
学校づくり支援講座【第１回】講義記録 

「教育改革とこれからの学校～新しい視点から学校を改革する～」 
日 時 ： 平成１７年７月２７日（水）１３：３０～１６：３０ 
場 所 ： 滋賀県総合教育センター 新館３階 研修室Ｃ 
講 師 ： 品川区教育委員会教育長  若月 秀夫 

 
☆はじめに 

どうも先生方、こんにちは。ご紹介いただきました、東京品川区の若月でございます。 
まずは、１学期が終わり、先生方も時間的には少しゆとりが出て来たこの時期に、こうして大勢の先生

方と一緒に、教育を巡る、子どもを巡る、学校を巡る話題で勉強させていただく機会をいただきましたこ

とを、先ずもってお礼申し上げたいと思います。 
滋賀県は、例えば教育に対する様々な取り組みについては、私の認識ではかなり意識の高い、そして、

その施策が非常に進んだ地域であると認識しております。他の地域が遅れているのかというと、そんなこ

とはないわけでありますが、その中でもとりわけ滋賀県は比較的先取の気象に富んでいる、と認識してお

るところでございます。 
従いまして、先ほど次長さんからも大変過分なご紹介をいただいたわけでありますけれども、さて、品

川でやってきたこと、今私たちが考えていること、そうしたことが先生方にいかほどのお役に立つものな

のか、たいへん心許ない次第でもございます。しかし、品川の遅々たる歩みを、包み隠さず先生方にご披

露申し上げて、また、それこそ外部の目から見たご感想やご指導をいただければありがたい、こんな風に

考えて参りました。ぜひその辺をお汲みいただきまして、しばらくの間お付き合いいただければ、そんな

風に思っておるところでございます。 
 
 

☆教育と財政 

 先ほど、ご紹介の中でもありましたが、いま中央教育審議会の義務教育特別部会に入って議論をしてお

ります。これは、教員の義務教育国庫負担、要するにお金の問題であります。これには相当の抵抗があり

ました。私は、あくまでも堅持すべきだという立場に立っておる人間でありますけれども、それに対して

地方６団体の人たち、いわゆる全国知事会だとか市町長会だとかの代表の方や町村の代表の方々だとか、

その方面からの抵抗はものすごいものがありました。ありましたじゃないですね、今でもあります。そし

て、その後ろには総務省がついている。本当になかなか議論が先に進まないところもありまして、イライ

ラしているというようなところがあります。そこへもってきて、いま郵政民営化の法案が参議院でどうな

のかというようなことで、やたらに政局が慌ただしくなってきております。これが、もしものことがあっ

て衆議院の解散にでもなったときには、今までやってきた中教審の議論がどっかに吹き飛んで、また初め

からやり直しというということにもなりかねない。 
何かそんな状況を考えますと、「本来教育というのはそんなことではいけないんだ、何でこういうもの

に左右されるんだ」と、本当に強く思うわけでありますけれども、お金が絡んでくるとどうしても政治が

絡んでくる。これはある意味では、いわゆる公立の義務教育学校を運営していく上で避けて通れないひと

つの宿命のようなものもあるんでしょうね。 
そんな状況でありますが、「義務教育国庫負担というのは、どう考えたって国が半分責任を持って負担
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するのがあたりまえの話だ」というような議論が大勢を占めているわけですが、それに対して、例えば全

国知事会の代表の方や市町会の代表の方は、「国がお金を出す以上、地方は教育の自由度が確保されない。

だから特定財源として、教員給与分としてのお金というのではなくて、その額をふつうの、いわゆる一般

財源というわけですけれども、それをおろして頂戴よ。市町村あるいは県におろして頂戴よ。それで自由

にやるから」、こういうような議論で真っ向から対立しているわけです。 
ところが、この場合、「地方の自由度」というのは、東京都の場合でいうと「東京都レベルの自由度の

拡大」になるわけでありまして、必ずしも私が今いる「区・市町村の自由度」が増すかというと、話は別

になってくるわけです。ここら辺が、大変私が中央教育審議会に出ていてしゃべりにくいんですけれども、

なぜかというと東京都の教育長が私の隣の席なんです（笑い）。だから非常にしゃべりにくい。下手に喧嘩

することはない。だからといって一応、区・市の立場は言わなきゃいけないということで、なかなかしゃ

べりにくいところがありますけれども、しかし事実そうなんですね。要するに、「都道府県が自由に教育に

ついて金が使えるような、そういう自由度を増してくださいよ」というだけのことなんです。 
だから、鳥取県の片山知事はあの時非常にいいことをおっしゃいましたけれども、「ということは、教

育にかかるお金を減らす自由もあるんです。そういうことも知事さんたち、ありますよ」こういうことを

片山さんは言ってくださいました。まさにそういった状況で、私たちは危機感を持っているわけです。と

ころが相変わらず「自由度がないんだ。結局お金を牛耳られているから、地方はやりたいと思うことがい

っぱいあってもできないんだ」と、こう言うわけです。 
 さて、そう考えたときに「本当にそうなんだろうか」私は考えるわけです。今日これから、いくつか品

川の取組みをお話ししますけれども、これは例えば「文科省にお金を握られているから、あるいは都教委

にお金を握られているから、こう本当はやりたいんだけれど、その自由度がなくてできなかった」という

ことは一つもありません。あえていうならば人事権です。これだけはどうにもなりません。確かに、そこ

は不自由でありますけれども、しかし「国が金を出しているから、区・市町村がこうやりたいのにできな

い」ということは何一つなかった、というのは事実であります。 
 
 
☆戦後教育改革を巡る問題意識 

さて、そこでなんですが、今日お集まりの先生方は管理職の先生が多いということで、私も話がしやす

いんですけれども、最近は、ご案内の通り教育改革花盛りです。先ほどちょっと次長さんもご挨拶の中で

お話しされてました通り、教育改革・学校改革というのが花盛りです。 
改革、改革と言われるんだけれども、今までの、特に学校教育だけを巡って考えてみますと、何か世間

に学校教育をめぐる課題がポンとおきる。そうすると、その課題が起きると世間は何をするかというと、

学校たたき、教師たたきを盛んにやる。さんざん学校もたたかれる、管理職もたたかれる、教員もたたか

れる、「じゃあ、しょうがない」というので、とりあえず何かをする。いわゆる対処療法で何かをするわけ

です。そして嵐が頭の上を通り過ぎる、世間の人の興味関心が薄れるのをじっと待っている。またしばら

くすると、何か別の問題が起こる、また学校たたき、教師たたきが始まる。またそれに対して対処療法で

バタバタと何かをやってその場をしのぐ。しのぐと言っちゃいけないかな、それを克服しようと努力する。 
いろいろと言い方はあっても、先生方はどう思われますか。私は、大きく日本の戦後の学校教育の改革

とか何とかといったものの歴史を見てみると、大きくはこういう風にまとめられる。それの繰り返しでは

なかったか、という気がしてならない。 
だって、例えば学力問題だってそうですね。学力低下だというと学校たたきが始まる。最近は文科省も
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たたかれていますね。きっと対処療法で何かやるかもしれません。いじめがあればいじめもそうですね、

学校は何やっている、先生は何やっている、じゃあスクールカウンセラーをやるか、教育相談をやるか・・・。

とにかくモグラたたきのようにバタバタやってきたわけです。これがパターンなんですね。 
私はそれを改革ではないとは言わないけれど、対処療法でバタバタと対応することで済ませてきた、こ

れが本当に日本の学校の体質を変えるのにどれくらいの影響力をもったか。要するに、私たちは様々な対

処療法で対応はしてきたんです。決してサボってきたわけではないんです。 
しかし、その対処療法でやってきたことが、私たち教師の、学校の、文化として、知恵として蓄積され

て、次の何か課題に対し、今までやってきた経験（ノウハウ）を使って次の何かを作りだしてきたり、次

の課題に対応していったというような歴史があったでしょうか。滋賀県は違うかもしれませんけれど、東

京都の場合だとほとんど、のど元過ぎれば熱さを忘れるとはよく言ったもので、そのとき先生・学校はい

ろいろとやっているにもかかわらず、その問題がとりあえず収まると、それを一つの文化とかノウハウと

か原理とか原則のような形でもって、次の何か課題に転用できるような文化というものを蓄積してこなか

ったんじゃないか。だから、どうも学校たたきで始まり対処療法で終わる。また学校たたきで始まり対処

療法で終わるという、それぞれ関連が、一つ一つが、独立し分断されてきた歴史があるんじゃないか。 
だから、ここで学校を変えなきゃいけないというときに、先生方の「何で私たちはこんなに一生懸命や

っているのに、学校改革なんて言うのよ」という素朴な感情も、私はわからないではない。それは、いま

言ったように、対処療法で何とかしようと、学校や先生たちはがんばっているんですから。世間が言うほ

ど、日本の学校の教員はそんなにだらしなくないです。そんなにいい加減でもないです。私は信じてます

よ。口じゃガンガン、ガンガン厳しいことも言いますけれど、私自身が教員だってこともあるかもしれま

せんけれども、やっぱり日本の学校の教員はたいしたもんですよ。そして、対処療法で一生懸命やってい

るんですよ。だから先生たちの実感としては、「私たちはやっている」と、こうなる。 
しかし管理職は、あるいは学校教育を一段広い視野から見る立場にいる人間は、その教員と同じ立場の

ところで、視野を狭くしてしまって、「これはやってるな」と言ってしまってはいけない。やはり、それは

蓄積された文化になり得ていない。確かに先生たちは努力してきている。サボってきてるわけじゃない。

しかし、何故いっこうに学校を巡る問題がこうも続くんだろう。次々次々と課題が出てくるんだろう。い

ったい私たちがいろいろやってきたその努力を、本当に蓄積したり体系化したり系統化したり、あるいは

何かに転用できるような文化といったようなものを作ってきただろうか。結局忙しさにかまけて、一生懸

命やっているんだけれども、「これが終わった。ああやれやれ」で終わっているのではないか。これを繰り

返してきた。管理職としては、「いつまでもそういう現象、そういうパターンを繰り返して、本当に日本の

学校は変わるのだろうか」という発想をやはり持たなくてはいけない。 
というのが、そもそも品川の教育改革をスタートさせるときの一つの問題意識でありました。逆の言い

方をすれば、そうした先生方の、本当に人目に触れないところでの血のにじむような苦労・努力を無駄に

しないために、一過性で終わらせないために、もっと言えば、「その先生だからできた」で済まさない、「こ

の校長先生がいたから」で済まさない、もっとそこに何か一般化される文化といった知恵を作っていく努

力が必要ではないだろうか。でなければ、学校たたき、教師たたき、対処療法が終われば、「はい終わり」。

また新しい問題がおこれば対処療法、それで「やってます、やってます。私たちはサボってません」。さあ、

それでいいんだろうかというのが、素朴な品川の問題意識であります。 
 そう考えたときに、「それじゃあ今の学校の有り様というものを変えていこう」となるのですが、いま盛

んに、いろんな方がご自分のいろんな立場で教育改革、学校改革の論陣を張っていらっしゃいますし、い

ろんな論が飛び交っています。この様々な論にまた翻弄され、どこをどういう風につなげたり、どう整理
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したり、どう系統立てていいか。整理がつかなくて、もう飽き飽きし始めて、「そういう話を聞くのも食傷

気味だよ」というのが、現場の先生方の中に最近ちょっと出てきてる感じが、私はするんですね。滋賀県

は違いますよ、品川の場合ですよ（笑い）。いろんな方がいろんなことを言うから、先生方はますます頭の

中が混乱してしまって、要するに、知的に疲れてしまっているなという感想ももっています。 
 
 
☆あるフォーラムでの一こま 

そこで、これは私のものの考え方、私のものの整理でありますから、これが唯一絶対だと申し上げるつ

もりもなければ、何もこの通り考えていただかなくても結構なんですけれども、教育改革だとか学校教育

を巡って、いろいろな話を先生方もお聞きになると思います。私が聞くときには必ず、自分なりの座標軸

といったらいいでしょうか、ものの考え方を整理するスケールをもって聞くようにしている。それが大き

く３つあるわけですね。 
ひとつはですね、これからの学校を変えていったり、特に学力論とか、それから生きる力、やはり学校

というところは何といったって子どもに広い意味での広義の学力をつける、これは当たり前なんですよ。

その広義の学力の中には狭義の学力をつけるということも当然含まれているわけですね。学力の話は、今

日はそのくらいにしておきますけれど。 
そうしたときに、こういう先生に出会ったんですね。あるフォーラムでですけれども、私と一緒にそこ

で話をした。その先生は中学校の数学の先生なんですけれども、「私は、これこれこういう教材開発をし、

こんな練習帳も作り、こういうフォローもしている」と膨大な実践の積み重ねを紹介されました。確かに

その指導をやる前と後では、これは狭義の学力ですけれども、子どもたちの数学の定着率はボーンと上が

っているという具体的なデータも見事に出しました。 
「こうやってるんだ。これこそ教師の命だ」。私も心の中で「そうだ、その通りだ、がんばれ」と心か

らほめていた。にもかかわらず、その先生が私の批判を始めた。とたんに「なんだこの野郎」と思ったけ

れども（笑い）。その先生はこう言ったんですね。「だから若月先生ね、こうやってるでしょ。何で教育改

革しなきゃなんないの。選択制だとか外部評価とか、次から次へと何でそんなことばっかりするの。」 
それを聞いたときに、「あーそうだろうな」と思いました。現場で、子どもたちの前で、第１線で立っ

ている先生方は一生懸命やっているんですね。私は、それは尊いし、そうした教材開発は教師の命ですよ。

まさにそこが教師の力量を発揮するところ、教師の仕事ですよ。だけどそれは、学力をつけてあげよう、

賢い子供を作ろう、そういう意味での教材開発だとか指導方法だとか指導形態だとか、そういったものの

開発なんです。そして、そうしたことは「他ならぬ教師がやらなきゃ誰がやるんだ」と思うわけです。 
さらに、そういうことは私たちの先輩だって営々としてやってきてるんです。しかし、我々は一生懸命

やっているつもりなんだけれど、今の子どもたちの、例えば狭義の学力といったような面で見える実態・

傾向にはどんなことがあるのか。例えば、うち（品川区）の小学校６年生が中学校へ進む。中学校へ進ん

ですぐに中学校の先生がかけ算や、九九の練習だとか、分数の、四則の計算なんかをやらせると、できる

のがだいたい６０～７０％しかいないというのが事実なんです。恥ずかしいですが、かつてそうだったん

ですね。最近はちょっと変わってきましたけれども、かつてはそうだったんですよ。座って、やってはい

るんだけれども、子どもたちが示す、私たち教師に送ってくるメッセージとしては、「僕らはまだ基礎・基

本ができてないんだよ」というメッセージなんですね。 
であるならば、そうした教材開発だとか指導方法だとか指導形態だとか指導内容だとかというものを大

いにやってください。しかしそれが、品川なら品川だけの学校文化として、何かが蓄積されたというのが
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残ってないんです。それは何なんでしょう。どうも属人的なものに終わってしまっている。それでいいん

でしょうか。いつまでたっても学校としての「学校力」、教師個人の指導力もさることながら「学校力」そ

のものが、少しずつ年を追うごとに目減りしている。この理由は何なんでしょうか。と、私は考える。 
ですから、そうなってきたときに、本当に子どもたちに学力をつけるにも、やはり一人の先生、熱心な

先生、ある特別な指導力を持った先生がやればいいという問題ではなくて、そうした様々な先生が開発し

たものを使って、どの先生もそれを使い、どの先生もある程度の指導ができるような文化というものを作

っていく気運というものが何故できないのか。そこをなんとか開発してみたい。 
 
 

☆教育改革を考えるときに（整理しておきたい三つの視点） 

今日お配りしましたＡ３のペーパー【「レジュメ資料」参照】でありますが、この左側の１番として「教

育改革を考える時に（整理しておきたい３つの視点）」というのを書いてあります。私はこの３つの視点で

いつも整理をします。そして、今お話ししたことは（１）【「指導内容、教材、指導方法、指導形態の開発

や改善」】に該当することです。教育を変えていく、教育の中身や先生たちの力を高めていく、これは教育

改革の大事な目的ですよ。そのために（１）のようなことを開発したり改善したりすること、これは立派

な教育改革です。しかし何度もお話しするように、これだけで今までやってきたけれども、文化として、

知恵として、なかなか学校の中に定着しないで属人的に終わっている。 
だからそういう状態を変えなきゃならない。だから、先生方がよく「私たちは教材開発している、指導

案を研究している」というけれど、それは前提として、この（１）の★にありますけれども、それを本当

に教育改革に結びつけるための前提として必要になってくることは、教師のカリキュラム開発能力だとか、

あるいは教師自身の教材開発能力がなきゃ、これはできないんですよ、ということなんですね。これをど

うやっていくかなんです。 
じゃあ今までのように、ただ「研修、研修、研修」で育つか。私も長い間教育委員会にいました。いろ

んな研修会を行いました。しかし、今私たちの目の前にいる、センターで展開される教師の実像というの

は、「いったい俺がやってきたあの研修って何だったんだろう」という思いを、どうしても禁じ得ない実態

がそこにある。だから、研修も必要だし、先生たちのこういうものに対する研究も大いにやってもらいた

いんだけれど、「それじゃ先生方お願いします」じゃ、どうも過去のパターンの繰り返しになる。もう何と

してもあの過去のパターンの繰り返しは止めたかった。 
 
 

☆学校社会と民間組織との違い 

そこで私としてはもう一つ、今度は学校という大きな組織体そのものが今のままでいいのだろうかとい

う発想に変わっていくわけです。それはどういうことか。うんとわかりやすく申し上げますと、たまたま

今日ここにコップと水を用意していただきましたけれども、このコップが学校のハードですね。建物だけ

じゃ学校じゃない。ここに当然内容として、中身として、要するに教育のカリキュラムを詰め込む【コッ

プに水を注ぐ】、これがハードと教育の内容ですね。今言った（１）ですね。これが学校という一つの社会

的使命を持った組織だとする。じゃあ、この学校というのは社会の中に存在する。 
それでは社会の中にどういう形で存在しているのか。例えば、このテーブルの表面が社会だとしましょ

う。ここに、例えば品川で言えば、Ｓ社やＮ社やＪ社が社会の中に存在します。これと同じように学校は

社会に存在しているのか。私はしていないと思う。社会の中に存在はしているけれども、他の企業と同じ
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ような「存在の仕方」のように見えるけれど、そこには目に見えない違いがある。どういう違いか。例え

ば、企業は社会という表面に直接触れますよ。ところが、学校はこの社会という表面に直接触れていない、

今までは。この社会と学校の間にはひとつのコースターのようなものがある。このコースターの上に学校

は存在している。そして、そのコースターが社会の上に存在している。だから、世間があって、クッショ

ンがあって、その上に学校が存在している。これが、他の企業はクッションがなくて直接社会の上に存在

している。ここが大きな、一般のいわゆる民間と、学校の「社会的存在の仕方」の違うところではないか。 
じゃあいったいクッションって何だろうと考えますと、これはある意味では当たり前の話なんですけれ

ども、それは明治５年から日本が学校教育制度を始めて、学校が増えてきましたね。この学校が作られる

過程の中で、あるいは日本の学校というものが育っていく中で、やはり日本の国民というのは非常に教育

というのを大事にする国民性がありますから、先生方は子どもを育てる教育という尊い仕事をされている。

特別の仕事なんですよ。やっぱり世間から見ればね。それくらい尊いんですよ。私は特別な仕事だと思い

ますよ、今でも。「それだったら聖職なんですか」、いや何も聖職とかそういう概念ではない。私は他の商

売とは違う、やっぱり教育は特別の仕事だと思う。まあ半分プライドですよ。「こりゃあ特別な仕事なんだ」

という気持ちが内心あります。それは世間の人も持っていたわけです。やっぱり「子どもを育てる、尊い

仕事なんだから」というので、その先生方がですね、例えばしょっちゅう経済的に不安定な立場に置かれ

ているようなことがあったら、先生方が我を忘れて全身全霊をつぎ込んで子どもたちに没入できない。そ

れくらい教育は尊いことなんだ。先生方にはそれを全力全霊でやってもらいたいんだ。従って「先生方に

あんまり浮き世のつまらないことで心配かけちゃいけないんだ」、という歴史が過去にあった。それが、や

がて公務員制度といったようなものにのって、現在に至っている。 
従って、このクッションというのは、いわゆる生活をしていく上で不必要な、営業成績によってああな

るこうなるというような、そういうものの考え方が民間にありますけれど、「そんな社会的な環境に学校を

置いたら、教育が教育でなくなっちゃうよ」という意味で守られてきた、と私は思う。それだけ「教育は

尊いもの。だから安定した立場で安心してやってくださいよ」という社会的立場で、私は今まで学校も先

生も置かれてきたと思います。 
ところが最近、「世間が変わった、社会が変わった」とよくいわれますけれども、まさにこの感覚が変

わってきております。これは、例えば品川のような大都会の区民ですと、意識が明らかに変わってきてい

ます。それは簡単にいうと、「ステイクホルダー（利害関係者）」としての権利とか何とかというものを、

きちんと行政にも学校にも要求をし始めている。だから、例えば３年くらい前ですか、文科省が「学習指

導要領は最低基準である」といいましたよね。あれが発表されて１週間くらいたってからでしょうか。あ

る一人の弁護士が、これはある中学校の保護者なんですが、私のところへポンと入ってきまして、 
「若月さん、これは最低基準だそうだな」 
「そう言ってるね」 
「これはね、大事なことなんだ。最低基準なんでしょう」 
「最低基準と言ってますね」私がそういうと、 
「ダメだ、そんな逃げるな。最低基準なんだと国が言っている。ということは、この品川の子どもが学習

指導要領の範囲が全部できないってことは、品川は、最低以下の子どもを、税金を使って育てているって

ことだね」 
ということをちゃんと言ってくるわけですよ。「最低基準なら、必ず税金を使ってやってるんだから保証し

てくれよ。税金使って最低以下の子供を作るなんて、そんな馬鹿な話はないよ」そういう発想をする人が

いっぱい出てきている。要するに、「先生たちはがんばっているんだから」という、「ひとつクッションを
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置いた存在でいつまでもいいのかな、学校という存在は」という時代に少しずつ変わりつつある。これは

もう肌で感じる。 
 
 
☆学校が置かれている社会的環境の見直し 

ある意味では社会的に守られた環境ですね。社会的に守られた環境を温存しておいたまま、中の教育の

中身をもっと量を増やそう、いや減らそう、色を変えよう、水じゃなくてコーヒーにしよう、いやそこに

砂糖を入れたらどうだろう。要するに、これは教材開発だとか教材研究だとかカリキュラム開発だとかと

いったようなものですね。この中の色や味や分量は確かに変えてきたかもしれない。しかし、社会的に守

られているという全体の環境そのものは変わってこない。果たしてこの社会的環境を、従来のものを、こ

ういう言い方は先生たちに失礼なんだけれども、ある意味では安穏とした社会的な環境、もっと言えば、

やってもやらなくてもそんなに厳しく問われないというような社会的環境を温存しておいたまま、この中

身だけの色や味を変えて、本当にいかほど学校教育そのものが体質的に変わるだろうか、というところに

疑問がある。 
そこで、「それじゃ他の民間企業のようにやればいい」なんてことを私は思っていない。さっき言った

ように、教育は特別ですから。だけど、「やってもやらなくても、どっちでもいいや」という、その環境部

分だけはちょっと取り除こう。で、やや社会に、直接世間に近いところに学校を置き直してみる。社会的

な環境をちょっと変えてみる。それが具体的な形で出たのが学校選択制なんですね。 
要するに、学校がやってもやらなくてもいい。美辞麗句を並べて「こうやりますよ、保護者の皆さん」

と言っておいても、できなくてもいい。結果がどうだったと厳しくとらえなくてもいい。そうすると、先

生の中には「校長さんはあんなこと言ってるけれど、私は私のペースでやろう。やってもやらなくてもい

い」。そういう状況をとり除いてあげよう。この環境を変えてみよう。やってもやらなくても、今まで子ど

もは来たんです。来ちゃうんです、自動的に。住民基本台帳上の子どもは少なくとも来るわけです。そう

いう安穏とした、守られすぎている社会的環境をちょっと変えてみる。学校が選ばれるという社会的環境

に置き直したんです。 
じゃあ、これは、何のために学校が選ばれるという社会的環境に置き直したのか。それはまさに管理職

として、教員のものの考え方、要するに「学校教育というのはこういうもんなんだ」という従来からのも

のの考え方、不易と流行がありますから変えちゃいけないものもありますよ、もちろんそれを前提として

ですけれども、「今までこれでやってきた。そして通用した。だからこれでいいんだ」という、ある意味で

はアンシャンレジームですよ、そういったものの考え方を変えていこう。やはり、さっきから言っている

ように、最低基準の学習指導要領ができないってことは税金の無駄遣いだと言ってくる区民がいるわけで

すから、やはり「今まで通りにはいかないぞ」ということなんですよ。そういうことを先生たちにも管理

職にも、知識として理解してもらうのではなく、本当に実感として感じてもらいたかったんです。 
 
 

☆教員・管理職の意識改革 

だから、これもよくお話しすることなんですけれども、これからの学校教育を創造するために何が必要

か、何をもってしても教員の意識改革、管理職の意識改革であります。これはもう、みんなおっしゃいま

す。私のところも、品川には小学校４０、中学校１８、幼稚園９あります。そこで校園長会をやります。

学年初めには学校経営案を出すわけです。みんな「どっかで読んだことがあるな」っていうような文章が
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連なっているわけですね。最後に決意を書かせますと、「校内研修を充実させる」「教職員の意識・資質向

上を図ります」「意識改革を図っていく所存である」と書いてある。意識改革を図る所存がいっぱい出てく

るんです。 
そこである時に、私は校長さんたちに聞いたんです。 
「確かに、意識改革はおっしゃる通り大事だ。しからば」、目の前の校長先生に聞いたんです。 
「先生も意識改革が大事だとおっしゃってますね。では、あなたは教員の今のどういう意識をどういう意

識に変えたいのか、とりあえずそれを言ってください」こう聞いたんです。 
恥ずかしい話、６０人近い管理職がいますが、一人も答えられない。 
「今あなたは、教員のどんな意識が問題だから学校経営がうまくいかないと思っているの」、「どういう意

識がどういう意識に変わると、『うちの教員は意識が変わりました』っていうの」。そこを具体的に問いつ

めると答えが返ってこない。滋賀県は別でしょうけど。 
「そう言われてみれば、何だろう・・・？」という始末です。 
そこで、私はこう言った。 
「私が品川区の教員に対する意識改革で望みたいことの一つは、公立学校といえどもこれからの時代、

選ばれるのは当たり前。それを心から自然に思える教師にしたい」。 
「そんなものは、学校とか、公務員の世界にはふさわしくない」そう思うのが今までの意識だった。そ

の意識といったようなものが、もう東京では立ちいかないわけです。で、いざやってみると、先生たちは

「なるほど」と言ってくれるわけです。だから「公立の学校というのも、ある程度の範囲で、選ばれると

いうことがあっても当然なんだ」という意識に変わってきてくれました。 
それからもうひとつはですね、「学校の、例えば校長さんたちが書く学校便りにはね、きれいな色とり

どりの花をいっぱい見せてくれる。本当にみんな色とりどりきれいだ。でもどれ一つ匂いがしないよ」と

いうことをよく言いました。要するに、匂いがしないというのはどういうことかというと、具体的に何を

どうするのかということ、きちんと態度表明するということを非常に恐れるんですね。何故かというと、

教育というものはそんなにすぐに結果が出ないものだから、「変に『こうやります』と言ったら、大変なこ

とになっちゃう」というものの考え方なんです。その意識を変えたいんです。 
例えば、これは結果が出たからなんですけれども、選択制をやっていますから、ある中学校の校長さん

が親への説明会で、「うちの学校は、恥ずかしながら、今不登校のこどもが全部で８人います」。そして、

「この子どもに対しては、こういうことやってる、こういうことやってる。でも全然効果がない」って、

いうわけです。「でも、お母さん方に約束します。これ以上は不登校を増やしません」とこう言ったんです。

親はそれを聞いて、「非常に具体的だ」というので安心しちゃったんですね。 
ところが、聞いてる先生方が「おい、親に言っちゃったよ、あんなこと。うちのクラスにいるよ、危な

いのが一人。どうするんだよ」（笑い）。案の定、その子はやっぱり不登校になっちゃったんですよ。さあ、

その学校はどうなったか。親から避けられたか。逆なんです。「あの学校は本当のことを言ってくれた。そ

して、あんなに一生懸命やってくれて不登校になっちゃったんじゃ、学校だけに問題があるわけじゃない

んだ」。世間というのはそんなに馬鹿じゃないし、そんなに学校たたきに喜びを感じるばかりじゃないんで

す。結果が仮に出なくても、どのくらい具体的にがんばっているかが親に伝われば、その親は絶対に学校

を批判しないんです。これは、私は自信を持って言える。 
品川っていうのは古いところですからね。東海道一の宿場、今でも本当に古いところです。だから、学

校とか地域とかに対する思いは、ものすごいものがあります。だから仮に結果が伴わなくても、それを実

現しようとする具体的な姿が見えれば、親は、地域は、絶対に学校を見捨てません。だから、うちの校長
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さんたちの意識が変わったのは、「包み隠さずものを言おう」、「きれいごとで親に説明するのは止めよう」、

「『みんな仲良しお目々キラキラ』、『みんな仲良しお手々つないで楽しい学校』、そんな馬鹿なことを言う

のは止めよう」ということで、具体的な事実を、地域、あるいは教育委員会、あるいは先生たちに、校長

が働きかけたんです。 
そして、マニフェストじゃないんだけれども、「こういう事実があるから、これをいつまでに、どうい

う方法で、どんな結果をもたらす。そのためにこうやって努力する」、そういうことが当たり前なんだとい

う意識に変わってきた。そして、結果が出なくても教育委員会は「よくやったね」といつも言う。やって

ないところは、「あんた詐欺だよ、それは。世間に『こうやります』って言っているのに、その具体的な努

力をやっていないってことは」。結果が出ないということは、教育だからあり得るんですね。しかし、「こ

ういう具体的な努力をします」、これがなかったら詐欺なんです。そういう学校はやっぱり避けられるんで

す。親が見るんです。「あの学校は嘘つきよ」、こういう話になる。あの学校は勉強ができるだとかできな

いだとかそんなことより、「あの学校は具体的に何をしようとしているのか」がすごく分かる。こういうこ

とが世間に広がります。そういうことから、先生たちが今までの「こういうことは言えないよ」とか、「こ

んなことまで約束したら後でとんでもないことになる」なんていうような、いわゆる自分を守ろうとする

意識、それが変わりましたね。学校も、先生も、校長さんも変わりました。 
 
 
☆学校選択制は「目的」ではなく「手段」 

ということは、ここまでお話しすれば分かると思いますが、「学校選択制」というのは、あくまでもこ

れは方便なんです。手段なんです。本当に大事なのは、さっき言った校長会の先生たちも言っているよう

に、意識改革なんです。何としても、ものの考え方を変えることなんです。ところが、ものの考え方を変

えるというのは、痛みを伴うんですよ。ちょっとばかり「改心しました」って、それは意識改革じゃない

んですよ。意識改革というのは、「やだな、やだな、やだな。辛いな。面倒くさいな。それでもやらなきゃ

ならないや。選択制ひかれちゃったから」と言ってやっているうちに、「あっ、これが当たり前なんだ」と

いう、具体的な辛さや痛みを伴う中で、先生たちが自分自身の本音として納得ができる、そういうものの

考え方になる、「これが当たり前なんだ」、こういうのが意識改革ですね。 
恥ずかしい話をもうひとつ、ついでにやっちゃいますね。意識改革が必要だっていうんで、あれは夏休

みですよ、私が指導主事の時代ね。こうやって先生方がいっぱいいたんですよ。私は「これからの時代は

こうなるんだ、ああなるんだ。こうするんだ。学校はこうなんなくちゃいけないんだ。ものの考え方変え

てくれ。意識改革なんだ。がんばってくれ」って、散々叱咤激励したんです。そして、それが終わって「何

か質問ありませんか」って言ったら、後ろの方に座っているある５０代の女の先生だったんですけどね、

「ハイ」って手を挙げるんです。で何って言ったと思います？「今のね、若月先生の話はすごく分かりま

す。なるほどそうだと思いました。でも、先生ね、今更そんなこと言わないでくださいよ。私は世の中が

どう変わっても、世間がどんな風になろうとも、そんなことに影響されずやっていけるのが先生だと思っ

たから、先生になったんですよ。今更そんなこと言われたって困る」。本当にそう言いました。 
だから、「意識改革をやりましょう」「はい、変えましょうね、変えましょうよ」って、校長さんたちが

汗水流して絶叫したって、人の心ってのは変わらないんです。やっぱり、ある一つの環境、新しい社会的

な環境の中で、自分がそれに合うようにやっていく中で、「ああ、なるほど。こういったやり方も確かに一

理あるんだ」、そういう納得をしてもらわないとダメなんですね。そのための一つの手段が、学校選択制な

んです。 
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だから、選択制を引いても失敗している自治体がいっぱいあるんです。何故なら、学校が変わらないん

です。少しも変わらない。それは何故かというと、品川では学校選択制はあくまでも手段です。ところが、

品川がやっているのを見て、「ああ、ホントだ。学校変わっちゃうわ。そんなに変わるんだ。じゃあ選択制

やれ」といって取り入れた区もいっぱいあります、特別区の中で。その区はほとんど学校が変わらないん

です。何故かというと、そこは学校選択制を目的化しちゃってるんです。私は学校選択制そのものに価値

があるとはあんまり思っていない。選択制というひとつの社会的環境を用意することによって、手段とし

て使うことによって、先生たちががんばらざるを得ないような状況を作ったんです。その中で先生たちが、

「やだな、やだな」、ブーブーぶうたれながらもやる中で、「ああ、なるほど。これからの社会はこうだ」

というようなものの考え方に変えてきた。これが意識改革なんですね。 
意識改革ってそんな簡単なことじゃないですよ。かなり、やる側としては批判されることを覚悟してや

らなければ、これはなかなか変わない。そんな簡単にはいかない。私たちは聖職者でも何でもないですか

らね。お坊さんの説法を聞いて、ハラハラと涙を流し、「私の生き方が悪うござんした。明日から生き方変

えます」なんて、私も時々なりますが、３０分も経つとだいたいその話は忘れますね。だいたい人という

のはそんなもんですよ。一時やけに真面目にはなりますけれど、「今日はこのまま清い気持ちで帰りたい」

と思っていると、後ろから悪い奴がきて「おい、帰りに３０分一本勝負行く？」なんて、もう行っちゃう。

そうすると、飲んでいるうちに「あれはあれ」になっちゃうんですね。「今日聞いたのは、あれはあれ」。

これがずーっときていた。それを止める方便、手段、これが何か。それが学校選択制。 
 
 
☆外部評価者制度 

学校選択制を取り入れたら、今度は案の定、親が「そんな、選べったって何を基準にしていいかわかん

ない」って、言うんです。何を基準にしていいか分からない、それもそうかもしれない。「ほとんど噂に頼

るしかない」、「噂に頼るのは主体性がない」というのが私の本音でしたが、それもそうかもしれない。じ

ゃあ何も教育委員会がやることはない。それこそ学校が、自分の学校のPRを用意しなさいよ。とにかく
学校はPRが下手ですからね。それと同時に、親が選べるもっと客観的な何かがないかと。学校選択制と
いう手段をさらに有効な手段として維持し続けるために、その選択制を支える制度が必要になる。それが

外部評価者制度なんです。 
だから、品川は学校選択制をやったり、外部評価者制度をやったり、学力定着度調査をやったり、小中

一貫校をやったり、何か思いつきで、ポンポン、ポンポンと好きなことやってるんじゃないかと思われが

ちだけど、全然そういう発想はないんです。選択制を正しく機能させ維持していくために、どうしても区

民がそれを支える制度が必要なんです。「なるほど、じゃあ地域の人たちに集まってもらい、学識経験者に

そこに入ってもらおう」、一校７～８人の外部評価者委員会を全部作りました。で、その方々に１年間学校

を好きなときに見てもらう。まあ評価項目というのは全部共通ですよね。それで評価をしてもらって、そ

の評価の結果は全部ディスクローズしていく。インターネットに全部載せる。区の広報にも全部載せる。

それを見て学校を選んでもらう、ということなんです。だから、その評価項目というのは、かなり神経を

使ったものになっていますけれども、それを作りました。 
これもまた意識改革なんです。教員の意識改革なんです。外部評価者制度そのものをやることに、私は

たいした意味があるとは思わない。先生方のものの考え方を変えることが大きな目的なんです。それは、

どういうことかというと、外部評価者委員会の評価用紙と全く同じものを使って、学校が自己評価するわ

けです。どういう仕組みになっているかというと、８人の委員は自分の行きたいときに行って、項目を見
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ながらチェックをして、１年間貯めたものを元に、それぞれ８人が自分なりにそれぞれの項目にＡＢＣＤ

の４段階でつけるわけです。それを８人が集まって、「私の総合評価はこうだ」とつけて、合わせる。みん

なバラバラになっています。それをみんなが話し合いながら、学識経験者がいて、みんな「あーだ、こー

だ」といって、外部評価者委員会としての評価を一つにまとめるわけです。それと全く同じことを学校が

やるんですね、教員が。年度末評価と同じようなことをやるんです。 
でもおもしろいのは、おもしろがっちゃいけないんですが、その外部評価者の評価と、学校の自己評価

を、最終的にディスクローズする。例えば、この学校の先生たちの子どもに対する接し方、いわゆる教育

相談的な受容的な態度がどのくらいあるかっていう項目があるんです。すると、先生方はみんな一生懸命

やっているつもりですから、Ｂぐらいをつけるんですね。「まあ、そんなにサボっているわけじゃない。で

もまあ、Ａというのは恥ずかしい、まあＢくらい、そんなもんだろう」って、けんけん諤々だけどＢをつ

ける。ところが、外部部評価の人たちは、ここにＣをつけることがある。ここに食い違いがある。そこが

大切なんですよ。 
そこで私が、そのときに先生方を集めて 
「先生方ね、この学校は受容的な態度が本当はＢなのかＣなのか。これがどっちなのか、追求すること

には全然意味がない。私は、本当は先生方はＢだと思ってるよ」嘘でも褒めときます（笑い）。 
問題はここからなんです。 
「私たちはＢと思ってやっていることを、外部の人がＣと感じたことは事実なんです。Ｃが事実かどう

かは別として、Ｃと感じたことは事実なんです。この人たちがＢと感じるために、来年具体的にどこをど

う変えてなにをするか、それを考えてください」という課題を出すんです。 
すると、 
「俺たちはこうやって、こうやって、こうやっているんだけどなあ。Ｃって感じじゃないけどなあ。」 
「じゃあ、こうする、ああする」、具体的に考える。 
それを、「来年私たちの学校はこうします」っていうことを、その学校が対策を練って出す。そういう

作業をすることが当たり前という意識改革なんです。 
「学校のことに外部の人間がいちいち口出しするな、俺たちは俺たちでやるから」というのが、とかく

学校の考えがちなこと、それで済んできた。だから、その意識を変えたかった。そうじゃなくちゃ、やっ

ていられない。また、学校だけの力ではもうできない。ならば、「ＢかＣか、私たちはＢと思っていたけれ

ども、外部の方々はＣとつけてくださいました」。「じゃあ、ここが足りないから、ああする、こうする」、

それを全部ディスクローズする、インターネットに。そうしたならば、結果がまた来年Ｃなのかもしれな

いけれど、来年Ｃでもいいんです、それをＢと感じてもらおうと先生方が一生懸命努力してくれることが

目的なんです。それも一人や二人、主幹や教務主任だけががんばればいいという問題ではなくなってきて

いるわけです。そういう学校の雰囲気作りに役立った。それが外部評価者制度の成果の一つです。 
 

 
☆学力定着度調査 

ところが、今度は、それをやっていたら外部評価者の人たちから、また意見が出てきた。「先生ね、い

ろいろやっているけども、最近学力低下ということが言われている。学力というものに対して俺たちは素

人だからやたらなことは言えないけれど、学力についても外部評価者として無関心じゃいられないから、

学力についてデータはないの」というのが、いろんな学校の外部評価者の人たちから出てきたんですよ。

「ああ、それもそうかもしれないね。それじゃ学力定着度みたいな調査をやってみようか。そして、その
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データを外部評価者の方たちにも提供して、学校をまた評価してもらおうじゃないか」といってできたの

が、学力定着度調査ですね。 
この学力定着度調査について、今日はあまり詳しく話す時間はないんですけれども、品川の場合は子ど

もの所見を出すとか平均点を出すとかはしていない。何故かというと、「子どもの点はこうでした。でも子

どものとった点数の責任は子どもにはない」というのが品川区の考え方です。それは先生の指導力の点数

なんです。例えば、ある子どもが、ある学年の算数のテストで、ある学校の平均点が４０点だとしたら、

その学校の子どもたちの能力が４０点レベルじゃないんです。その学校の指導力が、算数のテストで４０

点しかとれない、その学校の先生の力量が４０点なんです。子どものとった点数を子どものせいにするな。

そりゃあ子どものせいかもしれないけれど、それを教師の良心として、いきなり子どもに返すな。それは

まず自分の問題、私の点数なんだ。そのくらいの良心を教師として持つべきだ。それを私はしょっちゅう

言います。そういう意味で子どもの素点は出さない。 
例えば１番の四則の混ざった計算問題、教育委員会の期待通過率は、ふつうに勉強していれば８０％は

通過してもらいたい、という期待通過率は出します。ところが、ある学校は期待通過率は８０％なのに７

０％だ。それはディスクローズしなくてはいけない。７０％の子どもしか正解していません。それも全部

ディスクローズしていく。そうしたときに、今度学校はそれを受けて、期待通過率に近づけるために何を

どうするか。ただ「職員一丸となって心を入れ替えて新たにがんばります」（笑い）、そんな抽象的で何も

言ってないのと同じようなことはダメなんです。 
これは「四則の問題が、うちは７０％です」。ということは「３年生のこの単元は何時間やってます。

でもどうもこれが足りないみたいだ。従って、３年生のこの時間は何時間増やします。若干火曜日は帰り

が遅くなります。その代わり、３年生はこの時間ここを補うための勉強をやってますからそのつもりで」

ということを出す。４年生は４年生で、「今まではこの教材とこの教材でやってきました。どうもこの教材

とこの教材はダメです。今度変えます。私たちはこういう問題を作ります。従って忙しくなります。ＰＴ

Ａのお母さんたち、ちょっと手伝ってください」、そういうものを出す。そして、時間をどうする、教材を

どうするっていうことを全部具体的に出す。そして「来年、これは８０％になるようにします」という態

度表明をする。 
そういうことをするのは大変ですよ。大変だけど、そういうことをやるのは教師の仕事として当たり前

という意識になってもらいたい。意識改革です。それは当たり前のことなんだ、教師の責任としてまず子

どもの成績を問う、そう引き受けるんですね。それに対してどう改善するかという現在の努力の仕方をち

ゃんと表明する。タックスペイヤーに、ステイクホルダーにちゃんと表明する。これは当たり前のことな

んです。何も民間と同じように、クッションをとったからといって、競争しろと言ってるんじゃないんで

すね。教師として当たり前のものの考え方、教師として当たり前のやるべきことをやってもらえばいい。

それをやりながら、教師はやらされているんじゃなくて、「考えてみたら、当たり前のことをやっているん

だ」という意識に変えたかった。 
それでですね、ひとつ、こういう話がある。私が唯一自慢できる。去年の３月２５日、１年以上前のこ

とです。うちの学校にはＡ小学校という学校がある。その学校が、実は算数も国語も、今いった学力定着

度調査で、期待通過率を下回る項目がかなり多い学校なんです。でも、先生たちは一生懸命やってるんで

すよ。これは私も分かる。こんな言い方は良くないけれども、この学校の地域というのは、「勉強なんて二

の次だ、子どもは元気が一番だ」っていう地域でね。なかなか家庭学習が定着しない雰囲気があるんです。

「ああ、先生たちも苦労してるんだろうな」と思いましたよ。それが選択制をやってますから、「先生たち

にがっかりさせるような聞き方をしちゃあ、かわいそうだな。もしそうなったら、うんと予算をつけて、
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『教育委員会が応援してますよ』なんて姿勢を示してやればいいかな」なんて思ってたんです。まあそう

いう状況の学校なんです。 
その学校が去年３月２５日に卒業式をやったんです。そういうところですから、情緒的なつながりの強

いところで、涙涙の卒業式なんです。子どもたちが教室へ帰って、最後のお別れも終わって、いよいよ庭

に出て、親と一緒に見送りにでて、蛍の光が流れる。それが終わったら、校長さんはすぐに職員室に戻っ

て、４月からの担任発表をしなければいけないっていうので、待ってたんです、教員を。 
ところが、いつまで待っても教員が帰ってこない。帰ってこないどころか、何かまたざわざわ、ざわざ

わと子どもの声が聞こえる。「何だ？何も聞いてないぞ」。ふっと外を見たら、ぞろぞろ、ぞろぞろ卒業生

が帰ってきて、みんな体育館に入っていく。先生たちもみんなぞろぞろ入っていくんですよ。あの校長さ

んも短気ですから、「何だ、俺は聞いてないぞ。何か今日はイベントがあったのか？」と思って、かっかか

っか頭にきながらもしばらく待ってたんですが、もう待ちきれないっていうので体育館に行ったんです。

そして体育館のそばに行ったらシーンとしている。 
「これは何だろう」というので、後ろから入っていった。そうっと入っていくと、子どもたちが静かに

座っていて、前に先生たちがズラーッと並んでいる。その真ん中で、卒業させた学年主任が一生懸命いろ

んな話をしている。そこで、どんな話をしているのかなと聞いてみた。「君たちは、今日３月２５日でこの

小学校を卒業した。実は、君たちには分からないかもしれないけれど、３月３１日まで、君たちはこの小

学校の子どもであることに間違いはないんだ。卒業式は今日だけど、３月３１日まではこの小学校の子ど

もなんだ。そこで、これは強制ではない、全く君たちの自由だ。お家の人と相談してもいい。そこで先生

たちはこういう提案をする」と言ってるんですね。「４年１組何々先生の教室、明日１０時から来てくれる

と、もう一回３年生で勉強した漢字を使ったお話作りの時間を用意しているよ。それから４年２組のこの

先生、同じ時間にくると、もう一回、かけ算九九を反対からいったり、あるいは二の段とかを歌を歌って

覚える、そんな時間を用意している。５年１組の先生のところへ行くと、初めから分数って何だろう？も

う一度、そこを説明する時間を用意している。５年２組の先生は、カッコの付いた計算を用意している」

ということを言っているんです。 
校長さんは後ろで聞いていて、「もう私は涙がぼろぼろ出てきた。本当にうれしかった」って、その校

長が報告に来た。これがもし先生たちに、「何年続けてこの学校はいつまでも通過率が低いんだ。校長会で、

俺だって肩身が狭いんだ。頼むからなんとかしてくれよ。ちゃんと教えてるのかよ」。何て言おうものなら、

絶対に教員は「ふざけんなよ。私たちのことが分かるのか」って反発して、そんなことはしなかった。ま

してや教育長が、「Ａ小学校、何してんだ」なんて言ったら、学校中で反発するでしょう。しかし、私もそ

の校長も、一言もそんなことは言わなかった。むしろ、「あそこは、地域を考えると定着率は低いかもしれ

ないな」、それくらいに思ってましたよ。「学校、何やってんだ」とは思わなかった。 
しかし、なんです。選ばれるという社会的環境に置き直したことによって、まさに誰から言われるので

はなく、うれしいのはそこなんです、教師集団が、誰がまとめたのかだいたい検討はつくんだけれど、教

師の集団の中で教師自らが、その残りの３月３１日までの、子どもにとっちゃ春休みです、あの期間でも

最後の最後まで、足りないところがありますから、通過率の低いそこだけに焦点を絞って、最後の最後ま

で小学校としての責任を果たし尽くそうという、その姿勢がうれしいんです。その気持ちがうれしいんで

す。そういう意識がうれしいんです。 
だから、私は校長に言いましたよ。「来年の学力定着度調査でね、また通過率が低くても、まあ低いか

らって『よくやった』とは褒めないよ（笑い）。褒めはしないけれど、俺は先生の学校を誇りに思うよ。何

故なら、まさに家庭学習の定着しにくい地域の中で、先生たちが自らの、まさに教師の使命とか良心です
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よね、教師魂です。そういったものに基づいて、子どもたちに、たとえ１週間足らずでも最後まで責任を

果たし尽くそうという、それがあって結果がダメなら私はこの学校を責めない。私はこの学校の先生たち

を誇りに思う。そう言う気持ちになってくれればいい」。 
これが、ただ単に中身の色や味を変えたりすることも立派な改革ではあるけれど、学校全体としての改

革には結びつかないということなんです。学校のもっている体質そのものを変えることになる。だから１

週間足らずの中で、それこそ今まで開発してきた、あるいはりっぱな先生が開発してきた中身の色は使っ

ていいんです。もらってきて入れていいんです。しかし、この形そのもの、このポンと落とせばパリンと

割れるような材質だった学校が、ここからストンと落とされてもこの形をしっかりと守り抜くような形に

変わらなきゃいけないんです、これからの学校っていうものは。そこまで変えなければ、この中身が生き

てこないんです。この中身と社会的な位置づけとは無関係じゃないんです。この社会的な位置づけが、あ

る意味では厳しいと品川は言われましたけれども、結果として、先生方はそこまで自ら自分の責任を果た

し尽くそうという意識に変わってくれたんです。そういったときに、この今までの中身の教材開発や指導

方法が本当の意味で生きてくるし、学校全体が変わる。 
ちなみに申し上げますと、その学校はそういう成績でありながら、親から「あの学校は最後の最後まで

子どもの勉強で面倒見てくれる学校だよ」ということで、次の年、子どもの希望はぐっと増えました。地

域というのはそういうものなんですね。それが、要するに意識改革なんです。それをやっていきたいんで

す。品川はそれを実現したかった。そういうのが、少しずつ、少しずつ見え始めてきたわけです。 
 
 
☆小中一貫教育 

そういう中から、実は小中一貫教育といったようなものが出てきました。これは何も私一人の発想でも

何でもないんです。今まで、小中連携校というので、道を挟んで小学校と中学校とがある、そこで連携校

をやっていたわけです。しかし、これくらい、いい加減ものはないですね。品川の場合ですよ。名前だけ

なんです。ただ形だけの連携なんです。先生が行ったり来たりして、ちょこちょこっと教えました。そん

なことやってて、何が変わるんです。本音は「ああ面倒くさい。校長がやれって言うから、しょうがない

や」、意識が全然変わってないんです。ただ形だけを整える。われわれ教育界は、かなりそういうことをや

ってきてるんです、品川の場合。かなりやってきてます。それで「やってきました、やってきました。連

携やってます、やってます」。それが具体的に子どもにどういった変化を与えたのか、検証してないんです。

それで、私はその小と中に、「そういういい加減なことをやるんだったら、先生たちにつまらない負担がか

かるだけだ。なら止めろ。本当に連携をやって欲しいんだ」というので、算数・数学での連携をある小・

中学校に頼みました。３年間の研究指定校でした。 
ところが、１年目が終わらない１０ヶ月くらいして、２人の校長さんがしょんぼりとして私のところに

来た。 
「教育長、今日はしかられに参りました。」 
「しかられるってなんだよ？」 
「あの～、連携校は返上させていただきたい。」 
「何でよ？」 
「とても教育長が期待しているような、本当に自主的な連携教育はできません。」 
「何でできないの？」。 
そこで、いろいろ話を聞いたならば、実はその中学校、目の前の小学校から毎年卒業生が来るわけです。
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前の小学校から来る子どもたちは、よその小学校から来る子どもに較べて、中学校で関数の概念を勉強す

るととたんに成績が悪くなる。これは前から分かってたんです。どうもこの学校は、その校長さんの話で

は、『伴って変わる二つの量』というのがありますね、小学校で。あそこら辺の教え方がどうも弱いんじゃ

ないか、そう感じる。ところが、それを絶対言わないわけなんです。そこで、校長さんたちは、「そういう

見かけだけのことじゃ教育長がまた怒るから、本当のこと言わなきゃダメだ」というので、意を決して夏

休みいろいろ研修会をして、そして９月頃になって、夏休みの研修でこういうことがまとまったから、２

学期からこういう授業をやろうと計画を立ててるときに、「もう本当のこと言います」というので、中学校

の先生が小学校に向かって「実はこういうデータがあります。どうも私は小学校の教え方がどうなんだろ

う・・・？」と言ったとたんなんです。大げんかが始まった。小学校から「何？連携って私たちを責める

ことなの？何が連携よ。」「いや、そうじゃない」。一生懸命取り繕って、わんわん、わんわんやった。とこ

ろが、何としても小学校の先生は責められたと思っている。あたかも、うちの算数の教え方が悪いと受け

取った。で、「こっちを変えろ？連携してて、何で小学校が変えなきゃいけない」。最後は、その４年の学

年主任の先生が「あなたは数学しか教えてないんでしょ。私は、国語も算数も社会も理科も教えている。

そんなことができるか」（笑い）。それを聞いた中学校の先生が、「小学校の教師はそこまで幼稚か、こんな

のと一緒にやってられるか」。 
校門が向かい合ってるんです（笑い）。その前まで、１学期は朝会うと「おはようございまーす」「こん

にちは」って言ってた。ところが、子どものこと言えませんよ、先生もね。２学期以降、会ってもあいさ

つしない。「ふん、だ」。小学校は小学校で「何だ、うちの子どもが悪い？自分の教え方が悪いの棚に上げ

て。小学校の時には分かってたわよ。ねぇ～」（笑い）、何てやってる。中学校は中学校で「小学校は何だ、

あんな幼稚な、ご機嫌取りばっかりやってるからできないんじゃないか、ふざけんな。」両方こうです。 
でもこれはですね、はっきり申し上げますけれど、日本中の小学校と中学校がもっている体質ですよ。

水と油ですよ。口じゃあ言いますよ、いろいろと。「連携しましょう」って。でも差し障りのないところ、

喧嘩をしない程度、そして特別面倒くさくない程度で、「やりました、やりました、やりました」、「結果を

だしました」、だからこうなる。結局そういうのに追われてね、何も蓄積がないというのはそういうことな

んです。じゃあって、一歩踏み込むでしょ、するとそうなる。それで、もう校長としては、とってもやっ

てられないというので、二人して怒られに来ました、とこうなる。 
そこで私は何と言ったかというと、私は怒らない。まさに本来解決しなければならない核心・課題にい

よいよ到達したんです。「ここで逃げちゃダメだよ。それを乗り越えなきゃいけないんじゃないの？何とか

してそれを克服しなきゃいけないんじゃないの？それが連携の目的じゃないの？」というんで、二人を叱

咤激励、なだめすかし、それこそね。で「がんばってやってみます」って、二人は帰っていきましたよ、

しょぼーんと手をつないでね（笑い）。 
で、結局その２ヶ月後くらい、１１月でしたね、「今日やっと説得して、うちの中学校の教員が、じゃ

あこの単元はこう教えた方がいいんだっていうのを、小学校４年生へ行って教えます、今度」。ただ単に交

流じゃないんですね。こう教えた方がいいってやる。８時間くらいだったかな、それを全部引き受けると

いうことで、やっと話が付いた。それで、「教育長、授業を見に来てください」こういうわけです。 
まあ、私も行きましたよ。「よくそこまでやったな」と思って小学校へ行った。そしたらね、授業見学

してるのが私と校長だけですよ。あと他の小学校の先生は「ふん」ですよ。「ふん」どころじゃないですよ。

「校長は妥協した。中学校にやられた」。そして、「４年のあの担任、あれ確か新採だ。一番弱いところだ。

初任者研だってさ。あれに乗じて中学校の先生？誰が見に行くもんか。意地でも行かない」。子どもみたい

でしょ。 
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「ちょっと、これじゃ意味ないよ」。 
校長先生「教育長ね、ここまでやるのが大変だった」。 
「学年主任や研究主任くらい入れなきゃダメだよ」。 
「教育長、言ってくださいよ」。 
終わって、校長室へ行って「呼べ！」 
「おい来い、おまえ何考えてるんだ？」 
その先生、他の先生たちの眼を気にしてるんですよ。「でも、私が行っても・・・」 
そんなところからですよ。それで最後くらいです、ようやくなんとか小学校の先生が全員集まってくれ

た。 
そこで研究協議会をやったんですよ。そうしたら、そこで異変が起きた。「今日はこれ血の雨が降るな。

校長が責められるな」。最後は「全部俺のせいだ。全部俺がやれと命令したんだ。文句があるなら俺に言え。

さあどっからでもかかってこい」と、こう言おうと思ったんです。ところが、あまり活発な意見はないん

です。すると、最後にその学年主任の先生がこう言ってくれたんですね。「非常に不愉快だったし、感情的

に受け入れられなかった。確かに、私たちを何も批判するとか何とかという意図ではないと分かったけれ

ども、中学校の先生が来て、ある単元をあからさまにやられるっていうのは、私たちのことも少しは考え

て欲しかった」。これは事実なんです。「だから、その辺のことについて説明をしてくれても良かったんじ

ゃないか」何てことは言いましたよ。ただ、最後に、「私は、勉強になりました。」その先生が言うんです

よ。「えっ？」と思いました。「確かに、私たち小学校の教員は、この『伴って変わる量』を教えるときに、

申し訳ないけれども、指導書でこう教えるというのが決まってました。これが研究授業にでもならない限

り、こうやってきたことは間違いないんです。ただ、うちの学校だけではないんです。ところが、このＮ

先生の導入の話を聞いてみたら、この勉強が中学校のどの勉強につながるというのがすごく意識されてい

て、そこから逆に、今どう教えたらいいかという指導計画がすごくよく分かった。確かに私たちは教材研

究の仕方を、小学校という範囲の中でしか教材研究をしてなくて、これが中学校でどういった形の教材に

なるか考えてなかった。そういう点では非常に視野が広がりました。そういう意味では勉強になりました。」

こう言ってくれたんです。 
そうしたら、今度は中学校の先生が、「私も一つ勉強になったことがある。それは、実は小学校の先生

の授業のやり方を見ていて、ああこんなことやっているから基礎基本が身に付かないんだと思うことがい

っぱいあった。だけど、小学校４年生を、４５分間こっちを向けて、とにかく学習活動に集中させる。こ

の技術は中学校の私たちにはない。私たち中学校は、ワーッとなったら、『おまえ、内申はどうでもいいの

か』と言う（笑い）。それに『試験にでるぞ』とかね。それで、全部子どもたちはついてきてくれる。『い

いか聞け、でるぞ』とやれば、聞いてくれる。ところが、小学校の、あの子どもたちに内申なんていった

って、まるきり、『どうぞご自由に』（笑い）って感じなんですね。何かやらないと、ちっとも集中してく

れないし、関心を持ってくれない、学習そのものに。あの手この手で子どもを引っ張るあの技術、あれは

中学校の教員はもっていない。非常にその点において専門性を感じた」ということを言い始めたんです。 
だから、それは結局１年半かかりましたけれどね。いやな思いをしてですよ。そこから始めて、先生た

ちから「算数とか数学だけで先生やったらもったいない。他にもこういう道はいっぱいあるよ」って言う

んです。それで、そういう話が２年目の後半でしたけれども、私も小学校の先生に向けて、「算数だけじゃ

もったいないっていうんだから、おい体育だ、体育」ってね。６年生の先生が中学校の体育、中学校１年

の先生が６年のあるクラスの体育を交換でやったんですよ。これは１時間だけでしたけど。 
これもまた、おもしろい話があるんです。中学校の先生が６年生の体育をやって、私も見に行ったんで
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す。教材はサッカーなんです。子どもたちが、ワーワー、ワーワーやりながらさんざん運動しまして、汗

びっしょりになって帰ってきたんです。私は昇降口で「どうだった？」って、子どもたち一人一人に聞い

たんです。そしたらね、「すごく楽しかった。もうね、いっぱい運動した。でもね、１時間中叱られっぱな

しって感じ」。確かにそうなんです。中学校の先生は「はい、みなさん」とかいいませんね。「はい、そこ

ー、しっかり蹴れ！」何てやるでしょ。子どもにとっちゃ１時間中叱られっぱなしになるんです（笑い）。

なるほど、１時間中叱られっぱなしね。 
今度は逆に、別の日ですけど、「中学校の授業を教育長見に来てください、中学校でやりますから、６

年の担任が」。で、今度中学生が帰ってきたらどうなのか。中学生はすぐ言いました、ひと言、男の子が。

「おい、どうだった？」 
「説明が長えんだよ。」中学生はパッという。 
小学校の先生は、やる前に 
「はい、座って」 
「こうなったらこうだ」 
「はい、カードを出して」 
「ここはこうやって、こうやって・・・」。 
もう、中学生は早くやりたいわけですよ。「そんなことはどうでもいいや、やりながら分かるわ」 
「はい、このカードに記入をして、お互いにチェックをしてください」。 
もう時間はどんどん過ぎていく（笑い）。それで、中学生は「話が長い」。それが合同の研究内容です。 
わたしが「小学校の子どもが、中学校の子どもが、こう言ったよ」っていったら、両方の先生は大爆笑

でした。全く気がついてない。そういうところから、「これは、やることはいろいろあるんじゃないか」と

いうことでですね、一貫教育の話が出てきました。そこで【資料をプロジェクタで投影しながら】、「ちょ

っと子どもたちの実態を調べてみようじゃないか」というのでやりました。 
 

 
☆小学校と中学校の接続関係を考える【「小１から中３にかけての意識調査」参照】 

●まわりの人から認められていると思いますか？

【画面を見ながら説明】いま品川の場合には、小中学生が１万５千人いるんですけれども、その１万５

千人全部に採ったアンケート何です。一つは、子どもたちの心情的なものをとらえようということで、「君

たちはまわりの人たちから認められてると思いながら生活してるの」というようなことを聞いた、これは

その結果です。これを見ると、いかにも小学校の１年生、２年生、３年生などは可愛いもんですね。「ぼく

らみんな可愛がられてるよ」という感じですよ。やっぱり、認められているというのが５割を遙かに超え

ている。ところが、この４年と５年になると、ここ（４年生）までは５割を超えているのに、５年になる

と５割を割るわけです。これは何が問題だとかいうのじゃなくて、ここから何か子どもの心の中に何らか

の変化があったなと。よく私、先生方から聞かされるんです。「教育長、『１０歳の壁』って何かあるよう

な気がする。何か気が抜けない。何か『１０歳の壁』っていうのがある。４年と５年じゃ全然違う。」と、

よく聞かされました。「あー、やっぱり子どもの心の中では何か起きているのかな」というようなことが見

えるんですね。 
●あなたは自分のことが好きですか？

それから、次が今度は「あなたは自分のことが好きですか？」という、よく『自尊感情』とか何とかい

われることなんだけれども、これは認められているかということと裏腹の問題と考えたんです。これを見
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てもほとんど同じ傾向が感じられるんです。認められているという自信と、今度は自分自身に対する感情

ですね。これもほとんど相関があるんですね。やはりだけども、５年生になると５割を割り込む。やっぱ

り４年生から５年生の間に、子どもたちの何か自己認識というものに対しての変化というか、そんなもの

が現れる時期がある。４年から５年、それは確かに中学年から高学年という時期なんだけれども、こうい

うことをどれくらい現場では意識して子どもに接しているか。これをただ単に「君たちはもう高学年だか

ら」、「君たちはもうお兄さんお姉さんだから」という言葉一つで、何か訳の分からない掛け声で、子ども

たちを叱咤激励していることがなかったか、というようなことを先生たちと話し合いました。 
●困ったことがあるとき、家族のひとに相談しますか？ 

それから次ですけれども、今度は「自分に対する」ではなくて、外への働きかけの設問をしたんです。

これをみても、やっぱり４年から５年の間、品川の子どもは４年までは家の人によく相談をしているんで

す。４年生でも７割近くが家の人と相談しているんだけれど、やはり５年生になると半数になる。６年に

なるとこう、後は、上になるとこうなる（減少していく）。ある意味発達からいうと、正常といえば正常な

んですけれど。これは異常とか何とかいうのじゃなくて、どうも４年と５年は子どもの心の中に何か、さ

ざ波というのか、何かあるんだろうな、ということが伺い知ることができるわけです。 
●休日に家族と出かけることと友達と出かけることとどちらを選びますか？ 

それと連動して、外部の人間との人間関係なんですが、これについては、今までとはちょっと違うんで

すけれども、ここ（中１）に来るとかなり、まあある意味では当たり前のことかもしれませんけれども、

これも半数を切ります。これも４年と５年との間を見ても、何かひとつの変化の予兆というか前兆という

かきっかけというか、そんなものを感じるねというようなことを先生方と話をしました。 
●不安や心配を感じていたことは何ですか？ 

それから、これは連携校をやった学校と全部の中学１年生にとったアンケートなんですけれども、これ

は「小学校から中学校に進むときに、君はどんなことに不安とか心配とかを感じていたんですか」という

ようなことを聞いたんですが、やっぱり子どもは健気ですよね。可愛いというか、可哀想ですよ。やっぱ

り勉強なんですよ。勉強が不安なんですね。勉強しないといけないと思ってるんですよ。だけど、そうい

う子どもたちに対して、小学校側はどんなケアをしながら中学校へ送り出してきたんだろうか。私も小学

校の教員ですから反省するんですけれども、やっぱり勉強がものすごく不安なんですね。子どもたちの頭

には勉強があるんです。その次に親友ができるかなっていうようなこと、それから上級生、これがあるん

ですね。やっぱり「中学生の先輩怖いぞ」というようなことを、ずいぶん上級生から聞かされているのか

もしれません。こんなことに子どもたちは不安を持っている。それから上級生と同時に、「先生も、とにか

く怖い」というイメージを持っている、というようなことでした。 
ああ子どもたちというのは、小から中へ行くのに実はこんなことを心の隅っこに抱えながら、それでも

ニコニコ笑いながら、恥ずかしそうな顔をしながら、中学校の門を潜っているんだなということを、私た

ち教師は、具体的な手だてをもって、それをどのくらい迎えようとしていたのか。これをとったときに、

ある子どもに聞いたんです。その子は先生が一番嫌だって答えたんですけれども、 
「何で君は、先生が嫌なの？」 
「だってね、おじさん」私のことを知らないのでおじさんなんですが、 
「入学式が終わって、担任の発表があって、教室に帰った。そしたらその先生が出席簿をバーンとおいて、

最初に何ていったと思う？」 
「何て言ったの？」 
「いいかお前ら、今まで通りにいくとは思うなよ」（笑い）。これが第一声だったんです。 
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「ここは中学、今まで通りにいくとは思うなよ」。だけどね、何がどう今まで通りに行かないのか、全くわ

からなかった。で、一挙に不安になった。中学校の先生というのは、さっきの連携の話に出てきたように、

とにかく一旦小学校を切るという認識が強いんですよ。一旦、とにかく切るんです。「小学校は甘やかして

いる」ということが徹底的にしみこんでる。とにかく切るんです。それが、「今まで通りにいくとは思うな

よ」という言葉になってるんですね。「そんな迎え方はしないでよ」と言いたいでしょう、子どもにね。だ

けど、そういったことが事実としてありました。 
●楽しみにしていた教科と不安に思っていた教科は何ですか？ 

それから今度は具体的な勉強についてですけれども、どんなことに不安を感じているかということです。

やっぱり算数・数学なんです。算数・数学が圧倒的に多い。子どもは算数・数学が不安だということです。

ここら辺は、やっぱり今までの通り、さっきのほら、連携校で小学校は小学校だ、中学校は中学校だって

意地張ってるんですよ。でも、それは先生たちの意地の張り合いでね、子どもはこう思ってるんですよ。

それで意地を張ってる先生たちが何ていうかというと「やはり子どもが主人公ですから」って。「嘘付け、

自分じゃないか」って言いたいでしょ（笑い）。実は、こうなんです。だから、こういう事実があるのに「な

んだ、私たちを責めるのか」というようなことで、「いつまでも形だけの連携でいいのか？何とか子どもの

悩みを感じて、教師自らが動いて、この不安をはねのけるというのは不可能じゃないはずだ」と思うわけ

です。 
それから、割と高いのが社会科なんですね。「社会科は何が不安なの」って、聞いたんです。「やっぱり

覚えることが多そうだ。すごく暗記物が多そうだ。覚えられるかどうか分からない」って、いうような答

えが返ってきました。 
英語は不安と楽しみが、合い拮抗している。これは分からなくもないですね。新しいものに対する期待

と不安がある。ここら辺から、小と中の先生たちがもっともっと虚心坦懐に、これは子どもたちの具体的

な事実ですよ、「自分の教育の理念とか教育の理想とか自分のプライドとかをおいといて、子どもたちが見

せている事実から、お互いが動いてこれを変えていく術はないのか」ということも、ずいぶん先生たちと

話しました。 
●学年別不登校発生率（品川区全体）【「不登校・問題行動発生率」参照】 

それから、これはうちの恥をかくようですけれども、品川区の場合、東京都の２３区の中でも少ないん

です。それでも６年からの資料ですが、これをどう読むか。これに対して、小の教員も中の教員も、先の

子どもの点数じゃないですけれども、「それは家庭の問題だ、子どもの問題だ」。それで、「中学校はもうち

ょっと受容的な指導をやってくださいよ」、何て言うような教員がいたとしたら、私はそれは教員としての

良心が足りないと思う。というより、子どもに対する誠実さが足りないですよ。やっぱりこれを見たら、

小であろうと中であろうと、心が痛むのが当たり前なんです。「俺たちは何をしてあげられるんだろう？ど

うしたら、この違いを少しでも縮めてあげられるんだろうか？そのために、自分がへばっても、苦しくて

も、迷っても、何でもいいじゃないか。そのためにやれることは何なのか。それを、一部のスクールカウ

ンセラーや教育相談担当の教員に押しつけていれば済む問題じゃない」と、品川区は考えたんです。ここ

ら辺はやっぱり何か大きな問題が潜んでる、ということです。恥ずかしながらこういう状況です。 
●学年別問題行動発生率（品川区全体） 

これは、問題行動ですね。これを見た中学校の先生が言いました。「これになるのはね、ここら辺（小

６）で甘やかしてるんですよ」。中学校の先生は必ず言うんです。「中学１年生は、まだおとなしくしてる

んです、先輩がいますから。前がいなくなったら、パーッです。この種は全部ここ（小６）で播いてる。

花が咲くのがここ（中２）なんです」（笑い）という言い方をします。それが本当かどうか分からないけれ
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ども、これをみて「ほら中学校の生徒指導というのは、押さえつけるなんてあんなことしないで、子ども

の気持ちにならなきゃね」って、小学校の先生を含めてこう言いますけど、私はこれを聞いて「ホントに

それだけかな」と思う。 
やっぱり、中学校の先生は苦労してますよ。さっきのかけ算九九ができないのも送り込んでますしね。

私は、自分が小学校の教員だけれども、こういう問題だとか、学力の問題は、つくづく中学校の先生に申

し訳ないと思う。中学校の先生は短い３年間、そして厳然たる受験という事実がある、その中で小学校の

もう一回やり直しをしているのは間違いないんです。これは、そのまま中学校の先生の努力だけに任せて

おけばいいなんて、小学校は小学校で、さっきの「私たちを責めるのか」という、そういう閉じこもった

発想だったら、こういう子どもたちが私たちに発しているメッセージは、いつまでたってもこの形は変わ

らないんです。責任転嫁をするのもいいけれど、他に原因を求めるのも大事かもしれないし、要因を求め

るのもいいけれど、「まず、自分たちができることは何なのか考えようじゃないか」、そういったところか

ら、さっきの連携校の先生たちとの研究会記録、そういったものを全部、区の先生に聞かせました。そう

いう中から本気になって、「ああ、これは連携とかなんとかじゃない。一緒になって小と中がやらなければ、

子どもたちの勉強に対する不安だとか、あるいはこうした問題行動だとか、意欲、そういったものに答え

きれないだろう」ということになったんです。 
 
 
☆小中一貫教育のカリキュラム【「小中一貫教育に関する資料」参照】 

●小中一貫教育の目指すもの 

そこで、小中一貫でやっていくときに、どういった考え方があるか。ここに書いてありますが、「社会

的な背景」というのは、これは一つは、今日はちょっと省いたんですけれども、子どもの身体的な発達と

いったものを考えたときに、４年生から５年生への身体的な有意差といったものに相当大きな開きが、品

川区の場合には数値的に出てきています。それからもう一つは、今言ったように、学校自体がいらないん

じゃないかとか、もっと自由にさせた方がいいんじゃないかとか、フリースクールを認めろとか、不登校

の子どもだとかに対する苛立ちとか、いろんなものがある。 
それから「小・中学校の現状」、特に言ったことは、先生たちの意識の問題ですね。全く水と油、表面

は仲がいいんですね。これは当たり前ですよ、核心に触れないから。それでいて「今の子どもたちは表面

的な人間関係しか結べないのよね」なんて言っている。「自分たちだってそうなのよね」、子どもに言わせ

たら（笑い）。そういうものに閉じこもっている。そして、子どもたちの現状ですね。これも簡単に言うと、

今の６―３制でカチッと分けている。これも、今の子どもたちの現状に合わない靴になっている。そろそ

ろ靴を子どもたちの足に合わせてあげようということなんですね。 
あと「プラン２１の推進」、これはさっきの、教員の管理職の意識をどう変えていくかという、そんな

ことをバックグラウンドにしながら、小中一貫教育で、とにかく学力ですよね、共通の学力観とか指導観、

ここら辺は難しいんです。中学校の学力というのは当然ペーパーテストに反映される、入試に反映される

学力観に収斂しがちなんです。それを責めるのは酷だということです。確かに、それで値打ちがあるわけ

ですから。やはり、さっき言ったように、広義の学力と狭義の学力、これを共通にもつ必要がある。それ

から指導観ですね。この指導観というのは、例えば教科においてもそうです。さっきの教員の話じゃあり

ませんけれども、「いいか、今まで通りにいくとは思うなよ」そういったものが根底にある以上、すべての

教科の指導観といったものは変わってくる。それから話が長いんだよとか、怒られっぱなしだとか、そう

いう子どもたちの声もある。そこら辺を、もう少しなだらかにバリアフリーににしてあげようよ、という
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ことです。 
それから二つめに大きなねらいは、これ（『教養豊かで品格のある人間を育てる教育』）なんです、実は。

教養なんです。教養教育なんて言うと、意地の悪い人に言わせると「何だ、あれは右翼か」なんてよく言

われるんですけれど、そうじゃないんです。いわゆる一般の教養、常識といったらいいでしょうか。こう

いったものを身につけよう。これをさらにわかりやすくいえば、うちの小中学校を卒業した、たとえば女

の子は、電車の中で平気で化粧するような非常識な感覚は育てないということです。「そんなものは教養に

もならないじゃないか」というけれども、現実にはそのレベルにまで落ちちゃってるんですね。要するに、

そういった常識だとかは、きちんと身につけさせる。 
私は実は、ここ（「自分の一生の意味づけ」）を求めてるんですよ。自分自身の一生の意味づけというも

のを、子どもは子どもなりに小さいときからできる、そういう人間になって欲しいんです。よく「自分の

考えを持ちなさい」とか、「自分の意見を発表しなさい」とかいう言葉でいいますよね。そうなんだけれど、

それが結局、こういったものにつながるような教育じゃなきゃいけない。どうもそれがあまり意識されて

ないんじゃないか。ここらあたり、自分の言いたいことを一生懸命文章にしたんですが、自分自身の筋道

を発見するということは、『自分の一生の意味づけ』というものにつながる。 
さっき言ったように、自分が生きていく上での原理原則、例えば教師としての私には教師としての矜持

がありますよ、管理職としての矜持がありますよ。守って絶対に譲れないもの、これはありますよ。仮に

今のすべてを失っても、これだけは譲れないという矜持のようなものがありますね。こういったものが今

の子どもたちには足りないんじゃないか。やはりどうしても、私はその基礎を作りたいんです。わずか９

年ですから、まだまだ発展途上の子どもですから、ここで完成させようなんて思わないけれども、その基

礎を作ってみたい。 
それからもう一つ学校として、今は「自分、自分」というけれども、「インディビジュアリズム」いわ

ゆる西洋思想の近代自我だとか個人主義ということとは違います。本当に「ミーイズム」、「エゴイズム」

になっている。そういったものから、やはり脱することが必要ではないか。 
●カリキュラム上の工夫 

やはり小中一貫の９年間で通して考えると、こうしたカリキュラムが作れるんじゃないだろうかという

ことを考えた。これは、それを具体的に図示したものですけれども、これもマスコミには誤解して報道さ

れています。「品川区は６―３制を止めて４―３―２制を実施」なんて報道されました。４―３―２制なん

てできっこないですよ。あんな報道を朝日新聞がしちゃったものだから、次の日、区民からいっぱい電話

がかかってきて、 
「教育長、４―３―２でしょ。『４』は小学校でしょ、『３』は中学校でしょ、『２』って何？」（笑い）。 
「そうだよね、４―３―２っていえば、そうなっちゃうよね。そうじゃないんだよ。」 
もし仮に、「品川が６―３制を止めた。止めて何にした」っていえるかと言えば、「６―３制を止めて９

年制にした」これが正しいんです。「６―３制を止めよう。分けるのをもう止めよう。９年制で行こう。９

年ひとまとまりで、小も中もない、小中の先生が力を合わせて、一人の子どもを９年間で育てあげよう」

ということなんです。 
それで、カリキュラムの上では、さっきのアンケートや何かの結果から、４年と５年の間をカリキュラ

ム上の一区切り、それからここら辺（小６から中１）のつながりですね、ここが一番問題になった。ここ

をしっかりと指導していってあげよう。それからここ（中１から中２）は何故分けたのか。正直に言いま

すと、本当は、ここはつなげたかったんですけれども、中学校の校長さんや教員からかなり抵抗がでまし

た。「教育長の理想は分かるけれども、８年と９年、ここは受験にシフトさせてくれ。じゃないと無理だ」。
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まあそれはそうですよね。ここら辺になると「自学自習を重視」と書いてあるでしょ。要するに、その子

どもにあった、当然受験も出てきます、そういったものを徹底的にやっていこう、ということなんです。 
で、これをカリキュラムで見てみると、現行が上です。で、一貫校のカリキュラムはというと、これが

新しいカリキュラムになりますけれども、これ（道徳）とこれ（特活）を一緒にしていわゆる新しい「市

民科」という教科を作りました。それから、１年生から「英語科」を入れました。で、この選択教科、「ス

テップアップ学習」（自学自習）、これが先ほどのやつと連動しているんです。「ステップアップ学習」と名

付けていますけれども、受験対策も含まれます。 
特に、道徳と特活を一緒にして「市民科」にした。私は、大学の時の教科は社会科なんですけれども、

実際現場に出てやったのは道徳と特活なんです。道徳と特活については、道徳の先生も特活の先生もそり

ゃいろいろと努力をしているでしょう。しかし、私は、道徳の先生や特活の先生の感性を疑うんです。特

に特活の先生の感性を疑うんですね。クラスの中でいじめがあったとするでしょ。すると、「何故いじめが

あったのか。あーでもない、こーでもない」。冗談じゃないですよ。いじめの起きるような集団、これを直

すのに特活ほどすばらしい授業はないんですよ。特活を本当にやってご覧なさい。すばらしい学級になり

ますよ。私なんか、いらないくらいになっちゃう。本当にすばらしい、いじめの「い」の字も入り込めな

い。 
にもかかわらず、平気でいじめだとか不登校の子どもを出しておきながら、その場その場で「何故、あ

なたはそのようなことをするんです」馬鹿な質問をする、馬鹿な指導者がいる。 
「何故？」「これこれしちゃあ、いけないでしょ」 
「そりゃあ、しちゃいけないことをしたがるのが人間だよ」 
私が子どもだったらそういいますよ。 
そういうくだらないことばかり指導して、そうして特活の研究会に行くでしょ、「支え合い、認め合い、

励まし合い、話し合う」もう馬鹿じゃないの（笑い）。「今ある、この問題に何の即効性がある？」その効

果もさておいといて、「この子が悪い」というと、その子の特性にしておいて、全く影響も効果もないよう

な、つまんない研究ばっかりやる。それをズーッとやってきた。何とそれを『純粋特活』というんですね。

だったら俺は『不純特活』で結構だ（笑い）。 
確かに、今までの道徳や特活には限界もある。私は価値がないとは言っていない。これは絶対に必要な

んです。特に、さっき教養豊かな何とかって言ったり、自らの生きる筋道を発見するなんて言ってるんで

す。これは絶対に必要なんです。しかし、今のままの道徳、特活であったら、それは期待できない。そこ

で「市民科」というのは、両方を融合させる、要するに、何時間扱いの単元構成なんです。そこで、子ど

もたちにある一つのテーマを徹底的に追求させる。その間に、例えば５時間なら５時間扱いの中に、話し

合い活動が入ってきたり、学級指導が入ってきたり、体験活動が入ってきたり、というような単元構成の

ものもあります。「市民科」というのはそういうような意味で、教室の中の１時間の道徳の授業で「感動し

ました、ハイ終わり」。そういう馬鹿げた話はもう止めようということから、「市民科」という新しいこと

を考えたと言うことです。 
●市民科【「市民科」資料参照】 
ちょっと急ぎます。じゃあ先に「市民科」について。これは基本的には、こういうことなんです。さっ

きから話している、学校の目標がこれなんです。で、これを今お話ししたように、道徳的な心情だとか態

度だとか、これは今特活でやられていること、別にこういうことを否定してるわけじゃないんですよ。た

だ、こういうものを分断している、子どもたちに有効に働いていない。そこで、「市民科」はこういった道

徳・特活をもう一回分析し直して、５つの領域１５の能力に分けたわけです。「自己管理」という領域から、
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「人間関係形成」、「自治的活動」、「文化創造」、「将来設計」。そしてまた、その中をいくつかの能力に分け

た。それごとに単元構成でカリキュラムを作った、ということです。 
時間を見てもらうと、今までの道徳・特活を合わせた時間になっている。ここら辺（５年～）は総合の

時間が入ってきます。それから、８年、９年で波線になっているのは、先ほどの「ステップアップ学習」

の時間がありますね、「ステップアップ学習」の時間というのは自学自習ですから、子どもによって変わっ

てくるわけです。それによって、子どもによって時数が変わるということなんです。 
●英語科【「英語科」資料参照】 

それから英語はですね、小学校の英語ですけど、とにかくこれはコミュニケーションが主流だと。ただ

単に遊ぶような、歌・ゲームをやる、あれは止める。そりゃ１年間のうち何時間かあるのはいいけれども、

ああいうようなものは止めなさいと言うことは話をしています。 
時間なんですが、１年生２年生は年間２０時間で、３年生から６年生は３５時間、これは結局「総合的

な学習の時間」にあたる。これをただ「英語活動」にすると教科になる。じゃあ教科にすると、指導する

教員の免許状の問題が出てくる。「これは弱ったなあ」。でも領域にしておくと、これは絶対遊びになっち

ゃうし、評価も伴わない。ただこの場合の評価はなにも５・４・３・２・１の評価を考えているわけじゃ

ないですよ。ただ、評価というものがないと、こんなことを言うと先生たちに失礼だけれども、とかく指

導が無責任になりがちなんですね。それから、教える個人差が出てきちゃいますね。それであえて「特別

教科」という概念を作りました。これは法的に見ても作れるんです。それで「特別教科」ということでや

っておくと、免許状の制約から解放されるということがわかったものですから、これを使っている。 
目標は、ここに書いてあるようなことですね。８年、９年の「活用する」は、「受験に活用する」とい

うことです。時間はこんな時間をとってます。 
●国語科【「国語科」資料参照】 
それから、これは現行の学習指導要領の総授業時数と、一貫校でやるとどうなるかという総授業時数の

比較なんです。この部分がすべて増えている。それを教科ごとでやってみますと、例えば国語なんですけ

れども、一貫教育でやるんだから今の国語教育の問題点は何かということを洗い出しました。特にこれは、

文化審議会の答申がでました。これからの国語教育のあり方というものが出てきました。それを先取りし

ました。その課題を明確にしたということです。 
それから、どういう子どもを育てるかということで、ねらいと課題が書いてあるんですが、これでちょ

っと出てきますね。９年間で１７７時間、現在のところ授業時数が増加しています。それから、漢字の書

き取りが３００字増えています。読書指導といったものも、年間通して何時間だったか決まっています。

それでやっていこう。 
だから、これで見ますと、国語で一番負担がくるのは、３年生と４年生が年間で５０時間多くなってい

る。かなりここで基礎基本を徹底して、ある意味では教え込んじゃうと言う考え方が根底にあります。そ

れから９年間ですから、繰り返し元に戻って学習を教えることができるのもメリットだと先生方には言っ

ています。 
●社会科【「社会科」資料参照】 
それから、社会科なんですけれども、これもよく言われることですね。現代の課題はどういうことなん

だということで、どういう力を育てるのかということですけど、これが単元構成がこうなってるんですね。

今も社会科は領域で分かれてます。「地域的公民性」、「国家的公民性」、「グローバル公民性」というような

大きな分け方をしています。それを今度は、私たちの品川だけで、大きく領域を作り直しました。それを

「私たちと生活環境」、「私たちと歴史の発展」、「私たちと現代の社会」、こういう風に領域を作り直しまし
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た。 
これを見ますと、例えば、３年生の場合は「私たちと生活環境」で社会科の学習をするわけですけれど

も、４年生になってきますと「私たちと生活環境」と「私たちと歴史の発展」を同時に勉強する。要する

に、領域ごとに分断してぶつ切りにしない。お互いに勉強したことが生きて働くように、有機的に結びつ

けさせるような活動や学習活動を取り入れていこう、という発想です。だから５年生になりますと、この

領域をみんな同時にやっていく、同時に進めていく、こういうことになります。８年、９年に卒業論文と

ありますね。要するにこれは、同時にやってきたものを有機的に関連させて、何か自分なりのものを真に

作らせようということであります。と同時に、やはり受験勉強の時間をちょっとここら辺で稼ぎ出したい、

という気持ちがないわけではありません。 
ところが、こういう風にやってみて、授業時数が大変かなと思ったら、現行と変わらないでできるとい

うことを、現場の先生から報告を受けています。これは全部、現場の先生たちが作ってきました。 
●算数・数学科【「算数・数学科」資料参照】 

それからこれは数学です。さっきの話、６年生から中学１年生へ行くときのいちばん不安な問題ですね。

それで、結局、これで出てきているのは９年間で１７０時間、総授業時数が増えているということになり

ます。これがその内訳になりますが、やはりここで３年、４年、要するに基礎基本を徹底してやらせると

いうことで、どうしてもここが増えてくるんです。 
これはさっきちょっとお話ししたＡ小学校の例ですけれども、Ａ小学校は何故ダメなんだろうというの

で、３年生の授業時数を増やしたという実践報告がある。そんなに増やしてはいないんだけれども、その

成果というのがやっぱり出てきてるんです。そういった実践から、「やはりここら辺から、少し徹底してや

っておかないと忘れちゃうぞ」というようなことが先生たちの方から出てきた。 
これは現在の学習指導要領の領域です。「数と計算」、「量と測定」、「図形」、「数量関係」。これを小学校

では、やっている。中学校はＡＢＣの三つの領域でやっているんですけれども、これを小中一貫のカリキ

ュラムでは、単純に合わせると７つになっちゃうんです、領域が。だけど、それこそ重なり合いだとか組

み立て方によって５つの領域に整理統合している。だから、何かが抜けているというようなことは一切な

いわけです。すべてカバーをして、新しいものを作っている。したがって、それを補う部分の副教科書、

これは１０月頃にはできあがる予定になっています。だから教科書と副教科書の両方を使って必要なとこ

ろはやっていく、こういう予定であります。 
●理科【「理科」資料参照】 
それから最後、理科にします。ここもちょっと領域を変えています。これも、今の現行の時数の中でで

きるということです。これも今の現行の小学校の３つの領域ですね。中学校は２つの、第１分野と第２分

野があります。これを一貫校では４つの領域にまとめて、「生物」、「物理」、「化学」、「地学」、こういった

言葉は使っていません。「生命」、「物質」、「エネルギー」、「地球」、こういった言葉で、うちはまとめてし

まいました。これがいってみれば、「生物分野」、「化学分野」、「物理分野」、「地学分野」にあたり、これを

一緒に、同時並行にやっていこうということで、今カリキュラムがほぼできあがっている。 
 
 
☆まとめ 

駆け足で申し訳ございません。ということでございます。 
要するに、今お話ししましたように、学校選択制から始まって、それを支えるための外部評価者制度、

そして、その外部評価者制度の外部評価の精度をさらに高めるために学力定着度調査、学力定着度調査を
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やったために、なぜ子どもがこういう風に育つものなのか、そこから小と中のあまりにも違う指導方法だ

とか指導観だとか児童・生徒観の違いだとかがある。そんなことから、すべて関連し合って、次々にいく

つかの手段、それがこう連動し合って出てきた。だから、品川は次々ぽんぽこ、ぽんぽこと思いつきのよ

うにやっている。全くそうじゃない。 
私もですね、疲れましたからね、そろそろ止めたいなと思ってる（笑い）。どっかでちょっと休もうよ

と言うんだけれども、これをやっちゃったらそれを支えるためにどうしてもやらざるを得ないものがでて

くるんです。それをやったら、またそれを支えるために、これをやっとかなきゃならないんですよ。しか

し、考えてみれば仕事というのは、そういうものですね。どうもそういったもので全体がうまく支えられ

ているんじゃないか、というような気がしてなりません。 
そんなことで、８月の５日でしたでしょうか、プレス発表しまして、品川版の学習指導要領ができまし

た。ただ「学習指導要領」という言葉はですね、あれは学校教育で定められたもので、うちでは使えない。

それで、「品川区小中一貫教育要領」（※）、「教育要領」というと幼稚園の教育要領がありますが、という

ので品川の学習指導要領を作りました。これは今の国の学習指導要領をすべて含んだ上で、今言ったよう

に様々な部分がプラスされたもの、それで「市民科」とか「英語」が入っているものということで、でき

あがりました。講談社から発売をされることになっています。５日にプレスに発表されるということにな

りますので、また関心のある方はご覧頂いて、ご指導いただけたらと思っています。 
まとまりのない話をしてしまいまして、時間も超過してしまいました。申し訳ございません。ついつい

先生方があまりにも熱心に聞いていただけたので、私も引き込まれて余計なことをいろいろと話をしてし

まいました。話の中では、もしかすると先生方に失礼な言い方をしたかなと思うんですけれども、今日言

ったことはすべて、品川の学校、品川の校長、品川の先生（笑い）。そういったところを間違えないように、

よろしくお聞き取りいただけたらと思います。 
本当に長時間まとまりのない話をしましたが、ご清聴いただき本当にありがとうございました。どうぞ

また何かありましたら、ご指導いただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 
 

 
※「品川区小中一貫教育要領」品川区教育委員会編著（講談社 定価１，３００円） 
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