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青少年の育成に関する有識者懇談会（第１０回） 

 

１．日  時  平成１４年１１月２９日（金）１５：３５～１８：１３ 

２．場  所  本府庁舎５階 特別会議室 

３．出 席 者 

（委 員） 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     網野 武博  上智大学文学部教授 

     落合 恵美子 国際日本文化研究センター助教授 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

     福川 裕一  千葉大学工学部デザイン工学科教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

     茂木 友三郎 キッコーマン株式会社代表取締役社長 

     吉田 敬子  九州大学医学部付属病院精神科講師 

（協力者） 

     高倉 翔   明海大学学長 

     藤田 英典  東京大学大学院教育学研究科教授 

４．議  題 

  １ 開会 

  ２ 学校、職場の役割について 

   （１）生活世界の変化と学校教育の役割 
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     ＜発表者＞ 東京大学大学院教育学研究科教授 藤田英典 

   （２）学校の役割－家庭・地域との連携を視野に入れて 

     ＜発表者＞ 明海大学学長 高倉翔 

   （３）「多様な挑戦意欲に応える活力ある職場創造」のために 

     ＜発表者＞ 茂木委員 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配付資料 

  【会議資料】 

   資料１ 藤田英典協力者説明資料 

   資料２ 高倉翔協力者説明資料 

   資料３ 茂木委員説明資料 

  【参考資料】 

   参考１ 社会生活基本調査トピックス 夫と妻の仕事・家事時間平成 13 年社会生活基本 

調査結果から（総務省） 

   参考２ 完全学校週５日制の実施に伴う事業の実施・子どもたちの参加状況に関する調 

査（文部科学省） 

   参考３ 大学等における平成 13 年度インターンシップ実施状況調査結果（文部科学省） 

 

   参考４ 新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基金計画の在り方について（中 

央教育審議会中間報告） 

   参考５ 子どもの幸せと自立を考える研究会報告書（経済産業省） 

   参考６ 青少年の育成に関する有識者懇談会（第９回）議事概要 
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                                午後３時３５分開会 

○本田座長 それでは、話題提供してくださる先生方もお揃いでございますから、始めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、本日の議事に入ります前に、資料の確認をお願いいたします。 

○椋野参事官 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第の１枚をめくっていただきますと、「配布資料一覧」がございます。 

 本日ご報告をいただく御三方からそれぞれ１枚ずつ資料１、資料２、資料３はやや大きいも

の、折ったものでございますが、それぞれございます。 

 参考資料といたしまして、最近発表された調査・報告等を入れております。参考１が「社会

生活基本調査トピックス 夫と妻の仕事・家事時間」というもの。参考２が「完全学校週５日

制の実施に伴う授業の実施・子どもたちの参加状況に関する調査」。それから、参考３として

「大学等における平成 13 年度インターンシップ実施状況調査結果について」でございます。参

考４が中央教育審議会の中間報告でございます。参考５が経済産業省の関係の研究所から、や

はり関連で出ました子どもの幸せと自立を考える研究会の報告書でございます。参考６は前回

の議事概要でございます。そして最後に委員名簿をつけております。 

 資料は以上でございますが、お手元に揃っておりますでしょうか。 

○本田座長 よろしゅうございますか。 

 それでは、本日は青少年の育成に当たっての学校・職場の役割をテーマとしてご議論いただ

くことになっております。まず最初に、このテーマに関連した御発表を東京大学大学院教育学

研究科の藤田英典先生にお願い申し上げます。そして、続きまして明海大学の高倉翔学長、そ

れから最後に茂木委員、この御三方にご報告をお願い申し上げます。 

 それでは、藤田先生、よろしくお願い申し上げます。 

○藤田協力者 それでは、お手元に「生活環境の変化と学校教育の役割」というテーマでの資

料があると思いますが、それをご覧いただきながら、あるいはこれからパワーポイントで内容

と図表を併せて紹介しますので、画面の方をご覧いただきながらお聞きいただければと思いま

す。 

 一番最初に、「80 年代以降の教育改革の動向」、特に初等・中等教育を中心にして私なりに

理解しているところを確認しておきたいと思います。 

 このようなことをいたしますのも、私自身はこの５年ほどの間の改革動向、あるいは政策に
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かなり批判的な発言をしておりまして、教育改革国民会議の委員をしましたときにも、反対ば

かりしている委員というふうに言われましたが、実際には具体的な提案、50 幾つの中で私が反

対したのは７つか８つでありまして、あとの 50 ぐらいは全部賛成したのに、例えば奉仕活動や

教育基本法やその他のことについて反対したために反対ばかりしているというふうに言われた

次第です。 

 それで、まず、最近の改革動向の特徴としまして重要と私が考えるもの７点挙げておきまし

た。一番最初はゆとり教育、あるいは学校スリム化とそれを支えた新しい学力観。これは既に

1978 年の学習指導要領の改訂からゆとりの時間が入り、それ以降ゆとり教育というのは既に始

まっていたわけですが、92 年の学校週５日制の開始からは学校スリム化というコンセプトも加

わって改革が進んできて、この４月から完全５日制、あるいは新しい学習指導要領、教育課程

が実施されているところであります。 

 ２点目の学力重視への政策転換、これはこの２，３年に学力低下への危惧が高まる中で、

「学びのすすめ」が今年１月 17 日に公表され、その中でかなり明確に提示されているところだ

と一般には理解されているところです。 

 ３点目は、以上２点とも関連しますが、エリート主義・能力主義と市場的競争原理による教

育再編。具体的には学校選択制、中高一貫校、あるいは「学びのすすめ」の中に出てくる学力

重視のさまざまな予算を伴うプランであります。 

 そして４点目は、さまざまな青少年問題、あるいはいじめや不登校に対する治療的なアプロ

ーチと懲戒的なアプローチの拡大。具体的にはスクール・カウンセラー、少年法の改正、ある

いは問題生徒への厳格な対応。 

 ５つ目は復古的なナショナリズム、あるいは道徳主義の台頭。「心のノート」や奉仕活動等

の推進、そして先ほど資料が配付されております今回の中教審の中間報告、教育基本法の見直

しの内容、あるいはその方向であります。 

 ６番目は地方分権化の推進。これには２つの方向が混在しておりまして、１つは現場裁量権

の拡大と住民参加、いわゆる「開かれた学校づくり」という動きであります。もう一方で教育

委員会による管理統制が強化され、新しい集権化が強まっているというのが私の見ているとこ

ろであります。 

 それは７点目と関連しますが、７番目は学校評価・教員評価がこのところ、もちろん学校設

置基準等にも明記されたということ等もありまして、各地で進められておりますけれども、こ

れにも２つの方法がどうもあると見られますが、１つは外部評価・第三者評価、そして人事や
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報酬等に結びつける管理的な評価。もう一つは当事者評価、そしてそれは教員の資質向上や学

校の改善に役立てるための形成的な評価といったところが、このところの動きで私は特に重要

なものだと思っております。 

 それにしましても、今日配付された資料もそうでありますけれども、この数年間の間に、こ

ういうさまざまな各種の審議会の報告や改革・政策提言の文書というのは、毎日どこかで必ず

出ていると言っていいぐらいに非常に頻繁に改革が進められ、一体何がどこでどういうふうに

行われているのか我々には分らないような、そして学校現場ではその次々と打ち出される政

策・改革に対して、絶えず対応を迫られているという状況にあることを最初にご理解いただき

たいと思います。 

 そういうふうに急激にこの 20 年間、あるいは少なくとも 10 年ほどは改革、改革というふう

に進められてきたわけですが、ではその改革は本当に効果を上げたのか。政策評価というのは

きちっとやらなければいけないと思いますが、その点では残念ながら政策評価はほとんど行わ

れていないというのが現実であります。 

 そこで、まず 80 年代以降の教育改革の理由、あるいは目的として掲げられてきたものは大き

く分けて２つあると思いますが、１つは教育病理と言われてきた一連の現象。校内暴力、いじ

め、不登校、あるいは最近の学級崩壊、そういったような現象。あるいはもう一方でさまざま

な少年の凶悪犯罪が起るたびに、これもまた学校病理、教育病理の１つというふうに言われ続

けてきました。そして学校批判、教師批判が繰り返され、学校性ストレスにそういったものは

起因しているから、日本の学校のあり方を根本的に変えなければいけないというわけでゆとり

教育、学校スリム化政策がこの 15 年ほど進められてきた。もう一方で心の教育、スクール・カ

ウンセラー、あるいは少年法改正が進められたことはご存じのとおりであります。 

 もう一つは変わる社会。これはもちろん 80 年代から言われ始めましたけれども、90 年代、

そして最近になって特に声高に言われるようになった点であります。最近の言葉では地域社会

とか知の大競争時代という言葉が使われておりますが、ＩＴ化やグローバル化や、あるいは国

際的な科学技術、経済競争の新たな展開であります。これに対しては、一方でゆとり教育、学

校スリム化政策を続けているわけでありますが、これを正当化する根拠にされているのが新し

い学力観、いわゆる考える力、学ぶ力、創造性等を強調し、それを育成することが重要だとい

うことでこの一連の政策が正当化されているわけです。もう一つは、アピール「学びのすす

め」で明確に出てきたと見られるエリート教育的な方法であります。 

 そこで２番目は改革について、その２つの目的に照らして、改革は成果を上げたのかという
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ところを次に考えてみたいと思います。 

 まず、教育病理は改善・解決されたのか。解決されるとは誰も思っていませんでしょうけれ

ども、改善されたのか。不登校は一貫してこの 15 年増え続けております。ゆとり教育、学校ス

リム化が始まって既に 15 年、あるいは 10 年経っているにも拘わらず、不登校が増え続けてい

る。校内暴力、いじめは 80 年代半ばまでのような過激さはありませんけれども、この５，６年、

また増え始めていると報告されております。学級崩壊が問題視されるようになり、現にかなり

の小学校で問題化し始めていることもご存じのとおりであります。少年犯罪は相変わらず頻発

し、そして例えば教育改革国民会議の始まった 2000 年の５月、６月には、一連の 17 歳の犯罪

というのが７件ぐらい起りましたけれども、それを契機にまた過激な議論が起っているわけで

あります。キレる子どもという問題も相変わらず言われ続けております。つまり、こういう一

連の教育病理として絶えず言及されてきた事柄は一向に改善しているとは見られていない。で

は、そのために進められた政策は何を達成したのか。これは当然評価・検討すべきことだと思

います。 

 私は、基本的にこの問題は教育病理と見るのか社会病理と見るのか、学校に原因があるのか

社会に原因があるのか、これをきちっと見極めなければいけないと考えております。そして、

それを見極めるために確認しておく必要があるのは、私は社会病理と見ているわけですが、図

のグラフのところでありますが、70 年代半ば、これは高校進学率が 90％を超えた時点でありま

す。この頃からいわゆる校内暴力やいじめ、そして不登校というのが徐々に問題化し始めるわ

けでありますが、大体 70 年代半ばを、つまり高校進学率が 90％を超えた時点、ほとんどの子

どもが高校に進学し、18 歳までは学校で過ごし、そしていわゆる高校受験がすべての中学生の

問題になるという時期以降に、さまざまないわゆる学校病理、教育病理と言われる問題が起っ

てきたわけであります。同時に、この頃から少年の凶悪犯罪等も学校に原因があるという議論

がされるようになってきました。つまり、すべての子どもが 18 歳まで、あるいは大学生も含め

れば 20 代前半まで学校にいるわけですから、そして社会的なカテゴリー、ステイタスは生徒・

学生でありますから、その子どもたちが起こす問題はすべて教育病理だというふうに日本では

議論をし、そして一連の改革を進めてきたというのが現状であります。 

 次に、特に国際比較というのは、校内暴力、いじめについては文部科学省の委託を受けて大

阪市立大学の森田洋司先生の国際比較等、さまざまな研究が出ておりますが、データの比較は

かなり難しい面があります。微妙な結果が出ておりますので、ここでは少年犯罪について簡単

にデータを紹介しておきたいと思います。これは既に犯罪白書の平成 10 年版に出ているもので
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すが、刑法犯の少年の人口比の推移であります。1996 年時点でも日本は 1,100、下の方の赤色

のグラフでありますが、ドイツは日本の約５倍の発生率です。そして、アメリカ、イギリス、

フランスは約２倍から３倍という状況にあります。 

 それから次はその中でも特に殺人の件数を扱ったものでありますが、これにつきましても、

日本は一番下の赤色のグラフでありますけれども、人口 10 万人当たり 0.5 ですね。それに対

してアメリカは 7.1 ですから、約 14 倍。それから、ドイツ、フランス、イギリスは５倍から

６倍という値になっております。 

 それから、３番目は強盗の発生率でありますけれども、これも日本は一番下で 6.2 でありま

すが、ドイツは 217、ですから発生率では日本の 34 倍ぐらいですね。そして、アメリカ、イギ

リス、フランスは大体 20 倍ぐらいという状況にあります。 

 こういうデータから、我々が本当に立てなければいけない問い、あるいは議論されるべきこ

とは、なぜ日本の少年犯罪発生率がこれほど低い水準にとどまり得ているのかという問いであ

るはずであります。ところが、この 20 年間の教育改革の議論は、ことごとく少年犯罪が凶悪化

し、低年齢化し、一般化してきたという議論を続け、そして根本的に学校の在り方を見直し、

これを根本的に変えていかなければいけない。そしてその変えていくという内容は、実は欧米

諸国の学校に極めて近似したものにどんどん変わっているというのが実情であります。欧米諸

国では日本からこの点で大いに学ぶ必要があるということで、コミュニティの重要性が非常に

今強く言われております。 

 もう一つ重要な問題は、日本では問題をことごとく一般化する傾向があります。これは少年

鑑別所に新たに入居した少年の、逮捕された時点での教育程度別の分布であります。ちょっと

図が小さくて見にくいかもしれませんが、左から２番目の緑の部分が中学校卒業者の割合であ

ります。それから右から３番目あたりの橙色の部分が高校中退者の割合であります。1999 年の

一番下の欄のデータで見てみますと、中学校卒業者の割合は 22.8％、高校卒業者の割合は 26.

3％と合計約 50％を占めております。 

 それから、上の図は殺人で入所したものです。それから、下の図は強盗で入所したものであ

ります。このデータも犯罪白書 12 年版に載っているものでありますが、これで見ますと同様に

中学校卒業者の割合は 99 年時点で 24.1％、高校中退者の割合は 33.4％であります。つまり、

この２つのカテゴリーで強盗で約 60％、殺人で約 50％を占めているわけです。この年齢層の人

口比でこの２つのカテゴリーはたかだか５％程度でありますから、いかにこの２つのカテゴリ

ーの子どもたちの間からこのような事件が発生しているかということが分かります。非常に極
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端に集中していることがお分かりいただけると思います。これは、このカテゴリーに属する子

どもたちに人格的に問題があるとか、そういうふうに考える以前に、社会的な排除がこの２つ

のカテゴリーに集中している。さまざまな困難がこの２つのカテゴリーの子どもたちに集中し

ている。そうであるならば、この２つのカテゴリーに対する適切な政策を講ずることが重要で

あるにも拘わらず、殺人や強盗という凶悪事件が起るたびに問題を一般化し、学校の在り方を

根本的に変えなければいけない、奉仕活動が重要だ、道徳教育が重要だというような政策をし

ているから、いつまで経ってもこの２つのカテゴリーの子どもたちは浮かばれないという状況

にあります。 

 その次に、もう一つの目的、変わる社会への対応はどうなのか。これまでの改革はこの点で

十分に対応したものになるのか。これはもう既に皆さんご存じのデータで、いわゆるＩＥＡの

データ、日本は韓国やあるいはシンガポールと並んで上位３カ国に入っているというのはご存

じのとおりであります。それから、その次の、これはＯＥＣＤ、ＰＩＳＡのデータであります

が、これでも韓国と並んで１位、２位を占めた。それから、それに対して読解力については中

位グループであったから、文部科学省は読書のすすめ等をさらに積極的に推進するということ

にもなったと見られておりますけれども、そういうデータであります。しかし、こういう結果

があっても、さまざまな学力低下についての議論が今高まっていることは皆さんご存じのとお

りであり、そしてそういうコンセプトの中で、いわゆる「学びのすすめ」というアピール文が

出され、そしてそれに沿ったさまざまな政策が進められていることはご存じのとおりでありま

す。 

 しかし、これもまたもう一方で、そういう政策が進められると同時に、その中に新しいテス

ト主義というような傾向が欧米、特にアメリカやイギリスと同じような形で広まる傾向を見せ

始めておりますし、東京都は現に既に実施すると言っております。もう一方で、学校５日制、

中高一貫校、学校選択制というのが各自治体、教育委員会の判断で導入されつつありますけれ

ども、これは一体そういうコンセプトの中で何を意味するのか。１つはエリート育成、あるい

は恵まれた子どもの安全圏を確保するための手段にこれらの政策や学校が利用される。もう一

つは、早期選抜が始まりますから、学力・努力・意欲・生活態度の二極分化。そして早期選抜

は結果的に人材の浪費や人的資源の分断化、質的低下を招くという危険性が考えられます。 

 長くなりましたけれども、以上が現状で進められている改革、あるいは私なりに考える政策

の問題点であります。そこで、それではこれからの時代の学校の在り方、そこに期待されるも

のは何かということで、「共生時代の学校づくりの指針と課題」と題しまして、残り３分ほど
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でお話ししたいと思います。 

 現代社会における学校の基本的役割、その１は生活であります。子どもたちは起きている時

間の主要な部分を学校で過ごしておりますから、その場が安全、健全、多様性を許容する場で

あり、かつ楽しい場である必要があることは言うまでもありません。２番目は学力形成の場。

基礎基本、専門的能力、学習の構えの形成。３番目はアイデンティティ形成の場。自尊心・誇

り、帰属感、他者関係、自己イメージ、将来展望等の形成。こういう点で先ほど紹介しました

ような今進められている改革が十全の成果を上げているかというと、残念ながら多くの人はそ

うは考えていないから、さらに改革を進めるべきだと言われているわけであります。 

 そこで、次に教育改革・教育実践の指針と課題といたしまして、では何が重要なのか。私は

基本的に日本の学校教育制度というのは、制度として見るならば、あるいはシステムとして見

るならば、極めて高度のレベルを既に達成してしまっていると思っています。問題はその制度

やシステムの中で実際にどのように具体的に教育実践を行い、あるいは教育行政を行っていく

かということだと考えております。学校におきましては、努力と賞賛のカルチャーの再構築と

いうことが重要だと思います。これは高倉先生もご存じのことだと思いますけれども、もう 20

年ほど前から名誉の等価性ということがしばしば言われました。これは結果の平等とかそうい

ったことではなくて、努力はあるいは成果に対して、賞賛に値するという意味ではすべて等し

い価値を持っているということです。ですから、さまざまな領域、さまざまな分野でさまざま

な努力をしたら、その努力は等しく賞賛に値する。その成果は等しく賞賛に値する。そういう

カルチャーを学校やあるいは家庭の中に、地域の中につくり出していくことが重要だというの

が第１点目であります。 

 ２点目は、学校や教室の改革でありますが、これは今言われております地方、あるいは現場

からの改革。現場裁量権の拡大、当事者の参加・協働・創意工夫が重要だということは言うま

でもありません。そして、これは先ほど２つの方向にこの地方・現場からの改革が向かいつつ

あると言いました。いわゆる地域における集権化、教育委員会を頂点にした、あるいは知事部

局や市長部局を頂点にした集権化と、そしてある意味で管理統制が強まるようでは困るわけで

ありまして、本当の意味での地域の住民や保護者を含めた当事者が参加して学校をつくり、教

室をつくり、あるいは地域の子どもたちを支えていくという、そのためにどういうものが必要

であり、また可能なのかということを考えることが重要だと思います。 

 最後に、制度設計の基本でありますけれども、この間、さまざまな改革論議の中で、ジョ

ン・メイナード・ケインズやあるいはダニエル・ベルといった人たちが、効率と平等と自己実
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現という、この３つの価値が現代社会では重視されるということを既に指摘しておりましたけ

れども、とかくこの自己実現、あるいは個性ということをこの間の教育改革は制度によって保

障しようという方向に動いてきました。しかし、いずれの価値も制度的価値であると同時に実

践的価値でもあることは言うまでもありません。しかし、制度設計において重視されるべきな

のは、個性や自己実現ではなく、効率と平等と共生であり、その基盤の上に実践的に自己実現

や個性というものが達成されるという方向に制度設計を考えていくことが重要だと考えます。

それをきちっとしていかないと、学校においても地域社会においても生活圏というものが成り

立たなくなっていく。特に初等・中等教育段階の子どもたちにとっては、生活圏がいかに重要

かということは多くの人が指摘しているわけですが、その点で制度設計が重要だということで

あります。そして、その制度設計は特に新たに共生ということを私は強調しておりますが、こ

れは近年の社会のキーワードになっておりますから、今さら言うまでもありませんが、ここで

あえて強調しておきたいのは、決して過去の伝統的な村落共同体の中で見られたような共生で

はなくて、個人の自立性と多様性を前提にした市民的な共生というものを実現するために、ど

のように考えたらいいかが重要だということであります。 

 それを図示したのがこの図であります。この図も私の「教育改革」という本の中に出ている

ものであります。 

 そして最後に、教育というのはよく言われますけれども、現在と未来への投資であり、それ

は未完のプロジェクトである。決してこれで完全になったという状態はない。したがって、改

革が本当に重要なのか、実践での絶えざる努力が重要なのか、私は実践での絶えざる努力が今

一番重要になっている時期だと思います。その点でこの間の改革論議は大きな間違いをしてい

る。２点、すべての子どもが尊厳的存在であり、有為な人材である。そして、金も人手も時間

もかけずに教育がよくなることはない。 

 よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 大変濃密に詰まった内容を手際よくご説明くださいましたので、後ほどいろいろなご議論の

材料にさせていただきますが、ただいまの時点で確認しておきたいこと、ご質問なさりたいこ

と、おありでございましたらどうぞお出しくださいませ。 

 いかがでございましょう。 

 どうぞ、天野さん。 

○天野委員  どうもありがとうございました。 
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 基本的に僕は大変感銘を受けて聞いております。ただ、最後のところの制度設計の基本とい

うところがちょっと僕はまだよく理解できなかったんですが、そこについてもうちょっと詳し

くお話をいただけますか。 

○藤田協力者 まず、効率ということはシステムの合理性でありますとか、学校教育は例えば

科学技術教育を重視する必要があれば、その分野・方面のカリキュラムを充実するとか、ある

いは高校、大学、あるいは小・中段階でも理科等の、あるいは数学等の教科を適正にしていく

というようなことを含めてさまざまに問題になりますが、基本的には学校の制度、小・中・

高・大の制度をどうするかということで合理的なシステムというのがあると思います。この 10

0 年の学校教育の経験では、基本的に単線型で、機会は絶えず上へ行くほどいろいろな機会が

開かれている、やり直しもきくというシステムが好ましいということで、そういう方向に制度

は合理的に編成されてきたと私は思っております。それが効率の部分であります。 

 ２番目は平等でありますが、私は平等という言葉よりも開放的であるという、開放性という

言葉を好んで使っておりますが、誰にでもいつでも開かれている。意欲があればチャレンジす

る機会は絶えず開かれているようなシステム、そして、上へ行けば行くほど選択肢は多様にな

っていくシステムが、そういう意味で合理的でかつ平等であるというふうに思っております。 

 それに対して共生という価値は、この効率と平等と密接に絡みますけれども、例えば小・中

学校段階から学校選択制が、高校で見られるような学校格差や何かを伴って広まっていくとい

うことになれば、当然小学校入学時点での選択、中学入学時点での選択が極めて重要になりま

す。そうなってきますと、その時点から子どもたちはグループに分けられて、そして６年間そ

のルートで上がっていく。いわゆる部分的な複線型が広まる危険性があります。こういったこ

とは 1960 年代、70 年代にアメリカやヨーロッパにおきましても、いわゆる制度上はオープン

でありながらカリキュラム・トラッキングとして実は子どもたちは早い段階から分けられてし

まっている、そしてその後の多様性やチャレンジのチャンスは閉ざされるということが指摘さ

れてきておりましたけれども、そういう意味で特に小・中学校はそうですけれども、多様な子

どもたちが、それぞれに違いを認め、受け入れながらみんなでつくっていくという、そういう

システムが私は好ましいと思っております。それに対して先ほどの市民的共生というコンセプ

トに対して、日本語は何ていう言葉を使っていたかちょっと忘れましたけれども、私は英語で

はセグリゲイティッド・シンビオシス（segregated symbiosis）あるいはセグメンテッド・シ

ンビオシス（segmented symbiosis）という言葉を使っておりますが、そういう言葉で、そうい

う方向に向かってはいけない。あるいは市場的共生、お互いに無関心で自分の利益に関わるこ
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とだけは関与するけれども、それ以外のことには関わらないというようなマーケット・オリエ

ンテッドなシンビオシス、マーケット・シンビオシスという言葉を英語では私は使っておりま

すけれども、そういうマーケット・シンビオシスやセグメンテッド・シンビオシスではなく、

シビック・シンビオシス（市民的共生）という方向に向かっていくべきだ。そして、制度がそ

ういうものであれば、その中で多様な実践の可能性は幾らでもある。そしてその実践の中で自

己実現とか個性というものは本来生かされてくるはずだというのがここの図のコンセプトにな

るわけです。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 あと、どなたかよろしゅうございますか。 

 それでは、後ほどの討議の中でまたいろいろなご意見を伺うことにいたしましょう。 

 それでは、次の報告をお願いいたしますのは高倉先生ですが、「学校の役割－家庭・地域と

の連携を視野に入れて」という題でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○高倉協力者 高倉でございます。 

 藤田先生とこれまで二度ほどご一緒に仕事をしたことがありまして、今日は１年ぶりにお会

いでき、いつものように切れ味のいいお話を伺いまして本当に嬉しく思っております。藤田先

生がお話くださいましたところの学校５日制の問題、「学びのすすめ」、中高一貫性などなど、

私自身も臨教審以来直接に手がけたことであって、執行猶予になってやっと実現されたものも

あります。けれども、よかったなと思った途端に藤田先生からこれは失敗であったと×をつけ

られる等、そんないろいろなことがありますけれども、別に藤田先生と喧嘩をしているわけで

はございません。非常にフレンドリーでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のは、藤田先生のような濃密なレジュメではございませんで、一夜漬けならよろしいんで

すが、朝漬け、まさにディスモーニング漬けでございまして、大変申しわけございません。 

 「はじめに」でございますけれども、前回の懇談会で家庭、地域の役割について討議された

と伺っておりましたので、学校の役割を家庭・地域と連携させてというような視野から考えて

みたらどうかなというように思いついたわけでございます。その場合に、学校というのはいろ

いろな学校がございますけれども、私、教育行政とか教育制度が専門でございますので、学校

といった途端に学校の制度的分類などをしたくなるわけでございます。そこが社会学の藤田先

生とちょっと違うところでございますが、学校教育法第１条に定める正規の学校というものに

ポイントを置いてみたいということが第１点でございます。 

 それから、もう一つは、これが私はいつも気になっていることでございますが、日本の国の
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近代的な学校制度、寺子屋時代からの連続性と非連続性というような議論はここでしている暇

はございませんので、明治５年以来の学校制度を考えてみますと、歴史的にまさに「つくられ

た学校、guided school」、あるいは guided system だというように思っております。それの

バーサスとして「生まれた学校、grass-roots system」ということが挙げられている。こうい

ったこととして発足して、長期にわたりキャッチ・アップ・ポリシーによって嚮導されてきた

こと、これが今日においても学校は行政との関係で論議されることが多く、これも藤田先生が

最後のところで、地域における集権化、あるいは管理体制の強化というような言葉でご説明に

なりましたけれども、私はややマイルドではございますが、学校と行政との関係で議論される

ことが多くて、「地域の中の学校」という発想、あるいはこういった「地域の中の学校」とい

うことが国の政策の中で大分前面には出てきているけれども、それが十分には成熟していない、

こういったことを前提としてきちっと捉えておくべきではなかろうかというように思っており

ます。 

 若干、ご説明をさせていただきますと、委員の先生方は既にご承知のとおり、guided system、

grass-roots system というようなものを対峙させることが一般に行われております。非常に分

かりやすく言ってしまうと、日本の場合、「つくられた学校」というのは、まず最初に文部省

ができて、次に学制というような教育法令ができて、その次にそれに基づいて学校がつくられ

る。こういうことでまさに「つくられた学校」でございます。ところが、イギリスなど欧米の

学校を見てみますと、最初に学校ができて、あまりそれがばらばらでは困るのでアクト（act）

と申しますか、教育法令ができて、そして行政機関である教育省は一番最後にできる。日本と

全く逆転している、こういうことでございます。そのことが、やはり今日でもいろいろいうけ

れども、学校というものは行政との関係で論議されるということが大変多くて、「地域の中の

学校」ということが言われるけれども、なかなかこれが定着しない、あるいは発想が成熟して

いない、こういったことを前提において議論すべきではなかろうかというように思っておりま

す。 

 そこで、教育について古くから言われていることを若干「再検討」してみるのもいいのでは

なかろうか。今年古希を迎えてしまいましたので、やはり古いことを時々思い出すんですね。

申しわけございません。何を再検討するかということになりますと、今度の教育基本法の見直

し問題等々でも、個人の心の中にまで行政が、あるいは法律が入り込んでいいのかどうかとい

うようなことがよく議論されております。このことはもっともっと議論しなければなりません

が、コンドルセが公教育論というものを捉える場合に、教育というものを英語読みにしますと
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エデュケーションとインストラクション、やや思い切った分け方でございますけれどもこれに

分けて、そして前方の方が価値観の教育と言われておりますし、後の方が客観的な知識や技術

に関する教育となります。それで、それにパブリックをつける、いわゆるパブリック・インス

トラクション。国が教育に関与するというのは、価値観の教育の部分ではなくて客観的な知識

や技術の問題に限定されるべきだということです。 

 さらにこれを進めていって第４権というような、司法・立法・行政の他に教育権という第４

権という問題を提起した。これは世界中でいまだに実現したことはありませんけれども、しか

しながらいろいろと行政と教育との関係が云々されてきて問題が高まると、絶えず何度も何度

もコンドルセの第４権というものが引き合いに出される。実現はされたことはないけれども、

絶えず引き合いに出される。これはやはり私どもも、考えてみなければならないことなのでは

なかろうかと思うわけでございます。 

 それからもう一つは、脱学校論、de-schooling でございます。60 年代、あるいは 70 年代の

初めといってもいいかもしれませんが、de-schooling、こういったことが議論されたことは記

憶に新しいことと思います。つまり、これまでの制度的な、あるいは強制を伴う、あるいは操

作的な学校というものに対して、非常に批判的な論陣が張られた。そこでは学校の基本的性格

が批判されると同時に、学校の機能それ自体も批判されていった。ちょうどこのあたりが今日

藤田先生が具体的に教育改革の流れの中でお話しされたところと符合するのではなかろうかと、

こう思うわけです。 

 しかしもう１点、私が脱学校論の中で指摘しておきたいのは、学校の機能、あるいは性格を

否定するということではなくて、むしろ学校の機能を縮小しよう、なんでもかんでも抱え込ん

でしまった学校の役割機能を縮小しようという、そういった側面も見られるのではなかろうか

ということ、これをやはりはっきりしておかなければならないのかなというように思っており

ます。その意味でこのことが学校と地域社会との連携を考える場合のかなり大きな前提になる

のかなと、こういうように思っております。 

 同時に、機能縮小論に対して、これも先生方ご存じのように、1970 年代以降になりますと学

校の役割機能の拡大論が主張されてくる。例えば、1975 年にユネスコの勧告がございますけれ

ども、私自身この草案づくりから全部ジュネーブでやってきた思い出のあるものでございます

が、これはチェンジング・ロール・オブ・ティーチャーズ、これがいろいろ言われまして、簡

単に言ってしまうとこれまでのようなインストラクション（客観的な知識・技術の教育）に中

心を置いた学校の役割というものをもっともっと拡大させて、カウンセリングとかガイダンス、
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さらには地域社会の人々、あるいは子どもたちの両親に対するカウンセリング等々までも学校、

あるいは教師の責任となるべきだ、とこんな話になってきたわけでございます。それに対応す

るというのは非常に大変なことでございますので、したがって学校の教員だけではそういうよ

うな機能拡大には、あるいは役割変換には対応できないので、地域社会のスペシャリスト、あ

るいはプロフェッショナルズ等地域の人々が教育の過程に「適切」に関与すべきである。こう

いう議論から先生方ご承知のように日本でも 1988 年に教員免許法が改正されまして、例の特別

免許状及び社会人の特別非常勤講師というような制度が実現してきました。最近はそれがまた

さらに教育ボランティアの問題にも拡大しているわけでございますが、そういう新しい制度が

1988 年に日本でも導入された。その発端になるのが実は 1975 年のユネスコ勧告ではなかろう

かと、こういうように思うわけです。 

 ただ、ここで「適切に」ということについても、私はいろいろな議論をやってきた思い出が

あるわけです。最初は「モア・インボルブド」（もっと関与）という原案をつくりましたら、

大変反対を受けた。それで、結局は半日ぐらい議論した後で「アプロプリエトリー・インボル

ブド」（適切に関与）とすることによってやっと合意を得た。そのことは、やはり今日でも学

校ボランティアということに対して、学校現場というのは大変結構なことだと思うんだけれど

もかなり拒絶的な反応というのも見られるというようなことがあり、言ってみれば連携と簡単

に言うけれども、大変なことなんだということをつくづく思います。それと同時にこのユネス

コのリコメンデーションをつくるときにモア・インボルブドをアプロプリエトリーとすること

によってやっと通過させたというようなことを思い出しているわけでございます。 

 時間がありませんので次に進みます。学校と家庭・地域でございますが、こういうことを考

えてみますと、学校の役割がどんどん増大する。そこでやはり地域社会の人々、あるいは親た

ちをもっともっと学校にインボルブする必要があるだろうと、こういうわけですが、しかし、

役割分担については学校と家庭・地域、特に学校と家庭の役割をきちっと仕分けすべきだとい

うような考え方が多かったと思います。今日ではだんだんそれが連携論ということになってき

ているような気がするわけでございます。ただ、問題はそれぞれの役割分担を明確にした上で

連携をするのか、それともトータルな青少年の育成目標というものを設定した上で連携するの

かという、この辺になるとあまり議論が進んでいないのかなという気がすることです。同時に、

教育改革の問題はこれまた藤田先生に叱られるかもしれませんが、例の中教審の第１次答申、

生きる力答申ですよね、これが学校・家庭・地域社会がそれぞれ適切な役割分担を果たしつつ、

相互に連携云々、これが連携問題にかなり火をつけた発端ではなかろうか。これをよく読みま
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すと、「適切な役割分担を果たしつつ相互に連携」と、そつなく書いてあると思いますけれど

も、役割分担を明確にした上で連携するというこちらの方にかなり近いものなのかなと思いま

す。青少年の育成のトータルな目標を設定した上での連携ということとは、ちょっとニュアン

スが違うのかなというふうに思っております。このあたりについても具体的にどう固めていく

か、課題ではなかろうかと、こういうように思います。 

 それをもっとはっきりしたところで見ますと、今申し上げました第１次答申、この第４章で

「学校・家庭・地域社会の連携」という章を立てていろいろと議論をしておりますが、特に配

慮しなければならない点ということで、「開かれた学校」、「学校のスリム化」云々、いろい

ろと書いてあるわけでございます。「企業への期待」もございますので、茂木先生の方からい

ろいろとお話があろうかと思います。ここの中で、特に「開かれた学校」と関わりを持つもの

として、学校評議員の制度化が、平成 12 年の１月に学校教育法施行規則の改正によってなされ

たわけでございます。これについては、言ってみれば学校評議員の制度をチャンネルにしなが

ら、学校と家庭・地域社会が連携をしていくという、そういったことがうたわれているわけで

ございます。いろいろありますけれども、こういうパンフレットもあるわけで、中を見てみま

すとやはり地域や社会に「開かれた学校づくり」ということで、そこではやはり「地域の中の

学校」ということが保護者や地域の意向の把握、あるいは保護者や地域からの協力、あるいは

説明責任というような３つの柱でいろいろと説明がされているわけでございます。 

 次に行きますと、今度はちょっと視点が変わりますが、「明日の学校教育」、これからの学

校教育というのは一体どういうふうに変わっていくのだろうかというようなことでございます

けれども、これもいろいろな議論があります。例えばＯＥＣＤ、これも私はかつてこのコンサ

ルタントということでパリで仕事をしてきたことがございますが、最近それの“Schooling for

 Tomorrow”、明日の学校、明日への学校というのか、こういったプロジェクトに若干関係させ

てもらいました。その中を見ますと、５つの仮説と申しますか、５つのシナリオが示されてい

るわけです。１つは re-schooling。もう一つは core social center。それから focused lerni

ng center、これはあれもこれもではなくて、focused、ある点に焦点を当てたと、こういうこ

とのようでございます。そしてそれこそまさに de-schooling だと。なんでもかんでもというよ

うな強制を伴うようなものではない、このような意味で de-schooling だという意味で使ってい

るようでございます。それから the market model、これはもういろいろ言われている。さらに

technology and network society、これは今日の情報化社会、もしくは日本では「ＩＴ」と言

っていますが、ＯＥＣＤ的に言いますと「ＩＣＴ」と言っておりますね。ＩＴというと田舎者
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と言われる。どっちが田舎者か分かりませんが information and communication technology だ

と。それはどちらでも結構です。そういった５つのシナリオが前面に出る、こういうことのよ

うでございます。 

 それからもう一つは、そのことを今日的にまた取りまとめてみますと、慣習的学校、つまり

制度によって縛られ操作されているような学校というものが独占的に、あるいは寡占的に今日

の社会に存在するというような状況は崩れていって、例えばバーチャル・スクールなど、「な

ど」ですから、未来型学校というものがどんどん誕生してくるのではなかろうか。例えば未来

型学校の誕生ということで、藤田先生も委員の１人としてご活躍いただきました教育改革国民

会議の報告の中に、新しいタイプの学校、コミュニティ・スクールの設置を促進するというこ

とがございました。これなどは、言ってみれば学校と家庭・社会との連携というものを未来指

向型の学校ということで、あるいはバーチャル・スクールまではいかないけれども、もっとも

っと現実可能な形態として設置していこうと、こういう提言ではなかろうかというように思っ

ております。 

 私のは非常に荒っぽいお話で大変申しわけございませんでした。ご議論いただく何かのきっ

かけになればというふうに思っております。ご静聴ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまの高倉先生のご発表に関しまして、またここでぜひ確認させていただきたいという

点、あるいはご質問がございましたら、どうぞお出しくださいませ。 

○広田委員 １点だけ伺いたいのは、連携論が今非常に言われるようになってきているが、何

のための連携なのかというのは、この議論の前段階のところでどう考えればよろしいのでしょ

うか。どういう現状認識というか、何を超えていこうというふうなことなんでしょうか。 

○高倉協力者 私は先ほどいいましたように、専門が行政とか制度、そんなことでございます

ので、学校をどうも行政と結びつけて考える考え方が非常に強い。そういったものから脱却し

「地域の中の学校」を定着させるために非常に有効な発想であるというのが、私の専門的な領

域からの問題関心でございます。それ以外は、一般に言われているようなことはいろいろあろ

うかと思いますが、これは省略させていただきます。 

○本田座長 他にどなたか。 

○福川委員 de-schooling というのが２カ所に出てくるわけですけれども、60 年代の de-scho

oling と今のＯＥＣＤの違いを少し説明していただきたいんですが。 

○高倉協力者 60 年代の後半や 70 年代の前半の de-schooling というのは極めて過激ですよね。
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今現存する学校を否定するというような考え方ですね。ＯＥＣＤで言っている de-schooling と

いうのは、それを否定するのではなくて、むしろ de-schooling 的な発想、もしくはそういった

考え方で「新しい未来の学校」を構築していこうではないかという、いってみればそういった

発想を取り入れていこうというものとして私は理解しております。 

○本田座長 他によろしゅうございますか。 

 それでは、また後ほどご議論いただくことにいたしまして、茂木委員のご発表をお願い申し

上げます。 

○茂木委員 それでは、私から発表させていただきます。 

 私は青少年育成に関する職場の役割につきまして、一言で言ってしまえば「多様な挑戦意欲

に応える活力ある職場創造」というように考えております。本日は子育て中の親が働く職場と

しての役割、若者が働く職場、働こうと考える職場としての役割、そして社会貢献活動、さら

に社員のボランティア活動支援につきまして、私どものケースをご紹介しながらお話をさせて

いただきたいと考えております。 

 ただいま、藤田先生と高倉先生から一般論としてのお話があったわけでございますが、私の

方はどちらかと申しますとケーススタディということでお聞きいただきたいと思っております。 

 まず、子育て中の親が働く職場としての役割ということでございますが、仕事と育児を両立

させながら、社員がその能力や経験を生かすことのできる環境整備をすることが、昨今の企業

にとって極めて重要な使命になっていると感じております。私どもの会社では、子育て中の親

が働く職場としての役割を、育児中の親を支援すること、すなわち育児中においても安心でき

る制度を整備することと同時に、働きやすく、かつ働きがいのある職場を提供することである

と考えております。いろいろなことをやっているわけでありますが、おかげさまで平成 11 年度

にファミリーフレンドリー企業表彰の労働大臣努力賞を頂戴いたしております。 

 具体的に本日は育児休職制度と育児短時間勤務制度についてお話し申し上げます。まず育児

休職制度について触れますと、私どもがこの制度を導入いたしましたのは 1981 年の 12 月でご

ざいまして、比較的早い時期に導入をいたしております。実は育児休業法というのができまし

たのが 1992 年ですので、それより 10 年以上前から私どもは育児休職制度を導入しているとい

うことであります。 

 この制度の目的でございますが、まず第一に熟練社員の定着ということがあります。それか

ら、第二に育児イコール退職という状況の改善、これは同じようなことでありますけれども、

子育てのために優秀な社員が退職してしまうということを避けることがあります。それから、
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３番目は社員が正社員の身分を継続保障されたまま、安心して育児に一定期間専念できるとい

う目的があろうかと思います。 

 制度導入後 20 年を超える期間が経過しておりますが、今までのところかなり有効に活用され

ておりまして、今までに制度利用者は延べ 187 名となっております。 

 休職期間は子どもが１歳６カ月になるまでということで、これは法定期間よりも６カ月長く

なっております。法律では１年ということになってございます。 

 この間、１年に２回、見舞金といたしまして１カ月分の賃金の 50％を上期に支給し、また、

55％を下期に見舞金として支給しております。これは法定では無給でよろしいということにな

っております。 

 それから、退職金の算定の際に勤続年数に入れるかどうかということでございますが、法定

では算入しなくてもいいということになっておりますが、私どもは退職時点での勤続年数が 10

年以上の人にはこの休職期間もすべて勤続年数の中に入れるということをいたしております。

また、勤続年数が５年以上 10 年未満の人は、休職期間の２分の１を算入しております。細かく

て恐縮でございますが、そういうことをいたしております。 

 それから、休職制度の利用の回数でございますが、これは何回受けてもいいということでご

ざいます。 

 最近は男性もぽつぽつ出てきておりまして、過去２人だけでありますが、男性で取得をした

者もいます。 

 また、過去５年間の復職率でございますが、100％でございまして、辞めた人はいないという

ことです。なぜ復職率が高いかと申しますと、原則として現職復帰の取り扱いをしております。

要するに、以前働いていた職場に戻すというのが原則でございますので、それが評価をされて

いるということであると思います。 

 それから、休職期間中でございますが、社内報を送付するなどいたしまして、会社と一定の

コミュニケーションを保っております。 

 なお、この育児休職の場合には、子どもを育てるということがもちろん目的になりますけれ

ども、同時に充電期間と捉える社員もかなり多うございまして、子どもを育てながら一生懸命

勉強するという人がかなりおりまして、その後、復職後に以前にも増して意欲的に仕事に取り

組む人が多く見られるということでございます。 

 以上が育児休職制度でありますが、育児短時間勤務制度というものもあります。これは子育

て中の社員が柔軟な働き方ができるように、1996 年に導入しております。期間は子どもが３歳
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に達する日までということでございます。実は従来は１年半だったのですけれども、今年から

３年に伸ばしました。そして、１日２回を限度にいたしまして最大２時間勤務時間を短縮でき

るようになっております。 

 以上の育児休職制度、そして育児短時間勤務制度に関しまして、現在どのような課題がある

かと申しますと、１つは代わりの要員、代替要員の確保の問題があります。これは普通の、特

に専門的な仕事でない場合は、派遣社員を代替要員として充当することができますが、研究職

であるとか、あるいは基幹社員でありますと、代替要員を見つけるのが非常に難しいというの

が１つの課題でございます。それから、ご承知のように、現在どちらかというと人事制度につ

いて短期的な成果主義にシフトする傾向があるわけで、そのような傾向の中では、この長期の

育児休職制度などはやや流れに相反するようにも見えるわけでございます。しかし、こういう

時代だからこそ企業への帰属意識を向上させるためにも、また、女性の能力の有効活用をする

ためにも、仕事と家庭の両立支援策が今後ますます重要になってくるだろうと考えております。

それはやはり制度をうまく運営するためには、もちろん企業の支援も必要でありますけれども、

具体的な職場内の支援、これがやはり非常に大きな要因になってくるということです。育児支

援は国と社会と企業とが一体となって実施しなければならないことでありますが、その中で企

業は企業でやるべきことをしっかりとやっていく必要があるだろうと認識しております。 

 以上、子育て中の親が働く職場としての役割について申し上げました。 

 次に若者が働く職場、働こうと考える職場としての役割ということでございます。現在、価

値観の多様化が進んでおりますが、そのような中で職場を１つの自己実現の場として捉えるこ

とができると思うわけであります。すなわち、やりがいを持つことができる職場環境を整える

ことが企業として必要なことだろう認識いたしております。具体的にどんなことをやっている

かと申しますと、これは別に私どもばかりではなくて他の会社もやっておられますが、私ども

のやっておりますキャリア・デベロプメント・プログラム、ＣＤＰの制度について若干触れた

いと思います。 

 以前からキャリア・デベロプメントのプログラムはありましたけれども、実は今年の７月に

この制度を改定いたしまして、目的をプロ人材の育成ということにいたしました。これから自

由な競争がますます激しくなる社会の中におきましては、やはりプロにならなければいけない

ということです。これは企業人もプロになる必要があるということであります。プロ人材の育

成を図るということがＣＤＰのプログラムの目的になっております。プロ人材とは一体どうい

う人材なのかと申しますと、高度な専門能力を持つと同時に、領域を超えて発揮できる汎用性
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の高い成果達成能力を業務に十分発揮して、成果を上げられる人材ということであります。言

いかえれば付加価値を創造できる人材というようにも言えると思います。 

 具体的にはＣＤＰは２つの期間に分かれております。まず第１期は、22 歳、大学を卒業して

22 歳から 30 歳までの８年間を目安にしております。この間、ミニマムで２ヶ所職場のローテ

ーションを行います。２回ローテーションを行うということで、その間に各自の適性の発見に

努める一方、職場領域を超え基礎となる能力の開発、私どもの場合には社内研修を５回実施す

ることによってその能力を高めようという考え方であります。ですから、もう一度申し上げま

すと、２ヶ所のローテーションをして、それと同時に５回研修を行って、職場領域を超えた基

礎となる能力開発をいたしているということであります。 

 それから、ＣＤＰの第２期は 30 歳から 36 歳までの期間を目安にしております。ここでは専

門能力を強化し、また、専門能力が発揮できるようにすると同時に、リーダーの育成を目指し

ております。この間、自己選択と自己責任において自らキャリアを描くことを、３回にわたる

社内研修で促進しております。社内研修を３回やることによりまして、自己選択と自己責任に

おいて自らのキャリアが描けるようにもっていくということでございます。 

 なお、つい最近決めたことで、まだ実施をいたしておりませんが、一部の仕事については公

募制度を導入するということも考えております。 

 それから、大学院への留学、これは国の内外の大学院、例えばビジネススクールとかロース

クールなどへの留学。さらに、社内外の研修、通信教育等、社員の自己啓発の機会を奨励・援

助しております。 

 なお、このキャリア・デベロプメント・プログラム以外に、若干インターン・シップについ

ても触れてみます。インターン・シップと申しますものは、ご承知のように学校に籍を置いた

まま企業に行って働くという、企業において働く経験をするということでございます。私ども

の会社では制度的にはインターン・シップの制度を持っておりませんが、以前からつながりの

ある学校から学生の受け入れを実施いたしております。特に技術系の学生の受け入れを実施し

ておりまして、私どもの製品をつくる技術を現場で学生に学んでもらうということです。制度

としては持っておりませんけれども、現実には幾つかのつながりのある学校から学生の受け入

れをいたしまして、実質的にインターン・シップを行っているということであります。 

 それから、次に、これは私どもの経営者、私自身も含めた経営者が若手社員の啓蒙のために

どんなことをやっているかということでございますが、簡単にご紹介いたしますと、まず、読

書報告会というものをやっております。これは若手社員８名で月１回でございますが、１年間
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メンバーを固定いたしまして実施しております。若手社員と私どもとの交流の機会でありまし

て、若手の意見を聞くという面でのプラスもありますが、社員を育成する機会だというふうに

も捉えております。また、その他に朝食会、これはやはり若手社員と何回かに分けて朝食会を

実施いたしております。読書会と違いまして、幾つかの問題について若手社員の意見を聞くと

いうことでございますが、これもやはり仕事に対するモチベーションの向上に多少役立ってい

るのではないかという感じがいたします。 

 それから、次に、社会貢献活動、それから社員のボランティア活動の支援について触れたい

と思います。私どもは 1997 年の６月に社会活動推進室という組織をつくり、食と健康の分野で

の社会活動を展開してきております。具体的にはエリアプログラムというものがありまして、

これは全国で４カ所の工場とその周辺で、地域に根ざした活動の企画・運営をいたしておりま

す。また、それらのプログラムに対して企業として支援を行っております。それから、社員プ

ログラムというのがございまして、社員の募金活動を支援するとか、あるいはＮＧＯ、ＮＰＯ

団体とのパートナーシップによる講習会を開催するというようなことをやっておるわけでござ

います。 

 それから、社員のボランティア活動を支援する制度といたしましては、３つございます。１

つはコミュニティ活動支援制度というもので、地域社会に積極的に社員が関わりを持つことを

奨励しておりまして、私どもの社員が地域社会で主体的に活動する場合には、若干の支援金を

交付しております。それから、マッチング寄附制度、これはマッチングギフトの制度でして、

社員が地域で活動するＮＰＯ、ＮＧＯ団体や、あるいは行政機関等に一定額の寄附を行う際に

は、もちろん限度はありますけれども、同額を企業として出すものです。例えば、昨年のアメ

リカの同時多発テロのときに、社員に募金を呼びかけまして、例えば社員が１万円出したとす

れば、１万円企業の側でも出しましょうということであります。それから、同時にボランティ

ア休職制度、これは社員がボランティア活動に参加するための長期休暇を与えるということで

ございまして、海外の協力隊などに出かけていく社員もおります。 

 以上、私から子育て中の親が働く職場としての役割、また、若者が働く職場、働こうと考え

る職場としての役割、経営者と若手社員の交流、そして社会貢献活動、社員のボランティア活

動支援ということにつきまして、私どものケースを中心にお話を申し上げました。ご静聴あり

がとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 今日の御三方は大変手際よくご報告くださいましたので、皆様 20 分ぐらいできちっとお結び
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でございます。 

 ただいまの茂木委員のご発表に関しまして、ちょっと確かめたいところ、質問なさりたいと

ころがございましたらどうぞ。 

○天野委員 社員の数と女性の割合、これは正社員についてですよね。正社員の数だとか、そ

ういうのはお分かりですか。 

○茂木委員 私どもで大体 6,000 人ぐらいですね。女性の割合はどうなりますか。女性の方が

少ないようです。男性の方が多うございますが、ただ、いわゆるオフィスの方は女性もかなり

のウエイトです。生産現場は割合少ないですけれども。オフィスの方ですとやはり２割ぐらい

でしょうか。生産現場の方ですと１割以下だと思います。 

○本田座長 ただいまのご説明で、天野さんは補足なさいますか。とりあえずよろしゅうござ

いますか。 

 杉山さん。 

○杉山委員 最近、特に男性社員の残業時間が長いという問題が、子育て中の場合、家庭にい

る母親の方の負担にもなる部分があるかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○茂木委員 残業が増えるということは、そういう問題もございますし、企業の側でもコスト

アップにつながるのです。ですから、決して企業の側でも歓迎しているわけではございません

が、日本の企業では一般的にやはり残業が多いですね。なぜかと申しますと、アメリカの企業

では比較的朝来るんですね。例えば８時から始まるというと６時ぐらいから来て仕事をすると

いう人もおりまして、大体終わったらすぐ帰る人が多いんです。日本の場合は、先ほどの藤田

先生の話ではありませんけれども、社会現象の１つで、何か上司が仕事をしていると帰りにく

いとか、それから、おつき合い残業があるのですね。仲間が帰らないと帰らないとか。これは

民間企業ばかりではなく、役所などでも見ると遅くまで電気がついていますよね。随分ついて

いるところが多い。学校の方は私はよく知りませんけれども。 

 やはりその辺は非常に問題でございまして、私どもも残業をできるだけしないようにという

ことを言っております。私どもの会社でも、ある部門は残業は絶対にいかんということで、部

長が――もちろん部長が頼めば別ですけれども、部長が何か頼む以外は残業をしては駄目とい

う残業禁止令を出しているところもありますが、社会現象だと思いますのでこれがなかなかそ

う簡単には直らない。 

 確かに従業員が家庭で自分の子どもの教育をやるということももちろん必要でありますけれ

ども、同時にボランティア活動とかもやる方が望ましいわけでございまして、何か企業が無理
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に残業をやらせているというようにお思いになるかもしれませんが、そういうところもないと

は言いませんよ、ないとは言いませんが、先ほどいいことをおっしゃった、社会現象という、

私もいいお話を伺ってそれを利用してしまって申しわけないんですけれども、何かそんな感じ

がいたします。 

 それから、ＰＴＡなどに行けるようにするとかいうことは、年次有給休暇がございますから、

それはできるだけ取るようにと言っております。私どもは、いいことか悪いことかというと、

いいことなんでしょうけれども、割に年次有給休暇の消化率は高くなっております。 

 ただ、ついでに申し上げますけれども、そうかといって、やはり子どもというものは親の背

中を見て育つといいますね。ですから、やはり親が一生懸命何かの仕事に打ち込んでやってい

るということも必要なんですね。ですから、会社が終わってすぐ帰ってうちでテレビを見なが

らお酒を飲んで寝てしまうということも必ずしもいいことかどうか分かりませんが、残業が多

過ぎるというのは問題だと私も思います。 

○北村委員 育児休業についてなんですが、法定は１年間となっているところを御社では１歳

６カ月になるまでとなっているそうですが、これはどういうお考えに基づいたものか、また、

１歳６カ月というのは何か期間的に意味があるのかどうか、その辺をちょっと教えていただき

たいと思います。 

○茂木委員 私も具体的にその案件を取り扱ったわけではございませんので分かりませんけれ

ども、それはやはりそういう希望が多かったのではないでしょうか。恐らく１年６カ月ぐらい

という要望があったのだと思います。それから、恐らくいろいろな人の意見を聞いて決めたの

だと思います。私どもは、先ほども申し上げたように法律ができる 10 年ぐらい前からやってお

りますから、割合そういう点では担当者の理解があったのではないかと思います。 

○樋口座長代理 茂木さんのところは分かりませんけれども、この間ちょっと聞いたら１年６

カ月というのは、最近生まれ月を見ますと４月の生まれ月というのが圧倒的に多いわけです。

１年たって今度保育園に入れる。５月、６月ではなかなか入れないというようなことで、そこ

を考えてというようなところがありましたね。 

○本田座長 他に。 

 後藤さん、どうぞ。 

○後藤委員 例えば、最近職場に子どもを呼んで子どもにいろいろ見学させるとか、そういう

こともあると思うんですけれども、例えば茂木さんのところでは子どもと会社の関係というこ

とについては、どのようなお考えでいらっしゃるのかお聞かせいただければと思います。 
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○茂木委員 子どもを会社に連れて来てよいということは現在やっておりません。しかし、そ

れは学校で親が参観するのと別の意味で、子どもたちにお父さん、お母さんが働いている姿を

見せてあげるということは１つのおもしろい方法ではないかと思います。ただし、あまり小さ

い子どもだと分かりませんけれども、例えば中学生ぐらいになった人とか、それから高校ぐら

いの人に親の仕事を見せると、親の方も緊張するかもしれませんね。それはアイデアとして頂

戴しておきましょう。 

○天野委員 今のでちょっと思い出したんですが、僕はずっと子どもの遊び場をやっていて、

野田の方でも遊び場をやりたいといっている人がおりまして、僕も今度野田の方に、明後日で

すかね、一度行くんですが、そういうようなとき、例えば企業の貢献みたいなところで、空い

ている土地とか何かがあった場合に貸し出すとか開放するとか、そういうようなことというの

は一般的には考えられるものなんですかね。 

○茂木委員 時間的なものがあるでしょうね。企業が使っていないときであれば考えられるの

ではないでしょうか。 

○天野委員 空き地みたいなところ…… 

○茂木委員 それは考えられないことではないと思います。ただし、このごろは世知辛い世の

中で、空き地などもあまりないようですけれども、空いていれば、それはご相談に乗ると思い

ます。 

○本田座長 なかなか具体的なご質問が出たりしておりますけれども、いかがでしょう。 

○杉山委員 もしかしてちょっと込み入った、簡単な質疑にならないかもしれないんですけれ

ども、企業の側から、例えば人材というか企業人を受け入れていく中で、もうちょっとここが

こうだったらという、学校教育に対しての注文というと変ですけれども、もしあれば。 

○茂木委員 それは、やはりもう少し勉強させてくださいということですね。実は具体的に申

しますと、私は面接をするときには落としてはいけないことになっているのです。私のところ

へ来る前に決まってしまっているわけです。ですから、よほどのことがなければ私は落とせな

いのです。しかし、年に一回新入社員の面接をするのですが、私が驚きますのは、アルバイト

を５時間とか６時間やるとか言う人がいるのです。何日やっているのかと聞きますと週に４日

とか５日とか言うのですね。一体いつ勉強するんだと。その他にクラブ活動などをやっている

のもいるんですね。ですから、ちょっとその点、システムがおかしいのでないでしょうか。私

は今、進学率が高いなどと喜んでいるのはおかしいと、この前の中教審でも申し上げました。

要するに、進学率が高くても、大学に行ってアルバイトをやっていたのでは何のために行って
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いるか分からないわけです。ですから、もしアルバイトをそんなにするのであれば、高校を卒

業して初めから勤めたらいいんです。それで、25 歳とか、あるいは 30 歳になって学校へ行き

たいなと思ったときに学校で受け入れられるシステムをつくればいいのだと、私は主張させて

頂いております。 

 それで、実際、10 月に私が面接をしたときに、１人、非常にそれを裏づけるケースがありま

した。それは何かといいますと、私どもに来年の４月に入ってくる新入社員ですけれども、中

学校だと思うんですけれども、そのとき不登校だったというのです。それで学校をやめてどこ

かに勤めていたのだそうです。そして、20 歳を過ぎたら勉強をしたいという気持ちが出てきた

んです。それで大検を受けて通ったのです。それである大学、それほど世間に名前の通った大

学では必ずしもないのですけれども、その大学に入りまして、それで非常に優秀な成績なので

す。要するに親に迷惑をかけたから、親にお金を出してもらうわけにはいかない。自分が全部

出すのだということで、夏休みとか冬休みに物凄く働いたらしいのです。しかし、普段はアル

バイトなどしている時間はありませんよと言っておりました。それはそうだと思います。それ

で、ゼミの先生のいろいろな本を読むのを代行で読んだりというようなことをやっているので

す。25 か 26 歳ですが、非常にいい成績で入ったのです。 

 私はそれだと思うのです。勉強したくないときは無理にさせても意味がないのだと思うので

す。意味がないというか、それはもちろん勉強させるようにある程度仕向けなければいけませ

んけれども、本当に勉強したい人が勉強すればいいということです。ですから、今の進学率何

十％だというのではなくて、大学に行くのは１割ぐらいでもいいんですよ、本当に勉強する人

が行けばいいのですから。その代わり 25 歳とか 30 歳になって、勉強したくなったときには受

け入れるという仕組みにすべきではないかということが私の意見です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○網野委員 インターン・シップのお話がございましたが、特に大学の場合は多いと思うんで

すが、インターン・シップの意義がかなり今議論されておりまして、どう取り入れるか、いろ

いろ検討されているところが多いんですが、インターン・シップを――つまり、ちょうど青少

年と大人の、ややモラトリアムの期間、つまり、１つは大学なり学校を出てからの期間のイン

ターン・シップと、それから、いわゆる在学中のインターン・シップですね。特に大学、それ

から、今は高校とかでもいろいろ検討されていますが。そのような中で、先ほどのお話の場合

は、受け入れる側からしますと、いわゆるこの人を将来採用しようかなとか、そういうやや学
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生の就職も考えるとか、あるいは大学を出た後、この人ならとかという、ある意味ではお見合

いではありませんが、適性とかそのような趣旨はやはりかなり重視されるのでしょうか。 

○茂木委員 それは、現実問題としてあると思います。アメリカでもビジネススクールなどで

インターンを相当やりますが、これはやはり、学生の方でも自分が将来就職をしてもいいなと

思うところに行くケースがかなりあるようです。ですから、あると思います。ただし、それば

かりではもちろんございません。私どもでもやっておりますが、これは日本人の学生ではなく、

アイセックという組織がございますね。アイセックというのは世界的なインターンの――イン

ターンとは必ずしも言っていませんけれども、今先生のご指摘のインターンに類することをや

っている組織です。そこの学生を年に１名受け入れておりますけれども、彼らは全然私どもの

会社に就職するつもりはないのです。ただ、先ほど申し上げたのは技術者で、例えば私どもの

場合は技術者ですとバイオの技術者です。昔で言えば農芸化学ですね。この技術者を採用する

わけですが、いろいろな大学の先生方とつながりがありまして、ちょっと学生の面倒を見てく

れないかというようなことで受け入れているということでございます。ですから、そのまま私

どもに就職する人もおりますし、そうでない人もいるということだと思います。ただ、そうい

うケースはかなりあるということは事実だと思います。 

○本田座長 いかがでございますか。よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○相原委員 これはもしかしたら後で高倉先生とか他の先生方にもお聞きするお話なのかもし

れないんですけれども、学校の役割と職場の役割ということだったんですけれども、費用的な

面で、先ほどの働きながらとかというようなことが出てきたものですから、ちょっとあとのお

二人の先生方にもお聞きしたい形なんですけれども、結局、経済的な問題といわゆる職場で働

く問題、それとの関係で、茂木委員のそういう 6,000 人もの企業だったらいいんですけれども、

どうしても働きながらの学校生活だとか、それから、いわゆる親の経済上の問題による進学の

問題、学校に行けるかどうかの問題とかあると思うんですけれども、そこら辺についてちょっ

とご意見を賜りたいと思います。 

○茂木委員 私はやはり本当に生活に困ってアルバイトをするというのは、これは大変なこと

だと思います。ですから、それは先ほど不登校で大検に受かった来年入ってくる学生のケース

からみますと、自分で全部稼ぐのですけれども、普段の日は一切アルバイトはしません。春休

みとか夏休み、大学の場合はかなり夏休みが長いですから、それで一生懸命やって稼ぐのだと

いう話でございまして、それもできると思います。それから、基本的にはもっと奨学金を出す
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べきではないでしょうか。アメリカなどではもちろんやる人もいますけれどもあまりアルバイ

トはやらない。しかし、奨学金が多いんですね。ですから、日本はもっと奨学金が出るような

仕組みをつくり、むしろ民間の企業などに何か多少税制上恩典を与えるというような形で、も

っと奨学金を増やせば、いい学生はアルバイトをしなくてもやれるということではないかと思

います。 

○相原委員 非常に個人的なことですけれども、私は高校のときに父親が亡くなって、一度働

いてから田舎の大学を自力で出まして、一切親に出してもらえなかったということがありまし

た。昔々の話なんですけれども、何か茂木委員の話を聞いて非常に理解のある、そういう企業

があったらいいと思いました。ただし、私の就職のときは全然受け入れ先はなかったんですけ

れども。今物凄い就職難だったり、どういう形で大学生活、高校生活を送っているかというと

ころが反映される形で学校から職場に移行してもらわないとちょっとかわいそうな状況かなと

いうのを今感じておるものですから。ありがとうございました。 

○樋口座長代理 １点よろしいですか。いろいろなシステム、仕組みをとっていらっしゃるん

ですけれども、特に珍しいのは３番のトップ自らの若手社員啓蒙・交流、これはあまり他の企

業ではとっていらっしゃらないと思うんですが、何か経緯があったんですか。 

○茂木委員 私は日経の記者の方に聞いたのですが、ウェルチというＧＥの前の会長で、ここ

のところ多少批判なども出ておりますけれども、アメリカの代表的な経営者ですが、彼のやっ

ていることで、真似をした方がいいですよというのです。それは何かといったら、社員に読書

会をやれといったわけです。我々はやはり本を読みたいと思いましても、あまりまとまって本

を読む時間がないのです。もちろんある程度は読みますけれども、もっと読みたい。要するに、

ベストセラーなどになっている本を読みたいんですね。ところが読む時間がないのです。それ

で、社員に読ませろというわけですよ。ウェルチはそれをやっているというんです。社員に、

勉強の一貫として読ませろと。それをウェルチは定期的に、毎月１回ぐらい報告を聞いている。

そうすると、大雑把に自分が本を読んだぐらいの感じになりますね。それで、社員の方は経営

者と会う機会というのはあまりないが、それで意見交換もできる。その本のことが企業の中で

どのように応用できるのかというような議論もします。ですから、私は４年ぐらい前からやっ

ているのですけれども、割合今のところうまくいっております。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 茂木委員を巡ってたくさんのご質問がございましたけれども、それでは、このあたりでただ

いまの御三方のご発表を踏まえて、少しディスカッションをしていただこうかと思いますが、
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いかがでございましょう。 

 今日のご報告の中には、今までいろいろと話題になって、そして未解決のままというのでし

ょうか、すっきりしないままに終わっていたような問題に対して、示唆に富んだご提言やらご

発表やらもあったかと思います。今までのディスカッションなどを振り返りながら、ここで何

か問題にお気づきの方はお出しくださったらいかがでございましょう。 

 いかがでしょうか。 

○天野委員 前回も話をちょっとしたんですが、今日、藤田さんの報告にもあったように、子

どもの問題は随分前から言われていて、いろいろな角度から政策、政策という形で出ているん

です。僕も子どもの問題を教育問題とは捉えていないんです。僕はずっと遊び場でやってきて

いるんですけれども、むしろ学校教育というよりも世の中の大人がみんな教育者の顔になって

きたのが問題ということで、要するに、もともと教育者でも何でもないような大人たちが、み

んな大人として子どもに向き合うときには教育者にならなければいかんみたいなところが問題

だいと思います。親は親であって教育者ではないと僕は思う。地域の大人は地域の大人であっ

て、おじさん、おばさんであって、教育者ではないというふうに僕なんかは感じているんです。

それがみんな教育者のような顔になってしまって、子どもが息を抜けなくなっているというの

が非常に大きな問題だと思ってます。 

 つまり、学校教育の問題の話をしていても、なかなか難しくて、だから１つは地域に戻った

ときに学校とは別の価値、全く別の価値、つまり点数によって評価を受けるとかそういうこと

ではない別の価値が学校の価値と同等に働くというような、そういうようなもの、僕はそれを

遊びというふうに考えてそれを重要と考えているんですが、そういうような問題が１つあって、

社会の中からどんどん、どんどん遊びが失われているというような、この仕組みがいろいろあ

るとは思うんですけれども、とにかく子どもの評価の価値というか、子どもを見る価値に１つ

は遊びというのをしっかりと位置づける必要があるというふうに思っているんです。だから、

その辺のところですね。やはり学校教育の問題だけにとどめないでと、今回もずっとそういう

ような話をされてきましたが、とにかく子どもが自分自身で判断して、自分自身で自由に行動

することができるというようにし、その行動に対していろいろ言わないということですね、そ

んなに。 

 あともう一つは、子どもが育つにはリスクがあるんだということを社会がどう承知するかと

いうことだと思うんです。やはり子どもは揺れながら育つわけで、何か大人が言う健全な子ど

もばかりが育つわけではなくて、むしろいろいろな悪さをしながらでないと獲得できないこと
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があるということを、やはり大人はしっかりと知る必要があると僕は思うんです。それを許容

するというような社会づくりをどうしていくかということを考えない限り、今回の懇談会は

「健全」がとれたので僕は安心して参加しているんだけれども、そういうようなものを求める。

つまり、予定調和の子どもというか、大人が予定したとおりの子ども、そうならないと大人の

つくったシステムが問題であるというのが今までの言い方になっているんですね。これは裏を

返すと、大人のシステムがしっかりしていれば子どもは予定どおりに育つという言い方になる

わけだけれども、こんな傲慢で危険な考え方はないというふうに僕は思うわけです。そんなふ

うに育つなんていうふうに思っていることにそもそもの間違いがある。子どもは自分の人生は

自分で生きるのだ、そういう独立した１つの人格であるという、その辺の子ども権利条約です

ね、日本でまだきちんと、批准されてはいるくせにちゃんと宣伝されていないというか、一般

的になっていないわけだけれども、子どもの権利条約そのものがまさにそこの中に精神として

生きるということが必要なのではないかなと思います。 

 あともう一つは、やはり今ある政策の検証というのが僕はやはり本当に必要だというふうに

思っていて、僕が聞いている限りでは、学校５日制は子どもには大変不評です。それは、非常

にその分きつくなったというところが声としては届いていて、おまけに５日制をする直前に学

力低下の問題がまたわっと言われたこともあって、休みが充実した休みという、誰にとっての

充実かということがあるわけだけれども、ますます学力の問題とあわさって、子どもが自由に

できるはずの時間がなくなっているというようなところもあって、僕が聞いている限りではか

なり不評なんです。そういうことも含めて、また今進行している教育改革国民会議の方の話だ

とか、さまざまなこと、これが本当に子どもの力になるのか、あるいは予定調和の子どもをつ

くろうとしているだけではなかろうかという、誰にとっての予定かとか、そういうようなこと

をきちんと検証する必要が僕はあるというふうに感じています。この委員会からそういうこと

がやれるといいなというふうには思っていますが。 

○本田座長 ただいまの天野さんのご意見に関して、藤田先生など、何かコメントがおありで

ございましたらどうぞ。それから、役割の機能分担というようなところでは、多分高倉先生の

ご発表とも絡むかと思いますので、お二人の先生からコメントを頂戴したいと思います。 

○藤田協力者 今、天野さんの言われたとおりで、私もそのとおりだと思っております。特に

遊びという言葉を使われましたけれども、私が 80 年代に出した、参考文献の「子ども・学校・

社会」の中に論文が入っているんですが、広い意味での遊びについて書きまして、それはいろ

いろな可能性、リスクも含めていろいろな可能性を秘めていて、そういったものをもっと、た
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だその辺で原っぱで遊ぶということだけに狭く捉える必要はないわけですが、位置づけていく

必要があるというふうに思います。それと同時に、先ほどの報告の中で「名誉の等価性」とい

うことを言いましたが、学校とは別のいろいろな価値、いろいろなところでいろいろな活動の

場があるわけですから、そういったところでのいろいろなやっていることの中に賞賛に値する

ものはたくさんあるということも含めて、重要なことだというふうに思います。 

 それから、子どもが育つ上でのさまざまなリスクということについても、私はそのとおりだ

と思います。特にいじめは深刻で、当事者にとっては何とかしなければいけませんから、学校

はこれは全力を挙げてそういう問題、校内暴力やいじめに対応すべきだと思いますけれども、

政策的にこれはあまりできることはないというのが私の考えなんです。そうしますと、そうい

うリスクの中には実は校内暴力やいじめのようなものもあって、それからさまざまな学校の活

動の中でも、そういう活動、外での活動もそうですけれども、トラブルやあるいは仲違いや、

そしてその一端はいじめに通じるような、そして部分的には喧嘩というふうになるような、そ

ういったものはあちこちにあって当たり前で、それが子どもたちに乗り越えられるかどうかと

いうことが重要で、私はそれを「豊かな挫折」と呼んでいるんですが、乗り越えられない挫折

は困るわけですね、つぶれてしまうようでは。しかし、乗り越えていける「豊かな挫折」を奪

うような改革が今どんどん進んできている。ですから、非常に何か真空状態に子どもを置いた

方がいいみたいに言わんばかりの議論が一方でなされて、いろいろな政策が進められていると

いう印象がぬぐえません。 

 それで、先ほどの学校と職場との役割分担というか関係の部分ですけれども、茂木委員の報

告は非常に具体的で、それでいろいろな形での新しい試みや、あるいはもっと広まって欲しい

という試みも紹介されましたので、日本も変わりつつあるという実感を持たせていただいたん

ですが、ただ基本的に教育の機会という点でいうならば、これは学校というのは高校以上とい

いますか、要するに後期中等教育、高等教育、あるいは生涯教育、生涯学習というふうに呼ん

でいいようなレベルは、いろいろ柔軟なシステムが考えられるけれども、ところが、前期中等

教育の部分、あるいは中等教育の部分までは、内容的にはある種の共通性を必ず持ってしまう

ので、その中でこそ先ほど言いました中での弾力性と個性の重視が必要なので、制度を分ける

という発想では駄目なんだと思うんです。 

 上へ行った場合には多様な制度、多様な機会が制度的に保障されているという制度設計が私

は重要なんだと思うんです。そしてその中には、日本では最近企業内教育はいろいろな意味で

下火というか、下降傾向にあるようですけれども、いわゆる欧米の徒弟制なんかを見ましても、
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先ほど茂木委員は奨学金を重視すべきだということを言われまして、私もそのとおりだと思い

ますが、もう一方で、実は徒弟制というのは費用の半分以上は企業が負担しているんです。で

すから、企業が、特に後期中等教育以上の教育に徒弟制という形で非常に大きな負担を担って

いるのは、ドイツやスイスや、そういう徒弟制をたくさん用意している国だということで、そ

ういう意味でも、先ほどの税制での免除というようなことも含めて、日本における企業のそう

いう教育に対する費用負担というようなことについても、いろいろな角度から考える余地はあ

るのではないかというふうに思っております。ただ、これは基本的にやはり後期中等教育以降

の問題だと思います。 

○高倉協力者 天野さんのご発言の中にいろいろなキーワードがありまして、本当に私もいろ

いろ考えさせられました。遊びの話でございますが、学校とは別の価値、確かにそのとおりで、

実は私もかつて、今もそうなんですが、茂木先生のご指導なども受けたことがあるんですが、

ボーイスカウトのリーダートレーナーを長いことやっておりました。あれはまさに遊びそのも

のを人間の育成にどう結びつけるかというような１つのボランタリーな活動だと私は思ってお

ります。考えてみますと、遊びの中にルールがありますし、それから、自己実現の喜びという

ものを遊びの中で感ずるし、自分の意思で遊びを実行する。しかもラーニング・バイ・ドゥー

イング、することによって学ぶというような学習の形態というものを自然に身に付けていると

いいますか、それを経過せざるを得ない。そういうことによって、遊びこそ私は人間形成と申

しますか、自己発達というのか、その非常に大きなステップであるし、道筋であると思ってお

ります。余計なことですが、いまだに１年に一遍ぐらいは制服を着て出かけていく、こんな生

活をしております。 

 それから、もう一つ学校５日制は不評だ云々。これを聞きますと本当に小さくなっていたい

わけですが、私は学校５日制を月に１日、２日、４日と、段階的にスタートさせる前の準備を

した１人でございます。社会の変化に対応するための云々というような、そういう名称のこと

でございました。そこで議論されたことというのは、昔のことを言ってもしょうがないですが、

土日の子どもの受け皿をどうするかということが議論の中心だったわけです。果たして受け皿

をどうするかとそういったことだけでいいのかどうか、受け皿の中身が大変問題であるのに、

受け皿というようなかなり形式的なことで議論が進んできたのではなかろうかと、そういうよ

うなことが当時から気になっていたこともあります。 

 それよりももっと当時から気になっていたのは、ご承知のように学校５日制というのはそれ

を推進していく、プリンシプルというのはさまざまでございます。欧米の場合には宗教的な要
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因というものが非常に強い。それから、だんだんと教育的な要因というものも出てきている。

日本の場合ですと、労働基準法の関係でもって 48 時間、44 時間、40 時間というように週あた

りの労働時間の短縮が進んでくると、それに教師の労働時間をどう合わせるかということが非

常に大きな課題でございまして、極端なことを言いますと、こういう議論もありました。もし

学校５日制というものが実施できないとするならば、先生方の方を５日にして子どもは６日制

にすればいいのではないか。これは非常に端的に日本の学校５日制というものが、労働時間の

短縮論議に引きずられて実現してきたということです。だから、逆の言い方でいいますと、た

とえ週１日であったにしても、「学校５日制の教育学」というものが議論されない、あるいは

未熟なところでもって実施に移れさていってしまった。そのことが、いろいろな改善の努力が

なされているけれども、やはりスタートのところで議論が不十分であったというようなところ

が今日まで尾を引いているのかなと思います。しかし、ここまで来たものはバックできません。

今からやめるということはできない。また、やめるべきではないと私は思っております。です

から、不評だということをバネにして、どうすれば不評ではなくなるのかということを真剣に

考える、これは大人社会の責任だというように考えております。 

 役割分担の方は難しいのですが、ただ、先ほど言いましたように、国の答申等は役割分担を

明確にした上で連携ということを言っている。ですから、恐らくその前の役割分担というもの

をどう考えるのか、これはこれまでいろいろな議論がありまして、「しつけは家庭で、勉強は

学校で」と、簡単にそんなことをいいますけれども、「ただ、学校はしつけをしっかりやって

ください、勉強は家でやらせますから」というような状況が大分出てきてしまっていることに

対して、どう対応するのかが重要な課題であると思います。これは学校でも、あるいは社会全

体でも大変難しい問題になってきているのかなというように、かなりポピュラーといいますか、

場合によってはレベルの低い発言かもしれませんが、そんなことを考えております。 

○本田座長 どうぞ、前田さん。 

○前田委員 何点か感想なりを申し述べたいと思います。 

 藤田先生のレジュメにあることで、最後の「金も人手も時間もかけずに教育がよくなること

はない」と、これは全くそのとおりだと思います。今、人事権もない校長が、予算もないのに

考えろということで、そして業績評価されて、私なんか一生懸命やっても真ん中ですから、何

かがっかりするというか、そういう感じがしますけれども、これは国民にきちんと考えていた

だきたいというのがまず基本的な考えです。 

 それから、藤田先生の１番の「復古的ナショナリズム・道徳主義の台頭 「心のノート」、
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奉仕活動等の推進、教育基本法の見直し」ということで、×になっているんですけれども、ど

うも私はこれは納得がいかない。道徳を中心にやろうということが復古的、あるいは学校で子

どもたちをどう指導していくかということになると、今回の教育基本法の見直しでも、国を愛

する心、愛国心が国を愛する心になったとか、いろいろなことが取り沙汰されていますけれど

も、誰が子どもたちに親を殺してはいけないとか、どこで教えるんですかね。やれうざったい

とか頭にきたとか言って、実のおじいさんやおばあさんを殺さなければならないんでしょうか。

そういうことを考えると、修身という言葉なり道徳という言葉でなくてもいいから、礼儀をき

ちんとするということは当然やった方がいいんです。今、荒れているという学校はたくさんあ

りますけれども、生徒に教師がつばを吐きかけられて、どうしますか。そういう生徒がいるの

を押さえつけると、待ってましたというように「体罰だ」と言う子どもたちがいるわけです。

私はそういう目上の人は尊敬することが大事だと思う。確かに教師が尊敬されないと言われれ

ばそれまでです。痴漢行為をするとか、いろいろなことをしている。援助交際を中学生がやっ

ているというようなことについては、誰が援助交際の相手なんですか。大人ではないですか。

大人がそういうことを、性に対してやっているから子どもだってそうなってくるんです。この

辺の基本的なことをやはり考えていかなければ。教育は父親もします、母親もします、子ども

もします。では教師は何をしたらいいんですか。そこを考えることが大事だなというふうに考

えます。 

 実はこの５月に１年生を連れて体験学習に行きました。霞ヶ浦の方に行くんですけれども、

その途中で工場を見学しようということで、ある牛乳会社を見学する予定だったんですけれど

も、学年主任が急遽、あそこの牛乳会社で試飲で牛乳を飲まされたら、帰ったら親に言われる

よと。どこの会社かお分かりかと思うんですけれども、これはまずいと。では、醤油会社にし

ようということで、野田市の醤油会社に行きましたら、非常に社員というか案内の方が親切で、

丁寧で、そして醤油のでき上がるまでのことも説明していただき、ああ、いい会社だなと思い

ました。私もキッコーマンのキッコーというのは何だろうかというのを知らなかったんですけ

れども、よく聞いてまいりました。今日、茂木先生のお話で、なるほど、上に立つ人がこうい

う姿勢でやると会社もいい会社になるんだなということで、その節はありがとうございました。

ぜひ野田の工場長さん初め社員の方にくれぐれもよろしく。また、ぜひ来年伺わせていただき

たいと思います。小さなケチャップというか、スパゲッティをつくるときのものをいただきま

したので、子どもたちは大変喜んでいました。ありがとうございました。 

 そういったことで、学校と企業ということで１つお願いしたいんですけれども、最近体験学
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習とか総合的な学習というところで、いろいろな企業との連携を図りながら体験学習をさせた

り、それから、例えば教師も授業の中で、つい先日本校でも理科の教員が、具体的に東京電力

の社員の方に電気の起こり方とか、なぜ蛍光灯はこうやってぱっとつくのかというのを実際に

実験して授業をやってもらったんですが、大変子どもたちも興味を持っています。それから、

来週は晴海の清掃工場にバスで行くんだということで、そういう機会が非常に増えていまして、

また、逆に中小企業だと毎年他の学校からも同じように来て困るんだということもあります。

学校でもできるだけいろいろなところの企業を招いて、経済同友会の関係とかそういうのもご

ざいますから、今そういう総合的な学習の時間で地域と連携しながら具体的に動いていくとい

うことをしていますので、ぜひご理解とご協力をいただきたい。本校では企業の方が来たとき

に、必ず感想文を書いて送っているんですけれども、その方も一生の宝物で、ありがとうござ

いましたということで、大事にしているという話を伺っていますので、そうしながらやはり社

会と学校とが連携を保つということが大事だなというように思います。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいま、現場の校長先生から企業と学校の提携に関して、大変友好的なご発言などござい

ました。それから、もう一つ、道徳基本主義に関しましては、現場からのかなりストレートな

ご意見があったかと思いますので、藤田先生の方でお願い申し上げます。 

○藤田協力者 私も道徳をやる意義を決して否定しているわけではなくて、極めて重要だと思

っていますし、個人的には、どちらかというとそういう意味では保守的な人間だというふうに

思っております。ただ、先ほどのご説明の中にもありましたけれども、大人が悪い、ではその

大人はどういう教育を受けたのか。そのときの教育が駄目だったから大人は駄目になったのか。

つまり、子ども時代に集中的に道徳教育をやったら、もう生涯安全な人間ができるという発想

自体が私は間違いのもとだと思うんです。 

 それと、２点目は道徳やそういうものは、既に今道徳の時間もありますし、日本の学校教育

は欧米の学校に比べればはるかに道徳教育が重視されています。集団的なものも重視されてい

ます。私はそれはいい部分が多いと思っていますから、そういったものを適切な形で充実しな

がら、部分的には活動が多過ぎるというところがありますから、既にかなりスリム化されてお

りますけれども、そういう意味で、道徳とかそういったものは決して教科の時間として教科書

に特定の内容を盛り込んで、あるいは特別こういう活動の時間を設けたら、例えば奉仕活動の

時間を設けたら道徳教育になるんだという考え方は、やはり私は排除すべきだと思います。そ
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れをやり出すとやはり教育の内容や実践に行政が関わって、介入していくという危険性が大き

い。そして、道徳の問題にしても何の問題にしても、何よりも人間関係や集団、学校、教室、

クラスに愛着を持てるかどうかという、そういう集団、あるいは教室、学校をつくることが重

要で、それをきちっとやっていけば、私はそういうつばを吐きかけるとかいろいろな問題も落

ちついていく、それでもなくなるとは思いませんけれども、というふうに思っております。 

○玄田委員 私も「金も人手も時間もかけずに教育がよくなることはない」ということに関連

して、１つ提案とご質問をさせていただきたいと思います。私も全く同感なんですが、先ほど

藤田先生がおっしゃった最近企業が人を教育することから撤退しているようだというのは、必

ずしも事実ではありません。99 年に通産省が日本商工会議所と実施した調査で、人材ニーズ調

査というのがあります。その調査を見ますと、実は不況下の中でも伸びている企業、特に中小

企業は、圧倒的多数が人材育成というのを戦略として極めて重視しているということは明確に

出ているわけであります。最近はアウトソーシングで派遣の利用だとかいうので、育成すると

いうのはできるだけしないで、即戦力をするとか、コア人材に限定するというのは、マスコミ

のつくった完全な誤解でありまして、多くの中小企業はやはり人を生かすということをしなけ

れば持たないというのは認識しているわけであります。それはアメリカもそうで、スタンフォ

ード大学のビジネス学部のジェフリー・フィーバーという人がいて、よくアメリカは即戦力指

向なんていいますけれども、それは全然嘘で、ちゃんと調査をすると、アメリカで伸びている

会社というのは人を育てている。理由は簡単で、自分の会社もアウトソースできるということ

は他の会社もアウトソースできるわけだから、競争に勝ち抜けないと。人材育成のニーズを非

常に重視しているんだと言っています。 

 何がいけないかといいますと、私はお金のかけ方に対していいかけ方があるのかどうかとい

うことで、私の提案は、やはり若い人を雇って、なおかつちゃんと教育をしたいと思っている

会社には、もっと助成金をしっかり出した方がいいと思っているんです。今は中高年に関して

は助成金がたくさん出るんです。もちろん中高年を教育する必要もありますよ。ただ、金額と

か規模とかを考えたら、若年の教育はこれほど重要ではないか。不況の中で人材育成をしたい

と思いながらもお金がない、時間的余裕がないということでできない会社ももちろんあるわけ

ですから、ちゃんと一定の基準をつくって、人を育てたいと思っている企業に対しては、積極

的に若年に対して育成するということで助成金を出すべきだと私は思っています。今の日本の

仕組みは何故か若年は育成せず、インターン・シップでごまかして、お金を出すならば中高年

を雇った会社にお金を出すというのは明らかに間違っていると思っています。ただ、企業に出
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せばすべてが済むわけではなくて、多分私たち一般の国民が知らないことで、学校教育の中で

ここにお金をかけるべきだという面が絶対あるはずだと思うんです。確かにコンピューターも

あるし大学の教室もきれいになってきましたけれども、もっと本質的にお金のかけ方があるは

ずで、それについてぜひ何かご意見があれば教えていただきたいのと、高倉先生、もし外国の

例でこういうお金のかけ方が有効なのではないかということがあれば、ぜひご意見をいただき

たいと思います。 

○高倉協力者 ちょっと突飛な話になるかもしれませんが、1983 年にアメリカでもって大変学

力低下の問題というものが懸念されました。そのときにトヨタニクショックなどという言葉が

出てきて、スプートニクショックではなくて、地球上の軌道をトヨタの自動車がスプートニク

のように回っているような、そういうショックを受けると、日本を意識しての発言だと思いま

す。また、いろいろな国を意識しての発言があります。その 1983 年に大統領に出したレポート、

「A nation at risk」、いろいろお覚えの方もいらっしゃると思いますが、「危機に立つ国

家」、それの最後のくだりというものが「Excellence costs. But in the long run, mediocri

ty costs far more.」Excellence になろうと思えば、大変金がかかる。mediocrity、凡庸のま

まに国民を放っておいてしまったらば、それをどうするかということにはもっともっと金がか

かると。これが「A nation at risk」の最後の言葉だったわけです。私は非常に印象的であっ

て、そのことはまさに金をかけるということの大切さを言っていたというように思います。 

 ただ、どこにかけるかということになりますと、当時アメリカは学力低下問題が非常に懸念

されていた。学力低下の状態を mediocrity いう言葉、凡庸の潮流なんて訳した人もいますけれ

ども、それはともかくそういうことだったと思います。だとするならば、今日本で本当に学力

低下が起っているのかどうかということについて、いろいろな議論がありますけれども、そう

いった学力低下の問題がいろいろと懸念され、議論されていることは事実であって、少なくと

もそういった問題を解消する、あるいは予防するということの方がより適切なのかもしれませ

んが、そのためにはやはりもっとコストをかけなければいけないのではないか、そんな気がい

たします。 

○藤田協力者 玄田さんの言われたことはそのとおりで、私が多分そういうふうに企業が撤退

と申し上げたので、これは舌足らずな表現だったと思っております。決して全面的に撤退とい

う意味ではなくて、いわゆるかつての企業内教育として、例えば日立を初めいろいろな学校を

つくってやっていた、そういうプログラムは縮小しているという意味です。逆にご指摘のよう

なさまざまなソフトなプログラムや、あるいは外部への研修への派遣や助成や奨励というのは
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非常に拡大していて、これは日本だけではなくて、実はシンガポールとスイスとアメリカと日

本の比較研究、５年間にわたる現地調査を踏まえてやったものを私は出していますが、そうい

う方向へのシフトは明らかに起っておりますし、日本でも盛んになっていることもそのとおり

だと思います。 

 ただ、やはり研修の在り方というのは国によって随分違って、シンガポールのように非常に

社会全体が教育と訓練を学校といろいろな機関とが連携しながらしょっちゅうやっているとこ

ろと、スイスやドイツのように徒弟制が非常に大きなウエイトを占めているところ、それに対

してアメリカと日本というのは、例えば専修学校が日本ほど盛んなところも珍しいと思うんで

すが、そういうような形での派遣、あるいは助成をするという形で拡大している部分は珍しい

というふうに思っております。 

○玄田委員 特に大事なことは、Off ＪＴにお金を出すのではなくて、ＯＪＴを一生懸命やる

会社に基準をつくってお金を出す仕組みをつくらないと、多分失敗するんですよね。 

○樋口座長代理 私は財務省の回し者ではないので最初にお断りしますが、やはり公的な資金、

例えば税金からお金を支給するというような場合には、これは民間企業、あるいは個人にとっ

てプラスであるということであれば、あくまでも本人の負担ということだろうと思うんです。

やはりそれによって社会的ベネフィットがあるかどうかということが公的資金を使う基本的問

題であって、それが期待できるかどうかというようなことを考えないと、企業の人材育成にお

金を出すということだけであれば、これはやはりその企業が負担すべきだというふうに思うん

です。それを通じて何か社会的にプラスであるというようなことであれば、その場合に出して

いくべきであるというようなことで、実際にそれを仕組んでいく、どういう場合に助成金を出

すかということは、すこぶる難しい問題になってくるかなというふうに思います。 

○広田委員 今の話と関わって、藤田さんの話で重要だと思うのは、社会にとって凶悪な事件

を起こすのは中卒とか高校中退とか、要するに十分なポジションが見出せない子どもたちだと

いう、そういう問題だと思います。要するに、学校で、先ほどの道徳教育で教えればいいとい

うのではなくて、つばを吐きかける子どもに道徳を言ってみてもなかなか変わらないので、む

しろ置かれた状況みたいなものをどう改善していくかということを考えないといけないと思う

んです。そうすると、若年者の育成というときに、中卒とか高校中退のようなグループに対し

て社会が何ができるかというのは、藤田先生なのか玄田さんなのか、ちょっと考え方を教えて

いただければと思うんですが。 

○玄田委員 僕はさっきの樋口さんには対抗するんですけれども、すべての若年では駄目なん
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ですよ。どちらかというと高卒無業者を採用する会社とかに、ある種の条件つきで、こういう

子どもたちを放っておくと社会的な弊害が起きるので、その子たちを採用して徒弟的に鍛える

会社に対しては助成するということは、社会的合意ができ得るんだと思う。ただ、むしろ高校

中退者とかに対する策としては、企業で雇うウエイトに対する助成というのはあり得るのでは

ないかと僕は思っています。 

○本田座長 藤田先生、何か。 

○藤田協力者 それは私もそのように思います。実際これは、例えばハンガリーでありますと

かシンガポールなんかもそうですけれども、非常に学校システムが中等教育段階以降のところ

で多様化しているところは、いろいろなプログラムを、企業との本当に接点のところで行われ

ているプログラムにも助成をしていますよね。ですから、それは今のようなある特定のカテゴ

リーがどうしてもそこにいってしまう、そこのところに適切なプログラムをやるということが

重要だと思います。 

○後藤委員 ３つほど申し上げたいことがあって、１つは今のことと関係してきて、藤田先生

のお話で大変興味深かったのは、私は少年法の研究をずっとしておりますので、どちらかとい

うと無職とか中卒の少年たちというのは前から問題がありましたが、最近の傾向としては高校

在学中の少年の非行とか、そういうものの方が大変重要だというふうに考えてきたんです。確

かに高校中退する、ないしは中学しか行かないという子どももそうなんですが、実は高校に行

っている子どもの中には、以前であれば、中学校を出ただけでそのままに終わっていた子ども

というのがかなりいるんですね。中学校のときにどんな非行があったとしても、それが例えば

暴力的な非行であったとしても、高校に入れてしまう。それもある意味簡単に入れてしまって、

そこで結局高校でドロップアウトするんですけれども、そういう意味では従来の高校の進学と

いうものが、もしかしたらある程度の非行の歯どめ等になっていたものが、今ではある意味高

校に行くことで非行を促進する要因にもなっているというような、そういう気はします。そう

いう意味では、もちろんさっき玄田さんがおっしゃったように、もちろん非行少年を見ている

立場とすれば、当然ながらそういう企業に助成をするということは、雇用を促進して居場所を

つくるということで、ある意味の非行対策になっていくという面でも大変重要なんですけれど

も、やはり、とにかく 90 何％が高校に行っている状況というものの意味というのを、もう一度

考えてみる必要があるのかなというふうに今議論を伺っていて思いました。 

 ２つ目は、制度の話を今日藤田先生から伺って、私も少年法改正のときに同じようなことを

もっと稚拙な言葉で言ってきていて、例えば今の少年司法のシステムというのは極めて高度な
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レベルで制度化が行われているというふうに思っているんです。学校も先ほど藤田先生がおっ

しゃったところによればそういう高度な制度化が行われていて、先ほどおっしゃっていたこと

で大変興味深かったのが、改革か実践での絶えざる努力かというときには、実践の絶えざる努

力が必要であると。それは学校現場でなくても少年司法でも同じですが、これだけ藤田先生が

精緻に理論化されて、いろいろなことでおっしゃっていたにも拘わらず、なぜそれが実現され

ずに終わってしまうのかと思います。それを伺っていて、私のようなものが稚拙な言葉で言っ

ていてもしょせん無理があったんだなという、そういうことを改めて確認をしてしまったわけ

なんです。何故にそういうある意味当たり前のことだと思うんですが、それが受け入れられな

いのかということなんです。先ほどおっしゃっていたような金も人手も時間もかけずに非行少

年はなくならないというふうに私もずっと言っているんですが、でも全然聞いてもらえない。

それはいろいろな要因というのは確かにあるんでしょうけれども、例えば学校という制度にお

いて、先生のおっしゃっているようなことがなかなか受け入れられない。先生の方がもっと政

策決定の現場に深くインボルブされていらして、影響力があるにも拘わらず受け入れられない

というのは、別に先生に何か問題があるというわけではないと思うんです。それこそ何か制度

的な問題だと思いますので、そこのところをちょっとお伺いさせていただきたいのが２点目で

す。 

 もう一つは価値のことで、先ほど前田さんの方からお話もあったんですが、今日の高倉先生

のお話で、私はコンドルセの公教育論とか伺ったのはあまりないことで、やはり教育論につい

てもっと勉強せねばと思った次第なんですが、価値観をどこで教えるのかというのが１つの大

きな役割だと思います。多分、今伺っていて、例えば本当にちょっと前までは心の教育と言っ

ていて、どちらかというと価値観重視の教育をしなければいけないと言っていたと思ったら、

ある日見ると学力が低下していてコンドルセの言うパブリック・インストラクションの方を重

視していて、両方できないのに常にこの２つの間で繰り返し強調部分が変わってきているよう

な印象がございまして、そうすると、多分そのパブリック・インストラクションの方は、ある

程度制度もできていますし可能だと思うんですが、やはり価値観を教えるとかそういうことに

ついて、どうすればいいのかというのが１つ残ってしまう問題なのではないかと思います。リ

テラシーをどんどんやっていけばパブリック・インストラクションの方はできるんでしょうけ

れども、では、エデュケーションという、価値観を教えるということ、価値とか道徳をどこで

教えるのか。例えば家庭も駄目だし学校も駄目だし、企業にいくと多分価値観とか教えていた

だけるのかもしれないですけれども、そこまでいってしまうんです。もう青少年というよりも
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生涯教育レベルになっていくような気もいたしますし、そうしますとどういう形でエデュケー

ション、価値観を身につけていくのかを、どういうところでどういう方法でやっていったらい

いのかというのは、いつまでも残され続けていくのではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○広田委員 最後のところの価値観をどこで教えるかという問い自体が間違っているのではな

いかと思うんです。つまり、天野さんが言うように、子どもが自然に大きくなる中で、ごつご

つしながら大きくなるみたいなものがあって、それをどこそこがどれぐらい、どこそこが何を

という形でプログラム化していくこと自体に問題があるのではないか。むしろこれまでの日本

の教育システムというのは、学校の集団的な生活をしていく中でいろいろなものを身につける

とか、そういうプログラム化しない形のソフトな形のものをつくってきたと思うんです。それ

が難しくなっているのは確かだけれども、だからといって今日の非行の統計のように、ではも

う誰にも道徳は身につかなくて、とんでもない社会になっているかというと、そういうわけで

はない。そうすると、一定量出てくるなかなか社会のルールになじめない、身につかないで社

会に放り出されてしまった子どもたちというのはいるけれども、その小数のためにシステムを

プログラム化していくこと自体がかえって別の問題を呼び込んでしまうとか、そういうふうな

気がするので、問いの立て方を変えた方がいいのではないかと思いますが。 

○後藤委員 おっしゃるとおり私は別に価値観を教えるのをプログラム化、制度化しろという

ふうには言っていなくて、多分、今日のお話でもあったように、制度化すべき部分と制度化す

べきでない部分というのが藤田先生がおっしゃったようにあると思うんです。ただ、やはりど

うしても見方としては、教育制度一般というよりも、私の視点というのはとても狭い視点なの

で、ドロップアウトした、幾らやっても教われない、今の制度の中で、また、プログラムして

いないソフトの中で、学び切れない子どもたちというのを放っておいていいのか。放っておい

ていいんだったらそれでいいんですけれども、多分それは放っておけないと思うんです。そう

したときに、そこはやはり彼らを救う何らかのある意味の制度化というのは必要なのではない

かと思うんですが。 

○広田委員 それは私も藤田さんに聞きたいところで、今の後期中等教育はどんどん子どもの

自己決定みたいな形で進路変更を認めていっている。要するに、従来は問題を抱えた子どもた

ちを一生懸命学校は抱え込んできたわけですよね、それがそういう方針をやめてきて今こうい

うふうな感じの現状になっているわけですけれども、学校がどうするのかというところが非常

に重要な問題だと思います。 
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○藤田協力者 非常に難しい問題だと思うんですが、一番最後の問題からいきますと、先ほど

広田さんの言われたように、１つは日本の学校は集団活動とか特別活動、学校の生活全般にわ

たって、間接的に道徳教育や社会性やそういったものを育むというスタイルをとってきたと思

うんです。ただ、欠けている面があるとすれば、今欧米でも盛んになっているシチズンシッ

プ・エデュケーション（市民権教育）というように、自分が自己決定していくという、状況判

断、社会やらいろいろなことを判断しながら自己決定していくという、そういう機会というの

は、例えば生徒会活動とか部活動とか、そういう何かまとめ役をするような人たちはかなり経

験を積んでいますが、一般には必ずしも多くないんです。ですから、そういう部分は意識的に

多少プログラムの中に組み込んでいく必要性はあると思います。かつての社会科の授業とかの

中にはそういったものは入っていたと思うんですけれども、それが少しいろいろなところで小

さくなっているというふうに思います。 

 それから、もう一つ重要なのは、高校には確かに今もう 97％ぐらい進学していますから、そ

れを抱え込んでしまっているという見方もありますが、私はこれはほとんど世界中先進国どこ

でもそうであって、アメリカではそのうち 20％ドロップアウトしている。ドロップアウトした

子どもたちがどこへ行くかということについて、またこれも、いわゆる受け皿という言葉を嫌

う人もいますが、とにかくそういう子どもたちが入っていける社会的に帰属する場があれば、

大体はそこに取り込まれていくわけです。ところが、そういう場がないときには、必ずしも多

くの子どもたちは何か自分を見つめたり、あるいは自己研鑚やそういったものを育む機会とい

うのは非常に乏しくなる。ですから、学校から外へ出ていっても構いませんけれども、その子

どもたちがそういう意味で制度的に 10 代の後半に所属する場があるかどうか、これが重要だと

思うんです。 

 もう一つ、学校を含めて、特に今高校の場合でいいますと、所属する集団としてその集団が、

あるいは学校という場が守るに値する場かどうかということですよね。あるいはそこで誇りを

自分なりに持てるかどうか。そういう活動、実践の仕方を特にいわゆる教育困難校と言われて

いるところは、10 年前まではあまりしてこなかった。してこなかったというと言い過ぎですけ

れども、もっとポジティブなプランをやってこなかったんですよね。ですから、例えば新聞に

も出たことがありますが、市谷商業高校なんかで学生たちがコンピューターのＮＰＯをつくっ

て、そして地域の人たちにコンピューターの授業をするなど、そういう活動、それは最初は先

生方がつくっていくわけですけれども、高校が母体になってつくっていますから、子どもたち

が主体になっているわけですけれども、結果的に子どもたちがＮＰＯ法人をつくったりなどし
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まして、そういう中で自分に対するある種の誇りのようなものを持ってくるわけです。あるい

は仲間に対して。そういうポジティブなプログラムや、あるいは機会をどれだけ学校関係者が

積極的につくっていくかということが重要なんだと思います。 

○本田座長 こちらでお手が挙がりましたね。中村さん。 

○中村委員 もう少しインターン・シップの話をお伺いしたくて先ほどから手を挙げていて、

ただ、今の最後の藤田先生のお話の中に少しそのお答えもいただいたような気もしたのですけ

れども、基本的に教育というもののかなりの部分というのは、シミュレーションをやっている

んだと思うんです。例えば、国語の教科書を読むために国語の教科書を読むのではなくて、将

来自分が読みたい本を読むために国語力を身につける。そのために国語の教科書で習っている

わけです。そのようなシミュレーションがずっと初等教育、中等教育、高等教育といっていく

中で、現実との接点が非常に薄い状態に子どもが、ある意味真空に置かれているという言い方

をなさった方もいたと思うんですけれども、そういう状態になっていることが１つ大きな問題

なのではないか。それに対する１つの答えとして例えば体験学習があったりインターン・シッ

プがあるというような位置づけで考えたときに、私は大学関係者で、どこの大学でも先ほども

出ましたようにインターン・シップへの関心は今非常に高くて、それはまさにフィールド、現

場との接点をいかに教育の中で求めていくかということの現れだと思うんです。 

 そのときに、制度化の仕方にちょっと私自分で疑問を持っているところもありまして、例え

ばインターン・シップにも単位を認めて、それもカリキュラムの中に組み込んでいこうという

ようなことをいろいろな大学の中で検討なさっていると思うんです。そのときに、実際にイン

ターン・シップに対してそのような単位評価を与えるには、その内容についてどういうふうに

決めていくのかというような形で、それはかなり一生懸命受け入れ企業の方とも打ち合わせを

しつつ、こういう内容で「ではインターン・シップをしましょう」というような協約を交わし

つつつくっていくわけなんですけれども、そのようなやり方をしていくと、今度は逆に企業の

中で現場と離れたインターン・シップというのが生まれてきてしまうのではないか。それはも

っと小さい子どもたちの体験学習においても同様なことが生まれてきてしまうと、最初の趣旨

は私も非常に賛成なんですけれども、それがある意味遊離してきてしまうのではないかという

ような疑問を感じているわけなんです。 

 それで、そのような、つまり先ほど熱く展開していた議論は、学校から出た後の企業での教

育のあり方についてだったのですが、そうではなくて学校の中で社会、例えば企業などと協力

して教育をしていく。その中で、インターン・シップの目的には、先ほど茂木委員がおっしゃ
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ったように、１つはフィールドの体験を学校に持って帰って教育の成果をより高めていくとい

う部分と、それから、卒業後にそちらに就職するためのある意味お見合い的な、マッチング的

な色彩と両方あるのだろうとは思うのですけれども、そのうちの前者というところを見た場合

に、ではよりよいインターン・シップの在り方について、どんなふうなお考えかということを

ぜひ教えていただきたいと思います。 

○本田座長 これはどちらでも。藤田先生、高倉先生、お二人がお答えくださることでしょう

か。 

○高倉協力者 よりよいインターン・シップ、私も今お話を伺いまして、計画がきちっとなっ

てしまえばしまうほど本来のインターン・シップからずれて、もう一つの別なインターン・シ

ップの制度が走っていってしまうのではないかと、そのことはよく分かります。ただ、単位を

与える云々というようなことは、やはり制度的な行為でございますので、その意味ではある程

度制度化されたものの持つマイナスの点というのを、これはやはり許容しなければならないの

ではないかと思います。問題は、なるべくそういった許容すべき制度化された部分を少なくす

るためにどうしたらいいのかと、こういうことを真剣に考えるのが現実的かなというふうに思

っております。 

 私の大学の例で申しますと、インターン・シップ云々、これは相手といろいろな協定を結ぶ。

協定を結ぶ前にいろいろなトライアルをし、何遍も何遍も打ち合わせをし、こんなときにはど

うするかというような危機管理的な発想まで持ち出しまして、十分に練り上げて実施しており

ます。それでもやはりうまくいかないというよりも、繰り返すようですがあまりにも制度化さ

れ過ぎてしまうというようなことの持つマイナス点というのは、それは感じます。だけれども、

そういうようなマイナス点というのは必ず生ずるんだということを前提にして、それを可能な

限り縮小するためにはどうするのかと、絶えずそんな心づもりで対応していると、こんなこと

でございます。 

○藤田協力者 これも非常に重要な問題だと思うんですが、１つは私は単位化自体については

必ずしも悪いとは思っていないんです。相応の時間を費やすわけですし、それを計画的に費や

すために内容のチェックは必要だと思います。しかし、少なくとも大学の単位であるからには、

そのインターン・シップの、例えば医学部とか何とかのインターンとは違いますから、時間が

大きくなっていくとすれば、ウエイトが高くなっていくならちょっと問題があると思います。 

 それから、インターン・シップ一般については、あるいは体験学習もそうですけれども、１

世紀も前にジョン・デューイが学校の社会化ということで、学校教育と社会の接点をいかに維
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持していくかが重要だということを言って、実験学校をつくったりいろいろしてきたわけです

けれども、そういう意味で今それが日本でも改めて問題になっているんだと思うんですが、１

つはこのインターン・シップだとか体験学習は、あくまでも学校が主体であって、そこの中に

飛び込んでいくということですが、先ほどからちょっと言及しています徒弟制というのは、明

らかにそうではなくて、両方に足を置いてやっているわけです。そこのところをどういうふう

にするかということで、大体徒弟制的な発想をとっているところは、そのプログラムに必ず職

業資格や何か資格証明書がリンクしています。ですから、そういう点で教育プログラムそれ自

体が企業で行われていても、証明書に合致する内容のチェックが行われているということです。 

 もう一つ、そういう点でいえば、日本のインターン・シップはやはり学校を基本にした学校

の社会化的な発想ですから、内容的な現場を知るという、そして知識の現実との接点で問い直

すということも重要ですが、実はもう一つ重要なのは、これは実際に行われていますが、ガイ

ダンス機能の方が日本の学校には極めて乏しいんです。ガイダンスのプログラム、ガイダンス

カウンセリングとアメリカなんかは言っていますけれども。いわゆる自分自身を見つめ、自分

の将来をどういうふうにデザインしていくかということについて考える機会が日本の学校教育

のプログラムの中にはあまり組み込まれていないんです。それはアメリカなんかは一番進んで

いると思いますけれども、そういう要素としても自己探求、ガイダンス、自己デザインといい

ますか、そういう方向でのインターン・シップの意味ということも重要だと思います。 

○本田座長 網野先生のお手が挙がりましたので、それから、今日、ちょっとお声のなかった

吉田さん、何かおありになりますか。もう時間が押しておりますので、おありになるとすれば

お二人で打ち切らせていただきます。 

 網野先生、どうぞ。 

○網野委員 本当に重要な議論で、私自身どういう言葉で表現していいかまだ整理がつかない

んですが、一言で申し上げますと、結局「教育とは何か」になると思うんです。教育という言

葉で、私たちがコミュニケーションしているのは、やはり教える、育てるですよね。例えば天

野委員がおっしゃっていたようなポイント、私もよく分かるんですが、やはり子どもは生まれ

て育っているわけです。そこにもう一つ教育という中にもその視点をどう入れるか、つまり、

以前にも子どもの権利とか出ていましたけれども、私はやはり教育権と学習権といいますか、

教わるということと学ぶということをかなり教育という中で考える必要があると思います。教

育の大変な専門家の方々がおられて、あるいは一般のたくさんの人々が、いわゆる教育という

のはみんな１人１人語れるわけですよね。ちょうど家族とは何かと言ったら語る人の数だけ家
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族の定義があると同じだと思うんです。その中で、やはり忘れていけないと思うのは、教育権

といったときに、どうしてもイメージは国家が教育するとか親が教育するというもので、権利

の対立とかいう場合もそうです。むしろ私は教育権というのは、子どもから見た教育権という

のは教育を受ける権利で、それは国や親、特に教員にとっては教える義務だと思うんです。教

育の義務だと思うんです。それをもう一つ見ていけば、やはり学ぶ権利、それが先ほど来いろ

いろ出ている本当に自分をしっかり見つめるとか自己実現をするとか、それから、大変印象深

い言葉だったんですが、名誉の等価性ということ、これもやはり教えよう、教えようと思って

いると見えない部分で、ひょっとして制度とか構造とかシステムとか、結局、「はい、ここま

でできましたね」という卒業証書を提供するとか、資格証を与える、これは教えることでとて

も大事だと思うんですが、やはり子ども、青少年というときに、もし教育の観点ということを

含めれば、堅苦しい言葉で言えば、やはり本当の意味の学習権をもっとしっかり私たちは受け

とめる必要があるのではないかと。 

 極端な言い方をすると、今の学校システムでどうしてもなじまない子どもに、いつもいつも

保健室とかそういうところで付き合っている教員がいてもいいのではないかと思うんです。子

どもは絶対そういう中で、端から見ていたら何やっているんだ、だらだらしてとか、どうのこ

うの言っても、そのプロセスの中で必ず成長して自分を表現したい、学びたい、そういう意欲

を取り返して、そこで今いろいろ語られている部分が見えてくるのではないか。だから、教え

込もう、教え込もうとして、実に見事に適用して育っている人の価値と同じように、学ぶとい

うよりも教えるということから見ると教えにくい子どもたちにどう教育をしているのか。先ほ

ど来のカウンセラーもそうでしょうし、サポーター的なのもそうですし、何かそこらあたりも

含めて、今後の在り方というんですかね、考えていけたらどうなんだろうかと思います。 

○本田座長 先生方にコメントを伺う前に、吉田さん、おありになりますか。 

○吉田委員 教育のゆとりとお金のことですけれども、学校と医療を結んでいる現場として言

いますが、生徒に関しては、生徒は人間として平等ではあるけれども、決して均等・均質では

ないということを常に心に抱いておいてほしいと思います。端的に言えば、まだ日本のスペシ

ャル・ニーズ・エデュケーションといいましょうか、それは大変少ない。その中の何人かの方

は、やはり私たちのところに学校不適応という形で来ているということで、それが１点あると

思います。 

 本当は、今日誰も言われませんでしたけれども、進学率の高さプラス塾産業のことについて

も、子どもの体力、気力のことを考えると重要な問題だと思います。やはり小学生が 10 時、11
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時、12 時に寝ているという現状をどういうふうに考えるかということです。 

 それから、２番目は教師の資質、ゆとりの問題ですが、先ほどの茂木委員のご提案をすべて

教師に当てはめて考えてみられたらどうかなと思いました。まず、教師は残業をしないこと。

やはり１日中活力のある子どもと付き合っていると大変疲れます。しかしながら、山のような

教材や家に持ち帰るペーパーがある場合が大変多く、教師のうつ病もその分多くなっていると

思います。それで、地域の連携のことで考えたんですが、ご両親が働いているような子どもの

放課後を学校や託児所に任せずに、もう少し地域の方が、５時から７時、８時ぐらいまで余裕

のある方がそういう連携をとっていくのが実践的ではないかと思います。 

 そして、茂木先生の話の中のインターン・シップのことを、プロの人材を目指す教師、それ

から今から教員になろうと思われている方に当てはめてみればいいと思うんです。プロフェッ

ショナルとしての教師という資質もそうですが、向いているか向いていないかということも大

変大きな問題になります。特に国公立の公務員の教師は、一度うつ病や他の精神障害になって

も、３年間ぐらいはずっと給料ももらえる状態になりますし、３日働いて６カ月うつ病による

休職期間でつないでいる方もたくさんいます。もちろん公務員を守るという意味ではそうです

けれども、それは教師にとっても生徒にとってもつらい問題で、そういう現実が復職医療審査

会のときによく出てきます。 

 それから、３番目は教師も児童、生徒も、余裕がないと本当に見えてくるものが見えてこな

いことがあります。私どもが小学校の教師を対象に、１つのおもしろい調査をしました。子ど

もの問題行動とキレる問題、つまりＡＤＨＤの調査だったんですが、同じ生徒について、協力

してくれた親と教師に、同じ子どもの問題行動について評価をしていただきましたら、日本の

親は大体欧米の親と同じぐらい自分の子どものいろいろな問題をピックアップしております。

しかしながら小学校の教師は、高学年の教師ほど同じ子どもについての問題行動をピックアッ

プしていない。もちろん学校で少しいい子ちゃんにしている子どももいますが、それを差し引

いても教師がピックアップしている率は、１人の子どもについて２，３％の問題行動です。全

体の率からいくと 10％ぐらい問題行動を拾い上げるようにカットポイントがあるにも拘わらず

そういうことが起っている。そういう意味から子どもの側にも教師の側にも人材とお金を十分

にかけた教育が生まれればいいかなと思っております。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまの網野委員、吉田委員のご発言を踏まえて、御三方から一言ずつコメントをいただ
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ければと思います。 

 この懇談会は時間を延長しても延長しても足りなくなる会でございます。今日も時間が伸び

てしまいましたので、これで終わらせていただきますが、三人の先生方、何かございましたら、

ご提言いただきたいと思います。 

○藤田協力者 まず、最初の網野委員の言われた教育とは何かという非常に難しい問題なんで

すが、ちょっと考えていることは、１つは、これは先ほど高倉先生が言われた 1960 年代から 7

0 年代の脱学校論の代表的な論者であるイヴァン・イリッチが de-schooling 論の中でプロメテ

ウスとエピメテウスを対比して、これからの彼の脱学校論のコンセプトは、プロメテウス的な

ものではなくてエピメテウス的なものにしていかなければいけないという話だったと思うんで

すが、大体制度としての学校教育は、プロメテウス的なプログラムなんですね。それに対して

イリッチは、エピメテウス的な、例えばスクール・カウンセラーや、あるいは子どものそばに

寄り添って、一緒に時を過ごす、持つ、経験をする、そういう人ですね、そういうエピメテウ

ス的なプログラムを挙げた。これ以外にもう一つ、やはり私はコミュニティというのが、全く

これが教育だとは自覚されない中で支えているものがあると思う。これは学校の中でも地域社

会の中でも家庭の中でも、これが教育だというふうには自覚していない、生活しているだけ、

そこでいろいろな活動をやっているだけだけれども、その活動の中に組み込まれているものが

実は極めて重要であるが、そういったものをいろいろな形でいろいろな人たちが重要だ、重要

だと言いながら、それをエピメテウス的であれプロメテウス的であれ、プログラムとして組も

うとするから言われるようなものになっていくんだと思うんです。ですから、そういうふうに

プログラムとして組んでいくことが重要な部分と、そしてそれは基本的なところは必要なんで

すが、もう一方で、コミュニティの中で支えているというものについて、それの認識と同時に、

それをどのように支えていくことができるのかということを考えることが重要だというふうに

思います。 

 それから、塾のことは数年前に私も塾について報告書を出していますので、それをお読みい

ただければと思うんですが、おっしゃられたこともそのとおりだというふうに思います。ただ、

非常に難しい問題、例えば学童保育の問題にしてもみんなそうですけれども、これについては

法律をちょっと変えて、学校の施設をもっと学校教育以外に活用すべきだと私は思います。 

○高倉協力者 私もレスター・スミスという人の「教育学入門」という本を読んだらば、一番

最初に「教育とは何かという答えは答える人の数だけある」というようなことで、もう読むの

をやめました。それは冗談といたしまして、それとは別に先ほど教育権、ないしは学習権とい
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うことについていろいろ貴重なご意見を本当に身にしみる思いで聞かせていただきました。大

きな流れでいえば、教育権というのは「教育する権利」の方にどうもウエイトがかかっていっ

てしまうだろう、そこで学習権という呼び方に変えていこうという大きな流れがあるというこ

とは事実です。そのことはそれで大変結構なことだと思います。ただ、国家、親、子ども、そ

れから教師の教育権の問題も出てきましたけれども、これはどの教育権が唯一なんだというよ

うなことではなくて、教育権を構造化して見る必要があるだろう。例えば子どもの学習権、

「学ぶ権利」を中心において、それを保障する、あるいはそれをサポートするために国、親、

教師というものの教育権が構造化される。そんなことをひとつきちっと整理する必要があろう

かと思います。 

 それから吉田先生、ありがとうございました。例えばスペシャル・ニーズ・エデュケーショ

ンの問題、これは私が今担当していることでいえば、重度重複障害のお子さんが増えてくると

いう状況の中で、今のように３本立ての教員免許状、盲、聾、養護学校という３本立ての教員

免許状でいいのかどうか。もっとそれをインテグレートする必要があるのではないか。しかし、

インテグレートするとしても、どういうふうにしたらいいのかというようなことで、非常に今

悩んでいるところでございますが、何らかの形で方向性を出していきたいと、こういうように

思っております。 

 それから、もう一つは教師になる前に云々と、教師の適性判断でございますが、これについ

ては、やはり面接の多様化とか、いろいろなことで行政的、あるいは制度的には対応しており

ますけれども、やはり教師になろうとするものが自己判断といいますか、自己診断をする、そ

ういった、これも勝手にしろというのではなくて、それを支えていくような、そういう仕組み

を真剣に考えていく必要があるんではなかろうかというように思います。 

 最後に教師に余裕が必要だ、それはそのとおりで、私は全く余裕がございませんが、私はそ

れに関連して、「誰が学校と教師を支えるのか」というような、そういう観点から国民みんな

がやはりもう一度教育の問題を考え直していく必要があるのではないかと、そういうことをこ

の頃強く感じているということを申し上げて終わりにしたいと思います。ありがとうございま

した。 

○茂木委員 教育とは何ぞやということは、これはお二人の学者の先生にお任せして、私はそ

の問題から少々違いますけれども、吉田委員のお話で、教育はプロでなければならないという

ことに私も全く同感でございます。ですから、やはりプロの教員としての教育というものをや

らなければいけないと思いますし、プロですから、やはりよくやった人はそれなりの評価を受
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けるべきだということです。先ほど前田委員から一生懸命やっているのだけれどもひとつも評

価してもらえないというお話がございましたけれども、それはまずいので、やはりしっかりと

やっておられる教員の方は高く評価するということで、給料などももっと上げるということを

したらいいのではないかと思います。最近、企業でございますと、その企業の従業員としての

給料というよりも、むしろ市場価値が幾らあるかという計算をするコンサルタントがおります。

ですから、教員の場合も、ある特定の学校の教員というより、むしろ教育界の中でどのレベル

にあるのかという評価もできるのではないかと思います。それから、特に教員の中で校長先生

の評価ですね。これはやはり何といっても一番重要なポイントとしてやらなければいけないだ

ろうと考えます。 

 以上です。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 評価の問題などが出てまいりますと、ここでまた一議論しなければならないかと思うんです

が、今日は本当に時間も超過しておりますので、大変もったいないような気がいたしますけれ

ども、ここで閉じさせていただきます。今日は先生方、どうも本当にありがとうございました。 

 それから、次回は 12 月 12 日の 15 時からでございます。そして、これまでご議論になかった

課題について、樋口座長代理、北村委員からご発表いただきます。それから、もう一方、恵泉

女学園大学の大日向雅美先生においでいただいてご発表いただく予定になっております。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

                                午後６時１３分閉会 


