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創立 80 周年記念連続講演会

「市川源三と鷗友学園の女子教育」第１回

主催 鷗友学園女子中学高等学校

共催 鷗友教育研究所

日時：2015 年 10 月３日（土）14時～16 時

場所：鷗友学園女子中学高等学校

１．居場所づくりから始まる鷗友学園の教育

鷗友学園女子中学高等学校生徒指導部長 弓削多一朗

２．第３回高校生意識調査（福岡県・大阪府・東京都）からみる鷗友生

大阪大学大学院人間科学研究科教授 友枝敏雄

【友枝敏雄先生プロフィール】

1951 年、熊本県熊本市生まれ。

1975 年、東京大学文学部社会学科卒、79 年同大学院社会学研究科博士課程中退。

東京大学助手、中央大学専任講師、九州大学人間科学部教授を経て、

2006 年、大阪大学人間科学研究科教授。

著書・共編著:

『モダンの終焉と秩序形成』有斐閣、1998 年

『言説分析の可能性』東信堂、2006 年

『社会学のエッセンス 新版』有斐閣、2007 年

『社会学のアリーナへ』東信堂、2007 年

『現代の高校生は何を考えているか』世界思想社、2009 年

『Do！ソシオロジー―現代日本を社会学で診る』有斐閣、2013 年

『グローバリゼーションと社会学』ミネルヴァ書房、2013 年

『リスク社会を生きる若者たち－高校生の意識調査から－』大阪大学出版会、2015 年 など
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第１回-1 はじめに

（司会 教頭 五十嵐淑恵）

それでは只今より、鷗友学園創立 80 周年記念連続

講演会「市川源三と鷗友学園の女子教育」の第 1 回

講演会を始めさせていただきます。

本日お忙しい中、多くの方にお集まりいただき、誠

に有り難うございます。

私は司会を務めます五十嵐と申します。どうぞよ

ろしくお願い致します。

鷗友学園は創立 80 周年記念事業の一環として「市

川源三と鷗友学園の女子教育」というテーマで、今日

の講演も含めまして 3 回の講演会を企画しておりま

す。1935 年鷗友学園の創立当時より女子教育を継続

して行ってきました鷗友学園の建学の理念と現在の

教育の状況も含めて発表すると同時に、客観的なデ

ータに基づく外部評価、更にはこれからの教育を中

心とする内容の講演会となっております。

今日は校訓である「慈愛」と「誠実」と「創造」の、

「慈愛」の部分にあたるものとして、お二人の講演者

よりお話がございます。はじめに本校の生徒指導部

長より「居場所づくりから始まる鷗友学園の教育」と

題して本校の生徒指導の現状について報告がありま

す。引き続き大阪大学大学院友枝敏雄教授より「第３

回高校生意識調査からみる鷗友生」と題して高校生

の意識調査の分析結果に基づいた鷗友学園の生徒指

導の特徴などについてお話をいただきます。この会

は約 2 時間の予定です。皆様どうぞ最後までよろし

く申し上げます。

それでは早速、会を始めさせていただきます。

はじめに、鷗友学園女子中学高等学校校長 吉野明

よりご挨拶申し上げます。

（校長 吉野明）

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、私共の講演

会にいらしていただきまして本当に有り難うござい

ます。

今、司会の話にもありましたように、鷗友学園は

1935 年、当時の東京府立第一高等女学校（第一高女、

現在の都立白鷗高等学校・附属中学校）の校長であっ

た市川源三を校長として招くために創られた学校で

す。市川の教育の理念を受け継ぎ、建学の精神に基づ

いて中高一貫教育を貫いて参りました。

市川源三は学生時代から女子教育を一生の仕事と

考えておりまして、教育学はもちろん、女子の発達段

階を心理学の面から、また集団の在り方を社会学の

面から研究し、第一高女では「自学自治」「自動創造」、

そして「全人教育」をスローガンにして、男子の中学

校と同等の教育を目指しておりました。私達はその

市川の理念を受け継ぎ、その理想を追求して参りま

した。

さて世間では、その学校を中身ではなく数字で測

ろうとする風潮がまだまだあります。特に入口と出

口の数字というのが大きな意味を持って、それがそ

のまま学校の評価に繋がっています。私達はこの講

演会を通して、単に数字だけではなく、学校の中身を

外から見やすい形にするためにはどうすれば良いの

だろうかということを一つのテーマにしたいと考え

て、この講演会を企画致しました。

この講演会では、在学している生徒の実態を全国

規模のデータによって調査し、データ化していらっ

しゃる先生方にご協力をいただき、鷗友学園の生徒

の実態を他校と比較して明らかにしたい、私達の教

育の在り方についてご説明した上で、それをデータ

によって評価していただくことにしました。鷗友学

園の校訓は「慈愛(あい)と誠実（まこと）と創造」です。

私達は「慈愛」の部分は生徒指導面、「誠実」の部分

は学習指導面、その両者が違う立場から一つの方向

に生徒の背中を押しながら、社会に出て「創造」的に

活躍する人材を育成したいと考えております。

毎年、国立青少年教育振興機構という所が、各国の

高校生の実態を調査していますが、その中で例年出

てくることが、日本の学生は自己評価が低い、自己肯

定感が低い、自信がない、毎年のようにそう言われて
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います。今年のデータを東京新聞（2015 年９月８日

付朝刊）が取り上げていますが、二人の大学の先生が

こんなことをおっしゃっています。元千葉大学の教

授の明石要一先生は、「親の世代も子供の評価基準が

勉強ぐらいしかないから、子供を褒められない」。ま

た、教育評論家の尾木直樹氏は、子供の自尊心の低さ

をずばり、「高校受験のせい」と言ってらっしゃいま

す。いずれにしても今の学校というのは、勉強面だけ

で生徒を評価しているのではないだろうか。また、青

年前期、思春期の教育は六年一貫でやることにこそ

意味があるのに、6・3・3・4 という形で分断され、

間に高校受験があるところにも、問題があるのでは

ないか。そういうことを考えまして、今日も含めた 3

回の議論を通して、これからの教育の在り方を皆さ

んと一緒に考えて参りたいと思っております。

質疑を入れて 2 時間でございますが、どうぞ最後

までご静聴ください。
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第１回-2 居場所づくりから始まる鷗友学園の教育

鷗友学園女子中学高等学校生徒指導部長 弓削多一朗

（生徒指導部長 弓削多一朗）

皆さんこんにちは。鷗友学園で生徒指導部長をし

ております弓削多と申します。本日はお時間を頂戴

致しまして、本校の生徒指導についてお話させてい

ただきたいと思います。よろしくお願い致します。

鷗友学園の生徒指導

「生徒指導」と聞くと、一般的に生徒達にルールや

マナーを守らせる指導というイメージがあると思う

のですが、私共の学校ではその領域の指導のことを

「生活指導」と呼んでいます。もう少し大きい括りの

生徒指導の中の一部の領域ということになります。

ここで言う生徒指導とは、生徒会、委員会、クラブ

活動、保健教育相談、そして生活指導です（画像 2）。

このように広げているというのは、ここの領域がと

ても大事だと考えるわけです。ご覧いただいてお分

かりになるように授業以外の指導をする領域です。

言葉を換えれば、黒板を使って教えることができな

い領域です。ここがとても大事だと私達は思ってい

るわけですが、それは鷗友学園が担っている社会的

使命に関係があります。

私達の学校は私立ですから、例えば公立の学校で

あれば、社会的使命といえば地域の子供達に均一な

教育を施すということになるのでしょうけれども、

私共の学校は地元の子供達だけではない、通学に 1

時間以上かけて集まってくる生徒もいます。そうい

う子供達に、「男性の後ろに従順について行く女性」

ではなく「社会で活躍する女性」に育てて、世の中に

送り出す。これが私共の学校の社会的使命というこ

とになります。ただ私共なりに育ててということに

なりますので、ここはあえて「鷗友ブランドの人材育

成」という言葉を使わせていただきたいと思います

（画像 3）。

鷗友ブランドにはどういう特徴があるのか。実は

私、今は生徒指導を担当しておりますが、その前は長

年、進路指導を務めておりました。

進路指導係をやっておりますと、連日のように学

校にお見えになる学校外のお客様と応対いたします。

その方達は色々な学校に出入りされている方々です。

例えば塾関係者とか、予備校の方々とか、大学の先生

方とか一般企業の方々とか、そういう方達とお話を

していく中で、鷗友生がまた鷗友の卒業生が、外でど

う見られているのか、どういう評価をいただいてい

るのかということをうかがい知ることができました。

その共通点を集めてくると、どうも本校で 6 年間過

ごしていくと全員が全員ではないにしろ、こんな特

徴があるんじゃないか、鷗友ブランドの人材のアウ

トラインが垣間見えるような状況になります。それ

を先にお伝えしたいと思います。

まず、非常に多くの方が、「この学校入るとちょっ

と違いますね」と言ってくださいます。「何が違いま

すか？」と聞くと、まず「生徒さん達が明るい」と言

うのです。「そんなやかましいのかな」と思ったので

すが、実際には「やかましい」というのとは、少しニ

ュアンスが違うみたいなのですね。要は「学校をセカ

ンドホームのようにしていて、学校の中で気を遣っ

ているように見えない」と言うのです。

とても懇意にしてくださる予備校の校舎長の方が

いらっしゃいます。この校舎長の予備校に毎年鷗友

生は何人かご厄介になっているわけですけれども、

その校舎長が「今日は運動会があったなってすぐ分

かる」と言うのです。「もう傷だらけ泥だらけで、目

を泣き腫らして来る」と。怪我をしているので、「絆

創膏でも貼ってあげるから、カウンターの中に入っ

てらっしゃいよ」って声をかけると、「いや、もう時

間が間に合わないから授業に行って来る」と言うそ

うです。そして受験の間際になって来ると、「本当に

ここにお世話になったから、第一志望受かって、絶対

に恩返しをする。首尾よく大学生になったらアルバ

イトで雇ってください」と言うのだそうです。年が変
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われば全く新しい生徒が来ている筈なのに、何とな

く皆同じようなカラーがあるとおっしゃいます。

ちなみにこの校舎長さんはその日の授業が終わる

と校舎の出口に立って、生徒さん達をお見送りする

のだそうです。「お疲れ様、気をつけて帰ってね」っ

て。殆どの生徒さん達は視線も合わせずに、素通りす

るそうですが、その校舎長に挨拶して帰るのは、本校

の生徒とあともう一校あるそうです。そちらの生徒

さんは校舎長の手前で、ぴたっと立ち止まって「ごき

げんよう」って頭を下げるそうです。それに引き替え

本校の生徒は校舎長に駆け寄って、「校舎長、握手し

て。パワーを頂戴」って言うのだそうです。で、「あ

りがとう、これでパワーをもらったから明日からま

た頑張れるわ、じゃあね、さようなら」って言って帰

っていくそうです。

この校舎長さんがおっしゃるには、「鷗友生は色々

な場所をセカンドホームにする、文化的 DNA を持

っているのではないか」って。「学校がそうであった

ように予備校もセカンドホームにしてくれた。あの

子達は大学に行けば研究室をセカンドホームにする

だろうし、職場に出れば社会に出れば職場をセカン

ドホームにするだろう。その中でいつも元気で朗ら

かで、粘り強く取り組むので、色んな人達から信頼を

受けて、また重宝がられて、そしてチャンスをもらっ

て、自分達の道を切り拓いていくのではないか」と。

何となくそういう傾向があるのかもしれないと思い

ました。

更に、大学に行った卒業生がちょこちょこ学校に

帰ってくるのです。「大学楽しい？」と聞くと、「うん

楽しい」と答える。「ただね、最近の大学生ってたる

んでるよね」と言うのです。理由を聞くと、「ちょっ

と腰上げて動いたら、誰だってできることを女子学

生はすぐに『できない』って言うし…。座席の決まっ

ていない教室では、後ろの方からしか埋まっていか

ない」って言うんですね。「教授が話しているのにお

喋りしている連中もいて、あの人達は大学に何しに

来ているのだろう」って、「なんであの人達と同じ入

試を私は受けたのだろうってよくそう思う」って言

うんですね。

大学の先生方もやはり同じようなことをおっしゃ

います。鷗友出身の学生ってたいてい教室の前の方

にいるって言うんですね。そういう学生にそっぽ向

かれると危機感を感じるので、「こんな本読んでみる

か」などと普通の学生達とは違う声がけを思わずし

てしまうとおっしゃった先生もいらっしゃいます。

これは企業の方ですけど、「鷗友出身の新入社員っ

ていうのは、皆がちょっと面倒くさいなと思うこと

に手を挙げてすぐ動いてくれる、そういう意味では

対処性があるのではないか」、って言ってくださった

ことがありました。「何しろすぐ動く、一つ仕事を引

き受けるとすごく粘り強くやってくれるので、とて

も重宝しています」って言ってくださいます。

「粘り強い」と色んな方がキーワードとして挙げ

てくださるけれども、私達の目の前にいる生徒達は、

けっして粘り強いように見えないのです。なぜだろ

うって思うんですね。確かに東大の大学院で若くし

てドクター取った卒業生がいて、本校の教員が「何で

そんな早く取れたの？」と聞いたところ、こう答えた

そうです。「たぶん、鷗友のアイデンティティだと思

う。うちの研究室には色んな学生がいるけど、私と年

の離れた鷗友出身の後輩がいて、私と彼女だけが他

の学生と圧倒的に違うところが一つあって、それは

絶対あきらめないこと。その部分を評価していただ

いたと思うんです。」と、その卒業生は言ったそうで

す。

なぜそんなに粘り強さっていうのが出てくるのか。

ひょっとしたら、生徒達は成功するまでの道のりが

見えているのではないかと思う時があるんですね。

先ほど紹介させていただいた予備校の校舎長さん

は、日々色んな生徒さんの相談を受けるそうですけ

れども、鷗友生の相談の仕方がちょっと他とは違う

と言うんですね。決してノープランでは来ないのだ

そうです。「この部分は家で何時間かけて一生懸命頑

張っている。この部分は学校の勉強を中心にして頑

張っている。でもこの部分は自分では絶対やらない。

だからここの部分だけ予備校を利用しようと思うの
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だけれども、どう思いますか？」と。そういう質問の

仕方をするそうです。

ですから「ひょっとしたら背中を押してもらいた

いだけなのかもしれない」とその校舎長さんがおっ

しゃるのです。確かに私達も日頃、例えば生徒と話を

していて、「今はできないけど、私はまだ進化の途中

なので、必ず絶対できるようになる」と、何かできる

ような気になっているのですね、「根拠は何？」と思

うんですけどね。例えば、まだ成績がなかなか伸びて

こない生徒が「私はまだ本気を出してない」とか「私

が本気出したらこんなもんじゃない」と言うんです

ね。

私達はこういう言い方をします。「共に生きる力」

「自ら学ぶ力」「切り拓く力」（画像 4）。誰が相手で

あったとしても、共にお互い、良い人間関係を作りな

がら、誰とでも協力することができ、なおかつ自分の

知識や技術を磨きながら自分の活かし所を知って、

粘り強く取り組んでいくことができ、更に自分の問

題として捉え、自分の頭で考え、場合によっては従来

ある枠組みに縛られない考え方をする。そうやって

自分の道を切り拓いて行く。これを学校の教育理念

に合わせると、「慈愛」と「誠実」と「創造」。こうい

う力を引き出すことによって「鷗友ブランドの人材

にして、世の中に送り出す」というのが、本校の社会

的使命なのではないだろうかと思っています。

集団作り

昨今、現代の子供達は昔と比べて、問題解決能力だ

とか対人関係スキルが低下しているとよく聞きます。

やはり子供達を取り巻く環境が大きく変わったから

だと思います（画像 5）。

例えば、昔であれば子供達が遊びに行くといえば、

たいてい屋外でした。外に行けば年齢も様々な子供

達がいて、皆が楽しめるようなローカルルールを自

分達で作り、年下の子は年上の子達の様子を見なが

ら、何となく集団の中での人間関係の距離感みたい

なものを学んでいた。ところが現代の子供達は部屋

の中でゲーム機をはさんで、本当に親しい同世代の

ごく一部の友人とだけ遊び、都合が悪くなればリセ

ットが可能。そういうような状況の中にあって、人と

接するという機会が昔と比べて少ないのかもしれな

いと思います。

要は人間が成長する為の養分に触れていないとい

うことです。SNS でしか人と繋がることができない、

そんな子供達もいます。ですから私達はこういう子

供達に対して「集団の中で生きる」という経験を積ま

せてあげなければいけないと思います。その経験を

積ませながら、先程のような力を引き出して、育てて

いかなければいけないということになるわけです。

では具体的に私達はどう指導するのか。他の学校

と大きく違ったことをやっているわけではないです

が、ただ指導コンセプトは共有しております。具体的

に言うと、まず中学に入学してきた子達が「新しい環

境で本当にやっていけるだろうか」、「この場所にい

て良いのか」と思った時に、「ここには自分の居場所

があって、自分を出してかまわないんだ」と思わせる、

その為の居場所作りです（画像 6）。私達はこのこと

に神経をかなり配ります。

まず、「3 日に 1 回の席替え」です。昼食時間も最

初のうちはグループを作らせて食べさせます（画像 7､

8）。できるだけ早い段階で、短期間のうちに、がらが

らっと生徒達を動かすことによって、一日も早くク

ラスの全員とコミュニケーションをさせるというこ

とです。

そしてホームルーム活動の中では、「エンカウンタ

ートレーニング」や「アサーショントレーニング」と

いうプログラムを取り入れています（画像 9）。エン

カウンターは「お互い心を開いてコミュニケーショ

ンさせるアクティビティ」です。例を挙げますと、ま

ず、グループを作らせます。さらに、お題を与えます。

「去年 1 年間で一番美味しかった料理は何ですか？

1 人 1 分ずつ話してください」。1 人が喋りながら、

他のメンバーが一生懸命聞きます。あるいは「言葉を

使ってはいけません、指も使ってはいけません、体で

表しながら、誕生日順に並んでみましょう」というよ

うな活動をさせます。エンカウンターには様々なア
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クティビティがあります。

アサーションは、「良い人間関係を構築するための

コミュニケーションを学ぶトレーニング」です（画像

10）。「相手も自分も大事にするコミュニケーション」

のことです。具体的にちょっと例を挙げます。ケース

スタディーですが、こんなケースに出会ったとしま

す。「お友達に大事な本を貸していました。その本が

ある日、友達から返ってきました。本を開いてみたら、

あるページがとても汚れている」。そういう時どう反

応するか。これにはシナリオがいくつか作られてい

て、そのシナリオを生徒達は実演します。例えば非主

張的なシナリオ。「あなたに借りていた本返すね」「あ

りがとう」「あっ」「どうしたの？」「なんでもない」

「何か気になるじゃないの、何？」「いゃ、本当に大

丈夫だから」っていうシナリオですね。これは、相手

は大事にするけど自分を大事にしていないというコ

ミュニケーションです。こういうコミュニケーショ

ンをした時に、お互いどういう気持ちがするかとい

うことを意見交換させる。

今度は攻撃的なシナリオ。「あっ、このページすご

い汚れている、あんたでしょう。もうあなたなんかに

二度と貸さないからね、弁償してよね」というシナリ

オ。

相手と自分を大事にするコミュニケーションを絶

対としたならば、どうやって対応するのが一番お互

いが大事にされているだろうか、と意見を交わし合

う。このようなトレーニングがアサーション・トレー

ニングです。

生徒達はこんなようなトレーニングを実演しなが

ら色々学んでいきます。これがアサーションやって

いる時の風景ですね（画像 9）。お互いにシナリオを

実演しあって、意見を交換しています。

教員は、全員がカウンセリングの研修を受け、私達

は「学年会」と呼んでいますけど、週一回学年の担任

集団が集まって、お互いの受け持っている生徒達の

情報を共有します。特に問題を感じる生徒に関して

は、クラスの垣根を越えて、キャリアのある教員もな

い教員もお互いに意見を交わして、指導方法を練っ

ていきます。また、家庭の協力が必要になりますので、

かなり緊密に家庭との連絡を取ります。そうするこ

とによって保護者を「教育の消費者」という立場から、

「子育ての仲間」になっていただきます。保護者会も

同様に学校の見解とご家庭の見解との溝を埋める為

に行われるものと私達は解釈をしています（画像 11）。

こういったこと全てがたった一つのこと目的の為

に行われます。それは、「一日も早くクラスの中で一

人一人がパブリックスピーキングできる環境を作る」

ということです（画像 12）。

自己肯定感

ある程度の環境が整ってきた時に、今度私達が狙

っていくのは、「自己肯定感」ですね。先程、校長の

話にもありましたけれども、自己肯定感、つまり「今

の自分って良いな」っていう感じを持たせることで

す（画像 14）。

どういう時に生徒達が「今の自分って良いな」と思

うかというと、例えば「勉強の心配がない」「友人関

係が良好である」「部活が楽しい」とか、それぞれが

自己肯定感に繋がっていく要素でもあるのですけれ

ども、仮にこれが一つ二つ欠けたとしても、次の要素

があるとダイレクトに自己肯定感に繋がっていくと

いうことを私達は体感しています。それは「集団に貢

献した」ということです。もしくは「苦労しながらも

何とかやりきった」という要素です。

「この集団の中で自分は大事な立場に居たのだ」

とか、「自分は集団の為に貢献したのだ」という気持

ち、これがあると「今の自分で良いな」という気持ち

がすぐに出てきます。ですから、友達と協力しながら

集団の為に何らかのアクションを起こさせるような

指導が必要ということになるわけです。

注意しなければいけないことがあります。それは

教員がリードしてしまうことです。教員がリードし

てしまうと自分の頭で考えることをやめてしまう。

指示を待つ体質になってしまう。ですから、この場合

に私達教員は、ファシリテーターの役割を果たさな

ければいけません（画像 15）。「放任する」という意
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味ではありません。「寄り添いながらも結論は最終的

には生徒に出させる」ということです。

一つ例を挙げます。今日、世田谷線で来られた方が

いらっしゃるかもしれないですけど、本校の生徒は

すごく大勢の人数が世田谷線を利用して学校へ来ま

す。ご存知のように世田谷線は 2 両編成です。です

から登下校の時のある一定の時間帯は、世田谷線の

車内はもう鷗友生で満杯になります。時折、乗客の方

から「乗車マナーが悪い」とご注意を受けることがあ

ります。私達はそういうご注意いただくと、担任に各

クラスで注意するようにと伝達します。ところが今

ひとつ生徒に入っていかないところがあるのです。

そういった時にこの問題を生徒会に投げかけます

（画像 16）。「何とかならないものだろうか。自分達

で何とかできない？」。そうすると生徒会のメンバー

は風紀委員会の生徒達を巻き込みながら、現地調査

に乗り出し、対策を立て、各クラスにフィードバック

をし、更に生徒会は各クラブの代表の生徒達集めて

事情を説明し、各クラブで上級生から下級生に指導

してくれないかと協力を要請します。これが意外と

効きます。教員が言うよりも先輩に言われる方がよ

ほど効くのですね。下級生は上級生のそういう姿を

心に焼き付けているところがあります。そして学年

が上がるにつれて、同じようなバランス感覚を持っ

て行動するようになっています。

ですから本校では、例えば学校が用意する校則や

規則は必要最低限で良いのではないかと思うんです

ね（画像 17）。それ以上細かいルールが必要ならば、

生徒達に自分達で考えてルールを作らせ、そして自

分達で管理させる方がよほど教育的であると私達は

考えます。いずれにせよ「鷗友生はこの線は踏み越え

ない」という内的規範が出てくるような、そういうよ

うな形にしなければならないということですね。

例えば学校行事。運動会とか学園祭とか送別会。で

きるだけ教員が口をはさまないようにして、生徒主

導で動かしていきます（画像 18）。教員が口を出す時

にはよほど、生徒が行き詰まった時に相談に乗る程

度です。そういう風にしてやっていきますと、行事が

終わると、もうあちこちで、生徒が涙ぐむ場面に出く

わします。

今日、運動会予行が行われていて、横目でご覧いた

だいた方もいらっしゃると思います。予行の段階か

ら、生徒達はむかでリレーで勝って泣き、負けて泣き

という状況です。

自分達が全体を動かしていくというのは、本当に

やはりしんどいことです。時には仲間と意見がかみ

合わなかったり、色んなしんどい思いをするのです

けれども、それでも何とかやりきる。そして周りの生

徒から、「本当にありがとう、お疲れ様」と言われる。

そうした時、「これは決して一人でできたことじゃな

いのだ、仲間がいて初めてできたことなんだ、色んな

人達に支えてもらった。振り返ってみると、後輩達が

一生懸命自分達の背中を押してくれていた。だから

本当に皆のおかげだ」という感謝の気持ちが出てき

たりすると、もう一挙に自己肯定感が出てきます（画

像 20）。

真の集団作りへ

この自己肯定感が出てくると、例えば縦と横の関

係性の中で凝集性がでてきます。関係性が緊密にな

ってきます。その集団の中で皆が繋がってくる。特に

自己肯定感の強い子は、高校生の半ば位になると進

路を意識しますので、「私はやる」と腰を上げる。1 人

2 人が腰を上げると皆が繋がっているものですから、

連動して皆の腰が上がってくるのですね。それは自

分達で上げた腰なのです。教員によって無理矢理上

げさせられた腰ではないという事です。ですから、そ

の分だけちょっと、踏ん張りが効いているのかもし

れません。

このように、集団の中に凝集性があり、それぞれの

役割分担があり、その中でルールがあり、何か一つの

目標が出てくると、皆でそちらに向かっていくこと

ができる（画像 22）。この集団力が一番効果を発揮す

るのが、やはり大学受験期ではないかなと思います。

皆で一緒に支え合いながら、一生懸命頑張ろうと思

っている子達の邪魔は決してしない（画像 24）。
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高校 3 年生になると、こんなこと言う子がいるん

ですね。「私ね、朝早く来て勉強することにするわ」

って。すると「おー、やろう！」とみんなが賛同して

みたり。「先生ちょっとデッキ借りてくね」って言っ

て、何しているのかと思ったら空き教室に何人かが

集まってセンターのリスニングの練習している。そ

うなってくるとやはり教員の出番っていうのはあま

りなくなってくると思います。

そういう状況になって受験を乗り越えると、もう

すっかり学校がセカンドホームになっていて、結果

的に卒業式の日には嫁に出て行くような顔をして卒

業していきます。そして五月ぐらいになると、故郷が

恋しくなって帰ってくる。さらに、ここで経験したこ

とを次のステージで再現しようとする。その一連の

特色ある行動が、冒頭でお話しした「鷗友ブランド」

につながっていくように思います。

やはり私立学校ですから、進学実績は確かに重要

な要素かもしれません。ただ、しっかりとした個人と、

そしてしっかりとした集団を作れば、必ず結果は後

からついてくると私達はこれまで信じてやって参り

ました。

これからの私立学校というのは、「自分も良かった

から娘も託そう」とか、「姉が良かったから妹も入れ

よう」とか、「近所のお姉さんが鷗友出身で、ああい

うお姉さんにしたいからうちの娘も入れよう」とい

うような、長期的なスパンでのリピーターが帰って

くるような学校になっていかないと、これから難し

いのではないのかなと思っています。

だとすると六年間で、「いかに生徒達を自立できる

ように大事に育てていくのか」、「大事に育てた上で

鷗友ブランドの人材にしていくのか」ということが、

私達の大きなテーマということになります。今後と

も軸をぶらさないでやっていかなければならないと

感じております。

以上です。ご清聴有り難うございました。
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第１回-3 第３回高校生意識調査（福岡県・大阪府・東京都）からみる鷗友生

大阪大学大学院人間科学研究科教授 友枝敏雄

（友枝敏雄先生）

鷗友学園にお招きいただきまして、本当に有り難

うございました。この学校に来るのは今日が初めて

でして、ちょっと経緯を申し上げます。

実は、高校生の調査を 2013 年にやった時に、東京

都で鷗友学園の生徒さんに協力してもらったという

のがご縁です。

本当は社会調査の原則で、調査に協力してもらっ

た高校の名前は言わないことになっていますが、今

日は鷗友学園のデータが全部出てきます。もうオー

プンになってしまいますので、この点をご理解いた

だきたいと思っています。

今日は保護者の方もおられると思いますし、学校

関係の方もおられると思いますので、生徒さんがど

この学部に行ったらいいのだろうかという事がもし

ありましたら、遠慮なく聞いてください。文系につい

ては、大体ほぼ答えられます。「阪大に来なさい」と

は言いませんので。阪大もありますが、九大もいいで

すよとか言うかもしれませんが。もちろん、東京の生

徒さんは東京の大学に行っていただいていいのです。

今、大学があやしげな名称の学部をつくっています

ので、受験生にわかりにくい学部名が多いと思いま

す。こういう事をやりたい生徒がいるのだけれどど

うしたらいいのかとか。それから僕は留学の経験は

ありませんけれど、例えば外国の大学に行くのと日

本の大学に行くのとどっちがいいか。そういう事を

進路指導で聞かれることがあると思いますが、一般

的なお話はできるかなと思っております。

それともう一点は、高校の先生方にはあまり関心

がないかもしれませんけれど、2015 年 6 月 8 日に文

科省の通達がニュースとして報道されました。国立

大学の教員養成系・人文社会系の廃止という内容で

す。これに関して、私の個人的な見解になりますけれ

ど、人文・社会科学あるいは国立大学・私立大学すべ

ての文系学部の将来予測については確定的なことは

言えませんが、まぁこんな感じかなぁという予想ぐ

らいはできるかと思います。

それで、45 分程度、私の大学での講義のような雰

囲気で喋りたいと思います。大学では私はもうロー

トルの方ですけれども、大学でどんな講義している

のかなっていう感じで聴いていただければと思いま

す。

１．過去３回にわたって実施してきた高校生調査の

概要

今日お話するのは、第３回高校生調査というもの

をやりまして、その全体的な分析結果と、後半の方で

鷗友学園の生徒さんの意識調査の結果について紹介

して、鷗友学園の生徒さんはどういう特色があるの

かという事をお話したいと思います。

念のために申し上げておきます。今日は全て、パー

セントで分かるようになっております。難しい統計

学は使いませんので、ご理解いただけるのではない

かと思います。

どうしてこういう調査をやったのかという事をお

話ししたいと思います。実は 2001 年から私は高校生

を対象にして意識調査をやってきています。お手も

との資料の 1 ページに書いてありますように、2001

年に第 1 回調査をやり、それから 2007 年に第 2 回

調査を、そして 2013 年に第 3 回調査をやりました。

調査というのはお金とか時間がかかりますから、

2001 年の時は九州大学にいたので、近いところでと

いう事で福岡県下でやりました。それから第２回調

査は、2007 年に福岡県と大阪府でやりました。第 3

回調査は、資料の 2 ページにあるように、福岡県と

大阪府だけじゃ面白味がないと思い、東京都の高校

にも協力してもらいました。この東京都の 10 校の 1

つが鷗友学園だったという事です。

最初に言い忘れましたけれど、僕の専門は教育学

ではありませんが、社会学でこういう事をやってい



11

ます。念のため申し上げますと、高校生の調査をやっ

ているのは、社会学を専門にする人と教育社会学を

専門とする人たちです。有名な教育社会学者をあげ

れば、東京でいうと東大の教育学部の本田由紀先生

がやっておられます。

まず、調査票調査とはどういうものかご紹介しま

す。ここにあげたように（p.1）、「国勢調査」「官庁統

計」「内閣支持率」「視聴率」、これらの言葉をあげる

と、皆さんにわかりやすいので、それでイメージして

いただこうと思います。

最近、国勢調査を記入された方もあると思います。

あれは非常に簡単なものですね。これは国の指定統

計ですから、義務です。国際比較は非常に難しいので

すが、日本の場合かなり正確に人口が把握されてい

るのではないかと思います。市役所の人に聞いたら、

いわゆるホームレスの人たちにも市役所の統計課の

人たちが調べに行くと言っていました。

それから官庁統計というものには家計調査などが

あります。これは、全国から選んで行う非常に丹念な

調査です。記入する方は大変です。

そして皆さんに馴染みがあるものは内閣支持率で

すね。これ新聞社がよくやっています。ご存知と思い

ますけれども、あくまで経験則ですが、内閣支持率が

20%を切ると内閣は大体退陣します。森喜朗元首相

も 20%切って自分で辞めると言った記憶があります。

最後に視聴率ですね。これは民放のテレビ局にと

って非常にクリティカルなものです。最近の状況は

分かりませんけど、かつてはゴールデンの時間帯の

番組は視聴率 10%というのがスポンサーからの要求

でした。10%の視聴率が取れないとまずいというこ

とです。9.何%だとか、10%切り始めると、番組をや

める、切り替えるという事です。今はすごく進んでい

まして、瞬間視聴率っていうのが出ます。私は見たこ

とないですけれど、テレビに備えつけてあるようで

すね。だから紅白歌合戦の時でも、誰の時に一番視聴

率が上がるかという調査があります。もちろん、裏番

組との兼ね合いもあるのですけれど。

それでは、高校生調査では何をやっているかとい

うと、今、本を回覧していますけれど、本の最後に調

査票をちょっと小さくして付けてあります。調査方

法は自記式、生徒さんに自分で記入してもらって行

います。また、集合調査法となっていますが、ロング

ホームルームの時間などに記入してもらうという方

式です。

10 分か 15 分で記入する調査票なんて当てになら

ないという感想があります。たしかに、非常にいい加

減に書いている調査票は除きますけれど、使えない

調査票は 5%より少ないと思います。一昨年は調査票

を全部、院生諸君にも手伝ってもらってチェックし

ました。1 日中ずーっと見ていると、半分きれいな調

査票とかがあります。前半はきれいに書いてあって

後半は白紙とか。大体、調査票全体の 95%以上はき

れいな記入の調査票で、データ分析に使えます。

もう一つ申し上げますと、もちろん本人の氏名は

出てきません。何々高校の何組かというのは分かる

ようになっています。調査票を出す時は担任の先生

に集めてもらいますので、自分の書いた物を見られ

ると嫌だという事もあるので、最近は封筒に入れて

もらっています。それを先生なりに渡してもらう。で

すから開けてみたらまるっきり白紙というのも稀に

あります。

ロングホームルームで書かされるから、もうこれ

も死語ですが、生徒が「ぶりっ子」（「ぶりっ子」とい

うのは松田聖子以来の言葉です）で書いているのじ

ゃないかっていう問題は否定できませんけれど、わ

りと率直に書いてくれています。

それで今回の調査でちょっとエピソード的なこと

申し上げますと、最初のところで性別を聞いている

のですが、高校の校長先生に調査をお願いに行った

時、「今、性同一性障害っていうものがあるから、ち

ょっとこれは困るのですけれど」って言われた学校

がいくつかありました。これは 2007 年調査までは言

われませんでした。それで、「であれば、そういう人

は未記入で良いですよ」という事で、2013 年調査で

は対応したのですけれど、トラブルにはなりません

でしたし、現実には問題は起こりませんでした。性別
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は、あとで分析するときに非常に重要な変数なので

すね。女性の進学希望と男性の進学希望も見ていか

ないといけない事だし、高校生の考えているその後

の生き方の違いも、男性・女性で違いを見たいので。

調査の概要について、もう一つお話すると、私がな

ぜ第 2 回調査、第 3 回調査をやるようになったかと

いうと、第 1 回調査をやった後に、私は大阪大学に

異動して、大阪大学の教育学を専門とする先生方の

研究会で喋ってくれと言われて喋りました。面白い

分析結果だと褒めていただいたのですが、ある先生

が言われた言葉がぐさっときました。「これはどうせ

九州のデータでしょう」って。「この野郎！」と思い

ましたね。データで勝負する人間からすると、データ

を取らない限り、その批判に答えられないわけです。

だから本当に九州っていう地域差が作用していて、

「九州って男尊女卑が強いからこういう結果になっ

ているのではないか」ということを検証するために、

「じゃあ大阪でもやってみましょう」っていう事で

第２回調査を、福岡と大阪でやったわけです。

その結果、今日はお話しませんが、思った程地域差

は出てきませんでした。それから今回（第３回調査）

は東京でもやりましたけれど、やはりそんなに地域

差大きく出てきませんでした。強いて言うと、福岡の

高校生の方が将来描く職業に女性が女性的な職業を

選ぶ傾向がちょっとあります。看護師とか、栄養士と

かですね、女性が選択しやすい職業と昔から言われ

ていたものの比率が、ちょっと高いのかなというく

らいです。

もう一つ申し上げますと、これも、今日はお話でき

ませんので、先取りして言うと、2013 年に大阪と福

岡と東京でやりましたけれど、福岡と東京は似てい

て、大阪はちょっと違っていました。どういう事かと

いうと、詳しいデータは出しませんが、大阪の方は割

と伝統的価値観が強くて、それと比較すると福岡と

東京はどちらかというとリベラルです。相対比較で

すから絶対リベラルとは言えないのだけれど、東京

の方がもっとリベラルな感覚が出るかなと思ったら、

福岡と東京が似たりよったりで、大阪の方がちょっ

と伝統的な感じが強い。

もう一つ調査のことで言いますと、なぜ高校 2 年

生でやったかと言うと、一番学校に適応している時

期じゃないかなという事と、2 年生が相対的に一番協

力を得やすいかなという事で、2 年生にお願いしまし

た。

資料の 2 ページの、「（４）第 3 回調査の目的」と

いうところを見てください。①「3 時点 12 年間の趨

勢を明らかにする」。②「福岡県・大阪府のみならず

東京都でも調査を実施して、日本社会の縮図となる

ようなデータにする」という事です。それから③「東

日本大震災と原発についての高校生の意識を明らか

にする」という事で、こういう調査をやりました。

これは、『リスク社会を生きる若者たち』を紹介し

た文章です（p.2 下部）。ちょっと読みますね。

本書は 2001 年に第 1 回調査を実施して以

来、6 年ごとに実施している高校生調査のデ

ータの計量分析の結果を、第 3 回調査を中心

にしてまとめたものである。本書の特色は次

の 2 点である。第 1 は、3 時点 12 年間のデー

タの分析によって、21 世紀に入ってからの高

校生の「規範への同調傾向の高まり」と「保

守化の進行」を明らかにしたこと。第 2 は、

第 3 回調査で実施した「震災・原発」に関す

る意識の分析から、「文系の生徒よりも理系の

生徒の方が原発支持である」、「女子生徒の方

が男子生徒よりも脱原発志向である」

女子生徒の方が原発を支持しないという非常に面

白い結果が出ました。

今日お話するのは第 1 のところです。「規範への同

調傾向への高まり」という事と「保守化の進行」とい

う事をお話していきたいと思います。

それで、我々の研究の強みは何かというと、次に書

いてある通りです。

日頃、私達が若者に対して何となく抱いてい
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る感覚を、意識調査のデータにもとづいて客観

的に解明することを試みた書籍である。

つまり数字で示すという事です。おそらく、若者論

とか評論家が言っていることは、ほとんど外れてい

ないのですけれど、では数字にしたらどうなるか、と

いう事ですね。それと、我々の場合、3 時点 12 年間

の調査結果を見ていますので、ある程度客観的なこ

とが言えるようになったというところです。

２．規範意識への同調傾向

それで今日お話する 1 つは、規範意識への同調傾

向という事です。3 ページから 4 ページにあげてい

ます。実際の調査票ではもうちょっと丁寧な文章に

なっているのですけれど、「公共の場での化粧」とか

「地べたに座る」などいくつかの日常生活場面での

行動をあげて、4 段階で生徒さんに答えてもらってい

ます。「抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」「あまり

抵抗を感じない」「抵抗を感じない」という 4 段階で

す。これを３時点間で見ています。グラフの左側の 2

つのカテゴリーを見てください。例えば公共の場で

の化粧で言いますと、2001 年は、「抵抗を感じる人」

が 22.3%、「やや抵抗を感じる人」が 31％程度です。

これが 2001 年から 2007 年、2013 年では、どうな

っているかというと、一目瞭然ですけれど、2013 年

では「抵抗を感じる」生徒が 39.0%、「やや抵抗を感

じる」生徒が 34.5%ですね。

「公共の場での化粧」「地べたに座る」「電車やバス

内での携帯電話」「降りる人を待たずに乗る」「年上へ

のタメ口」、これらの抵抗感が高まっているという事

です。もちろん、我々大人でもそうですが、こんなこ

とやっちゃいけないよって言いつつ、悪いことをす

るというのは人間の常です。高校生の意識がこうだ

からといって実際の行動がどうなのかという疑問は

あります。しかし、今回はそういう抵抗感を持ってい

る生徒さんに「そういう行動をするのか、しないのか」

と聞いたら、やっぱり関連が強いです。ぴったりとは

いかないですけれど、抵抗感が強い人はそういう行

動はしないと答えていますので、意識だけが変化し

ているという事ではありません。我々はそう見なく

てはいけません。

そうしてみると、「公共の場での化粧」「地べたに座

る」「電車やバス内での携帯電話」「降りる人をまたず

に乗る」「年上へのタメ口」ということに抵抗を感じ

る人が増えているということです。これをもって

我々は、規範意識への同調傾向が強くなってきてい

ると考えています。

もちろん、どういうメカニズムで生徒さんが記入

したのかについては、ちょっと忖度できません。「先

生に怒られるから、まずいから丸をつけよう」とかし

ているかもしれません。ただ、これだけの数値が上が

ってくるということは、調査は 6 年ごとにやってお

り、生徒さんは 3 年経つと全員入れ替わっています

が、生徒の意識が変わったと考えた方がよいだろう

という事ですね。

それであんまり変わらなかったものが残りの 2 つ

です。「プライバシーへの侵害」という質問項目と、

「自分の都合を優先させる」という質問項目は、3 時

点で、そんなに変化していません。

念のために、次のカラーになった 5 ページから 6

ページのところは大阪のデータです。大阪のデータ

は 2007 年と 13 年しかありませんが、福岡と同じよ

うに集計結果を出したものです。これも 13 年でかな

り右側にぐっと上がっていっていますので、大阪で

も福岡と同じような感じです。全体の比率も、福岡と

大阪と大きな違いはないと思います。

この本の中で院生の一人が書いてくれた解釈が載

っています。これは一つの考え方で、我々研究仲間全

員が賛成しているわけではないのですが、解釈とし

てこう書いています。文科省が、今、道徳教育という

のを非常にうるさく言っているが、我々の調査から

見ると、むしろ規範意識が上がってきていますので、

道徳教育をやる必要は、あまりないのではないか、そ

れでは何をやれば良いかというと、後で鷗友学園の

お話のところでも出てきますが、学校へ適応してい

るかどうかです。こちらの方がむしろ大事です。学校
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生活に満足していて、学校に適応している子は、基本

的に学校生活が楽しい。そうすると規範意識も上が

ってくるという事です。

第 2 章の執筆者自身は、実を言うと道徳の教科化

も必要だと書こうと思っていたのです。ところが、デ

ータを見て、結論としては言えないという事になり

ました。これがデータ分析の面白いところです。再度

繰り返しますが学校生活への適応度が高いという事

は、学校への満足度が高い、そうするとそれで、勉学

も部活動も一生懸命やるから規範意識も上がってき

て、それと同時に逸脱行動も減ってくるという事で

す。マスコミ等では最近の若者の規範意識が非常に

下がってきているっていう言い方をしているのです

けれど、データにあらわれた規範意識は高いという

事です。

３．保守化の趨勢

次は保守化のお話です。7 ページからです。「高校

生調査における社会観に関する質問文（下の文章は、

実際の質問文より少し簡略にしている）」のところで

す。我々が意識調査をする際の非常にクリティカル

な問題なのですけれど、質問文によって回答が変わ

ってきます。理系の実験のように、こういう刺激与え

れば一発で同じ反応・結果が得られるという風には

いかないのです。質問文によって回答の分布が動き

ます。ですから心理学などで意識・態度を測定する時

は必ず同じ質問文を使います。そうしないと使えな

いのですね。

調査では、大体全質問項目の 2、3 割は失敗するも

のですが、社会観に関する質問は上手くいったもの

です。社会観という事で 7 つ聞きました。そして「賛

成」と「やや賛成」との合計を多い順に並べています。

非常に明瞭なのは 2番です。次いで 5、6番ですね。

「太平洋戦争の件で日本は謝罪すべきだ」という項

目への賛成は、2001 年の 64.5％から 2007 年の

49.7％を経て、2013 年の 39.6%へと、下がってきて

います。それに対して、当然同じ心理的メカニズムで

すが、5 番目の「日本の文化・伝統は他の国よりも優

れている」については、2001 年の 29.6％から 2007

年 38.7％を経て、2013 年の 55.7％へと上がってき

ています。一般的にはナショナリズムは悪いことで

はない。愛国心を持つっていう事それ自体は、僕は悪

いことではないと思います。

それから 6 番目。法律が変わりまして、今は義務

化されていますので、こういう質問自体が難しくな

ってきているのですが、「行事の際に、国歌・国旗を

用いるべきだ」についても、2001 年の 17.7％から

2007 年の 26.1％を経て、2013 年 39.1％へと上がっ

てきていますね。これは福岡の調査です。東京の

2013 年も似た傾向を示していますし、大阪の 2007

年と 2013 年も同じ傾向です。それは 8 ページに書

いてあるのですが、「保守化の趨勢は、大阪調査デー

タにおける 2007 年から 2013 年への変化でもみられ

た」という事です。

こういうデータから＜保守化が進んでいる＞と言

って良いのかどうか、正直良い言葉がないので困り

ますが、ここで＜保守化＞には 3 つぐらいの水準が

あるという事を申し上げておきます。

1 番目は現状肯定思考です。こんなに非正規雇用労

働者が増えているのに、高校生は結構、現状に満足し

ています。それから 2 番目は、日本賛美というか伝

統尊重の姿勢であり、これは日本の文化・伝統は他の

国よりも優れていると考えているという事です。3 番

目がいわゆる右傾化といわれるナショナリズムです。

戦前的なナショナリズムと微妙に違うのではないか

と思うのですけれど、意識調査のデータでそこまで

細かくやることはできないですね。

ただ、現在のナショナリズムというのは、滅私奉公

的なお国のためのナショナリズムであるというより

も、＜私＞を前提にしている、＜私重視のナショナリ

ズム＞ということが言えるのではないかと思います。

それをきちんと分析することは非常に難しいところ

です。先ほどの 3 つの水準のうちの、現状肯定意識

で回答しているのか、それともナショナリズム的な

意識で回答しているのかどうかは、データからはは

っきりとはわからないわけです。
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ちょっとエピソードを申し上げますけれど、私が

大学で学生さんとゼミをやっていて盛り上がる話題

は何かと言うと、安保法制ではありませんでした。学

生はほとんど無視していました。「あんなことやって

何になる」、「就活に響いたら困るわ」という感じで、

ほとんどの阪大の学生は興味を示しませんでした。

法学部の学生に授業で色々と聞いたら、やっとやっ

ぱりまずいと言っていました。

数年前にゼミで、学生がヘイトスピーチの話をは

じめたら、なぜかよくわかりませんが、他の学生が関

心を示したという経験があります。逆に、マルクスの

話なんかしたら、もうシラーっとします。『共産党宣

言』もしらけます。我々が学生の頃は、別に社会主義

に興味なくても『共産党宣言』は必読書だったわけで

すよね。一応読んでいました。けれども、今は「マル

クスって何ですか」って感じです。

ということで、＜保守化＞という場合、3 つぐらい

のレベルがあることをおさえた上で、一応＜保守化

＞という言葉で呼んで考えていこうと思います。も

ちろん、今回の安保法制に対する反対運動の中で、高

校生や、大学生の意識がどのように変わってきてい

るかということについては、何とも言いがたいとい

うのが率直な感想です。

４．鷗友学園女子高校生について

次は 10 ページです。鷗友学園女子高校生について

の集計結果が、11 ページから 16 ページまでありま

す。これは非常に高校の特色が出ていると思ってお

ります。単純集計ですが、まず学校、学習への意識と

いう事ですね。

11 ページにありますが、問 8a。一番上が鷗友学園

の集計データ、真ん中が東京 10 校、ここには鷗友学

園も混じっています。一番下が福岡、大阪、東京 26

校で出したものです。問 8a「受験戦争は人間性をゆ

がめる」という質問項目に対して、鷗友学園の生徒さ

んは「そう思う」というのは東京 10 校に比べて非常

に低いですね。東京 10 校と福岡・大阪・東京 26 校

はほとんど差がありませんので、全国的にはこうい

うレベルであるのに対して、鷗友学園の人たちはそ

う思っていないという事ですね。

それから問 8c。「勉強が何の役に立つかわからない」

という質問項目に対して、「そう思う」「どちらかとい

えばそう思う」に回答した生徒さんが鷗友学園の場

合、それぞれ 4.9％と 19.9％ですから、全国平均に比

べてかなり低いという事ですね。

このデータから見る限り、非常に勉学意欲があっ

て、10 ページにも書いてありますけれど、「勉強に前

向きで、受験戦争に対してもネガティブな意識が低

い」ということですね。つまり受験勉強に肯定的な意

識を持っている。これは注記のところにも書いてお

りますが、「他校生徒に比べて」という条件付き命題

です。他の学校に比べるとこういう傾向が出ている

という事です。

それから 12 ページ、問 8g「役に立たないにせよ、

わかること自体が面白い」という質問項目に対して、

「そう思う」と「どちらかと言えばそう思う」がそれ

ぞれ 36.7％と 49.4%です。勉強することというのは、

やっぱりこういう側面が大切ですね。

極論すれば、文系を出て企業に就職するのだった

ら、サイン、コサインなんていらないですよ。二次関

数もいらない。数学者の広中平祐氏はコンシューマ

ーズ・アルジブラ（消費者の数学）、つまり、レジで

ちゃんとお金を払っておつりがもらえれば、それで

充分だと言っていましたが、こういう考え方が多い

中で、鷗友学園の生徒さんは「役に立たないにせよ、

わかること自体が面白い」と考える人が非常に多い。

東京の方が全国よりもちょっと高いのですが、東京

10 校に比べても高い。たしかにこういう知的喜びと

いうものは、教えられるものではないし、個人個人で

感じるものでしょう。しかし鷗友学園の生徒さんた

ちの多くは、勉強を通して知的喜びを感じているよ

うです。

それからもう一つは、社会満足度ですね。問 8g と

問 8h を見ると、鷗友学園の生徒さんは勉強において

分かることに意義を見いだし、学校外の生活よりも

学校での生活が楽しい。先程言いましたように学校
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に適応しているかどうかという事は、我々のいうデ

ータ分析からすると規範意識の醸成にとって非常に

大事なことです。「学校外での生活よりも学校内の生

活が楽しい」って言っている人の方が規範意識が高

いというのは当然です。それはもう当たり前といえ

ば当たり前ですが、学校に適応することは教育の基

本です。

社会満足度、問 13b と問 13c ですね。問 13b「学校

の規則への満足度」について、鷗友学園は満足度が高

い。鷗友学園の校則が厳しいかどうかについては、私

には十分にはわかりませんが、満足度が高いです。そ

れから問 13c「学校教師への満足度」も、東京 10 校

に比べても高い。それから、問 13d「学校の友人関係

も満足している」というのも、鷗友学園の生徒さんは

高いですね。

ところが、面白いことに、問 13e「生活全般への満

足度」、問 13ｆ「日本社会への満足度」については、

そんなに他校と違いがないですね。

次に少しトピックがかわりますが、もう一つ面白

いのが、性役割の意識ですね。問 14a を見てくださ

い。高校生にこんな事を聞いて、どこまでリアリティ

があるのかわからないという側面も否定できません

が、「結婚後のライフコース」です。「結婚後も仕事を

継続する」のか、「結婚後家庭に入る」のか、「出産後

家庭に入る」「出産で休職、子供の成長後復職」「その

時に考える」「結婚するつもりはない」。

実を言うと、この手の質問項目は同じようなもの

が一杯あります。一番使いやすくて、回答者にも誤解

が少ないものを使っているわけですが、これで言う

と、鷗友学園の生徒さんは、「結婚後も仕事を継続す

る」が 44.6％となっていまして、この意識が非常に

強いです。これはいわゆる進学校の女子生徒に必ず

出てくる傾向です。

それから次は、問 15a。いわゆる伝統的な性別分業、

性別役割分業を我々が意識調査で聞く時は、「男性は

外、女性は家庭」に対して賛成ですか、それとも反対

ですかという聞き方をします。これを見ていただく

と、鷗友学園の生徒さんは、「そう思う」と「どちら

かと言えばそう思う」がそれぞれ、0.7％と 5.6%です。

東京 10 校は 6.4％と 17.3％で、全国の数字は東京 10

校よりちょっと低い。鷗友学園は、東京 10 校・全国

26 校と比べて、かなり低いですね。

先程校長先生にご挨拶した時、この質問文に関す

るエピソードをお話しました。ある高校でこの質問

文を配ったら、綺麗に回答してくれたのですけれど、

ある女子生徒から、「こういう差別的な質問は困りま

す」というコメントがずらーっと書いてありました。

別に僕らには差別を助長する意図はありません、こ

れと逆の問 15ｆ「外で働く仕事は家事よりも大切」

という質問項目も入れています。こういう意識調査

をやる時は反対の意見も入れておくのです。人間の

意識って必ず綺麗には出てきません。両方に賛成す

るという回答も出てくるわけですね。矛盾した気持

ちをどうやって分析するかという事が、データ分析

の難しさでもあり、醍醐味でもあります。

今、ご紹介しましたように、データ分析の立場から

いうと、10 ページに注記しましたように、「他校生徒

に比べて」、鷗友学園の生徒さんは、ジェンダー観と

して、性別分業規範に批判的で、きわめてリベラルな

価値観が強い。それから問 14ａ・問 15e に示されて

いるように、鷗友学園の生徒さんは、一生仕事を続け

たいという意識が他校生徒に比べて強い。

５．高校生と政治

最後に高校生と政治という事で、まとめのような

話をしようかと思います。高校生の意識だけが右傾

化していると言っては、まずいだろうと思います。

毎年、内閣府が外交に関する世論調査っていうの

をやっていまして、「現在の日本と中国との関係が良

好だ」と思っている人が、2000 年代はじめくらいま

では 46.9%いたのですね。これが今、平成 24 年、25

年になると、それぞれ 4.8%、6.8%です。「良好だと

思わない」人が平成 24 年の 10 月で 92.8%です。色

んな原因がありますが、おそらく尖閣列島の問題が

からんでいるのでしょう。大人の方でも日中関係は

あまり良くないと思う人が多いと思います。
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ちょっと補足しておきます。7 ページの「５．日本

の文化や伝統は他国よりも優れている」への賛成意

見が上昇していること、これ自体は好ましいことで

すね。日本の文化の良いところ、ジャパネスクという

か和風とか、これは良いのですけれど、我々が心配す

るのは、町おこしとか、一村一品運動とか、日本一運

動とかが行われている。それはどういう事かという

と、私の理解では、日本が経済的に中国に対抗できて

いれば、文化に焦点をあてることはないのではない

かという事です。アイデンティティの拠り所をどこ

に求めるか、これが問題です。おそらく、今、経済的

に中国に負けかかっている、だからこそ文化にシフ

トしていくのですね。日本文化の尊重をするという

ことは、基本的に良いことだと思いますけれども、ど

うも以上のようなメカニズムが働いているのではな

いかと解釈しています。

最後に、高校生の政治という事で、選挙権年齢の引

き下げと若者の投票行動というところです。これに

関しては非常にありきたりなことしか申し上げられ

ませんが、我々社会学者や政治学者はずっともう院

生くらいの時から考えているのですが、広い意味で

の民主主義に代わる良い意思決定のシステムは、今

もって誰も思いつかないのです。これをまず前提に

してください。どんどん決定し、実行していく君主が

出てきた方が良いと思うとか、江戸時代の名君のよ

うなものが出てきた方が良いって言われたら、我々

はちょっと待ってくださいという事です。デモクラ

シーをどういう制度で実現していくかは別として、

民主主義に代わる制度は、どうしても、今、思いつい

ていない。

そうすると、ここは高校の「政治・経済」の授業な

どで、「代議制民主主義の中で投票するという事は権

利であり義務である」ということを、しっかり教育し

てもらうしかないでしょう。若者の投票率が低いと

いう現状がありますので。

今の意思決定の方法として、代議制というシステ

ムは仕方がない。日本の人口は 1 億何千万人ですか

ら、直接民主主義なんてできっこない。社会科学をや

っている連中の多くは、たぶん民主主義が良いと言

うと思います。ここからは個人的な意見ですが、それ

で、どこが問題かっていうと、結果論ですが、小選挙

区制は民意の反映としては問題がある。死に票が多

い。有権者の 4 分の 1 の支持で政権を握れるわけで

すから、これ自体が問題です。

イギリスのような 2 大政党にしたいということで

小選挙区制を導入したのですけれど、どうも日本に

は向いていないのではないかという事です。私くら

いの年代の人だったら知っていますが、昔は中選挙

区制というのがあった。1 選挙区から自民党が 2 人

出たとか派閥同士が喧嘩するとか。3 人の選挙区だっ

たら自民党 2 人、社会党 1 人が当選する。比較の問

題ですけれど、あっちの方がまだ民意は幾分反映さ

れたという事ですね。もちろん、全部、比例代表にし

てしまえば、非常に良いのですけれど。

それから、参議院が問題です。上から目線でよく

「参議院は良識の府」と言います。衆議院と違うって

いう感覚がある。世界の国々を見ると、上院下院と二

院制の国も多いですが、それぞれ役割分担をしてい

る。ところが今の日本はそうなっていない。参議院は

どうしたら良いだろうかというのが一つ問題です。

以上で、今日お話したいことは、これですべてです。

それでは、せっかく時間がありますので、私の答えら

れないような質問を出していただいてもかまいませ

んので、どうぞご遠慮なくご質問ください。

（司会 五十嵐）

質問のある方は、挙手をお願いします。

（参加者）

お話ありがとうございます。データの読み方を教

えていただきたい。まず、鷗友学園と他校を比べたカ

ラーのグラフ（p.11～）ですが、他の学校は皆、女子

校ということで調整されているのでしょうか？

（友枝）
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調整しておりません。我々は女子校同士で比較す

るということは考えていなかったので、男子も入っ

ています。ここでは、鷗友学園が東京全体・全国とど

う違うかっていうことを見て下さい。

（参加者）

各都道府県で 10 校ほど選ばれていますけれども、

学力レベルがバラバラなのか、それとも何か調整さ

れているのか。要はこの鷗友学園の結果が鷗友だか

らこういう結果なのかどうか。今の話だと男女調整

されていないってことなので、女子だっていう影響

も、特に結婚観とかそういうとこもあると思います

し、あるいは学力レベルへの違いっていうのも出て

くると思うのですが。

（友枝）

今日は時間がなかったので省略しましたが、学校

タイプを「普通科Ａ」と「普通科Ｂ」と「職業科」の

３つに分けています。高校生を対象にした調査では、

4 つか 3 つに分けることが多いですね。

「普通科Ａ」というのは、「高等教育進学率が 90%

以上で、いわゆる難関大学への進学者数がその都道

府県で上位にある学校」。「普通科Ｂ」というのは、教

育学のほうで進路多様校とも言いまして、「普通科だ

けどあんまり難関大学に進学しない高校」です。それ

からもう一つは「職業科」です。工業高校とか職業高

校ですね。福岡で第 1 回調査をやるときから、この

学校タイプは意識してやっておりました。今日はそ

の話はしませんでしたが、この学校タイプによる意

識の違いっていうのは、結構大きいです。

教育学の言葉で「トラッキング」という言葉があり

ます。陸上競技でもトラックと言って決まった走路

がありますね。あれと同じで、どこの高校に入るかに

よって将来の進路が決まってくる。もちろん、入る前

の学力の問題もあります。もともとの学力の問題で

そうなるのか、入ってからの高校生活 3 年間でそう

なるのか、どちらの要因が大きいかという問題はあ

りますが、トラッキングの効果があることは事実で

す。

我々の本のメインの分析はそれをやっているとこ

ろです。

（参加者）

ありがとうございました。冒頭でおっしゃったよ

うにそもそも、学校名は本来特定されない調査なの

ですよね。この結果を見て鷗友学園って、自分の娘が

いっている学校すごいなって一瞬思いますけど、変

な言い方ですけれど、特に鷗友だからこういう結果

っていうよりは、例えば今おっしゃった、普通科Ａの

上位校だからこうだとか、あるいは女子高だからこ

ういう傾向だという風に本来は解釈すべきというこ

とでいいのでしょうか。

（友枝）

どの要因が強いかは分析しないといけないでしょ

うね。これも我々研究者に男性が多く、男性と女性の

違いを分析する意識が弱いから、そういう視点での

分析をやってないというところです。調査対象の学

校には共学校も入れていますので、女子校だけで取

り出して分析するには、ちょっと数が少ないという

問題もあります。

（参加者）

カラーのグラフにつきましては、普通科Ａだけで

取ったわけではないと考えればよろしいわけですね。

で、その普通科 A、普通科Ｂ、職業科っていう比率が

どうなっているかっていう事については、この場で

は非公表でしょうか。

（友枝）

数はこの本に書いてありますがちょっと説明しま

すと、できるだけ全国の標準に合わせようとしたの

ですが、実際にはなかなか合わせるのが難しいので

す。例えば、ある高校にお願いをするときに、「4 ク

ラスだけお願いします」って依頼するのは難しいで

す。全クラスかゼロか、オールオアナッシングなので
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す。そうすると全体として、微妙にずれてきます。

結果として、福岡県は職業科が 24.1%ありますが、

我々のデータでは 20.8%です。残りが全部普通科と

考えてください。大阪府は大阪全体が 16.4%、我々

のデータでは 16.2%です。東京都は、職業科が 11.0%

で、我々がとったデータが 26.4％という事で職業科

が多い。こういう事になっています。

（参加者）

東京都は全国で唯一、都立高校生よりも私立高校

生の方が多いという特異な都道府県なのですが、そ

ういう部分で東京都のデータが例えば福岡や大阪と

違う傾向は見えるものでしょうか？

（友枝）

すごく良い質問ですけど、我々はそういう問題意

識は持ってなかったので、そういう分析はしていま

せん。すみません。

（参加者）

全然違う観点ですけれども、鷗友学園との比較の

ところの最後の方のグラフのところ、12 ページの一

番下に「学校の外での生活が楽しい」っていう質問に

対して、鷗友の生徒さんの結果は、「そう思う」と「ど

ちらかと言えばそう思う」っていうところの数が非

常に少なくなっていますね。冒頭の弓削多先生のお

話の中で、鷗友さんでこういう風な教育実践をされ

ていらっしゃるっていう事が出ているのですけれど、

この「学校外での生活が楽しい」っていう比率が小さ

い、鷗友さんみたいに学校外の方が楽しいっていう

数が少ない学校って、言葉悪く言っちゃうと、内弁慶

の生徒が多いというような言い方はできますか？

（友枝）

そう言うためには、内弁慶の尺度を取らないとい

けないですね。そこまで我々のデータでは取ってい

ません。ただ、「学校外での生活が楽しい」の比率が

低い学校ほど規範意識が高いです。だから見た目か

もしれないけれど、非常に真面目な生徒が多いとい

う風にははっきり出ております。これは地域には関

係ありません。

（参加者）

16 ページの問 15g ですが、「結婚しても子ども不

要」っていう子、鷗友生にすごく多い。76%です。た

ぶん教育社会学的にも割と親と子供の学歴が比例す

るようなことが言われていて、鷗友のような優秀な

生徒さんは子供を持ちえない可能性が高いっていう

風に判断して良いのかなと思ったりもしたのですが、

要するに子供をもうける素晴らしさのような教育を

もしかしたらこれからしていかないといけないと、

そういう話になってくるのかなって。このあたりの

データについて、先生からもそうですけど、鷗友学園

の方どう考えているのか、お聞きしたい。

（友枝）

これはですね、少子化対策をどう考えるかという

事ですね。戦前のように「産めよ増やせよ」っていう

のは、現代では言いづらいですよね。フランスなんか

見ていると婚外子を全部認めています。それで、出生

率が上がってきているのですね。今、日本の場合、婚

外子は非常に不利益を被っています。だから、そうい

う法的な整備をしていく必要があるかなと思います。

（参加者）

今、待機児童の問題とかすごく言われていて、現場

の実感として、働いているとなかなか子供を持ちづ

らいっていう風な意識が高校生の間に広がっている

という感じがあります。

（友枝）

ちょっと違った事例ですけど、私が九大・阪大で見

ている高学歴女性ですね、非常にわずかな事例です

けれど、彼氏がいることは求めるのですが、しかし結

婚はあんまり考えていない。これが高学歴女性の、家

族というものに対する一つの考え方かなと思います。
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昔のように完全に彼氏はいらないという考え方では

ありません。

（吉野）

お答になるかどうかわかりませんけれども、中学 3

年生の社会科の時間に、今の社会の中で女性がどう

いう形で、働いているのか、生きているのかという事

をかなりしっかりと学んでいて、自分達はどう生き

るのかっていう事について色々とディスカッション

をしたり、発表をしたりしております。そういう中で、

現在の日本の社会の中で女性が子供を持ちながら仕

事と両立させていくというのは、やはりなかなか厳

しい状態がある。今、中学生、高校生の段階で、色々

考えていることは、これから自分はどう生きていく

か。目の前にその相手がまだ見えていない状況の中

では、どういう仕事をして生きていくのかっていう

事の方に重点が置かれていて、まだ結婚をする、子供

が産まれるという事に、意識が及んでいないのでは

ないだろうか、という風にこのデータを見た範囲で

は考えました。

それから、先程のお話の中で、学校への適応ですが、

学校の中の方が楽しいと。それにも一言、お答えして

おきます。私達も今の鷗友学園の生徒は規範意識が

逆に高すぎる、学校が好きで適応して、一生懸命にや

ろうという前向きになっているのは良いのだけども、

学校の中だけで完結してしまいがちになっているの

ではないかという危惧をもちました。で、3 年程前か

ら、「自分の枠を超え、学校の枠を超え、日本の枠を

超え、世界に羽ばたけ鷗友生」というスローガンで、

学校の中だけではなくて、外にも沢山の学びの場が

あるのだから、どんどん外に出ようというアピール

をしております。

でもその前提にあるのは、最初に弓削多がお話し

たような、一つの社会の中で、集団の中で、そこに適

応しながら、頑張って生きていこう、仲間と一緒にや

っていこうという、そういう意思がまずあって、それ

を外に広げていくことによって、どこに行っても活

躍できるという状況なると思いますので、とりあえ

ず、学校が大好きで、そこの社会の中で、自分の在り

方というのをきちんと持てるという子供達の姿とい

うのは望ましいという風にも考えております。

一つ、お願いしたいのですが、友枝先生は 6 年に

1 回、大学として、研究室として、こういう調査をし

ていらっしゃいます。全部自費というか研究費の中

でやるわけです。ですから非常にデータが少ないの

ですね。今までご質問があった幾つかは、もっともっ

とデータが沢山取れれば、そのご質問に答えられる

内容だという風に考えています。そういう意味でい

うと、例えば、こういうような呼びかけがあった場合

には、是非多くの学校さんに協力をしていただいて、

色々なデータを取りながら、その中で、比較検討をし

ていく。最初に私が申し上げましたように、入口と出

口の数字だけではなく、学校教育がこれからどうあ

るべきかという事についてこういうデータを基にし

て考えていくことが、これからの日本の教育にもプ

ラスになっていくのはないかと思いますので、この

ような呼びかけがありましたら、是非、多くの学校で

ご協力いただきたいと思います。差し出がましいよ

うですが、どうぞよろしくお願い致します。

（参加者）

先生が先程、冒頭で、海外の大学に行くことと日本

の大学に行くことに関して、グローバル化も叫ばれ

ておりますし、有名進学校が東大に入れるよりも海

外の大学に行くコースも考えるなど色んな状況がご

ざいます。それから別にレベルが高いところじゃな

くても、私のもっている生徒も高校を卒業してすぐ

留学を考えるという生徒もいます。留学に関して、先

生はどのようにお考えなのかをお聞きしたいと思い

ます。

（友枝）

大学から海外、例えばアメリカに行く人は就職も

グローバルに考える。これに対して、大学院から行く

人はおそらく研究者として日本に戻ってくるとか、

研究機関に就くという志で行かれるのが良いだろう



21

と思います。違った言葉で言いますと、大学から海外

に行くとコスモポリタンになる、日本へのこだわり

を捨てる、そういったほうがわかりやすいかもしれ

ません。そういう感覚で行ったほうが良いのではな

いかと思います。大学院から行く人は日本の大学で

学んでいるから、目的が決まっているという事です。

そういう事だと思います。

（司会 五十嵐）

それでは質問はよろしいでしょうか。本当に先生、

貴重なお話を有り難うございました。それでは最後

に、鷗友教育研究所所長の中村達幸よりご挨拶申し

上げます。

（鷗友教育研究所所長 中村達幸）

本日は講演会においでいただきまして、誠にあり

がとうございました。いかがだったでしょうか。

前半の本校の生徒指導部長の弓削多の話の中では、

社会で活躍する女性を育てるという事を目標に、校

訓である、「慈愛」と「誠実」と「創造」、それを「共

に生きる力」「自ら学ぶ力」「切り拓く力」という形に

捉え直して、居場所づくりから始まる鷗友学園の生

徒指導の実践を報告させていただきました。

後半の友枝先生の講演では、3 回にわたる高校生意

識調査を基に、主に規範意識の変化についてお話を

いただきました。本校は、調査対象が東京までひろが

った 2013 年の第 3 回の調査で協力させていただい

たわけです。

昨年でしたか、一昨年でしたか、この調査の速報結

果が学校宛てに送られてきました。それを拝見して、

本校の生徒の結果と調査全体の結果、それから今日

の質問にも出てきましたけども、対象になった学校

のレベルと言いますか、そういったものを知りたい

と思いまして、友枝先生にお電話を差し上げました。

その際、「本校仕様に加工したいので、デジタルデー

タを送っていただいたらとても有り難い」とお願い

をしましたところ、「どういう形で見たいか連絡して

くれればうちのスタッフにやらせます」と言ってく

ださいました。とても有り難いお言葉でした。

しばらくしますと、加工したデータを送っていた

だいたのですが、そこには、「お宅の生徒さんは、他

の学校と比べて特異な数字を示しています」と書い

てありまして、更に、「スケジュールが合えばお宅の

学校に出かけて行って調査結果の報告会をやっても

良いですよ」というお言葉もいただきました。それが、

本日実現したわけです。

友枝先生にはお忙しいところご講演いただき、本

当にありがとうございました。友枝先生のご講演に

は、本校の教育実践の特徴の、ある 1 つの断面を示

していただけたのではないでしょうか。この調査の

対象は 2013 年度の高校 2 年生ですので、今年の春

に卒業した生徒達ですけれども、恐らくここで示さ

れた特色というものは、鷗友学園の DNA となって、

現在の鷗友生、それからこれからの鷗友生にも引き

継がれていくものではないかと思っております。

友枝先生本当にありがとうございました。また皆

さんお忙しいところご参加いただきまして、本当に

ありがとうございました。

創立 80 周年記念連続講演会

「市川源三と鷗友学園の女子教育」第２回
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主催 鷗友学園女子中学高等学校

共催 鷗友教育研究所

日 時：2015 年 11 月 21 日（土）14 時～16 時

場 所：鷗友学園女子中学高等学校

１．鷗友学園の教育と“アクティブラーニング”

鷗友学園女子中学高等学校学習指導部長

福井守明

２．学校と社会をつなぐ調査からみる鷗友生

京都大学高等教育研究開発推進センター教授

京都大学大学院教育学研究科教授

溝上慎一

【溝上慎一先生プロフィール】

1970 年 1月生まれ。大阪府立茨木高校卒業。神戸大学教育学部卒業、1996 年京都大学高等教育教授

システム開発センター助手、2000 年講師、2003 年京都大学高等教育研究開発推進センター准教授。

2014 年より教授（現在に至る）。大学院教育学研究科兼任。京都大学博士（教育学）。学校法人桐

蔭学園教育顧問ほか、大学の AP 委員、高校の SGH/SSH 指導委員など幅広く活躍。

専門は、青年心理学（現代青年期、自己・アイデンティティ形成、自己の分権化）と高等教育（大学

生の学びと成長、アクティブラーニング、学校から仕事・社会へのトランジションなど）。

著書・共編著:

『自己形成の心理学－他者の森をかけ抜けて自己になる』（2008 年、世界思想社）、『現代青年期

の心理学－適応から自己形成の時代へ－』（2010 年、有斐閣選書）、『大学生の学び・入門－大学

での勉強は役に立つ！－』（2006 年、有斐閣アルマ）、『高校・大学から仕事へのトランジション

－変容する能力・アイデンティティと教育－』（2014 年、ナカニシヤ出版、編著）、『活躍する組

織人の探究－大学から企業へのトランジション－』（2014 年、東京大学出版会、編著）、『アクテ

ィブラーニングと教授学習パラダイムの転換』（2014 年、東信堂）など多数。
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第２回-1 はじめに

（校長 吉野明）

本日はお忙しい中、鷗友学園女子中学高等学校創

立 80 周年記念連続講演会第２回にご参加いただき、

誠にありがとうございます。

鷗友学園は、1935 年に当時府立第一高女の校長で

あった市川源三を校長として迎えるために創設され

た学校で、市川の教育の理想、建学の理念を受け継

ぎ、中高一貫女子教育を貫いて参りました。市川源三

は創立当時、校訓を「慈愛(あい)と誠実(まこと)と創造」

と定めました。私たちは、慈愛は生徒指導面、誠実は

学習指導面と捉え、両者が違う立場から同じ方向に

生徒の背中を押し、創造的な自己実現をめざすこと

ができるよう実践しております。

連続講演会第１回では、大阪大学大学院人間科学

研究科教授の友枝敏雄先生をお招きし、「慈愛」の部

分に関するお話を「第３回高校生意識調査（福岡県・

大阪府・東京都）からみる鷗友生」というテーマでう

かがいました。

第２回の本日は、まず本校の学習指導部長から、校

訓の「誠実」の部分、鷗友学園の“アクティブラーニ

ング”をテーマに、本校の学習指導の基本的な考え方

について報告させていただき、さらに京都大学高等

教育研究開発推進センター教授・京都大学大学院教

育学研究科教授の溝上慎一先生からは、そのような

指導の結果として、鷗友生がどのように成長してい

るかについて「学校と社会をつなぐ調査からみる鷗

友生」というテーマでお話しいただきます。

ご承知のように溝上先生は、全国各地で色々な講

演をされています。昨年はどちらかというと学校と

社会をつなぐ調査、トランジションについてのお話

が圧倒的に多く、私も、3～4 回伺いましたが、今年

は主にアクティブラーニングをテーマに講演されて

いらっしゃいます。

このトランジションとアクティブラーニングとい

うのは決して別々の物ではないと私は考えています。

少なくとも鷗友学園にとって、鷗友学園が実践して

きた“アクティブラーニング”と、その結果としての

トランジションというのは、重なっているものと考

えまして、今回の講演会を企画致しました。

従って、所謂アクティブラーニングをどうやるか

ではなくて、なぜアクティブラーニングが、今、色々

な学校で必要とされているのかということを中心に

聴いていただければと思います。
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第２回-2 「鷗友学園の学習指導とアクティブラーニング」

鷗友学園女子中学高等学校学習指導部長 福井守明

（福井守明）

こんにちは。鷗友学園の学習指導部長福井でござ

います。第１回の講演会の後の感想で、「鷗友学園が

実際にどんなことをやっているのかということをも

っと色々出して欲しい」という要望がありましたの

で、今回の資料は、合同ホームルームや教員会議など

で用いたものをそのまま出しております。

第１章 検証

昨今、アクティブラーニングに関する研究会のお

知らせが、毎日毎日、送られてきています。ただ、ア

クティブラーニングをやっているから何かなるとい

うことではないのではないかという風にも考えて、

敢えて「第 1 章 検証」とさせていただきました。

アクティブラーニングは、生徒の学力を向上させ

るための魔法の道具ではない。また、今アクティブラ

ーニングなどと言っているが、生徒に考えさせる授

業というのも昔からやっているということを言う先

生もいるでしょう。しかし、今、ここでお話をしたい

ことは、アクティブラーニングをいかに、学校の中で

「理念に合わせて」「組織」の中で落とし込んでいく

かということが重要であるということです。そのた

め、鷗友学園では、「授業内に生徒を動かす活動を通

して学ぶ＝アクティブラーニング」とは定義してい

ません。アクティブラーニングの中に、個人の学習活

動による没頭や自分で調べるといった「知識の内化」

も包含してこそのアクティブラーニングと捉えてい

ます。

ここではまず、「アクティブ」よりも、むしろ「ラ

ーニング」、何を学ぶのかというところに重点をおい

て話を進めていきたいと思います。キーワードとし

て「バランス、組織、学び」という 3 点を出させて

いただきます（画像 1-2、１ページの２番目の画像。

以下、同じ）。

近年、アクティブラーニングと言う語句が使われ

る場合、どちらかというと「アクティブ」に光を当て

た説明が多いのかなと思います。これはその一例で

す（画像 1-3）。また、文科省のいう学力の三要素の

中の「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ」が

背景にあります。アクティブラーニングを実践して

いる学校では、このラーニングピラミッドを有用性

の根拠の一つとしてかなり用いています（画像 1-4）。

本校でも数年前に教員会議でこれを提示して、

「Teaching Others」、実際に動くことで定着率が高

くなると話をしました。ご存知の方もいると思いま

すが、これはアメリカの大学で学習した内容が半年

後にどれだけ定着しているかを示したものです。

Teaching Others が 90%ということで、アクティブ

ラーニング的な活動が大事ということにもつながり

ます。日本ではこのような方法をあまり用いていな

いので、これまでの教授型授業に特化することへの

警鐘といえます。しかし、その後、あえてこの表を用

いるのであれば、「Lecture」が 5%しか残っていない

というところにも光を当てたいと思います。これは

アメリカの大学でのデータですので、これをそのま

ま日本の中学高校の一斉授業と比較するのはちょっ

と乱暴な議論かなと思います。ですが、現在のアクテ

ィブラーニングの過度な提唱は、ともすれば、「教授

型授業・一斉型授業を生徒を動かす授業展開にシフ

トしなさい」という捉え方をしているケースをよく

耳にします。学校が組織として、教授型の授業と研究

発表や Teaching Others のバランスのとれたカリキ

ュラム・マネジメントを行ってこそ、本当の「学び」

につながると考えています。本校では、このような視

座にたってアクティブラーニングを捉えています。

アクティブラーニングについては溝上先生から後か

ら説明が出てくると思いますが、ここの内容という

ところを基準に本日は進めてまいります。

アクティブラーニングを組織的に落とし込んでい

く背景の一つに社会の変化があります。わたしたち
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は大学に生徒を入れることが目的なのではなく、社

会で活躍する、世界で活躍するたくましい人材を育

成することが目的です。そのためには、組織として、

グローバル化・社会の変化にアンテナを張り、きちん

と変化に判断をしていく力が求められます。そこで、

我々教員のほうで気をつけるべき視座としてこの様

な形で出しています（画像 1-6）。まず 2 番目から行

きますが、グローバル化ということになると、当然、

生徒個人個人のコミットメントが広がる。それに対

応するプログラムを考えなければいけないというこ

と。3 番については、今日は省略させていただきます。

グローバル化ということで、本校で気をつけねば

と強調しているところが 1 番です。グローバル化と

は、「画一化」の側面を持ちます。そして「画一化」

があるということは、そこにランキングが出てきま

す。ランキングが出てくるということは、強者と弱者

という様な形になってしまう。経済界だけでなく教

育界でもグローバル化への対応がもとめられていま

す。その対応は必須事項です。ただし、どのようなス

タンスで対応するかがそれ以上に問題です。鷗友学

園が考えるグローバル化というのは、やはり多様性・

共生、そういうものに力点を置いたグローバル化で

す。その考えの上にアクティブラーニングをどう落

とし込んでいくかということです。

グローバル化への急速な対応が求められる背景の

一つには PISA ショックがあります。実際「ゆとり教

育」からの脱却の背景の一つにはこれがあります。た

だし、PISA の背景を見ますと、1984 年のアメリカ

のユネスコ脱退を背景に、アメリカが OECD にコン

タクトを取って PISAを作成しました。それから今、

大学入試改革の中でも英語の入試として、TOEIC、

TOEFL の導入が検討されていますが、これらもアメ

リカの MT6 のプログラムの一つです。グローバル化

への対応といった際に、アメリカ主体の、アメリカの

主張するグルーバルの中に入り込むのではなく、多

様化・共生という冷静な目も我々持たなければいけ

ないのかなと本校では考えております。とは言え、実

際、社会は急速に変化と進化を遂げているので、スピ

ード感を持つことも当然、必要だと思っております。

アクティブラーニングの検証として、まとめさせ

ていただきます（画像 2-2）。時代の変化を捉えつつ、

カリキュラムマネジメントを組織的に行い、一斉授

業と生徒が主体的に活動するプログラムのバランス

を考えながら、「高次の学び」を求めるべきです。わ

たしの話の最後に映像を流しますが、そこでも出し

ますが、アクティブラーニングを取り込んだカリキ

ュラムマネジメントを行う際、我々は、「学校ができ

ること。学校にしかできないこと」と「学校だけでは

できないこと」の視点でプログラムをバランスよく

提供しています。これまで学校は、「学校にしかでき

ないこと」を強みとして、プログラムの比重を重く置

いてきた気が致します。しかし、社会の変化というこ

とも念頭に置くと、それでは社会とのつながりや次

のステージへのトランジションが希薄になります。

「学校だけではできないこと」にチャレンジをして

いくことが最近の試みです。

中学・高校でプログラムが完結するのではなく、小

学校から続いてきたものを受け、大学・社会に繋げる

という意識を教員が持つ、学校が持つということが

重要なのかなと考えております（画像 2-3）。来年

（2016 年）の 4 月の高校３年生は、東日本大震災が

発生した時に小学６年生でした。地震が起こったと

きに本校にいなかった生徒が 100%というのが来年

度からです。「あの時の鷗友学園は」といっても誰も

生徒は体験していないのです。「そのときの事象」を

継承するだけでなく、選挙年齢の引き下げといった

新しい状況も生まれます。これからは、主権者教育の

重要度も増してくると考えています。

そしてアクティブラーニングは中高で完結するも

のではなく、むしろ大学・社会にいくに連れてその芽

が大きくなっていく、花が開いていくという様なプ

ログラムを提供する挑戦を続けていきたいとと思っ

ております。

第２章 鷗友の学習指導

鷗友学園での学習指導というところに話を移させ

ていただきます。参考資料にもありますように、大学
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入試の問題では、何年に何が起こったかなど、個別の

事項を聞くということがまだまだ沢山あります。「い

かに早く正解にたどり着くかが求められているわけ

です。

鷗友学園では、入試広報部がリーダーシップを取

り、教員に情報提供を行い、それらを元に、理念の共

有が行われています。そういう意味で、鷗友学園では

入口の中学入試にすごく重きを置いております。ど

の様な問題が出題されるかと言うと、基礎だけでは

なく、情報に自分の知識を組み合わせるという様な

問題も出しています。

これは、昨年度、中学入試で出した社会科の問題で

す（画像 2-5,6）。要は、「1910 年に何が起こったか」、

もしくは「日韓併合は何年に起きたか」ということを

聞いている問題ですが、石川啄木の歌を題材に、そこ

から想起してもらいたいということで出している問

題です。実はこの問題、合格者と不合格者の間でかな

り差が出た問題です。「なぜ」という学びに関心を持

つ生徒を入口で欲しい、こういう学びを鷗友でした

いという生徒を欲しいというのがメッセージです。

次の段階で、前回の生徒指導部長の話にもありま

したが、入学してきた生徒に対しては徹底して「安全」

を確保するということを強調しています（画像 3-1）。

3 日に 1 回の席替えとか、5 月まではお弁当をグルー

プで食べるとか、そういう中で自分の居場所を探す

きっかけをつくります。そして、このクラスで良かっ

たな、この学年で良かったな、この学校で良かったな

という所属と愛の欲求、つまり帰属意識を醸成して

いこうと思っております。その上で自尊感情を作り、

自己実現を達成していくということを共通理念に置

いてプログラムを組んでいます。

中高の 6 年間で、我々が特に重要視しているのが

高校 1 年生の文理選択です。この機会を「第一の進

路選択」と呼んで、その後を「第二の進路選択」と言

っています（画像 3-2）。この第一の進路選択の前に

色々な経験をさせたい、そしてその進路選択が決ま

った後には自分の目標にむかって邁進して欲しいと

考えております。そのため、あらゆる機会で、読み・

書き・発言するという表出力をパワーアップするプ

ログラムを組んでおります。これは高校 2 年生の志

望理由書を書くときに合同ホームルームで使ってい

る物です（画像 3-3）。

我々教員の中でどんな生徒になって欲しいかとい

う共通理念がないとバラバラの方向に行ってしまう

ことになりかねません。イメージとしては、最初の段

階は定食、皆同じメニューである。そして中 3・高 1

くらいになると選択、アラカルトで出していく。そし

て最後は、自分で獲物を見つけて狩りで捕らえると

いうプログラムになっています（画像 3-4）。

「どのような生徒になって欲しいか」（画像 3-5）。

自ら学ぶ姿勢、そして対処性ですね、変化への対応力、

早い回復力。そして、色々なことの中で段取り力のあ

る生徒。そして、近年、校長が発信している、「イン

クルーシブリーダー」、そういう生徒を育てていこう

ということは近年の鷗友の中で基礎に据えているこ

とです。

これは溝上先生の話とも共通する部分ですが、や

はり最初はお友達の中、つまり親密圏では、自分達の

ルールやロゴスで成立しています（画像 3-6）。「自分

の枠を超え」というのは、この親密圏から飛び出して、

世界、公共圏に出て行く。公共圏の中では論理という

ことが大事ですので、そこの中で論理性を持って物

事を進めていこうじゃないかということを生徒に考

えてもらいたいなという風に思っています。

これ（画像 4-1）は、「第一の進路選択」を次年度

に控える中学校 3 年生に提示した物です。「これから

の自分にちょっと期待をしてみて下さい」というこ

とで、高校生の様子を提示します（画像 4-2～5-1）。

高校では校内で討論会などが行われています。大学

へのキャンパスツアーもあります。東北被災地への

学習旅行や模擬国連への参加。それから韓国ハナ高

校でのシンポジウムなどです。自分で選択をしなが

ら、自分の枠を超えていく範囲を広げていきましょ

う、高校生は皆そうしていますよ、と説明しています。

これは昨年度から始まったイェール大学研修の模様

です。次は、昨年お声がかかった、ゴア元アメリカ副
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大統領との地球環境について討論会です。ここでも、

生徒はゴア元副大統領に対して、なんで実際に政策

として落とせなかったのかということをかなり積極

的に討論したとの報告を受けています。高校という

のは自らの学びの姿勢を大切にして探求心を持って

いくことだということを提示しています（画像 5-2）。

そしてもう一つ、「ラーニング」の根底としている

考え方について紹介します。これは、生徒が高校生に

なった５月の時点で徹底しています。大学で学ぶこ

とは学問であり、いわゆる「science ＝科学」です

（画像 5-3）。科学とは法則性を見つけることです。

自然についての法則性を見つけるのが自然科学、そ

して社会についての法則性を見つけるのが社会科学、

経済学部や法学部です。そして人が作った文化・文芸

についての法則性を見つけるのが人文科学です（画

像 5-4）。ですから例えば、古文の助動詞の活用を学

ぶことは science なのですね。

ですので、2 教科・4 教科、文系・理系という様な

分け方は、学問的には本来的な分類ではない。このこ

とを高校１年の最初に生徒に発信します。これは何

を意味するかというと、「すべての科目が主要科目で

ある」ということです。その上で、自分の興味あるも

の、学問分野を探してくださいということです。これ

は実際、合同ホームルームで使ったスライド（画像 5-

5）ですが、「この様な学問体系になっている。そして

文系理系というのは、あくまでも大学の受験制度に

よる分け方だ」ということを言っております。

その結果、生徒の進路決定において、「学問内容で

決める」ということが一番になっています（画像 5-

6）。我々の理念を生徒も分かってくれているのだと

思います。

第３章 組織としての仕掛け

アクティブラーニングの研究会などに行きますと、

各教科がどの様なことをしているかという教科の実

践例が多いのですが、ちょっと視点を変えて、組織と

して鷗友学園ではどの様な学習指導を行っているか

ということについてお話をさせていただきます。

前回も弓削多から話がありましたが、鷗友学園で

は、生徒指導部と学習指導部が両輪をなし、生徒の成

長をアシストしています。学習指導は「何のために学

ぶのか」という究極的な問いに対しての援助をしま

す（画像 6-2）。学習指導部では、各係に「話の中心

に生徒を置こう」ということをお願いしています。ア

サーションマインドのもとに生徒指導部と学習指導

部が両輪になって、「質の良い教育サービス」を提供

していこうということです（画像 6-3）。

本校で展開されるそれぞれのプログラムが、学校

の理念である校訓とフィットしているかを考えます。

「慈愛」は他者との社会性を伴う協同性、「誠実」は

自分の独自性を伴う没頭力といったベクトルでしょ

うか、これらを意識しながら、ここは社会性を高める

ものだ、ここは独自性を高めるものだという様な形

でやっております（画像 6-4）。

学習指導部は体系的にこのような組織になってい

ます（画像 6-5）。進路、学習研究、総合学習、これ

らはもちろんのことですが、行事係やメディア係を

この学習指導部の中に入れているということは特徴

といえます。

教室にどの様な机をおくのか、どの様な教室配置

がいいのか、これも学習指導部の範疇です（画像 6-

6）。プロジェクターなども昨年各教室に設置しまし

た。黒板が上下しますので、黒板を下げると自動的に

プロジェクターも下がる。なぜそうしたかと言うと、

「座っている生徒がそちらの方が見やすい」という

ことです。教室に合わせて学ぶということではなく、

学びに合わせて教室を変化させるという視点も必要

になってきていると再確認しました（画像 7-1）。

そして行事です。日常の学習活動、それに対して行

事は非日常のものです。これらが切り離されるので

はなく、理念に基づいて一体化して提供していく。そ

れによって、それぞれが密接に連携し、成果が相乗的

に上がっていくと考えております（画像 7-2）。

グローバル化への対応ですが、アメリカに偏るこ

となくアジアも含めて、規模も時間も時期も、選択肢
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を広げられるようにということで、今、進めておりま

す（画像 7-3）。これについては第 3 回講演で校長か

ら話がありますのでここでは省略を致します。

このように組織的な仕組みや取り組みが少しずつ

形になってきたのかなと思っています。まとめのほ

うは、後程ご覧ください。

第４章 ＡＬ（教科としての一例）

アクティブラーニングの実践ですが、ここでのポ

イントは 3 つです。「能動性」そして「自走」、「学び

方がわかる」（画像 7-6）。アクティブラーニングはそ

の為の「手段」であるということです。

これは、高校 1 年生の生物の授業で使っているス

ライドの一部です。理科では色々実験をしておりま

す。これ（画像 8-1、8-2）は高 1 の生物で、この様

なことを最初に出して、そして最後の解剖実習がカ

エルになりますが教員は一切手伝いません。つまり、

「最終段階は、自分達で狩りに出る」と先程示しまし

たが、最後は「自分たちで考え、ルールも含めて構築

してくれ」ということです。単にアクティブラーニン

グではなく、より深くということです。

第５章 ＡＬの先にあるもの

最後に、アクティブラーニング、アクティブラーニ

ングというように言われていますが、その先を考え

始めましょうと学校は動いております。やはりバラ

ンスが大切ということで、一方で圧倒的な基礎力を

担保しなくてはいけないということです。「ゆっくり」

と手間をかける。敢えてアナログ的なことも必要で

しょう（画像 8-3）。

そしてこれ（画像 8-4）は、最近教員会議などでも

提示をしている物です。我々はどうしてもキャリア

等を考えさせる時、「将来やりたいこと」ということ

に光を当てすぎていた部分があるのではないかとい

う自己反省を感じています。やりたいことは何か、こ

れはすごく大事です。モチベーションを上げるうえ

でも非常に大事です。ただ、やるべきこと、やれるこ

と、その先にやりたいことがあり、これは一方方向の

ベクトルではなく、何度も何度も行ったり戻ったり

ということをしながら見つけていくものなのではな

いかなということです。では、実際どうできるのかと

いうのが今後の課題です。

これ（画像 8-5）は経済産業省のデータですが、大

学生がついていると思う力と、企業がついていると

思う力には、いくつかのものには大きなギャップが

あることが調査結果として現れています。印刷が悪

くて申し訳ありませんが、「粘り強さ」「チームワー

ク」といった力を大学生自身は持っていると考えて

いるけれども、今ひとつなんじゃないかなと企業の

側は評価しているということです。つまりこのギャ

ップを埋めるということは中学高校の教育の一つの

使命かなとも思います。

その上で、本当の意味での協同性によって身につ

けていくということが今後の課題だと思っておりま

す。色々発表する機会などは多く設けてきてはおり

ますが、本当の意味でのパブリックスピーキングの

力を身につけることです。

やれることを増やすことが自己肯定感を高めるこ

とにつながります。また，これは譲れないなというキ

ャリアアンカーの探求も同時に進める必要がありま

す。そして、「合科とルーブリックの具体的検討」を

今後していこうと思っております（画像 8-6）。

では最後に 5 分程、映像をご覧ください。

《映像》

ご清聴ありがとうございました。
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第２回-3 「学校と社会をつなぐ調査からみる鷗友生」

京都大学高等教育研究開発推進センター教授 溝上慎一

（溝上慎一先生）

溝上です。鷗友学園創立 80 周年、誠におめでとう

ございます。このテーマをこのタイミングで話がで

きること、本当に嬉しく思います。

吉野校長が最初におっしゃった様に、昨年まで、下

村博文前文部科学大臣が大臣だった時期に、トラン

ジションの話をいっぱいしてきました。この中にも

もう 3 回か 4 回くらい聞かれた方もいらっしゃると

思います。最近は、シンポジウムなどでアクティブラ

ーニングの話を沢山しています。先程の福井先生の

ご説明でも鷗友学園での実際の取り組みがすごく豊

かでしかもかなり概念的で、勉強されていることが

よく分かります。勉強されている方は全国たくさん

いますけれども、それを組織的に繋げて短い期間で

実践、アップデートしていることが鷗友学園のすご

いところだと思います。

吉野先生や鷗友の方々とは長くお付き合いがあり

ますが、授業を見せてもらうことが今年（2015 年）

の６月にやっと叶いました。どれも面白かったです

けれど、幾つか見た中で、この写真（画像 2）、理科

の実験の写真です。何に一番驚いたかといったら、先

生がグループに課題を与えてＤＮＡの抽出をするの

ですけれども、役割の指示とか何にもないのですね。

あるのは誰がどのグループか、これだけです。生徒達

が自分達で、ゴールに向かってそれぞれが役割をど

んどん作り出していって、誰一人としてフリーライ

ダーはいない。だれている生徒が一人もいないので

す。先生は途中で指導はしていますけれど。本当に感

動して見ました。先生に「何でこういう風になるのだ」

ということを、途中何回も聞いたぐらいです。答えは

たぶん簡単で、「中 1 の時からずっとやってきた」、

「生徒にとっては当たり前だ」と。もう染みついてい

たわけですね。本当に最初に見た映像でも、実験やっ

てその結果に拍手がでる程感動する、すごいピュア

でいいなと思います。

運動会の話が何回も出ていますけど、1 年間かけて

生徒がやるのですね。普通は（学年をまたいで）縦で

チーム作りますけれども、鷗友学園は学年で対抗さ

せるのです。これ高校 3 年生が下級生に負けて、泣

いているシーンです（画像 3）。実際の運動会は見て

いないですけどビデオを見せてもらいまして、この

シーンが非常に印象に残っているので「静止画くだ

さい」と言ってもらいました。運動会で泣くかな……、

それくらい本気だということですね。運動会が終わ

ると次の年の運動会の準備が始まると言っていまし

たし、6 月くらいから予選会がある。朝練もやってい

て、3 年生の 10 月にこんなに泣くほど本気になって

良いのかと思ったりしますが、そこが鷗友のすごい

ところかと思います。

鷗友学園の色々な取り組みを見て私が感じるのは、

いい大学に行くためだけの学習をやっているのでは

ないということですね。色々な学習をしっかり定着

させて、様々な能力を身につけさせていく、深い学び

を通して能力が構造化されていて、まさに授業論と

して成り立っているわけです。園芸実習園の写真が

最初にありましたが、基本は将来しっかりと社会人

として女性として、特に女性としてということをか

なり大事にしている。アクティブラーニングという

のは、成績をあげることが最初にあるのではなく、生

徒が学習の当事者であることを色々な場面で徹底的

に作り出す、その一言で尽きるのではないかと思い

ます。

今日テーマになっている、「学校と社会をつなぐ調

査」というのは、10 年トランジション調査と言いま

して、京都大学と河合塾でやっている 10 年調査で、

今年（2015 年）で 3 年目です。全国で 400 校 4 万 5

千人参加してくれています。今日は、この背景と鷗友

学園の生徒の状況をそこに乗せて説明します。前半

は理論で、後半はそれの調査の話です。
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皆様方にずっと伝えているのは、何々大学何人と

か、そういうのはもうやめませんかという話です。私

は京都大学で 20 年教員をやっているのですけれど

も、さすが京大生やなと思う学生がいるのは事実で

す。けれども、なんでこの人はここにいるんだみたい

な学生も実数としてはかなりいる、4 割くらいはいる

と思います。

就職活動が上手くいく上手くいかないというのは

また別の話で、下の 4 割の中でも上手くいく人はい

ます。上の 2,3 割、中でもトップ 15%は自学自習を

本当に心から愛してがんがんやるタイプですけれど

も、これが就職活動で上手くいくかといったら、そう

とは限らなかったりします。ちょっと勢いがありす

ぎるというか、癖があってちょっとしんどいですと

言われる企業もあったりします。研究職を目指して

も、トップの学生というのは上の人を馬鹿にしたり

しますので、研究室入ってから、先生、先輩あるいは

助教クラスから、「君は何も分っていない」と避けら

れていくケースもあります。例えば 30 歳代後半から

40 歳ぐらいに来たときに、あぁやはり京大出身はい

いなぁと思われる人たちと、なんだこれはと思われ

る人といるわけです。そこら辺を見据えて教育を考

えて行きたいのです。

トランジション、つまり社会に出て力強くやれて

いることを以て「あぁ良い教育を受けて来たのだな」

ということを私達はこのタイミングで考えていきた

いし、その為にはデータがいります。そのデータを作

っていく一つの基礎作業がこの 10 年調査です。例え

ば能力とか生徒タイプ、大学に入ってたぶんちゃん

とやれるだろうというタイプを測定するスケールで

すが、それを今、河合塾で商品化してもらっています。

最後に紹介します。後半のデータはそこに基づくも

のですが、ただ調査を形だけやるのではなくて、自分

の学校の生徒がどういう指標にどれくらいいるのか

を把握する、あるいは卒業生調査もちゃんとやって、

どういう生徒が大学入ってちゃんとやっているのか

を把握していくことによって、決して良い大学に何

人というだけではない、トランジションを目的とし

た、これからの高校のあり方、社会の姿勢、こういう

話を最後にしたいと思います。

まず、基本的にはトランジションの話ですが、今日

は保護者の方も来られていますので、アクティブラ

ーニングを含めて、今はどういう新しい教育に向か

う状況にあるのかにも触れていきます。

なぜトランジションにこだわるのか。ここは学校

関係者に向けて説明しますけれども、今年（2015 年）

８月に文科省の教育課程企画特別部会の論点整理が

出て来ていて、アクティブラーニングをはじめ次期

学習指導要領のトーンというのが見えてきたわけで

す。その中に「資質能力の育成」というのがあります

が、その背後に社会の変化があります。定番の知識基

盤社会の到来であったり、社会の情報化、グローバル

化、生涯学習時代、それから震災などのいわゆる予測

不能な時代の到来、それから今回の論点整理で非常

にきつく出てきていますけれども、2030 年の社会は

人工知能に大きく支配されているという状況が予想

されています。しんどいかしんどくないか、簡単か簡

単でないかとは関係なく、マニュアルがあって仕事

が進められる多くの仕事がコンピュータに置きかえ

られていく。簡単な仕事だけではない。今の非正規の

人たちがやっている仕事でかなりしんどいものが沢

山あるし、従来だったらいっぱしの正社員がやって

いた仕事を今は本当に安い給料で非正規の人たちが

担っている、こういうことはもう公務員でも企業で

も学校でもどこでもある。そういう仕事がコンピュ

ータに置きかえられていくのが 2030 年です。それか

ら人口の減少、これはもううるさく言われています

ね。

それはそれで間違いではないですけれども、それ

だけでは話が不十分になっていることをいつも申し

上げています。戦後社会が変わったとか、働き方が変

わったとか、こんな能力が必要になるという話は今

に始まったことではなく、実は前からいくつかある

のです。それでも学校そんなに変わりませんでした。

なぜ変わらなかったのかというと、出口がそれなり
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に安定していたからです。トランジションというの

は、この問題にフォーカスしています。トランジショ

ンというのは学校から仕事、社会への移行というこ

とで、ここで見ているのは特にその中でも、仕事に関

する一番の課題です（画像 6）。例えば高卒よりも大

卒、大学の中でも何何大学といったことはある程度

効くにしても、そんなに効かなくなってくるという

ことになってきたら、良い大学に行くことの意味が

崩れてきます。今、社会で活躍している人を見たらよ

いと思います。東大・京大・早慶上智ばっかりが活躍

しているなんてことありえない。そういうことを皆

分かっているのに、なぜか知らないけどそういう大

学に行きたがる。3 月の合格の喜んでいる姿とかを私

も一緒に楽しんで見ているんですけれども滑稽だと

思います。出口というのが崩れていることを私達も

何度も何度も確認しなければいけない。

これまで個をしっかりと育てる学習っていうのを

やってきました。受験というものを通してそこに向

かう努力、目標を立てて精一杯自分を作っていく、そ

ういったところもあったと思います。偏差値がそれ

なりに社会に役に立つということも言ってきたし、

皆さん経験的に認めてきたところです。受験のシス

テムが色々多様化してきたことももちろんあります

が、それでも大きくまとめてみて足りなかったとこ

ろというのが、今、クローズアップされているのです。

それは何かといったら協働ということです。つまり

色々な人たちと一緒に仕事をしたり同じ課題を色々

な人たちとやっていくということです。医者でも患

者とのパートナーシップとか言います。皆さん患者

として病院行って、ぶすっとして患者の顔も見ない

し、説明もしてくれない……、そういう風だとその病

院に行かなくなりますよね。そういったことが例え

ば色々な仕事の場面にあります。いくらその人はで

きる人かもしれませんが、こちらのことに全然関心

もってないとか、鼻にかけていてこっちが不愉快に

なるとか、そんなことやっていたら仕事ができない

ですね。

色々な意味で人と繋がって自分の能力を見せてい

く、あるいは色々な立場の人、専門じゃない人にも、

自分の考え、やっていることを分かり易く伝えてい

く、そういうことができる為には個の力というもの

もいります。だから個と協働と個とをサイクルさせ

ていくということが社会の色々な場面出てくるので

す。

これは ANA の中のスタッフの中をちょっと見せ

てもらって撮った写真ですけれども、やはり必ずシ

ニアな人が居て、目の前の色々な仕事をやっている

若い社員を上からみて、部下と一緒になって助言し

たりしているシーンもあるわけです。

そんなことを色々考えていったら、個と協働と個

のサイクルを回していくことは社会で必要だし、こ

ういう職場の中での同質集団ではなくて、色々な部

署が繋がって考えがぶつかり質を上げていく、イノ

ベーションが起きていく、といったことが今、ものす

ごく求められています。研究の世界でもやはり同じ

分野で、深く掘り下げていく研究というのもありま

すが、やはり大きくパラダイムを変えていくという

のは、分野と分野がぶつり、融合するところです。私

も何回も経験していますけれど、異分野の人といる

のは本当に大変です。同じ言葉使っていても定義は

違うし背景も違う。そういったことを忍耐強く、繋げ

てやっていくということは、多分色々な業種を問わ

ず求められています。

そういう状況にある中で、新しい教育課題を教育

の中にちゃんと作っていこう。私達は何の為に教育

をやっているのかと言ったら、社会に送り出してい

く為でしょう。いくら良い大学入っても、いくら頭が

すごく良くても、社会に出て悲しい人になったらも

ったいないじゃないですか。

トランジションの定義を国際的に見た時にはこう

です。フルタイムの学校教育、－普通に昼間行って、

例えば中・高・大と普通に進学していく様な姿をイメ

ージしてください－ 学校教育を修了して、安定的

なフルタイムな職に就くこと、これが移行の定義で

す。日本で移行と言ったら、文科省もそうですけれど

大体就職です。新卒、これが世界でなかなか説明して
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も分ってもらえない、日本独自の言葉であることは

関係者はよく知っています。大学在学中に就職活動

をする、新卒で人生決まるなどという話は日本でし

か通用しないです。これが崩れてきています。

例えば就職の内定率というのが、だいぶ回復して

きています。けれども、その後、すごく転職していく

んです。2 年、3 年でかなり動きますし、大企業に就

職してもその大企業が一発で倒産することもあるし、

大企業に勤めても NPO とかスモールビジネスを起

業していく人もいる。政治家でも最近若い人が立候

補します。とにかく雇用される従業員とか会社員と

かいう発想、カテゴリー自体が古くなっているので

す。

こういうことは海外では結構普通で、例えばアメ

リカでは高卒もいるし大卒もいるし、コミュニィテ

ィカレッジという短大みたいなものもあるんですけ

れども、26 歳くらいになった時に 2 回以上転職して

いる人が 20%以上います。イギリスでも、就職して

いるけれども、夜間とかで勉強しながら所謂学位を

上げていって職を上げていくということもあります。

結局、国によって、職に就いていくプロセスはもの

すごく多様で、それらを全部ひっくるめて一般化す

ることは大方不可能ですけれど、それを頑張ってや

りました。この作業には 3 年か 4 年かかりました。

アクティブラーニングよりも大変でした。でもアク

ティブラーニングを完成させる為に、この上位概念

をちゃんと押さえておかないとというのが私の仕事

でした。で、その中にアクティブラーニングがあるん

ですね。

どこかに就職して何年かして、まぁここでいくだ

ろうなという安定したフルタイムの正規職、正規で

なくてもその人がその人の条件で安定したとみなせ

ばそれでいいのですが、そういう着地点を持ってい

るかどうか、そこまでデータ取っていきます。

こういった定義をもとに、背景を説明していきま

す。今の 30 歳代後半以降の人たちが教育を受けてき

た時期はバブルが崩壊した 1990 年以降の 20 年～25

年で、「戦後の教育完成期」、もう一つ大きい概念でい

うと、「近代の完成期、成熟期」です。

これ（画像 7）はよく見られる進学率の上昇で、大

体 1960 年代が高度経済成長期でありますけれども、

学校も大衆化して多くの人たちが高校には最低行く

ようになり、大学にも多くの人たちが行くようにな

ります。これを大学の大衆化というわけです。これは

何を意味しているかというと、明治に戻って戦前ま

で長くみたらよく分るのですけれども、人生、仕事を

作っていくのに学校教育というものが教育資格とし

て役割を果たしたということです。つまり出自とい

う、親の社会的地位とか江戸時代の日本では士農工

商、あるいはどこの地域とか親が土地とか財産とい

ったものを持っているかどうか、そのような出自か

らの呪縛を逃れていくということです。

明治の後半以降、学校教育はずっと制度としては

発展してきてても、多くの人は主に経済的な問題で

そこに乗れなかったのです。ところが 1950 年代終わ

りくらいからそれが結構解決して、多くの人が最低

は高校に行くようになります。結果、親の仕事継ぐ人

もいますけれども継がない人だって沢山出てくる。

むしろどちらかと言うと親が何をやっていたとかで

はなく、自分がどういう学校に進んで何を勉強する

のか、つまり学校というものを通して人生を作る、仕

事とか将来を作っていく。場合によっては、進学とい

うことを通して、その土地を離れていく。そういった

ことが学校の社会的機能としてあったのです。そう

いうことを通して親とか出自を脱却していくという

のが、多くの若者にとって一般化していくのがこの

時期なのです。

高度経済成長期がここで重なって、安定期に入り

ます。社会が非常に上向きに上がっていって、会社も

どんどんどんどん大きくなっていく、そして採用に

しても高卒も大卒もどんどん欲しい。こういう皆が

ハッピーになる様な状況が成立していくわけですね。

明治が始まったばかりの頃、高等教育に相当する

高学歴者の知識、海外の知識がまだまだ日本語にな

っていないのをいっぱい日本語にすることが要請さ

れていた時代は、大卒は大変貴重でした。けれども、
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その後、日清戦争、日露戦争以降になると、大学を出

ても職がないのです。小学校卒、中学校卒の人が若い

時からずーっと丁稚とか奉公とかあるいは徒弟でや

ってきて、そういう人が頑張って会社が成り立って

いて、そこに大学を卒業するまで社会も会社も何に

も知らない人が大学卒の資格持って入って来たとし

ても、すごいギャップがあって使い物にならない。そ

んな話が山程あります。そういう中で、大きな会社の

幾つかが大卒の人たちを使って仕事させるようにな

っていきます。大学卒業資格が社会で機能するには

ものすごい年数がかかっています。

それが戦後になると、日本だけでなく世界全体が

すごい経済発展していきます。それはものつくりの

工業技術の発展ということもあるし、人口の増加が

ものすごいですね。1927 年位に 20 億だった世界人

口が、例えば 47 年とか 60 年代に、30 億、40 億と

なって、私が中学校くらいの時（1980 年代）には地

理の授業で 45 億くらいだと習いましたけど、87 年

で 50 億、2010 年で 70 億。戦前から戦後にかけて倍

くらいになっているわけです。人が増えるというの

は、消費が成り立つということで、消費欲求も経済の

発展と合わせてどんどん上がっていって、作った物

をどんどん買ってもらえます。購買者、消費者の数が

ものすごい数だから会社もどんどん作るし、どんど

ん作る為には人を雇うしで、色々な意味で良い感じ

です。日本の人口も同じように増えていきます。戦後

1945年くらいの時は確か 7,500万人くらいしかなか

ったと思いますが、2015 年に 1 億 2 千万人です。ど

んどんどんどん日本も人口が増えていきました。

世界の人口はまだまだ上り続けていますけれども、

日本の人口は落ち始めています。今は第１次ベビー

ブームあるいは高齢の方々が生きていらっしゃいま

すのでそんなに急激に落ちていきませんけれども、

2030 年に 1 億を切るという政府の試算が出ていま

す。日本の人口はどんどん減っていきます。マーケッ

ト縮小となるわけです。

確かに労働人口が減っていくし、一度崩れた終身

雇用、ずーっと同じ会社で人生預けてやっていくと

は学生もさらさら考えていないし、そんな時代を今

の学生は経験していないですね。話の上でしか知ら

ない。だから、がんがん変わっていく気満載です。そ

ういう意味では、卒業してただ就職ということだけ

で学校の成果を見ていくことはもう古いのです。

高校はホームページとかで「何々大学何人」とかい

う進路実績を出します。それだけを出し続けている

学校は意識が遅れていると見られる。大学も就職希

望者を 100とした時の 98％ぐらいとか言うのですけ

れど、その背後に 20～30%の就職しない人とかでき

ない人、そういう人は全部どけているのです。こんな

ことしか出さない大学はこういう状況をどう見てい

るんだって訊きたい。私達は、ステークホルダー、関

係者に言っていかなければならない。それによって

大学も本気になっていく。自分たちの教育がどれほ

ど影響力があるかというと、あんまりないというこ

とが分かったからもっと本気になっていく。この図

から見ていってそういう状況です。

私達は戦後の教育完成期に育ってきたから、良い

大学に行く、あるいは知識をしっかり習得するとい

うことが、将来の終身雇用とか出口につながるとい

うことで、それなりに受け入れてきたわけですけれ

ど、それが崩れている。私達は近代の前半期、成熟期

を超えて、今、後期近代にいる。1970 年代はポスト

モダンといわれた。まだまだ近代の中だといわれる

こともあるけども、前半期ではなく、色々な意味で後

半期にいると認識される。

教育に関して言うと、前半期はライフコースの個

人化をずっと図ってきたわけです（画像 8）。つまり

出自、どの親のところに生まれたかで人生が決まっ

てしまう様な、そういう昔ながらの社会、共同体、そ

ういうところで人生を作るのではなくて、個人が制

度からあるいは地域とか伝統からも逃れていって、

自分なりに個性的な人生を作る、これがライフコー

スの個人化と言われている、近代前半期のモードで

す。

これは大きく 3 つに分けて言われています。１つ

は職業選択。もう１つは土地、どこで居住していくか
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ということ。学校を通して地域を離れていくという

のはこれの 1 つですね。それからもう 1 つは配偶者

です。配偶者の自由。大体この 3 つ言われていたわ

けです。

今ももちろん、そういうものの個人化というのは

残っています。けれども例えば職業選択とか居住地

とかが非常に制約されていた時代には非常に大きな

新しい時代の一つのポイントになりますけれども、

今もうそれは当たり前です。だから職業選択できる

ことに喜びを感じる人はたぶんいないし、どこに住

むかというのは個人の選択です。そうなってくると、

その当たり前の中で、更に個人の欲求とか価値とか、

ただ職業選択をするというだけではなくてあるいは

会社に入って就職するだけではなくて、こんなこと

も仕事になるのではないかと、新しい自分のものを

作り出していく。非常に簡単に言うと、その個人化と

いうのが更にいっそう進んでいく、個人化の個人化

みたいなものです、これを以て前半とは違う、後期近

代のモード、同じ個人化でも前半と違うとみなされ

るわけです。

社会が強かった時代、日本で言ったら高度経済成

長期くらいまでをイメージしたらいいのですが、そ

ういう時はしっかりした構造が作られているので、

そこに乗ったら結構トランジションが上手くいって

いた。構造が成り立っていたということです。でもそ

れは昔から成り立っていたわけではなかった。戦前、

大卒が苦労していたという話を思い出してください。

そういうのがバブル以降どん底に落ちています。そ

れでもやはり作り直そうとする動きがずっとある。

その作り直す動き、再構造化といいますが、どんどん

再構造化を果たしている。それでも社会は少しも求

心的に強くならない。決して私達に安心感は生まれ

ない。

構造というのはどんどん更に再構造化されていく

（画像 8、13）。私達は、社会として社会人としてそ

の構造に合わせていく必要があるし、それを利用し

ていくこともありますが、でも依存しすぎて自分が

壊れていくというか、そんなことになる可能性は沢

山あって、個人、エージェンシーというのは主体性っ

て意味ですけども、個人の人生を作り出していく個

人主体がすごく壊れていく。

これは社会とか大きな時代の流れから説明したも

のですけれども、これを学校教育に繋げていくと、キ

ャリア教育とかアクティブラーニングとか、自分の

学びをやっているか、個性的な学習やっているかと

いう話に繋がっていきます。

大学生の就職率もどんどん落ちていきます（画像

9）。大体 100%のうちの 60 を切っています。大学院

に進学する人が 10%くらいいますので、そういう人

たちを除いて 30%強の就職に上手く入っていけない

人たちがいる。これで結構私達は本気になっていっ

たわけです。かなり違うフェーズに入ったぞと。これ

（画像 11）は 10 月、12 月、2 月、4 月の就職の内定

率です。リーマンショックの後、2010 年にドカーン

と落ちるわけです。最近は戻ってきて、就職の出口の

段階はそんなに厳しくなく、それなりに良い感じで

す。多分これから何回も上がったり下がったりしま

す。

それなりに戻ったとしても、さっき言ったように、

就職して 3 年、5 年の間に動く割合は高い。これ（画

像 10）は、労働研究研修機構の小杉さんというトッ

プの方の出されている、2000 年代半ばくらいのデー

タです。20代最後までを見た時の動き方です。高卒、

大卒、短大、専門学校全部入っていますが、学校を出

た後 20 代終わりのところまで、ずっと 1 社で定着し

ているのはこれくらいしかない。とにかく結構動い

ている。これは男性・女性のどちらかが 5%を超えて

いるものだけをまとめたものですが、とにかくすご

い動くということだけ見て欲しい。高卒とか短大卒

の人たちはより動きやすいという状況は確かにあり

ます。けれども大卒でも半分、2 人に 1 人は動きま

す。この状況を踏まえてトランジションというのを

更に理解していって欲しいと思います。

このデータ（画像 12）は、リーマンショックの３

年後のデータです。京大でも４年生の 11 月で 26.5%

の人は就職活動断念です。京大生でもガンガン影響
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を受けるということですね。この「内定をとり、就職

活動を終了した」66%の中にも半分の人たちは第1志

望では決まりませんでした。

この後この人たちはまた転職する可能性はいっぱ

い同じようにあるということも含めて、京大、東大、

早稲田とか関係ないということです。京大生だから

喜んで採るなどとそんな甘い話はない。だからこの

決まった人たちは、ちゃんと企業でも公務員でも「良

いよね、この人」ってちゃんと思ってもらいたい。

もう一つこの近代を理解していく時に、適応力学、

これもよく説明してきたものです。近代の前半期、社

会の構造が非常に強固に作られていて、そこに乗っ

ていれば結構人生安泰と言われた時代は、分りやす

く言ったら適応力学がすごく働いていた時期なので

す（画像 13）。1970 年代、80 年代の心理学教育学の

状況を色々見ていると「学校適応」という言葉が山程

あって、ものすごい適応ブームと言うか適応論ブー

ムでした。また一方で適応に乗れない人たち、例えば、

当初、登校拒否とか言われていた不登校とか、居場所

という言葉が 90 年代に出てきました。

適応というのは何かと言うと、環境の力が非常に

強くて、学校の教室でも良いし、学校に行く、進学す

るということでもいい、とにかく自分の外側の環境

が非常に強くて、そこに自分を合わせていく、これが

適応力です。adjust、adjustment、自分を適合させ

ていく。fitting-inness とも言われます。

今も環境はあるし、そういったところに入ってい

く、社会的な色々な制度、状況というのを使っていく

ことはありますけれども、抜けていく人もいっぱい

いる。外食産業の話なんか分りやすいです。時給が高

くても、しんどいところへは全然バイト行かないで

すね。時給が安くても自分が楽しいことの方が良い

とか言って。分りやすく言ったら牛丼系かスタバか

って感じです。そういう自分の心地良さとか楽しさ

とかを今の若い人たちは大事にする。だから幾ら給

料良くてもブラックだったらすぐ逃げていく。今、ス

マホや SNS でパッパッパって見て辞めていきます。

とにかく非常に個人の判断が問われる時代になって

いる。だからそういったところを学校教育の中で

色々育てていくってこともやはり必要になる。

学校教育に落とした時の 2 つ目のポイントという

のは、学習パラダイムということです。知識を学べば

良いという教授パラダイムではない。知識をしっか

り習得していくのは大事ですけれども、枠から超え

ていく様な学習パラダイム（画像 14）、与えられるも

の以上の知識を生み出す活動です。教科書的な知識

をしっかりやって、問題与えられてできるようにな

ることを踏まえて、これってこういうことなんじゃ

ないのとか、こういうことで社会繋がっているんじ

ゃないのとか、先生が教えてないことを自分達が

色々考えて繋げていく、広げていく、こういう枠を超

える様な学習に色々時間を作っているかということ

です。

鷗友学園も最初に見せていただいたこのリーフレ

ットとか写真をレビューするとこの話になる訳です。

枠を超えることを色々作っているわけです。これが

すごく大事です。ちなみにこの枠を超える学習をど

んどんやったら大学入試の実績上がりますなんて、

そんな馬鹿な話で理解しないで下さい。入試の実績

を上げたかったら、こんなのやらないでひたすら予

備校のようにやればいい。けれども、その生徒が大学

入った後、大丈夫かということです。

とにかく、枠を超える個性的な学習というのを徹

底的に作り出していく。授業の中の個人の個性的な

学習だけではなくて、学校自体が個性的になってい

く。鷗友学園は非常に個性的です。他の学校にはない

取り組みを見せていく学校というのが、個性を更に

加速させていく。

だから文科省がこういう風にやりなさいと言うか

らとか、入試の成績が上がる為にこんなんやったら

いいのではないかとかそんな話は聞きたくない。ど

んどん社会を見て、自分のところはこういう風にや

るという学校はこれから保護者とか社会から歓迎さ

れていくでしょう。

後半の、調査に向けての落としどころになってく

るわけですけれども、10 年トランジション調査を高
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校 2 年生の秋に実施して 10 年追いかけていきます。

10 年間追いかけて何が言えるか。大体仮説はありま

すし、色々考えていることもありますけれども、これ

一つで日本が変わるってことはありません。けれど

も、高校生の時にこういう状況だった人が大学に入

ってやれているのかなどというしっかりしたデータ

は、日本に一つもないのです。だから大学入って後は

お任せしますみたいになりますし、キャリア教育も

精一杯やってくれていますけれども、大学の 1 年生

に色々と聞いてみると高校ではいったいどんな教育

をやってきたのと聞きたくなるくらい、全体として

やってないように思います。

大学でもプロジェクト学習とか問題解決学習とか

あるいは社会に繋げた取り組みというのを、普通の

基礎的な授業以外に一杯やっています。偏差値に関

係なく、意識の高いところは一杯やっている。入学案

内とか見ると本当に楽しく学んでいる。私いつも不

満なのですけれど、教室の写真が少ない。もっと輝い

ている顔の教室版を作れと言うのですが、なかなか

そんなのはない。実験やっているところとか、あるい

は野山に行って色々と観察していたりとかそんな写

真ばっかりで、ちょっと歪んでいる気がします。

問題はその活動を必修で全学生にやらせているの

かというと、そんなにないというか、殆どないに近い。

大体は選択科目です。その選択科目には同じ人ばか

りきているのですね。もう君は来なくてよろしい、も

うちょっと二番手の人に来てもらいたくてやってい

るのに、意識の真ん中以下の人はそういうことに参

加して来ない。

能力もあるし、そういう授業を色々取ってくると

か、あるいは将来に対して色々頑張って目標立てて

やるとか、色々な指標を基に一体どういう学生を私

達が良いなと思う感じになっているのだろうと、調

査をずっと重ねてきて、大体抽出されてきたポイン

トとしてはこの 3 つです（画像 15）。一つは個の学習

力、それも教室の中で一生懸命真面目に勉強すると

かではなくて、家庭学習、授業外学習です。宿題を与

えられてなくてもやるかどうか。いくら参考文献を

示しても、こういうことを調べておきなさいと教員

が言っても、それを本当にやっているかを調べない

といけないのですけど、今まではそんなことはやっ

てこなかった。でも、やっている人とやっていない人

というのはちゃんと分かることです。高校生でも家

庭学習やっているというのは大きな分かれ目ですよ

ね。

もう一つは授業の受け方が違う。授業の中でただ

ぼーっと聞いている学生と何か自分がこれまで学ん

できたこととかあるいは自分が非常に関心があるこ

とを、一生懸命繋げて聞いている人がいます。あるい

はプレゼンテーションなどの作業において、宿題だ

からとただまとめてつまらない発表をする人と、自

分でものすごく調べて、何回もパワポ改訂して、納得

するものをほんの短い時間に聞いてもらおうと思う、

そういう学生とに分かれているんです。そういう一

つ一つの学習に取り組む個人的な姿勢、これはすご

く効いてきます。

２つ目、豊かな対人関係や活動性。部活動、友人関

係は大事です。だけど授業の中で学習ということを

通しての協働性、作業を通して一緒にやれること、こ

れはまた別です。クラブで一生懸命元気良くやって、

リーダー、キャプテンとかやっている人が、授業の中

で、実験でもいいし、色々なグループワークでもいい、

そういうところでイニシアティブをとって、色々課

題を進めていくことができるかというとそんなこと

はない。自分の良く知った活動の中でイニシアティ

ブ取るというのと、課題を解決していく為に知らな

い人たちと一緒に集まって色々あーだこーだと関わ

っていく力は違うんです。それを分かっていない高

校の先生、大学の先生が多くいます。

こういうことをやれる生徒というのは、結構将来

のことを本気で考えているんですね。一生懸命やっ

ている人たちを繋げて見ていくと、結構将来のこと

をしっかり考えているんです。それもただ医者にな

りたいとか公務員がいいとかじゃなくって、なんで

医者がいいのか、自分はそれに向けて、今、何を頑張

っているのかとか、朝起きて、今日一日あるいはこの
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一週間、目標を立てる。時間軸が頭の中で伸びる。認

知能力がものすごく高い。目の前の楽しさを一回横

に置いて、将来の為にちゃんと我慢して色々頑張る。

こういうのはすごく大事です。

いつもいつも将来のことを考えて病気みたいにな

っていたら駄目ですけれど、でも適度に自分が何に

なりたいとか、その為に今、何頑張っているのか、こ

こにない将来の表象を日常の行動と繋げていく。全

国の大学生でこれができる人は 15%くらいしかいま

せん。京大生でも 20%。去年はちょっと高くて 25%

くらいでした。将来起こることと、今ここの行動とを

繋げるというのは本当にすごい力で、将来のことを

考えているけど何をやっていいか分からないとか、

何をやっていいのか分かっているけどやる気がしな

いとかありますね。多くの人はこういう感じになる

んです。こういう話をなんでしているかと言ったら、

これを高校 2 年生に落として聞いていった調査を今

から報告するのです。

当事者意識になるというのは、見られるという感

覚がすごく必要です。さっきの将来の意識と一緒で、

すごく高次の認知機能ですが、もう一つ別の意味で

も高次の認知機能があって、それは自己意識、見られ

るという感覚を作り出していく。他者の見ている目

を内面化するということです。人は自己意識を持っ

ています。例えば、今アクティブラーニング、こうい

う授業やっていかないといけないという例です。こ

れアメリカの一つの典型的な授業形態（画像 16）で

すけれども、学んだ、インプットした、出していく、

出していく先にちゃんと他者がいる。それによって、

学習を社会的なものにしていく。学生を成長の当事

者にしていく、社会的なものにしていく。色々な人た

ちがいて、自分はそのうちの一人で、その自分の活動

が色々な人たちに見られているというこの当事者意

識です。これを作り出していくのが、実は一番手近な

のはペアワークだし、大学によってはこういうグル

ープワークだし、そして桐蔭学園でも進めています

けどもグループワークした後に前に出てきて発表す

るというのを、例えば 3 回か 2 回に 1 回ぐらいはや

ろうよと。

私はステージで喋っているな、皆なこういう風に

見てくれているなとか、自分をちょっとメタ的に意

識しています。これは自己意識ですね。

これがどういう風に発達してくるかというと、私

は心理学者で自己意識の専門家で、こういう研究を

ずっとやっているのですけれども、大体 2 歳になる

ちょっと手前くらい、大体 18 ヶ月から 20 ヶ月くら

いの赤ちゃんが人から見られるという眼差しを感じ

始めたところから自己というものが作られていきま

す。つまり見られるという感覚が成立しなかったら、

メタ認知って働かないのです。

その見られるというのを、授業の中で作ろうと考

えました。グループで発表させてもいいけれども、グ

ループで発表させると声も小さいし、自分が皆に見

られているという感覚をなかなか感じない。やはり

発表ということを通して、自分の学習したことを

色々な人に聞いてもらう。こんな場面って社会に出

てから山程あるわけです。ただまとめたことを外化

するってそんな小さく捉えるんじゃなくって、例え

ばスピーチ能力とかそんな大きい話をしているつも

りも全然なくて、社会人として当事者として、自分の

学習したものを色々な人たちに聞いてもらうべく発

表してもらう。色々な授業、特別な時間だけじゃなく

て、国語、社会、数学とかの中で、例えば 2 回か 3 回

に 1回ぐらいやってくださいと言うのです。私も 200

人くらいの授業の中で、2、3 回に 1 回くらいは前に

出てきてこれをやらせる。学生は後ろに座っていて

も当たるんじゃないかとかなり緊張感を持って作業

します。番号持っていて、ランダムに当てます。今、

その場で学習したことをぱっと短い時間にまとめて

200 人の前で発表するという力をつけさせてきて、

それなりに良い議論しているねっていう様なことを

皆が思ってもらえるように頑張っています。

そういうことを色々な授業で重ねていって、それ

を中学生、高校生から、4 年間、6 年間、10 年間とや

ってきて、社会に出て……。どう思います。すごいで

すよね。日本人やるじゃないかと思いますよね。そう
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なって欲しい。

今からお話することは、この（2015 年）7 月に出

た学事出版さんの本（『どんな高校生が大学、社会で

成長するのか』）に、全部データが書いてあります（画

像 18）。鷗友学園の事例も書いてもらいました。事例

書いてもらったところは、それなりの良い結果が出

ているところです。

データの細かいところは飛ばしていきますが、先

程言ったように 400 校くらい参加してくれて、4 万

5 千人答えてくれました。進学校だけじゃなく色々な

学校、大学に進学する生徒が 7 割くらいはいるけれ

ども就職する人もいる様な学校も含めて 400 校。で、

生徒をとにかく分けました。まだこの段階で高校 2

年生なので予測ですけれども、大学に上手く繋がっ

ていく生徒と大学入ったらやばいんじゃないかと思

うような生徒が分かれるタイプを作りたいと考えま

した。

見て欲しいところは、皆さんに一枚物（画像 20、

LARGE１）お渡ししている筈ですけれども、最後の 3

項目がキャリア意識です。こんなもので分かれるか

なとか思いましたが、結構分かれました。

何を聞いたかというと、高校 2 年生の 11 月くらい

に、「進学先について良く考えている」、「進学準備を

始めている」、「進学先を卒業後どの様な仕事をした

いか見通しを持っている」。この 3 つは高校 2 年生の

生徒の頭の中では分別されていませんので、1 つ高い

人は大体どれも高い。

この７つに分けたタイプの内、高いグループが 2

つあります。「勉学タイプ」と「勉学ほどほどタイプ」

です。「勉学タイプ」というのは、基本的には家庭学

習をしっかりやっている人たちです。家庭学習に合

わせて名前がつけられているので「勉学タイプ」にな

っていますが、この人たちの 8 割は部活動をやって

いて、結構全項目で良い。将来に向けて自己肯定感も

高くて、他者との関係性も良くて色々な人たちと繋

がっていこうという意識があって、行事も参加しよ

うという意識がある。さっきの鷗友の運動会みたい

に、泣いて、がんばっている、家庭学習もやっていて

将来も考えて、という人がこの部類に入っている。そ

ういう風に理解してください。

キャリアの面から見ていったときに、しんどい生

徒が下 3 つ出てきます（「読書傾向タイプ」「ゲーム

傾向タイプ」「行事不参加タイプ」）。この３つのタイ

プに共通するのは、独り大好きあるいは他人と接す

るのをちょっと嫌がることです。「読書傾向タイプ」

は、キャリア意識が若干高かったりしても、対人関係

がすごく弱かったり、自己肯定感が低かったりです。

高校の先生は「いや本を読むってすごい良いことじ

ゃないですか」といいますが、でもそこだけを見てい

たら駄目で、実は「勉学ほどほどタイプ」の人たちも

本を読んでいるのです。全体の項目で特徴をタイプ

していったときに、本とか漫画とか小説は結構読ん

でいる、だけど他のところは色々低いという、そうい

うタイプだと理解してください。

「行事不参加タイプ」。参加していても、心は参加

していないとかありますね、嫌々やっている。そうい

う人がここに入ります。その人たちが将来の意識は

低いということです。これは最初想定していません

でした。つまり、将来を考えるというのは個人の話で

しょう。未来を表象するというのは個人の話で、その

未来の話が他者との関わり、世界を広げていこうと

する活動とこんなにミートしているというのは面白

いです。これ理論的には繋がりません。だけれども、

ひとりの世界が大好きで、人との関わりを嫌がる、世

界を広げていこうという意識が弱い人というのは、

個人の中でも時間を上手に使えていない。この関係

性は非常に面白い。

では、本当にこの人たちがしんどいのか。これ（画

像 22）は色々な能力を聞いています。「リーダーシッ

プをとることができる」、「他の人と議論することが

できる」、「人前で発表をすることができる」、「他の人

と協力して物事に取り組める」、「忍耐強く物事に取

り組むことができる」、「人に対して思いやりを持つ

ことができる」、「異文化や世界に関心を持つことが

できる」とか、とにかく大事だと思える様な技能とか
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態度、理想とするものを 18 項目聞いています。

ひとつひとつの結果は紹介しませんけれども、概

して言えることは、上の 2 つ、「勉学タイプ」、「勉学

ほどほどタイプ」というのは結構高得点取っている

ということです。もう一回言いますけど、「勉学タイ

プ」の中には部活動をやっている人が 8 割いる。勉

強だけやっているタイプではありません。だから勉

学、部活動両立というタイプの人が殆どです。こうい

うのが最強だと思います。現場で経験的に理解して

きたことはそんなに間違いではない。問題は全体的

に低得点を取っている、下の 3 つのタイプです。す

ごくしんどい。

もうひとつ、例えば「部活動タイプ」。部活をすご

くやっていて家庭学習やってない人たちです。この

人たちが、「他の人と議論することができる」、あるい

は「人前で発表することができる」になると、ちょっ

と点数落ちるんです。上の 2 つが「勉学タイプ」と

「勉学ほどほどタイプ」です。部活動をやっていたら

他の人と議論することができるとは思っていないし、

人前で発表することができるとも思っていない。こ

れらは勉強、学習なんです。だから授業の中で作り出

していかないといけない。社会とか仕事の場で求め

られるいろんな人たちとの議論あるいは関係のない

部署の人たちとの交流、それから色々な発表。部活動

をやっていればオッケーとか、大学行ったらアルバ

イトをする。それらが大事なのは分かっているので

すが、そんなことだけでは世の中対応していくこと

はできないわけです。

河合塾の偏差値データを使いますが、偏差値で見

ると、所謂進学多様校に向かって、「勉学タイプ」、「勉

学そこそこタイプ」の割合が落ちていくということ

は認められます。それから「交友通信タイプ」、結構

女の子に多いですけれども、ツイッターとか SNS と

かスマホで繋がっているような人たちというのは下

の方にいけばいくほど増えてくる。

進学第一群、所謂トップ校と言われる学校でも「勉

学タイプ」２つの下に約 6 割の人たちがいて、これ

は多分、大学に入って、第 2 層、第 3 層、4 層くらい

になっていくのではないか、どこの大学に行っても

しんどいと予想されます。次に報告するときに、所謂

トップ進学校からトップ大学、東大、京大、旧帝大と

か有名私学に進学してからどうなっているかをお見

せします。

こういう大きな傾向を確認した上で、「生徒タイプ

から見た個別の高校の実態」（画像 24、LARGE２）を

見てみましょう。学校の名前は伏せてありますが、特

に進学校、トップ進学校を 5 つ紹介してあります（Ａ

高校～Ｅ高校）。偏差値真ん中くらい、2 番手 3 番手

くらい、所謂進学多様校（Ｆ高校、Ｇ高校）は、この

結果がだんだん落ちていく。

例えば上 2 つは京大に同じくらい合格が出てくる

結構進学校です。絶対皆さん聞いたことある学校で

すが、これだけ違います。Ａ高校は「勉学タイプ」が

50%近くで、下もすごく少ない。Ｂ高校は「勉学タイ

プ」がこれだけしかいない。結構「部活動タイプ」が

多い。

鷗友がどこにいるのかと言ったらここ（Ｄ高校）で

すね。すごく良いですね。「勉学タイプ」だけでも半

分です。「勉学ほどほどタイプ」を合わせて 60%、こ

れすごい数字です。全国でもトップクラスです。下も

少ない。それでも 20%いるというのは、やはり学校

ってそういうとこだなと思ったりしますが。非常に

多くの人たちが部活動と両立させている。とても良

い結果を示していますね。

最後、別に私河合塾の宣伝をしているわけじゃな

いですけども、今の生徒タイプは河合塾で今年は無

料でやってくれています。関心のある方は web で河

合塾の「学び・みらい PASS」で入れて、やりたいと

言ってくれたら色々やってくれて結果をすぐ返して

くれます。色々あるうちのひとつは、今の生徒タイプ

です。自分の学校で、どの生徒タイプが何%いるのか

ちゃんと出してくれます。桐蔭学園では、進学実績と

合わせて、生徒の実情として web サイトで見せてい

くという作業を進めています。多分しんどいところ

も出てくると思いますけれど、しんどいところが出

てきて「あぁ駄目だなぁ」ということではなくて、そ
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ういうところに向かってどういう教育をやっていっ

ているかというのを合わせて伝えていって、精一杯

教育改善している姿を見せていく。関心のある方は

どうぞご利用ください。

私の話は以上です。鷗友学園の益々の発展を本当

に心から応援していますので、是非頑張っていただ

ければと思います。ご清聴ありがとうございました。

（司会 五十嵐）

溝上先生、貴重なお話有り難うございました。まだ

まだお話を聞きたいところですけれども、お時間に

なってしまいました。それではここで、皆さまからの

ご質問を受け付けたいと思います。ご質問のある方

はどうぞ挙手をお願いします。

（参加者）

まず、福井先生にお聞きしたいことがあります。私、

学校の一教員ですが、基本的に組織というのはトッ

プダウン型とボトムアップ型があると思うのですが、

鷗友さんは比較的どちらの方が強いのかということ

と、それから鷗友さんの職員室の雰囲気、例えば皆一

致して同じベクトル向いてやっている雰囲気が強い

のかなどお話していただければと思います。

（福井）

校長のいる前ですけれども、トップダウン、上から

ということではありません。前回の教員会議でも、

「校長は弱いので皆頑張ってくれ」という様な発言

もありました。今、校長が戦略的に我々の中でミドル

リーダーを育てていこうということが一つあります。

その中で、所謂世代間、年代間の格差を縮めていこう

というところはありますので、いいプログラムであ

ればそれはどこからでも出せる様な仕組みにはなっ

ているかと思います。

それから教員室の雰囲気です。学校によっては「6

学年で 6 つの学校があります」ということを言われ

る学校もあります。本校は学年色というのがありま

して、青の学年は元気だとか、どこの学年はちょっと

大人しいということはありますが、学年の独自性を

担保しながらも、提供サービスは共通の部分をしっ

かり持つことを、理念の共有化も含めて意識してい

ます。また、中学・高校同じ教員室で生徒の出入りも

自由で、教員室の風通しは良いかと思います。

（参加者）

溝上先生に、一般的な話として伺います。今の先生

のお話ですと、アクティブラーニングというのは、一

方通行の学び以上の学びを自主的に得るということ

になるかなと思ったのですが、革新志向というか、新

しい物を生み出していくということかと思います。

一方、前回の講演会の時に、今の高校生は保守化し

ているという話があったり、政府からの別の資料な

どでは中間層が勉強しなくなっている状況があると

いう話も聞こえてくるわけですけれども、そのへん

について何か具体的なデータなどありますでしょう

か？

（溝上）

大学生活において就職活動に重きを置いて、良い

会社入って、年収が高くてという大企業志向が強い

人間が今もいますが、そんなことよりもやはり自分

の身の丈に合った給料でよい、そういう価値観も今

は結構マジョリティになっていますね。その高校生

版、中学生版でもやはりあるのですね、楽しいことは

やる、楽しくないことはやらない。楽しいところを通

過して、楽しくないこともさせていくことが今の中

学校・高校では必要になると思います。大学でも結構

そういうところがあるのですが、それをやっていく

と、今、私達が中間層と呼んでいる層の底上げができ

るのではないかと思います。

（福井）

前回の話の中で、「若者の保守化」というお話があ

りましたが、鷗友学園の場合ですと、その傾向という
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のは少ないと思います。卒業生が大学に行って、「日

本も武力を持たなくてはいけないのではないか」と

安保法制賛成の意見を聞いてきて、「おかしいのでは

ないかな」と議論してきたと言うのです。そういう傾

向、そして時事的な関心、それから社会の流れに対し

ての批判的視座というのもありますので、その辺は、

バランス良く育ってくれているのではないかなと思

います。

それから中間層の話ですけども、実際、文科省のデ

ータ等でも色々な取り組みに関して、本当は中間層

を上げるつもりだったのが、トップ層の時間が増え

中間層が減っているというデータが出ています。学

校の中で見ると、チーム力が生徒の中でもあり、一緒

にやっていこうとか、前回の弓削多の発表の中にも

ありましたが、始業前に揃って皆で勉強して、自信の

ない子に自信をつけさせるとか見受けられます。そ

の辺は生徒達は主体的に育っているのかなと思って

います。

（参加者）

大学の教員ですが、我々はこういう教育やってい

ますと一生懸命オープンキャンパスでやるわけです

が、高校の先生に「高校生はどういう感じで大学を選

んでいますか」と聞くと、「楽しそう」とか、「部活の

先輩が行っていて安心だから」とか言われます。今の

先生のお話を聞いていてなるほどそうだなと思いま

した。

大学も今、アクティブラーニングやりなさいとガ

ンガン言われている。「やれば補助金つけます、やら

ない学校は補助金つけません」みたいな話になって

います。文科省は例えば「企業とコラボして商品開発

して下さい、そうするとポイントが付きます」と言っ

てくるわけですが、200 人の大教室でなかなかそう

いう授業はできないって思っていたんですが、今の

先生のお話を聞いて、発表させる機会をいかに多く

作るかということが非常に重要だという視点をいた

だきまして、非常に有り難いお話でした。

（参加者）

溝上先生に伺います。調査のデータのところで、グ

ループタイプに分ける際に家庭のバックグラウンド

のデータ、どういったところの出身かというデータ

を取られているかということと、例えば中学 1 年か

ら高校 3 年で、どれくらいタイプが変化しているか、

入口から出口でどう変わっていっているかというデ

ータを取られているかということをお伺いしたいと

思います。

（溝上）

私は心理学者で、教育学者です。教育社会学の人は、

親のデータを使って研究することが多いですね。思

うことが 2 つあって、1 つは家庭の状況、経済力が厳

しくて大学に進学しない人たちから、普通に大学進

学している、経済力のある高級官僚の家とかを全部

ひっくるめてデータを入れて、なにかしら結論を出

すのはぜったいスムーズにはいかないということ。

むしろ例えば、大学に進学していく層だけに限定

したら大分違ってくるだろうと考えました。だから

今回は大学進学が 7 割以上の学校だけに絞ったので、

綺麗な階層分化の結果は出ないと思います。多少は

出るとは思いますが、大きな差は出ないだろうと思

っています。

その上で、今、トランジション研究を海外と一緒に

やっている先生達と考えていることなのですが、ア

イデンティティ資本モデル、所謂社会的要因、親の経

済的・社会的地位の影響を受けるのも社会に共通し

たものですけれど、そういう社会的要因を乗り越え

ている生徒がいます。社会的、経済的な状況が悪くて

もそこを乗り越えていく最後の私達の希望は、個人

的な主体性です。そこをちゃんと抽出していきたい。

もう一つのご質問。高 2 までで精一杯で、中 1 か

ら高 3 のデータはありません。ただ、今、桐蔭学園

で中 1 からずっと見ていますので、そういったとこ

ろを基本にしながら、色々な形で取っていきたいと

思います。
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（吉野）

横から口を差しはさみますが、中学 1 年から高校

3 年への変化ということで、一言お話しておきます。

15年から 20年くらい前にベネッセさんとの共同で、

中 1 から高 3 までの子供達の変化の様子を見たこと

がありました。その時にわかったことは、やはり家庭

の状況も大きな影響はあるけれども、鷗友学園での 6

年間の生活の中で、変化しているなということでし

た。

特に、所謂アクティブラーニングの前提となる、人

と人との関係性、それが中学の時には親子の関係、先

生と生徒の関係、あるいはおじいちゃんおばあちゃ

んと子供の関係という、縦の関係の中における社会

性というのが非常に強く、周りから言われるとその

通りに動いてしまう子も結構多かったのです。その

子達がだんだんと高校生、高 2、高 3 になっていく

と、集団の中でどんどん横の関係性を作っていって、

横の広がりの中で、他との討論、ぶつかりの中で、自

分自身を見つめて、将来の自分を考えていくように

なっていくという変化がでてきていることを感じて

います。これはまた別のところで、よろしかったらお

話をしたいと思いますので、ご参考に。

（参加者）

溝上先生に 2 点ご質問します。先生のお話の中で、

家庭学習が非常に大事だということですが、これは

量より質ということで捉えていいでしょうか？ 時

間、例えば 90 分とか 120 分というよりは、短くても

いいから質を重視した方が良いのかという確認をさ

せていただきたいのが 1 点です。

もう 1 点は、私は高校の教員ですが、アクティブ

ラーニングをやらなくてはいけないということで、

総合的な学習の時間の中で強引にやってしまえばい

いのではないか、そういう風なことを考えている学

校さんもあるようです。それは違うだろうと僕は思

うのですが、溝上先生はいかがお考えでしょうか

（溝上）

まず、家庭学習は最後はもちろん質ですが、やらな

い人が沢山いるから量で結果が出ているんです。大

学でも単位制の問題があって、１コマ＝90 分＝2 時

間と計算するのが大学の計算の仕方ですけれど、2 時

間授業受けたら、本来 2 時間の家庭学習が必要なの

です。だから例えば週に 10 コマ取ってたら、簡単に

計算したら、授業 20 時間＋家庭学習 20 時間で 40 時

間。日本の大学生の平均家庭学習時間はそんなにな

い。こういう状況の中で、例えば 10 時間から 12 時

間くらいやっている高校の生徒がものすごくいい感

じで見えてくるわけです。だからみんな単位制を守

らなければということで、学校がとにかく強制的に

やらせているのです。でも、私は最後は質だと思いま

す。

もう一つは、総合的な学習の時間にプレゼンテー

ションの仕方を学べばいいのではないか、というこ

とですね。私は、それは不十分だと思います。理由は

何かと言ったら、能力を育てるというその能力に領

域固有のものも求められているということです。つ

まり、能力というものは知識にも縛られるものなの

です。

例えば、私はプレゼンテーション能力が高いとし

ます。しかし、ここで数学のある問題について今パッ

と思い浮かぶこと言いなさい、ということになった

ら、私途端に駄目な人になります。一方、教育学とか

心理学とかに関してだったら 2,3 時間ずっと喋れま

す。知識が構造化されており、それを出しているから

です。一般的な、所謂汎用的な能力というのは確かに

ありますけれども、究極的には知識との関係でそれ

は表現されることも考慮しなければならない。

だからそれを突き詰めていくと、汎用的な能力を

育てるセミナーというのは基本的にありえないので

す。いくら脱教科で、例えば業者さんが大学に来てプ

レゼンテーション育成講座とかをやりますが、絶対

に課題を与えます。これ自体領域固有で、知識に縛ら

れた能力です。だから原発について色々調べて分か

ったから原発についてプレゼンができるし、何にも
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知らない人に原発の知識を伝えることができるので

す。

そういう話を教科に繋げていくと、数学とか物理

とかそれぞれの教科で、色々なテーマで精一杯やっ

ていくという話に最後落ちていきます。だから全教

科でやっていただきたい。ただ、やはり進度の問題と

か知識を定着させていく時間とかがありまして、そ

れはしんどいですね。だから、やりすぎてはいけない

ということです。

（吉野）

すみません、また横から出てきました。例えば英語

を例にとってみますと、私たちが受けてきた英語と

いうのは、20 世紀型の単語帳を作って英語の単語と

日本語を一対一対応させて、文法や構文を覚えて、そ

こに単語をあてはめて、知識として英語を学んでき

ました。これがこれまでの授業の在り方でした。

鷗友学園の場合、先程ご覧に入れましたように、

All Englishで、どんどんとペアワークを入れながら、

実際に使ってみながら英語を学んでいく。分かって

ないところから出発します、全然分からなくていい

のです。何故ならそれは、知識を学ぶことではなくて、

コミュニケーションを取り合う実技なのだから。少

しずつコミュニケーションを取りながら、お互いに

修正し合いながら、段々分かっていけばいい。それを

やっています。それが実はアクティブラーニングの

形ではないだろうか。そして、総合的な学習の時間を

それに当てるとすれば、実際にアメリカ行って現場

でやってください、その方が英語は習得できます。

教室を中心にして行う授業、アクティブラーニン

グ型の授業と、現場に実際に生徒を送り出して学校

の外で様々学ばせてくるという総合的な学習の時間

とは、やはり違いがあるのではないか。それを全部ト

ータルにやりながら、知識を深めていくというその

循環が、これから必要になってくるではないだろう

かとに感じます。

（司会 五十嵐）

溝上先生には沢山貴重なお話、ご説明をいただき

ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお

願い致します。それでは最後に鷗友教育研究所所長

の中村よりご挨拶申し上げます。

（鷗友教育研究所所長 中村達幸）

教育研究所の中村と申します。本日の講演会、如何

だったでしょうか。

アクティブラーニングの具体的なスキルが聞ける

かなと思って来られた方もいらしゃるかと思います。

その辺に関しましては、来年（2016 年）の夏に具体

的なアクティブラーニングのスキルについてのワー

クショップも考えております。本日いらした方には

またご案内を差し上げますので、是非それをご利用

ください。

本日は前半、本校の学習指導部長の福井から、何故

今アクティブラーニングが必要とされるのか、「学校

ができること・学校にしかできないこと、学校だけで

はできないこと・学校ではできないこと、学校でもで

きること」の視点から本校のさまざまな取り組みを

整理し、熱心な教員が単発で頑張るのではなく、理念

の共有化を前提に学校が組織として取り組んでいき

たいという報告をいたしました。

溝上先生のご講演では、前半に社会の変化、トラン

ジションの課題の変化を前提に、アクティブラーニ

ングや協働性が新しい学校教育の柱の一つと位置づ

けられました。後半では、「学校と社会をつなぐ調査」

から見えてくる本校の生徒の一面が報告され、その

上で、大学に入ってから、あるいは社会に出てから伸

びる生徒はどんな中学高校生活を送ったらよいのか

の良いヒントをいただけたのではないかと思いま

す。

溝上先生、本当にありがとうございました。
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創立 80 周年記念連続講演会

「市川源三と鷗友学園の女子教育」第３回

主催 鷗友学園女子中学高等学校

共催 鷗友教育研究所

日 時：2015 年 12 月 19 日（土）14 時～16 時

場 所：鷗友学園女子中学高等学校

１．市川源三の女子教育と現在の鷗友学園

鷗友学園女子中学高等学校校長

吉野明

２．グローバル化と今後の日本の教育

東京大学大学院教授、慶應義塾大学教授、文部科学大臣補佐官

鈴木寛

【鈴木寛先生プロフィール】

1964 年生まれ。東京大学法学部卒業後、1986 年通商産業省に入省。慶應義塾大学助教授を

経て、2001 年参議院議員初当選（東京都）。12 年間の国会議員在任中、文部科学副大臣を

2期務めるなど、教育、医療、スポーツ・文化・情報を中心に活動。大阪大学招聘教授（医

学部・工学部）、中央大学客員教授、福井大学客員教授、和歌山大学客員教授、日本サッカ

ー協会理事を務める。2012 年一般社団法人社会創発塾設立。

2014 年 2 月より、東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大学政策メディア研究科兼総合

政策学部教授に同時就任、日本初の私立・国立大学のクロスアポイントメント。10 月より文

部科学省参与、2015 年 2 月文部科学大臣補佐官就任。
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第３回-1 はじめに

（司会 五十嵐）

只今より、鷗友学園創立 80 周年記念講演会を始め

させていただきます。本日はお忙しい中、このように

多くの方にお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。

私は司会を務めます五十嵐と申します。どうぞよ

ろしくお願い致します。

鷗友学園創立 80 周年を記念して行いました、「市

川源三と鷗友学園の教育」というテーマでの連続講

演会、本日は第 3 回、最終回となります。1935 年、

鷗友学園の創立当時より女子教育を継続して行って

きました鷗友学園の建学の理念と現在の取り組みを

発表すると共に、これからの日本の教育の方向性を

さぐる内容のご案内となっております。本日の講演

会は、校訓である「慈愛
あ い

と誠実
ま こ と

と創造」の「創造」の

部分にあたることについて、お二人の講演者よりお

話を伺います。

はじめに鷗友学園女子中学高等学校校長吉野明よ

り、「市川源三の女子教育と現在の鷗友学園」と題し

まして報告がございます。次に東京大学、慶應義塾大

学教授、そして文部科学大臣補佐官としてご活躍の

鈴木寛先生をお招きし、「グローバル化と今後の日本

の教育」と題しまして講演していただきます。この会

は約 2 時間の予定です。皆様どうぞ最後までよろし

くお願い致します。

それでは、鷗友学園女子中学高等学校校長の吉野

明よりお話を致します。



46

第３回-2 「グローバル化と今後の日本の教育」

鷗友学園女子中学高等学校校長 吉野明

皆さんこんにちは。

今、話にありました市川源三という人物ですが、

1901 年、当時の東京府立第一高等女学校、現在の都

立白鷗高等学校・附属中学校の教員となり、更に教頭、

校長として 34 年間務めた人物で（画像 1-2、１ペー

ジの２番目の画像。以下、同じ）。学生時代から女子

教育に一生をかけると決意し、特に教頭、校長の時代

には、「自学自治」「自動創造」「全人教育」、この三つ

をスローガンとして教育を行っていました（画像 1-

3）。

特に私がすごいなと思うのは、この「自学自治」の

部分です。当時、女性の地位が低かった時代、選挙権

がなかった時代に、将来必ず女性にも選挙権が与え

られる、そういう時代に困らないようにと、級長、副

級長を選挙制にして生徒に自治活動を行わせていま

した。先見の明があったと思います。

更に「自動創造」、リベラルアーツ、その前に「合

科」という言葉があります。これ（画像 1-4）は鷗友

学園の校長になった後、校長室に残されたメモの中

に残っていた市川の言葉から取ってきたものです。

例えば、野菜作りを園芸で行う、それを生物の時間

に研究する、更にそれを家庭科の時間に調理をする。

これは一つのものだ。更に文字についてもこのよう

なことを言っています。いずれもその湯気の向こう

に、文字の向こうに相手の笑顔が見える。

学問をするということが、単に自分の力を高める

だけではなく、人と人との関係性を大切にしていく

ことにつながっています。それが市川の学問あるい

は勉強の目的であったと考えることができます。一

人一人が社会の中で、自立した人間として、主体的な

自由な人間として生きていく。そういう存在になる

為の勉強が、第一高等女学校の勉強の目的だと考え

られます。

そして単に頭だけではなく心も体もトータルで自

分として認識し、この私をどのように社会の中で活

かしていくかを考えていこう。これが市川源三の教

育でした。まとめると「自由教育」「リベラルアーツ」

「全人教育」になるかと思います（画像 1-5）。

ところが、時代が軍国主義の時代に入っていきま

す。帝国議会では天皇機関説が問題となっていた時

代に、市川源三の自由な教育も東京府議会から睨ま

れることになり、色々問題が起こります。それを同窓

会のメンバーが、公立の学校の中ではもう自由に教

育できないとすれば、私立の学校を作って市川先生

に校長になって欲しいと考え、皆でお金を出し合っ

て、私立の学校を作りました。1935 年に設立された

鷗友学園高等女学校、80 周年を迎えた鷗友学園女子

中学高等学校の前身にあたる学校です。ただ心労が

祟りまして、市川源三は鷗友の校長になって 5 年で

亡くなり、後を継いだのが市川源三の一番弟子と言

われる、石川志づという女性です。

この石川志づは、市川源三の弟子であるばかりで

なく、津田梅子の弟子であり、更に内村鑑三の弟子で

もありました。そういうことで、市川源三から受け継

いだ「自由教育」「リベラルアーツ」「全人教育」に、

津田や内村から受け継いだ「英語教育」「国際理解教

育」「キリスト教精神」を加えて、これらが一体とな

って、現在の鷗友学園の基盤になっていると私たち

は考えております。

さて、市川源三に戻りますが、市川源三は東京高等

師範学校の研究科の時代から第一高等女学校の教員

となる約 1 年半の間にこれだけの本を出しておりま

す（画像 1-6）。生涯を通して 100 冊近い本を出し、

新聞で貧しい女性たちの身の上相談を受け、また

NHK でも身の上相談をやっていたという、とにかく

学校だけではなくて、広く社会の中で女性たちの生

き方を一緒に考えようという姿勢を持った人物でし

た。その中で、特にパーカー氏の「統合教授之学理」

という所に、今日は注目してお話していきたいと思

います。パーカーという人物がアメリカで出版をし
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た本が少しずつ日本に紹介されていく過程で、市川

が『統合教授之学理』という本を紹介しています（画

像 2-1）。この紹介にあたっては、東京高等師範学校

がかなり大きな役割を果たしていました。一番上の

内田壽一という人も高等師範の学生あるいは卒業生

ではなかったかと言われています。樋口勘次郎も市

川と同時期の高等師範の学生でした。

原著が出版されて、殆ど間を置かずに日本に次々

に紹介されているパーカーですが、「教育学書解説」

の第 7 冊目として「市川先生解説『パーカー氏統合

教授之学理』」が出版されています。この本は「解説」

とありますように、完全な翻訳ではなくて、要旨を紹

介し批評をするという形のものです。最後の章「教育

と共和政治」は省略されています。注目すべきは最後

の概評という所で、このパーカー氏の児童中心主義

の考え方は頗る薄弱の説と批判をする形で本をまと

めています。

この本が出版されたのは研究科の時代ですが、実

際に現場に出る中で、それを反省したのでしょうか、

第一高女の教諭になってから出た雑誌『教育学術界』

では、「教育と共和政治」を紹介し、もともとパーカ

ーが教育は民主政治、民主主義のために大切なのだ

ということを核として出版したその部分を補足する

形で紹介しました（画像 2-2）。そして「今日、本邦

教育上における、一大弊風を打破する鉄槌たるを得

る」という言葉がこの雑誌の中にありますが、当時の

徳目主義の修身、すなわち上下関係の中で行動しな

さいというやり方を批判し、民主主義つまり児童中

心主義を重視し、横の関係の中における人間関係を

学校の中で作っていかなければいけないということ

を主張し始めました。これ（画像 2-3）が扉のパーカ

ーの写真、そしてパーカーがもともと書いた図を日

本語に訳した図ですが、原著はこういうものです（画

像 2-4）。

実は 2010 年から 2013 年にかけて、パーカーのこ

の「統合教授の原理」の英語の本がアメリカでリプリ

ント版など様々な形で 5 種類出版されています。今

また注目され始めているのだろうかというパーカー

です（画像 2-5）。

日本では、元々和光中学の先生で、当時は大学の先

生になっていた西村誠先生、清水貞夫先生が私たち

の世代には非常に懐かしい、明治図書の世界教育学

選集の中の一冊として完訳で紹介されています。そ

して最近では放送大学大学院の教材の中に、この「中

心統合法の理論」という、その本から引用した形で、

パーカーのコアカリキュラムの図が紹介されていま

す。最近、アメリカでも日本でも見直されているのか

なというのがこういう所からも分かります。

さて、フランシス・ウェイランド・パーカーとはど

んな人物かといいますと、アメリカ進歩主義教育の

父と呼ばれます（画像 2-6）。確立したのはデューイ、

高校生に教える時にはプラグマティズムの思想家と

教える人物ですが、その先駆者がパーカーであると

言われます。

そしてこの人はアメリカの人物ですので、キリス

ト教思想に基づいた考え方をしています。学問の目

的は何か、神が作った自然の法則を発見すること。そ

して一人一人の人物には神が与えた理性が備わって

いる、その理性を発揮させることによって一人一人

は自然法則をしっかりと導き出すことができる。だ

から縦の関係の中で、知識のある教員が生徒に教え

るのではなく、理性を持ったお互い同士が触発し合

うことによって、真理が探究できるはずだ。そういう

考え方を述べています。そして、それは当然のことな

がら、民主主義の原理、つまり強い支配者が人民を服

従させるのではなく、対等な人間として一人一人が

自主的に主体的に自由に意見を述べ合いながら、意

見が違っても、対立が物別れに終わらずに、一緒にな

ってこの社会をどう動かしていくかを考えることが

できる。そういう力をつけていく為に教育があるの

だということを述べていくのがこのパーカーです。

パーカーはまた量的教授法、質的教授法という言

葉も使いました。ヘルバルト流の、教師中心の、縦の

関係の中における知識の注入主義、それを量的教授

法として批判し、それに対して児童中心主義、質的教

授法と言って、お互いを触発し合うということで、授
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業の中で一生懸命やることによって、生徒一人一人

が真理に到達するという考え方を述べています。

このコアカリキュラム、単元学習というのは、ドイ

ツやアメリカで生まれ、日本に入ってきました（画像

3-1）。最も流行ったのは 1920 年前後と思いますが、

最初は師範学校の中からその動きが出てきます。た

だ、日本に入ってくると、アメリカのキリスト教の思

想を前提にした考え方とは違った捉えられ方をした

と言われます。例えば樋口勘次郎の場合は、キリスト

教が天皇中心主義に置き変わってしまいます。そし

て、個人の利益は国家の利益の為には多少制約され

ても仕方がない、制限されてもいいという考え方に

なり、児童中心主義のカリキュラムを組みますが、そ

の中心に神武天皇がいるようなカリキュラムになり、

最終的に欧米の視察から帰ってくると国家社会主義

を主張するような人物になっていったと言われてい

ます。

ただ民間では、例えば玉川学園とか成城学園に見

られるような、大正自由教育、大正新教育と言われる

教育の流れをこの考え方は作っていき、更に戦後は

和光学園など中心とするコアカリキュラム連盟が戦

後民主主義の教育に大きな影響を与えることになり

ました。

その戦後の民主主義教育ですが、教育刷新委員会

が文部省から離れて政府の直属の機関として、安倍

能成、南原繁という二人を委員長にして始まります

（画像 3-2）。最初の数十人のメンバーの中に二人女

性が入っていました。二人とも津田塾の卒業生です。

津田塾の学長であった星野あいと恵泉女学園の創設

者河井道です。そして、鷗友の石川志づは同窓生であ

る星野や河井とこれからの民主主義の在り方を、日

本の教育の在り方をいつも熱く語り合っていたとい

われています。

石川志づは戦争中も英語教育を継続してやろうと

いう考え方で女性の教育に非常に大きな期待を抱い

ておりました。そして、例えば戦争中に和歌森太郎を

講師として招いています。ご承知のように和歌森太

郎は東京教育大学の文学部長でしたが、文部省が教

育大学を潰そうとする時に、それに抵抗して辞任し

た人物です。社会科が戦後はじめて教科として確立

した時にその教科書の最初の執筆者で、私も社会科

の教員なのですが、鷗友の社会科の先輩にこういう

人物がいることを誇らしく思っています。

さて、この文章（画像 3-3）、何か最近みたような

文章と思われませんか。先程のコアカリキュラム連

盟、その強い後押しを受けながら、教育刷新委員会な

どを中心にして、第二次世界大戦後、民主主義教育の

一つの柱として、学習指導要領一般編試案が 1947 年

に作られました。戦後の混乱期の中で作られたその

試案を改訂して 51 年に書かれた文章の一部です。

単元学習とありますように、このカリキュラムは

実はコアカリキュラムに則っています。国語、算数の

基礎に、そして理科、社会を探究、そして表現、更に

体育という４分野に分けたコアカリキュラムの形で

学習指導要領ができています。本当に今、私たちが見

ているこの文章（画像 3-4）とよく似ているなと思い

ますね。

2012 年のこのアクティブラーニングの文章は高

等教育、大学に向けて出された文章です。2011 年の

経団連の意見書に従って、翌 12 年に中教審が出した

答申、その中にある用語の説明ということで、アクテ

ィブラーニングをこういう形で説明をしています。

そこでは様々な能力、学力の三要素と共に、こういう

力が求められています。

何故今、こういう力が求められているのか。これに

ついては、前回お話しいただきました溝上先生の図

（画像 3-5）を使って説明をさせていただきますが、

これまでの学校教育というのは、知識を覚えるとい

うことに重点が置かれていました。対課題達成能力

が中心で、一つの知識を、あるいは既成の、これが正

しいという知識を覚えて、それによって点数を取る

ということが教育であり勉強であるという風に考え

られてきた。

しかし、これからの学校教育の中では、対他者能力、

そして対人生能力が必要になって、あちこちで言わ

れていますように、例えば 2045 年に人間の能力を
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AI（人工知能）が超えるかもしれない。そこでそれ

以上の力を人間はどこかで発揮していかなければい

けないとか、今ある職業がどんどんとなくなり、今な

い職業に就くようになっていくといわれています。

様々な社会の変化の中で、どういう社会になってい

くのか。その社会を自分たち、同世代の人間たちがど

う作っていくのかということを一緒に考えて行く力、

コミュニケーション能力が必要とされます。でも、あ

の人はこう言ったからそちらにフラフラではなくて、

一人一人が私はこう考えるという主体性を持ち、そ

して意見の違いをきちんとそこで整合性を保たせな

がら、明日も平和な世界を一緒に作っていく主体性

も必要とされます。それらの力をこれからの学校教

育はつけていかなければいけないというのです。そ

してその学校に求められているものを象徴的な一つ

の言葉で表すと、たぶんそれがアクティブラーニン

グという言葉になるのではないでしょうか。アクテ

ィブラーニングは言葉が先行していますが、アクテ

ィブラーニングに象徴される、こういう力をこれか

ら学校の中でつけていくことが求められているのは

確かなことです。

単純に言うと、近代の、あるいは 1990 年くらいま

での、一つの価値を求めていた、一つの解答さえ答え

られればそれでいいという世界から、多様な価値が

存在し、こちらの立場で言えばこういう解答、こちら

の立場で言えばこういう解答、解答のぶつかり合い

の中で、でも一緒に明日行動をするのであったらど

うすると、そういうコミュニケーションがしっかり

取れる人材がこれから求められていくのだというこ

とです。

あるいは知識の習得という部分だけ考えても、単

に一方的な伝達という形で終わらせずに、ペアワー

クを行い、さらに実際の社会の中でそれを活用して

いくと、知識はより定着します。英語で考えれば一番

分かりやすいですね。単純に単語を単語帳で覚えて、

文法を覚えて、単語を文法にあてはめて、改めて訳し

て英語がはじめて出てくるという私のような人間か

ら、先ほど映像で観ていただきました子供たちは本

当にお互い同士が、わいわいやりながら、それ違うよ

とお互い同士修正し合いながらどんどん先に進んで

いけるような、そういう力をつけています。更に留学

すれば、その力は完全につくではないだろうかと思

います。そういう大きな流れが、知識の習得につなが

ります。

ところが、日本の場合にはこれまで、教科中心主義、

知識中心主義の、あるいは教師中心主義の枠の中で

留まっていました。1990 年くらいから世界の変化が

始まり、2000 年には PISA が始まり、そういう変化

に対応しなければいけなかったのですが、残念なが

ら 2000 年の改訂では総合的な学習の時間がやっと

入っただけでした。でもそれでは世界から遅れてし

まうということで、2020 年を一つの目安にして、ア

クティブラーニングも入れて、この知識の習得の体

系を教育課程の中でもしっかりと位置づけていこう

というのが、今回の改訂ではないのだろうかと考え

ます（画像 3-6）。

では、鷗友学園はどういう風に教育をしてきたの

かを見ていきます。戦前の中等教育は、中学校 5 年

制、高等女学校 5 年制でした。戦後、6・3・3・4 制

で義務教育を伸ばすため中等教育が中学と高校に分

けられましたが、鷗友学園では思春期、青年前期、英

語で言うと teen-age の時代を分断せずに、6 年一貫

の教育を行おうとしてきました（画像 4-1）。

そして、これまでの話の復習にもなりますけれど

も、教科中心主義の文部省、文部科学省のやってきた

カリキュラムに対して、大正自由教育、大正新教育で、

一時期、民間に児童中心主義の考え方が広まってい

きます。戦争が終わり、最初は民主主義の教育で児童

中心主義の考え方に基づいたカリキュラムが組まれ

ようとしていたのですが、すぐにそれでは平等では

ない、不十分になるからといって、系統化・現代化が

行われ、教科の枠の中で授業が行われてきました。と

ころが、世界の流れの中で、もうこれ以上そのままに

していたら日本は遅れるというので、2020 年から、

教科の枠は残しながらそれぞれの授業の形態は児童
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中心主義で行こう、そういう風にも見えますね。

鷗友学園はというと、丁度その真ん中に居たので

はないかと私は個人的に思うのです（画像 4-2）。府

立第一から鷗友学園にかけて、古い卒業生はこの二

つの学校を市川先生の学校と呼びます。そして、この

市川先生の学校では市川源三が公立の校長でしたか

ら、この枠は外せない。でもパーカーに見られるよう

に、生徒を中心として男女の関係性を横にするのだ

ったら、それは男女の関係だけではなく、全ての人た

ちが平等の中で、対等な中で、お互い同士ちゃんと意

見を交わしながら、社会を作っていくというそうい

う力をつけていくべきだろう。そういう教育をする

為には、教科の枠は枠として残しながら、実質的には

児童中心主義の教育を施したいと考えたのでしょう。

現在の私たちの中のでは、単に学習指導のカリキ

ュラムだけではなく、そこに生活指導のカリキュラ

ムも、車の両輪として位置づけています。カリキュラ

ムというのは単に教科の学習の在り方を示すだけで

はなく、子供たちがどうこれからの社会を生きてい

くかということを前提にしながら、生徒指導もカリ

キュラムの中でしっかりと位置づけながら、学習指

導をリンクさせて教育をしていくべきではないだろ

うかという考えているからです。

鷗友学園は「慈愛と誠実と創造」という校訓を市川

源三以来持っております（画像 4-3）。社会性を育て、

独自性を育て、そして社会において一人一人の力を

活かして創造的に生きていこうという目標です。現

在の私たちの教育実践で言いますと、お互い同士を

大切にしあう中で、お互いに“Ｉ’ｍ OK, You are OK”

と互いに認めあいながら、それによって自己肯定感

を高める。これは今の日本の子供たちにとってすご

く大切なことではないだろうかと思います。自信が

なければ、将来自分が何をしようかを前向きに考え

られません。この自己肯定感をしっかり持たせなが

ら、自分が潜在的に持っている能力を発見し、自分が

将来どう生きるかをしっかりと自分の意思で切り拓

いていく力を持ち、そして対等な関係、平等な関係の

中で、お互い同士意見を戦い合わせながら、単に上に

立ってこうしなさいと指示するのではなく、こうし

ようねと互いに言いあえるようになりたい。次の世

代が、たとえ価値観が違っても文化が違っても歴史

観が違っても、明日の平和な世界を一緒に築いてい

ける人間関係を作っていけるような、そういう力を

つけていきたい。これが鷗友学園の教育の基本にな

ります。

隣の子と仲良くできる。たとえお小遣いの額が違

っても、あるいは門限が違っても、明日一緒に遊びに

行けるという所からはじめ、隣の子からクラスを越

え、学年を越え、学校を越え、国境を越えて、価値観

の違う子とも一緒に行動できる。価値観の違う相手

とも明日の世界を創っていく（画像 4-4）。そういう

力を皆に持って貰いたい。それが鷗友学園の基本的

な考え方であり、決してグローバル化とか様々な最

近流行のテーマというのが、上から降ってきたもの

ではなくて、鷗友学園のこれまでの教育の延長線上

に存在していると私たちは考えています。

生徒指導のカリキュラム、これについては第 1 回

の時に色々とお話しました（画像 4-5）。細かいアイ

テムについては話しませんが、基本的な考え方を是

非分かっていただきたいと思っております。1 回目の

講演報告では「居場所づくり」「自己肯定感」「自立的

集団」、こういうキーワードがありました。そしてホ

ームルーム学習についても外に出て実際に色々なこ

とをやってみよう、そして国際的にも色々な人と付

き合ってみよう（画像 4-6、5-1））。

そして学習指導の方でも、もうこれも何年も前か

ら鷗友学園では所謂アクティブラーニング系のトレ

ーニングをやっております（画像 5-2）。理科の実験

教育は戦後すぐから始められ、1965 年には理科館と

いう実験棟が作られて実験中心の授業となり、そし

て社会科では、テーマを決めて発表し討論をすると

いう授業を行われ、様々な形で一人一人が自分の力

を人との関係の中でいかに伸ばしていけるか、人と

の対話の中で一緒になって次の世界を作る為には何

をすればいいのか、考えさせる授業が行われてきま

した。
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先程も出てきましたように、英語はオールイング

リッシュの授業を行っています。これ（画像 5-3、5-

4）は入学説明会の時に保護者の方にお見せしている

図ですけれども、「今日の授業、分かった？ と聞かな

いでください」とお願いしています。私たちはどうし

ても授業のこととなると完全に分かることを求めま

す。でも、特に英語は知識ではなく、コミュニケーシ

ョンの手段として学んでほしいと考えていますので、

「分かった？ と聞かないでください。面白かった？

楽しかった？ と聞いてください」、と保護者にはお

願いしています。

１対１対応で分からなくても、全体として分かれ

ばいいのです。とかく女子の場合には、一つ一つの単

語が分からないと先に進めないと言われますけれど

も、そうでない能力、力がついてきて、ＡＬ＝アクテ

ィブラーニングや PBL＝プロブレム・ベイスド・ラ

ーニング（問題解決型授業）に対応できる力が女子の

生徒の中についてきているとに考えます。

繰り返しになりますが単に学習指導だけのカリキ

ュラムではなく、生徒指導のカリキュラムが並行し

て存在しています（画像 5-5）。左下は知識を持って

いる教師が持っていない生徒に教えるという形の学

習指導と、「これが規則だ。この規則をちゃんと守り

なさい」という生活指導の在り方になります。学習指

導の方で「答は一つじゃないよ」と言っておきながら、

社会の規則はこれでいいのでしょうか。やはり学習

指導と同様に、社会の中で一緒に、どういう風にこの

社会を変えていけばいいか、どこに問題がある、これ

からどういう社会にしていけばいいかを考えていく。

鷗友学園の場合で言うと、運動会の後、学園祭の後、

翌年の実行委員会が立ち上がって、今年どんな問題

が起こったかを皆で討論し、ペーパーにして各クラ

スに回し、全員で話し合いをした上でそれを委員会

に戻して、全体のペーパーを作り直してまた全体に

提示して、一緒にこれでやっていこう、一人一人の生

徒が皆主体的にそれに関わっています。一人一人の

生徒が主人公になってこの学校を動かしているとい

う生活・生徒指導の在り方というのが、これから求め

られているのではないでしょうか。

社会に出て、これまでのように、「これしか分から

ない、覚えてない」ではなく、変化する社会の中で

様々なことを他者と共に学びながら実践していく生

徒を作っていく為に、その学習指導と生徒指導のカ

リキュラムを並行させるという形というのは、この

教科中心主義と児童中心主義を併用しようとしてい

るこれからの日本の学校の在り方として、一つモデ

ルになるのではないだろうかと提案をさせていただ

きました。
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第３回-3 グローバル化と今後の日本の教育

東京大学大学院教授 鈴木寛

（鈴木寛先生）

皆さんこんにちは。鈴木でございます。今日はお招

きをいただきまして誠にありがとうございます。

ご紹介いただきましたように、今、私は慶應と東大

で教えておりますが、慶應で助教授をしておりまし

た時には何人か鷗友の卒業生がゼミ生でいましたし、

私の従兄弟の娘も鷗友を出まして、良い学校だなと

前々から思っておりました。また、近年は吉野先生に

大変にご指導いただいております。

私、プロジェクトベースドラーニング（ＰＢＬ）を

どういう風にしていくのかということを考える為に、

この 4月に東大を事務局とするOECDイノベーショ

ン教育ネットワークというコンソーシアムを作りま

した。今、広島県、福井県、和歌山県、そして高専、

それから東北の被災 3 県、それからまだボランタリ

ーなシチュエーションですけども埼玉県の教育委員

会に加えまして、色々な私立あるいは NPO の皆さん

にも入っていただきますが、そうした方面でも大変

お世話になっております。この OECD（経済協力開

発機構）にご関心のある私立の学校の関係者の方が

いらっしゃいましたら、ボランタリークラスターと

言いますのはいつでもウェルカムでございますので、

是非お考えをいただければと思います。

今日は、いただきましたお題が「グローバル化と今

後の日本の教育」ということでございますが、私、こ

の（2015 年）2 月から文部科学大臣補佐官を仰せつ

かりました。下村大臣の時であります。下村大臣と一

緒に一旦は辞表を出したわけでありますけれども、

また再び今、馳大臣の下で再任をされて、文部科学大

臣補佐官を務めております。

今、文部科学省は高大接続改革を進めております。

これは大きく言うと二つございまして、一つは中央

特別審議会の企画特別部会というのが動いておりま

す。ここでは概ね 2020 年から始まる小学校、中学校、

高等学校の学習指導要領をどうするかということを

やっています。（2015 年）8 月に中間報告が出まし

て、今、最終報告に向けて調整をしている所でござい

ます。

もう一つは高大接続システム会議です。大学のア

ドミッションポリシーと言いまして要するに入学者

選抜の考え方、それからカリキュラムポリシー、カリ

キュラムの考え方、それからディプロマポリシー、卒

業認定の考え方、これを同時に変えていく。これ同時

にやっているということが非常に重要でございまし

て、これまでは学習指導要領、大体 10 年に 1 回変え

るんですけども、特に高校の場合は学習指導要領を

幾ら変えても大学入試が変わらないとせっかく良い

試みをしてもなかなか広がっていかないという問題

がありました。

一方で、私は今、大学にいるわけですけど、大学の

入学試験の方も学習指導要領に縛られているんです

ね。学習指導要領にないことを出題しますと怒られ

るものですから、お互い何か制約を感じながら、でき

る範囲のことはもちろんその都度その都度、頑張っ

てこられたわけでありますが、今回は正に両方同時

に、ある意味では完全にフリーに、あるべき姿から立

ち返って、やれる、やろうということです。

文部科学省の事情を申し上げてもあんまり皆さん

には意味がないのかもしれませんけども、小学校、中

学生、高等学校というのは初等中等教育局が担当し

ているのですね。大学以降は高等教育局で、局が分か

れています。私が呼ばれておりますのが、両方をどう

接続するかということです。今、どういう議論が文科

省の周辺で行われているのか、そして、これからどう

いう風になっていくのかという所をお話させていた

だきたいと思います。

結論を言うと、鷗友の時代がやってきたというこ

と、やっと世の中が追いついてきたかと、いかに世の

中が追いついたかということだけを分かっていただ

ければと思います。
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最初に今の日本の教育をざっと申し上げます。

OECD が 3 年に 1 回、15 歳の学力の調査を致して

おります。学習到達度調査、ピサ PISA と言います。

2003 年のピサ調査で、読解力が OECD 加盟国中 12

位に下がってしまった。このことをもって日本中は

大騒ぎしたわけですね。メディアは日本の学力低下、

学力低下とか騒ぎ立て、日本の 15 歳の学力が低下し

ていると思い込まされてしまったわけです（画像 9）。

しかし、皆さんにご理解いただきたいのは、この調

査は 3 年に 1 回行われ、直近が 2012 年です。今年

が 2015 年ですから今、調査をやっておりまして、来

年の今頃、大体取りまとめが終わります。実は私は先

週、OECD のエデュケーション 2003 という所のア

ドバイザーに就任したのですけれど、このテストを

やっておりますシュライザーというドイツ人の局長

と大親友でありまして、ずーっとフォローアップし

てきました。2012 年は、日本の 15 歳は読解力が加

盟 34 カ国中 1 番。そして科学的リテラシー1 番、数

学 2 番です。数学 2 番と言うとどこが 1 番か気にな

るのが日本人の習性で、1 番は韓国です。で、総合 1

位に返り咲いているということなのです。皆さんも

学力といえばフィンランドと新聞やテレビが書き立

てましたので、フィンランドは凄いと思っておられ

ると思いますが、2012 年では全ての項目について我

が日本の 15 歳はフィンランドを上回っています。

こういう良い話というのは日本のマスコミは一切

書かないですね。皆さんの中で、2012 年日本の 15 歳

が世界学力 1 番になったことを知っていたという方

はいらっしゃいますか。日本は駄目じゃないんです。

ただ我々の問題意識は、その世界一の 15 歳を高校で

伸ばせているか、大学で潰していないかということ

なのです。少し振り返ってみると、そこの所はクエッ

ションマークがあるなと。この世界一の金の卵、日本

の 15 歳を高校で益々伸ばして大学で花開かせてい

く為にはどうしたら良いのかという改革を、今、考え

ているとこういうことでございます。

ですから今回の学習指導要領では、小学校は 15 分

程度英語が入るということぐらいで、あまり変わり

ません。先程吉野先生にお話しいただきましたよう

に、小学校、中学校、高等学校全体を通じて、アクテ

ィブラーニングを入れていこうというのはあるんで

すけれども、教科の編成ということでは小学校、中学

校は大きな変化はありません。しかし高校について

はかなりドラスティックな改革をやっていく、今回

の改革は高校と大学の改革にかなりフォーカスが当

たっているということでございます。

基本的には、今日何度も申し上げることになると

思いますけども、学力の 3 要素というのがあります

（画像 2）。1 つは知識・技能 2 つ目は思考力・判断

力・表現力、そして 3 つ目が主体性・多様性・協働

性。それと 3 要素には入ってなかったのが 1 つあり

まして、英語です。英語は読む・聞く・書く・話すの

4 技能。日本は読むのはなかなか良いんですけど、聞

いたり話したりするという所に少し課題があります

ので、4 つの技能が万遍なくできるように、というこ

とでございます。

高校生といいましても1学年100万人強、います。

色々な高校生がいるんですね。100 万人強の中で、所

謂受験勉強を一生懸命やっている高校生が 33 万人

です。鷗友の皆さんはその 33 万人に入るわけです。

受験勉強をさしてやってないんだけれど大学にいっ

てしまう高校生が 27 万人ぐらいいます。そして残り

は就職をするとか専門学校に行くとかですね。

今日は主として 33 万人の所のお話をしたいので

すけれど、その前に、100 万人から 33 万人を引いた

70 万人強の高校生は、漢字も書けない、計算がおぼ

つかないとか、そういう知識・技能といった面での課

題を抱えている人もいるので、そういう人たちには

基礎・基本をちゃんとやっていこうということで、高

等学校基礎学力テストというのをいずれ入れていこ

うという話になっています。

で、今の教育の課題というのはどういうことかと

言うと、家庭教育のつけが小学校に回されて、そのつ

けが中学校に回り、高校に回り、大学に回る。大学に

来た時には相当つけが溜まっているものですから、

何とか高校の所で限りなく 0 にしたい、こういうこ
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とであります。そういう意味で PDCA サイクルを回し

ていこうと考えているというのが一つです。

受験勉強やってきている人の知識レベルは世界一

です。18 歳で調べてみて、日本の高校生は良く知っ

ています。色々な計算処理能力とかなかなか悪くな

い。しかしながら、思考・判断・表現、これは少しお

ぼつかない。これをなんとか身につけさせていかな

ければいけない。

受験勉強でどんな勉強をしているかと言うと、基

本的にマークシートの勉強をしている。それは何故

かと言うと、多くの受験生は大学入試センター試験

を受けるわけです。私たちの時は共通一次試験とい

って国立を受ける人たちだけが受けていたんですけ

れども、今や私立を受ける人も含めて、浪人生もいま

すし記念受験もいますから、55万人ぐらい受けます。

センター入試というのは基本的にマークシートで

す。それから慶應を除く殆どの私立大学の入試はマ

ークシートあるいは穴埋めです。膨大な記述を出す

入試をやっているのは私立では慶應だけです。

受験勉強本当に一生懸命 3 年間頑張って、その結

果、知識・技能は身についているんですけど、思考・

表現・判断という所が少しおぼつかない。それではど

うしたら良いか。やはり記述式の問題を出さなきゃ

いけない、ということです。あるいは、今、我々開発

していますけど、深い思考力を問う新しい方式、マー

クシートで選択肢を選ぶとしても選択肢を連動式に

するとか、あるいはマルチプルチョイスって言うん

ですけど 5 つくらい選択肢があってその中から一つ

選ぶ。例えば、選択肢と言うか文章の数を 20 とか 30

とか用意してしかも複数回答可という風にする。今

日はそのことにあんまり深入りをしませんけど、そ

ういうものを導入して、とにかく思考・判断・表現と

いうものを問うていく、いう風に変えていこうとし

ています。

そしてまだこれ、最終の調整がつかないんですけ

れども、今、大学入試センター試験と言いますけど、

これからは大学希望者学力テストというものに変え

ていきます。ここで、我々は新しい学力希望者テスト

に記述式を断固入れたい。私立高校の先生は反対し

ないんですけど、公立高校の先生が反対していて大

変なことがありまして。鷗友は入れてもたぶん何の

問題もないと思うんですけども。目安は、大学に来る

以上少なくとも社説ぐらいの分量のもの、1,500 文字

ぐらいが読めて、原稿用紙 1 枚くらいはちゃんと自

分の意見が書ける。そういう人に大学に入って来て

もらって、4 年間我々が鍛えて、そして 100 ページ

の学術書が読めて、原稿用紙 20 枚 30 枚 50 枚の論

文がしっかり書けるようになって、世の中に出して

いく。やはりこれが大学だろうと。

原稿用紙 1 枚も書けない人は大学来てもらっても

困りますし、社説が読めない人が来てもらっても本

当に困ります。我々はこういうことは大事だという

ことを世の中に対してメッセージとして届けたいと

思っていますので、社説が読めて原稿用紙 1 枚が書

けるという水準の論述テストをなんとか導入してい

きたいと思っています。評価は 10 段階にするか 15

段階にするか全然決めていませんけど、鷗友なら恐

らく殆どの生徒が 10 とか 9 とかっていう所に収ま

ると思いますので鷗友の皆さん特別の対策は必要な

いと思いますが、そういうことをしっかり導入して

いこうということであります。

次に、例えば現行でも、慶應それから国立、東大や

京都大学の 2 次試験はそう悪い問題じゃない、相当

良い問題です。東大とか京大の 2 次試験は世界に出

しても恥ずかしくない問題を出していると思います。

慶應の入試でも、小論文、それなりに歯ごたえのある

問題を出させていただいていると思いますし、皆さ

ん方はそれに対してしっかりとした準備をしていた

だいていると思います。ですから、知識・技能、それ

から判断・表現、これもおおむねある。英語も東大生、

慶應生、京大生、一橋生、ここまであるんですね。

私は今、東大の大学院で GSDM、グローバルリー

ダーシッププログラム、ソーシャルデザインアンド

マネージメントという大学院向けのコースも担当し

ているのですけど、そこは理系が 8割で文系が 2割、

文理融合型で医療だとか環境エネルギーだとか社会
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の問題を文理融合で解けるリーダーを作ろうと、こ

ういうプログラムです。

このプログラムには留学生が４割います。留学生

が 4 割入った中で、グループワークと言いますか、

今日のキーワードの 1 つでありますプロジェクトベ

ースドラーニング、具体的な課題、例えば COP21 で

どういう交渉をするかというプロポーザルをかけた

り、あるいはこういう新しい研究が見つかったけど

これを医療に適用するにはどうしたら良いかとか、

かなり具体的なまさにプロジェクトあるいは課題に

対するソリューションを、コースにもよりますけど、

3 ヶ月とかかけてグル－プワークでもって解答を作

る。今期の最終発表が明日あるんですけれども、そう

いうのをやっております。

東大の GSDM でそういうワークをやるとどうい

うことになるかと言うと、グループリーダー全員留

学生で、インド人は必ずグループリーダーになりま

す。これだと困るわけですね、日本の将来。我々のコ

ースにはインド人もいます、サウジアラビア人もい

ます、ネパール人もいます、インドネシア人もいます。

こういう人たちとまさにコラボレーションして、自

分たちの課題を解いていく。そのリーダーに、全員日

本人がならなくても良いけど、日本人が 0 だとまず

いですよね。

こいつら本当に東大生かと思ってもレポート出さ

せるとやはり東大生なんですね。良いレポート書く

んですよ、インド人よりも極めて論理的だし。思考

力・判断力・表現力、取り分けライティングエッセイ

においては、さすが東大生あるいはさすが慶應生な

んですけど、主体性とか多様性・協働性とかっていう

ことになるとちょっと大丈夫かな、ここ相当やんな

きゃいけない。こういうことです。

皆さん新聞でご存知のように、今日明日と東京大

学初の推薦入試が行われております。東大全体で約

3,000 人定員採りますけれど、推薦で約 100 名です。

では主体性とか多様性とか協働性といったのを、

一発の試験で、一日の試験で見抜けるのかと言うと

分からないですよね。結局、高校時代 3 年間のアク

ティビティーを見ないと、この学生が主体性がある

のか多様性があるのか、協働性があるのかが分から

ない。

最近、高校から直接アメリカやイギリスの大学を

受ける高校生も大分増えてきました。皆さんご存知

のようにアメリカやイギリスの大学というのは、そ

れぞれの学校で入試はやりません。全国統一テスト

みたいなスコアは取り寄せますけれど、何月何日一

斉に集めて一斉に試験するみたいなことはしません。

日本の高校生だってわざわざボストンに行かなくて

もサンフランシスコに行かなくても、ちゃんとアプ

ライできるわけです。

その代わり高校時代何をやっていたか、あるいは

その自分は大学に入って何をやりたいか、自分はこ

れまで何をしてきて大学 4 年間で何をし、そしてそ

れを基にどういう人生を歩みたいかということを

色々な形で見ていく。それぞれの大学は多少工夫し

ていますけど、基本的にはそういうことをやってい

ます。

あるいは慶應大学の SFC では、1990 年の開学以

来 25 年間 AO 入試をやっていますが、ほぼ同じ主旨

ですね。主体性・多様性・協働性というのを見たいと

いうことでやっているわけです。そういったグロー

バルに当たり前な入学者選抜をこの日本においても

しっかりと取り入れていこうということが今回の改

革の非常に雑駁な外観でございます。

私はこの（2015 年）2 月に補佐官に就任して、旧

7 帝大プラス東工大、筑波、早稲田、慶應、これ RU11、

リサーチユニバーシティ11と言いまして研究をやっ

ている大学 11校、そこに一橋大学を加えて 12校の、

総長並びに入試担当副学長と 1 対 1 で、膝詰めの議

論をしてきました。

グローバル化時代の中で、そうした大学からはま

さに日本をリードするあるいは世界で活躍する人材

を、インド人に負けっぱなしじゃ駄目だということ

をご理解いただいて、この問題意識をしっかり共有

して、それには大学に入ってからの学びもあるけれ

ど、大学に入る前の高校 3 年間が少し歪んでいるん
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じゃないだろうか、この歪みを直す必要があるんじ

ゃないでしょうかと議論をさせていただいて、そし

て我々の全体構想を申し上げて、今、申し上げた 12

大学の平均で総入学定員数の 3 割を AO・推薦にする

ということについて基本的な合意が得られました。

東大と京大は 1 割くらいになりますけれども、残り

の大学は 3 割ちょっと超える所もありますので、全

体に均せばトップ校の 3 割が高校時代のアクティビ

ティーを評価する枠を設けるということになります。

そして 9 月に国立大学協会としても自発的に国立

大学定員の 3 割は AO・推薦でやっていくということ

を決めました。これから 2020 年に向けてそうした入

試に変わっていくということであります。

何でそういうことを今やらなければいけないのか。

20 世紀の教育界は、ルーティンワーク、同じ作業を

毎日皆と一緒にする、そういう労働者、ルーティン・

コーポラティブ・レイバー育成の要請を受けてきま

した。もちろんそういった社会からの圧力に対して

教育界にはずっと反発があり、疑問が投げかけられ

続けてきたんです、それこそジョン・デューイの頃か

ら。

私は小学校は神戸大学附属明石小学校という所に

入りました。吉野先生の報告にある、兵庫師範女子部

附属明石小学校だったのです。私はまさにそういう

鷗友型の教育を小学校から受けて参ったわけです。

こうした動きはいつもあるのです、大正の頃からず

ーっと脈々と。しかし常にずーっと少数派だったの

です。それは何故かというと、結局、世の中が明治維

新以来、富国強兵、そして大量生産、大量流通、大量

消費、これが善である、あるいは GDP が 0.1%でも

増えることが善であるという価値観が支配的であり

ましたので、社会から教育側に対してそういう要請

があったからです。教育界はもっともっと高邁なこ

とを考えて、もっともっと高い志を掲げてやってい

るのですけれども。

高い志を掲げてやっている人たちはいつもいるん

です、鷗友をはじめとして。中学校まではかなり上手

くいくのですが、高校・大学になるとやはり社会から

の要請の影響を受けちゃうんですね。ルーティン・コ

ーポラティブ・レイバーの養成だったんです。

日本はそのことに大成功致しました。世界一のル

ーティン・コーポラティブ・レイバーの養成に大成功

して、1980 年代に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』

というエズラ・ヴォーゲルという人の本が出ました。

私が通産省に入った 1980 年代、日本は世界一で

す。日本が余りにも競争力があって、アメリカがバッ

シングしてくる、まさに日米貿易摩擦。日本車がアメ

リカの上院議員や下院議員にハンマーで壊されたと

いうニュースを覚えておられる方もいらっしゃるで

しょう。あれぐらい日本は大成功したわけですね。し

かし、1990 年以降、世の中が劇的に変わってきまし

た。明治維新以来の大きな変化でした。

実は私の専門はポスト近代論、卒近代と言ってい

ますけど、アメリカが独立したのが 1776 年、フラン

ス革命が始まったのが 1789 年。1700 年代の後半く

らいにイギリスで産業革命が起こって、イギリスと

かフランスとかアメリカから近代化というのが始ま

りました。そして大量生産をする技術がどんどん進

化しました。そこに途中から電気が入ってきた。アメ

リカではフォードみたいな所が大量生産システムを

完成させていたわけですね。このころから世界中が

こうしたレイバー養成をしていくようになります。

日本だけの話ではありません。社会からの要請です、

産業からの要請です。

さらに、デジタル技術、パソコンだとかインターネ

ットだとかが 1990 年代から本格導入されます。特に

アメリカでは 1992 年にクリントン大統領とゴア副

大統領という 2 人が出てから、一挙に普及します。

そしてパソコンは 1995 年、Windows95という予めイ

ンターネット対応したパソコンＯＳが出て、そこか

らインターネットあるいはデジタル革命というのが

一挙に進むわけです。

私は当時、通産省のデジタル革命担当の課長補佐

をしておりました。お手本を覚えてそれを高速に正

確に再現するということに日本人は長けていたわけ

ですが、デジタル技術の導入によって、お手本通り完
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璧にコピーしてそれを高速に正確に再現するのがも

う人間の仕事ではなくて、デジタル技術、要するにコ

ンピューターあるいはコンピューターを積んだ機械

の仕事になった。20 世紀の教育は暗記力と反復力で

した。日本人はそれを一生懸命磨いてきた。しかし、

日本のような先進国においては、暗記して反復する

仕事はもうコンピューターの仕事です、人間の仕事

ではありません。そういう仕事は 1990 年代に中国に

移り、今や中国ですらそういう仕事はなくなってい

ってバングラデシュに行って、恐らくバングラデシ

ュから今度はアフリカに行くのでしょう。

先進国では、暗記・反復の能力はあっても意味がな

いとは言いませんけども意味が薄くなっている理由

は、まさにこのデジタル革命ということが、今、急速

な勢いで進んでいるからだということを理解してい

ただかないといけないのです。

要するにある意味で、今、世界史が 200 年ぶり、

250 年ぶりに変わろうとしているのです。しかも、い

つも文部科学省の職員に言うのですけど、今の中学 3

年生、15 歳、この子たちは 2000 年くらいに生まれ

ているわけですね。これから女性の寿命は更に伸び

ますので、ほぼ 100 歳まで生きます。今の中学 3 年

の女の子は 2100 年まで生きるんです。文科省もある

いは鷗友の先生方も、保護者の皆さんと協力して、

2100 年まで生きる人生の原点、人生の基盤をどうや

って、一人一人の子供たちに身につけさせてあげる

か、あるいはそれを自分で獲得するそういう学びと

成長の環境を作るかということを我々はやっている

ことを忘れるな、と言っているわけです。

2100 年までにどのようなことがあるか分からな

いですね、もう想定外の連続ですよ。我々のイマジネ

ーションを遙かに超えるような話が起こるのです。

ですから皆様方、是非、この子は 2100 年まで生きる

のだなということを是非自覚していただいて、2100

年までの人生、色々な困難があるけれど、概ね幸せな

人生、納得のいく充実した人生を送るために、自分は

今何をこの子たちに言わなければいけないのか、あ

るいは何を言うのを我慢しなきゃいけないのかとい

うことを考えていただきたいと思います。

そして、2100 年までの割と前半戦、2040 年くらい

に、特異点、シンギュラリティ Singularity が来る

と言われています。最近ペッパー君とかいうロボッ

トも出てきましたが、2040 年には人工知能が人間の

知的能力を超えるであろうと言われています。ちょ

っと騒ぎ過ぎな気はしますけれども。

しかしながら、職業が劇的に変わるということだ

けは間違いありません。IBM がワトソン君という人

工知能を持っておりまして、三井住友銀行の入社試

験をワトソン君は見事突破されたそうです。という

ことは、銀行員の窓口業務というのは人間の仕事で

はなくなるということですね。あるいは、国立情報学

研究所の新井さんという私の友人が「東ロボくん」、

東大ロボットという人工知能を開発しているのです

けど、毎年、大学の入学試験を解かせています。まだ

東大は通らないそうですが、私立大学の殆どの入試

は通るようになったそうです。ここの所（画像 2、「知

識・技能」）までは、人工知能の方が勝つということ

ですね。東大は記述があるので通らないのです。逆に

言うと思考・判断・表現が重要であり、もう知識・技

能は人工知能に置き換わるということなのです。人

工知能に解答できない問題と向き合えるかどうか、

そこにこそ人間の価値があるということです。そう

でないと、職はないのです。

「正解がない答」ということを吉野先生もお話し

されていますけれど、何で我々がそこにこだわって

いるかと言うと、正解のある答は人工知能が解くか

らです。正解がない、解なし、これは解けません。人

間だって解けません。しかし、難問であっても解けな

くても、我々はそこと向き合っていかなきゃいけな

い。だから難問と向き合うタフさとか、頑張り強さと

かが大事になる。知性の部分は人工知能に置き換わ

ります。しかし、感性、あるいは心、感情、これは今

回の第 3 次人工知能ブームでは、たぶん置き換わら

ないと思います。2100 年にはどうなっているか分か

りませんが。そうなると、人の気持ちを思いやるとか、

そういう議論が精神論ではなくて現実論として改め
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て必要になってきているというのはそういうことで

あります。

これからある仕事はどういう仕事かと言いますと、

一つは世界中の色々な人たちとクリエイティブ・コ

ラボレイティブ・アートワークと言っているんです

けど、まさにそういう仕事ですね。ルーティン・コー

ポラティブ・レイバーではない。私、慶應の助教授で

MIT のメディアラボと共同研究をしていた時のテー

マがこれですけれど、爾来ずーっとそうだなと思っ

ています。クリエイティブ、まさに無から有を生んで

いく。コラボレーションというのはコーポレーショ

ンとどう違うかというと、自分と違った才能、自分と

違ったセンス、自分と違ったバックグラウンドを持

った人と一緒にチームを組んで何かをやる、そして

試行錯誤をエンジョイしながら何かをやるのをコラ

ボレーションといいます。同じ作業を一緒にやるの

がコーポレーション、コラボレーションは違う人と

試行錯誤することです。

アートワークというのは、別に芸術だけの話をし

ているわけではありません。芸術は当然アートワー

クですけれど。例えば経営判断、これアートワークで

す。要するにこの世に 1回しかないこと、1つしかな

いもの、そういう物作り、そういう事作りに携わるの

は全部アートワークです。昨日の経営判断と今日の

経営判断、違うわけですね。株価も違う、経済情勢も

違う。あるいは教育、これアートワークです。先週の

子供と今週の子供は劇的に違います。中学生は 1 週

間で変わる。高校生は 1 月で変わる。

鷗友はそういうことあまりないと思いますけど、

例えば 2 人でいたずら、非行をしたとしたら、指導

を変えなければいけない。法律というのは、同じ罪を

犯した人たちには同じ罰を加えなきゃいけない。し

かし教育は、例えば鈴木君と山田君がいたずらをし

ました、悪いことをしました。だけど何故その 2 人

はいたずらをしたのかというコンテクストが違うわ

けですから、今日は鈴木君だけ怒って、山田君はちょ

っとそっとしておこう、これが教育です。だからアー

トワークなのです。

医療もそうです。介護もそうです。昨日の病状と今

日の病状は違います。同じ末期がん、残り 3 ヶ月の

患者さんでもその患者さんの人生観が違う。あるい

はお孫さんの結婚式が 2 ヶ月後に控えているおじい

さんのケースとそうでないケースで全然違います。

そしてまたリビングウィルとか書いていたにしても、

午前中と午後でまた変わるのです。これが人間です。

一つ一つその瞬間の一期一会を全力でそこにいる

人たちと作っていくという、そういったことをアー

トワークと私は言っているわけですけれど、これか

らまさに教育はこのクリエイティブ・コラボレイテ

ィブ・アートワーカーを育成するということではな

いかなと私は考えているわけです。

産業構造論から申し上げましても、これから伸び

る分野は 3 つです。1 つは IT 分野、2 つ目はグロー

バル人材、3 つ目はソーシャルヒューマンサービス

で、医療、介護、それから観光、あるいは教育もそう

です、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーショ

ンをベースにした産業が増えます。

逆にいうと製造業あるいは商業の雇用は減ります。

これ（画像 8）は OECD の数字ですけども、プロブ

レム・ソルヴィング・スキルというのは問題解決能力

です。この 10 年間で、ハイレベル問題解決能力や個

別問題解決能力が高い仕事が増えている、これは当

たり前ですね。で、ものすごく単純な労働はあまり減

らない。一番減るのはミディアム・ロー・プロブレム、

要するに日本人の一番得意な中間管理職、これがも

のすごい勢いで減っていて、これがどんどん加速す

る。日本型の教育が一番強かった所が一番減ること

になるのです。我々は、そういう時代背景の中で危機

感を持ってやっているということです。

こういう話ばっかりしますと、じゃあどうしたら

いいんですかという話になるのですけれども、困っ

た時は基礎・基本にかえるというのが大事だと私は

思うことにしています。書を読む、友や師と語り、仲

間と何かを為す。こうした高校 3 年間、大学 4 年間、

あるいは大学院の２年間、15 歳から 25 歳くらいま

での 10 年間をこのことに集中をさせてあげる。その
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障害になっているものを一つ一つ取り除いていくと

いうことを今、私たちはやっているとご理解をいた

だければ良いかと思います。

さっき 15 歳の日本の子供が世界一になったと言

いましたが、理由があります（画像 10）。文部科学省

が音頭を取って小学校で朝の読書活動、「朝読」とい

うのを呼びかけたところ、日本のほぼ全て、2 万校の

小学校でやりました。1 ヶ月あたり本を読んだことが

ない人を「不読者」と言うのですが、小学生では不読

者は 3.8%、つまり 96%の小学生は本を読んでいる、

しかも平均 11.4 冊。素晴らしいですね。この努力の

結果、日本の読解力は上がっています。

一方、高校生では、48.7%が「不読者」です。読ん

でいても 1.6 冊。孔子の昔からあるいはプラトンの

昔から、書を読むということが知的アクティビティ

ーの基本中の基本でありまして、5 割の高校生が「不

読者」で、しかも読んでいても 1.6 冊しか読まないと

いうことは、他に何をしても駄目だということです。

やはり万巻の書を読む、そのことに集中をさせてあ

げる。しかしそれを阻んでいるのは入試なのですね。

文学書なんかにはまっていたら、「そんな本を読んで

いる時間があったら、年号を覚えろ」と、予備校も学

校の先生もそしてお母さんたちも言ってしまうわけ

です。であればそこを変えていこうじゃないか。さっ

き私が社説ぐらいの分量は読んで、原稿用紙 1 枚書

くと申し上げたのも、やはりここを何とか増して行

こう、ということです。

それから、これも世の東西を問わず、友や師と夜な

夜な時間を忘れて徹底的に語るということです。

色々な、思考、あるいは判断、そこでのオーラルな表

現、あるいは主体性、協働性というのもここから出て

くる。そういう意味では中高 6 年間で友や師と本当

に語り合えるというのは素晴らしいなと思います。

私も中高 6 年一貫の私立に行きましたけれど、中

学 1 年生が高校 2 年生と一緒にやるわけです。それ

はもう大人と子供ですから、やはり高 2 の先輩は凄

いなと思いました。この中高時代にそういう環境を

用意してあげる、そこにお子さんを通わしていると

いうのは、本当に何物にも代え難い贈り物だと私は

思います。

それと、仲間と何かを成すということ、文化祭、体

育祭、クラブ活動、文化部でも結構です、音楽活動、

さっき申し上げたクリエイティブ・コラボレイティ

ブ・アートワーク、これをどれだけやってきたかとい

うことが、21 世紀型の教育にとって非常に必要だろ

うということであります。

このことを世の中が観念せざるを得なくなったの

は、もちろん一つはデジタル革命です。しかしそれで

も良く解っていなかった。一番決定づけたのは東日

本大震災です。「釜石の奇跡」という話がありまして、

釜石市の小学校、中学校で、その日、登校していた全

ての小学生、中学生は生き延びました。生存率 99.8%

です。0.2%は当日、病気でご家庭にいらっしゃった

方とかです。そういう方は大変残念なことだったの

ですけれど。これも理由があります。2004 年から 7

年間、群馬大学の片田敏孝という先生が防災教育を

徹底的にやりました。その結果、釜石の子供たちは自

分たちはもとより小学生やあるいは地域の老人を引

き連れて、逃げて逃げ延びた。片田先生のおっしゃっ

た、「防災教育 3 つの原則」があります。マニュアル

に頼らない、2 つ目はミスを恐れず最善を尽くす、3

つ目は指示を待たず率先する。この 3 つです。

翻って日本の社会は何を子供たちに教えてきた

か？ 「マニュアルを覚えろ、ミスをするな、指示を

待て」。20 世紀はそれで良かったのです。日本はそれ

に大成功して、世界で 1 番不良品を出さない、トー

タルクオリティマネジメント、QC 活動で勝利しまし

た。しかし、もうそれはデジタルの仕事になってしま

っています。

これからの人間の仕事はまさに想像もつかない自

然災害、あるいはテロなど想像もつかない人的災害、

あるいは想像もつかないエボラ出血熱みたいなパン

デミック、あらゆるリスクがあるわけです。金融リス

クもあります。バブルも弾けます。

そういうリスクが来た時にマニュアルはないので

す。あるいはミスをして、ミスをしながら最善を尽く
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す。間違えないことが大事なのではなくて、最善を尽

くすことが大事。そして指示を待っていたら津波は

来てしまうのです。片田先生は防災教育の為にこう

いうのをやられたのですけど、私はまさにこの考え

方を日本の教育のベースに据えよう、そう思いまし

た。「創造的復興教育」がこれです。

これからどんどん不確実性が加速していきます。

分からないことだらけです。だから分からないこと

に出遭った時に、怯まないで向き合うということが

大事になります。ミスしてもいいからやってみる。外

国人留学生なんか言っていることは間違いばかりで

す。でも言い続けるわけです。日本人学生は、当てた

ら絶対正解を答えます。本当に勿体ない。手さえ挙げ

てくれれば完璧なのですから。うちのゼミはこうや

って右手の筋肉を鍛える訓練をしていますが、高校

までに是非ここの腕の筋肉を鍛えて送ってきてくだ

さい。

このことは、実は OECD でも全く同じ議論をして

おります。先週も OECD の会議がありまして、私も

喧々諤々の議論をしてきました。これまで知識とス

キルということでやってきたのですけど、この表自

体変わります（画像 7）。今、議論中ですが、知識・

スキルではなくて人間性です。人間性と呼ぶか何と

呼ぶかということはまだ決まっていませんが、いず

れにしても、この黄色いところ、思いやりとか、興味・

関心とか、勇気とか、逆境を跳ね返す力とか、倫理観

とかリーダーシップとか、こういうことが実は重要

なのだということを世界的な、最先端の教育の有識

者が集まって議論しています。

で、その思いやりがどこで培われるか、あるいは逆

境を跳ね返す力がどこで培われるかと言うと、もち

ろん既存の入試の中でも自己を管理する力とかを培

うことはできる、そこを全く否定しているわけでは

ありません。バランスをちょっとリバランスしまし

ょう。

今も日本では、例えばスーパーサイエンスハイス

クール、SSH など 3 年間高校生が理科実験を徹底的

にやって、そして論文書いてというアクティビティ

ーがあります。全国で 150 校くらいの学校がやって

いますけども、この前、講演を終わったら山口県のあ

るスーパーサイエンスハイスクールをやっていただ

いている高校の校長先生が私の所に来て、「校長と教

頭はこれは素晴らしいので是非続けたい、しかし、職

員会議では我々2 人以外は全員もう止めましょう、や

ればやるほど偏差値が下がると言う」とおっしゃる。

それはまさに本末転倒で、偏差値を下げている側が

悪いんですよね。

多くの子は高校 2 年生になると好きな部活をやめ

て、好きな研究活動、探求活動をやめて、夏休み以降

1 年半修行僧のような生活に入るわけですね。この 1

年半が勿体ない。折角そこまでこう来ているのに、一

回全部戻ってしまうわけです。これを残りの 1 年半

更に加速して、その勢いで大学に入ってきて、ぐっと

伸ばしていこうということをやりたい。

もちろん、人間には色々なタイプがありますが、そ

ういうタイプは 3 割くらいあります。進路指導、高

校の校長先生も 3 割のボリュームとして考えなくち

ゃいけません。鷗友のような学校だと一人一人きめ

細かく対応して、AO の推薦を受けると言うと多分凄

くサポートしてくださると思うけど、公立、特に地方

の公立は酷くて、慶應の AO 受けると言うと校長先

生が邪魔するんです、脅かすんです。公立と私立の対

応力にここからまた差がついてしまうのかなと思い

ます。

高松に講演に行って、県下の有名高校の校長が集

まっていたのですが、「分かるけど、こんなことをし

たら学校は大変だ、今でも推薦とか AO の面倒を見

るのが大変なのに、どうするんだ」とおっしゃる。県

知事に言って教員を増やして貰うしかありませんね

という話をしましたが、確かに大変です。

そこをどうやって対応していこうかということで

すが、友や師と語るということも中学校まではでき

ている。3 割の学校でやっている。それが高校になっ

た瞬間に一斉一方向型になる。何度も何度も言いま

すけれども、センター試験がマークシートで知識を

問う形で、多くの私立の文系の入試がマークシート
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で知識偏重だからです。

現行の学習指導要領には実は知識・技能だけでは

なくて思考・判断・表現が大事だ、主体的な学ぶ姿勢

が大事だということが書いてあるのです。現行の学

習指導要領に書いてあって、高校の先生はそれが大

事だと思っていて、生徒も大事だと思っていて、小学

校・中学校まではできていることが何故高校ででき

ないかと言うと、やはり入試が原因なのだろうとい

うことで、今回入試を変えています。予備校の皆さん

も観念していただいたようで、一挙にそういう方向

に舵が切られるのではないかなと思っています。

これは現行の学習指導要領です（画像 14）。この中

でも、多様性・協働性が少し欠けていますけども、思

考・判断、それから主体的に学習に取り組む態度を養

う、ということになっています。

これから高校の学習指導要領はどう変わるかとい

う話ですが、一番変わるのは歴史です。日本学術会議

という所がありまして、日本最高の学者たちが集ま

っている会議ですが、そこが高校の歴史教育につい

ての調査をして提言を出しています。世界史にして

も日本史にしても、約 3,800 の用語や年号を覚えな

ければいけない。僕らのときは 2,500 でよかった。

どんどん暗記詰め込む内容が増えて、この 30 年間、

40年間でも世の中と逆行する形で更に悪化している

んです。そのことが受験生たちを相当苦しめている。

学術会議は 3,800 を必要最低限な 2,000 に絞るこ

とを提言しています。日本の最高級の学者たちが、

2,000 が何かというのもちゃんと全部リストアップ

してくださっています。この 2,000 はちゃんと理解

する。そこで余った力を、歴史的思考力を問う歴史に

変えていくべきである。それと、今までは日本史、世

界史と分かれていましたけれど、近現代の日本史・世

界史を一体化した「歴史総合」という教科を入れて、

歴史的思考力を問う（画像 16）。地理も「地理総合」

という総合科目に変えていく（画像 17）。先程 AO・

推薦入試 3 割と言いましたけど、一般入試の歴史と

か地理はこういう方向に変わっていくということで

す。

それからこれまで公民という科目がありましたが、

18 歳選挙権年齢引き下げに伴って、国家社会の形成

者として必要な判断力を全ての高校生に身つけて貰

わなくてはいけないということで「公共」という科目

ができます（画像 18）。色々な討論、ディベート、模

擬議会などを行わせます。そうしたまさに公共とは

何かとか、板挟み経験と言っているのですけど、ジレ

ンマとか葛藤とか、トレードオフ Trade-off と言い

ますが、あちらを立てればこちらが立たず、といった

答の出ない課題に対してどう向き合っていくか。先

程から申し上げています、難問と向き合う力を養っ

ていこうというのです。

しかも世の中がどんどんどんどん複雑になってい

ます。昔だったら関係者は原発推進派と原発反対派

とか、企業誘致を進める派と公害を規制する派とか、

大体それぐらいで良かったのですが、今は本当に多

くの関係者・当事者がいます。例えば私たちが大学で

やっている授業では、難問の構造を明確に明らかに

しろということで、難問は解けないから解けなくて

いいけれど、どこがどう難問なのかということを正

確に叙述しろということを言います。そうすると本

当に入り組んだ色々な関係者がいて、そして関係者

同士がどういう関係になっていてと、そういうこと

をちゃんと理解できるようになる。

PBL、プロジェクトベースドラーニングあるいはプ

ロブレムベースドラーニングというのがアクティブ

ラーニングの非常に重要な一つですけれど、プロジ

ェクトを通じて我々は何をさせたいのかと言うと、

板挟み経験をさせたいのです。人生は板挟みの連続

です。こちらもあちらも取れない。綺麗には解けない

けど、その板挟みをちょっとよりましにしてくとい

ったことはできるかもしれないという経験をさせた

い。

教育というのは適度な負荷ですから、その負荷を

どういう風にその子供のキャパシティに応じて、2 割

増しから 5 割増しくらいの負荷をかけていくか。僕

が学生にやっていることもずっとそうです。学生に
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よって負荷力の耐性がちょっと違います。高校まで

の学びとか家庭の学びで違ってきます、面白いです

よ。負荷力のある子にはちょっと負荷をかけますけ

れど、何れにしても、この板挟みはクリアできた、じ

ゃあ次はこの板挟み、一つ一つクリアしていって、

色々な社会の問題にちゃんと答えていく。これこそ

が、リーダーシップですね。

例えば、インドという国はヒンズー教徒とイスラ

ム教徒がもう何百年と争って、そしてテロがあって

という、その中で生きていかなければいけない。そう

いう究極の宗教の板挟みみたいなところと直面して

いるわけです。日本はある意味ではそういった板挟

みがなさすぎた。こういうメンタルなタフネスとい

うことをどう作っていくかが課題です。

英語については先程から申し上げています、4 技能

ということを身につけていく（画像 19）。

もう 1 つのポイントは情報、教科としての「情報」

です（画像 20）。2016 年度入試から慶應大学の SFC

が情報と小論文で受けられるようになります。これ

を皮切りに恐らく名古屋大学が追随するでしょう。

名古屋大学は今、情報学部というものを作るべくご

努力をされています。そうなった暁には、情報という

教科を新しい大学入学希望者テストの科目として入

れていくということを準備しています。

それからスーパーサイエンスハイスクール、これ

をしっかりとした教科にしていくということで、「数

理探求」という科目を置きます（画像 21）。これは選

択制です。5,000 の高校が全部選択するとは思って

いませんが、鷗友クラスの学校は選択されるはずで

す。数理探求というまさに正解のない課題について

探求活動を、場合によれば論文の 1 本や 2 本書いて

もらう。高校時代にまとめた論文を高校時代のアク

ティビティーとして提出して貰ってそれを推薦・AO

の枠の中で大学入学者選抜に活かす。面接では何を

するかというと、その探求活動をどれくらい本人が

やったかを見る。どれくらい手伝ってもらったかは、

面接すれば大体分かりますので。もちろん高校生で

すから手伝ってもらっても良いのですが、その中で

本人は何を獲得したのかということを面接で明らか

にしていく。ですから面接力を磨いてもしょうがな

い。要するに 3 年間のアクティビティーなのですね。

目の前で書いている所を大学側は見ていませんから、

色々な人に手伝って貰っているだろう。それは悪い

ことではないですけども、本人のコントリビューシ

ョンがどの程度かということを確認する為に面接を

やります。付け焼き刃で面接の仕方を訓練しても意

味はありません。

それから特別活動（画像 30）。ホームルーム、生徒

会、学校行事について。今、OECD で日本の特別活

動がものすごく評価されています。アメリカでは、学

校の先生の仕事というのは授業だけで、授業やった

らもう帰ってしまう。OECD の人に、日本は非行少

年の引き取りまで行くと言うとびっくりします。「な

んで学校の先生が非行少年の引き取りまで行かなけ

ればいけないのか？」、「いやそれが日本の全人格的

教育だ」。この間、アルジャジーラという、中東のメ

ディアからも取材されて、掃除について一生懸命聞

かれました。日本では当たり前だと思って今までや

ってきたことです。これからはそれをもっと自覚的

に意識してやろうということです。

部活も別に全ての子供たちをプロにするわけでは

ありません。部活を通じて主体性・協働性・多様性を

身につけるわけで、コーチが「あれやれこれやれ、ミ

スをするな、指示を待て」と言っていたのではダメで

す。何の為にやっているのか、その為には今あるもの

のどこを活かしどこを改めるとかということを一つ

一つ点検、チェックしていくということでご対応い

ただければと思います。

何度も繰り返しますけども、鷗友が今までやって

こられたことを、より多くの公立を含めた高校現場

に広げていくということが始まったということです。

そういう意味では鷗友の皆さんはパイオニアです。

しかし一方でライバルも増えるということです。こ

れまでは鷗友の独自性だった。確かに鷗友を出た子

は鈴寛ゼミに来るとなかなか良いですけど、だけど
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鷗友以外からもこれからは来るかもしれません。そ

ういう競争の中で更にもう半歩先を行く為には是非、

保護者の皆さん、学校関係者の皆さん、そして我々東

京大学鈴寛ゼミとか慶應大学鈴寛ゼミも色々な意味

でコラボレーションできれば、と思っています。

（司会 五十嵐）

鈴木先生、多岐にわたたる大変貴重なお話、ありが

とうございました。それではご質問のある方は挙手

をお願いします。

（参加者）

本質なこととして書を読んで仲間と語って何かを

成す、ということでしたが、それをやるためには何を

すればいいのかとか、それをやるような高校生、中学

生になるにはどうしたら良いのでしょうか。

（鈴木）

その為の環境を作るということしかありません。

ただ、その環境を用意したらそれを直ちに食べてく

れるかいうと、そんな甘いものではないというのが

教育の難しいところです。ただその確率を上げるこ

とはできるわけです。その確率をどうやって上げて

いくかということだと思います。

それからもう一つは、縦の学び・横の学び・斜めの

学びというのがあると思っています。横の学び・斜め

の学びというものが、非常に日本の良いところだと

思います。つまり先生が読め読め、お母さんが読め読

めと言ったって、読みません。けれども同級生と一緒

に読むとか、あるいは１つ上の先輩が後輩に何かガ

イドしてあげるとか、これ去年読んだんだけど面白

かったよ。そういうデザインをしてあげればいいで

すね。女の子はそんなに反発しないかもしれないけ

れど、男の子は縦の学びからいったら頑としてやり

ません。僕がそうでしたから。

そこをどうやって、手を変え品を変えという所が

学びのデザインというか、コミュニケーションデザ

インの妙であります。今まで、全然本読んでなかった、

一緒に遊んでいた奴が突然本を読み出した、どうし

たんだ、ということですよね。

最初は漫画でも何でも良いと思います。最近良い

漫画一杯出ていますから。ビリギャルの映画もあり

ましたけど、あれ相当勉強になります。テレビという

のはただ単に受け身です、パッシブです。これ最低で

すね。漫画は自分で次のページめくらないといけな

いのでよりアクティブです。漫画は決して悪くない。

ちょっと宣伝になって恐縮ですが、私もドラえもん

シリーズの政治のしくみというのを書いていまして、

小学生向けですけれど文字で書いている所はそれな

りに面白い話も書いています。

それと人間はやはり環境の動物で、家庭に本が何

冊あるかというのがものすごく大きいと言いますね。

家に帰ったら、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉

さんが本を読んでいるかどうか。問題なのは今の公

立の学校の先生です。忙しすぎて本読む間もありま

せん。教員にこそ本を読む時間を作ってあげなけれ

ばいけないと思っています。

その子を取り巻く縦、横、斜めの人たちが書を読み、

そして友や師と語る。それを何か楽しそうにしてい

る。隣の人が、先輩が、目を爛々と輝かせて楽しそう

なことをしていたら絶対感化されます。友や師と語

って充実した顔をしていれば直ちに分かる。それは

何でもいいんです。先程吉野先生がおっしゃってい

た、来年の文化祭どうするか、来年の体育祭どうする

か、あるいは部活、我がテニス部をどうやって強くす

るか、それでいいのです。

振り返ってみると私の高校時代はそういうことば

かりしていたと思います。我が弱小灘高サッカー部

を勝たせる為にどうするか、一緒にまさに語って語

って、そればかり。最後は神戸市 1 部リーグで優勝

しました。これがものすごい成功体験です。我々の時

は引率する顧問はいましたけれど、監督はいなかっ

た。監督のいない我々が、後の J リーガーがいると

ころにどうやって勝っていったのか。

まさに友と何かを成してそれが成功体験に繋がる
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という、こういう成功体験、プロジェクトベースドラ

ーニングの成功体験を小さなところから一つ一つや

っていく。これは私の PBL 論の中でそういう体系が

あるのですが、最初は 5 人のグループを率いて、例

えば 5 日でできる話に成功する。次は 10 人の子たち

を 10 日かける。これをどうやって段階に応じて一つ

一つ階段を上げていくかということではないかなと

基本的には思っております。

（参加者）

33万人もしくはRU12校のエリート教育に関する

ロジックは本当に良く分かったんですけれど、残り

の 70 万人の高校生、分厚い中間層がなくなってしま

った時に、もしかしたら、単純労働に従事することに

なってしまうかもしれない子たちにどういうインセ

ンティブを与えて、どのような方向に持っていった

ら良いかということを文科省の方はどのようにお考

えかを教えてください。

（参加者）

これからはソーシャルスキルを持った職業が今後

価値を生むというお話があったかと思うのですが、

例えば今、介護とか保育というのは非常に低賃金で

働いている人たちが殆どで、これが果たして本当に

高価値を生むような世の中になっていくのかという

ことをお聞きしたい。社会ががらっと変わって介護

や保育に携わる人たちが高賃金で働いている世の中

が 50 年後に来る可能性があるということでしょう

か？

（鈴木）

今日は 70 万人の話はしませんでしたが、そこは文

部行政としては一番大事なところです。そこが上が

っていかないと日本国としては立ち行かないわけで

すから。そういう意味では、先程申し上げました、高

校基礎学力試験の導入と共にやはり PDCA サイクル

をしっかり回していくという話です。

教育は制度も重要ですけれども、どれだけ優秀な

教員を量・質ともに確保できるか、且つ子供たち、児

童、生徒、学生たちに手間暇かけられるかということ

に尽きるわけです。そういう意味でやはりステュー

デント・ティーチャー・レシオ（ST 比、教員一人あ

たりの学生数）は決定的に重要だと思います。よく出

来る子には ST 比あんまり関係ないです、ほっとい

た方が良いですね。けれど出来ない子にはやはり ST

比が重要です。

日本の教育が底割れしているのは、極めて長期の

日本の公共投資が少なかったためです。小学校、中学

校の教員定数については、毎年議論になるのですが、

高校についての教職員定数の議論がないのですね。

これは結局、総務省と文部科学省の話で、財務省は関

係ないというか、もっと言うと県知事がどうするか

という話なんです。

そういうこともありましたので、なかなかそこが

アジェンダにならなかった。中間あるいは困難校に

対する教員の数と質をどうやって確保していくかと

いうことのプランニングをしなくてはいけない。こ

れは県知事のリーダーシップ如何で相当の格差が出

てくると思います。

ご案内のように、15 歳の学力学習状況調査は、調

査開始以来、秋田県がずっとトップです。これはどう

してかと言うと、ご本人は土木出身の方であるにも

関わらず、寺田典城さんという前の知事が、少子化に

よって文科省からくる予算が減っても、県の単独予

算を突っ込んで現有定員を維持したんです。その結

果、秋田県の ST 比が圧倒的に高くなった。その財産

がいまだに残っているのです。いかに ST 比が怖い

かというか、決定的かということが分かるわけです。

私立の場合は理事長とか校長のリーダーシップと授

業料で、ST 比を上げられるので良いのですが、公立

はそこが大変ですね。

今、独立行政法人教育研修センターというのを、仮

称ですが教員人材開発機構に改組しようと思ってい

ます。高校の教員も含めて、徹底的した教員の教師力

の学び直しを行う予定です。日本の教員は学習意欲
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を持っていて、コンコンとドアをノックしてくれる

子供に対する指導力は世界一です。しかし、水を飲ま

ない子をどうやって水飲み場に連れて行くかという

ところは、もっともっと色々なスキルも含めて、コミ

ュニケーションデザインも含めて学んでいかなけれ

ばならない。教科を教えるのはちゃんとできて、世界

一です。70 万人については、その前の、学ぶ意欲を

どうかき立てるかあるいは学習習慣をどうつけるか

というところをもうちょっとちゃんとしないとしん

どいですね。

それから、もう一つは学習指導要領的な改革で申

し上げると、学び直し、繰り返し、これを学習指導要

領総則で位置づけることを考えています。高校に入

ってきた高校 1 年生のうち、70 万が中 3 までのこと

ができてないわけです。それを 4 月から半年間、も

う一回中学３年までのことをやり直します。今も多

くの困難校では放課後とか授業外とかではやってい

ますが、それをちゃんと授業の枠の中で位置づけて

いくということをします。そうすると高校１年は半

年しか残りません。できる子ですら 1 年かけてやる

数Ⅰを半年でやることは無理ですから、1 年半かけて

やる。つまり、2 年かけて、中 3 の復習と、数学だっ

たら数Ⅰ、国語だったら国語総合、要するに高 1 の

所謂必修科目のベーシックなところについては 2 年

間かけて徹底的にやるということを学習指導要領上

完全に認めるということです。

これは今まで運用ではやっていましたが、課外の

活動ですから先生方のボランタリズムにお任せせざ

るを得なかった。日本の高校の先生は公立も含めて

凄いと思います。サービス残業と言うか、決まっても

ないことをここまでやってくれるというのは日本の

教員文化だと思います。でも、そのことだけでは限界

があるので、ちゃんと制度化していくということで

す。70 何万人の子にとっては、とにかく高 1 までの

国語とか数学とか公共とかをしっかりとしていくと

いう改革を今考えています。

そのことができているかできていないかを、高校

学力テストをやることによってチェックするわけで

す。PDCA サイクルを回して、ここはできてるとか

ここは足らないとか、あるいはここはさらに加配を

しようとかいうことです。

私が文部科学副大臣の時に、困難地域における中

学校教員の加配というのを始めました。地域によっ

て相当困難を抱えている学校というのはありますか

ら、そういう所に対して集中的に教員を増やしてい

く、ST 比を上げましたけれども、これを高校段階で

導入していくということが一番のポイントかと思っ

ています。

もう一つ、ソーシャルスキルを持った職業。例えば、

保険内介護の実態がどうなっているかと言うと、人

が集まっていません。人が集まらないから介護サー

ビスができなくなり、どんどん閉鎖に追い込まれて

います。要するに保険に裏付けられた介護サービス

が崩壊しています。しかしながら、介護ニーズは、関

東、神奈川県・東京都・埼玉県で後期高齢者が増えて

いますから、保険外の民間介護サービスなどの施設

に頼らざるを得なくなっていくわけです。

ですから、都会においては仕事はあります。寧ろ民

間介護サービスを受けられる人と、民間介護サービ

スを受けられない介護難民という問題になってくる。

就職のことで考えれば、民間介護サービスの方の就

職はあるのです。早晩、介護保険制度の抜本見直しが

迫られるでしょう。

それを介護と呼ぶのか、家事支援とか、そこを露わ

にしない為に法的にはごまかしますが、何れにして

もソーシャルヒューマンサービスでヒューマンケア、

高齢者をケアするニーズはありますし、それに相当

なお金をかけてでも何とかその状態を回避しようと

いうソーシャルニーズは爆発的にある。

そこに、単純介護だけじゃなくて、ロボットとのコ

ラボレーションとか、あるいはそういう色々な関連

サービスをチームでやっていくとか、あるいはこれ

も極めて非常に難しい問題ではありますけれども一

部移民の導入ということもやらなければいけない。

そうすると日本人の介護サービスの仕事というのは、

外国人を使いこなし、ロボットを使いこなして、サー
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ビスを用意して、そしてお客さんとのインターフェ

ースは日本人がやるということになります。バック

ヤードには色々なテクノロジーだとか外国人だとか

色々なことがあろうかと思いますが、ソーシャルヒ

ューマンサービスのところは、それが民間なのか公

的支援かは別として残るのです。

それからさらに言うと、20 年後には中国の高齢者

問題がパニック状態になると予想されます。そうす

ると当然、日本発で中国に進出していく企業が出て

きます。この前シンガポールに行った時に、シンガポ

ールも実はそのことをものすごく心配していました。

だから、世界的にこういう需要があるのです。それを

介護は 3K だとかと言って、若い人の進路を歪めて

いるのはマスコミの罪だと思いますね。

（参加者）

今、介護分野には高校生が進学しなくて、専門学校

が潰れるという傾向があるようです。高付加価値と

言っていても、結局は教育できないということにな

っている。そうすると、外国人も雇用しなくてはなら

なくなって、結果的にそこで高付加価値を見いだせ

ないということになるのではないかと思いますが

……。

（鈴木）

今、完全に悪循環に陥っているのです。これをどう

好循環にしていくかということが大事だと思います。

（司会 五十嵐）

鈴木先生、色々と丁寧にご説明いただきましてあ

りがとうございました。鈴木先生にどうぞ盛大な拍

手をお願い致します。

それでは最後に、鷗友教育研究所所長の中村達幸

よりご挨拶させていただきます。

（鷗友教育研究所所長 中村達幸）

大分時間を過ぎてしまいました。本日の講演は如

何でしたでしょうか。

最初の吉野校長の話では、80 周年を迎える本校の

教育の原点であります市川源三の教育活動を総括し

て、彼の目指したものが決して古いものではない、む

しろ現代の教育に求められるものがその中にあるの

だということを確認した上で、現在の鷗友学園の

様々な取り組みについて報告させていただきました。

後半は、国会議員として活躍され、民主党政権時代

には文部科学副大臣として、その後、政権が代わって

も文科省の参与、あるいは文部科学大臣補佐官とし

て、今の日本の教育行政の中核を担っていらっしゃ

る、鈴木寛先生からお話をいただきました。

前半は、主に日本の初等中等教育、さらに高等教育

の現状分析と言いますか、何が足りないのか、何が求

められているのかという話が中心であったかと思い

ます。

後半の学習指導要領の改訂については、文科省の

お役人からは「文言がこうなったからこういうこと

だ」というお話はよく聞くわけですけれども、今日は

その背景にあるもの、根源的な部分で、文科省がどう

いうことを考えているのかというお話を聞くことが

できたと思います。貴重なお話でした。21 世紀、あ

るいはデジタル革命以後の教育はこうなるであろう

という点をご理解いただけたのではないかと思いま

す。

それから最後に、今、検討されている学習指導要領

が具体的に何を目指すのかということを沢山のスラ

イドでご説明いただきました。駆け足でしたけれど

も、今、文科省が考えていることをお聞きできました

ので、ご参考にしていただけたらと思います。本校と

しても、このような文科省の動きを注視しつつ、慈愛

と誠実と創造の校訓を大前提にして、これからの教

育活動の大きな枠組みを構築していきたいと考えて

おります。

吉野校長、それから鈴木寛先生、共にもっとゆっく

りと時間をかけて聴きたい、大変内容の濃い話であ

りましたけれども、なにぶん時間の制約もあります

ので、ご容赦いただきたいと思います。
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本日の講演会は創立 80 周年記念事業の一環とし

て 3 回にわたって行った連続講演会の最終回でした。

創立記念事業と言いますと、寄付金を募り、ややもす

れば校舎の新築改築等、いわゆる箱物に傾きがちで

すけれども、もちろんそういうのも悪くはないんで

すが、75/80 周年の時と同様に、今回も鷗友の教育、

あるいは日本の教育を考える、このような講演会を

多くの皆さんのご参加を得て、成功裏に終えること

ができました。お忙しい中、また遠路ご参加くださっ

た多くの皆様、本当に感謝致します。ありがとうござ

いました。


