供の積極面）

一方､昭和６３年の東京都の世論調査では､大人は､今日の青少年について､｢人生を楽しく
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過ごすこと･遊び心｣､｢センスの良さ･スマートさ｣､｢異なる文化を受け入れる頭のやわらか

さ｣､｢自分の意見を率直に述べること｣､｢国際性｣､｢感性の豊かさ｣などの点について､自分の

青少年期よりも優れていると考えているという報告がなされており､平成６年の の世NHK

論調査でも､かなりの親が自分の子供時代と比べて今の子供は｢流行に敏感である｣､｢メカに

強い｣と答えている｡

また､平成３年度の文部省調査では､64.8 の子供が｢日本と外国の関係や外国に関するこ%

とがらに関心がある｣と答えているほか､国際交流に関して今後やってみたいこととして､相

当数の子供が｢外国に旅行したい｣（70.7 ）､｢外国人と友達になりたい｣（49.8 ）｢外国% %

で仕事をしたい 23.4 と答えるなど､国際交流に積極的な面のあることが示されている｡（ ）%

更に､今日の子供たちには､社会に対して積極的に関わっていこうとする気持ちを強く持

っている傾向もうかがわれる｡例えば､昭和４６年の総理府の調査では､２０歳代の若者で

｢地域や社会のための活動や奉仕活動をしてみたいと思う｣と答えた者が27.5 であったの%

に対し､平成２年の総理府の調査によると、｢社会参加活動に参加してみたいと思う｣と答え

た者が39.4 に増加している｡また､平成７年１月に起こった阪神･淡路大震災の際にボラン%

ティア活動に参加した人の中では､１０歳代から２０歳代の若者が多くを占めるなど､社会

参加や社会貢献に対する意欲は強いものがあると思われる｡

）（学校生活をめぐる状況

次に､子供たちの学校生活をめぐる状況を見てみると､平成６年の文部省の調査によれば､

学校の生活に｢満足している｣､｢まあ満足している｣と答えている者が､小学生では91.2 ､中%

学生では70.6 ､高校生では64.3 となっており､全体としては､学校生活を楽しいと考えて% %

いる子供たちが多いものの､中学校､高等学校と進むにつれて学校生活への満足度が減少し

てくるという傾向がうかがえる｡

小･中学生の通塾率は､次第に増加し､平成５年においては､小学生で23.6 ､中学生で59.5%

が通っている｡塾に通う理由は様々であるが､過度の塾通いは子供らしい生活体験・自然%

体験や遊びの機会を失わせるなど見過ごすことのでぎない問題を持っている｡その要因とさ

れる過熱化した受験競争については､本来の学ぶ目的を見失わせたり､子供の発達や人間形

成に悪影響を与えたりすることが懸念される｡特に､今日､その低年齢化が進んでいる状況は

教育上の大きな課題と言わなければならない｡

いじめや登校拒否の問題も極めて憂慮すべぎ状況にあると言わなければならない｡平成６

年度において､いじめの発生件数は､小学校25,295件､中学校26,828件に上っている｡また､登

校拒否の子供の数は年々増加し､３０日以上欠席した登校拒否の子供の数は､平成６年度に

おいて小学生15,786人､中学生61,663人となっている｡特にいじめについては､これを苦にし

たと考えられる自殺事件が相次いで発生しており､憂慮に堪えない｡

②家庭や地域社会の現状

次に子供たちを取り巻く家庭や地域社会の現状はどうであろうか。

（ａ）家庭の現状

まず､家庭についてであるが､核家族化や少子化の進行､父親の単身赴任や仕事中心のライ

フ･スタイルに伴う家庭での存在感の希薄化､女性の社会進出にもかかわらず遅れている家
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庭と職業生活を両立する条件の整備、家庭教育に対する親の自覚の不足､親の過保護や放任

などから､その教育力は低下する傾向にあると考えられる｡

平成５年の総理府の世論調査では､家庭の教育力が低下していると思う点としては､｢基本

的生活習慣が身についていないこと｣が､最も多くの者から指摘されており､家庭の教育力が

低下していると思う理由としては､｢過保護・甘やかせ過ぎな親の増加｣や｢躾や教育に無関

心な親の増加｣が､多くの者から指摘されている｡また､親が子供と一緒に過ごす時間につい

ては､諸外国に比べて､特に父親が少ない｡

しかし､平成５年の別の総理府の世論調査によると､｢１０年前に比べて､家庭を重視する

男性が増えている｣と感じている人の割合は72.1 に達し､また､２０歳代から３０歳代の人%

々の80 以上は､｢今後､男性が子育てや教育などに参加して家庭生活を充実し､家庭と仕事%

の両立を図るためには､企業や仕事中心のライフ･スタイルを変える方がよい｣と考えてい

る｡このように､国民の多くが仕事中心から家庭や子育てを大切にする生活へと意識が変わ

ってきていることもうかがえる｡

（ｂ）地戦社会の現状

次に､地域社会については､都市化の進行､過疎化の進行や地域社会の連帯感の希薄化など

から､地縁的な地域社会の教育力は低下する傾向にあると考えられる｡例えば､平成５年の総

理府の世論調査を見ると､自分と地域の子供との関わりについて､｢道で会ったとき声をかけ

た｣36.3 ､｢危険なことをしていたので､注意した｣35.8 ､｢悪いことをしたので注意した% %

り､しかったりした｣28.3 ､などの一方､｢特にない｣は29.9 となっており､約３割の人が地% %

域の子供との関わりを全く持っていないと答えている｡しかしながら､平成６年の文部省の

調査において､子供の健全な成長のために地域の大人たちが積極的に子供たちに関わってい

くべぎと思うかどうかについて､子供たちの保護者に尋ねたところ､｢積極的に関わっていく

%べきだと思う｣､｢どちらかといえばかかわった方がよいと思う｣と答えた者の合計は89.3

に上り､保護者の意識の上では､地域社会が子供たちの成長に関わっていくべきであると考

えていることが分かる｡

また､平成２年の総理府の世論調査は、地域活動､子供会やスポーツなどの指導､社会福祉

活動などといつた､いわゆる社会参加活動については､｢参加している､あるいは参加したこ

とがある｣と答えた者が増えていることを示しており､更に､平成５年の総理府の世論調査で

は､特にボランティア活動に対して､地域社会の人との参加意欲が高まっていることが示さ

れている｡

以上､家庭と地域社会の現状について見てきた｡

こうした家庭や地域社会に見られる教育力の低下は､大きくは､戦後の経済成長の過程で､

社会やライフ･スタイルの変容と共に生じてきたものと言わなければならない｡例えば､家庭

については､これまで企業中心の行動様式が広く作り出されてきたこと､民間企業などから

提供される多彩で便利なサービスを享受することによって家庭の機能を代替させえたこと

などが大いに関わっていると言えるし､地域社会については､都市化や情報化の進展によっ

て､かっては息苦しいとまで言われた地域社会の地縁的な結びっぎが弛緩していったことな
しかん

どの事情が大きく関わっていると言えよう｡

このように､家庭や地域社会の教育力の低下の問題は､日本人のライフ･スタイルや現代社

会の構造そのものに関わる問題であり､その新たな構築を図ることは容易ではないであろ
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う｡

しかし、今､人々は､家庭や地域社会の本来の機能を外部にゆだねたり､喪失させてしまう

ことによって､一見快適な生活を送ることができるようになったことが本当に良いことだっ

たのか､また､それで果たして本当に幸福になったのか､ということを問うようになってき

た｡このことは､単に子供たちの教育の問題だけでなく､我が国の国民生活の様々な問題に取

り組む上でも重要な課題である｡我々は､今こそこの問題を社会全体で真剣に考え直してみ

なければならないときだと考える｡

（２）これからの社会の展望

戦後 我が国は､廃墟の中から欧米諸国に追い付き追い越すべく､努力してきた｡その結果､、
きょ

驚異的な経済成長を遂げ､世界経済の中で大きな地位を占めると共に､所得水準の面でも世

界のトップレベルに達し、今や国民一人ひとりが豊かさを謳歌するに至っている｡
おう

しかし､その一方で様々な問題が生じている｡過疎化や都市化が進行し､企業中心の行動様

式が社会に定着する中で､地域社会の連帯感は次第に希薄となってきた｡また､核家族化が進

み､家族の有り様も大きく変化した｡経済成長を追い求め続けてきた結果､いつも何かに追い

立てられているような余裕のない生活を送り､また､豊かさを実現したといっても､物質的な

豊かさが中心で､あふれるモノに取り囲まれながら､何かしら満たされぬ思いが募る毎日を

送っている｡このような中で､国民は次第に〔ゆとり〕や心の豊かさなど多様な価値や自己

実現を求めるようになってきている｡今日､我々は､これまでの過去を立ち止まって振り返り

ながら､経済成長の過程で失ったものは何か､今後､我々が本当に求めるものは何であるかを

考えてみなければならない｡

また､追い付き追い越せ型の経済成長を遂げてきた我が国は､欧米先進諸国の開発した科

学技術を上手に活用するというこれまでの手法はもはや許されず､自ら科学技術を創造し､

新しいフロンティアを開拓していくことが求められている｡

加えて､経済大国の地位も､東アジアを中心とした海外諸国の競争力の向上により揺り動

かされ始めており､我が国は､単に良質の物を製造するだけでなく､より付加価値の高い製品

やサービスを提供する高次な経済社会へと経済構造の改革をしていく必要が生じている｡こ

のような経済構造の変革の中で､経済の高度成長に深くかかわった終身雇用や年功序列とい

う日本型雇用システムも揺らいできている｡

更に､我が国の社会は､今後､様々な面で変化が急速に進むと考えられる｡社会の変化の方

向については､それらの変化に対応する教育の在り方を提言する第３部で詳しく述べること

としているが､ここでは基本的な展望を述べておくこととする｡

一つは､国際化の進展である｡冷戦の終焉や交通手段の発達､情報化の進展を背景に､経済､
えん

社会､更には､文化の面で交流が一層進み､国際的な相互依存関係がますます深まっていく｡

一方､様々な面で､国際的な摩擦や競争も生じてくると考えられる｡

また､情報化の進展は､更に新しい段階に入っていくと考えられる｡マルチメディアという

言葉に集約されるように､世界的な規模の情報通信ネットワークを通じて､不特定多数のも

のが､双方向に文字･音声･画像などの情報を融合して交換することが可能となりつつある｡

このような高度情報通信社会の実現は､地球規模で今後の社会や経済の姿を大きく変えてい

くものと考えられる｡
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更に、科学技術の発展も著しいものになると考えられる｡今後､科学技術は､分子レべルで

の生命の研究､原子レべルでの物質の研究､字宙の成り立ちの研究など一層の発展が見込ま

れる｡これらの発展は､人類にとって豊かな未来を築く原動力になると考えられるが､とりわ

け､人間の知的創造力が最大の資源である我が国にとって､諸外国以上に科学技術の発展は

重要である｡しかしながら､一方､科学技術が著しく高度化･細分化･専門化する中で､国民に

とって科学技術は分かりにくいものとなり､不安感が更に高まっていくことも懸念される｡

また､今日､地球環境問題､エネルギー問題など人類の生存基盤を脅かす問題も生じてきて

いる｡これらは､大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代文明の在り方そのものが問われる

問題であるが､今後､地球規模でこれらの問題に取り組んでいく必要性は更に高まり､この面

で我が国の貢献が更に強く求められるようになっていくことが予測されるところである｡

更に､我が国では､今後､高齢化や少子化が急速に進展し､かって経験したことのないよう

な少子･高齢化社会を迎えることが確実と見られている｡また､男女が､社会の対等な構成員

として､自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画する機会が確保される｢男女共同参

画社会｣づくりも重要な課題となつている｡

これからの社会をどのように展望するかについては､様々な変化や要素を考える必要があ

り､一概に言い表すことは難しいが､いずれにせよ､変化の激しい､先行き不透明な、厳しい

時代と考えておかなければならないであろう｡

（３）今後における教育の在り方の基本的な方向

我々は､以上のような認識の下に､今後の教育の在り方について種々検討を行った｡

教育においては､どんなに社会が変化しようとも､｢時代を超てて変わらない価値のあるも

の｣（不易）がある｡

豊かな人間性､正義感や公正さを重んじる心､自らを律しつつ､他人と協調し､他人を思い

やる心､人権を尊重する心､自然を愛する心など､こうしたものを子供たちに培うことは､い

つの時代､どこの国の教育においても大切にされなければならないことである｡

また､それぞれの国の教育において､子供たちにその国の言語､その国の歴史や伝統､文化な

どを学ばせ､これらを大切にする心方育むことも､また時代を超えて大切にされなげればな

らない｡

我が国においては､次代を担う子供たちに､美しい日本語をしっかりと身に付けさせるこ

と､我が国が形成されてぎた歴史､我が国の先達が残してくれた芸術、文学､民話､伝承など

を学ぶこと､そして､これらを大切にする心を培うと共に､現代に生かしていくことができる

ようにすることも､我々に課された重要な課題である｡

我々はこれからの教育において､子供たち一人ひとりが､伸び伸びと自らの個性を存分に

発揮しながら､こうした｢時代を超えて変わらない価値のあるもの｣をしっかりと身に付けて

いってほしいと考える｡

しかし､また､教育は､同時に社会の変化に無関心であってはならない｡｢時代の変化と共に

変えていく必要があるもの｣（流行）に柔軟に対応していくこともまた､教育に課せられた

課題である｡

特に､（２）で述べたように､２１世紀に向けて､急激に変化していくと考えられる社会の

中にあって､これからの社会の変化を展望しつつ､教育について絶えずその在り方を見直し､
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改めるべきは勇気を持って速やかに改めていくこと､とりわけ､人々の生活全般に大きな影

響を与えると共に､今後も一層進展すると予測される国際化や情報化などの社会の変化に教

育が的確かつ迅速に対応していくことは､極めて重要な課題と言わなければならない｡

このように､我々は､教育における｢不易｣と｢流行｣を十分に見極めつつ､子供たちの教育を

進めていく必要があると考えるが､このことは､これからの時代を拓いていく人材の育成と
ひら

いう視点から重要だというだけでなく、子供たちが､それぞれ将来､自己実現を図りながら､

変化の激しいこれからの社会を生きていくために必要な資質や能力を身に付けていくとい

う視点からも重要だと考える｡

また､今日の変化の激しい社会にあって､いわゆる知識の陳腐化が早まり､学校時代に獲得

した知識を大事に保持していれば済むということはもはや許されず､不断にリフレッシュす

ることが求められるようになっている｡生涯学習時代の到来が叫ばれるようになったゆえん

である｡加えて､将来予測がなかなか明確につかない､先行き不透明な社会にあって､その時

々の状況を踏まえつつ､考えたり､判断する力が一層重要となっている｡更に､マルチメディ

アなど情報化が進展する中で､知識・情報にアクセスすることが容易となり､入手した知識･

情報を使ってもっと価値ある新しいものを生み出す創造性が強く求められるようになって

いる｡

このように考えるとき､我々はこれからの子供たちに必要となるのは､いかに社会が変化

しようと､自分で課題を見つけ､自ら学び､自ら考え､主体的に判断し､行動し､よりよく問題

を解決する資質や能力であり､また､自らを律しつつ､他人と共に協調し､他人を思いやる心

や感動する心など､豊かな人間性であると考えた｡たくましく生きるための健康や体力が不

可欠であることは言うまでもない｡我々は､こうした資質や能力を､変化の激しいこれからの

社会を〔生きる力〕と称することとし､これらをバランスよくはぐくんていくことが重要で

あると考えた｡

〔生きる力〕は､全人的な力であり､幅広く様々な観点から敷衍することができる｡
ふえん

まず､〔生きる力〕は､これからの変化の激しい社会において､いかなる場面でも他人と協

調しつつ自律的に社会生活を送っていくために必要となる､人間としての実践的な力であ

る｡それは､紙の上だけの知識でなく､生きていくための｢知恵｣とも言うべきものであり､我

々の文化や社会についての知識を基礎にしつつ､社会生活において実際に生かされるもので

なければならない｡

〔生きる力〕は､単に過去の知識を記憶しているということではなく､初めて遭遇するよ

うな場面でも､自分で課題を見つけ､自ら考え､自ら問題を解決していく資質や能力である｡

これからの情報化の進展に伴ってますます必要になる､あふれる情報の中から､自分に本当

に必要な情報を選択し､主体的に自らの考えを築き上げていく力などは､この〔生きる力〕

の重要な要素である｡

また､〔生きる力〕は､理性的な判断力や合理的な精神だけでなく､美しいものや自然に感

動する心といった柔らかな感性を含むものである｡更に､よい行いに感銘し､間違った行いを

憎むといった正義感や公正さを重んじる心､生命を大切にし､人権を尊重する心などの基本

的な倫理観や､他人を思いやる心や優しさ､相手の立場になって考えたり､共感することので

きる温かい心､ボランティアなど社会貢献の精神も､〔生きる力〕を形作る大切な柱である｡

そして､健康な体力は､こうした資質や能力などを支える基盤として不可欠である｡
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このような〔生きる力〕を育てていくことが､これからの教育の在り方の基本的な方向と

ならなければならない｡〔生きる力〕を育むということは､社会の変化に適切に対応するこ

とが求められると共に､自己実現のための学習ニーズが増大していく､いわゆる生涯学習社

会において､特に重要な課題であるということができよう。

また､教育は、子供たちの｢自分さがしの旅｣を扶ける営みとも言える｡教育において一人
たす

ひとりの個性をかけがえのないものとして尊重し､その伸長を図ることの重要性はこれまで

も強調されてきたことであるが､今後､〔生きる力〕を育んでいくためにも､こうした個性尊

重の考え方は､一層推し進めていかなければならない｡そして､その子ならではの個性的な資

質を見いだし､創造性などを積極的に伸ばしていく必要がある｡こうした個性尊重の考え方

に内在する自立心､自己抑制力､自己責任や自助の精神､更には､他者との共生､異質なものへ

の寛容､社会との調和といつた理念は､一層重視されなければならない｡

今後､国際化がますます進展し､国際的な相互依存関係が一層深まっていく中で､子供たち

にしっかりと〔生きる力〕を育むためには、世界から信頼される､｢国際社会に生きる日本

人｣を育てるということや､過去から連綿として受け継がれてきた我が国の文化や伝統を尊

重する態度を育成していくことが､これまでにも増して重要になってくると考えられる｡

我々は､〔生きる力〕をこのようなものとして考えたところである｡そして､〔生きる力〕

を育むに当たっては､特に次のような視点が重要と考える｡

（ａ）学校･家庭･地城社会の連携と家庭や地戟社会における教育の充実

まず第一は､学校･家庭･地域社会での教育が十分に連携し､相互補完しつつ､一体となって

営まれることが重要だということである｡教育は､言うまでもなく､単に学校だけで行われる

ものではない｡家庭や地域社会が､教育の場として十分な機能を発揮することなしに､子供の

健やかな成長はあり得ない｡〔生きる力〕は､学校において組織的､計画的に学習しつつ､家

庭や地域社会において､親子の触れ合い､友達との遊び､地域の人々との交流などの様々な活

動を通じて根づいていくものであり､学校･家庭･地域社会の連携とこれらにおける教育がバ

ランスよく行われる中で豊かに育っていくものである｡特に､〔生きる力〕の重要な柱が豊

かな人間性を育むことであることを考えると､現在､ややもすると学校教育に偏りがちと言

われ､家庭や地域社会の教育力の低下が指摘されている我が国において､家庭や地域社会で

の教育の充実を図ると共に､社会の幅広い教育機能を活性化していくことは､緊急の課題と

なっていると言わなければならない｡

人々が物の豊かさから心の豊かさへと大きく志向を移し､日本型雇用システムが揺らいで

いる中で､今､人々は家庭や地域社会へと目を向け始めている｡その意味で､今こそ家庭や地

域社会での教育の在り方を見直し､その充実を図っていく必要があると考える｡

また､このように､子供たちは社会全体で育まれていくものであることを再確認し､子供た

ちの健やかな成長は､大人一人ひとりの責任であり､大人一人ひとりが考え､社会のあらゆる

場で取り組んでいく必要がある問題であること､また､大人の社会の在り方そのものが強く

問われる問題であることを改めて強調しておきたい｡

（ｂ）子供たちの生活体験･自然体験などの機会の増加

次に､子供たちに〔生きる力〕を育むためには､自然や社会の現実に触れる実際の体験が
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必要であるということである｡子供たちは､具体的な体験や事物との関わりをよりどころと

して､感動したり､驚いたりしながら､｢なぜ､どうして｣と考えを深める中で､実際の生活や社

会､自然の在り方を学んでいく｡そして､そこで得た知識や考え方を基に､実生活の様々な課

題に取り組むことを通じて､自らを高め､よりよい生活を創り出していくことができるので
つく

ある｡このように､体験は､子供たちの成長の糧であり､〔生きる力〕を育む基盤となってい

るのである｡

しかしながら､（１）で見たように､今日､子供たちは､直接体験が不足しているのが現状

であり､子供たちに生活体験や自然体験などの体験活動の機会を豊かにすることは極めて重

要な課題となっていると言わなければならない｡こうした体験活動は､学校教育においても

重視していくことはもちろんであるが､家庭や地域社会での活動を通じてなされることが本

来自然の姿であり､かつ効果的であることから､これらの場での体験活動の機会を拡充して

いくことが切に望まれる｡

（ｃ）生きる力の育成を重視した学校教育の展開

更に､これからの学校教育においては､〔生きる力〕の育成を重視した教育を展開してい

く必要があるということである｡組織的･計画的に教育を行う学校がどのような視点を重視

して教育を行うかは極めて重要であり､このことなしに一人ひとりの子供たちにしっかりと

〔生きる力〕を育むということの実現は期し得ない｡このような視点に立ったこれからの学

校教育の在り方については､第２部第１章で詳しく述べることとしたい｡

（ｄ）子供と社会全体の〔ゆとり〕の確保

今後の教育の在り方について､これまで述べてきたように､子供たち一人ひとりに〔生き

る力〕を育んでいくことが大切であるとした場合､学校・家庭・地域社会は､具体的にどう

あるべきであり､どう変わらなければならないのか｡それぞれについての具体的な提言は､第

２部以下に述べるが､我々は､ 生きる力 を育んでいくために､これらに共通のものとして､〔 〕

子供たちにも､学校にも､家庭や地域社会を含めた社会全体にも〔ゆとり〕が重要であると

考える｡今､子供たちは多忙な生活を送っている｡そうした中で〔生きる力〕を培うことは困

難である｡子供たちに〔ゆとり〕を持たせることによって､はじめて子供たちは､自分を見つ

め､自分で考え､また､家庭や地域社会で様々な生活体験や社会体験を豊富に積み重ねること

が可能となるのである｡そのためには､子供たちに家庭や地域社会で過ごす時間､すなわち､

子供たちが主体的､自発的に使える時間をできるだけ多く確保することが必要である｡そう

した〔ゆとり〕の中で子供たちは､心の〔ゆとり〕を持つことができるうになるのである｡

また､子供たちに〔生きる力〕を育んでいくためには､子供たちに〔ゆとり〕を持たせる

だけでなく､社会全体が時間的にも精神的にも〔ゆとり〕を持つことが必要である｡社会全

体が〔ゆとり〕を持つことにより、はじめて､学校でも家庭や地域社会でも､教員や親や地

域の大人たちが〔ゆとり〕を持って子供たちと過ごし､子供たちの成長を見守り､子供たち

一人ひとりと接することが可能となる｡こうした社会全体の〔ゆとり〕の中で､子供たちに

〔生きる力〕を育んでいくことができるのである｡

ここで〔ゆとり〕と言うとき､もちろん時間的な〔ゆとり〕を確保することも重要である

が､心の ゆとり や考える ゆとり を確保することが更に重要である｡こうした心の ゆ〔 〕 〔 〕 〔
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とり〕を社会全体が持つためには､実は我が国社会全体の意識を改革していくということが

必要となってくる｡なぜなら､我々が心の〔ゆとり〕を持つことを妨げているものとして､例

えば､他人がしているから自分もするといった横並び的な意識があったり､高等学校や大学

で学ぶのは､ある一定の年齢層でなければならないというような過度に年齢を意識した｢年

齢主義｣的な価値観があるのではなかろうか｡

こうした意味で､我々は､自分の生き方を自ら主体的に決めていくという価値観に立って､

真の意味で個を確立していくことが必要だと考えるのである｡

（４）過度の受験競争の緩和

子供たちに〔ゆとり〕を確保し､〔生きる力〕を育んでいくためには､子供たちがそのよ

うな生き方をし得る環境を整えることが必要である｡そのためには､本人の努力､家庭教育の

在り方､地域社会の環境整備など課題はいろいろあるが､我々は､特に重要な問題として過度

の受験競争の緩和があると考えた｡

この問題は､いわゆる学（校）歴偏重社会の問題とも関連し､解決策を見出すことの難し

い問題である｡しかし､幾ら〔ゆとり〕の確保や〔生きる力〕の重要性を訴えても､そのよう

な生き方を採ることが難しい事情があるならば､正にそれは画に描いた餅と言わざるを得な
もち

い｡

過度の受験競争は少子化が進む中で､緩和しつつあるという見方もあるものの､塾通いの

増加や受験競争の低年齢化に象徴されるように､大学・高等学校をめぐる受験競争は､多く

の子供や親たちを巻き込みつつ､一部の小学生へも波及し､かえって厳しくなっているのが

現状と考える｡過度の受験競争は､子供たちの生活を多忙なものとし､心の ゆとり を奪う､〔 〕

大きな要因となっている｡子供たちは､過度の受験勉強に神経をすり減らされ､青少年期にこ

そ経験することが望まれる様々な生活体験､社会体験､自然体験の磯会を十分に持っことが

できず､精神的に豊かな生活を行うことが困難となっている現状がある｡小学生の子供たち

などが､夜遅くまで塾に通うといった事態は､子供の人間形成にとって決して望ましいこと

ではない｡

また､高等学校や大学を目指した過度の受験競争は､高等学校以下の学校段階における教

育や学習の在り方を､受験のための知識を詰め込むことに偏らせる傾向を招いている｡こう

した教育の在り方は､子供たちに〔生きる力〕を育んでいく上で､大きな問題だと言わなげ

ればならない｡

もちろん､これまでもこの問題について､国､都道府県､学校は手をこまねいていたわけで

はない｡それぞれの立場において､種々の努力がなされてきた｡

例えば､選抜方法の多様化､評価尺度の多元化という基本的観点に立って､大学における入

学者選抜については､面接､小論文､実技検査などの実施､推薦入学の改善､受験機会の複数

化､職業教育を主に学習した生徒を対象とする選抜方法の導入､大学入試センター試験の活

用､編入学の推進､大学情報の提供などの改善が進められ､また､高等学校における入学者選

抜については､調査書の活用と充実､推薦入学の活用、受験機会の複数化､面接の活用､偏差

値や業者テストに依存しない進路指導などの改善が進められてきた｡

更に､高等学校や大学がそれぞれの教育理念や目標に沿って特色ある教育を展開していく

ことを基本に据えて､高等学校教育の多様化などの高校改革や個性化･多様化を理念とする
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カリキュラム改革など大学改革の取組も推進されてきた｡

また､企業・官公庁における採用や昇進の在り方が学（校）歴偏重社会の一つの大きな要

因となり､過度の受験競争を助長してきた面があるが､現在､経済構造が大きく変化する中

で､企業において､採用方法や雇用慣行を変革しようという動きが現れており､官公庁におい

ても努力を始めている｡こうした企業などの変革の動きは､今後更に加速されるのではない

かと考えられる｡

我々としても､こうした大学・高等学校における入学者選抜の改善､大学改革・高校改革

の取組を評価しつつ､今後一層改善が進められることを強く望みたい｡また､企業・官公庁に

おいて､学校名にこだわらない採用など人物･能力本位の採用や､形式的な学（校）歴にこだ

わらない能力主義に基づく昇進などについて更に積極的な取組を望みたい｡

このような現実の社会の動きを踏まえ、親の側においても､子供の将来にとって何が最も

重要であり､そのためにどのような教育が必要なのかについて､一人ひとりが真剣に考える

ことを求めたい。また､この問題は､第１４期中央教育審議会や大学審議会においても取り

上げられてきたところであるが､過度の受験競争の現状は､我々が提言する〔生きる力〕を

目指す教育の実現に深く関わるものであることから､更にこの問題を今期中央教育審議会の

検討事項の一つである学校間の接続の改善の審議とも関連させて､引き続き検討したいと考

えている｡その際､企業､官公庁における採用や昇進の問題､形式的な学（校）歴を重視する

いわゆる学（校）歴偏重社会の問題なども併せて検討を行い､中央教育審議会としての提言

を行いたい｡

５）いじめ・登校拒否の問題（

① いじめ・登校拒否の問題の背景

今日､最も解決に向けた取組が求められている教育上の課題として､過度の受験競争の問

題と並んで､いじめ･登校拒否の問題がある｡

現在､憂慮すべき状況にあるいじめや登校拒否の問題の背景については､家庭･学校･地域

社会のそれぞれの要因が複雑に絡み合っていると考えられるが､深く現代社会の在り方その

ものとも関わっており､この問題は､我々の社会全体に投げかけられた大ぎな課題と言って

も､過言ではない｡

現代の日本社会は､物質的には豊かになったものの､人間関係が希薄化すろ傾向にあると

いう問題､家庭や地域社会における教育力が低下しているという問題､学校が子供たちの多

様な実態に十分対応できていないという問題など､様々な問題を抱えている｡そうした中で､

子供たちについては､生活体験･社会体験･自然体験､異年齢の者との交流､社会性が不足して

いるのではないか､他人への思いやり､生命や人権の尊重､正義感や遵法精神などの基本的な

倫理観が十分養われていないのではないか､自己抑制力､自立心などの生活態度に関わる躾

が十分なされていないのではないか､ストレスを抱えているのではないか､など様々な問題

が懸念されており､これらがいじめ・登校拒否の問題の背景として浮かび上がってくる｡

いじめ・登校拒否の問題の背景には､このような様々な要因が考えられ､また個々のケー

スによりまちまちであるが､一つの見方として､我々の社会が｢同質にとらわれる社会｣とい

う問題点を持っていることから来ているという指摘もなされている｡個性を尊重し､お互い

の差異を認め合うことの大切さは､これまでの我々の社会では十分に顧みられてこなかっ
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た｡

我々も､この｢同質にとらわれる社会｣の影響は広く各方面に及んでおり､いじめ、登校拒

否の問題とも関わっていると考えるのである｡

例えば､子供たちの間に､仲間と群れていないと不安になる心情や､仲間と同じであること

が､いじめを受けないための防御行動だという考えが見られる｡進んで仲間になっているの

ではなく､いじめを受けないためという消極的な動機から行動を共にしている事例も報告さ

れている｡こうしたことは自分の個性を大切にし､自我を確立する上でも､子供たちの豊かな

情操を培う上でも影を落としていると言わなければならない｡また､登校拒否の子供への指

導に当たって､元の仲間や生活に戻ることのみにこだわるのでなく､子供が登校拒否を克服

する過程でどのように個性を伸ばし､成長していくかという視点を大切にして､ゆっくり時

間をかけて取り組むことも大切なことである｡

このような意味から､我々は､いじめ・登校拒否の問題の解決のためには､同質志向を排除

して､個を大切にし､個性を尊重する態度やその基礎となる新しい価値観を､社会全体が一体

となって育てることも重要てあると考える｡

② いじめ・登校拒否の問題の解決のための家庭･学校･地域社会の役割と連携

我々は、いじめ･登校拒否の問題の背景について､①で述べたような認識に立つものであ

り､基本的には､〔ゆとり〕を確保する中で､子供たちに〔生きる力〕を育成し､家庭･学校･

地域社会における教育をバランスよく行っていくことがこれらの問題の解決につながると

考える｡こうした観点に立った教育の在り方について､様々な角度から第２部において述べ

ていくこととしているが､特に重要と考えていることを以下に述べたい｡そして､これらの取

組に当たっては､家庭・学校・地域社会が緊密に連携すると共に､大人一人ひとりが責任を

自覚し､それぞれの立場から積極的に参加･協力を行うことが不可欠であるということを強

調しておきたい｡

第一に､家庭･地域社会における取組の大切さについてである｡

家庭については､親子の温かい人間関係を通じて善悪の判断などの基本的な倫理観を養

い､生活態度の躾を行うなどの役割を一義的に担っているのは家庭であるとの自覚を新たに

し､家庭の教育力を高めるため､意識の向上を求める手だてが考えられなければならない｡い

じめ･登校拒否の問題にかかわつて､家庭の在り方が子供の生活態度や情緒面に影響を及ぼ

しているとの指摘があることにも耳を傾ける必要がある｡

地域社会における取組については､全ての大人たちが､いじめなどの問題行動を見かけた

ときには､見て見ぬ振りをするのではなく､よその子供でも注意するなど､地域で子供を育て

るという意識を強めることが望まれる｡学校と共に､ＰＴＡや地域の青少年団体､スポーツ団

体などの関係団体､児童福祉や人権擁護､警察などの関係機関が幅広く協力しながら､地域ぐ

るみの取組を展開する必要がある｡

また､マスメデｨアにあっては、その影響力の大きさを十分自覚して､いじめの問題の解決

に向けて､啓発を行うなどできる限りの協力をお願いしたい｡

第二に､いじめや登校拒否の問題は､学校にとっては､その在り方そのものが問われている



- 19 -

15中教審

問題でもあることを指摘しておきたい｡いじめ･登校拒否の問題の背景には複雑な要因があ

るが､第２部第２章でも述べるように､学校が､子供たち一人ひとりを大切にし､子供達が自

分のよさを見いだし､それを伸ばし､存在感や自己実現の喜びを実感できるような学校であ

ることが重要である｡例えば､教員は､深い児童生徒理解に立った全人格的な接し方を心がけ

ると共に､一人ひとりの個性を生かした分かりやすく楽しい授業を展開するよう努める必要

がある｡教師の言葉一つで､子供たちが元気になったり､元気を失ったりすることを重く受け

止めて､子供たちに受容的な態度で接していくことも大切である｡また､教育活動全体を通し

て､生命や人権を尊重する心を育むと共に､お互いの個性を尊重し､差異を認め合う態度を育

成することや､円滑な人間関係の形成､個々人の個性や価値を尊重する態度､社会性の涵養な
かん

どには特に心を砕いてほしい｡また､子供の心身の問題に関する相談や､心身の健康に関する

指導を行うことも極めて重要である｡教員は､こうした要請にこたえていくためにも､研修に

努め､資質・能力の向上を図っていくことが一層強く求められる｡

第三に､現在､各学校､各教育委員会が､いじめ･登校拒否の問題を最重要課題として積極的

に取り組んでいることは認めつつ､改めてその取組の一層の充実を求めたい｡どの学校にも

いじめはあり得る､登校拒否はどの子供にも起こり得るとの認識の下､子供の発する危険信

号を鋭敏にとらえたり、どんなささいなことでも必ず親身に相談に応じるなどして､その発

見に努めなければならない｡いじめ･登校拒否の問題が起こった場合には､学級担任一人が思

い悩み､抱え込むのではなく､校長をはじめとして全教職員が手を携え､校長のリーダーシッ

プの下､学校を挙げて一丸となってその解決に至るまで全力で取り組む必要がある｡特に､い

じめについては､弱い者をいじめることは絶対に許されない､社会で許されない行為は子供

でも許されない､また､いじめを傍観する行為も同様に許されないという毅然とした姿勢を
き

学校のすみずみまで行きわたらせることが重要である｡更に､いじめをその時の指導によっ

て解決したと即断することなく､その子供が卒業するまで継続して注意を払い､指導するこ

とも必要である｡養護教諭は､いじめの兆候に気づいたり､いわゆる保健室登校の子供の指導

に当たるなど､その役割は大きい｡他の教職員との連携を一層緊密にして､積極的に取り組ん

でほしい｡また､これらの問題の解決のためには､家庭との協力が不可欠である｡特にいじめ

については､いじめている子供､いじめられている子供双方の家庭に協力を求めることはも

とより､ＰＴＡとの緊密な連携を図ることが重要である｡こうした取組に当たつて､学校は適

切な体制を整えるなど連携の効果をあげていくことも必要である｡

なお､学校の中には､いじめや登校拒否の問題を外部に隠そうとしたり､他の教職員､家庭､

更には専門家や関係機関との連携に 躊躇 するような傾向もいまだに見られる｡改めて､開か
ちゅうちょ

れた姿勢での学校運営の重要性を確認しておきたい｡

第四に､教育相談体制を充実する上で､教員以外の専門家の協力を求めることは不可欠と

考える｡現在拡充が図られているスクールカウンセラーや都道府県｡市町村の教育相談員を

はじめ､児童相談所など各種の専門機関との連携を図り､開かれた姿勢で協力を求めるとい

う学校運営が大切である｡特に､スクールカウンセラーについては､子供に対する相談はもと

より､保護者の相談や､教員への助言､学校の教育相談体制に対する助言などにおいて､これ

までおおむね高い評価を得ており､そのさらなる拡充を図っていくべきである｡また、学校
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外の相談機関については､相談窓口の開設時間の工夫など､､学校や子供たちが相談しやすい

体制の整備を図つていくことが望まれる｡

第五に､いじめ・登校拒否の問題の解決に当たっては､学校が全力を挙げて取り組むこと

はもとより重要であるが､学校のみで解決することに固執しない開かれた学校運営も大切だ

ということである｡いじめに関しては､現行の義務教育制度を前提としながら､一定の要件の

下で､子供の｢転学｣を一層弾力的に行うと共に、緊急避難として学校を欠席している子供に

関しては､学校は､家庭と十分連携を図り､子供への指導の機会を確保するなど万全の措置を

講じる必要がある｡また､いじめている子供に対しては､根気強い指導にもかかわらず､なお､

いじめが一定の限度を超える場合などには､出席停止の措置を講じたり､警察の協力を求め

るなどの対応も必要である｡

登校拒否については､学校外での指導の場として､既に一定の要件の下に適応指導教室や

民間の相談･指導施設において指導･援助を受けた場合､指導要録上出席扱いできる措置も講

じられている｡適応指導教室などにおける指導は､学校生活への復帰に向けての助走期間で

あると同時に､子供の個性を〔ゆとり〕をもって更に開花させる期間でもある｡そうした視

点に立って､適応指導教室の一層積極的な活用を図ると共に､民間の相談･指導施設と学校や

教育委員会との連携を図っていくことが重要である｡また､青少年教育施設などにおけるプ

ログラムを活用したり､登校拒否の子供のためのバイパスとして､就学義務猶予免除者を対

象とした｢中学校卒業程度認定試験｣などを有効に活用したりすることも検討されてよいと

考える｡

第六に､子供の生活において､学校が時間的にも精神的にも､家庭や地域社会に比して極め

て大きな存在となっている現状を見直すことが、この問題に取り組む上でも重要であると

考える｡即ち､子供たちの生活時間に学校が占めるウエイトが高い状況においては､いじめを

受ける子供や登校拒否の子供にとっては､そのことが心に更に重圧を加える要因となってい

る｡こうした意味からも､後述するように､学校をスリム化し､家庭･学校・地域社会の間のバ

ランスを改善すると共に､学校外で多彩な生活や体験の場を持っことが求められよう｡

第七に､いじめや登校拒否の問題の背景やその解決に向けた取組に関する研究を推進する

必要性を指摘しておきたい｡これまで述べてきたように､この問題の背景は複雑であり､取組

の方途も多岐にわたっているが､これらをより実り多いものにするためにも､幅広い研究が

行われることが必要である｡その際､いじめや登校拒否の問題については､欧米諸国などにお

いても様々な研究を行い､その成果を踏まえた取組を進めており､これらの国々との情報の

交換を含め､多様な研究を進めていくことも必要と考える｡
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第２部 学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方

第１章 これからの学校教育の在り方

（１）これからの学校教育の目指す方向

① これからの学校

いまだ成長の過程にある子供たちに､組織的･計画的に教育を行うという学校の基本構造

はこれからも変わらないが､これまで､第一部で述べてきたことを踏まえるとき､これからの

学校は､〔生きる力〕を育成するという基本的な観点を重視した学校に変わっていく必要が

ある｡

我々は､これからの学校像を次のように描いた｡

まず､学校の目指す教育としては､

（ａ 〔生きる力〕の育成を基本とし､知識を一方的に教え込むことになりがちであった教）

育から､子供たちが､自ら学び､自ら考える教育への転換を目指す｡そして､知･徳･体のバ

ランスのとれた教育を展開し､豊かな人間性とたくましい体を育んでいく｡

ｂ 生涯学習社会を見据えつつ､学校ですべての教育を完結するという考え方を採らずに､（ ）

自ら学び､自ら考える力などの〔生きる力〕という生涯学習の基礎的な資質の育成を重

視る｡そうした教育を実現するため､学校は､

（ｃ 〔ゆとり〕のある教育環境で〔ゆとり〕のある教育活動を展開する｡そして､子供た）

ち一人ひとりが大切にされ､教員や仲間と楽しく学び合い活動する中で､存在感や自己

実現の喜びを実感しつつ､〔生きる力〕を身に付けていく｡

（ｄ）教育内容を基礎･基本に絞り､分かりやすく､生き生きとした学習意欲を高める指導を

行って､その確実な習得に努めるとと込に､個性を生かした教育を重視する｡

（ｅ）子供たちを､一つの物差しではなく､多元的な､多様な物差しで見､子供たち一人ひと

りのよさや可能性を見いだし､それを伸ばすという視点を重視する｡

（ｆ）豊かな人間性と専門的な知識･技術や幅広い教養を基盤とすろ実践的な指導力を備え

た教員によって､子供たちに〔生きる力〕を育んでいく｡

（ｇ）子供たちにとって共に学習する場であると同時に共に生活する場として､〔ゆとり〕

があり､高い機能を備えた教育環境を持つ｡

（ｈ）地域や学校､子供たちの実態に応じて､創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開

する｡

（ｉ）家庭や地域社会との連携を進め､家庭や地域社会と共に子供たちを育成する開かれた

学校となる｡

このような｢真の学び舎｣としての学校を実現していくためには、学校の教育活動全体
や

について絶えず見直し､改善の努力をしていく必要があるが､教育内容については､特に

次のような改善を図っていく必要がある｡

② 教育内容の厳選と基礎･基本の徹底

①で述べたように､これまでの知識の習得に偏りがちであった教育から､自ら学び､自ら考

〔 〕 〔 〕える力などの 生きる力 を育成する教育へとその基調を転換していくためには ゆとり

のある教育課程を編成することが不可欠であり､教育内容の厳選を図る必要がある｡
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教育内容の厳選は､〔生きる力〕を育成するという基本的な考え方に立って行い､厳選し

た教育内容､すなわち､基礎・基本については､一人ひとりが確実に身に付けるようにしなけ

ればならない｡豊かで多様な個性は､このような基礎･基本の学習を通じて一層豊かに開花す

るものである｡この意味で､｢あまりに多くのことを教えることなかれ｡しかし､教えるべきこ

とは徹底的に教えるべし｣というホワイトへッド（1861～1947イギリスの哲学者）の言葉を

改めてかみしめる必要がある｡

教育内容の厳選は､学校で身に付けるべき基礎･基本は何か､各学校段階や子供たちの心身

の発達段階に即して適当なものは何かを問いつつ､徹底して行うべきであり､教育内容の厳

選を､これからの学校の教育内容の改善に当たっての原則とすべきである｡

また、学校教育に対しては､社会の変化などに伴い､絶えずその教育内容を肥大化･専門化

させる要請があると考えられるが､学校教育で扱うことのできるものは､時間的にも､内容の

程度においても､一定の限度があることは言うまでもない｡従って､新たな社会的要請に対応

する内容を学校教育で扱うこととすることについては､教育内容を厳選するという原則に照

らし､学校外における学習活動との関連も考慮しつつ､その必要性を十分吟味する必要があ

る｡そして､新たな内容を学校教育に取り入れる場合は､その代わりに､社会的な必要性が相

対的に低下した内容を厳選する必要がある｡

（育成すべき資質･能力）

このような考え方に立って、初等中等教育においては､学校段階や子供たちの心身の発達

段階によって､その程度､内容､重点の置き方などが異なるものの､特に､次のような資質･能

力の育成を重視し､教育内容を基礎・基本に絞り、その厳選を図る必要がある｡

（ａ）国語を尊重する態度を育て､国語により適切に表現する能力と的確に理解する能力を

養うこと｡

（ｂ）我が国の文化と伝統に対する理解と愛情を育てると共に､諸外国の文化に対する理解

とこれを尊重する態度、外国語によるコミュニケーション能力を育てること｡

（ｃ）論理的思考力や科学的思考力を育てること｡また､事象を数理的に考察し処理する能

力や情報活用能力を育てること｡

（ｄ）家庭生活や社会生活の意義を理解し､その形成者として主体的･創造的に実践する能

力と態度を育てること｡

（ｅ）芸術を愛好し､芸術に対する豊かな感性を育てること｡また､運動に親しむ習慣､健康

で安全な生活を生涯にわたって送る態度の基礎を育てること｡

ｆ 他人を思いやる心､生命や人権を尊重する心､自然や美しいものに感動する心､正義感､（ ）

公徳心､ボランティア精神､郷士や国を愛する心､世界の平和､国際親善に努める心など

豊かな人間性を育てると共に､自分の生き方を主体的に考える態度を育てること。

（教育内容の厳選の視点）

現行の学習指導要領の改訂などに当たっては､これからの学校教育で育成すべき資質･能

力を踏まえ､少なくとも次のような視点に立って教育内容の厳選を行うことが必要であると
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考える｡その際には､学校生活に〔ゆとり〕を持たせるためにも､全体として授業時数の縮減

を行うことが必要である｡それを､小･中学校での例で示せば､次のとおりである｡

（ａ）中学校社会科の地理における諸地域の産業や生産物などの詳細かつ網羅的な学習､歴

史における各時代の詳細な文化史､中学校理科の生物における動物の詳細な器官名や化

酵素名など､実際の指導において単なる知識の伝達や暗記に陥りがちな内容の精選を図

る。

（ｂ）中学校の古典の指導においては､古典に親しむことに重点を置き､文語文法に深入り

しないようにすることや､小･中学校の国語におけるあらゆる文学形式の丹念な読解､

中学校の外国語における関係代名詞や不定詞を用いた文型で実生活では使うことが少

ない表現方法､精密な文法構造の解釈など､実際の指導において､内容の取扱いが行き過

ぎになりがちな内容の精選を図る｡

（ｃ）小学校理科における天体に関する内容､中学校理科における電流や遺伝に関する内容

のうち子供たちにとって高度になりがちな内容､算数の理解度に差が生じ始める小学校

中･高学年からの算数・数学の内容（分数や関数の一部など）など､各学校段階の子供

たちにとって理解が困難な内容については､精選又は上学年や上級学校への移行をう｡

（ｄ）我が国の歴史に関する学習などは繰り返し学習することの効果もあるが､小学校と中

学校とでいわゆる通史を二度行わないようにすることや､体育における各種の運動を子

供たちが発達段階や適性などに応じて適切に履修できるようにすることなど､学校段階

における重点の置き方に一層の工夫を加えるなどして､各学校段階間又は各学年間で重

複する内容については､できるだけ精選を図る｡

（ｅ）音楽における各種の奏法､美術における各種の表現方法､技術･家庭における電気機器

の仕組みや各種の被服製作など､学校外活動や将来の社会生活で身に付けることが適当

な内容の精選を図る｡

（ｆ）環境や人の成長・健康に関する内容をはじめとして各教科間で重複する内容は､総合

的な学習などを行うまとまった時間を設定することや各教科間の関連的な指導を一層

進めることなどを考慮し､精選を図る｡

（ｇ）特別活動については､教科の学習や学校外活動などとの関連を考慮しつつ､その実施

や準備の在り方などを見直し､精選を図る｡

③一人ひとりの個性を生かすための教育の改善

〔生きる力〕を育む上では､一人ひとりの個性を生かした教育を行うことは極めて重要で

あり､そうした観点から､教育課程の弾力化､指導方法の改善､特色ある学校づくりなどを一

層進める必要がある｡

（小・中学校における改善）

小・中学校においては､教育内容の厳選によつて生じる〔ゆとり〕を生かし､〔ゆとり〕

を持った授業の中で､子供たちの発達段階に即し､ティーム・ティーチング､グループ学習､

個別学習など指導方法の一層の改善を図りつつ､個に応じた指導の充実を図る｡また､自ら学

び､自ら考える教育を行っていく上でも､問題解決的な学習や体験的な学習の一層の充実を



- 24 -

15中教審

図る｡

とりわけ､中学校においては､小学校で培われた資質や能力をよりよく向上させると共に､

義務教育段階ではあるものの､小学校と比べ､生徒の能力･適性､興味･関心などの多様化が一

層進む時期てあることを踏まえ､生徒の特性などに応じることができるよう､履修の選択幅

の一層の拡大を図る必要がある｡

このため､共通に履修させる部分を厳選し､選択教科に充てる授業時数を拡大すると共に､

各教科などの授業時数の選択幅の拡大など教育課程の一層の弾力化を図る｡

また､特色ある学校づくりを推進するため､その学校や地域の実態に応じて､創意工夫が十

分発揮できるょう､小・中学校を通じて教育課程の一層の弾力化を図る必要がある｡各学校

が､それぞれに努力すると共に､教育委員会は､こうした学校の努力を積極的に支援していく

必要がある｡

（高等学校における改善）

高等学校においては､生徒の能力･適性､興味･関心などの多様化の実態を踏まえると共に､

生徒の長所や特技を伸ばし､それぞれの個性に応じ､基礎･基本を深めさせることが必要であ

る｡

このため、指導方法について､小・中学校と同様の改善を図ると共に､教育内容について

は､すべての生徒が共通に履修するものを最小限度にとどめることとして､必修教科･科目の

内容とその単位数を相当程度削減すると共に､生徒が自らの在り方や生き方に応じて選択す

る教科･科目の拡大など教育課程の一層の弾力化を図る必要がある｡

また､生徒の多様な学習ニーズに応えるため､他の高等学校や専修学校における学習成果

を単位認定する制度の一層の活用を図っていく必要がある｡

更に､生徒の学校外における体験的な活動や､自らの在り方・生き方を考えて努力した結

果をこれまで以上に積極的に評価していくこととし､ボランティア､企業実習､農業体験実

習､各種資格取得､大学の単位取得､文化･スポーツ行事における成果､放送大学の放送授業な

どを利用した学習､各種学校・公開講座などにおける学習､テレビやインターネット､通信衛

星などマルチメディアを利用した自己学習などについて､各高等学校の措置により､高等学

校の単位として認定できる道を開くことを積極的に検討していく必要がある｡

このほか､自己の能力・適性､興味・関心などに基づき進路変更したり､職業経験･社会経

験を通して得た問題意識を持って再度高等学校で学習できるようにするため､各高等学校に

おいて､高校生の他校･他学科への移動の可能性を積極的に広げると共に､高等学校を一度離

れた者が様々な経験を経た上で希望すれば学校に戻ることができるような道を格段に広げ

ていく必要がある｡

また､特色ある学校づくりを推進するため､小・中学校同様､その学校や地域の実態に応じ

て､創意工夫が十分発揮できるよう､教育課程の一層の弾力化を図る｡特に高等学校教育の個

性化･多様化は大きな課題てあり､各学校が､それぞれに一層努力すると共に､教育委員会は､

こうした各学校の努力を積極的に支援していく必要がある｡

総合学科については､当面､生徒の教育の機会を確保するため､通学範囲には必ず用意され

ているよう整備を進めることが必要である｡
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④ 豊かな人間性とたくましい体を育むための教育の改善

先に述べたとおり､豊かな人間性やたくましく生きるための健康や体力は､〔生きる力〕

を形作る大きな柱である｡

これまでにもしばしば指摘されてきたことであるが､よい行いに感銘し､間違った行いを

憎むといった正義感や公正さを重んじる心や実践的な態度､他人を思いやる心､生命や人権

を尊重する心､美しいものに感動する心､ボランティア精神などの育成と共に､学校教育にお

いては､特に､集団生活が営まれているという特質を生かしつつ､望ましい人間関係の形成や

社会生活上のルールの習得などの社会性､社会の基本的なモラルなどの倫理観の育成に一層

努める必要がある｡

また､子供たちの発達段階を踏まえながら､人間としての生き方や在り方を考えさせるこ

とも大切であり､特に勤労観や職業観の育成を図ることの重要性も指摘しておきたい｡

このような豊かな人間性を育むための教育は､道徳教育はもちろんのこと､特別活動や各

教科などのあらゆる教育活動を通じて一層の充実を図るべきであるが､その際には､特に､ボ

ランティア活動、自然体験､職場体験などの体験活動の充実を図る必要があると考える｡

また､たくましく生きるための健康や体力を育むために､健康教育や体育が重要であるこ

とは改めて言うまでもない｡これらについては､教科における指導はもとより､あらゆる教育

活動を通じて､適切に配慮していく必要がある｡特に､これからの健康の増進や体力の向上に

関する指導に際しては､子供たちが健康の増進や体力の向上の必要性を十分理解した上で､

自ら健康を増進する能力や､興味・関心や適性などに応じ､適切に運動することのできる能

力を育てることが大切である｡そして､心身の健康増進活動や日常的なスポーツ活動の実践

を促すことによつて､長寿社会の到来を展望し､生涯にわたり健康な生活を送るための基礎

が培われるようにすることが重要と考える｡

⑤ 横断的･総合的な学習の推進

子供たちに〔生きる力〕を育んでいくためには､言うまでもなく､各教科､道徳､特別活動

などのそれぞれの指導に当たって様々な工夫をこらした活動を展開したり､各教科などの間

の連携を図った指導を行うなど様々な試みを進めることが重要であるが､〔生きる力〕が全

人的な力であるということを踏まえると､横断的・総合的な指導を一層推進し得るような新

たな手だてを講じて､豊かに学習活動を展開していくことが極めて有効であると考えられ

る｡

今日､国際理解教育､情報教育､環境教育などを行う社会的要請が強まってきているが､こ

れらはいずれの教科などにも関わる内容を持った教育であり､そうした観点からも､横断的･

総合的な指導を推進していく必要性は高まっていると言える｡

このため､上記の②の視点から各教科の教育内容を厳選することにより時間を生み出し､

一定のまとまった時間（以下､｢総合的な学習の時間｣と称する｡）を設けて横断的･総合的な

指導を行うことを提言したい｡

この時間における学習活動としては､国際理解､情報､環境のほか､ボランティア､自然体験

などについての総合的な学習や課題学習､体験的な学習などが考えられるが､その具体的な

扱いについては､子供たちの発達段階や学校段階､学校や地域の実態などに応じて､各学校の
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判断により､その創意工夫を生かして展開される必要がある｡

また､このような時間を設定する趣旨からいって､｢総合的な学習の時間｣における学習に

ついては､子供たちが積極的に学習活動に取り組むといった長所の面を取り上げて評価する

ことは大切であるとしても､この時間の学習そのものを試験の成績によって数値的に評価す

るような考え方を採らないことが適当と考えられる｡更に､これらの学習活動においては､学

校や地域の実態によっては､年間にわたって継続的に行うことが適当な場合もあるし､ある

時期に集中的に行った方が効果的な場合も考えられるので､学習指導要領の改訂に当たって

は､そのような｢総合的な学習の時間｣の設定の仕方について弾力的な取扱いができるように

する必要がある｡

⑥ 教科の再編･統合を含めた将来の教科などの構成の在り方

学校の教科などの構成の在り方については､学校教育に対する新たな社会的要請､学校教

育を取り巻く環境の変化､教育課程に関する最新の学問成果などを勘案し､不断に見直して

いく必要があるが､この問題は､理論的な検討と共に学校現場での研究実践の積み重ねを行

うほか､教員養成など､教科などの見直しに伴う種々の条件整備も考慮した総合的な検討を

要する問題である｡

このような考えの下に､教科の再編・統合を含めた将来の教科などの構成の在り方につい

て､早急に検討に着手する必要がある｡そして､この問題の特質にかんがみ､検討の場として､

教育課程審議会に､教科の再編･統合を含めた教科などの構成の在り方について継続的に調

査審議する常設の委員会を設けると共に､その審議の成果を施策に反映することが適当であ

る｡この調査研究に当たっては､国立教育研究所､大学､各都道府県の教育センターや民間教

育研究団体などの研究者の研究成果､国立大学の附属学校や研究開発学校の実践研究などの

様々な研究成果を適切に反映するようにする必要があり､また､その際は､大学などの研究者

などによるカリキュラムに関する研究を一層推進するための積極的な支援措置を講じるこ

とが必要である｡

なお､今後の教育課程審議会の発足に当たっては､学校関係者や教科の専門家の意見を尊

重することはもとよりであるが､幅広い各界の人々や保護者など広く国民の声を反映するよ

うな配慮を望んでおぎたい｡

（２）新しい学校教育の実現のための条件整備など

（１）で述べたような学校教育を実現していくためには､様々な面の改善・充実を図って

いく必要があるが､特に以下のような条件整備などを図ることは極めて重要なことと言わな

ければならない｡

① 教員配置の改善

まず､各学校において一人ひとりの子供を大切にした教育指導ができるような環境づくり

が大切である｡とりわけ､個に応じた教育をこれまで以上に推進していくためには､各学校に

おいて､学習集団の規模を小さくしたり､指導方法の柔軟な工夫改善を促したり､更には､中

学校､高等学校での選択履修の拡大を図っていくことができるよう､人的な条件整備を一層

進めることが必要である｡

教員配置については､これまでも計画的な改善が進められてきたところであるが､教員一
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人当たりの児童生徒数を､例えば欧米諸国と比較してみた場合､今なお､総じて大きなものと

なっている｡様々な前提条件が異なるため､これらを我が国と単純に比較するのは困難であ

るが､今後､教員配置の改善を進めるに当たっては､当面､教員一人当たりの児童生徒数を欧

米並みの水準に近づげることを目指して改善を行うことを提言したい｡

なお､教員配置の改善に関連して､社会人の活用や小規模な中学校における免許外教科担

任の解消などを図る観点から､小・中学校において非常勤講師の活用が一層進められるよう

な措置が講じられるよう提言したい。

② 教員の資質・能力の向上

あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着すると言われるように､子供たちに直接接し､指

導に当たる教員に､優れた人材を確保することの重要性は､これまでも繰り返し唱えられて

きたところであるが､子供たちに〔生きる力〕を育むことを基本とするこれからの学校教育

の実現を展望するとき､教員の資質・能力の向上を図っていくことが､その実現に欠かせな

いことを改めて訴えたい。また､学校教育の基調の転換に向けた教員の意識改革も極めて重

要であることを併せて指摘しておきたい｡

教員に強く要請される､〔生きる力〕を育む学校教育を展開するための豊かな人間性と専

門的な知識･技術や幅広い教養を基盤とする実践的な指導力を培うためには､教員の養成､採

用､研修の各段階を通じ､施策の一層の充実を図っていく必要がある｡

教員に求められる資質･能力については､学校段階によって異なるが､教員養成や研修を通

じて､教科指導や生徒指導､学級経営などの実践的指導力の育成を一層重視することが必要

であると考えられる。特に､今日のいじめや登校拒否などの深刻な状況を踏まえるとき､教

員一人ひとりが子供の心を理解し､その悩みを受け止めようとする態度を身に付けることは

極めて重要であると言わなければならない｡

教員養成については､〔生きる力〕の育成を重視した学校教育を担う教員を育てるとの観

点に立って､改めて､その改善･充実について検討することを提言したい｡その際には､教育相

談を含めた教職科目全体の履修の在り方､教育実習の期間･内容の在り方､更には､幅広く将

来を見通して､修士課程をより積極的に活用した養成の在り方などに特に留意する必要があ

る｡もちろん､こうした検討を待つまでもなく､教員養成を行う大学においては､ファカルテ

ィ･ディべロップメント（教員が授業内容･方法を改善し､向上させるための組織的な取組の

総称）を進めつつ､教育現場の実際のニーズを踏まえた教育やこれに資する研究を充実させ

ていくことを求めたい｡

教員研修については､多様な研修磯会を体系的に整備していく必要がある｡その際に､大学

院などにおける現職教育や､教員の社会的視野を広げるため､民間企業､社会教育施設､社会

福祉施設などでの長期にわたる体験的な研修を積極的に進めることが必要である｡また､こ

れからはいじめ問題への対応など､子供たちの心のケアが一層求められることにかんがる､

すべての教員について基礎的なカウンセリング能力の育成を充実する必要があるが､特に養

護教諭については､採用時の研修をはじめとする現職研修の格段の充実を図る必要がある｡

教員の採用に当たっては､人物評価重視の方向で選考方法の多様化や評価の在り方を改善

し､教員にふさわしい優秀な人材を確保していく必要がある｡具体的には､面接や実技試験の

充実､筆記試験とその他の試験との比重の見直し､ボランティア活動などの生活体験･社会経
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験の適切な評価､あるいは､同一の採用枠においても異なる尺度で多様な選考方法を採るこ

となどにより､人間的魅力や使命感､教育的実践力を備えた多様な人材を教育界に迎えるこ

とができるようにすることが望まれる｡また､採用者数が年度によって極端に増減すること

は､教員の年齢構成に不均衡を生じさせるほか､優秀な人材確保の支障となることも懸念さ

れることから､都道府県教育委員会などは､できるだけ採用者数の平準化が図られるよう､よ

り長期的な視野に立った､計画的な教員採用･人事に努める必要があろう｡その際､採用に当

たっての年齢制限の緩和､学校種別ごとの採用区分の弾力化､人事交流の実施などの工夫も

有効と思われる｡

また､生き生きとした学校づくりの 要 である教員の適材適所の配置について､一層配慮し
かなめ

ていくことが重要てある｡

なお､教員の養成､採用､研修の各段階を通じ､より円滑かつ効果的に教員の資質･能力の向

上を図るためには､大学の教員養成関係者と教育委員会などの採用･研修関係者との間の一

層の連携･協力が不可欠である｡

③ 学校外の社会人の活用

各学校に配置される教員について､その配置の改善や資質･能力の向上を図ることは､もち

ろん重要であるが､学校外の社会人の指導力を、学校教育の場に積極的に活用することを提

言したい｡

幅広い経験を持ち､優れた知識･技術を持つ社会人を活用することは､学校の教育内容を多

様なものとすると共に､特に､子供たちに社会性や勤労観･職業観を育成したり､実技指導の

充実を図る上で有効と考えられる｡また､ともすれば閉鎖的となりがちな学校に､外部の新し

い発想や教育力を取り入れることにより､教員の意識改革や学校運営の改善を促すことも期

待される｡更に、小学校の専科教育の充実や中学校・高等学校の選択履修拡大などの観点か

らも社会人の活用が有効と考えられる｡このような考えに立って､小・中・高等学校におい

て､特別免許状や特別非常勤講師制度の活用をはじめ､外国語指導助手（ＡＬＴ）や情報処

理技術者（ＳＥ）の増員を図るなど､社会人の活用を一層促進するための施策を進める必要

がある｡

又､豊富な知識･経験を有する退職教員などを積極的に活用することも併せて提言したい｡

④ 学校施設など教育環境の整備

子供たちの学習の場であり､生活の場である学校施設などの教育環境を豊かに整えるこ

とは､子供たちの健やかな成長･発達を促し､豊かな人間性を育む上で､また､子供たちの学習

をより充実したものとする上で､極めて大切なことである｡

教室はもとより､例えば､屋外の環境整備やランチルームの整備を図ることは､学校全体を

〔ゆとり〕と潤いのある環境にしていく上で､極めて重要なことである｡また､多目的スぺー

スの整備など個に応じた指導を展開できる柔軟な教育環境の整備を進めると共に､高度情報

通信社会の進展を踏まえ、学校教育の質的改善や情報教育に資するため､情報のネットワー

ク環境の整備や学校図書館の充実などに積極的に取り組んでいく必要がある｡

⑤ 関係機関との連携
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これまで、学校関係者の間では､学校教育を学校内だけで行おうとする傾向が強かったこ

とは否めない｡

これからの学校教育においては､単に学校だけを教育の場と考えるのでなく､子供たちの

体験的な学習の場を広げ､豊かな社会性を育んでいくために､社会教育施設､青少年教育施

設､文化施設､スポーツ施設などの公共施設や企業などの機関との連携を積極的に図り､教育

の場を広く考えて､教育活動を展開していくことが必要である｡

また､いじめや登校拒否の問題など様々な教育課題が生じているが､それらへの取組に当

たっても､学校だけで取り組むべきもの､との狭い固定的な考え方にとらわれることなく､児

童福祉､人権擁護､警察など広く関係機関との連撹を一層図る必要がある｡

⑥ 様々な専門家と教員などとの連携

今､学校は､いじめや登校拒否の問題をはじめ､心と体の健康の問題など､様々な角度ら､対

処しなければならない教育課題に直面している｡

こうした様々な教育課題に対処するためには､学校として校長のリーダーシップの下､教

諭､養護教諭､学校栄養職員､事務職員などすべての教職員が相互に協力しつつ､一体となっ

て取り組むことはもとより､学校医､学校歯科医､学校薬剤師､スクールカウンセラー市町村

の教育相談員などそれぞれの分野で専門知識を持つ専門家とも積極的に連携し､ティームを

組んで､これらの教育課題に対処することが重要である｡

特に､昨今のいじめ問題などの状況にかんがみ､子供に対する相談のみならず､教員に対す

る助言を行うなど学校において重要な役割を果たしているスクールカウンセラーについて

は､その配置の一層の充実･促進を図るべきである｡

⑦ 幼児教育の充実

生涯にわたる人間としての健全な発達や社会の変化に主体的に対応し得る能力の育成など

を図る上で､幼児期における教育は､その基礎を培うものとして極めて重要なものである｡

特に､今日､都市化､核家族化､少子化が進行する中で､幼稚園が､家庭や地域社会とあいまっ

て､同年齢や異年齢の幼児同士による集団での遊び、自然との触れ合いなどの直接的･ 具

体的な体験など､幼児期に体験すべき大切な学習の機会や場を用意することの重要は､ます

ます高まってきている｡

また､幼稚園において､健康な心身､社会生活における望ましい習慣や態度、自発性､意欲､

豊かな感情､物事に対する興味・関心､表現力などといった小学校以降における学習の基盤

となるものをしっかりと育てることは､将来の体系だった学習を実りあるものとし､〔生き

る力〕を育む教育に大いに資することとなるものである｡ これらは､保育所に通っている

３～５歳児についても同様であり､その意味で､教育内容について幼稚園と保育所との共通

化などは､一層配慮することが望まれることである｡一方､女性の社会進出などが進む状況に

対応し､幼稚園においても､保育所との目的･機能の差異に留意しつつ､預かり保育など運営

の弾力化を図っていくことが必要となっている｡

このような幼児期における教育の重要性を踏まえて､希望するすへての３～５歳児が幼稚

園教育の機会を与えられ､様々な教育を受けられるようにすることが望ましく､そのための

幼稚園の整備を推進する必要があると考える｡また､育児に関する相談を行ったり､子育ての
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交流の場を提供するなど地域における幼児教育のセンターとしての機能を充実するなど､幼

稚園教育の一層の充実方策や､幼稚園と保育所､幼稚園と小学校の連携協力の在り方を含め､

今後､幼児期における教育について幅広い観点から検討していく必要がある｡

⑧ 障害などに配慮した教育の充実

障害のある子供たちに､可能な限り社会的な自立や参加をし得る〔生きる力〕を培うこと

は極めて重要なことてある｡現在､障害があることにより､通常の学級の指導を受けることが

困難であったり､それだけでは能力を十分に伸ばすことが困難な子供たちについては､一人

ひとりの障害の特性などに応じ､特別の教育内容･方法､少人数学級などにより､きめ細かな

教育が行われている｡盲･聾･養護学校においては､通学が不可能な子供たちには､その家庭な
ろう

どに教員を派遣して指導する小・中学部の訪問教育も実施されている｡障害が軽度な子供た

ちには､通常の学級に在籍しつつ､一定時数､別に特別の指導を受ける通級指導が拡充されつ

つある｡また､小･中学校の通常の学級において指導を受けることが適当で歩行が不自由な子

供のためには､エレべーター､スロープ､専用トイレなどの設置を進めている｡このように､障

害のある子供たちの教育については､これまで､その充実のための努力が種々払われてきて

いるが､これらの子供たちに〔生きる力〕をはぐくみ､可能な限り社会的な自立や参加を実

現させる観点に立って､一層指導内容･方法・体制の改善・充実や多様化に努め､教育条件の

整備を進めることが必要であると考える｡また､学習障害（ ）児に対する指導内容･方法LD

などについての研究を一層促進する必要がある｡

盲・聾・養護学校や特殊学級に通う子供たちにとって､学校の内外において､様々な人々
ろう

と触れ合うことは､極めて大切なことである｡こうした観点から､小･中学校の通常の学級の

子供や地域の人々と共に過ごす時間や場を設けるために､運動会などの学校行事やクラブ活

動､給食､また､一部の教科などにおいて交流教育が行われてきている｡このような交流教育

は､障害のある子供たちにとって極めて有意義であるばかりでなく､参加する教員やすべて

の子供たち､また､地域の人々にとっても非常に有意義な活動であり､今後､このような交流

の機会を､更に増やすための努力と工夫が必要である。そして､小･中学校などの教員や子供

たちはもちろん社会全体が彼らへの理解を一層深めていくことを強く望むものである｡

また､障害のある子供の保護者は､一般に､かなり早い時期に子供の障害などに気づき､子

供の発達の遅れや将来について深刻な不安や悩みを持つことが多いと考えられる｡このよう

な保護者の不安や悩みにこたえるために､子供の将来の発達の可能性について正確な情報を

提供したり､家庭での教育について相談を行らたりする早期教育相談体制の充実や盲・聾・
ろう

養護学校の幼稚部の整備が必要である｡

更に､障害のある子供たちの社会的自立を最大限に実現するという見地から･盲･聾･養護
ろう

学校､特に養護学校の高等部のより一層の拡充整備が必要と考える｡そして､高等部の生徒の

卒業後の職業的な自立に資するための職業教育の改善・充実や多様化を図ると共に､進路指

導体制を強化し､企業などとの連携や卒業者への支援の取組などを一層進めることが必要で

ある｡また､養護学校高等部における訪問教育の実施についても検討することが必要である｡

教員については､障害のある子供たちの教育の充実のために､養成､採用､研修を通じて､そ

の専門性･指導力を一層向上させると共に､小･中学校などの教員に障害のある子供たちへの

理解を深めさせるため､異校種間の人事交流の促進や研修の充実を図っていく必要がある｡



- 31 -

15中教審

第２章 これからの家庭教育の在り方

（１）これからの家庭教育の在り方

家庭教育は､乳幼児期の親子のきずなの形成に始まる家族との触れ合いを通じ､〔生きる

力〕の基礎的な資質や能力を育成するものであり､すべての教育の出発点である。

しかしながら､近年､家庭においては､過度の受験競争などに伴い､遊びなどよりも受験の

ための勉強重視の傾向や､日常の生活における躾や感性、情操の涵養など､本来､家庭教育の

。役割であると考えられるものまで学校に委ねようとする傾向のあることが指摘されている

加えて、近年の都市化、核家族化などにより、地縁的つながりの中で子育ての知恵を得

る機会が乏しくなったことや個人重視の風潮、テレビなどマスメディアの影響などによる､

人々の価値観の大きな変化に伴い､親の家庭教育に関する考え方にも変化が生じている｡こ

のようなことも背景に､無責任な放任や過保護･過干渉が見られたり､モラルの低下が生じて

いるなど､家庭の教育力の低下が指摘されている｡

我々は、こうした状況を直視し､改めて､子供の教育や人格形成に対し最終的な責任を負

うのは家庭であり､子供の教育に対する責任を自覚し､家庭が本来､果たすべき役割を見つめ

直していく必要があることを訴えたい｡親は､子供の教育を学校だけに任せるのではなく､こ

れからの社会を生きる子供にとって何が重要でどのような資質や能力を身に付けていけば

よいのかについて深く考えて頂きたい｡

とりわけ､基本的な生活習慣･生活能力､豊かな情操､他人に対する思いやり､善悪の判断な

どの基本的倫理観､社会的なマナー､自制心や自立心など〔生きる力〕の基礎的な資質や能

力は､家庭教育においてこそ培われるものとの認識に立ち､親がその責任を十分発揮するこ

とを望みたい｡

そして､社会全体に〔ゆとり〕を確保する中て､家庭では､親更には祖父母が､家族の団ら

んや共同体験の中で､愛情を持って子供と触れ合うと共に､時には子供に厳しく接し､〔生き

る力〕を育んでいってほしいと考える｡同時に､それぞれが自らの役割を見いだし､主体的に

役割を担っていくような家庭であってほしいと思う｡

（２）家庭教育の条件整備と充実方策

① 家庭教育の在り方と条件整備

家庭における教育は､本来すべて家庭の責任に委ねられており､それぞれの価値観やスタ

イルに基づいて行われるべきものである｡従って､行政の役割は､あくまで条件整備を通じ

て､家庭の教育力の充実を支援していくということである｡

このような考え方に立って､我々は､②において家庭教育に関する学習機会の充実､子育て

支援ネットワークづくりの推進､親子の共同体験の機会の充実､父親の家庭教育参加の支援･

促進を提言することとしたが､条件整備の第一としては､まず､家族がそろって一緒に過ごす

時間を多く持ち､一緒に生活や活動をすることができるような環境を整えるということが重

要である｡そして､そのためには､週休二日制や年次休暇の取得推進など年間の勤務時間の縮

減､育児休業制度の一層の普及・定着､受験競争の緩和などの条件整備を進め､社会全体に

〔ゆとり〕を確保すると共に､家庭を大切にする社会づくりが重要だと考える｡

また､家庭教育については､ともすれば､母親に責任がゆだねられ､父親の存在感が希薄で
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あるとの指摘がしばしばなされるところであり､父親の家庭教育に対する責任の自覚を求め

たい｡このために､その時間の確保を父親に訴えると共に企業には協力方を強く呼びかけた

い｡また､親がＰＴＡ活動､ボランティア活動､地域の様々な行事などに参加し､それらを通じ

て得た経験や､人々とのつながりを家庭教育に生かしていくことも重要だと考えられるほ

か､育児の経験者として子育ての様々な知恵を持つている祖父母が孫の教育に参加していく

ことは､一層重要になってくると考える｡

② 家庭教育の具体的な充実方策

以上のような考えの下に､家庭教育の充実を図るため次のような施策の推進を提言した

い｡我々はこれらの施策展開を通し､子供を持つ親が家庭教育の重要性について再認識し､そ

れぞれの家庭においてこれからの時代にふさわしい子供の教育の在り方を確立し､子供たち

が〔ゆとり〕と潤いのある家庭生活の中で〔生きる力〕を育んでいくことを期待する｡

（ａ）家庭教育に関する学習機会の充実

子供たちの〔生きる力〕を育むためには、子供の成長のそれそれの段階に応じた親とし

ての教育的な配慮が必要である｡このため､親たちに対する子供の発達段階に応じた家庭教

育に関する学習機会を一層充実すべきである｡その学習内容としては､特に､子供の発達段階

と人間関係の在り方､他人を思いやる心や感性などの豊かな人間性や自制心、自立心などを

育む家庭教育の在り方や子供とのコミュニケーションの図り方などについての学習を重視

する必要があると考える｡なお､その際には､市町村教育委員会が､幼稚園や保育所､保健所､

病院､大学､民間教育機関などにより実施されている子育てについての関連事業との連携を

図り､子供の発達段階に応じた体系的･総合的な学習機会を提供するよう配慮する必要があ

る｡

また､こうした施策を進めるに当たっては､これまで家庭教育に関する学習機会に参加し

たくてもでぎなかった人々に対する配慮がなされなければならない｡特に､共働き家庭が増

加していることなどを踏まえ､自宅や職場など身近な場所に居ながらにして学習できるよう

な環境を整備する必要がある｡このため､家庭教育に関する学習内容その他の情報をテレビ

番組などを通じて提供すると共に､近年､家庭においてコンピュータの普及が著しいことを

踏まえ､｡パソコン通信やインターネットなどの新しいメディアを通じて豊富に提供してい

く必要がある｡メディアの利用は､特に､過疎地域の家庭教育の充実を図る上でも非常に重要

であると考える｡

なお､少子化､核家族化､共働き家庭の増加､子供の生活の変化などが進む中で､子供の発達

段階に応じて身に付けるべき基本的生活習慣や家庭や地域社会で経験することが望ましい

生活体験､社会体験､自然体験などについての情報は､大変貴重なものと考えられる｡これら

に関する資料が作成され､家庭教育学級など各種の学習磯会で積極的に活用されることも意

義のあることと考えられる｡

これから親になる青年を対象に､意識啓発や保育ボランティアなどの育児体験など人生の

早い時期から子育てに関する学習機会を提供することも必要なことである｡

また､子育て経験を有する祖父母などが､孫の教育に積極的に関わることは大いに意義の

あることと考えられる｡そのための支援策として､祖父母などが､子供の生活や考え方､近年



- 33 -

15中教審

の家庭･家族の変化や教育をめぐる動きなどについて学習する機会を設けることも考えられ

てよい。

（ｂ）子育て支援ネットワークづくりの推進

核家族化や女性の社会進出が進む中で､子育てに対する不安感や負担感を感じる親が増大

している｡このような状況を踏まえて､（ ）で提言した施策の推進と共に､親に対する相談a

や情報提供の充実など子育てに対する支援体制の整備を図る必要がある｡そして､そのため

の方策としては､専門家や専門の機関などによる電話や面接での相談体制の整備を図ること

が必要であるが､その場合には､特に各市町村単位でのきめ細かな相談体制を整備すること

が望ましいと考える｡また､そこで相談に当たるスタッフとして､親の悩みなどに対するカウ

ンセリングの能力を備えた家庭教育関係指導者を養成することが重要であるが､そのために

は､大学など高等教育機関や生涯学習センターなどにおいてカウンセリングに関する講座を

開設することなども有効な方策である｡

更に､子供を持つ親と地域の子育て経験者との交流の促進や子育て支援グループの育成に

よる相互扶助の仕組みづくりなどを通し､日常的な生活圏の中での子育てのネットワークづ

くりを提案したい。そして､そのネットワークは､特に障害のある子供がいる家庭、ひとり

親家庭､単身赴任家庭などに十分配慮したものであってほしい｡

また､幼稚園が､地域社会における子育て支援の一つの核として､親などを対象に､幼児教

育相談や子育て公開講座を実施したり､子育ての交流の場を提供したりするなど､地域の幼

児教育のセンターとしての機能を充実し､家庭教育の支援を図っていくことも期待したい。

（ｃ）親子の共同体験の機会の充実

親子で様々な共同体験､交流活動を行う機会（例えば､ボランティア活動､植物栽培体験､

動物飼育体験､スポーツ活動や芸術鑑賞､創作活動､地域の歴史探訪､読書会の開催など）を

行政は積極的に提供すべきだと考える｡親と子が同じ体験を持つことは親のものの見方､子

供の考え方をお互いが知り合う上で､また､場合によっては同じ価値観を共有する上で非常

に有効であり､これを機に親子のきずなが一層深まることが期待される｡

こうした親子共同体験や交流活動を促進する上で､施設整備の大切さを忘れてはならな

い｡例えば､公民館に親子が一緒に遊べる多目的ホールや談話室､託児室､育児相談室などの

施設を整備したり､図書館に子供図書室､児童室･児童コーナー､談話室などを設けるなど､親

子が活動しやすいような配慮をすることは極めて重要なことである｡

（ｄ）父親の家庭教育参加の支援･促進

先に､これまで必ずしも十分に果たされてこなかった家庭教育における父親の役割の重要

性を再認識することの大切さを指摘したが､父親の家庭教育への参加を促進するため､父親

などを対象とした家庭教育に関する学習機会を企業など職場に開設すること､夜間･休日に

開設すること､通信による講座を開設することなど学習機会を充実する必要があると考え

る｡また､企業などにおいて子供たちが父親の職場を見学する機会や父親の仕事を疑似体験

する機会を提供するなど､子供たちに親の働く姿を見せる機会を提供することも、もっと考

えられてよいであろう｡
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以上､家庭教育の充実方策について述べてきたが､これらの施策を含め､親が安心して子供

を生み育てることのできる祉会環境の整備に向けて､国､都道府県､市町村が一体となった取

組を進める必要がある｡

また､社会の変化や家庭の多様化などを背景として、より幅広い観点から家庭教育の在り

方などを研究する必要が生じており､家庭教育について学際的な研究が一層推進されること

を期待したい。

第３章 これからの地域社会における教育の在り方

（１）これからの地域社会における教育の在り方

子供たちに〔生きる力〕を育んでいくためには､学校で組織的･計画的に学習する一方､地

域社会の中で大人や様々な年齢の友人と交流し､様々な生活体験､社会体験､自然体験を豊富

に積み重ねることが大切である｡地域社会における､これらの体験活動は､子供たちが自らの

興味･関心や自らの考えに基づいて自主的に行っていくという点で特に大きな意義を持って

いる｡

共同作業や共同生活を営むことができる社会性や他者の個性を尊重する態度､日々新たに

生じる課題に立ち向かおうとする意欲や問題解決能力､精神力や体力､新しい物事を学ぼう

とする意欲や興味･関心､文化活動や自然に親しむ心などの〔生きる力〕は､学校教育や家庭

教育を基礎としつつ､地域での様々な体験を通じて､はじめてしっかりと子供たちの中に根

づいていく｡また､こうした地域社会での様々な体験は､学校教育で自ら学び､自ら考え､主体

的に判断し､表現し､行動できる資質や能力を身に付けていくための基礎となるのである｡

しかし､現実には､地域社会での活動を通しての子供たちの生活体験や自然体験は著しく

不足していると言われ､また､都市化や過疎化の進行､地域における人間関係の希薄化､モラ

ルの低下などから、地域社会の教育力は低下していると言われている｡

こうした状況の中で､我々は､今こそこれからの地域社会の在り方､また､そこでの教育の

在り方について率直に問い直してみる必要がある｡そして､何より大切なことは､地域のアイ

デンティプィーを確立し､地域の人々のだれもが自分の住む地域に誇りと愛着を持ち､その

中で､地域の大人たちが手を携えて､子供たちを育てていく環境を醸成することであると考

える｡

このような視点に立って､我々は社会全体に〔ゆとり〕を確保すら中で､地域社会が､地域

の大人たちが子供たちの成長を暖かく見守りつつ､時には厳しく鍛える場となること､また､

地域社会が単に人々の地縁的な結びつきによる活動だけでなく､同じ目的や趣味･関心によ

って結びついた人々の活動が活発に展開され､子供たちを育む場となっていくことを強く期

待するものである｡

（２）地域社会における教育の条件整備と充実方策

① 地域社会における教育の在り方と条件整備

地域社会の活動は､正に地域の人々の主体性や自主性を前提とするものであり､地域社会

の大人一人ひとりが､その一員であることの自覚を持ち､地域社会の活動を自主的に担って

いくことがまず重要であると言わなげればならない｡

従って､行政としては､地域の人々の主体性や自主性を尊重しつつ､地域の人々のニーズを
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的確に把握し､それらを踏まえながらいかに地域社会の活動を活発にするかという視点に立

って､活動の場や機会の提供､様々な団体への支援､指導者の養成､情報提供など基盤整備に

重点を置いて､施策を進めていく必要がある｡その際､障害のある子供たちが積極的に参加で

きるような配慮を特に望んでおきたい｡

また､第２章においても述べたとおり､地域社会の活動を充実させるためには､こうした施

策と共に､社会全体に〔ゆとり〕を確保するための条件整備を進める必要がある｡

なお､この点に関連し､これまでの経済成長の過程で社会全般に定着してきた企業中心の

行動様式について､社員と共に､企業においても､その見直しを図り､社員も地域社会の一員

であることの自覚を強く求めたいと思う｡また､様々な職業生活や社会生活を経験した人々

が､それらを通じて得たものを積極的に地域社会に還元してほしい｡そのことは､地域社会の

活動をより豊かなものとしていく上で､大変に貴重なものと考えられるのである｡

② 地域社会における教育の具体的な充実方策

学校週五日制の実施を契磯に､各地で地域社会における子供たちの活動を推進するための

様々な取組が進められているが､今後、更にその充実を図るため､活動の場の充実､機会の充

実や指導者の養成などについて、幾つか具体的な方策を提言したい｡これらの諸方策が､各

地でそれぞれの地域の特色を生かして活発に実施されることを期待するものである｡

（ａ）活動の場の充実

（遊び場の確保）

成長過程にある子供たちにとって｢遊び｣は､自主性や社会性の涵養､他人への思いやりの
かん

心の育成などに資するものであり､調和のとれた人間形成を図る上で極めて重要な役割を担

っている｡都市部だけでなく､豊かな自然環境が残されている農村部においても､テレビを見

たり､テレビゲームをするなど室内で遊ぶことが多くなっている今日､子供たちの｢遊び｣の

持つ教育的意義を改めて再確認し､自然や空地を利用したわんぱく広場や冒険広場､公共施

設や民間施設において遊び場やたまり場などをできるだけ多く用意し､子供たちが仲間と自

由に楽しく遊ぶことができるような環境を整えることを強く望むものである｡また､その際

には､遊び場マップやたまり場マップを作成､配布することなどにより､子供たちが手軽にそ

うした場を利用できる環境を整えていくことが必要であることも併せて指摘しておきたい｡

なお､家庭においても､遊びの持つ積極的な意義を再認識することを望んでおきたい｡

（学校施設の活用）

現在､休業土曜日には､青少年教育施設や公民館などを使って､子供たちの文化･スポーツ

活動がイべント的に行われている｡しかし､子供たちが､遊びやスポーツ､音楽､美術､工作､あ

るいは科学の実験､読書､英会話､コンピュータなど､本人の希望に応じた様々な活動を豊富

に体験することができるようにするためには､子供たちにとって最も身近で、かつ､使いや

すく造られている学校施設をもっと活用していく必要がある｡いわゆる学校開放は､かなり

進んできているものの､その多くは運動場や体育館の開放であり､開放時間や開放日数も限

られている｡今後は､学校図書館や特別教室も含め､学校の施設を一層開放し､様々な活動を

行っていく必要がある｡その際､親や地域の人々のボランティア参加による活動などは､子供
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たちの活動を豊かにするためにも大いに推奨したい｡

なお､学校開放について､土曜日や日曜日などについても実態として学校長に施設管理の

責任がある場合もあり､このため､これが進まないとの指摘もある｡今後は､本来は学校開放

時の管理責任が教育委員会にあることを踏まえ､例えば､教育委員会は､管理責任を教育委員

会に移すなどして､管理運営体制の整備と責任の明確化を図ると共に､開放される学校施設

が有効に活用されるよう指導員を委嘱するなどの工夫により､学校開放の一層の充実に努め

てほしい。

（社会教育･文化施設の整備充実と新たな事業展開）

公民館､図書館、博物館､青少年教育施設､美術館など､様々な社会教育･文化施設の整備が

各地で進められてきている｡もちろん､いまだ十分であるとは言えず､今後も更に積極的に整

備に取り組む必要があるが､その際､特に利用者の視点に立った整備･充実の重要性を指摘し

ておきたい｡これらの施設が､子供たちのそれぞれの興味や関心に応じた主体的な学習の場

として､子供たちにとって気軽るに利用できるということが大切である｡このことは､これら

の施設の運営などについても同様で､子供たちのニーズを踏まえ､子供たちが行くことを楽

しみにするような施設運営や参加型･体験型の事業を行っていくことが重要である｡

そのために､例えば､公民館や生涯学習センター､青少年教育施設などにおいては､今後､工

作教室や昔遊び教室､史跡めぐりなどの子供･親子向けの事業や講座を充実したり､各種学習

サークル活動などを活発に行うことが望まれる｡

また､読者は人格形成に大きな役割を果たすものであり､図書館においては､読書活動の一

層の促進を図るため､蔵書の充実のほか､子供への読書案内や読書相談､子供のための読書会

などの事業の充実などにもっと努めていく必要がある｡

博物館､動物園､植物園､水族館などにおいては､動植物の観察や天体観測､化石の収集など

それぞれの地域性や専門性を生かした体験型の講座や教室の充実､美術館や文化会館などに

おいては､芸術の鑑賞､コンサート､絵画･彫刻･演劇などの実技講座などの子供･親子向けの

事業の充実などが必要と考える｡

また､科学や技術に対する子供たちの知的好奇心を高めるため､大学や研究所､企業などの

協力を得て科学教室を実施したり､科学博物館なども､子供たちが五感を通じて体験するこ

とができるような学習の場として整備していく必要がある｡

（新たなスポーツ環境の創造）

子供たちが地域のスポーツ活動に親しみ､スポーツ活動を通じ､｢体｣の面だけでなく､社会

的な規範を守る精神や思いやりの心などを育むことは､子供たちが知・徳・体のバランスの

とれた成長をしていく上で､極めて有効である｡そのためには､子供たちが主体的､継続的に

スポーツなどの多様な活動を楽しめるように､スポーツ活動を行う場である地域のスポーツ

施設の整備充実を図ると共に､その運営･利用のネットワーク化を進めていく必要がある｡

また､これらの施設には､今後､単にスポーツをする場の提供だけではなく､優れた指導者

による､少年スポーツ教室､親子スポーツ教室などの多様で魅力あるプログラムの積極的な

提供が望まれる｡
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このことは､スポーツを通じて､異世代間のコミュニケーションを活発にするという意味

でも､極めて意義があると考えられる｡

更に､今後は､子供たちが異年齢の人々と交流し､適切なリーダーから指導を受けられるよ

うなスポーツ活動の拠点や､これを支える広域的なスポーツセンターなどを広く普及させ､

新たなスポーツ環境を創造していくことが必要と考える｡

（ｂ）活動の磯会の充実

（地域ぐるみの活動の推進）

これまでにも指摘したように､都市化･過疎化の進行や地域社会の連帯感の希薄化などか

ら､地縁的な地域社会の教育力の低下が指摘される中で､今日､地域社会の教育力の再生を促

すことが極めて重要なことになっている｡

このため､地域の大人たちが率先して挨拶運動､環境浄化活動､交通安全活動､防災活動な

どの地域ぐるみの啓発活動に取り組むことを大いに推奨したい｡また､これらの活動を振興

していく上でも､地域社会のアイデンティティーを確立していくことが重要であり､各地域

に残る年中行事や祭り､伝統芸能の継承･復活などを図っていくことは大変に意義のあるこ

とと考える｡行政も､こうした活動への支援を積極的に行っていってほしい｡地域を挙げての

こうした取組は､今日深刻化しているいじめの問題の解決にも資するものと考えられる｡

（ボランティア活動の推進）

近年､我が国でもボランティア活動への関心が急速な高まりを見せている｡参加者は増加

し､活動分野も､福祉の領域のみならず､街づくり､国際協力､環境保護など幅広い分野にわた

っている｡ボランティア活動への参加は､それぞれの自発性に基づくものであるだけに､こう

した活動に参加することによって､高齢者をいたわる気持ちを培い､自分たちの街づくりを

通して身近な社会に関わることの大切さを学ぶことなどの教育的意義は極めて大きい｡さき

の阪神･淡路大震災では多数の若者が救援活動に参加し､被害を受けた人々をいたわること

や街を復興するということの重要性を強く実感したが､この体験は､極めて重要なものと言

わなければならない｡

このようなボランティア活動の持つ意義を考えると､他者の存在を意識し､コミュニティ

ーの一員であることを自覚し､お互いが支え合う社会の仕組みを考える中で自己を形成し､

実際の活動を通じて自己実現を図っていくなど､青少年期におけるボランティア体験の教育

的意義は特に大きい｡子供たちの､社会性の不足が指摘される今日､体験的な学習としてのボ

ランティア活動に青少年が気軽に参加できる機会を提供することは急務であると考える｡

子供たちが､学校や地域社会でのそれぞれの役割に即した活動を通して､ボランティア活

動を経験し､将来､ボランティア活動を自然に行っていく契機としていってほしい｡そして､

「ボランティア活動は特別なことでなく､自分自身にとって身近なこと､必要なこと､大切な

こと､誰にでも日常的にできることである｣という認識が社会全体に広がることが望まれる｡

このため､行政においては､ボランティア活動を実際に体験したり､活動の理念や必要な知

識･技術などについて学習する機会を様々な形で提供することが必要である｡様々な民間団

体などが､ボランティア活動の機会を積極的に提供ずることも期待したい｡学校も､その実態

に応じてボランティア活動に取り組むことを望みたい｡その一つとして､例えば､ＰＴＡや地
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域の様々な民間団体と手を結んで､子供たちのためにボランティア活動の機会を作っていく

ような試みもあってよいと考える｡また､ボランティア活動全般が広く展開される環境を作

るため､ボランティア活動を求める側のニーズとボランティアの活動意欲を効果的に結びつ

けることができるよう､情報提供やコーディネーターの養成などボランティア活動に取り組

みやすく､かつ､続けていきやすい条件整備を図っていくことが急がれる｡

（交流活動の推進）

今日の子供たちは､物質的な豊かさや便利さなど､恵まれた環境で育っている反面､様々な

人々との交流が不足し､そのことが､子供たちの人間関係を希薄化させていると言われてい

る｡

このような現状を改善するため､社会教育･文化･スポーツ施設や青少年団体などが中心と

なって､都市部と過疎地域､農村と漁村など異なる地域間の交流、乳幼児や老人など異なる

世代間の交流､障害者との交流､国際交流など､様々な人々との多様な交流を積極的に推進す

る必要がある｡

また､希薄化している今日の子供たちの人間関係の改善や自活力の向上を図るため､一定

期間地域の身近な施設から学校に通学する｢合宿通学｣などの実施も考えられてよいであろ

う｡

（自然体験活動の推進）

子供たちに､自然の中における様々な生活体験や自然体験などの機会が不足している現状

を考えると､農作業体験､野外活動や環境保護活動など､子供たちに豊かな自然に触れさせ､

自然に対する理解や愛情を育てるような子供・親子向けの事業を充実させることは、今日

極めて重要なことである｡

活動の場としては､もちろん､身近な日常生活圏での自然体験や生活体験も重要であるが､

日常生活圏を離れての活動も子供たちに是非体験させたいものである｡特に､多感な子供時

代に豊かな自然の中で長期間過ごす体験は極めて有意義と考えられる｡そこで､長期休業期

間中等に､少年自然の家などの青少年教育施設やホームスティを活用して､子供たちにそう

した機会を与えることを提唱したい｡

また､キャンプ､オリエンテーリング､サイクリング､ホステリングなどの自然に触れ親し

むアウトドアスポーツの機会も､子供たちの体験活動として提供したい｡

行政は､こうした体験活動を奨励する施策に積極的に取り組んでほしい｡

（ｅ）青少年団体などの活動の振興

子供たちが､自らの興味・関心などに基づき､自主的･主体的に様々な活動を行うことは極

めて意義のあることである｡このような子供たちの活動を支え､促していくのが青少年団体

スポーツ団体である｡

青少年団体の活動は､子供たちに､各種の集団活動を通じて、社会性、協調性や積極性な

どを養おうとするものであり､スポーツ団体の活動は､スポーツを通じて心身ともに健やか

な青少年の育成に大きく寄与している｡一人ひとりの子供たちに〔生きる力〕をしっかりと



- 39 -

15中教審

育んでいこうとするとき､これらの団体の活動の役割はますます重要性を増している｡行政

は､これらの団体の魅力ある活動の情報提供や啓発活動を通じて､できるだけ多くの子供た

ちの参加を促進するほか､指導者の育成､有意義な活動に対する各種の支援など､青少年団体

やスポーツ団体の活動の一層の振興に努めていく必要がある｡

（ｄ）指導者の養成と確保

子供たちの地域社会における活動を充実するためには､地域社会や施設で子供たちの指導

に当たったり､地域社会の人との自主的な取組を支援する者が養成･確保されなければなら

ない｡子供たちの地域社会における活動が､子供たち自身が自主的･自発的に参加するもので

あることを考えると､その指導者は､専門的な知識や指導技術に加え、青少年に慕われ､親し

めるような優れた人間性を備えることが求められる｡現在､地域社会における活動の推進に

携わる者としては､都道府県や市町村の社会教育主事や社会教育指導員､体育指導委員､施設

の専門的職員（青少年教育施設の専門職員､公民館の主事､図書館の司書､博物館の学芸員､

文化会館のアートマネージメント担当職員など）､青少年団体やスポーツ団体の指導者･育

成者などがいる｡

しかし､これらの指導者については､その数においても､また研修や学習の機会についても

極めて少ないのが実態である｡例えば､地域社会における活動を含む社会教育全体の 要 とな
かなめ

る社会教育主事についてみても､いまだに社会教育主事が設置されていない市町村があるな

ど､地域社会における教育を支える基盤は必ずしも十分なものとは言えない｡

今後､子供たちの地域社会における活動を充実させるため､これらの指導者に優れた人材

を確保すると共に､その資質の向上を図るための施策を一層充実させることが必要である｡

（ｅ）情報提供の充実

子供たちが様々な活動に参加しようとしても､あるいは施設などを利用して学習しようと

しても､そうした学習情報がなければ子供たちは参加できない｡子供たちに様々な活動に参

加することを促す上で､どのような活動が､いつ､どこで行われているかなどの具体的な情報

を的確かつ効果的に提供する仕組みを整備することが必要である｡

このため､市町村教育委員会が中心となって地域社会における活動に関する各種の情報を

データべース化すると共に､学校や関係機関などとの情報通信ネットワークを形成して､子

供たちに情報を十分に提供する体制を整備することが急がれる｡

その際は､社会教育･文化･スポーツ施設や関係機関､民間団体､地域のグループなどが実施

する個々の活動の場所や内容､プログラムなどに関する情報だけでなく､指導者やボランテ

ィアなど､地域社会における活動を支援する人材に関する情報も積極的に提供することが重

要である｡

また､市町村教育委員会やＰＴＡが地域社会における活動に関する情報資料を作成し､随

時子供や家庭に配布するほか､地域社会における活動に関する相談コーナー､情報コーナー

の開設などによる情報の提供や相談の実施も効果的と考える｡

（ｆ）｢第四の領域｣の育成

地域社会における教育力の低下が指摘される中にあって､従来の地縁的な活動から目的指
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向的な活動へと人々が参加意欲を移しつつある傾向がうかがえる｡このような状況を踏ま

え､これからの地域社会における教育は､同じ目的や興味･関心に応じて､大人たちを結びつ

け､そうした活動の中で子供たちを育てていくという､従来の学校･家庭･地縁的な地域社会

とは違う｢第四の領域｣とも言うへきものを育成していくことを提唱したい｡

例えば､青少年団体では､地縁的なものよりも､最近ではむしろ､スポーツやキャンプン､ボ

ランティアといった目的指向的なものの方が人気が高いと言われているが､これなどは､こ

こでいう｢第四の領域｣の一つの例と言えよう｡また､日常生活圏を離れて､豊かな自然の中

で､青年の家､少年自然の家などの青少年教育施設を活用した活動や､民間教育事業者などが

提供する体験学習のプログラムを利用した活動も､｢第四の領域｣の例と考えられ､今後ニー

ズが高まっていくものと考えられる｡

行政としては､こうした状況を踏まえつつ､目的指向的な様々な団体・サークルの育成や､

日常生活圏を離れた広域的な活動の場や機会の充実､効果的な情報提供活動､民間教育事業

者との連携などを通じて､｢第四の領域｣の育成に積極的に取り組んでいってほしい。

③ 地域社会における教育を充実させるための体制の整備

（ａ）市町村教育委員会の役割の重要性

子供にとって､地域祉会の活動としては､日常の生活圏での活動が最も重要である｡その意

味で､子供の地域社会における活動を充実するためには､地域におけろ教育行政に関して直

接の責任を負い､子供に最も身近な位置にある市町村教育委員会の役割がますます重要なも

のとなってくると言わなければならない｡

現在も､市町村教育委員会は､地域社会における活動を充実させるため､活動の揚や機会の

提供をはじめとして､青少年団体の支援､指導者の養成や情報提供など様々な施策に取り組

んでいるが､人々が､従来の地縁的な活動から目的指向的な活動へと参加意欲を移しつつあ

る傾向を考えると､今後は､市町村長部局とも連携しつつ､情報通信ネツトワークを活用した

情報提供､指導者の人材バンクの形成や派遣､様々な団体とのネットワークの形成など､地域

社会での活動に関する幅広い連絡･調整･企画機能を一層充実していくことが必要と考える｡

（ｂ）地域教育連絡協議会や地域教育活性化セン夕ーの設置

地域社会における教育の充実を地域ぐるみで行うための一つの方策として､地域の人々の

意向を反映しつつ､地域社会における学校外の様々な活動の充実について連絡･協議を行い､

ネットワークづくりを進めるため､市町村教育委員会などが核となり､ＰＴＡ､青少年団体､

地元企業､地域の様々な機関･団体や学校などの参加を得て､地域教育連絡協議会を設けるこ

とを提唱したい｡

この地域教育連絡協議会の設置は､地域社会における教育の充実について関係者の参加意

識を高め､保護者や地域の人々が､行政や他人任せではなく､自分たち自身の問題としてこれ

に取り組んでいく大きな契機になるものと考える｡

なお､市町村によっては､既に､子供たちの健全育成や地域社会における活動の充実をねら

いとする各種の協議会が設けられ､成果をあげているところも多い｡こうした既存の協議会

を､地域の実態に応じ､地域教育達絡協議会として活用することも考えられる｡

また､関係者間の連絡･協議を行うだけでなく､自ら地域社会における活動に関する事業を
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行ったり､各種の情報提供や相談活動､指導者やボランティアの登録､紹介などを行うため､

地域の実態に応じ､行政組織の一部又は公益法人などとして､地域教育活性化センターを設

置することも考えられる｡

（ｃ）国･都道府県の支援､民間教育事業者の取組

以上､様々な施策について述べてきたが､これらの施策は､国､都道府県､市町村の連携･協

力の下に､体系的に進められなげればならない｡

地域社会における教育は､各地域の実態を踏まえ､それぞれの地域の特色を生かして展開

されることが極めて重要である｡市町村が施策を立案するに当たっては､地域の人々のニー

ズを十分反映したものであることが望まれるし､国･都道府県の市町村に対する支援は､でき

る限り地域のニーズを踏まえた柔軟なものであることが必要てある｡

また､従来､これらの施策を進めるに当たっては､民間教育事業者の取組を十分視野に入れ

てこなかったきらいがある｡今後は､民間教育事業者による､子供たちを対象とした､文化・

スポーツ活動や自然体験などの体験活動などの取組も期待し､これらとの適切な連携を図っ

ていくことが必要である｡

これらの施策や地域社会における様々な取組があいまって､子供たちの地域社会での多様

な活動の場と機会が豊かになっていくことを期待したい｡

第４章 学校･家庭･地戦社会の連携

第１部（３ （ａ）で述べたとおり､子供たちの教育は､単に学校だけてなく､学校･家庭･）

地域社会が､それぞれ適切な役割分担を果たしつつ､相互に連携して行われることが重要で

ある｡

このような観点から､学校･家庭･地域社会の連携に関し､特に配慮しなければならない点

について､幾つかの提言を行うこととしたい｡

（開かれた学校）

学校が社会に対して閉鎖的であるという指摘はしばしば耳にするところである｡学校や地

域によって事情は異なり､この指摘の当否を一律に断定すべきではないが､子供の育成は学

校･家庭･地域社会との連携･協力なしにはなしえないとすれば､これからの学校が､社会に対

して｢開かれた学校｣となり､家庭や地域社会に対して積極的に働きかけを行い､家庭や地域

社会と共に子供たちを育てていくという視点に立った学校運営を心がけるこどは極めて重

要なことと言わなければならない｡

そこで､まず､学校は､自らをできるだけ開かれたものとし､かつ地域コミュニティーにお

けるその役割を適切に果たすため､保護者や地域の人々に､自らの考えや教育活動の現状に

ついて率直に語ると共に､保護者や地域の人々､関係機関の意見を十分に聞くなどの努力を

払う必要があると考える｡特に､いじめ･登校拒否の問題などでの学校の対応ぶりを見ている

と､学校内での出来事や学校としての取組などをできるだけ外部に漏らすまいとする傾向が

強いように感じられることがある｡学校は､家庭や地域社会との連携･協力に積極的であって

ほしい｡

また､学校がその教育活動を展開するに当たっては､もっと地域の教育力を生かしたり､家
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庭や地域社会の支援を受けることに積極的であってほしいと考える｡例えば､地域の人々を

非常勤講師として採用したり､あるいは､地域の人々や保護者に学校ボランティアとして協

力してもらうなどの努力を一層すべきである｡

更に､学校は､地域社会の子供や大人に対する学校施設の開放や学習機会の提供などを積

極的に行い､地域社会の拠点としての様々な活動に取り組む必要がある｡

そのために､これからの学校施設については､学校教育施設としての機能を十分確保する

ことはもちろん､家庭や地域社会と共に子供たちを育てる場､地域の人々の学習･交流の場､

地域コミュニティーの拠点として､それにふさわしい整備を推進していく必要がある｡例え

ば､校庭や屋内運動場だけでなく､特別教室などについても地域の人々や保護者への開放を

前提とした整備を進めるべきであり､地域の人々や保護者の利用しやすいスぺースにも配慮

していくべきである｡

また､第３章（２）②（ａ）で述べた点に留意しつつ､学校開放に更に取り組むほか､余裕

教室について､学校と家庭･地域との連携や､地域の学習・交流のためのスぺースなどとして

活用を図ることも積極的に考えていくべきである｡更に､学校と社会教育施設などとの複合

化や隣接設置などについても､教育的配慮をしつつ､学校や地域の実態に応じて検討してい

くべきである｡

このような取組を通じて､学校が家庭や地域社会にとって垣根の低い､開かれたものとな

ることは､学校の教育活動をより多彩で活発なものにすると共に､家庭や地域の人々の学校

に対する理解をより深めることに大いに資するものと考える｡

（学校のスリム化）

学校・家庭・地域社会の連携と適切な役割分担を進めていく中で､学校がその本来の役割

をより有効に果たすと共に、学校･家庭･地域社会における教育のバランスをよりよくして

いくということは極めて大切なことであり、こうした観点から､学校が今行っている教育活

動についても常に見直しを行い､改めるべき点は改めていく必要がある｡こうした見直しを

行うに当たっては､我が国の子供たちの生活において､時間的にも心理的にも学校の占める

比重が家庭や地域社会に比して高く､そのことが子供たちに学校外での生活体験や自然体験

の機会を少なくしているとも考えられる現状を踏まえることが必要である｡

このような考えの下に､二点指摘しておきたい｡その一つは､現在､家庭や地域によりその

実態は異なるものの､日常の生活における躾､学校外での巡回補導指導など､本来家庭や地域

社会で担うべきであり､むしろ家庭や地域社会で担った方がよりよい効果が得られるものを

学校が担っている現状があるということである｡これらについては､家庭や地域社会での条

件整備の状況も勘案しつつ､家庭や地域社会が積極的に役割を担っていくことを促していく

ことが必要であると考える｡

二つ目として､部活動の問題がある｡部活動は､教育活動の一環として､学級や学年を離れ

て子供たちが自発的・自主的に活動を組織し展開されるものであり､子供の体と心の発達や

仲間づくり､教科を離れた教員との触れ合いの場として意義を有しているものである｡しか

しながら､学校が全ての子供に対して部活動への参加を義務づけ画一的に活動を強制した

り､それぞれの部において､勝利至上主義的な考え方から休日もほとんどなく長時間にわた

る活動を子供たちに強制するような一部の在り方は改善を図っていく必要がある。また､地
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域社会における条件整備を進めつつ､指導に際して地域の人々の協力を得るなど地域の教育

力の活用を図ったり､地域において活発な文化･スポーツ活動が行われており学校に指導者

がいない場合など､地域社会にゆだねることが適切かつ可能なものはゆだねていくことも必

要であると考える｡

このほか､教育内容の厳選の問題については､すでに第１章（１）のにおいて述べたとこ

ろであるが､学校は､それぞれの学校の教育課程について絶えず見直しを行い､改めるべき点

は改め､指導内容の精選を不断に進めていく必要がある｡現在､学校が行っている様々な行事

や会議についても､学校がその本来の役割をより有効に果たすために､その教育的意義を問

い直し､絶えずその実施方法の工夫を含め､精選を図っていくべきであると考える｡また､行

政機関や地域の関係団体は､学校に様々な依頼をするときは､その必要性を十分吟味し､学校

にとって過重な負担にならないよう配慮する必要がある｡

（学校外活動の評価）

子供たちの学校外活動を活性化する観点から､子供たちが､社会教育団体や青少年団体に

おける活動､ボランティア活動・文化・スポーツ活動などに積極的に取り組んだ場合､これ

らを学校においても奨励する意味で評価する方法などが検討されてよいと考える｡しかし､

学校外の活動は､言うまでもなく､子供たちの自主性・自発性に基づいて行われるものであ

り､子供たちのそうした積極的な意欲や態度を励ますという視点を忘れてはならない｡

（ＰＴＡ活動の活性化への期待）

ＰＴＡは､学校と家庭が相互の教育について理解を深めあい､その充実に努めると共に､地

域における教育環境の改善･充実などを図るために保護者と教員の協力の下に組織され､子

供たちの健やかな成長を願いつつ､これまで地域の実態に応じ､様々な活動を展開してきた｡

家庭・地域社会それぞれについて､子供たちを取り巻く環境が著しく変化し､家庭や地域

社会の教育力の低下が指摘されている今日､学校と家庭､更には､地域社会を結ぶ架け橋とし

てのＰＴＡ活動への期待は､ますます高いものとなってきている｡しかし､率直に言って､現

在のＰＴＡの活動は､従来から父親の参加を得ることが難しかったことに加えて､女性の社

会進出の進展などを背景として､ＰＴＡによっては､活動の展開や充実が困難になっている

のが現状と言わなければならない｡

ＰＴＡ活動の重要性と今日の現状を踏まえ､ＰＴＡに対しては､その会合を夜間や休日に

OB OG開催するなど､保護者などが一層参加しやすい環境づくりに努めると共に､学校の 、

や地域の有志などの参加や協力も得ながら､家庭と学校とが連携協力して行う活動､家庭教

育に関する学習活動､地域の教育環境の改善のための取組なとを含め､その活動の充実を図

っていくことを期待したい｡

また､教員においては、従来に増してＰＴＡ活動についての理解を深め､積極的にその活

動に参加することが望まれる｡ あわせて､行政に対しては､ＰＴＡの今後の活動の充実のた

め､積極的な支援を進めていくことを求めたい｡

（教育委員会の活性化）

これまで述べてきたとおり､これからの教育では､学校･家庭･地域社会全体を通して行わ
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れるとの視点が重要である｡従来､学校教育中心の行政になりがちであった教育委員会につ

いても､学校のみならず､家庭や地域社会における教育に関する条件の整備･充実や､これら

相互の連携を推進することが大きな役割となっていくものと考えられる｡

また､生涯学習社会への移行が求められている現在､学校以外の学習機会の提供や場の整

備など､広く社会教育､文化､スポーツなどの振興のために教育委員会の果たす役割は今後ま

すます増大していくてあろう｡そして､このような分野の充実は､家庭や地域社会における教

育力を充実させ､学校も含め､地域全体で子供の教育を担うという観点からも重要であると

考える｡また､このような分野については､教育委員会のみならず､首長部局においても関連

する施策を行う場合が増えており､両者の協力が不可欠となってきている｡

このような状況を踏まえ､教育委員会の一層の充実を図る必要があると考えられるが､そ

のためには､例えば､教育委員会において中核的役割を果たす教育長に､教育に関する造詣が
けい

深く、また、行政的な識見も有する､より適切な人材を継続的に確保するための方策や､必

ずしも十分な体制整備ができていない小規模市町村教育委員会の事務処理体制の充実方策､

教育委員会と首長部局との一層の連携を推進するための方策などについて検討することが

必要と考える｡

（マスメディアや企業への期待）

子供たちが健やかに成長していく上で､学校･家庭･地域社会の役割はもとより重要である

が､子供たちは社会全体で育てていくものであり､社会を構成するマスメディアや企業が子

供の育成に積極的に協力していくことを期待したい｡

マスメディアについては､子供たちの生活に占める比重の大きさから言って､その人間形

成に与えている影響は計り知れない｡マスメディアにおいては､そのような現状を認識し､子

供たちに豊かな人間性を育成するという方向に沿っての取組を大いに期待するところであ

り､いやしくも不適切な影響を与えないような配慮を要望しておきたい｡

企業に対しては､特に､労働時間の短縮､フレックスタイム制の確立､育児休暇や年次休暇

の取得促進､授業参観休暇制度の創設など､社員が家庭教育や地域活動に一層参画しやすい

環境づくりに努めることを要望しておきたい｡また､子供たちを対象とした職場参観や技術

体験会などの体験学習教室を開催したり､学校に協力して特別非常勤講師などとして人材を

派遣するなど､経営資源を生かした貢献も期待したい｡

第５章 完全学校五日制の実施について

（１）今後における教育の在り方と学校週五日制の目指すもの

我々は､以上のような第１部及び第２部各章での検討を踏まえて､学校週五日制の今後の

在り方について検討した｡

学校週五日制については､平成４年９月に月１回の学校週五日制が導入され､平成７年４

月に月２回の学校週五日制が実施に移されるという形で段階的に進められ､これまでおおむ

ね順調に実施されてきた｡これらの実施の経過を通じ､学校での取組や子供の学校外活動の

場や機会などの条件整備の進展と共に､これまでのところ全体として学校週五日制に対する

保護者や国民の理解は深められてきたと考えている｡

今後の教育の在り方について､我々は､これまで述べてきたとおり､子供たちや社会全体に
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〔ゆとり〕を確保する中で､学校･家庭･地域社会が相互に連撹しつつ､子供たちに〔生きる

力〕を育むということを基本にして展開されていくべきだと考える｡

〔生きる力〕は､単に学校だけで育成されるものでなく､学校・家庭・地域社会における

バランスのとれた教育を通して育まれる｡特に､家庭や地域社会における豊富な生活体験､社

会体験や自然体験は重要である｡そうした点を踏まえて､今日の子供たちの生活の在り方を

省みると､子供たちは全体として〔ゆとり〕のない忙しい生活を送つており､様々な体験活

動の機会も不足し､主体的に活動したり､自分を見つめ､思索するといった時間も少なくなっ

ているというのが現状である｡こうした現状を改善する意味で､家庭や地域社会での生活時

間の比重を増やし､子供たちが主体的に使える自分の時間を増やして〔ゆとり〕を確保する

ことは､今日､子供たちにとって極めて重要なことと考える｡

これらを言い換えれば､子供にとっての学校･家庭･地域社会のバランスを改善してよりよ

いものとする必要があるということである｡

そこで､学校週五日制の今後の在り方を考えてみると､学校週五日制は､こうした子供た

ちの生活の在り方や学習の環境を変え､これまで縷々述べてきたような今後の教育のあるべ
るる

き姿を実現する有効な方途であり､その目指すものは､今後の教育の在り方と軌を一にして

いると考えられる｡このような考えの下に我々は､完全学校週五日制の実施は､教育改革の一

環であり､今後の望ましい教育を実現していくきっかけとなるものとして積極的にとらえる

観点から､後述する様々な条件整備を図りながら､２１世紀初頭を目途にその実施を目指す

べきであると考える｡

もちろん､完全学校週五日制の実施は､社会の隅々まで定着している学校教育の枠組みを

変更するものであり､その実施に当たっては、その意義などについて､家庭や地域の人々の

十分な理解を得なければならない｡

また､第１章（１）で述べた方向に沿って､教育内容を厳選するなど学習指導要領を改訂

する際には､完全学校週五日制の円滑な実施に資するよう､全体として授業時間数の縮減を

図ることも必要と考える｡

なお､教育内容を厳選し､全体として授業時間数の縮減を図った場合､学力水準が低下する

のではないかといった懸念がある｡確かに､学力を単に知識の量という点でとらえるとすれ

ば学力水準は落ちるという懸念はあるかも知れない｡しかし､我々は､学力の評価は､単なる

知識の量の多少のみで行うべきでなく､これまで述べてきたような変化の激しい社会を〔生

きる力 を身に付けているかどうかによってとらえるべぎであると考える｡そして 我々は､〕 、

こうした力は完全学校週五日制の下で、学校での取組はもとより､家庭や地域社会における

取組とあいまって､十分に養うことができると考える｡

以上のほか､完全学校週五日制のねらいを実現するためには､その実施に当たって特に､以

下のような点に留意する必要があると考えている｡

（２）完全学校週五日制の実施に当たって特に留意すべき事項

① 学校外活動の充実と家庭や地戦社会の教育力の充実

学校週五日制の趣旨は､第２章や第３章で述べた家庭や地域社会の教育力の充実とあいま

ってはじめてその趣旨が生かされるものであり､これらの章で述べた施策の実行を強く期待

する｡特に､完全学校週五日制の実施に当たっては､市町村教育委員会が中心となって､地域
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教育連絡協議会や地域教育活性化センターを設置することなどにより､地域における様々な

団体などと連携し､土曜日や日曜日における活動の場や機会の提供､情報提供など多様な学

校外活動のプログラムを提供する体制を整えていく必要がある｡その際､国や都道府県は､全

国的あるいは広域的な見地からの取組を進めることはもとより､市町村に対し､積極的な支

援を行わなければならない｡こうした環境整備は､既に平成４年９月から月１回の学校週五

日制が実施されて以来､着実に進められてきているところであるが､今後､一層取組を強化す

べきである｡

特に､幼稚園や小学校低学年で土曜日に保護者が家庭にいない子供や障害のある子供など

に対して､遊びや文化･スポーツ活動などの学校外活動の場や機会､指導者の確保などによ

り､これらの子供たちが安心して過ごせるよう､特段の配慮が必要である｡

これらの施策を体系的に推進し､かつ､実効あるものとするため､今後､完全学校週五日制

の実施に向け､文部省を中心に､関係省庁とも連携し､子供に対して多様な学校外活動を提供

する体制整備についての指針（家庭や地域社会の教育力の充実策､保護者が家庭にいない子

供や障害のある子供などへの配慮を含む｡）を作成し､それらを参考としつつ､市町村教育委

員会が関係部局や都道府県教育委員会とも連携し､実施プランを作成し､実行していく必要

がある｡

② 過度の受験競争の緩和と子供の〔ゆとり〕の確保

学校週五日制のねらいである､子供たちに〔ゆとり〕を確保し､〔生きる力〕を育んでい

く上で妨げの一つとなるものとして､過度の受験競争の問題がある｡

これについては､第１部（４）で述べた取組を進めると共に､更に､本審議会としても検討

を行い､必要な提言を行うこととしている｡

また､月２回の学校週五日制を導入した段階では､休業土曜日について､通塾率について大

きな変化はないものの､完全学校週五日制を導入する際には､塾通いが増加するのではない

かとの懸念がある｡学校週五日制は､子供たちの家庭や地域社会での生活時間を増し､子供に

〔ゆとり〕を確保し､家庭や地域社会での豊富な生活体験･社会体験･自然体験の機会を与え

ようとするものであるが､過度の塾通いはその機会を失わせることとなるのである｡子供を

塾に通わせるかどうかは､もとより､それぞれの家庭が決めることである｡その意味で我々

は､完全学校週五日制の実施に当たっては､一人ひとりの親が､その趣旨を理解し､自らの子

供にとって真に必要な教育とは何かを真剣に考えることを､あえて強く望んでおきたい｡

塾関係者に対しては､完全学校週五日制の実施に当たって､その趣旨を十分に理解して､節

度ある行動をとるよう強く望んでおきたい。

また、部活動について､休業土曜日などを使って行き過ぎた活動が行われる懸念も指摘さ

れている｡学校週五日制の趣旨を踏まえ子供たちの〔ゆとり〕が確保できるよう適切な指導

を望みたい｡

③ 完全学校週五日制の実施方法

上述した学校週五日制の趣旨は､国公私立の各学校種を通じて異なるものでなく､全国的

に統一して実施することが望ましい｡

また､これまで段階的に学校週五日制が実施されてきた中で､多くの私立学校で導入が進
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められているものの､いまだに導入の検討すら行われていない学校もある｡特に､完全学校週

五日制の導入に当たって､学習指導要領を改訂することを踏まえると､国公立学校と歩調を

合わせた導入を各私立学校に対し､強く望んでおきたい｡

第３部 国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方

第１章 社会の変化に対応する教育の在り方

これからの教育の在り方については､既に第１部（３）で述べたように､我々は､これから

の社会の変化は､これまで我々が経験したことのない速さで､かつ大きなものとなるとの認

識に立って､豊かな人間性など｢時代を超えて変わらない価値のあるもの｣（不易）を大切に

しつつ､｢時代の変化と共に変えていく必要があるもの｣（流行）に的確かつ迅速に対応して

いくという理念の下に教育を進めていくことが重要であると考える。

国際化､情報化､科学技術の発展､環境の問題などのそれぞれに対する教育の在り方につい

ては､第２章以下で述べることとするが､これからの社会の変化に対応する教育の在り方の

基本は､第１部で述べた､〔生きる力〕の育成を目指して教育を進めていくことが重要であ

るということである｡

すなわち､既に述べたように､これからの社会は､変化の激しい､先行き不透明な､厳しい時

代であること､そのような社会において､子供たちに必要となるのは､いかに社会が変化しよ

うと､自分で課題を見つけ､自ら学び､自ら考え､主体的に判断し､行動し､よりよく問題を解

決する資質や能力であり､また、自らを律しつつ､他人と共に協調し､他人を思いやる心や感

動する心など豊かな人間性であり､そして､また､たくましく生きていくための健康や体力で

ある､と考えるのである｡

社会の変化に対応する教育の在り方として､我々が次に指摘しておきたいことは､国際化

や情報化などの社会の変化に対応し、これらの新たな社会的要請に対応する教育を行って

いくことは重要なことではあるが､初等中等教育段階は､これらの変化に主体的に対応でき

る資質や能力の基礎を､子供たちの発達段階を十分に考慮に入れて育成する必要があるとい

うことである｡

そのためには､教育内容を厳選し､〔ゆとり〕のある教育課程を編成すると共に､指導方法

の改善に努め､学校教育の在り方を､これまでの知識を教え込むことに偏りがちであった教

育から､子供たち一人ひとりの個性を尊重しつつ､上述の〔生きる力〕を育むことを重視し

た教育へと､その基調を転換させていくことが必要である｡

第２部第１章 １ ②でも指摘したように､学校教育に新しいものを取り入れる場合には､（ ）

子供たちの発達段階を十分に踏まえ､基礎・基本に絞り込むと共に､社会の変化によって必

要性が相対的に低下したものは､思い切って厳選する必要がある｡学校教育は限られた時間

の中で展開されるものであることを忘れてはならない｡

また､指導の方法についても､子供たちの､感動を覚え､疑問を感じ､推論するなどの過程を

大切にしていく必要がある｡どの教科についても､ただ沢山のことを覚え込むことや､与えら

れた問題をできるだけ多く解くことに終始する学習では､学ぶことの面白さは分からない

し､子供たちに、学習への興味や関心はわいてこない｡子供たちが試行錯誤を繰り返し､何度

も失敗を重ねた末に､初めて味わうことのできる｢発見する喜び｣や｢創る喜び｣などを体験さ
つく

せることが大切なのである｡
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そのようなことからも､次に指摘したいことは､社会の変化に対応する教育を適切に行っ

ていくためには､各学校において､各教科、道徳､特別活動などについて相互に十分に連携を

図ることや､カリキュラム全体を工夫しながら教育活動を進めることが大切であるというこ

とである｡例えば､インターネットなどの国際的な情報通信ネットワークを活用した教育活

動を考えてみると､それは､単に情報に関する学習に資するというだけでなく､英語が使用言

語であれほ英語のコミュニケーシヨン能力の向上に資するものでもあるし､また相手との情

報交換などを通して､相手の国の文化や歴史などの学問にも資することとなる｡こうした活

動は､外国語の時間に行ったり､社会科の時間に行うことも考えられ､狭く情報の教育として

のみとらえる必要はない｡関連する教科などが十分に連携・協力しなから､こうした教育活

動を展開していくということが重要なのである｡

このような工夫の下に教育活動が展開されるとすれば､子供たちは､情報､外国語､国際理

解などを有機的に関連付けて学習できることとなり､その学習も､一層多彩で有効なものに

なっていくと思われる｡

同様な学習の例は他にも様々に考えられるが､いずれにせよ､教科間の連携･協力、さらに

は､教科の枠を越えた横断的・総合的な教育活動の展開が､必要かつ有効てあると考えられ

る｡

また､社会の変化に対応する教育を充実したものとするためには､単に学校だけでなく､学

校･家庭･地域社会が相互に連携し､それそれが適切に役割分担を果たしながら､全体として

教育が行われるということが重要である｡特に､子供たちの身近なところに､様々な学習の機

会があって､子供たちが学校での学習を基礎に､自由な発想でそれを発展させ得るような学

習環境を整えることは極めて大切なことである。そのためにも､社会教育施設の整備や社会

教育関係団体の活動などの一層の充実が求められるところである｡また､社会の変化に対応

した教育をより豊かに､多彩に行っていくためには､学校における教育活動においても､こう

した地域の施設や団体の活動との連携を更に積極的に図っていく必要があると考える｡

我々は､社会の変化に対応する教育を考えるに当たっては､以上のような点が重要と考

えた｡

このような考えを基本に置きつつ､社会の変化の中でも特に教育に大きな影響を与える

と考えられる､国際化､情報化､科学技術の発展､環境の問題を取り上げて､これらに対応す

る教育の在り方について､以下に述べることとする｡これらを含め､全体として教育活動を

展開していく場合には､学校や地域の実態､子供たちの発達段階などを踏まえると共に､第

２部第１章でも指摘したとおり､教育内容を厳選し､子供たちが自ら学び､考えることの大

切さを忘れてはならない｡また､国際化､情報化､科学技術の発展､環境の問題と､それぞれ

に対応する教育の在り方を個別に述べているが､言うまでもなく､これらの変化は､相互に

密接に関連しており､これらに対応する教育の在り方について考えるに当たっても､相互

の関連を十分踏まえることが必要である｡

第２章 国際化と教育

① 国際化と教育

冷戦が終焉し､交通手段の発達や情報化が進む中て､経済､社会､文化などの様々な面で国
えん

際交流が進展し､国際的な相互依存関係はますます深まっている｡そのような状況の下で､経
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済面では､東アジアの諸国が急速に成長を遂げつつあり､更には､我が国や欧米諸国を含め

て､世界的規模で競争が激化し､その結果､種々の摩擦も生じている｡地域レべルの紛争もや

むことがない｡また､地球環境問題､エネルギー問題､人口問題､難民問題など地球規模の問題

が深刻化しつつあり､これらの問題の解決に当たっては､国際的な協調が不可欠となってい

る｡こうした国際関係の緊密化や複雑化などを背景にして､国際化は更に進展し､今後ますま

す加速していくものと思われる｡

このように国際化が急速に進展する中で､絶えず国際社会に生きているという広い視野を

持つと共に､国を越えて相互に理解し合うことば､ますます重要な課題となりつつある｡加え

て､経済大国となった我が国は､地球環境問題への対応や科学技術や文化の面などで､今後一

層積極的に国際社会に対して貢献し､世界の安定と発展に寄与していくことが必要である｡

いずれにせよ､国際化の進展は､人と人との相互理解･相互交流が基本となるものであり､

その意味で､教育の果たす役割は､ますます重要なものとなると言わなければならない｡

このような国際化の状況に対応し､我々は特に次のような点に留意して､教育を進めてい

く必要があると考えた｡

（ａ）広い視野を持ち､異文化を理解すると共に､これを尊重する態度や異なる文化を持っ

た人々と共に生きていく資質や能力の育成を図ること｡

（ｂ）国際理解のためにも､日本人として､また､個人としての自己の確立を図ること｡

（ｃ）国際社会において､相手の立場を尊重しつつ､自分の考えや意思を表現できる基礎的

な力を育成する観点から､外国語能力の基礎や表現力などのコミュニケーション能力の

育成を図ること｡

② 国際理解教育の充実

国際化が進展する中にあって､広い視野と共に､異文化に対する理解や､異なる文化を持つ

人々と共に協調して生きていく態度などを育成することは､子供たちにとって極めて重要な

ことである｡

こうした教育は､既にこれまでにも､各学校において､各教科､道徳､特別活動などの指導に

おいて､あるいは学校独自の行事などを通して､様々な形で取り組まれてきたところである｡

しかし､相互依存の関係が深まるこれからの国際社会を考えるとき､このような教育はます

ます重要なものとなってきており､これからの学校教育においては､国際理解教育の推進に

ついての明確な理念を持ってこの面での教育を充実させていく必要があると考える｡

国際理解教育を進めていくに当たって､特に重要と考えられることば､多様な異文化の生

活･習慣･価値観などについて､｢どちらが正しく､どちらが誤っている｣ということではなく､

｢違い｣を｢違い｣として認識していく態度や相互に共通してしる点を見つけていく態度､相互

の歴史的伝統･多元的な価値観を尊重し合う態度などを育成していくことである｡

一つのものの見方や考え方にとらわれて､異なる文化･生活･習慣などを断定的に評価する

ようなことは､子供たちをいたずらに偏見や誤った理解に陥らせる基になりかねず､決して

あってはならないことである｡

また､国際理解教育を進めていくに当たっては､自分自身が何ものであるのかを知ること､

すなわち自分自身の座標軸を明確に持つことが極めて重要である｡このことなくしては､相

手からも理解されず､また､相手を理解することもできないと言わなければならない｡日本人
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として､また､個人としての自己の確立があいまいで､自らのよって立つ位置が不明確なまま

では､国際的にも評価されないのである｡

こうしたことを考えると､広い視野を持ち､異文化を理解し､これを尊重する態度や異なる

文化を持った人々と共に生きていく態度などを育成するためには､子供たちに我が国の歴史

や伝統文化などについての理解を深めさせることが極めて重要なことになる｡先人達によっ

てどのような歴史が展開され､どのようにして現代の社会が築かれてきたか､また先達の努

力によって､どのような芸術や文学などが創造され､我々の社会に継承され､我々の生活を豊

かなものにしてくれているかなどについて､広く世界の歴史を背景に、子供たちにしっかり

と理解させることは､我々大人の極めて重要な責務なのである｡そしてまた､日本人としての

自己の確立の前提には､まず､子供たち一人ひとりの個の確立がなければならないのであり､

その意味で､国際理解教育の推進は､一人ひとりの子供たちの個の確立ということと同心円

をなしていると言うことができる｡

また､我が国は､あらゆる面において､これまでとかく欧米先進諸国に目を向けがちであっ

た｡しかし､今日､様々な面でアジア諸国やオセアニア諸国などとの交流が深まる中､地理的

にもアジアにあり､アジアを離れては存在し得ない我が国としては､今後は､アジア諸国やオ

セアニア諸国など様々な国々にも一層目を向けていく必要があり､このことは､国際理解教

育を進めるに当たつても､十分に踏まえなけれぱならない視点であると思われる｡

国際理解教育は､各教科､道徳､特別活動などのいずれを問わず推進されるべきものであ

り､各学校ごとに､理念､各教育活動の役割やねらいについて､全教員が共通理解を持って取

り組むことが重要である｡

また､国際理解教育が、上述のようなねらいを持ったものであることを考えると､この教

育を実りのあるものにするためには､単に知識理解にとどめることなく､体験的な学習や課

題学習などをふんだんに取り入れて､実践的な態度や資質､能力を育成していく必要がある｡

そのためには、国際的な情報通信ネットワークの活用をはじめ､様々な機器や教材の活用の

ほか､これらの教育にふさわしい人材を学校外から積極的に招くことなども考えられてよい

であろう｡

指導の在り方としては､国際理解教育が総合的な教育活動であることを踏まえて､第２部

第１章（１）⑤で述べた｢総合的な学習の時間｣を活用した取組も考えられよう｡

現在､各学校では､外国への修学旅行､姉妹校提携､留学､生徒の外国への研修旅行､外国人

留学生の受入れなど､多様な形態で国際交流活動が行われているが､国際理解教育を推進す

る観点からも､今後､学校段階に応じ､また､各学校の実態を踏まえながら､こうした活動が行

われることは意義のあることであり､このような取組を支援していく必要があると考える｡

また､身近に国際交流を行っていくという意味で､学校や地域の実態に応じ､地域で行われ

る様々な国際交流活動に参加すると共に､日本の大学などに在学する外国人留学生､インタ

ーナショナルスクールの子供たちなどとの交流を進めていくことや､インターネツトなどの

情報通信ネツトワークを活用して､外国の学校などとの国際交流を進めていくことは意義の

あることと考える。

また、こうした学校での取組のほか､地域において､青少年団体などが実施する国際交流

事業に参加することも､国際理解を深め､国際性を養うという点で意義があり､このような取

組を支援していくことも有効である｡
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国際理解教育を進めていく上で、教員の果たす役割が重要であることは論を待たない｡こ

のため､教員養成については､教員養成課程における国際理解に関するカリキュラムの充実

を図ると共に､教員の研修については､各種の研修における国際理解に関するプログラムの

充実や教員の海外派遣の拡充を図る必要がある｡あわせて､学校の教育活動の指導･助言に当

たる教育委員会の職員についても､海外研修の機会を拡充すべきであろう｡

また､現在､国において行われている｢外国教育施設日本語指導教員派遣事業（ＲＥＸプロ

グラム）｣（国内の中・高等学校の教員を海外の中等教育施設へ派遣し､日本語教育などに

従事させる事業）を拡充すると共に､この派遣事業や｢在外教育施設派遣事業｣（日本人学校

などへ国内の教員を派遣する事業）などに参加し､海外において豊富な経験を積んできた教

員などを､国際理解教育に積極的に活用していくことも必要なことと考える｡

③ 外国語教育の改善

（中学校･高等学校における外国語教育の改善）

今後の国際化の進展を考えると､相手の立場を尊重しつつ､自分の考えや意見を表現し､相

互理解を深めていく必要性は､これから一層強まっていくものと考えられる｡特に我が国に

とつて､今後､国際交流､更には国際貢献を積極的に行っていく上で､その必要性は極めて高

く､その手段としての外国語の重要性はますます高まつていくであろう｡こうした観点から､

中学校､高等学校における外国語教育については､これまで学習指導要領の改訂のたびに｢コ

ミュニケーションの手段｣としての外国語という観点から改善が図られてきたところである

が､リスニングやスピーキングなどのコミュニケーション能力の育成を更に重視する方向で

改善を図っていく必要がある｡しかし､その改善の実をあげるためには､カリキュラムの改善

だけでなく､指導方法の改善､教員の指導力の向上､入学者選抜の在り方の改善など､様々な

取組を行っていかなければならない。

指導方法の改善に関しては､ティーム･ティーチング､グループ学習、少人数学習や個別学

習など個に応じた指導の一層の充実を図っていくことが必要である｡そのためには､教員配

置の改善を一層進めると共に､ やオーディオ･ビジュアル機器などの整備など､施設･設LL

備面の改善が大切であるし､また､インターネットなどを活用した指導方法の開発なども重

要なことと考えられる｡

教員の指導力の向上に関しては､養成､採用､研修の各段階において改善を図っていかなけ

ればならない｡外国語担当教員の養成については､カリキュラムを一層改善すると共に､海外

での外国語学習経験の重要性にかんがみ､教員養成課程の学生のための各種留学制度を一層

充実させる必要がある｡

外国語担当教員の採用に当たっては､外国語によるコミニュケーンョン能力に関する評価

を一層重視すると共に､採用後は､海外研修を充実し､できるだけ多くの外国語担当教員が海

外での研修の機会を持てるようにすることが望まれる｡

また､コミュニケーション能力を育成するための指導体制を充実させる観点から､現在､我

が国の外国語教育の改善や国際理解教育の充実に成果をあげている外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）の招致人数の拡大や多様な国からの招致を図ると共に､外国人留学生や海外生活経験者

などの積極的な活用も検討されるべきである｡

我が国の外国語教育､とりわげコミュニケーション能力の育成を重視した外国語教育の改
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善について考えるとき､大学･高等学校の入学者選抜の在り方も視野に入れなければならな

い｡近年､リスニング試験の導入などいろいろな工夫･改善がなされてきているが､コミュニ

ケーシヨン能力の育成という観点に立って､その能力を適切に評価するよう､選抜方法の一

層の改善を図っていく必要がある｡

また､各学校が､生徒や学校の実態を踏まえて､創意工夫を生かしつつ柔軟に外国語教育を

進めていくことが必要である｡このため､中学校においては､外国語の授業時数の選択幅の拡

大や授業時間の設定の仕方に様々な工夫ができるよう､教育課程の弾力化を図ると共に､高

等学校においては､英語検定などの技能審査の成果や専修学校での学習を単位認定する制度

を拡充し､それらの一層の活用を図るなどの改善を図っていくべきであると考える｡

中学校・高等学校の外国語教育は､現在､圧倒的に英語教育となっているが､これからの国

際化の進展を考えるとき､生徒が様々な言語に触れることは極めて意義のあることであり､

今後は学校の実態や生徒の興味･関心などに応じて､多くの外国語に触れることがてきるよ

うな配慮をしていくことも必要であろう｡

なお､外国語教育の改善に当たっては､その基礎として､言語能力を適切に身に付けている

ことが必要であり､その意味で､国語教育の重要性を再認識する必要があることを指摘して

おきたい｡

（小学校における外国語教育の扱い）

小学校段階において､外国語教育にどのように取り組むかは非常に重要な検討課題であ

る｡

本審議会においても､研究開発学校での研究成果などを参考にし､また専門家からのヒア

リングを行うなどして､種々検討を行った｡その結果､小学校における外国語教育について

は､教科として一律に実施する方法は採らないが､国際理解教育の一環として､｢総合的な学

習の時間｣を活用したり､特別活動などの時問において､学校や地域の実態などに応じて､子

供たちに外国語､例えば英会話などに触れる機会や､外国の生活･文化などに慣れ親しむ機会

を持たせることができるようにすることが適当であると考えた｡

小学校段階から外国語教育を教科として一律に実施することについては､外国語の発音を

身に付ける点において､また中学校以後の外国語教育の効果を高める点などにおいて､メリ

ットがあるものの､小学校の児童の学習負担の増大の問題､小学校での教育内容の厳選･授業

時数の縮減を実施していくこととの関連の問題､小学校段階では国語の能力の育成が重要で

あり､外国語教育については中学校以降の改善で対応することが大切と考えたことなどか

ら、上記の結論に至ったところである｡

小学校において､子供たちに外国語や外国の生活・文化などに慣れ親しむ活動を行うに当

たっては､ネイティブ・スピーカーや地域における海外生活経験者などの活用を図ることが

望まれる｡また､こうした活動で大切なことは､ネイティブ･スピーカーなどとの触れ合いを

通じて､子供たちが異なった言語や文化などに興味や関心を持つということであり､例えば､

文法や単語の知識などを教え込むような方法は避けるよう留意する必要があると考える｡

更に、各学校でのこうした教育活動を推進するため､研究開発学校における研究などによ

り､活動の在り方､指導方法などの研究開発を進めていくことも必要である｡
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④ 海外に在留している子供たちなどの教育の改善･充実

（海外に在留している子供たちの教育の改善･充実）

我が国の国際的諸活動の進展に伴い､海外に長期間在留する邦人が同伴する義務教育段階

の子供の数は､平成７年５月現在で約５万人となっている｡近年は､海外在留期間の長期化､

在留地域の広域化など在留形態が多様化すると共に､特にアジアにおける子供の数が増加し

ており､その比率は約３割となっている｡また､障害のある子供の在籍する日本人学校数も９

２校中２４校となっている｡

海外に在留している子供たちの教育の課題も､基本的には日本の学校に学んでいる子供た

ちへの教育と異なるものでなく､従って､〔生きる力〕をしっかりと育むなど､第２部第１章

で述べたような視点に立った教育の充実を図ることが重要と考えるが､一人ひとりを大切に

した教育を一層推進すると共に､海外における教育という特性を生かした教育を進めていく

ことが､特に重要な課題となっている｡

海外に在留している子供たちを取り巻く教育環境が地域ごとに極めて異なると共に､その

ような教育環境で育つ子供たちの実態が大きく異なること､また､その教育条件が必ずしも

十分とは言えないところがあることなどから､一人ひとりを大切にした教育を推進すること

の必要性が極めて高くなっているのである｡

例えば､近年､子供一人ひとりの適性に関わりなく現地校を選択したため､日本語､現地語

ともに年齢相当の言語力に達しない状況に陥ったり､現地校において不適応などを起こすな

どの問題が生じていることが指摘されている｡このため､一人ひとりの適性にあった学校選

択ができるよう出国時の相談･情報提供体制の充実を図ると共に､スクールカウンセラーの

委託など現地校や補修授業校において学ぶ子供たちに対するカウンセリング機能の強化を

図っていく必要が生じてきている｡

日本人学校などにおける障害のある子供の増加に対応するため､障害のある子供たちに対

する教育について専門性を有する教員の派遣を拡充するなどこれらの子供たちに対する教

育の充実を図る必要も生じている｡また､海外勤務者の若年化などに伴い､海外に在留する幼

児が増加している状況にあり､これら幼児に対する教育の在り方についても検討することが

課題となっている｡

更に､海外に在留している子供たちに対し､一人ひとりを大切にした教育を行うためには､

海外という時間的･空間的な制約をでぎるだけ克服するような対応が必要である｡このため､

日本人学校などの子供たちや現地校などに通う子供たちに､衛星通信やインターネットなど

の情報通信ネツトワークを活用し､多様な教材を提供したり､指導を行うことなどについて､

研究を進めつつ､推進していく必要がある｡

また､海外における教育という特性を生かす観点からは､日本人学校において､授業の一部

を現地語で行うことや､現地素材を活用した現地理解教育の一層の促進を図ることも一つの

方策であると考えられる｡また､日本人学校と現地校などで､特定の教科において共同で授業

を行うことや､補習授業校と現地校が連携し､幾つかの教科の授業を補習授業校において平

日に行うことなども有効であろう｡

（海外から帰国した子供たちの教育の改善･充実）
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平成６年度において､海外から帰国した子供の数は約１万３千人となっている｡帰国した

子供たちの教育の課題は､その受入れをいかに円滑に進めるかということと共に､海外での

経験を通して育まれた特性（外国語能力や国際性など）を更に伸ばすこと､その特性を生か

し一般の子供との相互啓発を通じた国際理解教育を進めることである｡こうした課題につい

ては､これまでにも､様々な努力が払われてきたところであるが､今後､更に総合的かつ質的

に充実していく必要があると考える｡

近年､海外に在留する子供が著しく多様化しているのを受け､帰国してくる子供たちの状

況も､アジアから帰国する子供の数の増加や国内における受入れ地域の分散化､現地在留期

間の長期化や低年齢で帰国する子供の数の増加など､その実態が著しく多様化してきてい

る｡

このような状況に適切に対応するためには､まず、帰国してくる子供や保護者に対する相

談体制の充実や地方における受入れ体制の充実が求められる｡また、現地在留期間の長期化

により日本語能力の形成が著しく遅れている子供たちの円滑な受入れを図るため､日本語指

導など適応指導の一層の充実を図ることが必要となっており､更に､低年齢で帰国する子供

の円滑な受入れについて実践的な研究を進めることが必要である｡

大学･高等学校における入学者選抜については､これまでにも特別選抜の実施など様々な

改善がなされ､整備されつつある状況にあるが､今後とも､帰国した子供たちの特性をより伸

長する観点から、特別選抜の拡充を図ると共に､これらの子供たちの異文化環境の下での学

習と生活を尊重した選抜方法の多様化､評価尺度の多元化の一層の推進を図る必要がある｡

また､帰国した子供たちの高等学校への編入学についても､一層配慮する必要がある｡

子供たちが海外で培った特性を保持・伸長するため､外国語教育については､外国語能力

に応じた小人数指導を行ったり､各学校の外国語の授業において､これらの子供たちの能力

・適性を活用することも考えられる｡また､近年のアジアから帰国する子供の数が増加して

いる状況を踏まえ､アジアの言語を学習する様々な機会を拡充すること､またその際には､ア

ジア諸国の青年などの活用を図ることも望まれることである｡

これからの課題として、海外から帰国した子供たちの特性を伸ばすための指導内容･指導

方法などの研究開発を更に充実すると共に､帰国した子供たち､日本に在留している外国人

の子供たち及び一般の子供たちが共に学ぶ､異文化･異言語に開かれた教育の在り方につい

ても研究開発を行っていくことが必要であろう｡

このような海外から帰国してきた子供たちの実態に対応して､円滑な受入れを行うと共に

適切に個性の伸長を図っていくためには､帰国してくる子供たちを担当する教員などの資質

の向上が重要であり､教員などの研修のより一層の充実が必要である｡ 海外から帰国する子

供たちをいかに円滑に我が国の学校に受け入れるかは、ある意味で､我が国の学校教育の柔

軟性が問われる課題である｡この問題への対応を､我が国の教育の在り方や指導方法を様々

な観点から点検し､改善すべき点は改善していく良い機会としてとらえていく視点が必要で

あると考える｡

（日本に在留している外国人の子供たちの教育の改善･充実）

平成２年の出入国管理及び難民認定法の改正以降､我が国の学校で学んでいる日本語指導

が必要な外国人の子供たちが急増している｡その数は､平成７年は約１万２千人となってい
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るが､これは４年前と比較して約2.1倍であり､母語は46言語に上っている｡このため､日本語

指導をはじめ学校での生活や学習への適応の問題など様々な教育上の課題が生じているが､

これらの課題に対応していくためには､我が国の学校が､異文化・異言語に開かれた学校に

なっていくこと､そして､外国人の子供たちに対しても､柔軟な受入れ体制を整えていくこと

などが必要である｡

特に､受入れ時からの効果的な日本語指導などを行うための諸施策を推進することは､緊

急の課題となっており､日本語指導カリキュラムや日本語能力を客観的に把握する診断テス

トの開発を行うと共に､こうした外国人の子供たちを多く受け入れ､日本語指導などを手厚

く行う拠点校の配置に配慮することが必要と考える｡また､外国人の子供たちが我が国の生

活習慣や学校生活に円滑に適応したり､教科の学習を行う上で必要な日本語能力の速やかな

習得を図るためのＪＳＬ（第二言語としての日本語教育）システムの開発･実施を進めるこ

とや､これらの子供たちの日本語指導などに当たる教員研修などの充実を図ることも重要で

ある｡

また､日本に在留している外国人の子供たちの教育の改善･充実を図るためには､学校をは

じめ地域の関係機関やボランティアなどの協力の下､地域社会一体となった取組が求められ

るところである｡

このため､モデル地域の育成､相談体制の整備や､ボランティアや指導協力者に対し市町村

教育委員会や関係団体などが支援する取組を奨励するなど､地域における受入れ体制の一層

の充実が望まれるところである｡

第３章 情報化と教育

① 情報化と教育

情報化の進展は､今､新たな段階を迎えつつある｡既に我が国では､企業活動､研究活動から

教養文化活動､娯楽の世界まで､社会のあらゆる分野に情報化が浸透し､情報化社会と言われ

るにふさわしい社会を迎えているが､今日見られるインターネツト､マルチメティア一体型

のパソコン､携帯電話などの普及は､想像をはるかに超えて我々の生活様式を更に急速に変

えつつある｡

世界的規模での情報通信ネットワークを通じて､不特定多数の者が､双方向に文字･音声･

画像などの情報を融合して交換することを可能とする高度情報通信社会が現実のものとな

りつつあり､それはかっての産業革命にも匹敵するような変化を全地球的にもたらし、今後

の社会の姿を大きく変え､２１世紀へ向けて新たな展望を開くものとして大きな期待が寄せ

られている｡高度情報通信社会の全体像については､今後の技術革新や基盤整備の動向によ

っても左右され､なお明確でないところがあるが､情報化が､更に急速に進展することは確実

である｡

情報化の進展は子供たちの教育にも様々な影響を与えている｡

まず挙げられるのは､子供たちが様々な情報手段から入手する情報量の膨大さと内容の多

様さである｡もちろん個人差や学校段階によって違いはあろうが､量的には学校教育を通し

て提供される情報を凌駕し､またその内容は学校の授業で学ぶものよりも子供たちの興味や
りょうが

関心を大いに引きつけるものが少なくない｡ 情報の豊富さは､プラスに生かせば子供たちの

発想を膨らませ､日常生活の幅を広げ､豊かにするものであることは間違いない｡しかし､情
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報は常に正しいものとは限らないし､また意義のあるものとも限らない｡興味本位のものも

相当に含まれていると考えた方がよい｡そうした懸念をよそに､子供たちが手にする情報は､

パソコンや情報通信ネットワークの普及などによって今後増加の一途をたどるものと考え

られる｡このような 溢 れる情報の中で､子供たちが誤った情報や不要な情報に惑わされるこ
あふれ

となく､真に必要な情報を取捨選択し､自らの情報を発信し得る能力を身に付けることは､子

供たちにとってこれからますます重要なこととなっていくと言わなければならない｡

次に､コンピュー夕の普及は､ソフトウェアの開発とあいまって､子供たちの個別的な学習

をより可能とすると共に､多彩な教材を提供することなどによって､子供たちの学習の在り

方により多くの可能性を与えることになる｡

様々な方法によるコンピュータの活用は､既に我が国の学校教育において広範に見られる

ものであるが､コンピュータの普及とソフトウェアの開発が更に進めば､コンピュータが､教

員の役割を補完して､一人ひとりの子供の特性などに合わせた個別指導を徹底して行ってい

くといった学習の在り方が､学校教育の中で更に充実していくこととなろう｡こうしたコン

ピュータの活用は子供たちの学習の改善･充実に大いに資するものと考えられる｡

しかし､コンピュータなどを活用した個別学習の徹底やコンピュータを用いた疑似体験の

増大は､ゲームソフトに熱中する子供について問題点として指摘されているような､例えば､

教員と子供あるいは子供同士の人間関係の希薄化や子供たちの実際の生活体験･自然体験の

不足などを引き起こしかねないといった問題を内包してることを我々は見逃してはならな

い｡

更に､情報化の進展が教育に及ぼす影響の顕著なものとして､各学校が､学校外の様々な機

関､組織､人々などとの連携･協力の下に教育を進めていくことを可能にするという点があ

る。これによって､各学校はそれぞれの学校単独ではなしえない教育活動を展開し、全体と

してその学校の指導力を高めることが可能となるのである｡

情報通信ネットワークの普及により､学校はその学校の置かれた地理的環境に関わりな

く､必要とする情報を迅速に入手して､指導の場面に生かしていくことができる｡インターネ

ットなどを活用すれば､その範囲は国内にとどまらず､一挙に世界に広げることができるの

である｡このことは､子供たちの学習素材を豊かにし､子供たちの興味や関心を広く豊かにす

ることに大いに資するであろう。また､情報通信ネットワークの活用によって､学校は必要

な情報収集､情報交換などを適時に行い､遅滞なく必要な措置を講ずるなど､学校運営の改善

･充実にも寄与するところが非常に大きいものと考えられる｡

我々が情報化の進展と教育について考えたポイントは二つである｡

一つは､情報化が進展するこれからの社会に生きていく子供たちに､どのような教育が必

要かということであり､もう一つは､子供たちの教育の改善･充実のために､コンピュータや

情報通信ネツトワークなどの力をどのようにしたら生かしていくことができるか､どのよう

に生かしていくべきかということである｡

そして､我々は､これらについて特に次のような点に留意して､教育を進めていく必要があ

ると考えた｡

（ａ）初等中等教育においては､高度清報通信社会を生きる子供たちに､情報に埋没するこ

となく､情報や情報機器を主体的に選択し､ 活用すると共に､情報を積極的に発信する

ことがでぎるようになるための基礎的な資質や能力､すなわち､「高度情報通信社会に
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おける情報リテラシー（情報活用能力）｣の基礎的な資質や能力を育成していく必要が

あること｡

（ｂ）学校は､情報機器やネットワーク環境を整備し、これらの積極的な活用により､教育

の質的な改善･充実を図っていく必要がある。

（ｃ）情報機器やネットワーク環境の整備をはじめ､学校の施設･設備全体の高機能化･高度

化を図り､学校自体を高度情報通信社会に対応する｢新しい学校｣にしていく必要がある

こと｡

（ｄ）情報化の進展については､様々な可能性を広げるという｢光｣の部分と同時に、人間関

係の希薄化､生活体験･自然体験の不足の招来､心身の健康に対する様々な影響など｢影｣

の部分が指摘されている｡教育は､これらの点を克服しつつ､何よりも心身ともに調和の

とれた人間形成を目指して進められなければならない。

② 情報教育の体系的な実施

情報化がこれからますます進展していくことを踏まえるとき､子供たちに､広く情報の理

解､選択､整理､創造､発信などの基礎的な能力の育成を図ると共に､コンピュータなどの情報

機器を活用し得る基礎的な能力やコンピュータなどの持つ可能性と限界､更には情報化社会

の特質などについての正しい知識などを培っておくことは､今後一層重要なことになると考

える｡

情報教育（情報についての全般的な教育）は既に我が国の初等中等教育においても取り

組まれてきているが､子供たちの発達段階を十分に考慮しながら､小･中･高等学校の各段階

における系統的･体系的な情報教育を一層充実させていく必要がある｡特に､コンピュータを

中心とした情報教育については次のような充実を図っていくべきである｡

各学校段階ごとには､まず､小学校では､各教科において､創作･表現活動､調べ学習､探究的

な学習などにおいて､学習活動を豊かにする道具としてのコンピュータの活用を図りなが

ら、コンピュータに慣れ親しませるようにしていくことが必要である｡学校や地域の実態な

どに応じ､｢総合的な学習の時間｣を活用して、コンピュータに触れながら､どのように活用

でぎるかを体験的に学習できるようにすることも意義のあることである｡

中学校では､コンピュータの扱い方を含め､情報を適切に活用する基礎的な能力を養うよ

うにすると共に､生徒の興味や関心などに応じて更に発展させた内容を学習することができ

るようにすることが必要である｡これらの学習と併せて､学校や地域の実態などに応じ､｢総

合的な学習の時間｣を活用して､情報通信ネツトワークを活用した学習などができるように

したり､各教科において､課題の発見､情報の収集､調査結果の処理･発表など､学習内容を豊

かにする道具としてのコンピュータの活用を図っていくことも意義のあることである｡

高等学校では､小･中学校での学習の基礎の上に立って､各教科でのコンピュータの活用を

一層促すような配慮が必要である｡専門高校や総合学科については､情報関連科目の充実を

図ること､普通科については､学校や生徒の実態などに応じて情報に関する教科・科目が履

修できるように配慮することが必要である｡

なお､初等中等教育段階におけるコンピュータに関する学習は､一般的にはコンピュータ

を｢道具｣として使いこなせるようにするということが基本である｡そのためには､個に応じ

た指導に留意すると共に､学校や生徒の実態などに応じて､例えば､一定の期間に集中して指
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導することができるよう､教育課程の弾力化を図ることなども考えるべきであろう｡

各学校で､情報教育が活発に展開されるためには､教育用コンピュータが十分に整備され

ることが必要である｡現在､教育用コンピュータの計画的整備（平成６年度からおおむね６

年間で小学校に２２台〔児童２人に１台〕､中学校に４２台〔生徒１人に１台〕､普通科高

等学校に４２台〔生徒１人に１台〕､特殊教育諸学校に８台〔児童･生徒１人に１台 ）が〕

実施されているが､その円滑な実施が望まれる｡また､その後の整備の基本的な考え方として

は､各学校一律ではなく､児童生徒数など､その学校の規模などに応じた整備を更に行って､

児童生徒が授業時間外も含めて日常的にコンピュータを使えるような環境を整備していく

ことが必要と考える｡また､コンピュータ以外の多様な情報機器についても､整備を図ってい

くことが望まれる｡

各学校でコンピュータを有効に活用するためには､ハードウェアの整備だけでなく､教育

の実践経験を通して作られた､良質で多様なソフトウェアが整備されることが必要である｡

現状は､授業で効果的に使用できるソフトウェアが十分に整備されておらず､また､研究開発

の取組も必ずしも十分ではないと言わなければならない｡教育関係者や情報処理技術者の両

者が加わった研究グループに委託することなどによって､教育的観点に立ったソフトウェア

の研究開発を一層進め､各学校に質の高い多様なソフトウェアの整備を図っていくことが急

がれるところである｡

また､｢教育用ソフトウェアライブラリセンター｣の整備を進めるなどして､学校関係者が

それぞれの学習活動に最も適した教育用ソフトウェアを検索･試用することができる機会を

充実すること､教育用ソフトウェアの評価システムについて研究を進めていくこと､更に､情

報通信ネットワークを通じて､ソフトウェアを提供する方法について研究開発を進めていく

ことなども重要なことである｡

③ 情報機器､情報通信ネットワークの活用による学校教育の質的改善

我が国の初等中等教育における情報機器活用の歴史は､極めて浅いものであるが､各学校

での様々な取組を通して､指導方法の改善･充実などに大いにその力を発揮してきたと言う

ことができる｡しかし､②で述べたように､なお様々な課題が残されており､コンピュータな

どの情報機器の扱いについては､今後更に様々な角度から研究に取り組み､その成果を実際

の指導の場に積極的に生かしていくべきであると考える｡

加えて､我々は､ここで情報通信ネツトワークの活用について提言したい｡

高度情報通信社会は､コンピュータを単体で活用するのではなく､それらが情報通信ネッ

トワークによって一体となって機能するところに､その本質があるのであり､我が国社会全

体は､既にその方向に向かって急速に前進している｡

現在､初等中等教育の関係では､インターネットを活用した教育や光ファイバー網を活用

した教育について､研究開発が進められているが､これらの研究成果や我が国における情報

通信ネツトワーク環境の整備状況などを踏まえつつ､初等中等教育段階での情報通信ネット

ワークの活用を本格的に進めるべきである｡

情報通信ネットワークの活用は､一つの学校の枠を越えて､様々な学校や地域との情報の

共有･交流を可能にし､学校がそれらとの連携の下に教育活動を展開することを可能にする

ものであるから､子供たちに豊富な教材を提供する上で､また子供たちの学習の対象を広げ､
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興味や関心を高める上でその効果は極めて大ぎなものがあると考えられる｡例えば､他の学

校とネットワークを結ぶことによって､様々な情報交換を行うことなどは､日常のありふれ

た活動となるてあろうし､時には合同授業を実施することも考えられるであろう｡これらの

試みによって､子供たちの世界は大きく広がっていく｡社会教育施設や文化施設､大学､関係

行政機関などとネツトワークを形成することも意義のあることである｡博物館､美術館､図書

館､大学などは子供たちにとって魅力のある教育用素材の宝庫であり､これらの素材の情報

データべース化を進めると共に､これらを情報通信ネットワークを通して授業に活用するこ

とは､子供たちの学習に対する興味を大いに高めるであろう｡国際理解教育や環境教育も情

報通信ネットワークの対象を世界に広げることによってはるかに豊かな充実したものにな

っていくであろう｡

こうした学習を通して､子供たちは､自らの情報発信能力を高めることの必要性を実感す

るであろうし､教室の授業だけでは得られない感動を覚えるであろう｡子供たちの興味や関

心の対象は､意図すると否とにかかわらず､国内外の様々な社会や人々へと広がり､これによ

り子供たちの視野が大きく広がっていくものと考えられる｡

また､情報通信ネットワークの活用は､教育上の様々な制約を克服するうえで大きな効果

を発揮するものである｡例えば､ややもすると情報の不足しがちなへき地などにある学校は

他校､他地域とのネットワークの形成によってその悪条件を相当に改善することが可能と考

えられるし､また病気療養児の教科学習などを補完するために情報通信ネットワークを活用

することも極めて有効な方法と考えられる｡

情報通信ネットワーク環境の整備の在り方としては､近い将来､すべての学校がインター

ネットに接続することを目指しつつ､当面は､全国の幾つかの地域の学校にネツトワーク環

境を整備し､インターネット利用の実践研究を積極的に実施し､その成果などを踏まえなが

ら全国に広げていく方法が適切と考える｡

現在､インターネツトの使用言語の多くが英語であり､このことが我が国の学校でのイン

ターネット利用を遅らせているという状況がある｡この問題に対処するためには､もちろん､

外国語教育の改善を図ることも重要であるが､日本語の情報データべースを格段に充実して

いくことも必要と考えられ､その具体的方途をどうするかといった問題についても対応を急

がなければならない｡このほか､ネットワーク環境を広げていくに際しては､インターネット

上の好ましくない情報の取扱いの問題､情報モラルの問題など､様々な問題がある｡このよう

な問題の早急な研究･検討の重要性を改めて指摘しておきたい｡

また､２１世紀には､光ファイバー網や衛星通信などの高度情報通信ネットワークが､一層

普及していくと共に､さらなる技術革新によって､ネットワークの新たな形態での活用が展

開されていくものと考えられる｡このような点についても､今後の動向を見据えつつ､教育に

おける活用の在り方について､更に積極的に研究開発に取り組んでいく必要がある｡

④ 高度情報通信社会に対応する｢新しい学校｣の構築

②及び③では､高度情報通信社会が現実のものとなりつつある我が国において､それに適

切に対応していくための初等中等教育段階での教育の在り方について述べた｡

ここでは､我々はそのような教育活動を展開していくためには､学校自体が高度情報通信

社会に相応しい施設･設備を備えた｢新しい学校｣になっていく必要があることを指摘した
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い｡

学校､とりわけ初等中等教育段階における学校の情報通信関連施設･設備の現状は､高度情

報通信社会への対応という点で必ずしも十分とは思われない｡そうした学校の状況を改善し

ていくことが､子供たちの教育を充実させることにつながっていくのである｡②や③で述べ

たコンピュータやネットワーク環境の整備などをはじめ､学校の施設・設備全体の高機能

化､高度化を図り､学校全体を高度情報通信社会に対応した機関にしていかなければならな

い｡学校､教育センター､大学などの教育関係機関はもとより､他の様々な機関､組織などとネ

ットワークを形成し､情報収集の迅速化､学校運営や学校事務処理の合理化・迅速化などを

図ると共に､適時､保護者､地域の人々､更には広く社会に対し､自らの情報を積極的に発信し

ていく開かれた学校となっていくことを強く望むものである｡

学校の施設の中で､特に学校図書館については､学校教育に欠くことのできない役割を果

たしているとの認識に立って､図書資料の充実のほか､様々なソフトウェアや情報機器の整

備を進め､高度情報通信社会における学習情報センターとしての機能の充実を図っていく必

要があることを指摘しておきたい｡また､学校図書館の運営の中心となることが期待される

司書教諭の役割はますます重要になると考えられ､その養成について､情報化などの社会の

変化に対応した改善･充実を図ると共に､司書教諭の設置を進めていくことが望まれる｡

学校が高度情報通信社会に対応した｢新しい学校｣となっていくために､教員の果たす役割

の重要性は言うまでもないことである｡

学校段階､教科の別なく､教員が学校で何らかの形でコンピユータを活用する必要性が増

しており､教員がコンピユータの活用に関する基礎的な知識･技術を習得できるよう､教員の

養成･研修の充実を図ると共に､情報処理技術者などの専門家の活用を推進していくべきも

のと考える｡

教員養成については､現在教育免許状取得に当たって必修となっている｢教育の方法及び

技術（情報機器･機材の活用を含む｡）に関する科目｣における教育をはじめ、コンピュータ

の活用に関する教育の一層の充実を図っていく必要がある｡

研修については､初任者研修､経験年数に応じた教職経験者研修､校内研修など現在様々な

形で行われているが､これらの機会を積極的に活用して､コンピュータに関する研修を更に

充実させることを望んでおきたい｡

また､各学校での実態を見ると､教員の中でもコンピユータに関する専門的知識を持ち､意

欲的にこれを活用する教員がその学校の情報教育の推進に指導的な役割を果たしている例

が多い｡このような実情を踏まえ､特定の教員に対する専門研修の充実を図って､各学校にそ

のような指導的な役割を果たす教員を複数確保し､学校全体の情報教育を継続的に推進して

いくような校内体制を整備していくことも望まれる｡

更に､学校の情報化に対応した指導体制の充実を図るため､情報処理技術者や専修学校の

教員などのコンピュータに関する指導の専門家を､授業や教員研修などの場に迎えることも

積極的に推進されるべきものと考える｡

以上②及び③を通じて､情報化の進展に対応した教育の在り方について､主として学校で

取り組むべきことを中心に述べてきた｡情報化の進展は極めて著しく､また全国的な規模で

進められるべき課題であることなどを踏まえ､ここに二つのことを提言しておきたい｡

一つは､教育における情報化に関する様々な施策を中長期的な視野に立って総合的に推進
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するため､文部省において関係省庁の協力を得つつ､コンピュータなどの情報機器やネット

ワーク環境の整備をはじめとしたマルチメディアに関する総合推進プログラムを策定する

ことを提言したい｡これからの情報化は､様々な点で､我々の予測を超えた形で進んで行くと

考えられる｡従って､このプログラムは､社会における情報通信基盤の整備状況や技術革新の

状況を踏まえつつ、適宜見直され､その時々において､関係者が学校の情報化の進展につい

ての基本的な方向に関し､共通の認識を持つための指針を示すものとなることを望むもので

ある｡

もう一つは､国立教育会館が､教育などに関する情報を収集し､テータべース化し､それら

を全国に提供するなどの機能を果たす教育情報のナショナルセンターとしての役割を担っ

ていくことを提言したい｡今日様々な教育課題に直面する中で､教育関係者が､広く全国レべ

ルでの教育関係施策などに関する情報や教育関係の統計情報、教育関係の各種実践事例の

情報などを必要に応じ､随時入手し得るような仕組みを整備することは､極めて重要なこと

となっている｡国立教育会館が､豊富な情報を必要に応じ､一括して提供できるような機能を

持つことは､極めて有効なことと考える｡

⑤ 情報化の｢影｣の部分への対応

情報化の進展に対応し､子供たちに様々な悪影響を与えるいわゆる情報化の｢影｣の部分の

問題が指摘されている｡①においても述ヘた通り､様々なマスメディアから流されるあまり

にも多くの情報の中で､子供たちはどの情報を選択するか極めて難しい環境に置かれている

こと､また情報機器などの技術が進歩すればするほど増加する間接体験･疑似体験と実体験

との混同を招くこと､更には､テレビゲームなどに没頭する例に象徴されるように､あまりに

も長時間にわたって情報機器などに向かい合うことが人間関係の希薄化や真の生活体験・

自然体験の不足を招来させたり､子供たちの心身の健康に様々な影響を与えることなどの懸

念が､問題点として指摘されている｡

情報化の進展に対応する教育を考えるに当たって､こうした情報化の｢影｣の部分の持つ問

題に､学校のみならず､家庭､地域社会が相互に連携･協力し合って､真剣に取り組む必要があ

る。

その際重要なこととして指摘しておきたいことの一つは､子供たちに､コンピュータなど

の情報機器はあくまで自分を助ける｢道具｣であること､そして､自らの考えを持ち､自ら判断

し､自らの責任において行動することが大切であることを十分理解させることである｡

更に､情報機器はあくまで自分たちの行動を支援するためのものであり､より大切なこと

は人間同士の触れ合いであること､コンピュータなどを通して体験するものはあくまで間接

体験や疑似体験であって､実際の生活体験･社会体験･自然体験などの直接体験こそが大切で

あることなどについて子供たちにしっかりと理解させると共に､我々大人たちもこうしたこ

との大切さについて､更に認識を深める必要がある｡

また､一人ひとりが情報の発信者となる高度情報通信社会においては､プライバシーの保

護や著作権に対する正しい認識､「ハッカー」などは許されないといったコンピュータセキ

ュリティーの必要性に対する理解などの情報モラルを､各人が身に付けることが必要であ

り､子供たちの発達段階に応じて､適切な指導を進める必要がある｡そして､こうした点につ

いて子供たちに正しく理解させるための指導方法や指導内容などについて研究を促進する
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必要がある。

第４章 科学技術の発展と教育

① 科学技術の発展と教育

科学技術は、現代文明の発展を支え､人類の活動範囲を拡大してきた｡今後､科学技術は､

生命とは何か､物質とは何か､宇宙とは何かといった人類が抱いてきた根源的な問いの解明

を試みながら､更に発展していくものと予想される｡そして､これらの発展は人類にとって豊

かな２１世紀社会を築く原動力になるものと考えられる｡人間の知的創造力が最大の資源で

ある我が国にとって､諸外国以上に､科学技術の発展は重要である｡特に､欧米先進諸国に追

い付くことを目標に､欧米先進諸国が築いてきた科学技術を活用しつつ､科学技術と経済の

発展を遂げてきた我が国は､今後､独創的な科学技術を生み出すなど自らフロンティアを開

拓し､人類の知的資産を形成すると共に､〔ゆとり〕のある豊かな社会を築いていかなけれ

ばならない｡また､経済大国となった我が国は､科学技術の面でも積極的に国際社会に貢献し

ていく必要がある｡一方､科学技術が著しく高度化･細分化･専門化する中で､科学技術と社会

との調和が大きな課題となると共に､人々は､科学技術が生活に欠くことのできない重要な

ものであることを承知しながら､何か分かりにくいもの､人々の安全をも脅かすものとなり

かねないといった不安感を抱いていることもまた否定できない事実であろう｡

今後とも科学技術の発展は重要な課題であるが､人々がこうした不安感を抱くことのない

様な､科学技術に対する信頼感の醸成は極めて重要な問題であることを忘れてはならない｡

科学技術の発展は言うまでもなく､様々な条件が全体として成り立って､初めてなされる

ものであるが､中でも研究者・技術者などの人的資源の充実はその核をなすものである。そ

して､そのような優れた人材は一朝一夕に形成されるものではない。初等中等教育の段階か

ら地道な教育の努力をしていくことが不可欠である｡このような中で､昨今､青少年の｢科学

技術離れ｣や｢理科離れ｣といった指摘がある｡この点については､我々も種々論議を重ねた

が､少なくとも小･中学校の段階では､｢理科｣に対する興味や関心が､低下しているという｢理

科離れ｣といった現象は明確でなく､むしろ子供たちが学問的あるいは知的な関心を持って

問題を真剣に考える姿勢が希薄になっているという｢知離れ｣といった現象が生じてきてお

り､それが｢理科離れ｣として指摘されているのではないかと考えた｡

しかし､これこそ､我が国の子供たちの教育を考えるに当たって極めて重大な問題である

と思われるのである｡また､このことに関連して､大学学部への志願者総数に占める理工系志

願者の割合が､やや低下傾向であるなど､若者の理工系離れが懸念されている｡その原因とし

ては､大学の理工系学部の学生生活に対するイメージや企業における理工系人材の処遇の問

題など､様々な事情が指摘されている｡

我々は､まだ進路が明確になっていない初等中等教育段階において､子供たちに豊かな科

学的素養を育成することはもちろん重要であると考えるが､大学の理工系分野における魅力

の向上や情報発信の取組などを含めた幅広い取組を通じて､我が国における理工系人材の育

成を図っていくことが大切であると考える｡

また､｢知離れ｣といった現象を踏まえ､我々は可塑性に富んだ子供たちが､どの分野に限ら

ず､学ぶことに興味を持ち､様々な体験をする中で､未知のものを知る感動を味わったり､自

由な発想を持って様々なことを構想しつつ､知的好奇心を高めていくことが重要であると考

える｡
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我々は､科学技術の発展に対応した教育の在り方についてこのように考え､特に次のよう

な点に留意して､教育を進めていく必要があると考えた｡

（ａ）初等中等教育においては､子供たちの自由な発想を大切にし､ 特に体験的な学習を通

して子供たちに科学的なものの見方や考え方などの豊かな科学的素養を育成する必要

があること｡そのためにも､これまでの知識を一方的に教え込むことになりがちであっ

た教育から､自ら学び自ら考える力や創造性の基礎となる力の育成を目指した教育に､

その基調を変えていく必要があること｡

（ｂ）子供たちに豊かな科学的素養を育成するため、地域社会において､体験的に学習でき

る博物館などの整備や社会教育施設などにおける科学教室の開催など､様々な学習機会

の提供に努める必要がある。

② 科学的素養の育成に関する教育の改善

子供たちに､一層豊かな科学的素養を育成していくためには､初等中等教育段階では､理科

教育などの改善を図っていく必要がある｡

理科教育については､近年の学習指導要領の改訂においても､観察･実験､探究活動などの､

問題を発見し、解決していく問題解決的な学習や体験的な学習を重視する方向が打ち出さ

れてきたところであるが､更にこうした問題解決的な学習や体験的な学習を重視する方向で

改善を図っていく必要があると考える｡公式を暗記したり､実験の結果を記憶したりするだ

けの授業では､科学の面白さは分からない｡第１章で述べたように､感動を覚え､疑問を感じ､

推論するなどの学習の過程を大切にし､子供たちが､試行錯誤を繰り返し､｢発見する喜び｣や

｢創る喜び｣などを体験することは､科学的素養の育成に当たって､取分け重要なことである｡
つく

子供たち自身の発想を生かした観察や実験などの問題解決的な学習や体験的な学習を十

〔 〕分に取り入れた理科教育を展開していくためには､教育内容を厳選し､教育課程を ゆとり

のあるものとする必要がある｡子供たちがじっくりと考える､〔ゆとり〕を持つた学習を通

して､初めて､子供たちは科学的なものの見方や考え方などの豊かな科学的素養をしっかり

と身に付けることができるのである｡

小・中学校を通じ､こうした観察･実験などの活動や探究活動は､特定の期間に集中して行

うことにより､より効果をあげることができる場合がある｡そのため､そのような指導が可能

となるよう教育課程を弾力化することも必要である｡また､観察･実験などの活動や探究活動

などの指導を充実するためには､ティーム･ティーチングの一層の導入をはじめ､グループ学

習､小人数学習などの個に応じた指導の充実を図っていく必要があり､更に､中学校の段階で

は､生徒の能力･適性、興味･関心などに対応できるよう理科の授業時数の選択幅の弾力化を

図っていく必要があると考える｡

高等学校については､生徒の能力･適性､興味･関心などの多様化の実態を踏まえ､生徒の選

択をできるだけ生かし得るような教育課程の編成が望まれる｡従って､生徒が共通に学ぶも

のは最小限にとどめる必要があると考えるが､科学と人間や自然との関わりについて適切な

知識を持っておくことの必要性や､そのことを理解するために求められる科学に関する知識

のレべルなどを考慮すると､高等学校の段階で､中学校の理科の基礎的な学習の上に､例え

ば､科学がこれまで､自然の謎の探究･解明にいかに挑戦し､文明の発展に寄与してきたか､ま
なぞ

た､今日､科学が人間の生活にどのように関わり､どのような課題に直面しているかなどを学
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ばせることが必要であろう｡その基礎の上に､生徒の能力･適性､興味・関心などに応じて､更

に専門的な学習に進んでいけるような履修の仕組みを高等学校段階で整えることを検討す

る必要があると考える｡

問題解決的な学習や体験的な学習などを生き生きと展開するには､その指導の場を学校の

中だけにとどまらせていてはならない｡身近な自然も学習の場として格好の場であるが､博

物館などの社会教育施設を活用することや､関係団体との連携を図って教育活動を行ってい

くことも必要である｡例えば､科学と人間の関わりを学習する場合などは､研究所や工場など

を見学することも意義のあることであろう｡

今日､科学技術は人類に大きな恩恵をもたらす一方､社会との調和が大きな課題となって

いる｡このような状況を踏まえて､科学と人間や自然との関わりなどについての学習を充実

させていく必要があるが､こうした学習の指導は､理科だけでなく､技術・家庭科､社会科､国

語科などの教科においても､相互に関連を図りながら行っていくことが大切なことと考え

る｡

以上述べたような教育を実践し､子供たちに真に豊かな科学的素養を培っていくために

は､カリキュラムの改善のほか､指導に当たる教員の指導力の向上､学習を支援する施設･設

備の整備､入学者選抜の改善など､様々な取組が必要である｡

教員の指導力の向上に関しては､教員の養成､採用､研修の各段階において､実験や実習な

どを重視し､理科教育担当教員の問題解決的な学習や体験的な学習などにかかる指導力の一

層の向上を図らなければならない｡特に､養成の段階においては､実験や実習の充実や､それ

らによる指導方法の習得の重視など､カリキュラムの改善を図っていく必要がある｡教員の

採用に当たっても､実験などの実技を採用試験に取り入れるなど､採用方法の工夫が望まれ

る｡また､指導体制の充実のため､特別非常勤講師制度を活用して､研究者や技術者などの社

会人を学校現場に受け入れることも､積極的に進められるべきであろう｡

施設･設備面においては､学校における観察や実験用設備を一層整備したり､学校単独では

設置できない高性能で大型の観察･実験装置などを設置し､子供たちが､観察･実験を楽しく

体験することができる場として｢科学学習センター｣を市町村単位で整備するなど､理科教育

の学習環境を整備していくことも必要である｡

また､観察や実験など問題解決的な学習や体験的な学習に学校が十分取り組むためにも､

大学や高等学校の入学者選抜について､子供たちが観察や実験などの問題解決的な学習や体

験的な学習を通じて身に付けていく科学的なものの見方や考え方が適切に評価されるよう､

選抜方法の一層の改善を図っていくへきであると考える｡

③ 地城社会における様々な学習機会の提供

子供たちに､豊かな科学的素養を育成するためには､学校教育だげでなく､地域社会におい

て､科学に関する様々な学習機会が用意されていることが重要である｡様々な学習機会に出

会うことで､子供たちの中に科学に関する興味や関心が呼び起こされ､科学に関する夢と期

待が育まれていくのである｡

科学博物館などは､今日､子供たちが自らの興味･関心に応じつつ､科学に親しみながら､科

学的なものの見方や考え方を身に付けていく上で､大きな役割を果たしているが､これから

は､更に子供たちが､直接､物に触れたり､動かしたりするなど五感を使って体験できる学習
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の場として整備し､子供たちにとって一層魅力あるものにしていく必要がある｡また､科学博

物館や少年自然の家などの社会教育施設が､今後､それぞれの特色を生かしつつ､科学につい

ての体験型の学習機会の提供を一層充実させていくことが望まれる｡そのためには､特に､学

芸員などの職員の資質の向上などを図り､その体制を充実させていく必要があると考える｡

我が国の基礎研究を担っている大学や研究所には､施設見学の機会の提供やセミナーの開

催などを通じて､科学の面白さや魅力について､子供たちに積極的に情報発信していくこと

を望みたい｡その際､特に､科学者たちには､試行錯誤を繰り返しながら､生命や宇宙の神秘に

迫っている現代科学の本当の魅力を様々な機会を通じて､子供たちに分かりやすい言葉で語

りかけることを期待したい｡

我が国の科学技術の一翼を担ってきた企業に対しても､製造現場における最新鋭の施設や

設備の見学の機会を子供たちに提供することを望みたい｡その際､特に､研究者や技術者たち

には､いかに苦労しながら､創意工夫をしつつ､新しい生産技術を生み出してきたかを子供た

ちに伝えることなどを期待したい｡

また､自然現象に触れて､その神秘に探究心を抱くことは､科学の原点である｡その意味で､

自然観察やキャンプなど自然に親しむ機会が､できるだけ多く子供たちに提供されることが

望まれるところである｡

以上､科学に関する学習機会について､幾つかの例を挙げてみたが､こうした学習機会は､

このほかに様々に考えられるであろう｡我々は､多くの施設､機関､団体などが､それぞれ特色

のある学習の機会を子供たちに積極的に提供していってほしいと考える｡しかし､せっかく

の学習機会も､どのような活動がいつ､どこで行われているかなどの情報が子供たちに伝え

られなければ意味を失ってしまう｡

このため､市町村教育委員会が中心となって地域社会における科学に関する学習機会につ

いての各種の情報をデー夕べース化すると共に､関係機関や民間団体などとの情報通信ネッ

トワークを形成し､子供たちに情報を十分に提供する体制を整備することが必要であること

を指摘しておきたい｡

第５章 環境問題と教育

① 環境問題と教育

社会経済活動の拡大や人口の増大は､環境の持つ復元能力を超え､地球温暖化､オゾン層の

破壊､砂漠化､熱帯雨林の減少､野生生物の種の減少､酸性雨問題など人類の生存基盤である

地球環境そのものに取り返しのつかない影響を及ぼすおそれを生じさせている｡こうした近

年における地球環境問題の深刻化は､我々に改めて地球の有限性について気づかせると同時

に､大量生産･大量消費･大量廃棄型の現代文明と生活様式の在り方に問いを投げかけてい

る｡また､大気汚染､騒音問題､水質汚濁やごみ問題など都市･生活型公害の問題も依然として

大きな課題となっている｡

このような環境問題に対応するには､地球規模で協調して取組を進める必要があり､この

面においても､我が国は､国際社会に貢献していく必要がある｡また､我が国自身の問題とし

て､我が国の社会経済システムの在り方そのものや生活様式を､省資源､省エネルギー､リサ

イクルを図ることなどによって､環境への負荷が少ないものへと変革することが重要であ

る｡そして､今､一人ひとりが｢宇宙船地球号｣の乗組員の一員であるという全地球的な視野を
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持つと同時に､人間と環境との関わりについて理解を深め､自然と共生し､いかに身近なとこ

ろから､具体的な行動を進めるかが極めて重要な課題となっている｡

このように環境問題は､極めて幅の広い問題であり､従って､環境教育も､その対象は身近

な身の回りの問題から地球規模の問題までの広がりを持ち、その学習領域も自然科学･社会

科学の分野から一人ひとりの感性や心の問題にまで及んでいる｡また､ある意味で､一人ひと

りの子供たちの生き方にも関わる課題でもある｡このような環境教育の特質を考えると､そ

れは単に､学校教育における取組のみをもっては､到底そのねらいを達成できるものでなく､

幼少年期からの､学校､家庭､地域社会のそれぞれの場における様々な取組によって､初めて

その実効が期せられるものである｡

我々は､このような認識の下に､子供たちが､豊かな自然や身近な地域社会の中での様々な

体験活動を通して､自然に対する豊かな感受性や環境に対する関心などを培う｢環境から学

ぶ｣ということ､環境や自然と人間との関わり､更には､環境問題と社会経済システムの在り

方や生活様式との関わりについて理解を深めるなど｢環境について学ぶ｣ということ､そして

環境保全や環境の創造を具体的に実践する態度を身に付けるなど｢環境のために学ぶ｣とい

う視点が重要であると考えた｡そして､特に次のような点に留意して､教育を進めていく必要

があると考えた｡

（ａ）⑤ 初等中等教育においては､子供たちの発達段階を十分考慮しつつ､各教科などの連

携を図り､環境への理解を深め､環境を大切 にする心を育成すると共に､一人ひとりが

身の回りのできることから､環境の保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動す

る実践的な態度や資質､能力を育成していく必要があること｡

（ｂ）子供たちに､環境を大切にする心や､環境を保全し､よりよい環境を創造していこうと

する実践的な態度を育成するため､地域社会において､様々な環境にかかる学習機会の

提供に努める必要があること｡

② 環境教育の改善･充実

地球環境問題をはじめとした環境問題に対して関心が高まる中、近年､各学校において､

環境教育に対する取組が進められてきている｡しかし､率直に言って､その取組の歴史は浅

く､まだ各学校が十分な実践の経験を持っているとは言えない｡これから､環境教育はますま

すその重要性を増していくとの認識の下に､各学校においては､他の学校における取組や様

々な機関､団体､地域などでの実践事例を踏まえ､それぞれの学校や地域の特色などを生かし

た具体的な取組が積極的に進められていくよう期待するものである｡

我々は、上述のように､環境教育の視点を大きく三つに分けて考察したが､それぞれを通

じて､特に留意すべぎ点は次のようなことである｡

まず第一は､繰り返し指摘しているように､環境問題が学際的な広がりを持った問題であ

り､従って､各学校において環境教育を進めていくに当たっても､各教科､道徳､特別活動など

の連携･協力を図り､学校全体の教育活動を通して取り組んでいくことが重要だということ

である｡

その際､各学校では､教員間の共通理解を図り､各教科､道徳､特別活動などのそれぞれにお
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ける指導内容と､それらの相互の関連付けを明確にすると共に､子供たちの発達段階や学校

の周りの環境の特色などを十分に踏まえて、環境教育に取り組むことが大切である｡

第二は､環境や自然と人間との関わりについて理解を深めると共に､環境や自然に対する

思いやりやこれらを大切にする心をはぐくみ､更に､自ら率先して環境を保全し､よりよい環

境を創造していこうとする実践的な態度を育成することが大切だということである｡

環境教育を通して､子供たちは､環境問題が､その原因においても､またその解決のために

も､科学技術と深く関わっており､その意味で､科学的なものの見方や考え方を持たなければ

ならないことを学ぶ｡また､子供たちは､環境問題が､人類が生存し､生産活動を行っているこ

と自体に由来するものであり､資源やエネルギーの大量消費､それに伴う多量の廃棄など､現

代文明や現代の生活様式に深く関わっていることなど､人間と環境との関わりについて理解

を深める｡更に､豊かな自然や快適な環境の価値についての認識を高め､省資源､省エネルギ

ー､リサイクルを図ることなどによって、社会全体の生活様式や経済活動を環境に配慮した

ものに変革し､循環を基調とする環境保全型社会を形成していくことの大切さを学ぶ｡

このようなことをしっかりと知ることももちろん重要なことである｡しかし､更に大切な

ことは､これらを単に知識として知っているということではなく､こうした理解を踏まえて､

自らの日常活動が環境問題と密接に関連していることの認識を持っと共に､環境の保全やよ

りよい環境の創造のために､身近なところから､何らかの行動をしようとする心や実践的態

度を育成することである｡

第三は､環境教育においては体験的な学習が重視されなければならないということであ

る｡このことは､学校の教室での授業においても留意されるべきことであるが､時には、教室

を出て､豊かな自然の中で､あるいは地域の中で､環境の大切さを実感しながら､環境につい

て実際にどのようなことが問題となっており､その問題の解決に向け、どのような取組がな

されているか､そして､自分たちは何をしなければならないのかなどを学べるような学習活

動が大いに行われるべきなのである｡

また、こうした活動においては､地域の実態に応じて､社会教育施設などの関係機関や関

係団体との連携を図ることも積極的に行われるべきであろう｡更に､現在､幾つかの中学校に

おいて､子供たちが主体となり､環境観測と世界的な環境データの共有を行うことを目的に､

気温､降水量､水温などについて観測･調査し､そのデータをインターネットを通して交換し､

国際協力をするという｢環境のための地球規模の学習及び観測プログラム（ 計画）｣GLOBE

への取組がなされている｡環境問題が地球全体の問題であることを考えると､こうしたイン

ターネットなどの情報通信ネットワークを活用して､世界の様々な地域の学校や施設などと

の交流を進めながら､環境教育を行っていくことも有意義なことと考えられる｡

また､環境教育が、このように総合的･横断的な特色を持ったものであることを考えると､

学校や地域の実態などに応じ､｢総合的な学習の時間｣などを活用した特色ある取組も望まれ

よう｡

そして､充実した環境教育を行っていくためには､やはり優れた指導者が不可欠であるこ

とを指摘しておかなければならない｡

そのためには､教員養成課程について､教科に関する科目において環境教育に配慮すると

共に､様々な体験的な学習に関する実践的な指導方法を習得させるなど､カリキュラムを充

実する必要がある｡また､教員研修において､環境教育に取り組む視点や方法､環境保全活動
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などの体験活動を取り入れるなど､環境教育に取り組んでいくに当たって必要となる実践的

な内容を充実する必要がある｡

また､特別非常勤講師制度などを活用して､環境問題に実際に携わっている自然保護の関

係者や研究者などの社会人を幅広く学校に受け入れることなども積極的に推進されるべき

であろう｡

③地域社会における様々な学習機会の提供

環境教育については､学校だけでなく､地域社会においても､様々な学習機会を提供するな

どの取組を進めるべきである｡

地域社会における環境に関する学習磯会の提供の取組を進めるためには､学習活動の場の

充実､学習機会の拡充や情報の提供などについて充実する必要がある｡

とりわけ､学習機会の拡充については､自然に親しむことが環境教育の第一歩であり､環境

から学ぶと共に､環境について学ぶといった視点に立って､星空観察､バードウオッチングな

どの自然観察やキャンプなどの野外活動をはじめとして、様々な自然に親しむ機会を設け

ることが重要である｡また､博物館や少年自然の家などの社会教育施設などにおいて､環境学

習教室など多様な学習機会を拡充することが望まれるが､その際には､特に､体験型の学習機

会の充実に留意する必要がある｡更に､子供たちがグループ活動や団体活動を通じて､地域に

おいて楽しく､自主的、継続的に環境について学んだり､環境保全活動を行っていくことも

有意義であり､こうした活動を更に活性化していくべきである｡大学や研究所などにおいて

も､子供たちを対象にセミナーなどを開催し､地球環境問題の現状などを分かりやすく説明

していくことを望みたい｡企業などにおいても､子供たちに環境に関する学習機会の提供を

期待したい｡更に､現在､国と地方公共団体が共同して､毎年｢環境教育フェア｣が開催されて

いる｡｢環境教育フェア｣では､環境教育の成果発表や環境問題についての講演･パネルディス

カッションなどが行われているが､教育関係者のみならず､一般の人々からの参加者も多く､

この｢環境教育フェア｣が社会全体の環境に関する意識啓発に寄与するところは極めて大き

いと考えられる｡こうした行事が今後一層充実して実施されることが望まれる｡

以上､環境に関する地域での学習機会の例を幾つか挙げてみたが､我々は､様々な地域で､

特色を持った環境に関する学習の機会が子供たちに用意されることを望むものである｡そし

て､第４章③においても指摘したように､環境に関する学習活動についても､どのような活動

がいつ､どこで行われているかなどについての様々な情報を子供たちに提供する仕組みを整

備することが必要である｡このため､科学に関する学習機会についての情報と同様に､市町村

教育委員会が中心となって､地域社会における各種の情報をデータべース化すると共に､関

係機関や民間団体などとの情報通信ネットワークを形成し､子供たちに情報を十分に提供す

る体制を整備することの必要性を指摘しておきたい｡

なお､環境問題への取組としては､一人ひとりが身の回りのできることから実践していく

ということが重要である｡その意味でも子供たちが学校や地域社会でのそれぞれの役割に即

した活動を通して､ボランティア活動を経験し､将来､環境保全を含めたボランティア活動を

自然に行っていく契機となることを望みたい｡

また､家庭においても､子供たちに環境を大切にする心を育むと共に､学校や地域社会で学

んだことを日常生活で実践するよう促していくことを期待したい｡
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今後の検討課題

本審議会においては､｢今後における教育の在り方｣､｢学校･家庭･地域社会の役割と連携の

在り方｣及び｢国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方｣につ

いて､以上のような検討を行い､この第一次答申をとりまとめたところである｡

我々は､この第一次答申を､教育改革を推進するための最初の提言と位置付けているが､そ

の実現のためには､行政のみならず､学校､家庭､地域社会､企業などにおける積極的な取組と

共に､国民一人ひとりの教育改革に対する理解と協力が不可欠であることを訴えたい｡また､

こうした教育改革を推進するためには､適切な財政措置が必要であることを付言しておきた

い｡

第一次答申後､本審議会は､ゆだねられているもう一つの検討事項である「一人ひとりの

能力･適性に応じた教育と学校間の接続の改善｣についての審議を開始すると共に､｢国際化､

情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方｣について引き続き審議を

行っていくこととしている｡

その際には､前者の検討事項に関しては､高等学校教育の改革･大学教育の改革､大学･高等

学校における入学者選抜の改善、いわゆる中高一貫教育の導入や教育上の例外措置などを

主に検討することとしており､また､後者の検討事項に関しては､国際社会で活躍する人材の

育成や創造性の涵養などを含めて､社会の変化に対応する教育の在り方について検討するこ
かん

ととしている｡
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〔参考資料〕

部大臣諮問理由説

平成７年４月２６日

本日は､御多忙中のところ､御出席を頂きましてありがとうございます｡

また､このたびは､皆様方に第１５期中央教育審議会委員の御就任をお願い申し上げまし

たところ､快くお引き受けいただき､厚く御礼申し上げます｡

申すまでもなく､中央教育審議会は､我が国の教育､学術､文化に関する基本的な重要施策

について御審議を頂く最も重要な審議会であり､昭和２８年に発足して以来､これまで２９

回にわたって､我が国の文教行政に関する重要施策について数々の貴重な答申を行ってこら

れました｡文部省といたしましても､これらの答申の趣旨に沿ってこれまで各般の文教施策

を進めてまいったところであります｡

さて､明治以来今日まで､我が国の発展に当たって､教育が大きな役割を果たしてきたこと

はだれしも異論のないところであると思います｡とりわけ､戦後にあっては､能力に応じて等

しく教育の機会を保障するという施策が進められ､教育熱心な国民意識や高度経済成長もあ

ずかって､いまや高等学校に進学する者は同一年令の96.5 であり､大学･短期大学について%

も約４割の者が進学するという状況に至っております｡

しかしながら､今日､受験競争の過熱化､いじめや登校拒否など様々な問題に直面すると共

に､学校週五日制の今後の在り方や青少年の科学技術離れへの対応などについて検討が求め

られております｡更に､２１世紀に向けて､国際化､情報化､科学技術の発展､高齢化､少子化や

経済構造の変化など､我が国の社会は大きく変化しており､このような変化を踏まえた新し

い時代の教育の在り方がこれまで以上に強く問われてきております｡

このような状況にかんがみ､このたび中央教育審議会を再開し､２１世紀を展望した我が

国の教育の在り方について諮問することといたした次第であります｡

次に､諮問いたしました事項に関し､検討して頂きたい点について御説明申し上げます｡

まず第一は､今後における教育の在り方及び学校・家庭・地域社会の役割と連携の在り方

についてであります｡

今日､受験競争の過熱化､いじめや登校拒否の問題､子どもたちの自然体験や社会体験の不

足､核家族化や少子化による社会性育成の機会の減少など､豊かな人間形成を 育 むべき時期
はぐく

の教育に様々な課題が生じており､このような課題に適切に対応し､心身ともに健全な子ど

もたちの育成を図ることが､今最も求められております｡

そのためには､子どもたちの人間形成は､単に学校のみならず､家庭及び地域社会全体を通

して行われるという教育の基本に立ち返ることが何よりも肝要であると考えます｡

このようなことから､２１世紀の教育はいかにあるべきかということを展望しつつ､学校･

家庭･地域社会の役割と連携の在り方について検討して頂きたいと思います｡

また､これに関連して､平成４年９月から導入し､今年度から月２回実施している学校週五

日制の今後の在り方について､検討をお願いしたいと存じます｡



- 71 -

15中教審

第二は､一人ひとりの能力･適性に応じた教育と学校間の接続の問題についてであります｡

これまで我が国の教育はともすれば画一的であると指摘されてまいりましたが､近年はこの

ような反省に立ち、一人ひとりを大切にしつつその個性を伸ばす教育を重視するという観

点から､高校改革､進路指導の改善､大学改革などを図ってまいりました｡今後､この問題はま

すます重要な課題となると考えております。

こうしたことから､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を今後いかに進めるか､すなわち

我が国の学校教育の多様化･弾力化を今後どう進めていくへきか､また、学校間相互の接続

についていかに改善し､更には､過度の受験競争の現状をどう改善していくべきかというこ

とについて検討をお願いしたいと存じます｡

なお､これに関連して､特定の分野において稀有な才能を有する者の教育上の例外措置に
け

関しても､大学レべルの教育を受ける方策などその才能を伸長させる方途について､幅広く

御検討頂きたいと存じます｡

第三は､国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方について

であります｡

教育には時代を越えて変わらないという側面もありますが､時代や社会の絶えざる変化に

積極的かつ柔軟に対応していく必要もあります｡とりわけ２１世紀に向けて､我が国の社会

が､国際化､情報化､科学技術の発展など大きく変化しているとき､このような変化を踏まえ

た新しい時代の教育の在り方が強く問われております｡

特に、国際化が進展する中で国際社会において信頼され､また､国際社会において進んで

活躍していく日本人､すなわち｢世界の中の日本人｣をどう育成していくか､また､情報革命と

もいうべきマルチメディア時代を迎えつつある中で教育はどう対応していったらよいか､更

には日本の今後の発展のため､いわゆる青少年の科学技術離れにどう対応し､また､創造性の

ある人間をどう育成していくべぎかなど､様々な課題がありますが､これらについて御検討

を頂きたいと考えております｡

以上､御検討をお願いしたい点について申し上げましたが､これらの点に関連する事項に

ついても､幅広い視野の下に忌憚のない御意見を頂戴したいと存じております｡
たん

今後､我が国が､創造的で活力があり､かつ､ゆとりと潤いのある社会を築いていくためには､

何よりも､次代を担う子どもたちの心身ともに健全な育成を図ることが重要であり､その意

味で２１世紀を展望した教育の在り方は､国政の礎とも言うべき重要な課題であります｡

会長､副会長をはじめ､委員の皆様におかれましては､以上のような趣旨をおくみ取りいた

だき､十分御審議くださるようお願い申し上げまして､私の御挨拶といたします｡
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部事務次官補足説

平成７年４月２６日

大臣から諮問に関する基本的な考え方を御説明申し上げましたが、その趣旨を更に補足

して､具体的に検討すべぎ課題として文部省が考えておりますことを御説明申し上げます｡

まず､｢今後における教育の在り方及び学校・家庭・地域社会の役割と連携の在り方｣につ

いてであります｡

今後における教育の在り方については､学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方をはじ

、 、めとする検討事項について御検討いただくに当たって､まず 今後の教育はどうあるべきか

すなわち､２１世紀に向けて教育の基本的な在り方をどう考えるかについて御検討いただく

必要があると思われるので､最初の検討事項としたものであります｡

学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方については､それぞれの教育の役割と連携の在

り方についての検討をお願いするものでありますが､特に､これからの時代における学校の

役割をどう考え、また､地域社会における拠点としての学校づくりをどう進めていくのか､

家庭や地域社会の教育力が低下しているとの指摘がある中で、家庭や地域社会における教

育機能の充実をどう図っていくのかなどについて御検討いただぎたいと存じます｡

また､依然として憂慮すべき状況にあるいじめや登校拒否問題などについて､学校･家庭･

地域社会を通じ､今後更にいかなる対応をすべきか、子どもたちの自然体験や社会体験が不

足しているとの指摘がある中で､自然体験活動や集団活動などの学校外活動の充実をどう図

るのか､ボランティア活動についての社会的な関心が高まる中で､こうした活動をどう奨励

していくのか､更に､子どもを取り巻く環境が急変する中で､子どもの心と体の健康につい

て､どう保持､増進していくのかといった課題などについても御検討頂きたいと考えており

ます｡

なお､学校週五日制の今後の在り方については､子どもの立場に立つことを基本的な視点

として実施してきたこれまでの状況も考慮しながら､今後の方向性についての御議論をお願

いいたします｡

次に「一人ひとりの能力･適性に応じた教育と学校間の接続の改善｣についてであります｡

一人ひとりの能力・適性に応じた教育については､学校教育における教育内容や教育方法

面を中心とした多様化・弾力化を進める観点から､小中学校におけるティームティーチング

やグループ指導の一層の拡充など指導方法の改善､高等学校における総合学科の今後の在り

方や選択制の拡大､大学におけるカリキュラム改革の促進など各学校段階を通じ､幅広く御

検討頂きたいと考えております。

また､学校間の接続の改善については､教育の一貫性を高め､過度の受験競争を緩和する観

点から､学校の各段階相互の教育内容の連携､大学･高等学校における入学者選抜や進路指導

の改善について検討をお願いしたいと存じます｡更に､企業の雇用慣行が変化し､少子化が進

む中で、今一度､過度の受験競争の現状を改善するための学校･家庭・企業などを通じた取

組について御検討頂きたいと考えております｡
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なお､特定の分野において稀有な才能を有する者についての教育上の例外措置について
け

は､平成６年度から実施しておりますパイロット事業の状況なども考慮しながら､御検討頂

きたいと存じます｡

最後に｢国際化､情報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育｣については､今後

の社会の変化を見通しつつ､いかなる教育施策の改善･充実を図るべきかという観点から､国

際社会で活躍する人材の養成や外国語教育の改善･充実､教育の改善・充実に資するための

マルチメディアの活用や学校における情報教育の推進､豊かな科学的素養の育成と理工系の

人材養成､地球環境問題に対応した環境教育の改善･充実などについて､御検討頂きたいと考

ております｡更に､これからの日本を担う人材を育成するという観点から､創造性や指導力の

涵養･育成といった課題についても､御検討頂きたいと存じます｡
かん

以上､文部省として考えております課題を御説明申し上げましたが､大臣からも申し上げ

たとおり､このほかにも､これらに関連して取り上げる必要があると考えられる課題につき

ましても､幅広い視野の下に忌憚のない御意見を頂きたいと考えております｡
たん

これをもって私の補足説明を終わります｡
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【答 申】

平成９年６月２６日

中央教育審議会

２１世紀を展望した我が国の教育の在り方について

（第二次答申）
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21世紀を展望した我が国の教育の在り方について

はじめに

中央教育審議会は､平成７年４月､文部大臣から｢21世紀を展望した我が国の教育の在り１

方について｣諮問を受けた｡その際､ 主な検討課題として､次の三つの事項が示された｡

① 今後における教育の在り方及び学校･家庭･地域社会の役割と連携の在り方

② 一人ひとりの能力･適性に応じた教育と学校間の接続の改善

③ 国際化､清報化､科学技術の発展など社会の変化に対応する教育の在り方

本審議会は､まず、これらの検討課題のうち①及び③を中心に､総会及び第一･第二両小委

員会における具体的な審議を行った上で、｢審議のまとめ｣の公表を経て､平成８年７月に第

一次答申をとりまとめた｡同答申では､〔ゆとり〕の中で子どもたちに〔生きる力〕を育む

ことを基本に､学校の教育内容を厳選すると共に家庭や地域社会における教育を充実するこ

と､

21世紀初頭を目途に学校週五日制を完全実施すること､社会の変化に対応した学校教育の改

善を図ることなどについて様々な提言を行った｡

第一次答申提出後､本審議会は､平成８年９月から､検討課題の②を中心にしつつ､③に２

ついても引き続き審議を行ってきた｡

同年11月には小委員会を再開し､以後､大学･高等学校の入学者選抜の改善､中高一貫教育､

教育上の例外措置､高齢社会に対応する教育の在り方といった課題について､総会及び第一･

第二両小委員会において具体的に審議を進めてきた｡

その間､総会及び小委員会を通じ､関係団体や関係者からヒアリングを行ったほか､一昨年

に続き､平成8年9月から11月にかけて「21世紀に向けた教育の在り方に関する提言｣を公募

すると共に､11月には公開の「一日中教審｣を開催するなどして､できるだけ多くの意見に耳

を傾けるように努めてきた｡また､平成9年4月には､第15期委員が任期を終了し､第16期に審

議を引き継いで更に幅広い観点から議論を進め､5月30日に｢審議のまとめ（その二）｣を公

表した｡そして､｢審議のまとめ （その二）｣の公表後は､これに対する各方面からの意見を

踏まえ､総会において更に審議を深めてきた｡

本審議会は､このような審議を経て､ここに第二次答申をとりまとめた｡

本審議会において我々は､諮問を受けて以来､学校･家庭･地域社会を通じて､大人一人ひ３

とりが子どもたちをいかに健やかに育てていくかという視点に立っと同時に､子どもの視点

に立つということに特に留意して審議を進めてきた｡また､第一次答申後は､その趣旨を踏ま

えつつ､〔ゆとり〕の中で〔生きる力〕を育むことを目指し､個性尊重という基本的な考え

方に立って､いかにして一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開していくかという観点

から審議を進めてきた｡

この第二次答申は､まず､第１章において､これからの教育について､〔ゆとり〕の中で子

どもたちに〔生きる力〕を育むことを目指す上で、一人ひとりの能力･適性に応じた教育を

重視していくことが必要であることを述べている｡そして､一人ひとりの能力･適性に応じた

教育を実現するためには､学校間の接続の改善を図ることが必要であるという認識に立っ

て､特に重要な課題として､大学･高等学校の入学者選抜の改善､中高一貫教育､教育上の例外
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措置を掲げ､そのそれぞれについて､第2章､第3章､第4章において述べている｡また､今後､我

が国において急速に高齢化が進行することを展望すると､高齢社会を生きていく子どもたち

をどう育てていくかは、極めて重要な課題であることから､ 第一次答申における社会の変

化に対応する教育の在り方に関する提言に加えて､第５章において､高齢社会に対応する教

育の在り方について述べている｡

第１章一人ひとりの能力･適性に応じた教育の在り方

（１）一人ひとりの能力･適性に応じた教育の必要性と基本的な考え方

教育は､｢自分さがしの旅｣を扶ける営みと言える｡子どもたちは､教育を通じて､社会の中
たす

で生きていくための基礎･基本を身に付けると共に､個性を見出し、自らにふさわしい生き

方を選択していく｡子どもたちは､こうした一連の過程で､試行錯誤を経ながら様々な体験を

積み重ね､自己実現を目指していくのであり､それを的確に支援することが､教育の最も重要

な使命である｡このような教育本来の在り方からすれば､一人ひとりの個性をかけがえのな

いものとして尊重し､その伸長を図ることを､教育改革の基本的な考え方としていくべきで

ある｡

（豊かな成熱社会の実現を目指す）

第一次答申においても述べたように､戦後､我が国はへ経済成長に邁進し､物の豊かさを追
まい

求してぎた｡そして､人々のたゆまぬ努力により､今日､物質的な繁栄は遂げられたが､その反

面､人々は〔ゆとり〕を失い､必ずしも自己実現や心の豊かさを実感するに至っていない｡ま

た､我が国社会においては､同質志向や横並び意識､更には過度に年齢にとらわれた価値観な

どが依然として根強く存しているものの､近年､人々は､多様な価値観に基づく自己実現や心

の豊かさを求めるようになってきている｡今後の我が国は､個性が尊重され､自立した個人が

自己責任の下に多様な選択を行うことができる､真に豊かな成熟した社会の創造を目指して

いくことが求められていくであろう｡

そうした豊かな成熟社会の実現を目指して､我々は､今後､子どもたちが､主体的に生きて

いくための資質や能力を身に付げながら､自立した個を確立し､自己実現を図っていくこと

ができるよう､教育の改革を進めていく必要がある｡そのために､まず､教員や保護者をはじ

め､社会全体が､子どもたちの多様な個性を認め､それぞれの差異を尊重するという意識や価

値観を持ち､教育に関わっていくということが最も重要なことである｡そして､先に述べた同

質志向や横並び意識､更には過度に年齢にとらわれた価値観などの我が国社会に根を下ろし

ている価値観について､これらが過度の受験競争をはじめとする様々な教育上の課題の背景

ともなり､個性を尊重した教育の実現を妨げるものとなっていることを認識し､我々大人自

らが価値観の転換を図り、個を確立していくことが求められている｡

（社会の変化へ的確に対応する）

これからの我が国社会は､国際化､情報化､科学技術の発展､更には高齢化･少子化などとい

った急速な変化に直面し､先行き不透明な厳しい時代を迎えることとなる｡こうした社会の

変化に柔軟に対応できる､個性的な人材や創造的な人材を育成することは､我が国が活力あ

る社会として発展していく上で不可欠である｡特に､経済や科学技術などの様々な面で､我が
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国が自ら新しいフロンティアを開拓し､国際社会に貢献していく必要性が高まっており､個

人の多彩な能力を開花させ､創造性､更には独創性を涵養していくことは､教育における極め
かん

て重要な課題となっている｡

（ ゆとリ〕の中で〔生きる力〕を育む）〔

我々は､第一次答申において､豊かな成熟社会の実現を図る社会的要請ゃ､国際化･情報化

〔 〕 〔 〕などの社会の急速な変化といった展望を踏まえ､ ゆとり の中で子どもたちに 生きる力

を育むことの重要性を訴えたところである｡また､〔生きる力〕は､自ら学び､自ら考える力

など､個人が主体的･自律的に行動するための基本となる資質や能力をその大切な柱とする

ものであり､｢生きる力｣を育んでいくためにも､個性尊重の考え方を一層推し進めていかな

ければならない旨､指摘したところである｡

子どもたちは､〔ゆとり〕の中で､学校･家庭･地域社会それぞれの場において､様々な生活

体験や自然体験､更には社会体験やボランティア体験などの豊かな体験を積み重ね､様々な

人々と交流していく｡そして､子どもたちは､そうした実際の体験や人ととの交わりを糧とし

て､試行錯誤を繰り返しながら、個性の萌芽とも言うへき興味・関心を触発され､生活や社
ほう

会､自然の在り方を学んだり､人間としての在り方や生き方をじっくりと内省する｡こうした

過程を経て、子どもたちは､机上で学んだ知識を生きたものとし､自ら学び､自ら考える力な

どの〔生きる力〕を身に付け､豊かな個性を育んでいくのである｡

こうしたことを踏まえ､これからの教育の在り方を考えると､〔ゆとり〕の中で〔生きる

力〕を育むことを目指し､個性尊重という基本的な考え方に立って､一人ひとりの能力･適性

に応じた教育を展開していくことが必要であると言うことができる｡

（子どもたちの選択の機会を拡大する）

こうしたこれからの教育の在り方を実現していく上で､教育関係者をはじめとする我々大

人たち自身の努力が必要であることは当然であるが､ここで留意しなければならないこと

は､社会の変化や価値観の多様化に伴って､学校など教育を提供する側のみの判断では､子ど

もたち個々のニーズに的確にこたえることは難しくなっているということである｡すなわ

ち､個人の多様な選択を認める豊かな成熟社会にあっては､教育においても､子どもたち自

身､あるいはその保護者が､主体的に選択する範囲を拡大していくことが必要となる｡

もちろん､個性尊重の理念に基づく選択の自由については､人間か社会との関わりの中で

生きていくものである以上､単なる無際限な自由として解することは適当でない｡選択の自

由には、｢自らの判断で選択し、行動したことには､自らが責任を負う｣という自己責任の原

則が伴っているということを忘れてはならない。

また､教育において子どもたちや保護者の主体的な選択の範囲を広げていくことに伴い､

子どもたちに身近な位置にある学校や地方公共団体などについては､その多様な取組が一層

強く求められるようになるものと考える｡こうしたことから､教育の直接の担い手である各

学校やその設置主体である地方公共団体などの裁量の範囲を拡大し､それらの創意工夫を生

かしていくことが重要である｡

（教育における｢不易｣を大切にする）
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以上述べてきた中で､我々は､一人ひとりの能力・適性に応じた教育の必要性について訴

えると共に､個性尊重という基本的な理念を掲げてきた｡そして､その中で､社会の変化へ的

確に対応した教育を進めていくことの重要性も指摘した｡しかし、教育においては､｢時代の

変化と共に変えていく必要があるもの｣ 流行 と共に､｢時代を超えて価値のあるもの｣ 不（ ） （

易）があるということを忘れてはならない｡教育における｢不易｣の重要性については第一次

答申でも指摘したところであるが､基礎･基本を確実に身に付けていくことはもとより､思い

やりや正義感などの豊かな人間性を育成したり､我が国の伝統と文化を尊重する心を培って

いくといったことは､いかに社会や時代が変化しようとも大切なことであるということを改

めて強調しておきたい｡むしろ､個性尊重の理念というものの本来の在り方を考えた場合､他

者尊重や社会との調和の理念､例えば､他者との共生や他人への思いやり､異質なものへの寛

容､望ましい社会性や倫理観､正義感や公正さを重んじる心といったものがこれに相伴わな

ければならないのであり､教育において｢不易｣の価値の実現を目指していく必要性は､今後

ますます大きくなつていくと言うべきであろう｡

（２）教育における形式的な平等の重視から個性の尊重への転換

< >学校間の接続の改善

こうした考え方に立って振り返ってみると､これまでの我が国は､教育における平等性を

重視しながらその普及を図りつつ、教育水準の維持･向上を目指してきた｡子どもたちは､全

国どこの地域､学校においても､ほぼ同質の内容･方法による教育を享受してきた｡そして､6

・3・3制を基本とする単線に近い学校体系の下､多くの子どもたちが高等学校や大学へ進学

してきた｡総じて我が国の教育は､量的に著しく普及・発展を遂げると共に､高い教育水準を

達成するなど質の面でも大きな成果を挙げてきた｡

しかし､我が国においては､教育における平等を重視し､形式的な平等のみならず結果の平

等までをも期待した結果､教育システムを画一的なものとして構築したり､これを硬直的に

運用するという傾向を生じてしまったことも事実である｡すなわち、教育内容･方法､学校制

度など教育システム全般にわたって､子どもたちや保護者の主体的な選択を尊重し､子ども

たち一人ひとりの多様な個性や能力の伸長を図つていくという点に必ずしも十分意が用い

られてこなかったと言える｡また､学（校）歴を偏重する社会の問題を背景に､過熱化する受

験競争の中､入学者選抜については､単一の尺度である学力試験が偏重され､子どもたちの多

様な個性や能力が十分評価されてこなかった｡

教育において機会均等などを確保することはいつの時代でも重要であり､今後とも､その

ための努力を引き続き行っていかなければならないことはもとよりである｡しかし､従来の

我が国において､形式的な平等を求めるあまり､一人ひとりの能力･適性に応じた教育に必ず

しも十分配慮がなされなかったという点については､改めなければならないと考える｡今後

は､これまでの教育において支配的であった､あらゆることについて｢全員一斉かつ平等に｣

という発想を｢それぞれの個性や能力に応じた内容､方法､仕組みを｣という考え方に転換し､

取組を進めていく必要がある｡

こうした取組を進めていくに当たって､当然のことながら､子どもたちの個性･能力には違

いがあり､興味･関心も異なっているということを踏まえなければならない｡そして､それぞ

れの子どもにとってふさわしい学習の仕方や進度､得意な分野あるいは不得意な分野にも差
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異があるということを認識しなければならない｡

今後の教育において､優れた才能を持った子どもたちの学習を豊かなものとしていくこと

を考えるときには､同時に､学習の進度の遅い子どもたちや､様々な試行錯誤をしたり回り道

をしながらじっくりと学んでいくことを志向する子どもたちについて､個に応じた指導を行

うなど、十分な配慮をしていくことが求められる｡すなわち､個々の差異や特質に応じて､子

どもたちのよさを見出し､その個性や能力を伸長し､評価するような教育の内容､方法､仕組

みを整えていくことを通じて､子どもたちに学ぶことの喜びを感じさせ､彼らに内在する可

能性を存分に引き出していくことが極めて重要となっているのである｡

もちろん､これまでも､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開するために､初等中等

教育の教育内容･方法の多様化や､高等教育における個性化・多様化を目指したカリキュラ

ム改革などの改善が図られてきており､現在も改善の努力が払われているところである｡し

かしながら､今日､教育システム全体の中になお存している画一性の是正に一層取り組んで

いくことが急務となっており､各学校段階の取組を進めるだけではなく､学校間の接続の在

り方について見直していくことが必要である｡

具体的には､まず､子どもたちが自らの生き方を考え､自らにふさわしい進路を選択した

り､また､各学校において子どもたちの多様な能力･適性を生かした教育活動を展開しようと

する際に､入学者選抜の在り方は、大きな関わりを持っているのであり､その改善を図るこ

とは､一人ひとりの能力･適性に応じた教育の実現を図る上で不可欠である｡また､現行の学

校制度については､その複線化構造や柔軟化･弾力化を進め､子どもたちや保護者の主体的な

選択の範囲を拡大していくことが､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開する上で､極

めて重要であると考える｡

こうした考え方の下に、我々は､学校間の接続の改善を図る上で特に重要な課題と考えら

れる。

① 大学･高等学校の入学者選抜の改善

② 中高一貫教育

③ 教育上の例外措置

に焦点を当てて検討を進めてきたところであり､以下､具体的に提言を行うものである｡

第２章 大学･高等学校の入学者選抜の改善

第１節 過度の受験競争の状況

過度の受験競争の緩和の問題は､これまでも､第１４期中央教育審議会や大学審議会にお

いて取り上げられ､種々改善のための努力がなされてきた｡第１５期中央教育審議会は､第一

次答申において､こうした提言や改善のための努力を評価しつつも､〔ゆとり〕の中で〔生

きる力〕を育むためには､過度の受験競争の緩和が必要であると指摘したところであり､我

々は､そうした認識の下､この問題についての審議を深めてきた｡

受験競争については、後述するとおり､少子化が進む中で､長期的に見ると､大学や高等学

校の全体の収容力という意味て総じて緩和されるものと考える｡しかしながら､塾通いの増

加や受験競争の低年齢化に象徴されるように､大学･高等学校､とりわけ､特定の大学･高等学

校をめぐる受験競争は依然として厳しく､多くの子どもや親を巻き込んでいるというのが現

状であり、こうした事態は､少子化の進行により､解決されるわけではない｡
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受験競争に巻き込まれている子どもたちについては､小さいころから､いわゆる｢よい大

学｣への進学を意識し､そのため､生活全体から ゆとり が失われるという状況が見られる｡〔 〕

そして､過度の受験勉強に神経をすり減らされ､様々な生活体験､社会体験､自然体験の機会

を十分に持つことができず、豊かな人間性を育むことが困難になっている｡特に､小学生の

子どもたちが､夜遅くまで塾に通うといった事態は､決して望ましいことではなく､憂慮すべ

きことと考える｡

また､過度の受験競争は､高等学校以下の学校段階における教育や学習の在り方を､受験の

ための知識を詰め込むことに偏らせる傾向を招き､自ら学び､自ら考える教育への転換を図

るというこれからの学校教育が目指す方向性との乖離を少なからず生じさせている｡
かいり

もちろん、受験競争の緩和については､誰もが満足するような解決策を見出すことは困難

であろう｡すなわち､特定の学校に希望者が集まった場合に何らかの方法によって選抜を行

ことは不可避であり､また､選抜を通じて一人ひとりの多様な能力･適性や意欲､更には様々

な努力や体験を的確に評価し 社会の流動性を確保するという意味で､一定の競争が存在し､、

それが必要なことは否定できない｡また､学校生活や社会生活において様々な形で競争があ

ることは不可避であり､人々が個性や能力を発揮したり､社会全体の活力を維持していく上

でむしろ必要なこととも言える｡努力という行為なしに､志望する大学へ進学できるという

ような解決策を見出そうとすることは適切とは言えない｡しかしながら､今日の我が国では

様々な競争が､大学あるいは高等学校への入学を目指して､一つの価値尺度に過ぎない１８

歳あるいは１５歳時点での知識量の多寡を競い合うという形で集約されて現れるというき
たか

らいがある｡そうした単一の尺度の下では､子どもたちの努力がいかに多くの点数を効率よ

く獲得するかということだけに向けられ､また､低年齢の子どもたちまでもが競争に巻き込

まれ､先に述べたような様々な弊害が生じてきているのである｡このような在り方は関係者

の最大限の努力によって是正されていくべきであると考える｡

我々は、このような過度の受験競争の現状を踏まえ､〔ゆとり〕の中で〔生きる力〕を育

むというこれからの教育のあるべき姿を実現するためには､過度の受験競争の緩和が必要で

あることを改めて確認した｡そして､子どもたちの多様な能力･適性を伸長するためにも､そ

れが不可欠であると考えた｡こうした基本的な考え方に立って､以下､大学･高等学校の入学

、 （ ）者選抜の改善について様々検討を行った｡また､過度の受験競争の問題は 形式的な学 校

歴を重んじる国民の意識や企業･官公庁の採用･人事の在り方などが影響していることもあ

り､学（校）歴偏重社会の問題について検討を行った｡

２１世紀の我が国社会を豊かで活力あるものとしていくため､｢人々が､生涯のいつでも､

自由に学習機会を選択して学ぶことができ､その成果が適切に評価される社会｣､すなわち生

涯学習社会への移行を図っていくことが求められている｡１８歳の時点でどの大学に入学し

たかといったことの評価に重きが置かれ､過度の受験競争が展開されるといった状況は､生

涯学習の理念を実現するという観点からも､是正されなければならない｡経済構造が変化し､

社会の価値観が多様化するなど､我が国社会が先行き不透明な変化の激しい時代を迎えると

いうことを考えると､18歳の時点での試験の合否は､もはやかって程の大きな意味を持たな

いようになり､その後の人生においていかに学び､真の実力を身に付けていくかが重要とな

ってくるということを強調した上で､以下､具体的な提言を行うこととしたい｡
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第2節 大学入学者選抜の改善

（１）大学入学者選抜の現状とこれまでの様々な改善の努力

＜変わりつつある大学入試＞

大学入学者選抜については､これまでも第１４期中央教育審議会､大学審議会の答申など

を踏まえ逐次改善が積み重ねられてきたところである｡ここでは､大学入学者選抜の今後の

改善の在り方について提言するに先立って､近年の改善の動向を概観しておきたい｡

大学の入学者選抜において､大学は､入学志願者の能力･適性などを多面的に判定すること

が重要であり､そのため､大学においては､学力検査以外に小論文や面接などを取り入れると

共に、推薦入学、帰国子女特別選抜､社会人特別選抜などの特別選抜を拡大しているところ

である｡更に､近年においては､専門高校や総合学科卒業生のための選抜枠を新たに設けるな

どの多様化が進んでいる｡

共通第一次学力試験導入前の昭和53年度の大学入試と平成9年度の大学入試を比較してみ

% % %ると､面接を導入している国公立大学数は全体の35.0 から91.9 に､小論文の導入は33.3

から93.9 に、リスニングの導入は7.5 から35.1 にそれぞれ増加している｡また､特別選% % %

抜の導入も進んでおり､推薦入学の導入は32.5 から83.8 に､帰国子女特別選抜の導入は% %

0.8 から68.2 に､社会人特別選抜は導入されていなかったものが41.9 の導入となってい% % %

る｡私立大学においても､平成８年度選抜における推薦入学の導入は97.4 ､帰国子女特別選%

抜の導入は54.1 ､社会人特別選抜の導入は48.2 と､選抜方法が多様化してきている｡% %

これらは､大学数で見た導入率であり､定員べースで見ると導入の割合はこれほど多くは

ないが､国公立大学において個別試験で学力検査のみの選抜となっているのは６割弱となっ

ている｡

個々の大学を見ても国公私立を通じて様々な試みがなされている｡論文を重視した事例と

しては､ある大学で､あらかじめ指定した３冊の図書を試験前に読ませて､これに関して３時

間の論文試験を行っている学科がある｡配点に工夫するため､ある大学の学部では､大学入試

センター試験の成績と個別学力検査の成績を①センター試験に比重を置いた配点､②個別学

力検査に比重を置いた配点､③両者を同などに扱う配点の三つの配点方法で採点し､これと

調査書､健康診断とを総合判定して選抜する方法を採っている｡異なった選抜尺度を利用し

ているものとしては､定員の半分を調査書､自己推薦書､関係者推薦書によって高等学校の生

活で優れた活動や成果を収めたと認められるものを優先して選抜し､半分をセンター試験の

成績で選抜している大学の学部がある｡また､一般的な入試方式のほか､論文･英語のみによ

る選抜､リスニングを課す英語重視の選抜､数学重視の選抜など大学全体として１３種類の

方法で選抜を行っているものがある｡調査書を重視するものとしては､独自の調査書で受験

生の能力を総合的に把握する努力をしている大学がある｡更に､医学部においては､受験生全

員に面接を行ったり､他の大学･学部を卒業した者などを対象とした編入学定員を設定する

などの動きがあり､医師になるための適性や明確な目的意識を持っているものを積極的に受

け入れようとする傾向にある｡

このように､評価尺度の多元化･多様化の取組は確実に進んでいるが､これは､大学入試セ

ンター試験を導入したことによるところが大きい｡大学入試センター試験は､高等学校の段

階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的とするものであり､これ



- 84 -

15中教審

と各大学が行う個別試験を組み合わせることによって入試の多様化を進めることができる

ようになった｡すなわち､基礎的な学力についてはセンター試験で評価し､各大学は､専門分

野から特に必要な学力を評価したり､論文や面接などによる多面的な評価をすることに力を

注ぐことができるようになったということである｡また､大学入試センター試験は､教科･科

目やその配点を自由に定めることができるなどその結果をどのように使うかが自由な｢ア･

ラ･カルト方式｣であるため､各大学における試験の多様化も進めやすくなったものである｡

一方､受験機会の複数化の取組も進められている｡共通第１次学力試験を導入した時は､国

公立大学においては一回の受験機会しかなかったものが､昭和６２年度入試から､個別の大

（ ）学が 日程､ 日程､ 日程のいずれかの日程により試験を一回実施する方式 ｢逮続方式｣A B C

が導入された｡これにより､受験生は国公立大学を複数回受験できるようになったが､同じ大

学･学部は一度しか受けられないため､平成元年度入試からは､個別の大学が学部の定員を分

割し､試験を二回実施する方式（｢分離･分割方式｣）が導入され､｢連続方式｣と併用されるよ

うになった｡その後､第14期中央教育審議会は､こうした複雑な実施方式を簡素化すると共

に､大学が多元的な評価の尺度を導入し､受験生の能力・適性などを多面的に判定する方向

での入学者選抜の改善を進める観点から､｢分離･分割方式｣ への統一を提言した｡この提言

を受けて､国立大学においては平成９年度入試から｢分離･分割方式｣に統一され､公立大学に

おいても平成11年度入試から｢分離･分割方式｣に統一されることになった｡また､近年､私立

大学においても同じ大学･学部で複数回受験をすることができるようにしている例が増えて

いる｡

我々は､今日､こうした様々な改善の努力によって､大学入試が着実に変わりつつあると評

価するところであるが､後述するような課題が依然として存しており､これを克服するため､

更に一層の努力が求められていると考える｡

（２） 大学入学者選抜の改善の基本方向

① 高等教育を取り巻く環境の変化と大学入学者選抜の課題

高等教育を取り巻く環境は､18歳人口の減少や進学率の高まり（大学や短期大学への進学

% %率〔入学者の１８歳人口に占める割合〕は、平成２年度の36.3 から平成８年度の46.2

に）､学術研究の進展､国際化･情報化･経済構造の変化､更には国民の生涯学習ニーズの高ま

りなどに示されるように､大きく変化しつつある｡これらの変化を背景に､各大学は､世界的

な水準の教育研究を展開することや､より幅の広い層の国民に対応した様々な教育機会を提

供することなど､社会の多様なニーズにこたえることが求められており､各大学が､それぞれ

の教育理念や目的を見直し､個性的で多様な教育活動を展開することの必要性がますます高

まってきている｡

そうした中で､大学入学者選抜をめぐる競争については､少子化に伴い､大学全体の収容力

の観点からは､総じて緩和されると考えられる｡大学審議会の試算によれば､平成１２～１６

年度で臨時定員の半数を恒常的に定員化した場合､収容力（入学者数を全志願者数で除した

もの）は平成２１年（２００９年）に100 に達し､理論上､大学進学を希望する者はいずれ%

かの大学に必ず入学できるようになると見込まれている｡しかしながら､大学入学者選抜を

めぐる競争の課題は、全体の収容力の問題ではなく､希望者が多い特定の大学をめぐる競争
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が依然として厳しく､競争の低年齢化を招来しているという状況にある｡

大学入学者選抜の現状を見ると､先に述べたように､選抜方法の多様化や評価尺度の多元

化､受験機会の複数化､推薦入学の改善など様々な改善の努力が払われているところである｡

しかし､なお､現在の大学入学者選抜においては､知識量の多寡を問うぺーパーテストによる

学力試験が偏重される傾向にある｡これからの教育においては､自ら学び､自ら考える力など

の〔生きる力〕を育成しつつ､子どもたちの個性を伸ばしていくことを重視しており､大学

入学者選抜においても､今後一層､子どもたちの多様な個性や能力･適性､意欲を幅広く評価

していくことが必要である｡また､いったん大学に進学した後､より適切な進路を見つけたと

きに転入学や編入学をしやすいようにするなど､やり直しをしやすくする必要がある｡更に､

大学入学者選抜の在り方を改善することを阻害する背景として､形式的な平等にとらわれ､

専ら学力試験によって合否を決することが公正･公平であるという概念が､教育界を含む我

が国社会全体において依然として根強く存しているということも看過できない問題である｡

我々は､こうした大学入学者選抜をめぐる問題点を克服していくことが､過度の受験競争の

緩和を図っていく上で必要であるとの認識に立って､具体的な提言を行うべく審議を進めて

きた｡

② 諸外国における大学入学者選抜の改善の動向

受験競争そのものは､決して我が国だけの問題ではない｡欧米先進国においては､高等教育

の普及が進むと共に競争的な傾向が生じてきており､アジアなどの経済発展が著しい国々に

おいても､経済的なキャッチアップを目指す中､我が国を上回るほどの過熱した競争が展開

されている｡こうした状況にあって､各国それぞれに対応を進めているところである｡

大学における入学者選抜の場合､例えば､アメリカにおいては､ハイスクール卒業資格を持

つ者すべてに入学を認めたり、大学が定め一定基準を満たした者すべてを入学させる大学

がある一方､高い競争倍率を有する大学があり､そうした大学では､ハイスクールの学業成績

（ 〔 〕 〔 〕）や 言語･数理の二領域から構成される論理テスト 及び教科別テストSAT SAT I SAT II

の得点､推薦状､活動記録､小論文､志願者のプロフィール､面接などに基づき､アドミツショ

ン･オフィスにおいて多面的かつ丁寧な評価を行っている｡

また､イギリスでは､各大学において､中等教育段階の到達度を証明する 試験の成績GCE

に加えて、中等学校長からの内申書や面接などを併せて評価を行っている｡更に､フランス

やドイツでは､それぞれバカロレアやアビトウアといった資格試験に合格すれば､原則とし

て無選抜で希望する大学へ入学できることとなっていたが､最近の進学率の向上により､そ

の原則の修正が迫られている｡隣国の韓国では､数次の制度改革を経て､高等学校の内申成

績､我が国の大学入試センター試験に類する大学修学能力試験､個別の大学の試験（一部の

大学のみ）を組み合わせて選抜が行われており､特に高等学校の内申成績は必須の判定基準

として相当の比重が置かれているが､更に制度改革を行うこととしている｡

このように、それぞれの国で入学者選抜の在り方も異なっているが､そのいずれも､各国

における大学などの成り立ちや様々な社会的･文化的な背景を反映したものである｡また､そ

れぞれの国においても種々の議論が継続して行われており､様々な社会の変化に対応して､

不断に改善が図られている途上にあると考える｡従って､諸外国の入学者選抜の在り方を､単

純に我が国のそれと比較して長短を論ずることは適当ではないが､我が国の実情を十分踏ま
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えながら､なお学び得る点については､積極的に参考にするという立場で我々は審議を進め

てきた｡

③ 高等教育の構造やシステムの在り方

本節では､過度の受験競争の緩和を図る観点から､大学入学者選抜の改善について具体的

な提言を行うものであるが､大学入学者選抜をめぐる競争の問題は､単に選抜それ自体の在

り方のみによって引き起こされているのではない｡我々は､ここで､過度の受験競争の大きな

要因の一つとして､偏差値などに基づく大学間の序列意識が国民に根強く存在することを指

摘したい｡こうした序列意識が形成されてきた社会的なメカニズムについては､第14期中央

教育審議会答申においても詳細に分析されており､直ちにこれを解消することはなかなか困

難であるが､各大学が､それぞれの教育理念や目的に基づき､個性や特色を発揮することを通

じて､高等教育全体を多元的な構造としていくことが､迂遠なようであっても､最も重要であ
う

ると考える｡平成３年の大学設置基準の大綱化を契機とし､各大学は､多様化･個性化を理念

とするカリキュラム改革など大学改革に取り組んでいるところであり､今後､前述した高等

教育を取り巻く環境の様々な変化を踏まえ､大学改革は一層進展していくこととなろう｡こ

うした大学改革を通じて､大学が多様な発展を遂げ､偏差値による大学間の序列化が是正さ

れていくことを強く期待したい｡

また､これに関連して､多様な能力・適性や意欲を持つ者が､人生のいろいろな段階で高等

教育にアクセスすることをより可能にするという観点から､高等教育のシステムの在り方を

見直していくことか一層必要になると考えられる｡

④ 改善の基本方向

以上のような認識を踏まえ､子どもたちに〔ゆとり〕を与え､〔生きる力〕を育むという

基本的な観点に立つた､大学入学者選抜の改善の基本方向として､高等教育のシステムの在

り方を含めて､次の５つの方向を提示したい｡

なお､大学入学者選抜を改善していく具体的な主体は大学自身であるが､単に大学側の事

情のみを考えてその在り方を見直すことは適当とは言えない｡大学入学者選抜の改善は､広

く国民の理解が得られるものであると共に､よりよい教育の実現に貢献するものでなければ

ならない｡過度の受験競争の問題が､子どもたちに〔ゆとり〕を与え､〔生きる力〕を育んで

いくため､社会全体で取り組まなければならない喫緊（かんじんかなめ）の課題であること
きっきん

を踏まえると､こうした認識を国公私立大学全体を通じた共通のものとしていくことが必要

となるのである｡従って､各大学においては､｢それぞれの教育理念や目的に応じた教育活動

を展開する上で､自らの入学者選抜が果たして適切なものであるか｣という観点だけでなく､

｢高等学校以下の教育や社会に対して入学者選抜がどのような影響を及ぼしているか｣とい

う観点に立って､以下の提言を踏まえ､大学入学者選抜の改善に積極的に取り組むことを望

みたい｡そして､改善に際しては､大学進学率が向上する中で､大学が選抜するという視点だ

けではなく､多様な能力･適性や意欲を持つ者が､自分にあった進路をいかに的確に選択でき

るかという視点に立つことがますます重要になってくると考える｡

また､過度の受験競争と密接に関わりを持っている学（校）歴偏重社会の問題について､

企業・官公庁における取組や国民の意識改革のための取組を第4節に掲げたところである
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が､これらの取組を促していくという観点からも､大学が率先して入学者選抜の改善を進め

ていくことが極めて重要であることを強調しておきたい｡

（ ）学力試験を偏重する入学者選抜を改め､能力･適性や意欲･関心などを多角的に評価るa

ため､選抜方法の多様化､評価尺度の 多元化に一層努めることが必要｡

特に､調査書､小論文､面接､実技検査､推薦文などを活用し､ 総合的かつ多面的な評価重

視するなど丁寧な選抜を行っていくことが必要｡また､総合的かつ多面的な評価を重視す

る一方､ 様々な職業経験や活動経験あるいは特定の分野での優れた能力や学習の成果な

どの評価を一層推進することも重要｡更に､様々な試行錯誤を可能とするための受験機会

の拡大が必要｡こうした改善を進めるに当たっては､学力試験による一点差刻みで選抜す

ることが最も公正・公平であると考えられてきた公正･公平の概念を見直すことが必要｡

（ 〔ゆとり〕の中で〔生きる力〕を育成するという初等中等教育の改善の方向を尊重しb）

た入学者選抜の改善に努めることが必要｡

特に､高等学校以下の学校生活を含む子どもの生活全体に ゆとり を与えると共に､ 生〔 〕 〔

きる力〕を育む教育の実現を期するため､高等学校での生徒の学習や活動を的確に評価

したり､ 推薦入学を進めていくことが必要｡その際､〔生きる力〕が学力だけでない総合

的な力であり､また､学力そのものの概念も､単なる知識の量から､自ら学び､考える力へ

と転換が図られつつあるということを踏まえた改善が必要｡

（ ）選抜方法の多様化､評価尺度の多元化などの入学者選抜の改善については､全体としてc

かなり進んでいるものの､影響力のある特定の大学を中心として､なお十分とは言えず､

以上の改善に当たつては､そうした大学が受験競争や大学入学者選抜全体に大きな影響

を与えていることに鑑み､率先して改善に努めることが必要｡

学力試験を偏重せず 多様な選抜方法を取り入れていくなどの改善を進めるためには､（ ） 、d

様々な条件整備や進路指導の改善など関連する施策を進めることが必要｡

各大学などにおける努力と共に､行政において､支援策を講じつつ､アドミッシヨン･オフ

イスの整備､ゆったりとした入試日程の確保､関係機関の連携の強化や情報提供の充実な

どを図ることが必要｡

（ ）入学者選抜の改善と共に､特定大学への受験競争の緩和を目指し、大学相互の垣根をe

低くしていくため､高等教育全体を柔らかなシステムとしていくことや､大学教育の充実

と学業成績の評価の厳格化を進めていくことが必要｡

特に､単位互換の拡大､編入学･転入学の拡大､社会人入学の拡大､休学や復学の弾力化な

どを進めていくことが必要｡また、こうした改善に当たっては､年齢や学力だけにこだわ

らない､やり直しを可能とする､あるいはいろいろな職業経験などを経ることを可能とす

るなど､高等教育への様々なアクセスを確保するという観点が重要｡
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（３）大学入学者選抜の改善などの具体的な取組

（ ）入学者選抜の改善の在り方A

まず､②において述べた基本方向を踏まえ､どのように入学者選抜の改善を進めていくか

について具体的に述べたい｡

① 学力試験を偏重する入学者選抜から､選抜方法の多様化や

評価尺度の多元化への一層の転換

選抜力法の多様化や評価尺度の多元化は､全体としては着実に進められているものの､い

まだに学力試験を偏重する傾向が根強く見られるところである｡もちろん､大学が､一定の学

力水準を要求することは当然のことであり､そのことを否定しようとするものではない｡我

々が､ここで問題にしようとしているのは､効率よく暗記や詰め込みを行うことで得られた

内容が専らぺーパーテストによって評価され､そのため､こうしたことに長じた者が結果的

に有利となり､高等学校以下の教育を受験準備教育に偏らせてしまうような入学者選抜の在

り方であり､そうした状況を｢学力試験の偏重｣という言葉で端的に表現しているのである｡

我々は､このような学力試験を偏重する現在の入学者選抜の在り方が､先に述べた様々な弊

害を生む要因となっていると考えており、とりわけ､子どもたちの多様な個性や能力･適性､

意欲を伸ばし､これを評価していくというこれからの教育の在り方から見ると､大きな問題

であると考える｡

これからの教育が、自ら学び､自ら考える力などの〔生きる力〕という全人的な力を育む

ことを目指していることを踏まえると､こうした現在の入学者選抜の在り方を見直すことが

強く求められる｡

このような反省に立って､これからの大学入学者選抜の在り方については､ぺーパーテス

トによる学力試験の成績を偏重し､一点差刻みで合否を決めるのではなく､それぞれの大学

や学部の特質に応じた選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を更に徹底し､入学者選抜の基

調を転換していくことが必要である｡こうした選抜方法の多様化や評価尺度の多元化によっ

て､入学試験の時点における知識の量だけでなく､大学での学習に対する意欲･熱意や入学後

の能力の伸長ということも見据え､多様な個性や能力が適切に評価されることが期待される

のである｡そして､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化は､子どもたちの個性の伸長を図る

と共に､多様な学生を受け入れることによって大学の教育や研究の活性化に資するという観

点からも重要であると考える｡

（総合的かつ多面的な評価など丁寧な選抜）

選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を実際に進めるに当たっては､まず､学力試験にお

いて課すべき教科･科目の選択幅の拡大や多様化を図ることはもとより､学力試験だけでな

く､調査書､小論文､面接､実技検査､推薦文 自己推薦文を含む など多様な手法に目を向け､（ ）

これらを積極的に活用していく工夫が求められる｡その際､個々の手法はそれぞれ評価尺度

として一長一短があるのであり､これらを適切に組み合わせることにより､学力を含めた多

様な能力・適性、目的意識や意欲･関心､更には､様々な活動や努力の成果を総合的かつ多面

的に評価するなどの丁寧な選抜を実施していくことが望まれる｡こうした総合的かつ多面的

な評価は､米国の一部の大学において実施され､多様な学生の受入れなどの面で成果を挙げ



- 89 -

15中教審

ているところであり､我が国においても積極的に取り入れていくべきであると考える｡

（多様な活動経験や学習成果の評価）

また､子どもたちの多様な能力･適性､目的意識や意欲･関心を評価するという観点から､総

合的かつ多面的な評価を行うことのみならず､様々な職業経験や活動経験､特定の分野にお

ける優れた能力や学習の成果を評価していくことは重要である。具体的には、社会人や海

外帰国生徒に対する特別選抜､専門高校や総合学科卒業生のための特別枠の設定､学校の内

外における文化･スポーツ活動やボランティア活動の積極的な評価などを一層進めていくこ

とが望まれる｡

こうした取組の一環として、例えば､社会人入学については､高等学校卒業後､一定期間､

社会人として職業経験を積んだ者やボランティア活動を行った者に対して更に門戸を開い

ていくことは有意義と考えられる｡このため､各大学において､こうした人々に対して特別枠

を設けたり､職業経験やボランティア活動経験を評価したり､自己推薦や企業･団体などによ

る推薦を重視することなどにより､その入学を認める途を広く開いていくことが必要であ
みち

る｡

また､職業教育を主とする専門高校や総合学科の卒業生への配慮については､特別選抜を

拡大するだけでなく､これらの者を対象とする推薦入学の枠の設定や拡大を図ったり､学力

試験において職業などに関する科目による代替を認めることなどが､もっと多くの大学･学

部で行われていくべきである｡更に進んで､各大学・学部の判断により､職業教育と当該大学

･学部の教育との関連性を踏まえつつ､地域を重視した大学づくりといった観点にも配慮し

ながら､職業教育を主とする専門高校や総合学科について､学校を指定した推薦入学の枠を

設けることも考えられてよい｡

（地域を重視した入学者選抜）

現在､入学定員の一部について､地域を指定した枠を設けたり､地域を指定した推薦入学を

行っている大学もごく一部にあるが､地域に根ざした大学づくりを進めたり､若者の地域定

着を進める観点から､各大学の判断により､新たにそうした入学定員の枠や推薦入学を導入

したり､拡大していくことも有意義と考える｡

（障害のある者への配慮）

障害のある者に関しては､従来も選抜の実施に当たって配慮がなされているところである

が､本節で提言している選抜方法の多様化や評価尺度の多元化のための様々な取組は､ぺー

パーテストによる学力試験では不利な立場に置かれることもあるこれらの者に対する適正

な評価にも資するものと考えられる｡また､こうした取組の実践に当たって､障害のある者へ

の一層の配慮が求められることはもちろんである｡

（同一大学の同一学部･学科における複数の選抜基準の導入）

ここまで述べてきた具体的な取組については､多様な選抜方法を進めるため､各大学にお

いてこれらを適切に組み合わせて実施することが望まれる｡特に､同一大学の同一学部･学科

において､複数の選抜基準の導入を一層推進し､子どもたちが自分の能力を発揮するのに最

もふさわしいチャレンジの仕方を選択できるようにすることの意義は大きい｡なお､国公立
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大学におげる同一大学の同一学部･学科が､前期日程と後期日程において異なる尺度で選抜

を行うこととしている分離･分割方式は､選抜基準や方法の多様化を図るための一つの方策

として評価できると考える｡

（影響力のある特定の大学や 部の私立大学における改善）|

以上の提言について､我々は､すべての大学に対してその取組を求めるものであるが､とり

わけ､影響力のある特定の大学が率先して取り組むことを要請したい｡そうした大学が､自ら

の教育理念や目的に応じて学力評価を重視することは理解できるものの､その入学者選抜の

在り方が大学における入学者選抜全体､更には社会全体に大きな影響を与えていることにか

んがみ､その一層の工夫改善が不可欠と考える｡このことは､以降の諸提言についても同様で

ある｡

一部のそうした大学においても､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化に向けて努力が払

われるようになり､先進的な取組を試みている例が見られる｡例えば､私立大学の中には､定

員の一部について､アドミッション･オフィス（後述）において､一定の資格基準を満たす者

を対象に､志望理由書､高等学校入学以降の活動報告書や志願者評価書などをもとに､書類選

考と面接試験によって多面的かつ総合的な評価を実施し、選抜を行う例が見られる｡

また､国立大学の中には､前期日程の定員の一部について､個別試験において学力試験に代

えて論文試験を課すなどの取組の例が見られる｡我々はこうした取組を高く評価するところ

であるが､全体としてはいまだ取組が不十分であると言わざるを得ず､一層の努力を求めた

い｡

更に､一部の私立大学においては､多数の受験生を対象に短い期間で選抜を行おうとする

ため､余りに少ない科目による多肢選択式のぺーパーテストに安易に頼るなど、単一基準に

よって一律に評価を行おうとする傾向が見られる｡こうしたことは､子どもたちの多様な個

性や能力･適性､意欲を伸ばしていくというこれからの教育の在り方から見ると､大きな問題

と言わざるを得ない｡総合的かつ多面的な評価を重視した丁寧な選抜を行うなど､選抜方法

の多様化や評価尺度の多元化を進めていくという､これまで述べてきた改善の方向性に照ら

し､このような入学者選抜の在り方については、強く改善を求めたい｡

② 受験機会の拡大

子どもたちがひとたび希望する大学への受験に失敗しても､その大学への受験をやり直し

たり､他の大学に挑戦したりすることをより容易にしていくこと､すなわち､受験機会の拡大

を図っていくことは重要である｡こうした観点からすると､従来より受験機会の複数化の一

環として実施している｢分離･分割方式｣は適切な方策であると考える｡

また､４月入学を基本とする一方で､秋季入学を拡大していくことも必要である｡秋季入学

については､実際の導入に当たってセメスター制の採用などカリキュラム上の配慮が必要で

あり､大学側の負担が重いという事情もあって､現在､ごく一部の大学において行われている

だけであるが､各大学において創意工夫しながら､限られた規模からのスタートであったと

しても､これを実施していくことを望みたい｡

なお､秋季入学については､海外帰国生徒･留学生や社会人以外に一般受験者の枠を設定す

る場合､受験機会を拡大するというメリツトもあるが､かえって競争をあおることになるお
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それもある｡

従って､秋季に一般受験者の選抜を行う場合には､ぺーパーテストによる学力試験以外の

方法を用いて丁寧な選抜を行うなど､多様な選抜方法や評価尺度を用いることが望ましい｡

更に､秋季入学者については､大学を卒業する時点が他の学生と異なることになるため､企

業の採用活動について配慮を求めていくことが必要である｡

③ 初等中等教育の改善の方向を尊重した入学者選抜の改善

第一次答申においては､今後の初等中等教育の改善の方向として､〔ゆとり〕の中で〔生

きる力〕を育むことを提言したところであり､例えば、観察･実験､体験的な学習､課題解決

型の学習を重視するなど､教育内容･方法の一層の改善が図られつつある｡こうした改善の方

向を尊重した入学者選抜の改善を進め､高等学校での生徒の学習や活動を的確に評価してい

くことが必要である｡

こうした取組の一環としても､先に述べたように､学力試験を偏重した入学者選抜の在り

方について､その基調を変えていくことは極めて重要である｡知識量の多寡を専ら重視する

ような入学者選抜は､子どもたちの学習の在り方を､受験のための知識を詰め込むことに偏

らせており､学校生活を含めた子どもの生活に〔ゆとり〕を与える上で､大きな障害となっ

ている｡また､そうした入学者選抜の在り方は､〔生きる力〕が､学力のみならず豊かな人間

性などを包含した総合的な力であるということや､学力観そのものが､単なる知識の量から

自ら学び､自ら考える力へと大ぎく転換していることと､大きな齟齬を生じている｡
そご

具体的には､まず､大学入学者選抜において､これまで必ずしも重要視されてこなかった高

等学校の調査書の活用の在り方について検討する必要がある｡調査書は､高等学校における

平素の学習状況などを評価し､学力だけでない生徒の多様な能力を総合的かつ多面的に判定

するための参考に供することを趣旨としており､高等学校での生徒の活動をきめ細かく評価

していく上で欠くことのできない重要な資料である｡こうした認識に立って、大学関係者と

高校関係者がお互いに努力を重ねることにより､調査書を一層活用していくことが必要であ

る｡特に､大学関係者が調査書の意義に対する理解を深めると共に､学校によりいわゆる学力

レべルの差が存在することなどに起因する調査書の有効性の問題がその活用を妨げてきた

との指摘を踏まえ､高等学校関係者を中心にその有効性を高めるための組織的な取組を行う

ことが必要である｡

また､調査書の活用方法については､学力試験､小論文､面接､実技検査や推薦文などと適切

に組み合わせていくことはもちろん､更に進んで､大学や学部・学科がそれぞれの教育目的

に応じ､履修科目やその到達度についてあらかじめ一定の要件を提示し､調査書によって履

修状況を確認するという方法（履修科目など指定制）の導入も考えられてよい｡子どもたち

に必要以上の学習負担を負わせることなく､学校生活における〔ゆとり〕を確保するために

は､学力試験における受験教科･科目数をできるだけ少なくしていくべきであるが､その際に

も､こうした履修科目など指定制などによる調査書の活用が考えられるべきである｡

次に､学力試験の実施に当たっては､高等学校教育の趣旨を逸脱しない出題を行うと共に､

〔生きる力〕が自ら考える力であることを踏まえ､単に知識の量の多寡を問う問題はできる

だけ避け､創造的かつ論理的な思考力などを問う問題を出題していくべきである｡また､具体

的な出題方法については､〔生きる力〕が総合的な力であり､これからの教育において横断
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的･総合的な学習の推進が図られていくことを踏まえ､教科の枠にとらわれない総合問題や

小論文などの出題を積極的に考えるべきであり､こうした出題やその評価の方法に関する研

究開発も大学入試センターなどにおいて併せて進めるへきである｡

個別の教科の学力を評価するに当たっても､それぞれの教科の特質に応じて､初等中等教

育の改善の方向を尊重した改善が求められる｡

例えば､理科については､科学的素養の育成などを目指す改善の方向を踏まえ､学力試験に

おいて科学的な思考力を問う問題の出題を行ったり､実技検査において観察や実験を行うこ

とが考えられる｡また､観察や実験を入学者選抜に取り入れることは､短期間に多くの受験生

を対象に実施しなければならない制約上､困難も予想されるところであり､その場合､前述の

履修科目など指定制を活用し､高等学校において一定の観察や実験を行っていることを出願

の条件とすることなども検討されてよい｡

外国語､特に英語については､コミューケーション能力の育成などを目指す改善の方向を

踏まえ､入学者選抜においてリスニングを取り入れたり､履修科目など指定制を活用したり､

あるいは英語検定などを活用することをもっと考えるべきである｡大学入試センター試験を

はじめ､各大学などにおける試験の問題の改善が図られつつあるが､一部の大学における英

語の出題内容などの在り方が､文法や構文などに関する内容に重きが置かれていることなど

により､高等学校以下の英語教育の改善を阻害している一つの要因となっているとの指摘も

あり、英語教育だけだけでなく、試験の問題についても一層の改善の努力が求められる｡

また､英語については､他の科目と比べると､学力試験において必須科目として課されるこ

とが多いという傾向が見られる｡そのこと自体は､国際化に対応した教育を進めていく上で

否定できないが､各大学･学部が､自らの教育理念や目的に応じながら､履修科目など指定制

や英語検定の活用などを進める一方､例えば､入学定員の一部について英語を受験科目とし

て課さないということも柔軟に考えていってよい｡

④ 推薦入学の改善

推薦入学については､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を進める上で､また､初等中等

教育の改善の方向を尊重した改善を進める意味でも､極めて有意義であり､過度の受験競争

の緩和に大いに資するものである｡こうした観点から､推薦入学について､影響力のある特定

の大学を含めて､これを実施する大学や学部の増加を図ると共に､入学定員に対する割合の

拡大が望まれる｡

更に､推薦入学の趣旨を踏まえると､推薦を受け付けながら学力試験を課すことは適当で

ないこと、受付開始時期は１１月以降とすべきことなど一定のルールの遵守は当然なされ

るべきである｡

また､推薦入学に関連して､高等学校以外の者が推薦の主体となる方法として､例えば､受

験生が自己アピール書類を大学側に提出する自己推薦制度を設け､書類を高等学校を通じて

提出するだけでなく､大学が認める場合には直接提出する途を開くことが考えられる｡また､

同様に､社会教育団体･地域の団体･スポーツ関係団体などの学校以外の団体による推薦を活

用することも考えられる｡こうした取組は､教育制度の柔軟化にも資するものであると考え

る｡
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⑤ 大学入試センター試験と個別試験の在り方

大学入試センター試験には､すべての国公立大学と一部の私立大学が参加し､これまで参

加大学も年々増加すると共に､いわゆる｢ア・ラ・カルト方式｣の採用や各大学の工夫による

個別試験との組合せなどにより､多様な利活用が進められてきた｡大学入試センター試験の

問題はおおむね良問とされており､また､その活用によって大学入学者選抜の多様化が図ら

れつつあることは､評価できるところであり､大学入試センター試験の基本的な在り方を踏

まえつつ､その一層の改善を進めることが適当である｡

大学入試センター試験については､受験生の高等学校段階における基礎的な学習の達成の

程度を判定することを主たる目的としていることから､その運用に当たって、高等学校関係

者との緊密な連携が強く望まれる｡このため､試験問題の作成を含め、幅広く高等学校関係

者の協力を得ながら､大学入試センター試験を企画･実施･評価する体制を作っていくことが

望ましい｡

各大学が大学入試センター試験を利用する場合､先に述べた選抜方法の多様化と評価尺度

の多元化を図る観点などから､個別試験において学力試験をできるだけ少なくし､調査書､小

論文､面接､実技検査､推薦文（自己推薦文を含む｡）を適切に組み合わせていくべきである｡

センター試験で判定できる能力について再度試験を課すことは､学力試験の偏重につながる

ものであると共に､受験生にとっても､必要以上に大きな負担になっている場合が少なくな

いと考えるからである｡

現在､個別試験について､こうした方向に沿った取組がかなり進められているが､影響力の

ある特定の大学を中心として､なお不十分であり､一層の取組を進めるべきである｡

また、各大学においては､ぺーパーテストによる学力試験の一点差により合否を決めると

いう考え方を変えていくという観点から､様々な選抜方法の工夫を行っていくことが望まれ

る｡例えば､大学や学部の特質に応じて､大学入試センター試験の得点が一定水準に達してい

れば､その後は、学力試験以外の選抜資料で合格者を決定する方法や､大学入試センター試

験の結果を､ ・ ・ ・ などの概括的な段階別にまとめ､それ以上､点数の子細は問わずA B C D

に､他の選抜資料と組み合わせて合格者を決定する方法が考えられる｡こうした方法が広く

用いられるようになることは有意義であり､各大学の積極的な取組を期待したい｡

このように､各大学において多様な大学入試センター試験の利活用を進めていくことが望

まれるが､更に、例えば､芸術関係の大学のように､入学者選抜において実技検査を重視する

大学が､必ずしも当該年度のセンター試験の結果を用いる必要がないと判断する場合には､

センター試験の結果を複数年度にわたって利用することがあってもよいと考える｡ただし､

このような取扱いとする場合は､高等学校卒業後直ちに進学しようとする者から不公平感を

持たれるおそれがあるため､大学が責任を持ってそうした問題が生じないような措置を講じ

る必要がある｡

なお､本審議会では､後述するとおりセンター試験の｢資格試験｣化について否定的に考え

ているが､ここで提唱した方法に関しては､｢資格試験｣化そのものではないものの､言わば資

格試験的な取扱いとも言うことができよう｡

これに関連して､我々は､大学入試センター試験を年度内に複数回実施することの是非に

ついて検討した｡これについては､受験生が複数回試験を受け､よりよい結果を採ることがで
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きるという意義もあると考えられるが､他方､受験競争が早期化し､高等学校在学中に複数回

の受験をすることに伴い､生徒に相当の負担が生じたり､高等学校教育に影響が及ぶこと､セ

ンター試験を実施する大学などの負担が極めて大きいことなど､種々の問題があり､今後の

課題として関係者間で検討していく必要がある。

更に､現在､国公立大学の個別試験については｢分離・分割方式｣に統一することが方針と

なっている｡我 は､この方針を支持すると共に、後期日程の個別試験においては､選抜方法々

の多様化や評価尺度の多元化の取組が比較的進んでいるという状況を踏まえ､後期日程の募

集人員の比率が適切になるよう配慮すべきであると考える｡特に、後期日程の募集人員の全

体に占める割合を見ると､全国立大学の平均は３割であるにもかかわらず､影響力のある特

定の大学においては１割から２割弱にとどまっており､その拡大を考えるべきである｡

なお､大学入試センター試験を｢資格試験｣とすべきであるとの意見が時には聞かれる｡そ

の具体的な内容は論者によって異なるが､「一定の点数を獲得した者だけが大学を受験する

資格を得る｣という意味であるならば､現在でも「高等学校卒業｣ということで大学を受験す

る資格を持つこととなっており､二重に資格試験を設けることは問題であると考えられる｡

他方､一定の点数を獲得した者が志望する任意の大学に入学できるという意味の論であれ

ば､これは現実には実行できないと言わざるを得ない｡何故ならば､多くの志望が集まる大学

や学部においては､志願者全員を合格させたとしても､彼らの入学を直ちに認めることは､収

容力や指導体制の問題一つをとってみても不可能であり､毎年膨大なウエイティングリスト

が出来上がるか､さもなくば､結局何らかの選抜を行わざるを得ないことが推測される｡そし

て､何らかの選抜を行う場合､資格試験は､いわゆる｢足切り｣としての機能を果たすか､選抜

資料の一つとして用いられることとなり､どちらにしても｢資格試験｣を設けた趣旨に合致し

ない結果となる｡

従って､当審議会としては､このような考え方を採ることはできないと考える｡

（Ｂ）入学者選抜の改善を進めるための条件整備など関連する施策の推進

（Ａ）に述べたように､丁寧な選抜の実施などの選抜方法の多様化や評価尺度の多元化な

どを進めようとする場合､各大学の入学者選抜の実施に伴う負担は相当大きなものとなり､

また､各大学では対応できない課題も生じてくる｡このため､行政による支援策を講じつつ､

アドミッンョン･オフィスの整備､関係機関の連携の強化や情報提供の充実などの条件整備

を進めたり､進路指導の改善など関連する施策を進めることが必要であり､以下､そうした具

体的な取組について述べたい｡

① アドミッション･オフイスの整備

選抜方法の多様化や評価尺度の多元化､特に､総合的かつ多面的な評価を重視するなどの

丁寧な入学者選抜を行ったり､調査書の重視など初等中等教育の改善の方向を尊重した入学

者選抜の改善を進めるためには､実施体制の整備が必要である｡しかしながら､こうした観点

から､我が国の大学入学者選抜の在り方を見てみると､その実施体制は十分とは言えない｡

Ａ .アメリカの一部の大学では､相当数の専門の職員からなるアドミッション･オフィス（

）が､学生の募集から選抜までの実質的な業務を遂行している｡その際､ は､ハイスクO. Ａ .O.

ールでの成績､ＳＡＴ（論理テスト及び教科別テスト）の成績､文化・スポーツ活動やボラ
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ンティア活動の実績などの入学希望者に関する多面的な情報を収集･検討し､多面的な選抜

を行っている｡

我が国においても､こうした例を参考としつつ､我が国の大学の特性を踏まえた日本型の

Ａ .O. Ａ .の在り方を検討し、その格段の整備を図っていくことが望まれる｡その際､日本型の

が有効に機能するため､どのような役割や権能をこれに付与するか､どのようにこれを担O.

う人材を確保していくかといった課題について､従来の大学の組織運営の在り方などにとら

われない柔軟な発想で検討が進められることを期待したい｡また､ の整備に当たっては､Ａ .O.

例えば、特別の選抜方法を採るなど選抜方法の多様化や評価尺度の多元化に積極的に取り

組む大学から､順次これを進めていくことが望まれる｡

② ゆったりとした入試日程の確保

大学入学者選抜は､大学における教育活動の第一歩として重要な位置を占めるものであ

り､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を進め､大学として十分な手間をかけることが重

要である｡このうち時間的なことに着目すれば､選抜の実施のために相応の時間をかけるこ

とが必要となる｡このため､推薦入学は11月から選抜を実施できるようにしているが､一般選

抜においてもゆったりとした日程を確保して多面的な評価が可能となるようにする必要が

ある｡現在､入学者選抜は､3月の第3週までにほとんど終了しているのが現状であるが､丁寧

な入試を行うためにはより多くの時間を確保する必要がある｡このため､大学教育への影響

や学生の就職時期との関連から一定の限度はあるが､実施時期を若干繰り下げることについ

て検討する必要がある｡

特に､国公立大学の後期日程の個別試験においては､選抜方法の多様化や評価尺度の多元

化の取組が比較的進んでいるという状況を踏まえ､影響力のある特定の大学が後期日程の募

集人員を拡大することが望まれるが､そのためには入試により多くの時間をかける必要があ

る｡また、私立大学においても小論文や面接を取り入れたり､学力試験においても記述式を

取り入れるなど､より一層多面的な評価を行って丁寧な入試をすることが望まれる｡

こうしたことから､場合によっては入試の実施時期が4月にかかることがあつてもよいと

考える｡

③ 進路指導の改善と大学に関する情報提供の充実

職業は多種多様であり､人はそれぞれ働きがいや生きがいを持ち､自分なりの職業生活や

社会生活を営んでいる｡高等学校における進路指導については､生徒が将来の社会生活につ

いての理解を深め､自らの在り方や生き方を考えながら､将来の自己の進路について模索す

ることを指導･援助していくことが基本であり､これを踏まえつつ､大学などへの進学や就職

に関する指導を充実させていくことが必要である｡大学進学に関する指導について見ると､

ややもすると､模擬試験の結果などに基づく偏差値に依存し､入りたい大学･学部よりも入れ

る大学･学部を選択させる指導になったり､あるいは､特定の大学.学部への進学に専ら力を

注ぎ､その成果のみで高等学校を評価するような傾向が一部に存する｡今後､更に､生徒が、

自らの在り方や生き方を考え､目的意識を持って主体的に自己の進路を選択し､決定すると

いう方向を目指して､一層改善を進める必要がある｡

また､具体的な志望大学を選ぶ際には､自らの能力･適性や意欲･関心などを踏まえて､将来
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の自らの生き方を十分考えつつ､併せて､各大学の教育内容や特色を生徒自身が十分理解し

た上で､選択するという方向で一層の改善を進めるべきである｡その際､単に抽象的な進路情

報を提供するにとどまらず､大学などへの体験入学を行ったり､企業などの協力を得て職場

実習を実施するなどといつた啓発的体験を積極的に取り入れていくことが望まれる｡

高等学校における進路指導の改善と併せて､大学入試センターや個々の大学において､各

大学の教育内容･特色に関する情報や入学者選抜に関する情報を､高等学校や生徒に対して

的確に供する努力を一層進める必要がある｡

現在､大学入試セン夕ーにおいては､キャプテンシステムを利用したハートシステムによ

り情報提供を行っているが､今後､インターネットやパソコン通信の活用も含めて､利用者が

一層利用しやすい方法を考える必要がある｡

また､各大学における情報提供についても､こうした情報通信ネットワークを活用すると

共に､高等学校関係者への説明会の開催だけでなく､一日体験入学やキャンパス･ツアーの開

催など､生徒や親を対象とした大学の紹介の機会を一層充実することが望まれる｡更に､高校

生を対象に大学が高度な教育･研究に触れる機会を提供することについては､第４章におい

て述べているが､大学に関する情報提供を充実するという観点からも有意義であると考え

る｡

なお､過度の受験競争を緩和するためには､第4節で述べるとおり､国民の意識を改革して

いくことが不可欠である｡このため､入学者選抜が変わりつつあることを親や生徒を含めた

国民に していくことが重要であり､そうした情報発信について､行政を中心に更に積極PR

的に取り組む必要がある｡また、マスコミに対しては､入学者選抜の改善などに関する的確

な報道と､いたずらに受験競争をあおらないような報道を求めたい｡

合格者の出身高校･出身地域などを公表しないことについては､現在､個人情報の保護の観

点から､多くの大学において取組を進めているが､今後は､学（校）歴偏重社会を是正する点

からも､こうした取組を更に進めていくべきである｡

④ 大学入学者選抜に関する外部評価

平成3年の大学設置基準の改正により､自己点検･評価に関する努力義務規定が整備された

ことに伴い､現在､各大学では､その教育研究活動全般に関する自己点検･評価に努めている

が､大学入学者選抜がその中で重視されているとは言い難いと思われる｡しかしながら､大学

入学者選抜は大学教育の第一歩として重要な位置を占めるものであり､また､社会的な関心

が高く､国民と大学との接点となる問題でもあることから､自己点検･評価結果の公表などを

通じて広く学外の意見を求めていくと共に､評価の客観性を一層確保していくためにも､参

与会などを活用しながら､地域社会の有識者､地域産業の関係者､高等学校関係者､保護者な

どの外部の意見を取り入れていくなどの取組を進めることが必要と考える｡

⑤ 大学･高等学校間の連携と大学入試セシ夕ーの機能の強化

大学の入学者選抜の改善を進めていくためには､国公私立の大学関係者と高等学校関係者

の相互理解と協力がますます重要となつている｡これまでも､大学入学者選抜の在り方につ

いて､文部省や大学入試センターに設けられた各種会議や､大学や高等学校の関係団体によ

る個別の会合を通して連絡協議が行われてきたが､今後は､恒常的かつ組織的に連絡協議を
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行っていく必要がある｡

また､大学入学者選抜の改善を進めていくためには､諸外国の状況を踏まえつつ､各大学な

どにおいて､選抜方法や評価尺度の在り方､具体的な出題の在り方、更には大学入学時の成

績と入学後の成績との相関関係などの追跡調査を含め､入学者選抜と高等学校教育や大学教

育との関係などについて､不断に実証的な研究を行い､その成果を反映させていく必要があ

る｡

特に､大学入試センターについては､こうした実証的な研究を自ら行ったり､各大学の研究

成果を収集すると共に､それらに関する情報を国公私立の大学や高校関係者､更には国民へ

提供していく中心的な機関としての機能を強化していくことを望みたい｡

（ｃ）高等教育全体を柔らかなシステムへ

過度の受験競争を緩和するためには､大学人学者選抜の改善を進めると共に､高等教育全

体を柔らかなンステムとするなど高等教育の在り方を見直していくことが重要であり､その

ための具体策について述べたい。

① 高等教育全体を柔らかなシステムへ

過度の受験競争を緩和すると共に､形式的な学（校）歴を偏重する意識を変えていくため

には､学生の年齢やぺーパーテストによる学力評価にこだわらないようにする､積極的な進

路変更の途を開く､やり直しを可能とする､あるいはいろいろな職業経験などを経ることを

可能とするなどといった､高等教育への様々なアクセスを確保するという観点に立って､高

等教育全体のシステムを見直すことが重要である｡具体的には､単位互換の拡大､編入学・転

入学の拡大､社会人入学の拡大､休学や復学への弾力的な対応などにより､高等教育全体を柔

らかなシステムとしていくことが必要である｡

単位互換は､学生が自らの意欲に応じて他大学の授業を履修し､単位を修得することを認

めるものであり､その積極的な推進を図ることは､形式的な学（校）歴にこだわらず､学習歴

を重んじる方向への移行を目指す上で極めて重要であると考える｡現在､大学の卒業認定は､

当該大学において単位を取得した者について行うべきであるという意識が大学人の間に広

く存しており､そうした意識もあって､単位互換は必ずしも順調な広がりを見せていない｡今

後は､大学改革を積極的に推進しながら､そうした意識を 払拭 していくと共に､近年急速に
ふっしょく

発達している情報通信ネットワークなども活用しつつ､国公私立の大学間の単位互換､外国

の大学との単位互換､更には､専門学校や技能審査など大学外における学習成果の単位認定

などに対する積極的な取組を促していくことが必要である｡

また､国立と公私立の大学間で単位互換を行う際に､一つの障害となっていた授業料の相

互免除について､国立大学がこれを行えるよう制度上の措置も講じられたところであり､一

層の積極的な取組を望みたい｡更に､放送大学については､近く通信衛星を活用した全国放送

を開始するが､その際に､大学間の連携協力を推進することが放送大学の主たる目的の一つ

となっていることを踏まえ､単位互換についても先導的な役割を果たしていくことが期待さ

れる｡

編入学については､編入学定員の設定などにより､短期大学や高等専門学校からの編入学

が拡大しつつあるが､更に拡充を図るべきである｡
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現在､他の大学からの転入学の受入れはもとより､同一の大学における学部や学科の変更

についてもあまり行われていないのが現状である｡学生が､大学入学後､自らの生き方を真剣

に考え､積極的に進路変更を希望する場合には､できるだけこれにこたえていくことが望ま

しく､同一の大学における学部や学科の変更､更には他の大学からの転入学について､一層柔

軟かつ積極的な対応をしていくべきである｡その際､他の大学･学部を卒業した者を受け入れ

ることについても考えられてよい｡更に､復学や休学については､各大学において厳格に運用

されているが､それぞれの大学の教育上の特質を踏まえる必要があるものの､戻りたいとき

に戻れるようもっと柔軟に行つていく必要がある｡

社会人の入学については､近年､急速に拡大しつつあるものの､なお一層推進する必要があ

る｡高等学校を卒業し､職業経験やボランティア体験を積んでいる者などに対して更に門戸

を広げていくため､社会人特別枠を設定･拡大していくこと､職業経験やボランティア活動経

験を評価していくこと､自己推薦や企業･団体などの推薦による入学を認めることなどを進

めていくべきである｡もちろん､こうした社会人の入学の拡大を図るためには､企業などにお

ける採用が柔軟に行われることが必要であり､そうした面での改善も併せて求めたい｡

② 大学教育の充実と学業成績の評価の厳格化

我が国の大学は､入学者選抜が厳格な一方､進級や卒業については､比較的容易とも言われ

ており､このことが､企業などにおいて､何を学んだかという学習歴よりも､大学に入学した

という意味での形式的な学（校）歴を重視する傾向を生み出す一因となっている｡

この問題については､いかに大学教育を充実させるかという観点から考えることが必要で

あり､授業計画（シラバス）の作成･公表､少人数教育の拡充､ファカルティ･ディべロツプメ

ント（教員が授業内容･方法を改善し､向上させるための組織的な取組の総称）の実施､多様

なメディアの活用などを通じて教育方法の改善を図っていくと共に､カリキュラムの改革を

推進することにより､教育機能の充実･強化を図り､真に社会から必要とされる人材養成に努

めることが重要である｡こうした基礎の上に立って､入学後の学業成績の評価を厳正に行っ

ていくことが必要である｡

第３節 高等学校入学者選抜の改善

（１） 高等学校入学者選抜の現状とこれまでの様々な改善の努力

＜変わりつつある高校入試＞

高等学校入学者選抜については､第14期中央教育審議会の答申及び高校教育改革推進会議

の報告などを踏まえ,選抜方法の多様化や選抜尺度の多元化を図る観点から､これまで逐次

改善の努力が進められてきたところである｡具体的には､各都道府県や学校において､推薦入

学の実施､調査書と学力検査の比重の置き方の弾力化､学力検査の工夫､調査書の評価や活用

の工夫､面接･小論文･作文･実技検査の実施､入学定員を区分した異なる方法･尺度による選

抜の実施､受験機会の複数化などについて改善が進められてきている｡

高等学校の入学者選抜の改善状況（平成９年度）について､公立の場合､これらを実施し

ている都道府県数で見てみると､推薦入学､学力検査の工夫､調査書の評価や活用の工夫､面

接･小論文･作文･実技検査といった取組にっいては､７割以上の都道府県で実施されており､

相当の改善の広がりがうかがえる｡例えば、推薦入学については､４６都道府県で実施され
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ている｡学力検査の工夫については､実施教科の傾斜配点を行っているところが３６都府県

となつており､そのうち１４県では､自己申告した教科や得点の高い教科について傾斜配点

を行っている｡調査書の評価や活用の工夫については､観点別学習状況の欄を設定している

ところが４１道府県､ボランティア活動・奉仕活動の評価を行っているところが４７都道府

県に達している｡更に､面接を実施しているところが４７都道府県､小論文･作文を課してい

るところが３４都府県､実技検査を行っているところが４５都道府県に上っている｡

また､私立の場合も､推薦入学や面接については､７割以上の学校で実施されているなど改

善のための努力が払われている｡子細に見れば､調査書と学力検査の比重の置き方の弾力化､

学力検査における実施教科数の工夫､入学定員を区分した異なる方法･尺度による選抜､受験

機会の複数化といつた取組を実施している都道府県は少数にとどまっている｡また､ここま

で述べてきた様々な改善を実施している都道府県についても､普通科を中心に必ずしも多く

の高等学校で取り組まれていないところが含まれているなど､一層の取組の余地を残してい

るが､総じて種々の改善の努力によって､高校入試が着実に変わりつつあると評価するとこ

ろである｡しかしながら､後述するような課題が依然として存しており､これを克服するた

め､更なる改善が求められていると考える｡

（２）高等学校入学者選抜の改善の基本方向

① 高校進学率の向上と高等学校入学者選抜の課題

今日､高等学校は､96.8 （平成８年度）に達する進学率に示されるとおり､正に国民的な%

教育機関となっている｡そして､そうした進学率の向上などに伴う生徒の能力･適性や意欲･

関心の多様化に対応し､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おり､現

にそのための様々な努力が払われている｡しかしながら､現実には､受験競争が熱を帯びる

中､多くの高等学校は大学進学､とりわけ影響力のある特定の大学への進学の実績を競い合

っており､大学入学者選抜が学力試験を偏重し､知識の量を問う傾向が強いこととあいまつ

て､偏差値という画一的な尺度による高等学校の序列化を招来していることは否めない｡そ

して､少子化が進む中で､高等学校全体の収容力という観点からすれば､すべての進学希望者

を受け入れることはほぼ可能となつているものの､大学進学に有利とされる高等学校の普通

科､とりわけ影響力のある特定の高等学校をめぐる受験競争は依然として厳しく､多感な時

期の子どもたちに大きな心理的負担となっている｡こうした現状に対し､子どもたちに〔ゆ

とり〕を与え､〔生きる力〕を育む観点から､更に一層の改善のための努力が求められてい

る｡

もとより､高等学校への進学をめぐる受験競争は、大学への進学と密接に関連しており､

これを緩和し､高等学校教育の個性化･多様化を進めるためには､大学入学者選抜の改善を進

めることが不可欠と考えられる｡しかし､このことは､高等学校入学者選抜の改善を図る必要

性それ自体をいささかも否定するものとは言えない｡

我々は､高等学校入学者選抜それ自体の在り方が､中学校以下の教育や社会に与えている

影響を直視し､今後進められる大学入学者選抜の改善と併せて､その改善に一層努める必要

がある｡

現在､高等学校入学者選抜については､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化､受験機会の

複数化､推薦入学の改善など様々な改善が進められているが､いまだ狭い意味での学力の評
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価に重点が置かれるなど画一的な点が多く､子どもたちの多様な個性や能力･適性を必ずし

も十分に評価するものになっていない状況にある｡高等学校への進学率が高まり､高等学校

教育の個性化･多様化が進みつつある現在､「高等学校が､いかに自校にふさわしい者を選抜

するか｣という視点だけでなく､「多様な能力･適性や意欲･関心を持つ生徒が､いかに自分に

あった進路を的確に選択できるようにするか｣という視点を一層重視して改善を進めていく

必要がある｡

② 改善の基本方向

子どもたちに〔ゆとり〕を与え､〔生きる力〕を育むという基本的な観点に立った､高等

学校入学者選抜の改善の基本方向として､高等学校教育の改革を含め､次の六つの方向を提

示したい｡

（ａ）大部分の子どもたちが高等学校に進学しているという現状を踏まえ､中学校・高等学

校間のハードルをより低くしていくことが必要｡

（ｂ）各学校･学科の特色に応じ､生徒の多様な能力・適性などを評価するため､選抜方法の

多様化や評価尺度の多元化に一層努めることが必要｡特に､公立高等学校については､各

都道府県レべルにとどまらず､学校レべルの選抜方法の多様化が必要｡

（ｃ 〔ゆとり〕の中で〔生きる力〕を育むという中学校以下の教育の改善の方向を尊重）

した入学者選抜の改善に努めることが必要｡

（ｄ）入学考選抜の改善に関しては､国公私立を通じ､特に普通科の高等学校について取組

を進めることが重要｡また､一部の国私立の高等学校における学力試験を偏重した入学

者選抜について改善が必要｡

（ｅ）以上のような入学者選抜の改善を進めるためには､高等学校と中学校との連絡協議の

充実､高等学校に関する情報提供の充実など様々な条件整備や､進路指導の改善など施

策を進めることが必要｡

（ｆ）入学者選抜の改善と共に､高等学校教育の多様化を進めることや､高等学校教育全体

を柔らかなシステムとしていくこと（編入学や転入学の枠の拡大､休学や復学の弾力的

運用､学校問連携の拡大など）が必要｡

（３）高等学校入学者選抜の改善などの具体的な取組

（Ａ）入学者選抜の改善の在り方

まず､（２）において述べた改善の基本方向を踏まえ､具体的にどのように入学者選抜

の改善を進めるかについて述べたい｡

① 中学校と高等学校のハードルをより低くする取組

高等学校への進学率は､96.8 （平成８年度）に達しているが､このように多くの子どた%

ちが高等学校で学びたいという意欲を持っていることは積極的に評価すべきである｡こうし

た中で､現在の高等学校入学者選抜が､多感な時期にある中学生に対し､必要以上に重い心理

的な負担を強いたり､中学校教育から〔ゆとり〕を失わせているとの指嫡は重く受け止めな

ければならないのであり､高等学校入学者選抜のハードルをより低くしていくことが必要で

ある｡特に､多様な能力･適性や意欲･関心を持つ子どもたちが､自分に合った進路をいかに的
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確に選択できるようにするかという視点に立って､子どもたちをふるい落とすことに重点を

置くのでなく､子どもたちの優れた面を積極的に評価することを目指し､後述するように選

抜方法の多様化･評価尺度の多元化や推薦入学などを更に進めていくことは､今日極めて重

要である｡

特に､学力試験については､一点の差を争わせるのではなく､一定以上の点数が取れれば足

りるという基本的な考え方に立って取り扱うことが望まれる｡選抜方法の多様化や評価尺度

の多元化を進める中で､生徒の多様な能力･適性､意欲､努力の成果や活動経験などを様々な

観点から評価していく場合､一点差刻みで合否を決することに意義を見出すことはできな

い｡具体的には､学力試験において一定以上の点数を得ていれば､他の資料によって選抜を行

っていくという方法が広く進められていくべきであると考える｡その際､学力試験による評

価を､現在広く行われているいわゆる総点主義によらず､子どもたちの得意な教科に着目し

て行うということも検討されてよい｡

更に､入学定員にっいても､これを厳格に運用するのでなく､各高等学校において自校の教

育を受けるのに適当と考える水準に達していれば､ある程度の幅を持って合格とするなど､

弾力的に扱っていくことも考慮されてよい｡

学力試験の実施教科の取扱いについては､現在､私立高等学校の場合､約半数が三教科とな

っているが､公立の高等学校の場合はほとんどが五教科となっている｡公立高等学校におい

ても､調査書などとの組合せを考えながら､各高等学校や学科の特色に応じ､教科数や教科の

指定についても､更に多様化が進むことが望まれる｡

受験機会の複数化や第二次募集の実施､特に､前者については､これを実施している県が９

県（平成９年度）にとどまっているなど､いまだ取組が十分とは言えない｡今後は､学校･学

科などの特色に応じ､更に積極的に取り組んでいくことが望まれる｡

なお､後述する中高一貫教育の選択的導入については､子どもたちに対して､入学者選抜を

経ずに高等学校の段階へ進学する途を選択する機会を提供するものであり､中学校と高等学

校のハードルを低くする取組の方向に沿うものとしても大きな意義を持っていると考える｡

② 選抜方法の多様化や評価尺度の多元化

選抜方法の多様化や評価尺度の多元化については､多様化や個性化を理念とする高校改革

が進む中で､各高等学校や学科が自らの特色に応じて選抜を行う必要が高まっていることか

ら､これまで以上にその推進が強く求められる｡また､知識の量といった狭い意味での学力だ

けでなく､子どもたちの多様な個性や能力･適性､意欲､努力の成果や活動経験などについて､

様々な観点から､優れた面や長所を積極的に評価していくためには､選抜方法の多様化や評

価尺度の多元化が不可欠であり､こうした取組により､生徒の選択の幅が一層広がるものと

考える｡

具体的には､子どもたちの多様な個性や能力･適性を一層多面的に評価する観点から､調査

書と学力試験の比重の置ぎ方を一層弾力化したり､小論文･面接･実技検査の実施､各種の技

能審査や文化・スポーツ活動･ボランティア活動などの評価などを適切に組み合わせて行っ

ていくべきである｡また､同一高校の同一学科において複数の選抜基準を導入して選抜を行

っていくことは､生徒の選択の幅を広げると共に､高等学校にとっても､多様な生徒を受け入

れることになり､学校の活性化を促すものと考える｡
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特に､現在､高等学校入学者選抜において､最も重要な資料となっている調査書と学力試験

の活用については､一層多様な取組が期待される｡例えば､都道府県レべルにとどまらず､各

学校や学科の特色に応じ､調査書と学力試験の比重の置き方を変えることや､推薦入学以外

でも学力試験を課さない選抜を行ったり､他方､学力試験だけで調査書を用いない選抜を行

うことなどが考えられる｡また､学力試験において教科間で傾斜配点を行ったり､子どもたち

が教科を選択したり､教科の設問に選択肢を与えたりすることも有意義と考えられる｡更に､

学力試験と調査書により､一定の水準に達していることが判定できれば､調査書の活動記録

や学校外活動などの別の要素で合否を決定するというような方法も積極的に取り入れられ

てよいと考える｡なお､調査書を用いず､学力試験の成績を主たる選抜の資料とすることは､

選抜方法の多様化や評価尺度の多元化の一環として､生徒が自分に適した選抜方法を選択す

るという意味で意義があると考えるが､高等学校の入学者選抜において､学力試験を偏重す

る傾向を助長しないよう､定員の一部､あるいは、一定の地域の一部の学校に限って実施す

るなどの配慮をしていくべきである｡

選抜方法の多様化や評価尺度の多元化の一環として､選抜資料の多様化が図られること

は､生徒一人ひとりの多様な個性や能力･適性をよりきめ細かく評価する上で有効な方法と

考えられる｡従来､推薦入試などの場合を除けば､基本的に学力検査の成績と中学校から送付

された調査書を中心とした選抜が主流であったが､生徒の明確な進路意識や高等学校におけ

る学習活動や学校生活への意欲などを一層重視していくため､生徒や必要に応じ保護者が､

その学校へ進学したい動機やそこで学びたいこと､学校外の活動を含め中学校時代に主体的

に学んだ事柄などを記述した書類を選抜資料として用い､これを積極的に活用することも有

意義と考えられる｡

なお､近年､登校拒否の子どもは増加しつつあり､高等学校入学者選抜の在り方を考える上

でも､そうした子どもたちへの配慮を行うことは重要になってきている｡高等学校の入学者

選抜において､中学校から提出する調査書などが重視されるという現在の枠組みは､登校拒

否の子どもたちにとって､心理的な負担となるのみならず､調査書が低い評価となることが

考えられる｡登校拒否であっても､高等学校で学ぶ十分な意欲や能力を持っている子どもに

ついては､これをより適切に評価していくことが望まれるのであり､そのためにも上記のよ

うな選抜資料の多様化とその活用を図ることは有効な方途と考えられる｡

また､障害のある者については､これまでも選抜の実施に当たって様々な配慮がなされて

いるところであるが､ここで提言した選抜方法の多様化や評価尺度の多元化のための様々な

取組は、ぺーパーテストによる学力試験だけでは不利な立場に置かれることもあるこれら

の者に対する適正な評価にも資するものと考えられる｡そして､これらの取組の実践に当た

って､障害のある者への一層の配慮が求められることはもちろんである｡

我々は､以上のような様々な取組が､国公私立を通じて進められていくことを期待するも

のであるが､公立の高等学校入学者選抜における選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を一

層推進していくためには､各都道府県教育委員会が指導的な役割を果たす一方で､一定の範

囲で具体的な選抜方法について各高等学校の判断にゆだねていくことが必要である｡

③ 中学校以下の教育の改善の方向を尊重した入学者選抜の改善

大学入学者選抜の改善の節でも述べたとおり､第一次答申においては､〔ゆとり〕の中で
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〔生きる力〕を育むことを提言したところである｡中学校以下の教育は､その実現を目指し､

知識を教え込む教育から､自ら学び､自ら考える教育への転換を図ろうとしている｡高等学校

入学者選抜の改善に当たっては､こうした中学校以下の教育の改善の方向を尊重していくこ

とが求められる｡

具体的には､まず、調査書の活用の在り方について考えることが必要である｡高等学校入

学者選抜においては､これまでも調査書は重要な資料として取り扱われてきているところで

あるが､その一層適切な活用を図っていく観点から､学習成績の記録だけでなく､例えば､特

別活動の記録､学校内外における文化･スポーツ活動やボランティア活動の記録､趣味･特技

の記録､運動能力の記録などといった様々な活動の記録を積極的に評価したり､また､学習記

録についても､各高等学校や学科の特色に応じて､異なる方法によって評価するなどの工夫

が望まれる｡

学力試験については､〔生きる力〕が自ら考える力であり､今後はこうした力を身に付け

ているか否かによって学力を評価すべく､学力観の転換を図ろうとしていることを踏まえ､

単に知識量を問うような問題はでぎるだけ避け､思考力を問う問題の出題を一層工夫してい

くべきである｡また､教科の枠にとらわれない総合問題についても､研究を進めていくことが

望まれる｡

更に､一部の国私立高等学校におい定､学力試験を偏重した入学者選抜が行われており､こ

うした入学者選抜は､中学校以下の教育について､受験のための知識を詰め込む傾向を招く

と共に、学校教育と受験勉強の乖離を招くものであり､その在り方の見直しを求めたい｡ま

た､こうした一部の学校において､いわゆる難問や奇問など､中学校教育の趣旨を逸脱した出

題がなされており､その是正を強く求めたい｡なお､高等学校入学者選抜の問題ではないが､

これらは､一部の国私立中学校の入学者選抜においても同様であり､改善を強く要請したい｡

④ 推薦入学の改善

推薦入学については､既に普通科を含めてかなり積極的に取り組まれているところである

が､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化の一環として､今後とも積極的に活用されること

が望まれる。

また､推薦入学については､学力試験では評価できない､生徒の多様な個性や能力･適性､意

欲､努力の成果や活動経験などについての優れた面を重要視することが可能であり､こうし

た面をより積極的に評価することが､推薦入学の意義をより深めることになると考える｡従

って､推薦入学において､学校の教育活動の一環として行われた文化･スポーツ活動などにつ

いて評価するだけでなくホランティア活動など学校外活動についても､更に積極的に評価す

ることが望まれる｡

なお､こうした学校外の活動については､中学校が地域の社会教育関係団体やスポーツ関

係団体などから報告を受け､中学校における評価を経て､高等学校に資料の提出を行えるよ

うにはなっているが､今後は､こうした学校外の団体が､中学校に対してより主体的に情報を

提供したり､中学校側も積極的に受け止める姿勢が重要と考えられる｡

更に､こうした推薦入学の実施に当たっては、中学校教育に悪影響を及ぼさないよう､あま

り早い時期に行わないようにすることや､一部の私立の高等学校において見られるように学

力試験を課すことはしないなど､推薦入学の趣旨にのっとつた一定のルールを遵守すべきで
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ある｡

（Ｂ）入学者選抜の改善を進めるための条件整備など関連する施策の推進

（ ）に述べた入学者選抜の改善を進めるためには､関係機関の連携の強化や情報提供のA

充実などの条件整備を進めたり､進路指導の改善など関連する施策を進めることが必要であ

り､そのための具体的な取組について述べたい｡

① 高等学校と中学校との連絡協議体制の整備

高等学校入学者選抜を改善していくためには､中学校関係者と公私立の高等学校関係者

が､相互理解を図りながら､恒常的に連絡･協議を行うことが不可欠である｡現在､かなりの都

道府県において､連絡･協議の体制は整備されつつあるが､なお､恒常的な連絡･協議の場とし

て十分に機能しているとは言い難い｡このため､各都道府県において､行政が支援を行い､体

制を整備すると共に､これを積極的に活用していくことを期待したい｡

なお､早期化の傾向が見られる入学者選抜の時期については､中学校第３学年の３学期に

おける授業への影響をはじめ､中学校教育への支障がないよう､上記の場を積極的に活用す

ることなどにより､その適正化に努める必要がある｡

② 進路指導の改善と学校や入試に関する情報提供体制の整備

大学入学者選抜の改善の節においても述べたとおり､進路指導については､生徒が将来の

社会生活についての理解を深め､自らの在り方や生き方を考えながら､将来の自己の進路に

ついて模索することを指導･援助していくことが基本であり､これを踏まえつつ､高等学校な

どへの進学や就職に関する指導を充実させていくことが必要である｡高等学校への進学に関

する指導について見ると､業者テストに中学校が関与することはなくなり､偏差値などに依

存した進路指導に関しては､かなり改善が進められてきたが､今後､更に､生徒が自らの生き

方を考え､目的意識を持って主体的に自己の進路を選択･決定するという方向に一層改善を

進める必要がある｡

また､具体的な志望高校についても､自らの能力･適性や興味･関心などを踏まえて､将来の

自らの生き方を十分考えつつ､併せて､各高等学校の教育内容や特色を十分理解した上で､選

択するという方向で改善を進めるべきである｡その際､単に抽象的な進路清報を提供するに

とどまらず､高等学校などへの体験入学を行ったり､企業などの協力を得て職場実習を実施

するなどといった啓発的体験を積極的に取り入れていくことが望まれる｡

高等学校教育の個性化や多様化が進むと共に､入学者選抜について､選抜方法の多様化や

評価尺度の多元化が進む中で､中学校においては､これらの情報を的確に入手し､生徒や保護

者に提供していくことがますます必要となっている｡各高等学校においても､情報の発信に

努める必要があり､例えば､体験入学といった試みももっとなされてよい｡また､行政におい

ては､情報通信ネットワークを活用し､中学校､生徒や保護者に対する情報提供体制を整備し

ていく必要がある｡

（ ）高等学校教育の多様化と柔らかなシステムの実現C

高等学校の入学者選抜の改善を進めると共に､高等学校教育の多様化を進めたり､高等学

校教育全体を柔らかなシステムとするなど高等学校教育の在り方を見直していくことが重

要であり､そのための具体策について述べたい｡
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① 高等学校教育の多様化

過度の受験競争の背景の一つとして､高等学校間の序列意識の問題がある｡こうした序列

意識については､普通科の学校間だけでなく､普通科と専門学科の問や専門学科の間､更に

は､全日制課程と定時制課程の間においても存在する｡こうした意識については､直ちに解消

することはなかなか困難であるが､それぞれの高等学校が､教育内容の個性化や多様化を進

め､特色を発揮することを通じて､意識改革を促していくことが必要である｡また、こうした

多様化の一環として､生徒の多様な能力･適性などや様々な事情に対応するため、単位制高

等学校や総合学科について､改組・転換を含めて､整備を図っていく必要がある｡

② 高等学校教育を柔らかなシステムへ

過度の受験競争を緩和するため､高等学校教育への様々なアクセスを可能とし､高等学校

教育全体を柔らかなシステムとしていくことは極めて重要である｡

こうした観点から､生徒が積極的な進路変更を希望する場合に学校間あるいは学科間の移

動を容易にしていくことや､保護者の転勤や帰国などに伴う編入学や転入学について特別定

員枠を設け､これを受け入れていくことなどを一層積極的に認めていくべきである｡

更に､高等学校において､社会人特別枠を設けることなどにより､高等学校を中退した後､

あるいは､中学校卒業後､社会経験や職業経験を積んでいる者の受入れについて､十分配慮し

ていくべきである｡

また､高等学校中途退学者の編入学の受入れについて一層柔軟に認めていくと共に､休学

してボランティア活動経験や社会経験･職業経験を積んだ後､学校に復学することを生徒が

希望する場合には､弾力的にこれを認めていくべきである｡

このような柔軟な受入れを行う上で､既に取得した単位を生かすことができるなどのメリ

ットを持つている単位制高等学校は有効であり､こうした学校の整備を更に進めていくべき

である｡

また､学校間の序列意識を解消していくためにも､他の高等学校などにおいて学習する機

会を拡充することは重要であり､高等学校相互の学校間連携などについても､更に積極的に

推進する必要がある｡

第４節 学（校）歴偏重社会の問題

過度の受験競争の緩和のためには､大学･高等学校の入学者選抜の改善や大学改革･高校改

革が必要であるが､この問題は､第１４期中央教育審議会の答申において､詳細な分析がなさ

れているように､学（校）歴偏重社会の問題とも関連が深い｡学（校）歴偏重社会の問題は､

企業や官公庁における採用や昇進の在り方､特に､採用において､形式的な学（校）歴を重ん

じてきたことや､親を含めた多くの国民が､学（校）歴神話とも言うべき､｢いい学校＝いい

会社＝幸せな人生｣といった図式をかなりの程度信じてきたこと､更には､親を含めた国民の

横並び意識や同質志向に起因するものと考えられる｡こうした形式的な学（校）歴を偏重す

るという我が国の社会状況あるいは社会意識は､少しずつ変わりつつあるものの、なお根強

いものがある｡

このように様々な要因や背景が絡み合って学（校）歴偏重社会の問題が生じていること
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を考えると､これを是正するためには、学校・企業・親などがそれぞれの立場で取組を進め

ることが必要であり、学校が悪い､企業や官公庁が悪い､親が悪い､などとお互いに責任を転

嫁するようなことは決して建設的とは言えない｡学校側の取組については､既に大学・高等

学校の入学者選抜の改善や大学改革･高校改革に関する種々の提言を行い､その実行を求め

たところであるが､こうした取組のみならず､企業･官公庁の採用･昇進の在り方の改善や､親

を含めた国民の意識改革を行うことが､この問題に対処していく上で欠かせない｡

企業や官公庁における採用や昇進の在り方が､学（校）歴偏重社会の一つの大きな要因と

なり､過度の受験競争を助長してきた面があるが､経済構造が大きく変化し､終量雇用や年功

序列などの日本型雇用慣行が揺らぎ､企業を取り巻く環境が厳しさを増しつつある今日､企

業においては､採用や昇進の在り方を改革しようという動きが現れている｡

そうした改革の動きは､経済団体が企業に対して実施している様々な調査においてもうか

がうことができる｡例えば､平成８年に実施された経済団体連合会の調査によれば､企業の多

くは､採用に当たって｢熱意や意欲｣（調査に回答した企業のうち､当該項目を選択した企業

の割合は､文系学生の採用については84.3 、理系学生の採用にっいては71.5 ｡以下も同% %

様｡）､｢創造性｣（文系37.4 ､理系45.9 ）などを重視していると回答しており･ ｢出身学% %

校｣を重視すると回答している企業は一部にととどまっている（文系6.6 ､理系5.1 ）｡ま% %

た､平成９年に実施された経済同友会の調査によれば､｢企業内の能力主義が徹底し、社会に

も能力を重視する意識が浸透する｣､｢企業間の人材の流動化が進み、企業が学歴にこだわら

ない採用ができるようになる｣などといった考え方に基づき､８割以上の経営者が｢現在の学

歴偏重の意識は将来是正される｣と予想している｡

もちろん､こうした考え方が､実際の企業の採用などの在り方に十分反映しているとは言

い切れないが､上記の経済団体連合会の調査によれば､学校名を聞かない採用を実施してい

（ ） （ ）る企業 文系11.9 ､理系9.2 や通年採用を取り入れている企業 文系15.1 ､理系17.1% % % %

がいまだ少数ではあるものの、増加してきているなど､着実に変化が生じつつあると考えら

れる。また､官公庁においても､例えば､国家公務員の場合､平成４年度以降､１種試験合格者

の採用に当たって､特定大学の出身者に偏ることなく､多様な大学などの出身者から採用す

るよう配慮することとなるなど､努力が始められており､合格者の中央省庁における採用内

定状況（行政職・法律職･経済職）を見ると､従来は特定大学が全体で６割程度を占めてい

たが､近年は５割程度になるなど､徐会に変化が現れてきている｡

（ ）今後､こうした企業などの改革の動きは加速されるのではないかと考えているが､学 校

歴偏重社会を是正する観点から、企業において､指定校制の完全撤廃はもちろんのこと､学

校名にこだわらない採用､新卒一括採用の見直し､評価基準の多様化など､形式的な学（校）

歴よりも学習歴を重視した人物･能力本位の採用や､形式的な学（校）歴にこだわらない能

力主義に基づく昇進などに積極的に取り組むことを強く要請したい｡また､官公庁において

も､こうしたことは同様であり、形式的な学（校）歴にこだわらない採用や昇進を強く要請

したい｡

親を含む国民の価値観は次第に多様化してきているが､このような現実の企業などの動き

によって､国民の意識の変化も一層促されていくであろう｡平成４年の総理府の調査によれ

ば､学（校）歴偏重社会から､人生のあらゆる時期で学習したことが評価される社会に移行

すべきであるという考え方に対して賛意を示す者が82.2 に達しており、また､若い年齢層%
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においてそうした傾向が比較的強くなつている。学（校）歴偏重社会が揺らぎつつあると

いう現実の動きは､いまだ国民に十分認識されているとは言えないが､この調査からもうか

がえるように､そうした変化を希求する気運が国民の間で確実に盛り上がりつつあるという

ことはてきよう｡

第一次答申において我々は､子どもの教育や人格形成に対し最終的な責任を負うのが家庭

であることを強調したところであるが､子どもたち一人ひとりの能力･適性を見出し､その個

性を伸ばしていく上でも家庭の果たすべき役割は極めて大きい｡それぞれの親が､現実の社

会の動きを見据え､｢どのような教育を行っていくことが､これからの社会を生きる子どもに

とつて必要か｣ということについて考えていくことを期待したい｡そして､１８歳の時点でど

の大学に入学したかということが､長い人生においてかつてほどの大きな意味を持たなくな

ってきているということについて､親がしっかりと認識することが大切であると考える。我

が国社会が､多様な選択が認められる豊かな成熟社会へ移行していく中にあって､親は､横並

び意識や同質志向､更には過度に年齢にとらわれた価値観にとらわれることなく､子どもた

ちの個性を直載に見つめ､その自主性を尊重しながら､子どもたちの｢自分さがしの旅｣を扶
せつ

けていくことが求められる｡

過度の塾通い､特に､受験勉強を主たる目的とした塾通いについては､基本的には､知識量

という一つの価値尺度による過度の受験競争に起因するものであり､まず､そうした競争を

是正･緩和するための取組を進めることが必要である｡このためにも､大学､高等学校､国私立

の中学校における入学者選抜の改善を図り､小さいころからの受験勉強をあおらないような

選抜方法にしていくなどの努力を進めていくべきである｡しかしながら､同時に､親にあって

は、子どもの教育に対する責任を自覚し､休業土曜日や夜遅くまで塾に通うといった過度の

塾通いが子どもにとって望ましいことかどうかを改めて深く考えてほしい｡

また､それと共に、塾関係者に対しては節度ある対応を望みたい｡なお､塾通いの実態を見

てみると､子どもたちが学校の授業についていけないために､補習などを目的として塾に通

つている場合もあり､過度の塾通いを是正するという観点からも､学校において一人ひとり

の個に応じた指導の充実を図ることを改めて求めたい｡

以上､本章で述べてきた取組を其体的に進めるに当たって､全国レべルでは文部省が中心

的な役割を果たしていかなければならないことはもちろんであるが､これらの取組が社会全

体で担われるべきものであることを踏まえ､教育界の枠に閉じこもらず､関係省庁の協力を

得ながら､親や企業･官公庁などを含めた幅広い国民の理解と協力を得つつ取組を進めてい

くことが極めて重要であることをここで強調しておきたい｡

第３章 中高一貫教育

（１）中高一貫教育の意義と選択的導入

① 中高一貫教育の意義と特色

今日､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を進めるため､学校教育における教育内容･方

法のみならず､学校間の接続を改善し､教育制度の面で多様かつ柔軟な対応を行っていくこ

とが求められている｡特に､子どもたちが心身の成長や変化の著しい多感な時期にある中等

教育の在り方については､その改善の必要性が指摘されてきている｡中学校教育と高等学校

教育とを入学者選抜を課すことなく接続し､６年間の一貫した教育を行う中高一貫教育につ
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いては､そうしたことを背景に､後述する様々な利点に対する評価の高まりとあいまつて､教

育界からはもとより､幅広く社会的な関心が集まっており､その導入の是非は今日的に極め

て重要な課題となっている｡

これまでの教育改革の論議においても､中高一貫教育は､様々な形で検討が行われてきた｡

昭和４６年の中央教育審議会答申｢今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本

的施策について｣においては､漸進的な６・３・３制の学校体系の改革を推進する第一歩と

して中高一貫教育などを先導的に試行すべき旨提言されたが､教育関係者などの共通理解が

得られなかったこともあり､実施が見送られた｡その後､昭和６０年の臨時教育審議会｢教育

改革に関する第一次答申｣において､６年制中等学校の設置が提言され､これを踏まえて具体

的な調査研究も行われたが､平成３年の中央教育審議会答申｢新しい時代に対応する教育の

諸制度の改革について｣においても指摘されているとおり､中高一貫教育には受験競争の低

年齢化を招くおそれがあることなどから､最総的な結論は持ち越されてきた｡

一方､現状を見ると､中高一貫教育は､国私立の中・高等学校において､実際上､相当の広が

りをもって行われているところである｡また､公立については､平成６年に､それまでに例の

なかった県立中学校が､県立高等学校と接続する形で設置され､実際上､初めての中高一貫教

育が緒についている｡

これまでになされた提言やそれに基づく調査研究､あるいは国公私立での中高一貫教育の

状況を踏まえると､中高一貫教育については､次のような特色があると考えられる｡まず､中

高一貫教育の利点としては､（ ）高等学校入学者選抜の影響を受けずにゆとりのある安定a

的な学校生活が送れること （ ）６年間の計画的・継続的な教育指導が展開でき効果的な、 b

一貫した教育が可能となること､（ ）６年間にわたり生徒を継続的に把握することによりc

生徒の個性を伸長したり､優れた才能の発見がよりできること､（ ）中学１年生から高校３d

年生までの異年齢集団による活動が行えることにより､社会性や豊かな人間性をより育成で

きることなどが挙げられる｡一方､問題点としては､（ ）制度の適切な運用が図られない場a

合には､受験競争の低年齢化につながるおそれがあること､（ ）受験準備に偏した教育が行b

われるおそれがあること､（ ）小学校の卒業段階での進路選択は困難なこと､（ ）心身発c d

達の差異の大きい生徒を対象とするため学校運営に困難が生じる場合があること､（ ）生e

徒集団が長期間同一メンバーで固定されることにより学習環境になじめない生徒が生じる

おそれがあること､などが挙げられる｡

このように中高一貫教育については､一方で問題点があるものの､利点と考えられる点も

多い｡とりわけ､子どもたちに〔ゆとり〕を与える必要性を訴えた第一次答申の理念を踏ま

えると､これら数々の利点の中で､〔ゆとり〕ある学校生活をおくることを可能にするとい

うことの意義は大ぎいと言わなげればならない｡ ゆとり ある学校生活を実現することは､〔 〕

子どもたちが様々な試行錯誤をしたり､体験を積み重ねることなどを通じて､豊かな学習を

し､個性や創造性を存分に伸ばしていくことをより可能とするという観点から､今日特に大

切なことと考える｡そして､子どもたちの個性を見出し､これを伸ばしていく中で､じっくり

学ぶことを希望する子どもたちに対して十分な指導をしていく可能性が広がることも期待

される｡

また､中高一貫教育の導入は､中学校と高等学校の間のハードルを低くするという､高等学

校入学者選抜の改善の方向にも沿うものであると言える｡このように考え､我々は､大きな幾
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つかの利点を持つ中高一貫教育を享受する機会を､子どもたちにより広く提供していくこと

が望ましく､中高一貫教育を導入することが適当であるとの結論に達した｡

② 中高一貫教育の選択的導入

それでは､中高一貫教育を､現行の６・３・３制の学校体系の中でどのように位置付け

て､その導入を図っていくぺぎであろうか｡幅広い観点から議論を行った結果､我々は､６・

３・３制を一律に６・６制に改めるという画一的な改革を行うのではなく､以下のような考

え方に立って､子どもたちや保護者などの選択の幅を広げ､学校制度の複線化構造を進める

観点から､中高一貫教育の選択的導入を行うことが適当であると考えた｡

前述の中高一貫教育の利点と問題点は､いずれもある程度一般的なものではあるが､その

重さが､一人ひとりの子どもたちや保護者にとつて異なっていることは言うまでもない｡

一方､現行制度の利点と意義はどうであろうか｡中学校の時期の特質について､端的に表現

するならば､子どもたちの心身の成長や変化が著しい時期と言うことができる｡この時期は､

様々な社会的経験や多様な個性の触れ合いなどを通じた人間関係の広がりと深まりの中で､

自らと社会との関わりや将来の生き方について考え、自己を確立していく重要な段階であ

る｡すなわち､小学校を卒業した時点では見出せていなかった自らの能力･適性､興味･関心､

希望などを､３年間にわたる学習や生活の中で発見し､育んでいくことを可能とすろ段階と

して位置付けられる｡

このように考えれば､中学校で学習しながら､自己の希望や目標が具体化し､進路意識が明

確になつた時点で､多様な高等学校の中から､自らの能力･適性､興味･関心などに対応した､

最もふさわしい学校を主体的に選択できるという現行制度もまた､大きな利点と意義を有す

るものである｡そして､このような観点から､段階を追って清新な気持ちで進学したいと考え

る子どもたちや保護者が多数いることは尊重されなければならない｡更に､中学校及び高等

学校のそれぞれの段階で､でぎるだけ多くの友達と様々な交流をすることを通じて､人間的

成長の契磯としたいと考える子どもたちや保護者が大勢いるということにも留意しなけれ

ばならない｡

なお､こうした現行制度の持つ利点と意義を十分に生かしていく上でも､高等学校入学者

選抜の改善を図っていくことが強く望まれるところである｡高等学校入学者選抜の改善につ

いては､第２章第３節において､中学校･高等学校間のハードルをより低くしていくこと、中

学校以下の教育の改善の方向を尊重した改善を進めることなどといった基本方向の下､具体

的な提言を行っており､これらに沿った取組を進めていくことが大切であることを改めて指

摘しておきたい｡

いずれにしても､中高一貫教育の利点と問題点の軽重について、現行制度と比較しながら

総合的に判断するのは､あくまでそれぞれの子どもたちや保護者であり､高等学校入学者選

抜の改善を図る中で､従来の中学校･高等学校に区分された中等教育と､中高一貫教育とを選

択可能とする柔軟な学校制度を設けることが望まれるのである｡

中高一貫教育の選択的導入は､既に進みつつある中等教育全体の多様化･複線化あるいは

多線化という観点からも要請される｡高等学校については､総合学科や単位制高等学校の拡

充､選択幅の広い教育課程の編成､自校以外の学習成果の単位認定の導入､中学校について

は､選択履修の幅の拡大など､それぞれの学校段階で､言わば「横の多様化･複線化｣が進んで
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きており､その流れは第一次答申を受けて更に加速していくだろう｡このように子どもたち

や保護者の選択の幅が広がっていく流れの中で､中学校･高等学校が３年ずつに区分された

制度以外に選択の余地が乏しいという現在の中等教育の学校体系の見直しが求められてい

るのである｡中高一貫教育の選択的導入は､言わぱ｢雄の多様化･複線化｣を実現するものであ

り､中等教育全体の多様化･複線化､更には学校制度の複線化構造を進める一環として、極め

て重要な意義を持つのである｡

また､中高一貫教育の選択的導入は､子どもたちや保護者の選択の幅を広げることにとど

まらず､地方公共団体や学校法人などの学校設置者が､自らの創意工夫によって特色ある教

育を展開する裁量の範囲を拡大することに資するものである｡とりわけ､後述する制度改革

により､地方公共団体が自らの主体的な判断により､これまで専ら国私立学校によって担わ

れてきた中高一貫教育を提供することがでぎるようにすることは､公立学校をより多様で魅

力あるものとし､子どもたちに対して中高一貫教育を享受する機会を公平に提供する観点か

らも､重要な意義を持っている｡

なお、こうした意義の一方､中高一貫教育については､その導入が過度の受験競争に一層

の拍車をかけるおそれがあるとする指摘がある｡過度の受験競争の問題が､今日取り組むべ

き最も重要な教育上の課題の一つとなっていることを踏まえると､中高一貫教育の導入に当

たって､こうした懸念が払拭されるよう具体的な取組が必要であり、以下､中高一貫教育の

導入の在り方について述べる中で､幾つかの提言を行いたい｡

（２） 中高一貫教育の導入の具体的な在り方

①中高一貫教育の実施形態

中高一貫教育の導入は､中等教育全体の多様化・複線化の一環であり･子どもたちや保護

者の選択の幅を広げることを趣旨とするものであることから､子どもたちや保護者のニー

ズ､地域の実情を十分に踏まえて進められることが求められる｡従って､中高一貫教育を導入

するかどうか､導入するとすればどのような学校とするのかについては､そうした子どもた

ちや保護者のニーズ､地域の実情を把握している地方公共団体や学校法人などの主体的な判

断を尊重することが適当と考えられる｡そして､この問題における国の役割は、地方公共団

体などに対して一律に中高一貫教育の導入を求めることでなく､地方公共団体などが自らの

判断により､中高一貫教育を導入できるよう､制度上の隘路を取り除くことを含めて､所要の
あい

制度改革を行うことと考えられる｡

我々は､中高一貫教育の実施形態について､まず､設置者の在り方から検討した｡現在の中

学校及び高等学校を見ると､中学校についてはほとんど大部分が市町村立となつており､ま

た､高等学校については､全学校数の約四分の三が公立（うち大部分が都道府県立であり､ご

く一部が市町村立）､約四分の一が私立となっている｡そこで､我々は､中高一貫教育の基本

的な実施形態として､次のようなものがあると考えた｡

まず､第一の実施形態としては､同一の設置者（都道府県､市町村､学校法人など）が中学

校･高等学校を併設し､入学者選抜を課すことなく接続するという形態が考えられる｡これに

ついては､（ ）独立した中学校と高等学校を併設する場合のほか､更に発展して､中学校段a

階と高等学校段階それぞれの学校運営の一体性をより確保するという観点から､（ ）一つb

の６年制の学校（いわゆる６年制中等学校）として設置･運営する場合が考えられる｡なお､
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この６年制の学校については､現行の義務教育制度が安定したものであり､現行制度の下で､

中学校教育と高等学校教育のそれぞれの教育内容を前提としつつ､それらを一つの学校とし

て提供するものとして考え､義務教育制度の変更をもたらすような性格のものとして構想す

るものではない｡

次に､第二の実施形態としては､一校又は複数の市町村立中学校と都道府県立高等学校と

を連携させ､高等学校入学者選抜を行わず､６年間の計画的･継続的な教育を行うという場合

も考えられる｡

ここまで述べてきた中高一貫教育の意義や特色に関する様々な指摘は､基本的にはこれら

の形態すべてに共通するものであり､その選択については､地方公共団体や学校法人が､地域

や学校の実情などを踏まえて､最も適した形態を採ればよいと考えられる｡すなわち､中高一

貫教育の円滑な導入を図るためには、国にあっては､地方公共団体や学校法人が､必要に応

じていずれの形態をも選択できるように所要の制度改革を行うことが必要である｡

そこで我々は､どのように現行の学校制度を改革する必要があるかを検討した｡まず､中高

一貫教育については､中学校段階から高等学校段階へ進む際に選抜を行わないことが前提で

あるが､現行制度上は選抜が必須となっており､この点での制度改革が必要である｡また､第

一の実施形態については､地方公共団体が設置する場合の教職員給与費や施設費の負担方法

などについて所要の制度改革が必要となると考えられる｡

② 教育内容

中高一貫教育の具体的な教育内容については､〔ゆとり〕のある学校生活の中で､それぞ

れの子どもの個性や創造性を大いに伸ばすという中高一貫教育の趣旨を十分生かすことが

できるよう､義務教育段階での基礎･基本をしっかりと身に付けさせると共に､年齢が進むに

つれて多様化していく生徒の能力･適性､興味・関心､進路などに対応して、生徒の選択を重

視した､できるだけ多様な教育を提供することが望まれる｡

また､中高一貫教育を行う学校（以下､｢中高一貫校｣という｡）の教育内容については､こ

のような基本的な考え方の下､様々な創意工夫が凝らされることが期待されるが､とりわけ､

地域との連携を図りつつ､社会体験や自然体験を中心に様々な体験学習を積極的に取り入れ

ることなどにより､従来の中学校教育や高等学校教育では見出しにくかった生徒の能力･適

性などを見出し､それらの伸長を図っていくことができるようなものとすることが必要であ

る｡

中高一貫教育の教育内容の類型について、現在の高等学校の学科のタイプに即して検討

すると､（ ）普通科タイプ､（ ）総合学科タイプ､（ ）専門学科（職業学科､芸術科､体育a b c

科、外国語科､理数科など）タイプ､などがあると考えられる｡

このうち､（ ）については､ゆっくりと落ち着いて学びたいと考える生徒の希望に適切にa

こたえることができると考えられるほか､体験学習を重視したり､地域の特性を生かした系

統的な教育活動を行ったり､情報､外国語などに重点を置いた学習を行うことができるよう

にすることなどにより､普通科における教育のより一層の多様化に資することが期待され

る｡

また､（ ）については､中学校段階から高等学校段階へと進むにつれてますます多様化すb

る生徒の能力･適性､興味･関心に対応し､様々な教科･科目の中から､生徒の主体的な選択を
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可能にするという観点で､非常に有効なタイプと考えられる｡

更に､（ ）については､例えば､音楽や美術､スポーツなどに興味･関心を有し､明確な目的c

意識を持った生徒に対し､その興味･関心を比較的早くから深めていくという観点から考え

られるであろう｡なお､実際に中高一貫教育を導入する際には､これらの類型を組み合わせた

りすることにより､できるだけ生徒の学習の選択幅が広がるような多様なコースが設けられ

ることが望まれる｡

このように､それぞれについて意義があることから､現在進めている高等学校教育の多様

化との整合性を図るためにも､いずれのタイプも地域や学校の実情に応じて可能とすること

が適当と考える｡

既に述べたとおり､中高一貫教育を行う学校を設置するかどうか､設置するとすれば､どの

ような学校とするのかについては､子どもたちや保護者のニーズ､地域の実情を把握してい

る地方公共団体や学校法人などの主体的な判断を尊重することが適当であり､教育内容のタ

イプについても､その選択にゆだねていくことが望ましい｡

ただし､普通科タイプの場合､受験準備に偏した教育が行われるのではないかということ

が最も懸念されるところである｡普通科タイプの中高一貫校が､いわゆる｢受験エリート校｣

となり､偏差値による学校間の序列化を助長するようなことはあってはならないと考える｡

我々は受験準備に偏した教育が行われることは適当でなく､また､中高一貫教育を導入する

本旨ではないと考えており、そうした教育を行わないよう､関係者には強く求めたい｡

なお､このような懸念が生じる背景には､現在の大学入学者選抜の在り方が学力試験を偏

重しているということがあると考えられる｡

様々な試行錯誤をしたり､体験を積み重ねるなど〔ゆとり〕ある学校生活をより可能とし

ていくという中高一貫教育の趣旨を実現するとの観点からも､大学入学者選抜の在り方を､

学力試験の偏重から､選抜方法の多様化､評価尺度の多元化に向けて変えていくことが必要

である.その際､具体的には､総合学科タイプや専門学科夕イプなどの中高一貫校の卒業生に

ついて､こうした中高一貫教育の趣旨を一層実現する観点から､例えば､推薦入学などの方法

を通じて大学に受け入れていくことも検討されるべきである｡

更に､教育課程の大綱的な基準である現行の学習指導要領においては､既に教育課程の弾

力化が進められ､教育内容の精選が図られており､こうした趣旨を生かして､様々な試行錯誤

をしたり､体験を積み重ねるなど〔ゆとり〕ある学校生活を送ることをより可能としていく

という中高一貫教育のねらいを達成していくことが必要である｡また､今後の学習指導要領

の改訂に当たっても､選択履修の拡大など教育課程の弾力化や教育内容の厳選について配慮

がなされていくと考えられるので､そのような趣旨も生かして､中高一貫教育の理念が一層

実現されるよう留意する必要がある｡

なお､中高一貫校の教育内容の問題に関連して､小学校の子どもたちや保護者､とりわけ保

護者に対しては､中高一貫教育の導入の趣旨を理解し､大学受験などに有利かどうかといっ

た観点だけで進学すべき学校を選択することのないよう求めたい｡このため､特に保護者が

子どもたちにふさわしい選択をすることができるよう､中高一貫校の設置者などにおいて

は､適切な情報提供などにっいて十分配慮していくことが必要である｡

③ 中高一貫校における特色ある教育の展開
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我々は､中高一貫教育を導入する学校が､どのような特色ある教育を展開していく可能性

を持っているかについて検討した｡中高一貫教育の選択的導入が､子どもたちや保護者によ

る学校選択の幅を広げていくということを目指すものであることからすると､新たに中高一

貫教育を導入する学校は､いずれの教育内容のタイプであっても､より特色ある教育をしっ

かりと提供していくことが望まれるのである｡もちろん、現行の中学校､高等学校において

も､特色ある様々な教育活動が展開されているところであるが､中高一貫教育においては､６

年間にわたる〔ゆとり〕を十分に生かす中で､特色ある教育を幅広く効果的に提供していく

ことが考えられる｡具体的にどのような特色を備えた中高一貫校とするかについては､地方

公共団体など設置者が考えていくべき問題であり､本審議会として固定的な類型化をしよう

とするものではないが､以下､幾つかの特色の例を提示しておきたい｡なお､これらの特色を

組み合わせた教育清動を展開していくことも有効と考える｡

（ ）体験学習を重視する学校a

体験学習を重視する観点から､体験学習を６年間の一貫した教育宿動における軸に据え

て､様々な教科などにおける日常の指導全体にわたって､ボランティア体験､社会体験､勤労

体験､自然体験を盛り込んだり､実際の観察･実験やフイールドワークに比重を置いたり､あ

るいは問題解決型学習を積極的に取り入れることが考えられよう。

〔 〕例えば､理科の指導においては､６年間を見通したカリキュラムを編成する中で ゆとり

を生み出し､これまて必ずしも十分な時間が当てられなかった､野外での動植物の観察、天

体や気象の観測､物理や化学に関する実験に力を注いでいくことが期待される｡また､多様な

教育活動の一環として､将来の職業選択や職業生活に資するため､実際の企業などにおいて､

一定期間にわたる職業体験を行うことも考えられる｡

（ ）地域に関する学習を重視する学校b

地域に関する学習を重視する観点から､６年間にわたって地域 に閑する学習を基調とし

た教育活動を展開し､各教科などにおいて､ 地域の歴史や文化､自然､産業を活かした指導内
い

容を重視したり､ 様々な教材の利用に際してそうした地域の特色を反映させたり､ 地域の

人材を講師として積極的に活用したり､地域の社会教育施設や様々な団体などと連携を図っ

ていくことなどが考えられよう｡

こうした教育活動を通じて､その地域における次代の人材を養成する役割を担うことも期

待されるところである｡

（ ）国際化に対応する教育を重視する学校c

急速に進む国際化の中で生きていくために必要となる資質や能力を子どもたちに養って

いくことは､今日の教育において極めて重要な課題となっている｡国際化に対応する教育を

重視する観点を軸に据えて､６年間にわたり､じつくり時間をかけてコミュニケーション能

力の育成に取り組むなど外国語教育の充実を図ると共に､海外留学プログラムを組み込んだ

り､教育活動の様をな場面で､外国人留学生や地域の外国人との触れ合いなど国際交流活動

を盛り込んだり､国際理解教育に関する選択科目を設けたり､デイスカッションの力を養う

指導を行ったり､併せて我が国の伝統や文化に関する理解を深める指導を進めるなど､いろ

いろな工夫を凝らしていくことが期待される｡
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（ ）情報化に対応する教育を重視する学校d

高度情報通信社会で生きていくために必要となる資質や能力を子どもたちに養っていく

ことは､今日の教育において極めて重要な課題となっている｡情報化に対応する教育を重視

する観点を軸に据えて､６年間にわたり､十分な時間をかけてインターネットなどの情報ネ

ットワークを活用したり､情報リテラシーを体系的に育成したり､情報モラルをしっかりと

身に付けさせるような教育活動を積極的に取り入れていくことが期待される｡

（ ）環境に関する学習を重視する学校e

環境に関する学習も､今後の教育において一層重要となる分野であり､６年間にわたる体

系的な指導によって､より豊かな成果が得られるものと考えられる｡環境に関する学習を重

視する観点を軸に据えて､山野を 跋渉 （方々を歩きめぐること）して自然現象や動植物に
ばっしょう

直接触れ､観察するといった自然体験活動を､６年間の〔ゆとり〕ある学校生活の中に大い

に取り入れ､環境や自然を大切にする心や環境問題に主体的に関わっていく資質や能力を効

果的に育んでいくことが期待される｡

（ ）伝統文化などの継承のための教育を重視する学校f

過去から連綿として受け継がれてきた我が国の伝統文化などを継承･発展させていくこと

は､国際化が進展する中､ますます重要になっているが､各地域においては､伝統文化などへ

の理解が不十分であったり､その後継者が不足するといった問題に直面している｡伝統文化

などへの理解を深めさせ､その継承を図るための教育を重視すろ観点を軸に据えて､６年間

にわたり、体験活動を積極的に取り入れ､伝統工芸や伝統産業の技術を伝承したり､伝統芸

能の技を伝授するなどの教育活動を展開していくことも考えられる｡これにより､伝統文化

などに対する理解が広がることはもとより､更には伝統文化の後継者や特色ある地場産業の

専門的技術の後継者の養成につながることも期待される｡

（ ）じっくり学びたい子どもたちの希望にこたえる学校g

中高一貫校は､ともすれば効率よく学習を進めていくようなイメージを抱かれることがあ

るが､むしろ､試行錯誤をしながら自分に応じた進度でじっくり学ぶことを希望する子ども

たちに対して､その希望にこたえる有効な形態と考えられる｡すなわち､中高一貫校の下で

は、そうした子どもたちの学習の状況を６年間全体にわたって継続的に把握し､個別のきめ

細かな教育計画を立てて子どもたちを指導していくことが期待される｡また､前述した様々

な体験活動を６年間にわたって積極的に盛り込むことにより､学びの原動力とも言うべき興

味･関心や意欲を引き出していくことも期待できよう｡

また､仮に学習面でのつまずきが生じた場合であっても､例えば､中学校段階に生じた学習

のつまずきを的確につかみ､教員間の密接な連携の下､６年間の中で基礎･基本を確実に学ば

せ､これを克服していくことも考えられよう｡６年間の学校生活の〔ゆとり〕の中で､むやみ

に問題の解決に焦ることなく､じっくりと腰を据えてそうした子どもたちに向き合っていく

ことが期待されるのである｡

このように､じっくり学ぶことを希望する子どもたちに対する手厚い指導を特色とする中
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高一貫校もあってよいと考える｡

④ 入学者を定める方法

中高一貫教育の導入に伴って､最も懸念されることは､入学者を定める方法の在り方によ

っては､受験競争の低年齢化を招くのではないかということである｡現に､実際上中高一貫教

育を行っている､一部の国私立中学校の入学者選抜については､受験競争の低年齢化に拍車

をかけていると指摘されるところである｡

今後､中高一貫教育を進めるに当たっては､〔ゆとり〕ある学校生活を送るべぎ小学生が

受験のための塾通いを行うなど受験競争の低年齢化を招くことのないよう適切な配慮を行

うことが不可欠であり､いたずらに難度の高い試験問題によって選抜を行うことなく､学校

の個性や特色に応じた適切な方法により入学者を定めることが望ましいと考える｡特に､地

方公共団体が設置する学校にあっては､学力試験は行わないこととし､入学希望者が多く選

抜が必要となった場合でも､様々な試行錯誤をしたり､体験を積み重ねるなどの中高一貫校

の個性や特色に応じて､抽選や面接､小学校からの推薦､調査書､実技検査など多様な方法を

適切に組み合わせて入学者を定めることが適当であると考える｡例えば､自然体験やボラン

ティア体験などの体験学習を重視する学校において観察･実験などを行ったり、職業教育や

芸術･体育などの専門教育を行う学校においてそれぞれにふさわしい実技検査を行うことな

どが考えられる｡

なお､一部の国私立中学校においては､現在､学力試験を偏重する入学者選抜や小学校教育

の趣旨を逸脱した出題を行っており､そうした中学校入試のため､都市部を中心に受験競争

の低年齢化が進み､甚だしい場合には小学校低学年の子どもまでもが塾に通い､受験勉強に

駆り立てられるという状況が生じている｡このようなことは､子どもたちの発達段階を考え

れば､極めて問題であり､受験競争の低年齢化を招かないようにするという観点から､一部の

国私立中学校に対しては､早急にその入試の改善を強く求めたい｡

⑤ 高等学校段陪に進む時点での入退学などについての配慮

次に､高等学校段階に進む時点での入退学については､どのように考えるべきであろうか｡

中高一貫教育を導入する場合､中高一貫教育が６年間一貫した教育を通じて､様々な利点を

生じるものである以上､子どもたちがそうした教育を行う学校に引き続き在籍することが基

本となることは言うまでもない｡しかしながら､高等学校教育全体を柔らかなシステムにす

るという観点から､高等学校段階に進む時点での入退学について所要の配慮を行うことが大

切である｡

すなわち､進路変更を希望する生徒に対しては､他の高等学校への進学などに必要な配慮

をしたり､学校を活性化する観点からもある程度の数の者を高等学校段階で入学を認めるこ

とは､十分考慮する必要がある｡なお､９年間の義務教育制度を前提として中高一貫教育を導

入することからも､６年制の学校の場合､第３年次修了者が､中学校を卒業した者と同様に取

り扱われるべきことは当然である｡

こうしたことのほか、中高一貫教育の導入に当たっては､幾つかの配慮すべき点がある｡

先に中高一貫教育の問題点として､生徒集団が長期間同一メンバーで固定されることにより

学習環境になじめない生徒が生じるおそれがあることを指摘したところであるが､この問題

を和らげる上でも､途中で転学を希望する生徒に対して､十分に配慮をしていくことが求め
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られる｡また､こうした問題と共に､心身発達の差異の大きい生徒を対象とするため学校運営

に困難が生じる場合がある旨も指摘したが､これらの問題をできるだけ解決するため､日常

の指導や学校運営に当たっても、中学校・高等学校の両段階を通じて教員が緊密に連携し､

きめ細かな配慮をしていくことが必要である｡その際、特に､生徒の発達段階の差異に応じ

た指導を行うことと共に､社会性や豊かな人間性の育成といった意義を持つ生徒の異年齢集

団による活動を展開するに当たっては､様々な工夫を凝らしていくことが求められる｡

第４章 教育上の例外措置

（１） 一人ひとりの能力･適性に応じた教育の様々な取組と学習の進度の遅い子どもへ

の配慮

第１章で述べたとおり､子どもたちは教育を通じて､社会の中で生きていくための基礎・

基本を身に付けると共に､個性を見出し 自らにふさわしい生き方を選択していくのであり､、

一人ひとりの個性をかけがえのないものとして尊重し､その伸長を図ることが教育の基本的

な考え方である｡今後の教育は､その個性尊重の理念に基づき､一人ひとりの能力･適性に応

じた教育を､より一層展開していくことが求められる｡

これまでの我が国の教育は､教育の機会均などや教育水準を確保するため、平等性を重視

するきらいが強すぎた｡その点は､依然として重要な視点であるが､同時に､ややもすれば平

等性を重視する余り､一人ひとりの子どもの能力･適性に応じた教育を進めるという視点か

らの取組が必ずしも十分ではなく､こうした視点に立って改善を進めていく必要がある｡

特に､これまでの教育においては､形式的な平等を重視する余り､どの子どもにも画一的な

指導をする傾向が強かったが､むしろ､子どもの発達段階に応じて､指導内容や方法は異なっ

ても､習熟の程度に応じた指導などの個に応じた指導により､一人ひとりの子どもが必要な

学習内容を確実に身に付け､その能力を伸長していくことが重要であり､教育的であると考

える｡

こうしたことを考えると､まず大切なことは､子どもたちの能力･適性は多様であり､その

子どもに適する指導方法の違いや理解の進度に差があることを､教員や保護者､更には社会

全体が認めていく必要があるということである｡そして､子どもたちが時には立ち止まり､時

には回り道をしながらも､真に〔生きる力〕を身に付けられるよう､支え､見守っていくこと

が重要なのである｡一人ひとりの能力･適性に応じた教育を進めるに当たっては､このような

ゆっくりとした助走期間が必要な子どもたちに十分配慮することが重要である｡

そうしたことから､これまでも､学習の進度の遅い子どもに対しては､各学校において､一

人ひとりの子どもの実態や学習の途中でのつまずきの原因を的確に把握し､個別指導や補充

学習､ティーム・ティーチング､習熟の程度に応じた指導､教材･教具の工夫･開発やマルチメ

ディアの活用など､個に応じた指導方法の工夫･改善を行い､その子どもの実態に即した指導

を行ってきたところであるが､今後､更にこのような取組を進め､一人ひとりの子どもの個性

を尊重すると共に､それぞれの子どもに内在する可能性を十分に引き出すための適切な支援

に努める必要がある｡

また､このような子どもへの指導に当たっては､その理解度や到達度を早さや形式的なこ

とのみで把握することなく､子どもや保護者の意向を尊重し､一人ひとりの子どもの実態に

即した目標や指導計画を立てるなど指導の工夫を行うと共に､特に子どもの意欲を喚起する
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ため､学習内容を身近な事象に関連付けたり､体験的な活動を重視したり､個別指導を行った

りして､学習内容への親近感､学習に対する成功感や成就感を味わわせ､学習が楽しくなるよ

うな雰囲気を作るように配慮することも重要である｡

このような指導の工夫･改善は､各学校や一人ひとりの教員の創意と工夫によって進めら

れるものであるが､行政がそうした取組を積極的に支援することは極めて大切なことであ

る｡このような観点から､一人ひとりのよさを伸ばす個に応じた指導をより一層推進するた

め､学校における様々な指導方法の工夫･改善や教材･教具の効果的な活用方法などを盛り込

んだ実践事例集などの指導資料などを作成し､各学校に提供することは有意義なことであ

る｡また､中学校や高等学校における履修の選択幅を拡大していく際､その選択履修の時間に

おいて､例えば､一度学習した内容を､更に理解を深めるため再度学習したり､基礎的基本的

な内容の理解を深めるなど､ゆっくり学んだり､繰り返し学ぶなどの取組がより進められる

ような配慮も､積極的になされてよい｡

そして､各学校においては､具体的な教育課程の編成に当たり､上記の趣旨に配慮していく

と共に､個別指導や補充指導などを一層行うことができるような教育課程や学校運営上の配

慮をしていくへきである｡

我々は､既に､昨年７月に提出した第一次答申において､一人ひとりの個性を生かした教育

を進めるため､子どもたちの発達段階に応じ､ティーム･ティーチングやグループ学習､個別

学習などの指導方法の一層の改善などを提言した｡また､教育内容については、小･中･高等

学校の各学校段階において､基礎･基本を身に付けることが重要であると共に､子どもたちの

能力･適性､興味・関心の多様化などに対応し､中学校段階において履修の選択幅を拡大する

ことや､高等学校段階において必修教科･科目の内容･単位数の削減や選択する教科･科目の

拡大､他の高等学校や専修学校における学習成果を単位認定する制度の一層の活用など､教

育内容の多様化を図っていく必要があるとの提言を行った｡

これらの提言が実行され､子どもたち一人ひとりの能力･適性に応じた教育を進めていく

ことが､まず､何よりも大切であり､各学校段階において､教育内容･方法の多様化などをより

一層進めていくことが極めて重要である｡

こうした取組を進めることは重要であるが､特定の分野において優れた能力を有する者に

ついて､その才能を伸長し､個性を最大限引き出していくためには､これらの各学校段階内に

おける取組だけでは､必ずしも十分とは言えない｡

我が国のこれまでの教育においては､形式的な平等にとらわれる余り､稀有な才能を十分
け

に育ててこなかったきらいがあり､今後は､あらゆることについて｢全員一斉かつ平等に｣と

いう発想を､｢それぞれの個性や能力に応じた内容､方法､仕組みを｣という考え方に転換し､

取組を進めていくことが必要である｡

特に､生徒の能力･適性の違いが大きくなる義務教育修了後の高等学校以降においては､多

様な取組が強く求められるところであり､子どもたちの才能を伸長し､個性を最大限引き出

していく観点から、高等学校教育におげる取組にとどまらず､一人ひとりの生徒の個性や能

力に応じ､大学レべルの教育との適切な接続を図っていくことが重要な課題であると考え

る｡

また､このことは､個人の多彩な能力を開花させ､創造性､更には独創性を涵養していき､経
かん

済や科学技術などの様々な面で､我が国が自ら新しいフロンティアを開拓し､国際社会に貢
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献していく観点からも、積楓的な取組が求められる課題である｡

こうした観点を踏まえ､我々は､高等学校の生徒が大学レべルの教育を受けることについ

て､更には､現在の制度の枠内にとどまらず､１８歳未満での大学入学を認めることの是非に

ついてまで検討を行った｡

（２） 特定の分野について優れた能力や意欲を有する生徒に対する多様な教育機会の充実

特定の分野で優れた能力を有する高等学校の生徒に対して､例外的に大学レべルの教育の

機会を付与することについては､既に､第１４期中央教育審議会において検討が行われ､数学

や物理などの特定の分野について大学レべルの教育研究に触れさせる機会を与えることが

望ましいとの答申が行われた｡その答申を踏まえて､平成６年度から､大学や民間団体などに

より､高等学校段階の生徒を対象に､数学や物理の分野における大学レべルの教育（科目な

ど履修生としての受入れ､公開講座やゼミナーなどの形態）を提供することが、多様化など

に対応し､中学校段階において履修の選択幅を拡大することや､高等学校段階において必修

教科･科目の内容･単位数の削減や選択する教科･科目の拡大､他の高等学校や専修学校にお

ける学習成果を単位認定する制度の一層の活用など､教育内容の多様化を図っていく必要が

あるとの提言を行った｡

これらの提言が実行され､子どもたち一人ひとりの能力･適性に応じた教育を進めていく

ことが､まず､何よりも大切であり､各学校段階において､教育内容･方法の多様化などをより

一層進めていくことが極めて重要である｡

こうした取組を進めることは重要であるが､特定の分野において優れた能力を有する者に

っいて､その才能を伸長し､個性を最大限引き出していくためには､これらの各学校段階内に

おける取組だけでは､必ずしも十分とは言えない｡

我が国のこれまでの教育においては､形式的な平等にとらわれる余り､稀有な才能を十分

に育ててこなかったきらいがあり､今後は､あらゆることについて｢全員一斉かつ平等に｣と

いう発想を､｢それぞれの個性や能力に応じた内容､方法､仕組みを｣という考え方に転換し､

取組を進めていくことが必要である｡

特に､生徒の能力･適性の違いが大きくなる義務教育修了後の高等学校以降においては､多

様な取組が強く求められるところであり､子どもたちの才能を伸長し､個性を最大限引き出

していく観点から、高等学校教育におげる取組にとどまらず､一人ひとりの生徒の個性や能

力に応じ､大学レべルの教育との適切な接続を図っていくことが重要な課題であると考え

る｡

また､このことは､個人の多彩な能力を開花させ､創造性､更にば独創性を涵養していき､経

済や科学技術などの様々な面で､我が国が自ら新しいフロンティアを開拓し､国際社会に貢

献していく観点からも、積極的な取組が求められる課題である｡

こうした観点を踏まえ､我々は､高等学校の生徒が大学レべルの教育を受けることについ

て､更には､現在の制度の枠内にとどまらず､１８歳未満での大学入学を認めることの是非に

ついてまで検討を行った｡

このパイロット事業には､毎年、約1,000人の高等学校段階の生徒が参加している｡参加者

たちは､総じて､興味や関心を持つて大学レべルの教育に触れ､新鮮な感動や考える喜び、発

見する喜びなどを感じたとのことであり､パイロット事業はその才能を伸ばす一つの大きな
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契機となったと報告されている｡

パイロット事業の成果を踏まえると､大学レべルの教育を受けるのに十分な能力と意欲を

有する高等学校の生徒に対し､大学レべルの高度な教育･研究に触れる機会をより広く提供

し､生徒の興味や関心を高め､その能力の伸長を図つていくことは､一人ひとりの能力･適性

に応じた教育を進める上で､大きな意義を有するものと考える｡こうしたことから､数学や物

理の分野のみに限らず､大学が提供する教育を受けることが効果的な分野について､大学レ

べルの教育･研究に触れる磯会が､広く提供されていくことが望まれる｡こため､今後､大学や

民問団体などにより､パイロット事業だけでなく､広く自主的な取組を促すことにより､こう

した学習の機会を広げていくことが必要である｡

こうした取組を進めていく上で､高等学校の生徒が､地理的条件などにかかわらず､大学レ

べルの教育･研究に触れる磯会を得ることを可能にするため､今後､大学などにおいてインタ

ーネットなどのマルチメディアの活用が図られる中で､これらを利用していくことも考えら

れてよい｡また､近く､通信衛星により放送対象地域を全国へ拡大する放送大学を活用してい

くことは､高等学校の生徒が､地理的条件などにかかわらず､一人ひとりの興味や関心に応

じ､大学レべルの教育・研究に触れることを可能にするものであり､意義のあることと考え

る｡

また､このような大学などにおける学習機会を含め､高等学校の生徒が学校外での様々な

学習機会に触れることは意義のあることであり､生徒がこうした学習を行った場合､各高等

学校の措置により､単位として認定でぎる道を開くことを積極的に検討すべきである｡この

点については､既に､教育内容の多様化を図る観点から､第１次答申で指摘したところである

が､生徒の能力の伸長を図る観点かも､より積極的に取り組まれるよう､改めて提言したい｡

更に､高等学校教育の多様化･弾力化の観点から､高等学校の教育課程の一部において､大

学の教員などを招聘して授業を行ったり､課外の時間に高度な教育･研究に触れる機会を設
へい

げたりすることも考えられ､地域や生徒の実情に応じ､大学･高等学校間の連携により､この

ような取組が行われてよい｡また､高等学校において単位制を採っているという趣旨を生か

し､例えば､各学校において､特定の分野について優れた能力や意欲を有する生徒に対して､

通常は上級学年で屡修することになる教科･科目を早期に履修できるようにするなどといっ

た教育課程上の配慮をすることも考えられてよい。

また､特定の分野において優れた能力や意欲を有する生徒について､その才能を伸長して

いくためには、以上のような取組を進めると共に､大学入学者選抜において､そうした能力

を適切に評価していくことが重要である｡大学入学者選抜の改善方策については､第２章第

２節において述べたところであるが､選抜方法の多様化､評価尺度の多元化に向けての改善

の一環として､例えば､各大学の判断で､定員の一部について､特定の分野における生徒の能

力や意欲などに着目して､推薦や特定の教科･科目の学習の評価などに基つぎ入学を認めて

いく取組を進めていくことは､個性を重視し､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を推進す

る上でも､望ましいことと考える｡

（３） 大学入学年齢の特例

① 基本的な考え方

更に進んで、特定の分野において優れた能力や意欲を有する生徒のうち､特に､現在の学
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校制度の枠内における取扱いでは､その個性や才能を十分に発揮できないほどの稀有な才能

を有する者について､｢数学に関しては、大学入学年齢制限の緩和を試行的に実施すること

が望まれる｣とした第１４期中央教育審議会の答申を踏まえつつ､１８歳未満であっても､特

例として､大学への入学資格を認めるかどうかに関して､集中的に議論を行った｡

既に､大学から大学院への入学については､分野によっては､研究者として優れた資質を有

する学生に対して､早期から大学院教育を実施することがより効果的であると考えられるこ

とから､各大学院がそれぞれ定める所定の単位を優秀な成績をもって履修した者について､

学部３年修了時から大学院に入学できるよう､平成元年に制度改正を行つている｡この制度

により､平成８年度までに約７５０人の学生が大学院に受け入れられており､これらの学生

の中には､既に研究者などとして各方面において活躍を始めた者も多い｡

しかしながら､高等学校段階から大学への入学については､現行制度上､大学入学資格を有

する者は､高等学校を卒業した者及びこれと同など以上の学力があると文部大臣が認めた者

とされており、我が国の場合､高等学校を卒業する者は１８歳に達することを前提としてい

ることから､１８歳未満の者の大学への入学は認められていない｡

諸外国においては、一般に､一人ひとりの能力･適性に応じて､適切な教育が行われるべき

だという考えに立ち、能力の伸長の著しい者に対しては､通常の年齢よりも早期に大学入学

を認める制度を採る国が多い｡例えばアメリカにおいては、大学の入学要件は､通常､中等教

育修了であるが､飛び級などにより早期にハイスクールを卒業した場合や､ハイスクールを

卒業していなくても特に大学が認めた場合などは､通常の入学年齢よりも早期に入学するこ

とが可能である｡また､フランスにおいては､大学入学資格試験であるバカロレアの受験資格

は､通常１７歳とされているが､大学区（数県で構成される教育行政の地方単位）の長が認

める場合には､それ以下でも受験可能とされている｡イギリスでは､大学の入学年齢について

は､個々の大学が決定することとされており､一般的には１７歳又は１８歳を入学最低年齢

としているが､それ以下の者でも､特に優れた才能を示す者については例外的に受け入れて

いる｡また､中国では､ごく一部の大学に少年クラスを設け､１５歳以下の少年を入学させ､一

般の大学生と同じ内容の教育を行っている例もある｡このほか､ドイツやロシアなどでも､能

力の伸長の著しい者に対しては､通常の年齢以下での大学入学が認められている｡

このように､それぞれの国で実施方法は異なっており､また､実際には､必ずしも通常の年

齢以下で入学する学生が多いわけではないが、能力の伸長の著しい者に対して適切な教育

が行えるよう､制度上､柔軟な対応ができるようになっているのである｡

我々は､このような諸外国における対応を十分に視野に入れながら､我が国における稀有

な才能を有する者の教育上の例外措置をいかに行うべきかについて検討を進めた｡

こうした諸外国の状況や先に述べたパイロット事業の実施状況などを踏まえると､我が国

においても、稀有な才能を有するごく少数の者については、現在の制度内の取組だけでは

十分ではないと考える｡このため､更に進んで､その能力･適性に応じ､才能を一層伸長し､個

性を最大限引き出す観点から､現在の学校制度の画一的な取扱いを弾力化し、１８歳未満で

あっても､特定の分野について稀有な才能を有する者については､教育上の例外措置として

大学入学資格を認めるという制度改革を行うことが適当であると考えた｡

こうした制度改革は､基本的には､年齢と学年が対応しているという､これまでの我が国の

学校制度に特例を設けるものであり､以上に述べたように諸外国の状況や｡パイロット事業
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の実施状況を踏まえつつ､ヒアリングなどを行い検討を行った｡そして､こうした教育上の例

外措置を提言するに当たって､教育において､機会均などを確保することは重要であるが､形

式的な平等を重視するのでなく､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を行っていくと共に､

我が国における過度に年齢にとらわれた価値観を変えていくことの必要性を改めて確認し

た｡

我々は､このような考え方の下､具体的な対象分野や対象者､受入方法などについて検討を

重ねた｡

もちろん､以下で述べるように､こうした大学入学資格を例外的に認める制度は､いわゆる

｢受験エリート｣を対象とするものではなく､特定の分野について稀有な才能を有する者を対

象とするなど､受験競争に影響を及ぼすことのないようなものとして構想したが､その実施

に当たつては､受験競争を激化することのないようにすることが大前提であり､特に以下の

ことに留意することが不可欠である｡

（ ） こうした取組を､単に大学に入学するためだけの手段に用いないことa

（ ）いわゆる｢受験エリート｣が有名大学を受ける機会を拡大することに利用されないことb

（ ）大学側が優秀な学生の｢青田買い｣として利用するためのものであつてはならないことc

② 対象分野

稀有な才能というものは､知性の面だけでなく､感性や体力など､多分野において開花し､

発揮されていくものである｡また､その才能が､比較的早い段階で発見され､開花していくも

のもあれば､遅咲きのもの､なかなか発見しにくいものもある｡また､稀有な才能を発見し､そ

の才能を伸ばしていくことが､学校教育という場がふさわしいものもあれば､学校教育以外

の場がふさわしいものもある｡

我々は､稀有な才能を比較的発見しやすく､かつ比較的早い年齢段階て才能が伸びる分野

として､数学や物理の分野､芸術分野､スポーツ分野などがあると考えた｡

このうち､芸術やスポーツの分野については､学校教育の果たす役割はもとより重要であ

るが､学校教育の場以外においても､才能を伸ばし､活躍できる場があり､また実際に､かなり

早い段階でその才能が発見され､伸ばされている分野であり､大学と高等学校との接続が､そ

の才能の伸長を図る上で必ずしも大きな問題となっているわけではない｡

しかしながら､数学や物理の分野は､学校教育以外で稀有な才能を伸ばすことは困難であ

り､学校教育と関連を持ちながら､才能を伸ばす必要がある分野である｡また､これらの分野

にとって､高等学校から大学にかけての時期は､その才能の萌芽を見出し､その芽を伸ばして

いくことができる貴重な時期である｡更に､これらの分野は､これまでパイロット事業におい

て対象としてきており､その成果も報告されてきている分野である｡こうしたことから､当

面､数学や物理の分野に限ることが適当である｡

なお､芸術やスポーツの分野は､学校外の活動においてもその才能を伸ばすことができる

ことを重視し､学校教育の分野で希有な才能の伸長を図る特別な措置は取らないことが適当

であると考えたが､将来的には､対象分野の拡大も考えられるところであり､本答甲に基づく

実施状況を踏まえつつ､この点について検討を行っていく必要がある｡また､例えば､芸術や

スポーツの分野において､その才能を伸ばすための特別の活動に時間が必要な場合､高等学

校段階においては､各学校の判断で､科目の履修の仕方などで特別な配慮ができるように､教
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育課程上の弾力的な運用を図っていくべきである｡

③ 対象者

対象となる稀有な才能を有する者は､言わば天賦の才を持つ者であり､驚くような斬新な

発想や独創的な考え方を提起するなど、一分野で突出した才能を保持し､早い時期に専門家

から適切な指導を受けることが望まれる者で､将来､学問の新しいフロンティアを開拓する

可能性を持つ者である｡従って､そのような者は､ての分野で平均的に高い得点を取る者や受

験技術にたけたいわゆる｢受験エリート｣でないことはもちろんのこと､単に特定の科目にお

ける学校の試験の成績が優秀である者などのように､各学校象者が必ずいるということでは

なく､全国的に見てもごく少数に限られると考えられる｡そして､大学及び大学院における高

度で専門的な指導により､その稀有な才能が一層伸長され､将来､高度の研究活動などに携わ

ることが望まれる者を対象者として考慮しくべきである｡また､受験競争を激化させないた

めにも､これを一般的な制度とすべきではなく､対象者はごく少数の者とすべきである｡

年齢については､義務教育修了者であれば､特段の制限を課さないという考え方もあり得

るが､我が国の大学では､これまで長年にわたり､１８歳以上の者しか受け入れてこなかった

ため､余り早期な入学を認めた場合､その生徒の全人格的成長に不適切な影響を及ぼすおそ

れがあるのではないか､また､大学側が､その生徒の成熟度に応じ､適切な指導ができるかど

うかなどの懸念があるのため､生徒の全人格的成長や入学後における大学生活への円滑な適

応などの点を勘案し､当面､対象を高等学校に２年以上在学した１７歳以上の者とすること

が適当である。

１年間のみ早めることを認めることについては､前述のとおり大学学部から大学院への早

期進学を､学部３年修了時からという１年間のみ早めることを認めていること、また､その

際､１年間早めただけだが､本人はもちろんのこと､周囲の学生も非常に意欲的になり､その

効果は極めて大きいものであること､子どもの発達段階を考慮する必要があることなどを総

合的に判断した結果である｡なお､将来的には､例えば､年齢制限を１６歳以上の者とするこ

とも考えられるところであり､本答申に基づく実施状況を踏まえつつ､この点について検討

を行っていく必要がある｡

また､大学への早期入学が認められた場合、高等学校２年修了時から大学に進学すること

になるので､高等学校を中途退学したこととなる｡しかしながら､その子どもの進路が､様々

な事情により､大学入学後に変更され、大学を中途で辞めることもあり得る｡その場合は､本

人の最終学歴が中学校卒業となり､高等学校卒業が受験資格となっている資格試験などにつ

いて不利益を被るおそれがある｡

このような場合に不利益を被ることがないように､高等学校卒業と同じ効果を与えるよう

にするなどの配慮を行うことが必要であろう｡

④ 受入方法

稀有な才能を有する者が大学へ早期に入学するかどうかについては､本人の自己責任を前

提とした自発性にゆだねることは当然のことである｡しかしながら､ある子どもが稀有な才

能を有しているかどうかということを明確に判断することは､それほど簡単なことではな

い｡そうした子どもの才能を発見していくためには､各大学で公開講座や科目など履修生の

受入れなどを通じて対象者の発掘に努めると共に､大学関係者､高等学校関係者や関係団体
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などの連携などを通じ､子どもの日常の学習状況､団体などにおける各種コンクールなどの

教育活動における取組などを参考にして､対応していく必要がある｡

また､受入方法については､通常の学力試験による選抜方法は採らず､推薦などに基づき､

大学において､様々な資料を基に丁寧な選考を行っていくことが適当である｡

なお､推薦されるべき稀有な才能を有する者の判定は､高等学校関係者のみでは困難であ

ると思われる｡このため､高等学校が外部の専門家などの協力を得て推薦を行ったり､場合に

よっては､優れた才能を有する生徒が参加した｡パイロツト事業やコンクールなどにおいて

指導に当たった研究者などが､その生徒の在籍する高等学校に対して申出や助言を行い､そ

の助言を受けた高等学校が推薦する方法、更には､研究者などが直接大学に申し出る方法な

どの多様なものが考えられてよい｡なお､そのような推薦や申出などを受けた大学は､当該高

等学校と､その生徒の能力･適性に関する意見交換などを積極的に行い､受入れの可否を考え

ていくべきである｡

また､推薦などに基づく丁寧な選考による入学を基本としたのは､稀有な才能を有するご

く少数の者を発見するには､現在の学力試験を柱とする選抜は適当ではなく､また､学力試験

を柱とする選抜を行うことは､現在の受験競争を一層激化させるおそれがあるからである｡

従って､その意味で､この制度改革は､学力試験において全教科満遍なく高得点を挙げる者

や､いわゆる｢受験エリート｣を早期に入学させるためのものではなく､学力試験を柱とする

選抜では埋没してしまう恐れがある､稀有な才能を有する者を入学させるための措置であ

る｡

⑤ 受入大学の条件や大学入学後の取扱い

大学が､早期入学による受入れを行うかどうかについては､基本的には､大学の自主的な判

断と良識により､決められるべきものと考えるが､入学後､稀有な才能を伸長していくために

は､受入大学については､少なくとも､例外措置の対象分野に関して､博士課程を有し､高度な

教育研究活動を実施しているなどの一定の条件を満たしていることが必要と考える｡

早期入学を認めた場合の大学入学後の取扱いについては､カリキュラム上の配慮を行うか

どうかも含め､各大学の責任において取り組まれるべき問題であるが､稀有な才能を有する

者の才能を一層伸長するため､履修指導の充実など一定の配慮が必要である｡その際､例え

ば､アカデミック･アドバイザーを置くなどして､特定の分野における優れた才能の伸長と共

に､専門分野のみに偏らないバランスの取れた履修についての助言などその者の全人格的な

成長への配慮を行つたり､学生生活を送る上での相談活動を行うことも考えられる｡また､入

学後､何らかの事情により､やむを得ず本人が進路変更を希望する場合などに対応し、他の

学部や学科への移動が柔軟に行えるよう配慮していくことも必要である｡

更に､早期に大学院レべルの指導を行うための工夫を行うと共に､大学の判断により､能力

に応じて大学３年修了時から大学院へ入学する仕組みを活用することも考慮することが望

ましい｡

⑥ 具体的な実施方法

以上を踏まえつつ､受入大学における選抜方法などの具体的な実施方法については､大学

の自主性に任せることを基本としつつ､各大学において自主的なガイドラインを策定し､そ
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の実施状況など（選抜方法､受入学部･学科などの教育研究体制など）を､教育研究活動に係

る自己点検･評価活動の一環として積極的に公表し､外部の評価を受けていくことが望まし

い｡併せて､実施大学関係者､高等学校関係者､学界関係者や有識者などにより､その実施状

況､実施方法などについて意見交換･協議を行う場を設けるなど､この措置がいたずらに受験

競争をあおることのないよう､また､本来の学校教育の趣旨をゆがめることのないように様

々な工夫をすることが求められる｡

⑦ いわゆる｢飛び級｣について

我々は､教育上の例外措置の検討と関連して､小･中･高等学校の各学校段階内において､学

年を飛び越すという意味での｢飛び級｣の導入の是非についても検討した｡

しかしながら､現時点では､こうした｢飛び級｣は､いわゆる｢受験エリート｣を育成するため

に活用され､保護者間に無用の焦りを招いたり､受験競争を激化させるおそれが強く､また､

子どもたちの心理状況として､学校内で｢飛び級｣をすることが様々な問題を引ぎ起こすおそ

れがあることなどから､社会的な合意を得ることは困難であると考え、義務教育段階の小･

中学校では､｢飛び級｣を行わないことが適当であると考えた｡高等学校においても､学年を飛

び越えた｢飛び級｣は同様の問題があり､適当ではないと考える｡

もちろん､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を行うため､各学校段階において､教育内

容･方法の多様化に努めることは重要であり､特に､中学校や高等学校においては､習熟の程

度に応じた指導などの個に応じた指導を行ったり､履修の選択幅を拡大していくことが必要

である｡また､高等学校においては､学年制を採らないことができることとなっており､こう

した制度を一層活用していくことも有意義である｡

第５章 高齢社会に対応する教育の在り方

本審議会においては､国際化､情報化､科学技術の発展､環境問題などの社会の変化に対応

する教育の在り方について､初等中等教育を中心に検討し､第１次答申において､基本的な考

え方と具体的な方策について提言したところであるが､２１世紀の我が国の社会を展望ずる

と､高齢社会という問題は､避けて通ることができない重要な課題である｡そこで､我々は､特

に､高齢社会に対応する初等中等教育段階の子どもたちに対する教育の在り方について検討

を行った｡

（１）高齢化社会の展望と高齢化社会に対応する教育の基本的な考え方

①高齢化社会の展望

我が国は、戦後､経済成長による国民の生活水準の向上と共に､衛生水準の向上や医学･医

療技術の進歩もあいまって､平均寿命が著しく伸長し､世界の最長寿国となった｡こうした長

寿化の進展に伴い､高齢者人口も急速に増加しており､６５歳以上の人口について見ると､昭

和２５年（１９５０年）の４１１万人から平成７年（１９９５年）の１，８２６万人へと

増加している｡

今後､我が国は､長寿化の進展と共に､出生率の低下による少子化の進行もあいまって､更

に高齢化が進展し､厚生省人口問題研究所｢日本の将来人口推計｣（平成９年１月）の中位推

計によると､平成１８年（２００６年）には､高齢化率（全人口に占める６５歳以上の人口
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の割合）が20.2 となった後､平成２７年（２０１５年）には25.2 となり､４人に一人が% %

高齢者という､いまだかって世界が経験したことのない超高齢社会に突入する｡我が国にと

って､２１世紀は､正に「高齢者の世紀｣と言える｡

高齢社会については､高齢化率の高まりなどにより､医療や社会保険関係の財政負担が増

大し､それに伴い世代間に負担の差が生じること､労働人口の減少などによって日本経済の

活力が低下すること､介護を要する高齢者が増加することにより､女性や家族全体の負担が

大きなものとなることなど､様々な問題が生じる可能性が指摘され､消極的な側面が強調さ

れがちである｡しかしながら､一方､高齢社会については､社会の第一線を退いた後､自由時間

の活用により､生きがいを持って人生を謳歌することができたり､豊かな経験と知識を持つ

高齢者が､社会に参加･貢献することができるなど､積極的な面を持っており､高齢社会を迎

えること自体は前向きにとらえるべきことと考える｡

問題は､確実に到来する高齢社会において､高齢者を含めた国民一人ひとりが、自立しつ

つ､年齢や性別に関わりなく､お互いに助け合いながら、多様な価値観に基づく自己実現を

図ったり､心の豊かさを実感しつつ､生きがいをもって生きていける社会をいかに実現して

いくかということであり､そのために､我々は今､何をしなければいけないのかということで

ある｡

②高齢社会に対応する教育の基本的な考え方

高齢社会をこのように展望するとき､これからの高齢社会を生きる子どもたちの教育の問

題は､極めて重要な課題であると言える｡

すなわち､子どもたちは､確実に到来する､これからの高齢社会を生きていくのであり､そ

うした社会を生きる子どもたちをどう育てていくかは､社会にとって大きな問題である｡同

時に､子ども自身にとつて､長寿化が進展する中で､将来を見据えて､長い人生をどう生きて

いくかを学ぶことは非常に重要なことである｡老いや死の問題は､どの人間にとっても、い

ずれ避けることのできない問題であり､高齢者との触れ合いなどを通じ､｢生の尊厳｣や｢老

い｣ということ､そして｢死｣ということの重さを､自分自身の問題として､子どもの時から考

えていくことは大切なことである｡

一方､今日の我が国においては､高齢化が急速に進展し､高齢者の数が増加しているにもか

かわらず､都市化や核家族化の進行により､日常の生活において､子どもたちが高齢者と接す

る機会は減少している｡このため､子どもたちが､自然に高齢者と触れ合う中で､高齢者に対

する感謝と尊敬の気持ちや思いやりの心を育んだり､高齢者のかかえる問題や｢老い｣という

こと､更には｢死｣ということの重さを､身近な問題として学ぶことができにくい状況となっ

ている｡

我々は､このような認識に立って､高齢社会に対応する教育の在り方について､特に､次の

三点を基本的な考え方として､子どもたちの教育を進めていくことが必要と考えた｡

第一に､子どもたちが高齢者だけでなく､社会的な弱者や外国人などを含めて､自分自身と

立場や考え方などが異なる人間と､共に生きていくという考え方をしっかり持つことが必要

であるということである｡すなわち､これからの社会においては､年齢だけでなく､ものの見

方や考え方の異なる人間と共に生きていくことや､男女共同参画社会の実現に向けて努力し

ていくことの必要性が､社会の変化に伴って､一層増していくのであり､そうした社会を生き



- 126 -

15中教審

ていくためには､自己を確立しつつ､他者を尊重する態度や尊敬する気持ち､他人を思いやる

心などを身に付けていくことが欠かせないことである｡

とりわけ､高齢社会ということを考えると､これまでの我が国の発展を支え､豊かな社会を

実現してきた高齢者への感謝や尊敬の気持ちを育んでいくと同時に､高齢者を思いやる気持

ちやいたわる気持ちなど豊かな人問性を育んでいくことは､極めて重要である｡そして､更に

重要なことは､高齢社会がどのような社会であるかを学びつつ､実際に地域社会や高齢者の

ために主体的に行動し､高齢者と共に豊かな社会を築いていく意欲や実践的な態度を育んで

いくことである｡

第二に､子どもたちが､長寿化する社会の中で､長い人生を自立して生きていくということ

を考えると､生涯にわたって学んでいく態度や生涯にわたり心身ともに健康な生活を送るた

めの基礎的な健康や体力を育んでいくことが必要である｡このことと､先に述へた第一の基

本的な考え方を踏まえると､第１次答申で提言した自ら学び､自ら考える力､豊かな人間性や

たくましく生きるための健康や体力などの〔生きる力〕を培うことが大変重要である｡

第三に､高齢者がすべて社会的な弱者であるということは決してなく､長年培つてきた豊

かな経験と知識を有する元気な高齢者が、子どもたちの教育という営みに積極的に参加し

ていくことは､子どもたちが高齢者から様々な生きた知識や人間の生き方を学んでいくこと

を可能とするものであり､今後ますます重要になるということである｡

（２）学校における取組

① 教育内容･方法の改善

（１）で述べた基本的な考え方を踏まえると､長寿化の進む中で､学校教育において､子ど

もたち自身が高齢者となったときに､生き生きと充実した生活を送ることがでぎるような基

〔 〕礎を培うことが極めて重要である｡こうしたことからも､第１次答申で提言した 生きる力

を育んでいく学校教育を進めていくことが必要である｡

それと共に､学校において､子どもたちに､他者を尊重する態度や尊敬する気持ち､他人を

思いやる気持ちなど豊かな人間性を育んでいくことに一層努めていくことが必要である｡こ

のため､幼稚園から高等学校までの各学校段階を通じ､道徳や特別活動をはじめ､各教科など

あらゆる教育活動において取り組むと共に､第１次答申で提唱した､各学校の判断により横

断的･総合的な学習に取り組むことができる｢総合的な学習の時間｣を活用していくことも考

えられてよい｡その際､地域社会や学校外の関係施設との連携を密にしたり、盲･聾･養護学
ろう

校などとの交流を図っていくことが求められる｡

同時に､子どもたちの発達段階に応じ､子どもたちが､高齢社会はどのような社会であり､

今後､どのような問題が生じるかなどといった､高齢社会についての基礎的な理解を深め､介

護や福祉の問題などの高齢社会の課題について考えを深めていくことが重要である｡これら

については､現在も社会科､保健体育､家庭科などの教科などを中心として指導が行われてい

るところであるが､今後の高齢社会に対応するためには､教科間などにおいて､相互に関連付

けを図りつつ､その一層の充実を図ることが必要である｡

各学校が､こうした教育活動を進めるに当たっては､各教科や道徳､特別活動､｢総合的な学

習の時間｣などにおける効果的な指導方法の工夫･改善を図ったり､教材を工夫･開発してい

くことが必要である｡特に､教材については､子どもたちの体験活動に関する感想文などの実
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践的かつ生き生きとした素材を使用する工夫が考えられてよい｡また､行政においては､こう

した取組を支援するため､学校現場の協力を得ながら､指導方法の実践事例集をはじめ、指

導資料などを作成していく必要がある｡

こうした教育活動を展開するに当たって､子どもたちに､豊かな人間性を育んだり､地域社

会や高齢者のために主体的に行動する意欲や実践的な態度を育むためには､子どもたちに対

し、高齢社会の問題を知識として教えるだけではなく､子どもたちが､自ら実際に高齢者と

触れ合いながら様々な体験をする中で学んでいくことが極めて有意義である｡しかしなが

ら､（１）で述べたとおり､子どもたちが日常生活の中で､､高齢者と触れ合う磯会は減少す

る傾向にある｡

こうしたことを踏まえると､今後､幼稚園から高等学校までの各学校段階において､子ども

たちと高齢者が実際に交流し､触れ合う体験活動や､子どもたちが高齢者の介護や福祉に関

するボランティア活動を体験することなどを一層重視していくことが必要である｡

こうした取組を進めるに当たっては､学校のみで取り組むのでなく地域社会や学校外の関

係施設と積極的に連携していくことが大切であり､具体的には､介護や福祉の専門家の協力

を求めたり､青少年教育施設や公民館などの社会教育施設､高齢者福祉施設や青少年団体、

社会教育団体､福祉関係の団体などと連携を図ることも考えられる。また､学校の教育活動

の一環として取り組むほか、例えば､学校において､こうした団体などの活動に関する情報

を提供し､学校週五日制の下での休業土曜日などにおいて､子どもたちが学校外活動として､

こうした団体の活動に積極的に参加することを促すことも意義のあることである｡

こうした体験活動を行うに際しては､介護や福祉などの高齢者に関する問題が、教科の枠

を越えた横断的･総合的な問題であることから､｢総合的な学習の時間｣を活用していくこと

が右意義である｡

具体的な体験活動としては､地域や学校の実態に応じ､幼稚園や小学校の段階においては､

地域の高齢者を学芸会や運動会などの学校行事などに招待したり､高齢者福祉施設を訪問

し､高齢老の豊かな体験に基づく話を聞くなどの高齢者との触れ合いを行うプログラムに積

極的に取り組むことが大切である｡また､中学校や高等学校の段階においては､こうした活動

に積極的に取り組むほか､高齢者福祉施設などで､実際に介護体験などの活動に積極的に取

り組んでいくことが必要である｡なお､幼稚園や小学校段階で､実際に介護体験を行うことに

ついては､子どもの発達段階から難しい面もあるが､高齢者福祉施設などを訪れ､実際に高齢

者を介護している様子を見たり､介護の簡単な手伝いを行うなどの工夫をしつつ､取り組ん

でいくことも考えられてよい｡

また､実際に､子どもたちが､地域の企業や商店､工場あるいは農業の場などを訪れ､高齢者

などの大人たちが働いている姿を見たり､仕事の苦労や喜びなどに関する様々な話を聞くこ

となども大変有意義であろう｡

更に､子どもたちが､高齢者の立場に立って物事を考えていくための一つの取組として､高

齢者のかかえる身体的制約を実際に体験するシニア体験や車椅子体験などの活動を行って

いくことも意義のあることであろう｡

こうした高齢者などとの触れ合いや介護などの体験活動を通じて､子どもたちは､高齢者

の問題が社会全体の問題であることを身をもって理解しながら､高齢者の生き方や介護につ

いての意義を学んでいくことが期待される｡また､そうした体験活動は､子どもたちにとっ
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て、将来の進路選択に資する啓発的な経験となるなど､進路指導上も意味のあることと考え

る｡

以上､高齢者と触れ合う体験活動などの意義について､具体的な取組の事例を交えて述べた

が､我々は､こうした体験活動を行うに当たって､次の三つの点に特に留意することが必要で

あると考えた｡

まず､何よりも､子どもたちと高齢者が､対話を通じて､心の交流をすることが重要である

ということである｡今日でも､様々な交流が試みられているが､ややもすると､子どもたちが

高齢者の話を聞くだけという一方的な形にとどまっている場合も見受けられるのてあり､一

層の工夫が望まれる｡

次に､体験活動を具体的に展開していく方法は様々であり､子どもたちの個性や､学校･地

域社会の実情に応じて柔軟に考え､できるところから始めることが大切であるということで

ある｡例えば､工作や絵が得意な子どもの場合にば､高齢者福祉施設を訪問し､対話すること

を性急に求めるのてなく､高齢者福祉施設に飾る置物や､高齢者を描いた絵をプレゼントす

るなど､自らの得意なものを生かした活動から､高齢者との交流に入ることを促していくこ

とが考えられよう｡また､地域に高齢者福祉施設がない場合には､直接の訪問に代えて､手紙

やインターネットなどにより､遠方の高齢者との交流を試みるといった方法も考えられよ

う｡また､高齢者との交流については､ともすれば高齢者福祉施設での交流という方法を専ら

考えがちであるが､それに限らず､地域で活動している様々な高齢者との接点を求める方法

を考えていけばよい｡

更に､介護などの体験活動を行う際には､子どもたちが「高齢者のために何かをして役に

立つ｣という気持ちを持つことにとどまらず､「高齢者から自分たち自身が学んでいる｣とい

う気持ちを自然に培っていくことが重要である｡こうした気持ちを育んでいくことは､子ど

もたちの人間的な成長を図る上で大切であると共に､高齢者との交流を日常的なものとし､

息長く続けられるものとして定着させていくことにも資すると考える｡

② 教育条件の整備

こうした教育活動を展開するためには､教育条件の整備を図っていくことが必要である

が､とりわけ､教員の資質・能力の向上を図ることが重要てある｡我々は､既に第１次答申に

おいて､教員に豊かな人間性と専門的な知識･技術や幅広い教養を基盤とする実践的な指導

力を培うため､教員の養成､採用､研修の各段階を通じた施策の一層の充実を図っていく必要

性を指摘したところである｡ここでは､特に､高齢社会の問題に関する教員の指導力の向上を

図る上でも､また､教員に豊かな人間性を培う上でも､養成や研修の段階で､介護や福祉など

のボランティア体験や､盲･聾･養護学校などにおける実習などにより､実際に体験を積むこ

とが重要であり､そのために必要な施策を一層進めていくことを提言したい｡また､教員の採

用に当たっても､こうしたボランティア活動の実績などを評価することを進めることが必要

である｡

高齢社会に対応する教育を進めるためには､教員の資質｡能力の向上を図るだけでなく､豊

かな経験と知識を有する高齢者を学校教育の場において､積極的に活用することが重要であ

る。こうした高齢者を活用することにより､子どもたちが､様々な生きた知識を学ぷと共に､

高齢者との触れ合いを通じ､高齢者から人間の生き方を学んでいくことがでぎるのである｡
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具体的には､例えば､豊かな職業体験に基づく､進路や職業の選択に役立つ啓発的な話や､様

々な生活体験に基づく｢生活の知恵｣とも言える話など､実体験に根ざした有意義な話を聞く

ことを通じて､子どもたちは多くのことを学んでいくことができるであろう｡

こうしたことは､単に高齢社会に対応する子どもたちの教育を進めるということだけでは

なく､子どもたちにこれからの学校教育が目指す〔生きる力〕を育んでいく上で極めて重要

である。またこのことは､同時に､高齢者にとっても､生きがいを持って生活を送ることがで

きることにつながるものであり､意義のあることである｡このため､我々としては､都道府県

や市町村の教育委員会などにおいて､学校の教育活動に協力する意欲や､それにふさわしい

知識や技術などを持つ高齢者を募ると共に､そのリストを作成し､学校に情報を提供してい

く､高齢者などの人材バンクの整備を図っていくことを提言したい｡そして､各学校において

は､そうしたリストを基に、｢学校支援ボランティア｣として高齢者などを積極的に受け入れ

ていくことが望まれる｡

更に､子どもたちと高齢者との触れ合いを深め､高齢社会に対応する教育を進めるという

観点から､先にも述べたように､学校と高齢者福祉施設などとの連撹を一層図ることが必要

である｡

こうした連携を進めるための一つの方策として､子どもたちが日常の生活において､高齢

者と触れ合う機会を設けるという観点から､学校施設と高齢者福祉施設との複合化について

検討されてよいであろう｡その際､学校の良好な学習環境を確保することや高齢者が安心し

て活動できる環境を確保することは当然であるが､子どもたちと高齢者との交流活動などの

展開に配慮した設計を考えていくことが必要である｡もちろん､こうした複合化は､単に土地

の有効利用を図るという観点や財政上効率的であるという観点のみを考えて行うべきでは

ないことは当然のことである｡

また､これに関連し、少子化の進行により､今後､学校において余裕教室が増えていくこと

が予想されるが､余裕教室の活用方法の一つとして､例えばデイサービスセンターなどの高

齢者福祉施設に転用することも､上記の点に留意しつつ､検討されてよいであろう｡

更に､余裕教室の活用などを通じて､学校内に子どもたちと高齢者が触れ合うことができ

る地域に開かれた場を確保したり､｢学校支援ホランティア｣として協力してもらえる高齢者

などが集まることができる場を確保することなども考えられてよいであろう｡

（３）家庭や地域社会における取組

他人を思いやる気持ちやいたわる気持ちなど豊かな人間性を育むためには､家庭の果たす

役割は極めて重要であり､この点については､既に第１次答申において指摘したところであ

るが､高齢社会に対応する教育を進める上で､幼児期からの家庭教育の果たす役割はとりわ

げ重要と言える｡かつては､家庭において､祖父母などと共に生活を送る中で、子どもたちは

祖父母から｢生活の知恵｣を学んだり､高齢者に対する尊敬の気持ちや思いやりの心を育むこ

とができた｡しかしながら､今日､核家族化の進行などにより､家庭の中で高齢者と触れ合う

機会が減ると共に､家庭の教育力自体が低下していることとあいまって､こうした家庭教育

に期待される役割が十分に果たされているとは言い難い状況となっている｡

我々は､第１次答申において家庭の教育力の充実を支援していく施策を提言したところで

あるが､これらの施策がより一層展開されていくことを､改めて望みたい｡
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地域社会は､子どもたちが､高齢者をはじめとして異世代の様々な人たちと交流し､様々な

体験を積み重ねながら、学習を深めていくことができる場である｡しかしながら､今日､都市

化や過疎化などが進む中で､地域社会における高齢者との交流などの体験は､自然発生的､日

常的には得ることができにくい状況になっている｡

このため､地域社会において､子どもたちと高齢者が触れ合う機会を積極的に設けていく

ことが必要である｡そうした触れ合いを通じて､子どもたちは、高齢者から｢生活の知恵｣や

優れた技を学びつつ､高齢者を尊敬する気持ちや高齢者への理解､思いやりの気持ちを育む

ことができるのである｡

このような観点から､地域の人々や社会教育団体､青少年団体､スポーツ団体などにより、

高齢者が長年にわたり培ってきた優れた技や｢生活の知恵｣を生かして子どもたちと交流す

る活動が活発に展開されることが重要であり､そうした活動が豊富に提供されることを期待

したい｡また、こうした機会を積極的に設けるため､行政としても､青少年教育施設や公民館

などにおいて､地域の高齢者が子どもたちに郷土の民芸や伝統芸能を教えたり､昔の遊びを

一緒に体験したり､スポーツ･レクリエーシヨン活動に共に親しむなどの世代間の交流プロ

グラムを積極的に展開することが必要である｡

また､学校外活動として､子どもたちが高齢者の介護などを体験していくことも重要なこ

とであり､地域の高齢者福祉施設ゃ福祉関係の団体などが、こうした機会を積極的に設けて

いくことを期待したい｡

更に､企業や工場､商店などにおいても､高齢者などが､実際にこれまでどのような苦労を

しながら､生産活動や商活動を行ってきたかなどを､子どもたちに直接語り掛ける磯会を､積

極的に設けていってほしいと思う｡

また､科学博物館や美術館などの社会教育施設・文化施設において､地域の高齢者などが､

その知識や経験を生かし､ボランティアとして子どもたちの教育に当たることは極めて有意

義なことである｡

こうした活動は､｢文化ボランティア｣あるいは｢教育ボランティア｣と称し得るものであ

り､必要な研修機会を設けることなどにより、こうした活動に高齢者などが参加していくこ

とを積極的に奨励･支援していくことを提唱したい｡

こうした地域社会における活動への子どもたちの参加を促していくためには､情報提供を

充実させていくことが必要であるが､教育委員会や学校関係者のみでは､地域の高齢者福祉

施設や福祉関係の団体､企業などにおいて、子どもたちが高齢者などと触れ合う機会がどの

ように展開されているかを十分に把握することはなかなか困難である｡このため､第１次答

申で提言した､地域連絡協議会や地域教育活性化センターなどを活用しつつ､ ､青少年PTA

団体､地元企業や商店街､福祉関係の施設･団体を含む地域の様々な機関･団体や学校などの

協力の下､市町村教育委員会が､地域社会における高齢者との交流活動の機会や場に関する

各種情報や指導者の情報などを収集し､学校や家庭に提供していくことを提言したい｡

各学校におしては､（２）で述べたように､学校の教育活動において､高齢者と触れ合う活

動や介護体験などに取り組んでいくと共に､子どもたちや保護者に対して､地域における活

動の情報を積極的に提供していき､子どもたちが学校外活動として､こうした活動に参加す

ろことを奨励していくことを望みたい｡

また､高齢社会においては､社会保障制度の充実など制度面における対応が必要であるこ



- 131 -

15中教審

とはもちろんであるが､国民一人ひとりが助け合う気持ちを持つことが必要である｡この意

味でも､子どもたちのボランティア活動の促進を図ることは極めて重要である｡ボランティ

ア活動については､既に我々は、第１次答申において､その意義や活動を促進するための支

援策を提言したところであるが､例えば､近年､急速にボランティア活動への関心が高まり､

参加者が増加しているところであり､大人たちがボランティア活動に参加する際に､子ども

たちも一緒に連れて参加するといった工夫を望みたい｡

我々は､子どもたちが､学校や地域社会での活動を通して､介護や福祉などのボランティア

活動を経験することを通じて､将来､ボランティア活動を自然に行うようになってほしいと

願っていることを改めて訴え､結びとしたい｡

おわりに

本審議会においては､「一人ひとりの能力･適性に応じた教育の在り方｣､｢大学･高等学校

の入学者選抜の改善｣､｢中高一貫教育｣､｢教育上の例外措置」､｢高齢社会に対応する教育の

在り方｣について､以上のような検討を行い､この第２次答申をとりまとめたところである｡

我々は､この第２次答申を､第１次答申と共に､｢２１世紀を展望した我が国の教育の在り

方について｣の諮問に答える教育改革の提言として位置付けている｡これらの提言は､狭い意

味での教育界にとどまらず､我が国の社会全体にわたる大きな改革を求めるものであり､そ

の実現を期する上で､以下に述べるように教育改革の輪を広げていくことが不可欠である｡

そして､教育改革を推進していくためには､適切な行財政措置が必要であることを改めて強

調しておきたい｡

文部省にあっては､関係省庁と連携を図りながら､全国的に教育改革を確実に推進してい

くと共に､地方公共団体がそれぞれの地域ての教育改革を牽引する役割を積極的に果たして

いくことを求めたい｡

また､我々がこれまで訴えてきた様々な改革の実現は､幼稚園から大学に至る学校現場で

の取組に負うところが大きい｡それぞれの学校においては､教職員が日々の教育活動の充実

に力を尽くしているところであるが､一人ひとりの教職員が我々の掲げる教育改革の理念を

理解し､一層の努力を払うことを切に願う｡

更に､我々は､教育における家庭や地域社会の役割の重要性について､再三強調してきたと

ころであり､それぞれの立場から､〔ゆとり〕の中で〔生きる力〕を育んでいくことの大切

さを理解し､子どもたちを健やかに育てていつてほしいと考えている。家庭や地域社会の教

育力は､帰するところ教育に対する国民一人ひとりの熱意によって支えられているのであ

り､その理解と協力が不可欠であることを改めて訴えたい｡

教育改革を担うべき主体は､これらにとどまらない｡我々は､企業などの活動と教育の在り

方との関わりにも眼を向けてきた｡我々は､近年の経済界における教育改革に対する関心の

高まりを歓迎すると共に､これからの教育改革の実行に向げた経済界の一層の理解と協力を

期待したい｡

このようにして､国を挙げてすみやかに教育改革の推進に取り組み､来るべき２１世紀の

教育がよりよいものとなることを願つて､第２次答申を締めくくることとしたい｡
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中央教育審議会第２次答申の概要

く第２次答申の特色〉

｢ゆとり｣の中で子どもたちに｢生きる力｣を育むことを理念としつつ､形式的な平等の重Ⅰ

視から個性の尊重への転換を目指す｡

一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開していくという考え方に立って､これまでのⅡ

教育制度や入学者選抜の在り方などを見直し､様々な改善策を提言｡

教育制度については､複線化構造を進め､画一的なシステムを柔軟なものにすることを基Ⅲ

本に提言｡

入学者選抜の改善については､選抜方法･尺度の多様化など､具体的な改善策を提示｡Ⅳ

子どもや保護者､地方公共団体の選択の幅を広げることに資し､規制緩和の方向にも沿うⅤ

もの｡

（ 、Ⅵ 教育改革の実現に向けて､保護者をはじめとする国民各層の意識 横並び意識､同質志向

過度に年齢にとらわれた価値観など）の改革を強く要請｡

く第二次答申の内容〉

１ 一人ひとりの能力･適性に応じた教育の在り方

① 今後の教育は、｢ゆとり｣の中で｢生きる力｣を育むことを目指し､個性尊重を基本的な考

え方とする｡

② 形式的な平等の重視から､個性の尊重へ転換｡

③ 国際化､情報化､科学技術の発展､高齢化などの社会の変化に適切に対応し､個性的･創造

的な人材の育成が不可欠｡

④ 同時に､思いやりや社会性､倫理観､正義感などの豊かな人間性や伝統･文化の尊重など､

時代を超えて変わらない価値のあるもの（不易）を重視｡

⑤ 教育における子どもたちの選択の機会や､学校･地方公共団体などの裁量の範囲の拡大

が必要｡

2 大学･高等学校の入学者選抜の改善

過度の受験競争の緩和を図る観点から､大学･高等学校の入学者選抜について､選抜方法･

尺度の多様化を推進するなど､具体的かつ実行可能な最大限の改善策を提言

（１）大学入学者選抜の改善

① 学力試験の偏重を改め､選抜方法･尺度の多様化の推進

ア 総合的･多面的な評価など丁寧な選抜（調査書､小論文､ 面接などの活用）

イ ボランティアなど様々な活動経験の評価（学校外の団体からの推薦や自己推薦の活

用など）
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ウ 専門高校などを対象に学校を指定した推薦入学の枠の設定

エ 地域を指定した枠の設定･拡大

オ 各大学･学部における複数の選抜基準の導入（影響力のある 特定の国立大学につい

て後期日程の定員を拡大することなど）

カ 秋季入学の拡大など

② ｢生きる力｣の育成を目指す初等中等教育を尊重（高校の調査書の一層の活用､思考力

を問う出題､英語におけるリスニングの導入､推薦入学の拡大など）

③ 大学入試センター試験を改善（センター試験の問題作成に高校教員の協力｡センター

試験が一定水準に達していれば､各大学で学力試験以外の資料により選抜する取組の

推進など）

④ 入学者選抜の改善のための条件整備（アドミッション･オフィスの整備､ゆったりと

した入試日程の確保､入試に関する外部評価の導入など）

⑤ 高等教育を柔らかなシステムへ（単位互換の推進､社会人入学の拡大など）

（２） 高等学校入学者選抜の改善

① 中･高等学校間のハードルを低く（入学定員の弾力的取り扱い､学力試験の実施教科

の多様化など）

② 選抜方法の多様化､評価尺度の多元化（同一高校での複数の選抜基準の導入､子ども

や保護者の自己申告書の活用など）

③ ｢生きる力｣の育成を目指す中学校以下の教育を尊重（調査書の活用､推薦入学の推進

など）

（ ）④ 高校教育の多様化と柔らかなシステムの実現 総合学科の整備､転編入学の拡大など

（３）学（校）歴偏重社会の問題

① 企業などの採用･昇進の在り方の改革（学校名にこだわらない採用の推進､新卒一括

採用の見直しなど）

② 国民の意識（横並び意識､同質志向､過度に年齢にとらわれた価値観など）の改革

3 中高一貫教育

学校制度の複線化構造を進める観点から､中高一貫教育の選択的導入を図ることを提言

し､幾つかのモデルを示すことなどにより､その具体像を提示

① 子どもたちの個性を｢ゆとり｣ある教育の中で育むことを目指すと共に､学校制度の複

線化構造を進める観点から､中高一貫教育を選択的に導入｡

② 中高一貫校では､例えば､体験学習､地域に関する学習､国際化や情報化に対応する教

育､環境に関する学習､伝統文化などの継承のための教育､じっくり学びたい子どもたち

の希望に応える教育などを軸に据えた特色ある教育の展開を期待｡

③ 中高一貫教育の実施形態については､次のような類型を提示｡

ァ 同一の設置者が中･高を併設（一つの６年制の学校として設置する場合も含む）

イ 市町村立中学校と都道府県立高等学校を連擁

④ 中高一貫教育の導入とその具体的な在り方（実施形態の選択を含む）については､学

校設置者の裁量｡国においては､そのための所要の制度改革を推進｡
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⑤ 受験競争の低年齢化を招かないよう､公立については学力試験は行わず､抽選､面接､

推薦など多様な方法を適切に組み合わせ｡

4 教育上の例外措置

稀有な才能を持った子どもたちのための教育上の例外措置として､大学入学年齢の特例を

設け､学校制度の弾力化を図ることや､同時に､学習の進度の遅い子どもたちに対して十分な

配慮を行うことにっいて提言

① 個性尊重の考え方に立って､稀有な才能を有する者について､大学入学年齢制限を和｡

② 対象分野は、当面、数学と物理に限定｡対象者は１７歳以上（高校在学２年間以上）

のごく少数の者を想定（｢受験エリート｣は対象外）

③ ｢飛び級｣については､受験競争の激化を招くおそれが強いことなどから､実施せず｡

④ 例外措置以外に､優れた能力を持つ高校生のために多様な教育磯会（大学公開講座な

ど）を充実｡

⑤ 同時に､学校教育全体にわたって個に応じた指導を進め､学習の進度の遅い子どもに

十分配慮｡

5 高齢社会に対応する教育の在り方

高齢社会に対応し､学校･家庭･地域社会における教育の充実を図り､子どもたちに豊かな

人間性を育むと共に､子どもたちが高齢者と触れ合い､高齢者から学んでいくことの大切さ

を提言

① 高齢化に対応した教育について特に重要なこととして３点を提示｡

ア 思いやりの心など豊かな人間性や、高齢者のために行動する意欲･態度の育成

イ 生涯を通じ学んでいく態度､基礎的な健康や体力の育成

ウ 高齢者が教育の営みに積極的に参加し､子どもたちが高齢者から生きた知識や生方

を学ぶこと

② 学校においては､高齢者と触れ合い､交流する体験活動を重視｡学校教育において高齢

者を活用するため､人材バンクなどを整備｡教員養成段階での介護･福祉などの体験活動

も重要｡学校施設と高齢者福祉施設の連携を進めるべき（施設の複合化の検討など）

③ 豊かな人間性を育む家庭教育の充実､地域社会における高齢者との触れ合いの機会の

充実､ボランティア活動の促進が重要
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中央教育審議会第二次答申の骨子

第１章 一人ひとりの能力

①適性に応じた教育の在り方

＜一人ひとりの能力･適性に応じた教育の必要性と基本的な考え方＞

○今後の我が国は､個性が尊重され､真に豊かな成熟社会の実現を目指していくことが必要

であり､そのために教育の改革が必要｡また､同質志向や横並ぴ意識､更には過度に年齢にと

らわれた価値観からの転換が必要｡

○国際化､情報化､科学技術の発展､高齢化や少子化などの社会の変化へ適切に対応し､個性

的な人材や創造的な人材の育成が不可欠｡

○｢ゆとり｣の中で｢生きる力｣を育むためには､個性尊重の考え方を一層推し進めていくこと

が必要｡これからの教育は、｢ゆとり｣の中で｢生きる力｣を育むことを目指し､個性尊重とい

う基本的な考え方に立って､一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開していくことが必

要｡

｢生きる力｣＝･ 自分で課題を見つけ､自ら学び､自ら考え､主体的に判断し､行動し､よりよ

く問題を解決する能力

･ 自らを律しつつ､他人と協調し､他人を思いやる心や感動する心など豊か

な人間性とたくましく生きるための健康や体力

○一人ひとりの能力･適性に応じた教育を実現する上で､子どもたちの選択の機会を拡大し

ていくことが必要｡学校や地方公共団体などの裁量の範囲を拡大していくことが重要｡

○思いやりや社会性､倫理観､正義感などの豊かな人間性の育成や､伝統と文化を尊重する心

を培うなど､時代を超えて価値のあるもの（不易）を大切にしていくことが必要｡個性尊重

の理念には､他者尊重や社会との調和の理念が伴う｡

＜教育における形式的な平等の重視から個性の尊重への転換＞

○これまでの我が国の教育は､総じて大きな成果を挙げてきたが､教育システムを画一的に

構築したり､硬直的に運用する傾向があった｡こうした在り方を見直し､形式的な平等の重

視から､個性の尊重へと転換していくべき｡

○今後､子どもたちの個性や能力に応じた取組を進めていくに当たって､優れた才能を持っ

た子どもたちの学習の充実について考えると同時に､じっくりと学んでいく子どもたちへ

十分な配慮をしていくことが必要｡

○一人ひとりの能力･適性に応じた教育を展開するためには､学校間の接続の改善が必要で

り､ 大学･高等学校の入学者選抜の改善､中高一貫教育､教育上の例外措置が特に重要な課

題｡

第２章 大学･高等学校の入学者選抜の改善

第１節 過度の受験競争の状況

○受験競争は､少子化が進む中で､長期的に見ると､大学・高等学校の全体の収容力という観
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点からは緩和する（大学の収容力は平成２１年に100 に達すると推定｡また､高等学校へ%

の進学率は平成８年度現在で97 ）｡しかし､特定の大学・高等学校をめぐる受験競争は依%

然厳しく､｢ゆとり｣の中で｢生きる力｣を育む教育を実現するためには､入学者選抜の改善や

学（校）歴偏重社会の是正などの取組を通じて､その緩和を図ることが必要｡

○これまで様々な入学者選抜に関する改善の努力（選抜方法の多様化や評価尺度の多元化､

受験機会の複数化､推薦入学の改善など）がなされてきているが､更に一層の改善が必要｡

第２節 大学入学者選抜の改善

○大学入学者選抜は､改善が進められつつあるが､なお､専らペーパーテストによる学力試験

が偏重されており､自ら学び､自ら考える力に対する評価や､多様な個性への対応が不分｡

このため､次の五つの基本方向に沿った改善が必要｡

① 選抜方法の多様化､評価尺度の多元化

② 初等中等教育の改善の方向を尊重した入学者選抜の改善

③ 影響力のある特定の大学における率先した改善

④ 入学者選抜の改善のための様々な条件整備ゃ関連施策の推進

⑤ 高等教育全体を柔らかなシステムへ

○学力試験を偏重する入学者選抜から、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化へ一層の換

を図ることが必要｡

＊調査書､小論文､面接､実技検査､推薦文などを組み合わせ､総合的かつ多面的な評価など

丁寧な選抜へ

＊様々な活動経験や学習の成果などの評価を推進

･社会人入学について､高等学校卒業後一定の職業体験｡ボランテｲア活動経験を積んだ

上で進学を志す者に対して更に門戸を拡大

･専門高校や総合学科の卒業生への配慮として､特別選抜の拡大､推薦入学の枠の設定･

拡大など｡更に進んで､学校を指定した推薦入学の枠の設定

･文化･スポーツ活動やボランティア活動の積極的評価

･海外帰国生徒に対する特別選抜の推進

＊地域を重視する観点から､入学定員の一部に地域を指定 た枠を設定したり､地域を指L

定した推薦入学を実施する取組を導入･拡大｡

＊障害のある者への一層の配慮

＊同一大学の同一学部・学科における､複数の選抜基準の導入の一層の推進

＊影響力のある特定の大学における工夫改善が不可欠｡また､多肢選択式のペーパーテス

トに依存する一部の私立大学に対して､一層の改善を特に要請

○受験磯会の拡大を図ることが重要｡特に､四月入学を基本とする一方で､秋季入学を拡大｡

海外帰国生徒･留学生や社会人以外に､一般の学生を対象とする場合は､学力試験以外の法

による丁寧な選抜を行うなど､多様な選抜方法を採る｡

○｢ゆとり｣の中で｢生きる力｣を育成するという初等中等教育の改善の方向を尊重し､高等学

校での生徒の学習や活動を的確に評価することなどが必要｡

･高等学校の調査書の一層の活用（調査書の有効性を高める取組の推進､大学による履修

科目など指定制の導入､学力試験における受験科目数の減）
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・学力試験の内容･方法の一層の工夫（高校教育の趣旨を逸脱しない出題､思考力を問う

出題､総合問題の出題など）

・個別教科の学力試験の改善（英語におけるリスニングの導入･拡大や英検の活用､理科

における観察･実験などの活用など）

○推薦入学の改善を推進｡

･推薦入学の実施大学･学部の増､入学定員に対する割合の拡大･自己推薦制度や学校以外

の団体からの推薦の活用を推進

○大学入試センター試験の多様な利活用を推進すると共に､個別試験の在り方を改善｡

･試験問題の作成を含め､高校関係者の協力を得ながらセンター試験を企画･実施･評価す

る体制づくり

･個別試験において学力試験をできるだけ少なくする｡

･学力試験によって１点差刻みで合否を決める選抜の在り方の見直し（例えぼ､センター

試験が一定水準に達していれぼ､学力試験以外の資料で選抜する取組､センター試験の

結果を ･ ･ ･Ｄなどの概括的な段階別にまとめ､他の資料と組み合わせて選抜する取A B C

組などを推進）

･例えば芸術関係の大学のように実技検査を重視する大学において､センター試験の結果

を複数年度にわたって利用することも可（センター試験の年度内におげる複数回実施

は今後の検討課題）

･｢分離･分割方式｣における後期日程の募集人員の比率の適正化（影響力のある特定の大

学にあってはその拡大）

○入学者選抜の改善のための条件整備などを推進｡

･丁寧な選抜を行うため､我が国の大学の特性を踏まえたアドミッション･オフィスを各

段に整備

･丁寧な選抜を行うためには､ゆったりとした入試日程を確保する必要があることから､

選抜の実施時期の藤期を繰り下げ（場合によっては､4月にかか ることも可）

･進路指導の改善と大学に関する情報提供の充実

･大学入学者選抜に関する外部評価の導入（参与会などを活用しながら､地域の有識者､

地域産業の関係者､高等学校関係者､保護者などの外部の意見を取り入れる）

･各大学などにおいて入学者の追跡調査などを推進｡大学入試センターについては､実証

研究の実施、各大学の研究成果の収集などの機能を強化

○高等教育全体を柔らかなシステムへ｡

・単位互換や大学外における学習成果の単位認定の推進

･同一大学における学部･学科の変更への柔軟な対応､編入学・転入学の拡充（他の大学･

学部を卒業した者の受入れを含む）､ 復学･休学への弾力的な対応

・社会人入学の一層の推進（特別枠の設定・拡大など）

･大学教育の充実（カリキュラム改革､教育方法の改善）と学業成績の評価の厳格化

第３節 高等学校入学者選抜の改善

○現在の高等学校入学者選抜は､改善が進められつっあるが､未だ評価の在り方に画一的な

点が多く､多様な個性への対応が不十分。このため､次の６つの基本方向に沿つた改善が
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必要｡

① 中学校･高等学校間のハードルをより低くする

② 選抜方法の多様化､評価尺度の多元化

③ 中学校以下の教育の改善の方向を尊重した入学者選抜の改善

④ 普通科における取組が重要

⑤ 入学者選抜の改善のための様々な条件整備や関連施策の推進

⑥ 高等学校教育全体を柔らかなシステムへ

○大部分の子どもたちが高校へ進学するという現状を踏まえ､中学･高等学校間のハードル

をより低くする｡

･１点差刻みで合否を決するのではなく､学力試験で一定以上の点数を得ていれば､他の資

料により選抜を行つたり､一定水準に達していれぱ､入学定員の取り扱いにおいて弾力的

に取り扱う

･学力試験の実施教科の取り扱い（教科数や教科の指定）の多様化

･受験機会の複数化の推進

○生徒の多様な能力･適性を評価するため､選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を推進｡

･調査書と学力試験の比重の置き方の弾力化

･小論文･面接･実技検査の実施､各種の技能審査や文化｡スポーツ活動･ボランティア活動な

どの評価を適切に組み合わせた選抜の実施

･同一高校の同一学科における複数の選抜基準の導入

･生徒や保護者が進学動機や学校外の活動状況などを自己申告する書類を活用するなど､選

抜資料を多様化（登校拒否の子どもについても､学ぷ意欲や能力をより適切に評価してい

く上で有効）

･障害のある者への一層の配慮

･公立については､一定の範囲で具体的な選抜方法を各高等学校の判断に委ねる

○｢生きる力｣の育成を目指し､自ら学び､自ら考える教育へ転換を図ろうとしている中学校

以下の教育の改善の方向を尊重した改善を推進｡

・調査書の適切な活用の推進（活動記録の積極的な評価など）

･思考力を問う出題の工夫､総合問題に関する研究の推進

･一部の国私立高等学校におげる中学校教育の趣旨を逸脱した出題の是正

○推薦入学を推進｡

・ボランティア活動など学校外活動に対する積極的な評価､社会教育関係団体などからの

中学校への主体的な情報提供の推進

･推薦入学に際して学力試験を課さないなどのルールの遵守

○入学者選抜の改善を進めるための条件整備などを推進

･高校･中学校の連絡協議体制の整備と入学者選抜時期の適正化

･進路指導の改善と学校や入試に関する情報提供体制の整備

○高等学校教育の多様化と柔らかなシステムの実現

･高校の教育内容の個性化･多様化､単位制高校･総合学科の整備

･編入学や転入学の枠の拡大、休学や復学の弾力的運用､学校間連携の推進
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第４節 学（校）歴偏重社会の問題

○学（校）歴偏重社会の問題の是正のためには､学校･企業・親などがそれぞれの立場で取

組を進めることが必要｡

○企業や官公庁の採用や昇進の在り方の改革が必要（指定校の完全撤廃､学校名にこだわら

ない採用､新卒一括採用の見直し､能力主義に基づく昇進など）｡既に改革の動きは生じて

おり､その推進を要請｡

○親を含む国民の意識（横並び意識､同質志向､過度に年齢にとらわれた価値観など）の改

革が必要｡親は､現実の社会の動きを見据え､子どもたちの個性を尊重し､その｢自分さがし

の旅｣を扶けていくことが重要｡

○過度の塾通いの是正を要請（親の側の配慮､塾関係者の節度ある対応）｡

○文部省が中心となって、教育界の枠に閉じこもらず､関係省庁の協力を得ながら､幅広い

国民の理解と協力を得つつ取組を推進することが必要｡

第３章 中高一貫教育

（中高一貫教育の意義と選択的導入）

○中高一貫教育には､様々な利点があるが､特に､｢ゆとり｣ある学校生活を送ることを可能に

するということの意義は大（子どもたちは､様々な試行錯誤をしたり､体験を積み重ねる

ことなどを通じて､豊かな学習をし､個性や創造性を伸ばすことがより可能に｡その中で､

じっくり学ぶことを希望する子どもへの十分な指導がより可能に）｡このため､ 中高一貫

教育を享受する機会をより広く提供していくことが適当｡

く利点〉

① 高等学校入学者選抜の影響を受けずに｢ゆとり｣のある安定的な学校生活が送れるこ

と

② ６年間の計画的･継続的な教育指導が展開でき効果的な一貫した教育が可能

③ ６年間にわたり生徒を継続的に把握することにより生徒の個性を伸長したり､優れ

た才能の発見がよりできること

④ 中学校１年生から高校３年生までの異年齢集団による活動が行えることにより､社

会性･や豊かな人間性をより育成できること

○なお､中高一貫教育には様々な利点がある一方で､留意すべき点もあり､それらに適切に対

処していくことが必要

＜留意すべき点とそれらへの対処に関する考え方＞

① 受験競争の低年齢化につながることのないよう､公立学校では学力試験を行わない

など、入学者を定める方法などについて適切な配慮が必要

② 受験準備に偏した教育が行われることのないよう､普通科タイプの場合には特に配

慮が必要

③ 心身発達の差異の大きい生徒を対象に円滑な学校運営を行うよう､日常の指導や学

校運営に当たって､教員が緊密に連撹し､きめ細かな配慮をしていくことが必要

④ 生徒集団が長期間同一メンバーで固定されることにより学習環境になじめない生徒
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が生じることのないよう､｢ゆとり｣の中で､様々な試行錯誤をしたり､体験を積み重ね

ることなどを通じて豊かな学習を行えるようにすることが必要｡また､途中で転学を

希望する生徒に対して十分に配慮していくことが必要

○中高一貫教育の導入に当たっては､子どもたちや保護者などの選択の幅を広げ､学校制度

の複線化構造を進める観点から､中高一貫教育の選択的導入を行うことが適当（従来の中

学校･高等学校に区分された中等教育も大きな利点や意義を持っており､中高一貫教育利

点と問題点の軽重を総合的に判断するのは子どもたちや保護者）｡

○中高一貫教育の選択的導入は､地方公共団体や学校法人などの学校設置者が､自らの創意

工夫によって特色ある教育を展開する裁量の範囲を拡大することに資する｡

＜中高一貫教育の導入の具体的な在り方＞

○中高一貫教育の具体的な在り方については､学校設置者の主体的な判断を尊重することが

適当｡国の役割は､そのための制度上の隘路を取り除くことを含めて､制度改革を行うこ

と｡

○中高一貫教育の実施形態については､次のような類型が考えられ、中高一貫教育の円滑な

導入を図るためには､学校設置者がそのいずれも選択できるよう､所要の制度改革を行う

ことが必要｡

① 同一の設置者が中学校･高等学校を併設する

（ ）独立した中学校･高等学校を併設a

（ ） 一の６年制の学校（いわゆる６年制中等学校）として設置･運営b

② 市町村立中学校と都道府県立高等学校を連携する

○教育内容については､｢ゆとり｣の中で子どもたちの個性や創造性を大いに伸ばしていくも

のとすべき｡その類型としては､普通科タイプ､総合学科タイプ､専門学科タイプなどがえ

られ､そのいずれを採るかは学校設置者の選択に委ねていくへぎ｡ただし、普通科タイプ

の場合は､受験準備に偏した教育を行わないよう強く要請｡

○中高一貫校においては､特色ある教育を提供していくことが望まれるが､例えば､次のよう

な特色を６年間の一貫した軸に据えて教育活動を展開していくことが有意義｡

① 体験学習を重視する学校

･ボランティア体験､社会体験､勤労体験､自然体験などを積極的に導入

② 地域に関する学習を重視する学校

･地域の歴史や文化､自然､産業を活かした指導内容､地域の人材の活用など

③ 国際化に対応する教育を重視する学校

･コミユニケーシヨン能力の育成､国際交流活動や国際理解教育の推進など

④ 情報化に対応する教育を重視する学校

･インターネツトなどの活用､情報リテラシーや情報モラルの育成など

⑤ 環境に関する学習を重視する学校

･自然体験活動の充実､環境や自然を大切にする心の育成など

⑥ 伝統文化などの継承のための教育を重視する学校

･伝統工芸や伝統産業の技術の伝承､伝統技能の技の伝授､後継者の養成など

⑦ じっくり学びたい子どもたちの希望に応える学校
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･個別のきめ細かな教育計画を立て子どもたちを指導｡学習のつまずきを的確に把握し､基

礎・基本を確実に学ばせ､じつくりと問題を克服｡

○入学者を定める方法については､受験競争の低年齢化を招くことのないような適切な配慮

が必要｡特に､地方公共団体が設置する学校にあっては､学力試験を行わず､学校の個性や

特色に応じて､抽選､面接､推薦などの多様な方法を適切に組み合わせることが適当｡また､

現在､学力試験を偏重する選抜や小学校教育の趣旨を逸脱した出題を行っている一部の国

私立中学校に対しては､改善を要請｡

○高等学校段階に進む時点での入退学などについての配慮が必要（進路変更を希望する生

徒の他の高校への進学への配慮､高校段階での入学をある程度の数認めること､６年制の

学校の第３年次修了者を中学校卒業者と同などに扱うことなど）

第４章 教育上の例外措置

（一人ひとりの能力・適性に応じた教育の様々な取組と学習の進度の遅い子どもへの配

慮）

○一人ひとりの能力･適性に応じた教育の様々な取組が進められることが必要｡形式的な平

等を重視するあまり画一的な指導をするのでなく､個に応じた指導を進めることが必要｡

○学習の進度の遅い子どもに対して十分配慮し､その学習への適切な支援を行うことが必要

（個別指導や補充学習､ティーム･ティーチング､教材の工夫､選択履修の時間における反

復学習など）｡

（特定の分野について優れた能力や意欲を有する生徒に対する多様な教育機会の充実）

○文部省の｢教育上の例外措置に関する｡パイロット事業｣では｢高校生を対象に､大学や民間

団体が科目など履修生の受入れ､公開講座やセミナーの開催などを実施｡子どもたちの才

能を伸ばす大きな契機として意義が大｡

○パィロット事業だけでなく､大学や民間団体が自主的に科目など履修生の受入れ､公開講

座やセミナーの開催などに取り組み､特定の分野について優れた能力や意欲を有する高等

学校の生徒に対する多様な教育磯会を充実すべき｡

（大学入学年齢の特例）

○諸外国の状況やパィロット事業の実施状況などを踏まえると､稀有な才能を有するごく少

数の者については、現在の制度内の措置だけでは不十分｡更に進んで､その能力･適性に応

じ､才能を一層伸長し､個性を最大限引き出す観点から､教育上の例外措置として､１８歳

未満であっても特定の分野について稀有な才能を有する者については大学入学資格を認

めるよう､制度改革を行うことが適当。

○大学入学年齢の特例は､いわゆる｢受験エリート｣を対象とするものではなく､受験競争に

影響を及ぼすことのないようなものとして構想｡

○対象分野については､次のような理由により､当面､数学と物理に限ることが適当｡

･稀有な才能を比較的発見しやすく､かつ比較的早い年齢段階で才能が伸びる分野であるこ

と

･学校教育と関連を持ちながら､才能を伸ばす必要がある分野であること

・パイロット事業で対象としており､その成果も報告されてきている分野であること

○なお､芸術･スポーツ分野については､学校外の活動においても才能を伸ぱすことができる
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ことを重視し､学校教育の分野での特別な措置は取らないことが適当（将来的には､答申

の実施状況を踏まえつつ､対象分野の拡大について検討することが必要）｡

○対象者については､一分野で突出した才能を保持し､早い時期に専門家から適切な指導を

受けることが望まれる者で､将来､学問のフロンティアを開拓する可能性のある者を想定

（全国的にごく少数）｡当面､高等学校に２年以上在学した１７歳以上の者とすることが適

当（将来的には､例えぱ年齢制限を１６歳以上の者とすることなどについて､答申の実状

況を踏まえつつ､検討することが必要）｡

○受入方法については､推薦などに基づき､大学において様々な資料を基に丁寧な選考をっ

ていくことが適当｡

○早期入学を実施するかどうかは､各大学の自主的な判断によるものとすべき｡ただし､受入

大学は､博士課程を有するなどの一定の条件を充たすことが必要｡また､受入れ後は､履修

指導の充実､進路変更への対応などについて一定の配慮が必要｡

○受入大学におげる対象者の選抜方法などの具体的な実施方法については､自主的なガイド

ラインを策定し､その実施状況などを公表し外部評価を受けることが適当｡

○いわゆる｢飛び級｣（小･中･高等学校の各学校段階内において学年を飛び越すこと）につ

いては､受験競争を激化させるおそれが強いことなどから､実施しないことが適当｡

第５章 高齢社会に対応する教育の在り方

（高齢社会の展望と高齢社会に対応する教育の基本的な考え方）

○今後の我が国は､長寿化の進展などにより更に高齢化が進行し､未だ世界が経験したこと

のない超高齢社会に突入｡高齢社会を生きていく子どもたちをどう育てていくかは､社会

にとっても、子どもたち自身にとっても重要な問題｡

○高齢社会に対応する教育の在り方として､次の３点を基本的な考え方とすべき｡

① 子どもたちが､高齢者をはじめ､立場や価値観が異なる人間と共に生きていくという考

え方をしっかりと持つことが重要｡

特に､他者を尊重する態度や尊敬する気持ち､他人を思いやる気持ちなどの豊かな人間

性を育むと共に､実際に高齢者のために行動する意欲や実践的態度を育むことが重要｡

② 長寿化する社会の中で､生涯にわたって学んでいく態度や､生涯にわたり健康な生活を

送るための基礎的な健康や体力を育んでいくことが重要｡

③ 高齢者が子どもたちの教育に積極的に参加し､子どもたちが生きた知識や人間の生き方

を学ぶことができるようにすることが重要｡

（学校における取組）

○豊かな人間性を育成するため､幼稚園から高等学校までの各学校段階で､あらゆる教育活

動において取組を進めることが必要｡｢総合的な学習の時間｣の活用も有意義｡

○高齢社会に関する基礎的理解や､介護･福祉の問題など高齢社会の課題に関する理解を深

めさせるため､教科間で関連付けを図りつつ､指導の一層の充実を図ることが必要｡

○各学校段階で､子どもたちが実際に高齢者と交流し､触れ合う活動や､介護･福祉に関すラ

ンティア活動を体験することを重視すべき（幼稚園･小学校における高齢者との触れ合い

プログラムの導入､中学校･高校での介護体験など）｡その際､地域社会や関係施設と連が

重要｡
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○体験活動の実施に当たっては､子どもたちと高齢者が心の交流をすること､具体的な実施

方法については柔軟に考えること､子どもたちが「高齢者から学んでいる｣という気持ち

を培うようにすること､に特に留意することが必要｡

○教員の資質･能力の向上を図るため､養成や研修の段階で介護・福祉のボランティア活動

などを体験することが重要｡採用においてもそうした活動実績を評価すべき｡

○豊かな経験と知識を有する高齢者を学校教育の場で積極的に活用することは重要であり､

高齢者にとっても意義のあること｡そのため､教育委員会における人材バンクの整備など

が有意義｡

○学校施設と高齢者福祉施設の連携を進めるべき（施設の複合化や余裕教室の転用の検討

など）｡

（家庭や地域社会における取組）

○豊かな人間性を育むためには家庭教育の果たす役割が重要であり､そのための支援策を展

開していくことが必要｡

○地域社会において､子どもたちと高齢者が触れ合う機会を積極的に設けるべき（社会教育

団体などによる交流活動や､社会教育施設による交流プログラムの積極的な展開､福祉施

設などによる介護体験の機会の設定、博物館･美術館などでの高齢者の活用など）｡

○市町村教育委員会が､地域の幅広い協力を得つつ､地域社会における交流活動に関する報

提供を充実させていくことが必要｡学校や家庭がそれらの情報を活用し､子どもたちの参

加を促していくことを期待｡

○国民一人ひとりが助け合う気持ちを持つことが必要であることからも､子どもたちのボラ

ンティア活動の促進を図ることは極めて重要｡

なお、図表１から図表２７までは、省略しております。

この資料を必要とする方は、全国協会事務局までお問い合わせください。
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