
（３）「職業高校からみた高大接続改革」
� 大阪大学非常勤講師・大阪府立今宮工科高等学校非常勤講師　　林　萬太郎

　こんにちは、大阪から来ました林萬太郎といいます。よろしくお願いします。
　最初に、職業科の高大接続の状況を検討するという機会を与えていただいたことに、感謝した
いと思います。というのは、近年、大学入試改革・高大接続についての議論が盛んですが、その
議論の中で、職業科からの進学問題についてはほとんど話が出てきません。工業高校でも様々な
制度面での改革や、指導面での工夫をしているのに議論に加えて貰っていない。この点について
は、工業高校の現場で不満の声も多々上がっているからです。
　それでは最初に大阪府立の工業高校における進学対応の状況についてお話します。

大阪の工業高校の現状

　①工業高校から「工科高校」への改編
　　 2005年度スタート。進学対応を強化し「深化」（就職）と「接続」（進学）の２つの方

向性を示す。科目選択の幅を拡大し、総合募集制と２学期制を取り入れ、科目「キャ
リアガイダンス」を設定するなど、総合学科の内容を多く取り入れた。

　②「工学系大学進学選科」を新設
　　 2014年度スタート。茨木工科高校・淀川工科高校・今宮工科高校の３校に「技術と理

論を兼ね備えた『将来の高度技術者』の育成に重点を置く」工学系大学進学専科を新設。

　これらの「改革」は、教育委員会サイドに立って考えれば工業高校をこれ以上潰さないと言い
ますか、予算を確保するための対応という側面もあったようですが、現場にとっては押し付けら
れた制度変更で、大変苦労しました。大阪府立の工業高校は、かつて12校ありましたが、2015
年度からは９校になり、すべて「工科高校」という名前に変わりました。工業高校は全国で320
校ぐらいありますが、工科高校と名乗っているのは現時点では16校だと思います。先ほど、愛
知県でも2016年４月から新しく「工科高校」ができるという話を聞きましたが、これが17番目
になると思います。
　１点目の工科高校への改編は、簡単に言うと進学対応を強化したということと、総合学科の要
素を制度面でたくさん取り入れたということでした。このときから、進学率がグンと上がるので
す。それ以前は大体、卒業生の85％か90％ぐらいが就職していました。ずっと昔は、進学はほ
とんどゼロでしたが、この時期で進学率は10％程度でした。これが、工科高校になってからグ
ングン増えて、最大時は30％を超えました。
　ただ、ここ３年ぐらいは就職が非常に好調です。もともと今宮工業高校というのは大阪では伝
統校に入りますので、昔から就職は良いのです。以前調べましたら、いわゆる誰でも知っている
大企業、業界でよく知られている中堅企業に６割くらいが就職していました。特に今宮工科高校
は鉄道に強く、JR各社や関西私鉄５社等には毎年就職しますから、それを狙って、入ってくる
生徒もたくさんいるという状況です。その就職がここ２、３年は特に好調なので、進学者が減っ
ています。今春卒業生では15％でした。
　２点目ですが、進学専科というものが2014年度に導入されました。今宮工科高校、淀川工科
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高校、茨木工科高校という大阪の工業高校９校のうちの３校に進学クラスを設けることになりま
した。募集も別にしていますので、進学専科の生徒は３年間同じクラスで、転科できません。後
でまたもう少し詳しくお話します。
　そのような２回にわたる大きな変化がこの間にありました。
　次に、進学専科の内容を下記に簡単にまとめました。

「工学系大学進学専科」の現状

　①理念と時間配分
　　 「工科高校３年+工学系大学４年の合計７年間で完成」がねらい。高校で工学の基礎・

基本と、大学で学べる力を身につけ、大学で先端技術を学んで社会で活躍してほしい。
このため、専門科目は26単位とし、数学・物理・英語の時間を増やしている。

　②進学指導
　　 年２回、ベネッセのGTZを受験して学力を測っている。
　　 進学指導は総合募集の生徒で進学を希望するものと一緒に行う。（今宮工科高校のみ）
　　 「進学専科」のほとんどの生徒が４年制大学を志望しており、現状では使い切っていな

い57大学からの指定校推薦（実際は20～30大学に進学）が来年度は不足する見込み。
　③教職員の体制
　　 系長を選出し、「工学系」職員室を設置。系長・担任と各系科から１名ずつ選ばれた教

員が詰めるなど、体制が整備された。
　④生徒の状況
　　 志願状況・雰囲気と学力・意欲

　１点目の理念と時間配分ですが、大阪府教育委員会や工科高校校長会としては、工科高校で３
年間、工学系の大学で４年間、合計７年間で完成することが狙いだとしています。高校では、工
学の基礎・基本とプラス大学で学べる学力を身に付けるということになるわけです。その結果、
専門科目が26単位に減っています。ご存じかもしれませんが、学科を名乗るためには最低25単
位必要ですので、１単位の余裕しかありません。ちなみに、総合募集の学科では専門学科が三十
数単位から四十数単位、平均して40単位ぐらいありますので、かなり減らしています。その分、
英語、数学、物理の単位数を増やしたという構成になっています。
　２点目の進学指導ですが、年２回、ベネッセのGTZという試験を受けさせています。GTZと
は何だろうと思って、調べましたら、「学習（G）到達（T）ゾーン（Z）」だということでした。
全国統一で、進路可能性をゾーン分けするテストです。今宮工科高校の場合は、これを指標にし
ています。
　細かいことですが、例えば、総合募集の生徒からも、当然、進学志望者は出てくると思われま
す。他の２校は進学専科を優先すると決めたようですが、今宮の場合は進学専科、総合募集一緒
にGTZを基準とするとしています。
　進学専科の生徒の進路志望は、ほとんどが４年制大学です。ただ、２、３日前に担任に聞いた
ところでは、就職とか公務員志望という希望も出てきているとのことです。学校では毎年５月に
１回目の調査をしますので、その時に今年の数字が出てくると思います。
　今宮工科高校では、指定校推薦を57大学からいただいています。ただ、これは全国ですので、
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実際に通学のことを考えると、近畿では30大学ぐらい、そのうち実際に推薦を使っているのが
20大学ぐらいです。今までは毎年推薦枠を余らせていたわけです。ただ、今年は進学専科で40
名の生徒がいる上に総合募集で何名、進学志望が出るか分かりませんが、10名出ても全部で50
名ですから、今度は足りなくなります。そのことを、工学系の教員は心配をしているという状況
があります。
　３点目の教職員側の体制ですが、これは今宮工科高校の特徴の１つですが、初年度から工学系
職員室を設置しています。初年度は、工学系の系長という責任者と、そのときの１年生の担任２
人しかいなかったのですが、年度を追うごとに増えていき、この４月で３学年完成するのですが、
４月からは７人体制になる予定です。
　４点目の生徒の状況ですが、今宮工科高校では１期生は40名の定員に対して志願者は数名オー
バーしました。２期生は１名ですが定員割れ、３期生である今年度は58名と大幅にオーバーし
ました。学力は相応した変化があるようです。
　１期生はのんびりしている、２期生は、学力は低いけれどもやる気はあるなど、様々なことを
担任の先生から聞きましたが、総合募集の生徒も含めて、最近は高校生がおとなしくなっている
ように感じます。かつて、工業高校というと荒れるイメージがあったと思うのですが、今は今宮
工科高校に関して言えば、全くありません。もちろん、大阪府立の９校の中でもいろいろありま
すので、荒れている学校もあります。若干地域差などもあるのですが、全体的におとなしいです。
私も何十年も見てきましたが、かつては「ちょっとこっちに来い」といって連れていって話をし
ないといけないようなことが頻繁にあったのですが、今は年に何回かしかありません。
　先ほどの「おとなしくなった」というのと関連するかどうかわかりませんが、生徒に緊張感が
ないといいますか、自分の入れる大学に入れたらいいといった感じの子が多いように思える、と
いう担任の先生の話もありました。自分のことが把握できていないという話もありました。自分
がこんな状態だから、自分の目標はこれで、こう頑張ってとか、そういうことにはならないとい
う話も聞きました。

職業科の進学状況
　次に、全国の職業科の進学状況についてお話しします。技術・職業教育全体について、何度か
全国調査などもして、いろいろ見てきたのですが、工業以外の各職業科についても、進学対応が
取られてきているという状況があります。この表は、最新の学校基本調査に少し手を加えてパー
セントを入れ込んだものですが、全体の大学進学率が54％、専門学校等を入れると77％の割合
で進学しています。これが全体の割合ですが、右端の「進学者計の割合」を見ていただくと、全
体を通して進学率が一番高いのは看護で95％です。正式には衛生看護科といいますが、看護は
特殊な事情があります。看護師には正看護師と准看護師があります。准看は教育時間が短いです
が、仕事が限られます。一時、准看をなくせという運動が随分ありましたが、日本医師会の抵抗
で残すことになったそうです。かつては高等学校の衛生看護科は准看養成でした。時間的にそれ
しかできなかったからです。正看は1,500時間の専門教育の時間がいるので、とても３年ではで
きません。５年制でないとできません。したがって衛生看護科は進学が前提になります。かつて
はほとんどが専門学校でしたが、今は、看護師さんは学部卒が基準になりつつあります。看護師
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長になるためには、これからは学部卒でないとなれないそうで、最近は、院卒の看護師もいます。
そういうことで、高学歴化が看護では非常に進んでいて、それがこの割合に出ているということ
です。 

区　　　　分 計
大学等
進学者

大学等
進学者の

割合

専修学校
(専門課程）
進学者

専修学校
(一般課程)
等入学者

公共職業
能力開発
施設等入
学者

進学者計
進学者計
の割合

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

計 1,064,376 579,938 54% 177,827 54,990 6,376 819,131 77%

普通科 774,721 495,329 64% 118,191 47,677 3,439 664,636 86%
農業 26,312 3,642 14% 6,331 735 475 11183 43%
工業 82,217 11,884 14% 11,444 823 1,435 25586 31%
商業 67,351 17,377 26% 17,136 1,239 292 36044 54%
水産 2,954 439 15% 354 28 86 907 31%
家庭 13,917 3,517 25% 4,134 324 36 8011 58%
看護 4,600 3,994 87% 375 11 0 4380 95%
情報 927 363 39% 278 29 14 684 74%
福祉 3,030 552 18% 780 45 16 1393 46%
職業科計 201,308 41768 21% 40832 3234 2354 88188 44%
その他 34,406 23,611 69% 3,527 2,939 73 30150 88%
専門学科計 235,714 65,379 28% 44,359 6,173 2427 118338 50%
総合学科 53,941 19,230 36% 15,277 1,140 510 36157 67%

学科別の進学状況

＊　平成２７年度学校基本調査から林が作成  

　次に、情報科も進学率が高いです。これも、コンピュータの世界の状況が背景にあります。コ
ンピュータの世界というのは、上からSE（システムエンジニア）、プログラマー、オペレーター
と３段階あります。現在ではSEのほとんどは学部卒ではなく院卒です。プログラマーが学部卒で、
かつてキーパンチャーといっていましたがオペレーターになるのが専門学校卒で、工業高校卒で
は厳しい状況です。入力だけできる人、プログラムが書ける人、システム全体を触れる人と、こ
こも高学歴化といいますか、やはりやるべきことが多いので、進学しないと実際使い物にはなら
ないという世界なのだと思います。
　数が多いのは商業科です。職業科は全部で８つあるのですが、商業科が現在では一番困難な職
業科と言われています。私は、全国商業高等学校長協会などの商業教育の民間教育団体などに時々
行きますが、これからどういった展望を描くべきか、商業科の先生方が非常に悩んでおられます。
つまり、就職が少ない、出口を保障できないということです。
　かつては、就職希望の女子は商業高校で学んで銀行等に就職していきました。ところが銀行の
求人がなくなり、商社や工場の事務も今はなくなってしまい、就職が非常に厳しい。結局どうす
るかというと、資格教育に力を入れることと、進学指導に力を入れること、この２つが商業科の
対応になっています。資格については、やり過ぎだという声も出るくらい、いろいろな事例が報
告されていますが、進路としては進学がどんどん増えていて、そのことが進学率に現れていると
思います。
　「学科別の進学状況」の表を見て、意外に工業科の進学率、さらには職業科全体からの進学率

―�100�―



が高いと思っていただけたでしょうか。もちろん、全体数は圧倒的に普通科が多いですから、数
で比べると職業科は少数ですが、割合で言うとかなりの率で進学しているのです。
　この状況に対応して、各都道府県教育委員会ではいろいろと制度を「改革」しています。先ほ
ど大阪府のことを言いましたが、工科高校に変えたり、進学専科をつくったり、いろいろなこと
をやっています。現場のほうも、抵抗を感じながらも、しかし生徒が進学したい、あるいは保護
者が進学したいと言ったら、やはりそれをかなえるべく努力するのが教師の仕事ということで、
一生懸命指導をします。ここ十数年、二十数年の結果が、今日のデータに現れているのですが、
このことをないものとして、また別のこととして高大接続の議論が進むのは、職業科の教員たち
にとって抵抗があります。職業科の高校のことも是非とも考えていただきたいと思います。最後
にまとめてみます。
　１つ目ですが、進学は増えているのですが、ほとんどが指定校推薦、あるいはAO入試で進学
しています。一般入試で国公立に進むのは、やはりなかなか難しいです。大阪府の工業高校の進
学専科でも「国公立を目指す」と書いているのですが、実際に合格者が出るかどうかはまだ微妙
なところです。
　その一方で、工業高校へ入ってくる生徒たちに、なぜ入ってくるのかということをよく聞くの
ですが、入学の志望理由の基本は、「いいところへ正規でちゃんと就職したい」ということです。
これは大きなニーズです。先ほど言いましたように、誰でも知っているような大企業に正規の職
員で入れるわけです。しかもその確率がかなり高い。しっかり勉強すればということですけれど
も、そういうことを狙ってくる子がいるのも事実です。
　もうひとつは、どこで情報を得ているのか知りませんが、いろいろな指定校推薦があることを
知っていて、クラスで上位何％ぐらいにいたら指定校で大学に行けるということを狙ってくる子
もいます。それで入学しましたとはっきり言う子がいます。良いか悪いかは別にして、そういっ
た進学方法もあるということになるのでしょう。
　２つ目は、文系進学が多いという問題です。時間的に全体の45％ぐらい専門教育をやってい
るのですから、その専門知識を身につけて、それを伸ばすために進学するというのが本来の職業
科からの進学のあるべき姿だと多くの教員は期待しています。全く違う文系に行ってしまうとい
うのは、特に専門科目の教員からみると非常に抵抗があります。しかし、先ほども言いましたが、
工業をやりましたけれども、やっぱり文系に行きたいのですと本人から言われたら、「ほな、まあ、
頑張れよ。できることは応援するから」ということになります。文系進学に流れてしまうことは
悩みの１つです。
　それから、３つ目ですが、いろんな大学の先生方と研究会等でお会いした際、あるいは高校へ
訪ねてこられる先生方からお話を聞くと、職業科の卒業生は、大学に入って１、２年生を乗り越
え、３年生から専門を勉強するようになると力を発揮するということでした。高校時に勉強をし
ているので専門的なことはある程度は知っていますし、学習意欲も高い、学習リーダーになる可
能性も高いとよく言われます。ただ、そこまで持つかどうかが問題だということです。
　指定校推薦や、大阪府だと工科高校校長会推薦枠というのがいくつかあるのですが、それで入
学し、数学や英語についていけず、２年間も持たないで退学してしまう学生がいるのです。それ
を調べようと思うのですが、なかなか大学側が教えてくれないので、データを取りにくいのです
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が、一定数いることは確かです。しかも、その数は増えているようです。それを理由に、指定校
推薦の枠を絞ってきた大学も実際あります。
　では３年生に上がると、うまくいくのはなぜか、何が評価されているのかということを、もう
少し調べると、もちろん専門を学んでいるということが１つあります。それから、コミュニケー
ション力があるということも１つあります。職業教育では、かなりの時間、実習を行います。１
クラス40人を４班に分けて10人に１人の先生がついていろいろな作業をやっていくわけで、当
然、チームワークが求められます。そういうところに起因するのかなと思います。あるいは、発
表させても力がある。レポートを３年間で何十本と書き、パワーポイントを使った発表会も何回
か経験するということがありますから、発表力も評価されていると思います。
　最後に、職業科と高等教育の接続については、もちろん高大接続システムとして職業科の問題
をどう考えていくかということが一番大切なことですが、もう１つ、注視するべき動きがありま
す。職業専門教育に絞った大学を作ろうという「職業大学構想」です。
　これは、全国専修学校各種学校総連合会という専門学校の団体が大きく動いたという話があり
ます。指定した要件を満たし、認定された専門学校は大学として認めるというものです。また、
2011年に出た中央教育審議会答申では職業教育、キャリア教育の答申が出たのですが、その中
では職業教育の再認識ということが言われています。これらが、これからの政策にどのように反
映していくことになるのかということも、考えてみたいと思います。ありがとうございました。

○質疑応答・意見交換○
【司会】　４人の先生方、ご報告、ありがとうございました。残りの時間は、再度、各先生方から
一言いただき、佐々木先生にもコメントをいただきたいと思っております。
　最初に、各報告の先生方にご質問がありましたら、お願いします。
【発言者４】　学習塾をやっておりますGと申します。先ほど国枝先生から、受験産業から手を切
るべきだという、きついお話がありましたが、先生のご認識を改めていただきたいと思います。
受験教育に専念しているのは学校です。そこで落ちこぼれたり、あるいははみ出したりした、上
と下の生徒を受け持っているのが、塾という小さな存在だと思っています。ただし、予備校塾と
いうのも、完全に２極化しておりますので、先生が先ほどご紹介になったようなところもありま
す。
　それで、１つお尋ねしたいことは、今回の高大接続一体改革のポイントが、コンピテンシーベー
スのカリキュラムを各高校がきちんとつくって、資質・能力の育成を軸にした教育課程を学校の
分に応じてつくりなさいと。先ほど植田先生がご指摘になった、そういう基本方針が、どうして
も降り掛かってくると思うのです。
　そうしますと、生徒の学力差が非常に大きい現状、要するに、中学で、うまく高校に入ってやっ
ていけるだけの学力育成が、今はうまくいっていないのです。文部科学省はそれを取り繕ってい
ますが、実は幅が大きくなっていて、ある高校では九九から始めています。トップクラスのとこ
ろは、一気に高校の教科書の半分は春休み中に宿題でやって済ませてしまう。それほど大きな差
を持った生徒が高校に入ってくるのです。それに対して、コンピテンシーベースの教育課程です
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ね。高校の先生方はどのようにお考えになっているのか。大変だろうと思うのです。その点につ
いて、ご質問にお答えいただきたいと思います。
　２つ目は、山田先生にお尋ねしたいのですが、先ほど国枝先生が塾のチラシをお出しになりま
したが、アクティブ・ラーニングは、首都圏でも、大都市圏でも、中学や高校が生徒募集すると
きのキーワードになっているのです。アクティブ・ラーニングとか、資質育成の教育をきちんと
やりますということで、いい生徒を採ろうという動きが、もう世間の流れになってしまっていま
すね。その１つが、中高一貫教育のメリットを生かすのはこれでしかないと。そうしますと、そ
の波の中で、名古屋大学教育学部附属学校はどのような姿勢をお取りになるのか。
　先ほどのお話を伺っていますと、新しい教育に対する高い資質育成の総合的な取り組みをしま
すということでしたが、実は、文部科学省が出した問題例を塾生にやらせてみたら、偏差値60
以上の子しかこなせないのです。それ以下の子は、やってみても、何をやっていいか分からない
というのです。そうすると、小中高を通した資質育成のための教育プログラムというのがずっと
成立していて初めて、あのような新しいタイプの入試に対応できる。としたら、これは、佐々木
先生がおっしゃったとおりなのですね。教育課程が、ガラッと変わって、それが一定の成果を出
さない限り、入試改革などというのは、取って付けた、劇薬になる。あるいは、どうせ駄目にな
る。そんなものではないかと思うのです。
　そうしますと、中高一貫教育でこういう成果が出てきますということは、名古屋大学教育学部
附属学校として非常に大きな特色かもしれませんが、それは、生徒さんの資質がある程度、オー
ル４前後の生徒さんしかいないということで可能になるのですが、教育全体としては、高校では、
上中下の差で、上のほうしかうまく付いていけないような教育が始まってしまうのではないか。
それに対して名古屋大学附属というのは、大きなメッセージを発するような主導的な役割をして
いただけるのではないかなと思うのです。そういう点で、ご方針がありましたらお聞かせくださ
い。
　それから、林先生にですが、愛知県でも、工業高校でも３割を超える生徒が高等教育へ進学し
ます。総合学科とか商業科ですと、６割近い生徒が上へ行きます。そうしますと、技能教育とい
う職業科特有の教育に加えて、進学専攻科をおつくりになったというのですが、そうではなくて、
一般の職業教育の中に、もっと幅広い、教育、教養の充実というようなものを入れていかないと、
うまく生きる力が育っていかないのではないかと思うのです。その点について、ご意見がありま
したらお聞かせください。
【司会】　ありがとうございます。では、国枝先生からお願いします。
【国枝】　全部が全部、手を切れとか、手を引けということではありません。
　私が勤務している揖斐高校というのはいわゆる学力困難校ですが、わりと平和です。新しい教
育改革ということは、あまりみんな意識がないのですが、半分家政科の学校で、子どもが大事に
されていると、自分自身思っています。だから、生徒が生き返ってといいますか、自分自身が元
気になって卒業していく。そのやり方は、結局変わらないと思います。何をどう言われようがそ
れしかできないし、アクティブ・ラーニングと言われても、中学校のときに、例えば問題のプリ
ントの穴に正解を写し、そして丸を打って満足しているような子たちに、そのようなことはでき
ないだろうと思います。
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　だから、個人的には、学ぶ気にちょっとでもなれるような教育。それでも、一応、生徒が動き
ますよね。そんな程度かなと思っていますが、まだまだ具体的には議論にはなっていません。
　もう１つは、先ほど少し言いましたように、基礎学力テストをあんなふうに持ってくるので、
せっかく生徒の実態を見て、現実に応じてつくったものを、教務主任の提案で急に変えるという
のが実情です。おそらく、どんな学校でも一緒ではないかと想像はしています。以上です。
【司会】　続きまして、山田先生お願いします。
【山田】　まず、アクティブ・ラーニングということなのですが、あまり意識してやってきたこと
ではないですね。世間がアクティブ・ラーニングという言い方になってきただけであって、もと
もと総合人間科というところで課題発見・課題解決というと、そこでグループワークをずっと続
け、協同的探究学習という中で、個人学習とグループ学習をベースとしながら授業の中でつくっ
てきました。世間がうちに追い付いてきたかなというのは少し言い過ぎですが、そういうような
取り組みをしてきました。
　それから、中学の、いわゆる検査Ⅰということでは、やはり塾がかなり対応してきています。
　私たちの考えとしては、小学校６年間学んできたことをきちんと評価できて、そういった子た
ちが本校に入ってくることを期待していますし、やはり本校の教育方針を理解して来ていただく
ということが一番いいかなと思います。
　それから、その中で成績の差といいますか、まず中学３年、それから６年間いる中で、確かに
学力差が出てきています。そういったところの対応としては、高校での授業の対応、選択科目で
の細かい対応ということを考えています。総合学習、総合人間科の中でテーマを見つけたり課題
解決したりということを、急にはできない子もいますので、まず自分の課題とかテーマを見つけ
るための時間を十分かけていきます。すぐ取り組める子については、すぐ研究テーマを見つけて、
それについて取り組んでいく。なかなかテーマを見つけられない子については、個別に教員が話
し込みながらテーマ設定をしていくということを、時間をかけてやっています。
　中学は１学年80名しかいない比較的小規模な学校であり、それを担任・副担任合わせて５名
の教員で対応していますので、かなりきめ細やかな指導が可能だと思います。これは小規模校な
らではです。そうやって、課題を見つけることが困難な子には時間をかけながら、１年を通じて
問題解決学習に取り組んでいけるような力を付け、中学は３年間で３つのテーマに取り組めるよ
うにしています。できるだけ個に対応したような対応が取れるようにしているかなと思います。
お答えになっていますかね。
【司会】　では、林先生お願いします。
【林】今のGさんの、新教育課程で一般教育をもっと充実したらどうかという話ですが、それは
日本社会の在り方に関わる大きな問題です。さっきも言いましたが、今宮工科高校などで就職す
る子は、大企業、中堅企業、技術を持った小企業などで正規へ就職していきます。離職率も低い
です。高等学校卒業生の場合、３年間で５割、最新データでは48％ぐらい辞めるのですが、工
業高校は、ちゃんとしたデータはないのですが離職率が２割台なのです。
　卒業生、教え子たちも時々来ますので、話を聞くと、やはり仕事の満足感を持っているし、社
会の一員としてきちんと生きているわけです。今のように若者が生きにくい時代の中で、これは
大事なことだと思います。
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　かつ、日本の産業社会、日本の社会構造を考えると、ものをつくって輸出するということは日
本社会にとって大事な仕事ですよね。そのときに、技能者というのは必須なのです。技術に関わ
る職は、研究職、技術職、技能職と３つあります。大阪大学の学生は、技術職になる子が多いの
だけれども、「君ら、技能職の仕事ができるか」といって、今宮工科の３年生のよくできる子の
授業を見せると、「絶対できません」と言います。もちろん、実習を２年あまりやっているわけ
ですから、大学生にはそう簡単にはできない。ほとんどの大学の工学部は、実習はしません。少
しやるところもあるかもしれないけれども、例えば、旋盤の技能を習熟するような訓練はしませ
ん。技術者養成を目指しているわけですから、設計図が描けるというか、理解するということが
大事なので技能訓練はしません。したがって、技術者が描いた図面を実際の製品にする技能者と
いうのは、日本社会としては絶対必要なのです。それが何万人必要なのか、何十万人必要なのか、
そのスケールの問題はあるかもしれません。それに、今の日本の工業高校の数が見合っているの
かどうかという議論はあるかもしれないけれども、ゼロでいいという議論はありえないと思いま
す。
　この点に工業高校の役割がある。もう少し言うと、安い授業料、公教育の中できちんとした重
装備型の職業教育ができるのは、高校の工業科だけと言ってもいいと思います。そういう意味で、
工業高校の社会的役割があると思うのです。一方で、さっき言ったように進学希望者が増えてき
ており、それへの対応も求められます。進学補習などの指導で頑張っても対応しきれない。そう
いうときに、やはり進学向けの時間数を増やすということで、結局、選択制とかさまざまな制度
の工夫や運用が必要になります。
　生徒の学習時間の全体は、３年間で約90時間と決まっています。そのうち、工業高校の場合、
大阪で45％ぐらい、東京で35％ぐらいが専門科目です。だから、そのままいったら差があるの
は当たり前ですから、進学したい生徒には専門科目は最小限に縮めて、かつ、長期休暇中の補習
などいろいろな工夫を加えて、何とか対等に勝負できるように持っていってあげようということ
をしているわけです。だから、単純にどちらかという具合にはならないだろうと、私は今、思っ
ています。
【司会】　ありがとうございました。他にご質問がありましたら、お願いします。
【発言者５】　Yと申します。G先生の質問と重なってしまうところがあるかもしれないのですが、
植田先生にお聞きしたいのですが、アクティブ・ラーニングが重視されて、国枝先生のスライド
でもありましたが、塾が大学入試に対応して、うちではアクティブ・ラーニングをやると。そう
いう形でやると、入試改革、高大接続改革が社会階層的な格差の拡大に結び付く恐れというのは
かなり大きいと思うのですが、その点について、植田先生は、先ほど教育課程のことをお話しさ
れましたが、どのようにお考えでしょうか。
　もう１点、それと関連して、パフォーマンス評価自体のことは、これ自体は理念としては私も
肯定的に捉えているのですが、それの関わりでは、植田先生はどのようにお考えになっているの
でしょうか。教えていただけたら、ありがたいのですが。
【植田】　どう考えているかというのは、評価というか、いいものなのかどうかということですか。
【発言者５】　そうですね。
【植田】　アクティブ・ラーニング自体は、別に悪いものであるとは思わないですが、ただ、方法

―�105�―



というか、形だけを受け止めることになっていく可能性が高いのではないか。学習の実質が深ま
らないのに、見た目に活発に発言をしているとかいうことだけを捉えて、評価の対象になってい
くのが、危ないのではないかという気はします。
　それと、知識・技能をきっちり与える授業も必要なわけだから、全てをアクティブ・ラーニン
グで塗りつぶすような言い方というのも、かなり乱暴な話ではないかというのももちろんあるの
ですが、それで、意欲・関心・態度の評価の在り方について、現場に対して厳しく迫り、現場も
迫られるから対応せざるを得なくなる。観点別評価とかを入れていった経過もあるのですが、そ
れ自身が形骸化するというか、実質の教育活動の振り返りにならないようなものとしてきたのは、
確かだと思うのです。
　だから、自分たちで言いながらも、評価のやり方自体について、もう一度、ある程度冷静に見
なくてはいけないということで、評価については一定の反省を踏まえた表現になっていると思い
ますが、アクティブ・ラーニングに関する限りは、態度主義と結び付いて評価をやることについ
ては、あまり反省をしていないというか、むしろそちらのほうに行きそうな気がします。すると、
内面が深まらなくても、深まったふりをして見せるやり方を、生徒たちは習得する。だから、非
常に元気な教室ではあるのだけれども、何が行われたかよく分からないということになります。
　総合がそうでしたよね。とにかく活動させればいいのだとかいう言い方でやって、その時間だ
けは生徒たちは元気にやっているのだけれども、終わった後に何が獲得されたかさっぱり分から
ないという疲弊感を随分現場の先生たちは味わったと思うのですが、下手をしたらそういう話に
なってしまうのではないかということはあると思います。
　それと、パフォーマンス評価の使い方の問題もあると思います。もともとは、学力テストをや
らせて点数だけ競争させるという在り方に対して、アメリカの中でも批判があって、こういう測
定の仕方でいいのかというところから、パフォーマンス評価の発想が出てきたという流れもある
と思うのです。だから、そういう意味で言うと、点数一辺倒の見方に対して、もう少し総合的に
生徒の達成度などを測れないかということで進んできたという意味ではいいと思いますが、やは
り内容に問題があると思うのですね。だから、これも方法だけが普及させられようとしている。
　例えば、道徳教育自身も是非があるし、内容の問題があるのに、これもパフォーマンス評価の
対象だという形で持ち込まれてしまったら、たちまちそこに行ってしまうだろうということもあ
ると思うのです。
　だから、今、こういう評価研究をしている人たちは、これまでの日本の教育政策の在り方や教
育実践の在り方について、かなり厳しい見方をしていた人たちが評価研究に入って、それなりの
成果を上げてきたのに、それがここに来てまた政策的な流れの中に取り込まれようとしているの
ではないかという懸念を、一方では持っているのです。
　だから、研究的な見方と、学校現場から見たときにどうなのかということを、両方から発信し
て、こういった研究や実践をしようとしている人たちと協働して、何が課題なのだろうというこ
とをしっかり見ていかないと、それこそ大本営の作戦の下にみんなが動くような、愚かな過ちを
繰り返してはいけないというのは、ここでも言えることではないかなと思います。
【佐々木】　お許しを得て、アクティブ・ラーニングについてお話ししたいと思うのですが。アク
ティブ・ラーニングが突然出てきたのは、中央教育審議会の審議の過程からなのですが、アクティ
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ブ・ラーニングについて２つほど申し上げたいことがあります。
　１つは、アクティブ・ラーニングというのが多義的に使われていて、実は中身がよく分かって
いないということです。中央教育審議会答申で出てきたときも、今回の最終報告に出てきたとき
も、そこで言われているアクティブ・ラーニングというのをよくよく見てみると、いわゆるタブ
レット端末などを使ったグループ学習なのです。これは、一種のペダゴジーというか、教授法の
１つでしかないのですね。
　アクティブ・ラーニングという言葉が出てくるときには、常に、「主体的・協働的な学習指導
方法である」というような形容語が付くのです。つまり、教室をいくつかの集団に分けて、タブ
レット端末を持たせてやる、これは大学でも行われているし、あるいは高校でも実際には行われ
ていることです。ただ、それは、実はさまざまな教授法の一つとして言われているだけであって、
これを日本語に直したら何となるかというと、能動的学習にはならないのです。たぶん、私流で
翻訳すると、簡単に言うと「生き生き学習」みたいな感じなのです。
　ところが、他方で、アクティブ・ラーニングはペダゴジーの一つじゃないかと。タブレット端
末を使うというのは、昔で言うと、模造紙に付箋を貼ってグループ学習をやったのをリプレース
したようなものなのです。ところが、そんな、非常にペダゴジカルなツールだけに注目していい
のかと言うと、いや、能動的学習だと言うのです。そうすると、実はアクティブ・ラーニングに
広い定義もあって、それは、例えば少人数の演習であるとか、教員と学生との間のディスカッショ
ンがある、つまり双方向の授業であるとかを、全部含んでしまうのです。そういうふうにアクティ
ブ・ラーニングの多義性を考えると、誠にアクティブ・ラーニングというものの正体がはっきり
しないということが、本当は問題なのです。
　たぶん、アクティブ・ラーニングを、タブレット端末を使って大々的に進めたのは、河合塾じゃ
ないかと僕は思いますけれども。ペダゴジカルな一つのカテゴリーであって、教育方法全般を規
定するという意味でのアクティブ・ラーニングという使い方は、どうもされていないのです。
　私は、アクティブ・ラーニングの先進例を見に、小樽商科大学へ行ったことがあるのです。小
樽商科大学で評価を担当したものですから。やはり、グループでやることがふさわしい、それか
ら、ちゃんと答えに導けるような経路がある、それに取り組む基礎的な知識がかなり備わってい
るという場合は、アクティブ・ラーニングは成功します。
　小樽商科大学でも、経営、情報なんかは成功しているのです。特に経営学科なんかの学生の授
業には成功している面がある。ところが、法学や経済はまるで駄目です。つまり、たぶん基礎的
な知識を相当程度叩き込まなくてはいけない。では、そこで能動的な学習ができていないかとい
うと、本当はできていて、それが少人数のゼミなのです。相当ぜいたくなのですが、演習室が１
演習について１室あって、これは小樽商科大学の戦前からの伝統なのですが、いつでも学生が来
て、そのゼミ室で勉強したりディスカッションしたりできる。それから、少人数のゼミなので、
当然ですが、そこで内発的な学習につながる。
　そういう意味で言うと、ゼミなどは能動的学習のうちなのです。広い定義の中には、それも入っ
ているのです。ですから、ここのところは、教育課程を検討していく、あるいは教育方法を検討
していく、教育評価を検討していくというときに、もう少し本当は専門家に詰めていただきたい
と思うのです。これが第１点です。
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　２つ目は、今お話ししたことから分かりますように、アクティブ・ラーニングは人を要するの
です。絶対教員の投入を要するのです。ところが、この最終報告を読んで私が一番懸念するのは、
教員が指導方法を変えろとは書いているけれども、教員を投入しなくてはいけないということは
全然書いていないのです。それから、クラスサイズについても、クラスサイズを小さくするとい
うことはどこにも書いていないのです。
　そう考えていくと、答えが出てくるのですが、今言われているアクティブ・ラーニングという
のは、今のクラスサイズで、今の教員で、教育方法だけ変えろということになります。でも、そ
うすると、たぶん、学習指導要領で今度定められるような学習内容をこなすことはできなくなる
と思います。
　今、教育課程改革、教育方法の改革については、塾などがアクティブ・ラーニングに走ってい
るように見えますが、それがいかに大変なものか、どうしたらいいのかというのは、本当のとこ
ろ、高等学校の先生たち、大学の先生たち、あるいは教育界全体で議論していっていただきたい
なと思っています。
【発言者５】　どうもありがとうございました。
【司会】　では、前の方、お願いします。
【発言者６】　Sと申します。先生がおっしゃるのは、たぶん、90点は合格で、85点は落第だとい
う明確な試験問題に内容が整っているかという意味が主としてあるかと思うのですが、それ以前
に、そもそも入試問題自体が教科の実力を判断する内容になっているかということも含まれてい
ると思われますが、私は、先生のおっしゃる、60年代に高校の教師を８年間やりましたが、ちょ
うど武谷三男さんが、入試問題は全然なっていないということをおっしゃって、「先生、そんな
に言うのなら、あなたご自身が問題をお出しになって、試してみられたらどうなのですか」と言っ
たら、「いや、やったのだ。でも、ほとんどできなかった」と。
　つまり、武谷さんのおっしゃるような理想的なというか、武谷さんが考える物理の教育が高等
学校で行われていなかったということだろうと思うのですが、今はどうなのでしょうか。やはり、
入試の問題はそれとして、技術の問題、先生がおっしゃったように、その意欲というのは点数に
現れるのだというのは、そのとおりだと思いますし、しかし、もっと簡単に見るというのも。そ
して、その内容、解き方を考えることで、別に技術的にしなくても十分見られると思われる。そ
ういう技術的な介入はあり得ると思いますが、もっと基本的に、試験問題が、というより高校の
教育が。基本は教科の教育ですね。その教科の教育が教科の本質に基づいてなされているかどう
か。この辺が最も大切だと。先生も少し触れられて、植田先生もお触れになったのです。
　現に、名古屋大学では、附属中学・高校とタイアップして、非常に今までそういうことについ
て実績を重ねておられると思いますが、さらに充実して、そもそも高校・中学校で行われるべき
教育の内容は何かということをしっかり詰めるということが一番大切で、それさえあれば、それ
をテストすればいい。
　先ほど、国枝先生が、割とセンター試験はうまくいっている、いい問題だとおっしゃったよう
な気がしますが、それだったらそれでいいのですが、本当に望ましい中学・高校の教育の内容が
問われるというような試験であれば、それは望ましい試験だと思われるのですが、その辺、いか
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がでしょう。
【佐々木】　今、いろいろなことをおっしゃられたので、全部お答えすると大変なことになると思
いますが、簡単に言うと、昔、割ときちんとした学力評価が入試でできたというのは、いくつか
の条件があったのですね。それは、先ほどの話でも触れましたが、１つは、高等学校の普通教育
がしっかりしていたということです。これは、非常にはっきりしていて、例えば、昭和35年告
示の学習指導要領ですと、私よりちょっと後の年代の方がお受けになったわけですが、ご承知の
とおり、社会と理解は全部必修でした。理科であれば、物・化・生・地、全部必修だったという
ことがあります。それがいいか悪いかは別として、少なくとも、高等学校であまり選択の自由を
大きくしないで、きちんとあるところは普通教育でやりましょうというふうになっていた。
　もう１つは、大学のほうも、高等学校で学んだものをきちんと出題しましょうということが行
われていたのです。ですから、大学ごとに違いがあったりしますが、それがある程度可能であっ
たということが言えると思います
　ただし、それはおそらく進学率が20％までいかなかった時代なのです。せいぜい、いって
30％だと思います。進学率が30％を超えたのは、ようやく平成６、７年だと思うのです。その
意味では、この間の変化というのは、あまりに大きいと言えるかと思います。
　では、大学入試はどういう試験なのだというと、これは報告いたしましたが、簡単に言うと、
学力把握のための試験ではないのです。それが学力把握になるためには、いくつかの条件が必要
です。それが、今、欠けているのです。なので、やはり高等学校で基礎的に学ぶものがどれだけ
達成されたか、つまり、集団準拠ではなくて、目標に照らしてどれだけできているかということ
が評価できるような仕組みが望ましい。それは、１回、２回失敗しても、やがてトライして自分
が目標にできるものに到達できるような、そういうものにしていけば、大学の選抜のほうも余計
に大学入試をやる必要がなくなりますから、その子の個性であるとか、あるいはさまざまな多面
的な長所とかを見ながら、選抜することができるということにはなると思います。
　素点型テストの決定的な弱点は何かというと、これはテストの構造というものを皆さんおそら
くご存じだと思いますが、例えば、英語の問題を考えてみますと、単語の穴埋め問題に１点とか、
文法の間違いの指摘の多肢選択問題に３点とか、点を振るわけです。これは、いろいろな問題の
１点が平等な１点かというと、平等な１点ではないのです。言い換えれば、100メートルを走る
のに何秒で走れるかという尺度ではなくて、どちらかというと、十種競技で、この競技でこのぐ
らいできれば何点とかというふうに振っているのに近いのです。つまり、ウエイト付けをしてい
るわけです。
　そのウエイト付けと問題の適切さがきちんとうまくいっているときに、初めて、弁別力も生ま
れるし、基礎的学力も測れるのですが、必ずしもそうなっていないということが、大きな問題で
す。だから、集団準拠型の素点テストではなくて、目標準拠の新しいテストにトライする必要が
あるのではないかと、私は思っています。
【司会】　植田先生には最後に発言していただきます。では、J先生、お願いします。
【発言者７】Jと申します。今日の研究会で、佐々木先生のご報告などで随分教えていただきまし
た。私の質問は、ちょっと違う論点になるのですが。
　高大接続システム改革会議と教育課程審議会と、必ずしもリンクしていないという問題があっ
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た上で、植田先生が、2030年の将来予測の中での教育課程の問題を掲げられていて、その中で、
全ての人を対象にして、それからセレクションしていくというようなやり方ではなくて、上位３
割ぐらいということを想定した上でという話がありました。
　お聞きしたいことは、高等教育の政策決定の中で各国がやっているのは、高等教育人口にどの
ような目標・ゴールを設定するかと。端的に言いますと、それがあるのですが、日本は一貫して
これを掲げてこなかったのです。ある時期までは計画目標でやっていましたが、それ以降、そう
いう考え方は捨てているわけですよね。
　実際には、高校進学率は全国九十数％にいっていますが、大学は進学格差が激しく存在して、
平均は56ですが、上は65、下は40％ぐらいの落差があるのですが、そういうふうに考えた場合、
例えば、英国はブレア政権のときに50％以上というふうに高等教育人口を設定したのですが、
今のキャメロン政権なんかは、上げすぎたという判断をしているわけですね。むしろ、高等教育
人口の接続において、それを種別化しようという方向に動いていて、職業能力資格のようなもの
と学位との関係で、新しい学位を、基礎学位みたいなものを設定したりして、いわゆる純粋な高
等教育人口を抑制しようと。一番抑制の鍵になるのは授業料だという形で、イングランドはやっ
ているのですが、日本の場合、高大接続テストにあまりにも集中すると、全体の高等教育の目標・
ゴールみたいな議論がちょっと外れていく。
　一方で、これは最近聞いたのですが、文部科学省の生涯学習政策局というのが筆頭局ですが、
一時期の生涯学習社会などという勢いはなくなってしまっていて、今、文部科学省の中で座って
いる人は非常に限られているのです。３分の１ぐらいしか生涯学習政策局には座っていない。３
分の１はどこへ行ったかというと、専門職業大学の創設のほうに動いている。もう１つはスポー
ツ庁をつくりましたので、そちらのほうに動いているというような動きがあります。さっき、基
礎テストは初中等教育で、もう一方の応用のほうは高等教育局というのですが、文部科学省の中
でもう１つ動いているのは、いわば大学とは違う大学を一方につくり、そちらのほうに、ある意
味では職業的なものを封じ込めていく。これ全体で高等教育人口を抑制しようという流れが用意
されている。
　ところが、教育課程審議会や高大接続システム改革会議はそういう高等教育全体をどういうふ
うに制度設計するかという大きな議論はしないで、かなり細かな、その意味では専門的な知識を
必要とするような議論に、いわばクローズされていっている。
　その点で、なぜそのようなことに日本の政策全体の中ではなっているのか。私は、その意味で
言うと、日本の高等教育人口が高いとは決して思わないですね。でも、いわゆるタフなエリート
を養成するという議論をしていくと、結局、３割ぐらいをどうタフにするかという議論に終始し
ていく。そうすると、普通教育をベースにして、高大接続という流れが非常にスムーズに動くの
ですが、残りの人たちをどうするのかという問題は常に抜けていく。職業は職業だけで議論して
いるという、この考えを、あまり議論しない。高等教育関係では、こういう問題を議論している
のですよ。けれども、ということをちょっと質問したいということです。
【司会】　では、植田先生、お願いします。
【植田】　Jさんがほとんどしゃべられたことで、質問とも受け止めにくかったのですが、触発さ
れてお話しすると、90年代、教育改革が登場したときに、１つは、今までの従来型ではない、
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突出した創造力のあるエリートをつくらなければいけないという要請と、そうでない、圧倒的多
数の公教育はスリム化するという、この２つの命題が同時に動いたのだと思います。けれども、
ずっとやってきたのはスリム化のほうばかりで、結局、新たに頼れるトップをつくるという話は、
これといって大した発想もないままに来たように見えるのです。
　ここに来て、産業界から、グローバルもそうだけれども、人材をとにかく輩出しろという直の
命令が出てきて、今までの体系性も何もないままに、とにかく成果が上がりそうなことをやって
みようというふうに動いているようにしか見えません。
　高等教育人口全体に対しての見通しをどれだけ持てるか分かりませんが、今、大学に落として
いるお金の落とし方というのは、すぐに成果が上がりそうなところ、あるいはその候補になりそ
うな学生にお金をとにかく落とすということであって、大学でちゃんと、教育研究を含めてしっ
かりした基盤を育てていくというところのお金は削る一方で、本当に貧すれば鈍するというわけ
です。それが今の現実的な状況なのではないかと思いますし、高校教育の中でいっても、全体を
見て、21世紀型の学力などと言っているものを全ての子たちに保障しようとしているようには
全く見えないですね。
　スーパーグローバルハイスクールの採択の仕方というのは、スーパーサイエンスとはちょっと
違っていたと思います。スーパーサイエンスは、２番手校あたりにお金を付けて頑張らせるとい
うようなところがあったけれども、スーパーグローバルは、その地域のトップ校にお金を落とし
て、今までの受験で成果を上げているというだけでは駄目だと、質の違う教育をあなたたちもや
りなさいという宿題付きで動かしているというパターンで、そういう意味での危うさというもの
があります。
　だから、すぐに欲しい人材がいないのは確かだろうけれども、目先のことだけを考えて、周り
からお金を剥ぎ取りながら効果が上がりそうなところにつぎ込むという、こんな愚かなことを続
けていったら、どちらも共倒れになってしまうというのは、目に見えていると思います。
　高校の拡大も、そういう意味では、みんなに必要な中等教育が拡大されたのかという問題を残
しているし、さらにその先の、大学もそうだったのだろうと思います。だから、普及状況だけで
いえば、そこそこの数値的な達成はしているけれども、私たちの側から見たときにも、いろいろ
な課題を積み残したままの数的拡大であるという問題を抱えているというのはあるのではないの
かなと思います。
【質問者６】　外的な状況はよく分かりましたけれども、にもかかわらず、教科の本質に基づいて
教育を行うという、その点を実行するということはできるはずだと思われますか。
【佐々木】　J先生がおっしゃったことなのですが、高等教育計画というのは、実は文部科学省の
高等教育局でも、省全体でも、ほとんど進められていないという状態です。これは、高等教育計
画が失敗したというトラウマもあると思いますし、財務省の予算制約もあるのでしょう。だから、
そこに蓋をしながら進んでいるという状態があると思います。
　ただ、私が高大接続テストの協議・研究をやったときに、そしてその後の議論でも、大学が日
本では多くなりすぎたのではないかという雰囲気の中でやっていました。それで、私は、J先生
がおっしゃったように、実は多くない。日本ぐらいの進学率、それよりちょっと低いのがフラン
スやドイツなのです。ところが、フランスやドイツの場合には、一部を除いて、ほとんどが国立

―�111�―



大学なのです。
　日本の場合には、そうではない。そして、逆に大学進学率という点では、韓国に抜かれ、台湾
に抜かれ、さらにフィリピンにまで抜かれたという状態です。もちろん、日本の専門学校まで入
れて、高等教育への進学、大学への進学だと言ったならば、７割５分ぐらいまではいくと思いま
すが、要するに、ここで認識してほしいのは、大学が多すぎるのではなくて、大学教育がまとも
に行われない、それから、それを支える高校教育がまともに行われていないということが問題だ
というのが、私の問題意識だったのです。ですから、私が掲げた標語は、このままだと「痩せ衰
える高等教育」と「底が抜ける高等教育」だということを申し上げました。
　問題なのは、今回の中教審答申とシステム改革会議は、その視点がまるでないのです。だか
ら、何度も言われていますが、トップの層をどうするかということだけに焦点を当てて議論して
しまっているのです。だから、非常に空想的、夢想的な改革方針だけが出てくる。こういうこと
になっているのだろうと思います。
　ただ、職業大学をどうするのかということも渾沌としていますが、高等教育をどういうふうに
構築するのかというのは、今の文部科学省ではなかなか難しい状態があるのではないでしょうか。
【司会】　最後になりますが、報告者の方から、言い足りなかった部分、もう少し補足したい部分
がありましたら、一言ずついただいてまとめたいと思います。まずは植田先生から、順番にお願
いします。
【植田】　Jさんからお話があったことと、それからS先生のお話と重なるかなという気がするので
すが、これは附属学校の校長としてですが、中高一貫校で国立の附属というと、いわゆる進学校
という見方をすぐにされるのですが、学校説明会でも言っているように、われわれは、少しでも
偏差値の高い学校に入れるようなことを全く目標にしていません。だから、高校から来る３年間
の子もいるのですが、６年間の中で自分たちの進路を見つけるのが中等教育でできることだし、
それが一番大事なことだろうと。だから、世間体のいい大学に行きたいから、附属学校に入った
ら進学に有利だろうと思って来るのだったら、そんな高校は世の中にいっぱいあるのだから、そ
ちらにぜひ行ってください、うちには来ないほうがいいですよと言えるのですよね。
　実際に、そういう希望を持っている生徒さんの保護者の方が、子どもたちを附属学校にやって
くれている。だから、私たちは、そういう意味では、どうやったらセンター試験の得点が取れる
のかということはやっていないわけです。補習もそうだし、生徒から希望があれば補習は組むけ
れども、学校で用意をして無理やり補習をさせるとかというようなことはしてこなかったのです。
　さっき、山田副校長が言ったように、その中で学力差があるけれども、ほとんどが進学する高
校ではあるだけれども、でも、その120名の生徒がみんな、自分がやりたいことを考えて、自分
が行ける大学を選んで進学をしてくれていると思うのです。そして、その後の就職まで見通して
専門を選んでくれているという意味では、私は、中等教育に一番大事なことをやってきたと思う
のです。
　だから、いわゆる偏差値ランクで言えばそんなにいい大学に行っていなくても、この子たちは
大学に入ってすぐに学問がやりたくて行っているから、ゼミや授業の中で活躍をしてくれて、そ
の大学の先生が随分感謝されています。附属学校卒の学生さんが来ると、ゼミがうまく成り立つ
し、授業をやっていくときも活気ができて大変うれしいのだと言ってくださるわけです。そうい
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う意味で、複合選抜になったあたりから大きく道が分かれていったと思うのですが、私たちは競
争序列の中に追い込まれていかないようにしてきました。
　しかし、とはいっても、国立の附属なので、大学の中で教員養成自体が非常に厳しくなってい
る中で、何かやらなくてはいけないということはあるわけです。だから、スーパーサイエンスと
かスーパーグローバルをやるのだけれども、それは政策の側で出しているものをそのままやると
いう発想ではないわけです。スーパーサイエンスも理数系特化で来るけれども、われわれは人文
社会も含めて、サイエンスリテラシーを身に付けてもらいたい。だから、特定の選ばれたスーパー
サイエンスハイスクール・クラスを絶対作ったりしない。中学生も含めて、600人全部にサイエ
ンスリテラシーを６年間で付けてほしいと考えています。
　スーパーグローバルについても、私たちなりの見方を持って、子どもたちが、さっき言った自
分でちゃんと進路を見つけ出して、自立していくものとしてやっていこうということで考えてい
るわけです。
　十分ではないかもしれませんが、当然、そういう意味ではセンター入試にとらわれないところ
で授業ができるのだから、そういう特設科目も含めて、もちろん教科教育としてやるべきことを
しっかりやろうということと、それをどうやって測定したらいいのだろうということを、あの手
この手でいろいろ共同研究をしながらやっています。
　そういう限りで言ったら、今回の高大接続で問題にされていることというのは、そういう教育
の要素を取り去られてしまって、とにかく有名な大学にというふうになってきていることに対し
ては、ある程度の批判的意味を持っているし、われわれがやってきたことは、その限りで言えば、
重なる部分があるのも事実だと。
　ただ、今示されている道にそのまま乗っていけばよくなるのかといったら、これはこれで十分
に検討するべき問題をいっぱい抱えているので、それは、毒まんじゅうにならないようにどうす
るかという知恵を問われているのはあると思います。その限りで言ったら、うちはそういう学校
ですけれども、そういう学校として子どもたちに対して最適の学校の在り方、教育課程を考える
ということがやはりベースで、現実に格差がある中でではありますが、それを追求することが、
本来は大前提だったはずだとは思うのです。
　だから、コンピテンシーベースドで、しかもそれを競争に持ち込まれてしまったら、学力格差
の拡大がものすごく厳しい問題になってくると思うのですが、すみ分けされている中で、ある程
度の固まった課題、力を持っている子たちを抱えている学校として、全員の生徒にとって最適の
答えは何なのだというのはやらなくてはいけないと思うのです。
　そこが、現実に与えられている状況と何を目指すかということによって大きく変わると思うの
ですが、本来の子どもの実態、保護者の希望に応じて最適の中等教育ができるように、現状はど
うなっているのかということと、どこをどう変えなければいけないのかということを、真剣に考
えなければいけない。それは今までも課題ですが、今、本当にそれが問われているということで
はないかなと思います。
【山田】　この間、高大連携の話を進めてきまして、そのときに名古屋大学の先生から言われたこ
との一つに、「附属学校から名古屋大学に何人入れていますか」ということがありました。私た

―�113�―



ちの目標は、名古屋大学に何人入れるということではないので、必ずしも名古屋大学への進学者
数が目的ではありませんという話をしてきました。
　今では、総合人間科とか、中高一貫教育とか、スーパーサイエンス、スーパーグローバルに取
り組む中で、名古屋大学の中でも本校の存在がそれなりに意味を持ってきているかなと思います。
　これも語り尽くされていることをまた繰り返し言うのですが、大学からは、「高校教育は変わ
りませんか？もうちょっと大学に入って役に立つ高校生を送ってください」と言われると、必ず
返す言葉は、「大学入試があるじゃないですか」です。大学入試が変わらないと、高校教育は変
わりませんよというような話をこの間もしてきました。それが今回、高大接続ということで、大
きな改革が行われることは今後ぜひ期待したいなと思います。それがまた、高校の授業改革にも
つながっていくし、今回の学習指導要領の改訂ということもありますので、その辺で、高大接続
の話が進められることが、これからも大事ではないかと思いました。今後の発展を期待したいと
思います。
【国枝】　少しあらっぽいことを言いますが、改革の提言とかいろいろなことの中に、人や時間を
かけろという提言が一つもないですね。僕としては、もっと高校に金と時間をかけてほしいと思
います。そうすれば、もっともっと優秀な人材を大学へ送れますよと、言いたいですね。以上です。
【林】　私は、若者の雇用とか自立の問題も研究しているのですが、実は大阪で、NPO法人ニュー
ワークスという、働けない、働いていない若者に仕事をというNPOをやっています。そこに、今、
京都大学の卒業生が２人来ているのです。１人は、就職して数カ月で行けなくなった子、１人は、
卒業してから動けなくなった子です。
　今宮工科で教えている子どもたちは、さきほど言ったように就職をちゃんとして、元気に社会
人として働いている子、進学する子も一定いて、その子らがどうなっているか、きちんと追跡で
きていませんが、彼らが行く範囲の関西の私大で言うと、大学の就職状況というのは、高校より
はるかに厳しいというのが一般的ですよね。
　そういういろいろな若者を見ていると、私も定年してだいぶ経ちましたので、次の時代をどう
つくって彼らに引き渡すかというようなことをいつも考えているわけですが、そういう意味では、
先ほどちょっと出ました、高等教育人口という問題も考えるところはあります。技能職の扱いが、
日本では社会的な待遇が低いという問題、正規職で一応保証されていますけれども、待遇が低す
ぎるということがあるけれども、ここのところを直せば、また変わってくる部分も大きいと思う
し、産業や社会の在り方とも大きく関わるわけで、その辺も含めてさらに研究していきたいと思っ
ています。
【司会】　最後に、佐々木先生、一言お願いします。
【佐々木】　皆さんのお話を聞いて、私自身が本当に勉強になりました。私自身、教育制度が専門
ではなく、本当は国際経済が専門なのですが、随分とこの間、認識が大きく改まってまいりました。
これからもいろいろ、文部科学省に対しても教育界に対しても、耳が痛いかもしれないし、ある
いは私の声が届くことはないかもしれませんが、引き続いて議論してまいりたいと思います。ど
うかよろしくお願いいたします。
� ※登壇者のご所属は、2016年３月29日現在のものである。
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