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（出典：平成 26 年度通信利用動向調査（世帯編）） 
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（出典：平成 26 年度（内閣府 特集 今を生きる若者の意識～国際比較からみえてくるもの～ より）） 

第１部 問題意識 

 

$1-1 若者の外への“意欲薄弱”                    

 

 いまだかつてないチャンスが若者にやってきている。 

 学力向上の試行錯誤の末に、PISA では世界上位の成績を示せているし、教育サービス

は多様化し児童の個別のニーズに応えられる環境が整えられつつある。一世帯あたりの子

ども数の減少のため、親が子ども一人当たりにかけられる時間や資力が増加しているとす

る意見もある。 

 文科省が用意するトビタテ留学 Japan を

はじめとした留学の支援金、あるいは大学進

学に際して貸与型奨学金だけではなく給付

型奨学金の用意、NPO 法人 ETIC などによ

る起業家支援など、若者に機会を与えようと

する大人たちの動きは活発化している。 

 スマートフォンなど IT デバイスを幼少期

から持ち合わせ、中高年世代とは比べ物にな

らないほど IT 感度が高い。 

 機会や能力ともども、現代の若者は「恵ま

れている」のである。 

 とはいえ、能力があっても、活かそうと思わなければ宝の持ち腐れであり、磨かなけれ

ば錆びつくばかりだ。「天は自ら助くる者を助く」とは言いようで、チャンスは自ら動か

なければ手にできないわけだが、逆にいえば、外への意欲を持てなければチャンスを手に

できない。それにもかかわらず、現代の若者は新しいことに意欲を持てないという。 

 内閣府の公表しているところによると、日本の若者は諸外国の同年代に比べて意欲的に

取り組むという意識が低く、つまらない・やる気が出ないと感じる若者が多い。うまくい

くかわからないことにも意欲的に取り組むかどうかについて、フランスやドイツ、アメリ
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カといった欧米系の若者は 8 割程度が肯定的な回答をしたのに対して、日本の若者で肯定

的な回答をしたのは 52.2％と著しく低い。 

 つまらない、やる気が出ないと思うことでも、人生は長く、立ち向かわなければいけな

いことも出てくるだろう。「やりたくない」という気持ちが先行したまま続け、ストレス

を抱えたままでいると、うつ病を発症することは医学的に指摘されている。 

 また、最近の若者は将来において出世意欲も持ち合わせていないようだ。クロスマーケ

ティングの実施した「若手社員の出世・昇進意識に関する調査」によると、出世意向につ

いて以下の通りだ。 

 

（クロスマーケティング 「若手社員の出世・昇進意識に関する調査」プレスリリースより） 

 

 この調査報告に対して、「最近の若者には覇気がない」「残念だ」とする意見も多くみ

られたが、私たちはこの事態を、若者の自己責任だとはとらえない。なぜなら仕事以外に

趣味や自己研鑽に興じる若者はむしろ増加しており、内への意欲も考慮すると、意欲の総

量が低下したとは一概に判断できないからである。 

 

 

$1-2 外への意欲低下が問題だと考える理由① 現在からの要請 

 

 若者の外への意欲が低いのは、日本人なりの謙虚さの発露なのかもしれないし、意欲の

有無にかかわらず与えられた仕事を粛々とこなすことを美徳とする文化が影響を与えてい

るところもあるのだろう。 

だが、激しく動く現在の状況を鑑みるに、外を度外視し内で満足することは、大きな損

失を意味するのではないだろうか。 

 グローバル化の進展とともに国家の枠組みが弱まったこと、経済発展が BRICS を中心

に進んだこと、LCC の普及により身近かな交通手段が出現したこと、国家の崩壊などを背

景に人の移動は激しさと複雑さを増し、インターネットの拡大は膨大な流通網の確立に寄

与するとともに世界各地の情報の獲得も可能とし、世界各国での取引も支えている。こう

したヒト・モノ・カネ・情報の入り乱れる不安定な状況が出現したわけだが、考え方を変

えれば機会の宝庫ともいえる。あえて内に籠ることは大きな機会損失である。 
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精神障害に係る労災請求件数の推移 

 少子高齢化の人口構成に加え、移民を受け入れる動きの鈍い日本社会において、生産年

齢人口が減少の一途をたどることは必死であり、一人あたりの生産性を引き上げていかな

ければ現在の経済規模を維持すらできない。若者に限った話ではないが、みなが自らの能

力を存分に活かせるような状態こそが理想であり、能力を活かす機会も重要度を増す。 

教育再生実行委員会は、「教育の再生」に向けて様々な政策の方向性を提言しているが、

第７提言「教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について」の中で、「生ま

れた家庭の経済状況等にかかわらず、全ての意欲と能力のある子供達が希望する教育を受

けられるようにすることは、我が国の持続的な成長・発展を支える全員参加型社会の基盤

です。親の貧困により、夢と志に挑戦する機会を奪われることのないよう、社会全体で幼

児期から高等教育段階まで切れ目のない支援をしていくことが必要です。」と述べている

が、はたして意欲があることを前提にしていいのかは疑問の余地がある。 

 

 

$1-3 意欲低下が問題だと考える理由② 未来洞察からの要請  

 

$1-3-1 背景  

 2030 年の未来は、“人間らしさ”が価値の根源としてスポットライトの当たった社会に

なっていると考えている。そう考える根拠となる現在のうごめきを 2 つ挙げる。 

 １つ目のうごめきは、長時間労働にまつわる問題への対応である。  

社員をまるで奴隷のように酷使した挙句、道具のように使い捨てる「ブラック企業」が

社会問題化する一方で、電通や三菱電機などといった大手企業においても事業変革、人手

不足等を理由とした長時間労働が問題となり、解消への対応が模索されている。 

（出典：平成 28 年 過労死防止白書 p.29） 

 

 厚労省が平成 28 年度に発表した過労死等防止対策白書によると、精神障害に係る労災請

求件数は平成 11 年度には 155 件だったものが平成 19 年度には 952 件、平成 27 年は 1515
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件と、右肩上がりに増加しており、過労によるうつ病はついに市民権を得てしまったよう

だ。 

 そのような労働環境下において、目指されるのがディーセント・ワーク（Decent work）

の実現である。これは、1999 年に開かれた第 87 回国際労働機関（ILO）総会での事務局

長の報告で初めて使われた言葉で、日本においては「働きがいのある人間らしい仕事」と

して、厚生労働省がその概念の普及に努め、その実現のための労働政策を進めていくとし

ている。平成 24 年 7 月に閣議で決定された「日本再生戦略」でも取り上げられている。 

 2 つ目のうごめきは、人工知能の開発である。 

 知能こそが人間の特異性だと考えられてきたが、いまや科学技術の進展は著しく、人間

らしさとは何かとの問いかけがなされている。 

 ディープラーニングという、機械学習とニューロサイエンスの研究をもとにした解析手

法を実装した Google の Alpha Go が、囲碁の世界トップレベルのイ・セドルを相手に 4 勝

1 敗と大きく勝ち越したことは記憶に新しい。 

野村総合研究所はレポートにて日本の労働人口の 49%が人工知能やロボット等で代替可

能であるとの見通しを発表した。芸術、歴史学・考古学、哲学・神学など抽象的な概念を

整理・創出するための知識が要求される職業、他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴ

シエーション、サービス志向性が求められる職業は、人工知能等での代替は難しい傾向が

ある一方、必ずしも特別の知識・スキルが求められない職業に加え、データの分析や秩序

的・体系的操作が求められる職業については、人工知能等で代替できる可能性が高い傾向

が確認できたという。 

 人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏は”The Singularity Is Near: 

When Humans Transcend Biology”にて技術的特異点、シンギュラリティーについての踏

み込んだ記述を展開。2045 年にはすべての面において人工知能が人間を超えると予言した。

技術自体が、自ら考え、行動し、通常の人間には何が起こっているのか理解できないほど

迅速に相互通信できるマシンによって引き継がるため、自己改善の「暴走」することにな

り、もはや人間には理解も制御も不可能な状態になるという。 

 

 

$1-3-2 “人間らしさ”とは何か  

 上記の通り、発端は異なるが人間らしさがクローズアップされており、ここ数年のテー

マであることは間違いないようだ。 

 ところで、人間らしさとは何だろうか？ 

 2030 年において人工知能により代替されていないだろうと野村総合研究所が報告した

職業に共通して必要とされるような、抽象的な概念の整理やアイデアの創出、他人とのコ

ミュニケーションも、相対的に人間の方が成果を出しやすいという傾向を示唆するだけで、

人工知能が根本的に対処不可能な領域というわけではなく、その有無で「人間らしい」と

は判断できないだろう。 

 この点につき、Pepper の元開発責任者でロボット開発を行う「GROOVE X」CEO の林

要氏の意見が示唆的に思うので紹介する。林氏は著書『ゼロイチ』（ダイヤモンド社）にて、
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アイデアを生み出すにあたり制約を明確にすることが大事だと説く中で、以下のような論

を展開している 

 

孫正義社長から与えられた「人と心を通わせる人型ロボットを普及させる」というミッションは、

きわめて魅力的なものですから、アイデア出しにも熱がこもりました。 

（中略） 

現在の人工知能の技術では、ロボットに「意識」をもたせることができませんから、人間同士の

コミュニケーションと同じことをするのも 難しい。ここにも強い制約があるわけです。 

しかし、その制約の中で「人と心を通わせるロボット」をつくらなければならない。では「心を

通わせる」とはどういうことか？ 僕はこんなことを考えました。この世の中には、「車や自動車

に名前を付ける人」や「ぬいぐるみに話しかける人」がいる。彼らは、車やぬいぐるみが、こちら

の言葉や思いを理解しているとは思っていない。だけど、まるで相手が人間であるかのように接す

るわけです。そのとき、彼らの心の中では、車やぬいぐるみと心が通い合っているように感じてい

るはず。 

では、どんなときに、人間はモノに対してそんな思いを抱くのか？ それは、「思い入れ」をも

ったときではないでしょうか。僕自身、車や自動車に深い思い入れをもってきた人間ですから、そ

の感覚がよくわかります。あるクルマを心から好きになったとき、僕の心のなかでは、そのクルマ

は単なる部品の集合体を超えた存在になる。そして、車と心が通っているように感じるのです。 

 

 対象が存在し、それに思い入れをもつことで自分にとってかけがえのない存在となり、

人は心が通い合っているように感じるという。 

 ここに人間らしさの根源を見る。自己の内であれ外であれ、自ら心を寄せて関係を承認

する行為こそが、人間にしかできない「人間らしい」行為なのではないかと考える。 

やや叙述的だが、「人間らしさ」を認める行為によって、人間らしさが確認できるので

ある。 

 とはいえ、「人間らしさ」の規定に際して、その恣意性を無制限に認めることをよしと

するわけにはいかないだろう。対モノではなく、対ヒトである限り、一方通行的な人間性

の付与は、相手の人格を否定することにつながる懸念があり、人が生まれながらにして固

有の権利を持つとする立場からは是認できない。 

 あくまで、人間としての「らしさ」を認めるに値する要素をもって、認める行為に限定

したいところである。 

 では、何をもって我々は「らしさ」を認めるのが自然なのだろうか？ 
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仕事のどのようなところに働きがいを感じるか／感じていたか 

 働き方を例にとり考えてみたい。日本労働組合総連合会（連合）は、ネットエイジアリ

サーチのモバイルモニター会員を母集団とする全国の男女を対象に、「ディーセント・ワ

ークに関する調査」を実施、結果を発表した。1 

出典：日本労働組合総連合会（連合）調べ 

 現在就業中、または就業経験のある 968 人に、仕事のどのようなところに働きがいを感

じているか（感じていたか）を尋ねたところ、「自分のやりたい仕事ができている」と回

答した人が43.3％で最多となった。次いで、「仕事を通じて自分が成長できている」が40.0％、

「責任ある仕事を任されている」の 39.9％となっている。 

 この結果から働きがいを生み出す構造が想定できる。すなわち、自分の意志を実現でき

ていること（Will 属性）、自らの能力を生かせていること（Can 属性）、そしてそれが他

者からの要請を受けていること（Must 属性）がやりがいを生むうえで必要であり、そのな

かでも特に Will の重要度が相対的に高いということである。 

 

 

Will 属性 

・自分のやりたい仕事ができている(43.3%) 

・働きに見合った給与が支払われている(34.6%) 

・会社や組織の方針や方向性に賛成できる(14.2%) 

・自分の考えや意見を言いやすい(33.9%) 

・仕事とプライベートの両立ができている(33.7%) 

・管理職や同僚といい関係が築けている(26.4%) 

 

Can 属性 

・仕事を通じて自分が成長できている(40.0%) 

                                                   
1 調査対象は、現在会社経営者または役員の人を除く 18 歳～65 歳の男女 1,000 人、調査方法は携帯電話に

よるインターネットリサーチ、調査期間は 2014 年 8 月 22 日～8 月 26 日の 5 日間 
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・仕事上で感謝の言葉をよくかけられる(30.6%) 

・職場に教育訓練・研修の機会がある(15.1%) 

 

Must 属性 

・責任ある仕事を任されている(39.9%) 

・働きに見合った給与が支払われている(34.6%) 

・仕事上でほめられることがよくある(13.9%) 

・公平に評価されている(28.6%) 

 

その他 

・将来にわたって長期間働くことができる職場である(28.3%) 

 

 

 また、内閣府の公表している世論調査では、「収入が安定している仕事」、「自分にと

って楽しい仕事」、「自分の専門知識や能力がいかせる仕事」ほか９つの項目を用意して、

国民が理想的だと考える仕事に関して、調査を行っている。 

平成 9 年から平成 28 年まで、平成 10 年、平成 12 年を除く 18 年分のデータをまとめた

のが次ページのグラフである。（※なお平成 21 年までは 2 つまでの複数回答しか認めら

れておらず、平成 22 年以降との合計値に大きな開きが存在している。） 

傾向として、以下の点を指摘できる。これらは上述の日本労働組合総連合会が発表した

調査結果と多くの部分で関係するところである。 

 

◇ 収入が安定しているか、仕事に楽しみを見出せるか、は 20 年間理想とされ続けている 

◇ 高収入よりも、仕事の社会的意義や自分の専門性や能力が活かせるかが重要度は高い 

◇ 近年、収入の高さが求められてきている 

 

そこで、今回の報告書では「やりたいと思う気持ち《Will》」を人間らしさの追求にあ

たって欠いてはいけないものとして政策を考えていく。 
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（「内閣府 国民の生活に関する世論調査」に基づき作成） 
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$1-4 誰もが「寄り道」のできる社会を目指して         

 

 私たちは若者の意識自体が問題だと非難して満足することはしない。個人差はあるもの

の、子ども時代はだれしも好奇心に厚い以上、意欲的に取り組めないことには何かしら理

由があるはずだ。たとえ与えられたタスクであっても Will を設定し意欲的に取り組もうと

しない若者の存在は、発育環境に課題があるのではないかと考えている。その環境を特定

し、変革に努めることが必要となるだろう。 

 

 私たちは、幼少期に、ハードルの高い義務《Must》が一方的に課されたり、自発的に強

い義務感を抱いて行動する環境に身を置いたりすることで、べき論での行動が体に染みつ

いてしまい、自ら主体的に《Will》を設定する能力を養うことができなくなってしまって

いるのではないかと考えている。そうした状況を打破し、各々の想い《Will》が尊重され

る社会をつくっていく。 

 すべての想いを望むタイミングで実現させることは不可能だろう。しかし、各人それぞ

れの抱く想いが頭ごなしに否定されるような事態は防げるのではないだろうか？ 各人そ

れぞれの想いを承認したうえで実現が難しい理由を伝え、ともに納得のいく道を探すコミ

ュニケーションこそ、相手の人間らしさを剥奪しないやり取りである。 

 そのような相互尊重を前提とする社会を「寄り道のできる社会」の端緒として目指して

いく。 

 

周囲に怯え、自らの意欲の実現に遠慮をし、押し殺さなければならない社会に未来はな

いだろう。 
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第２部 本編（分析） 

本編では「やらなければならないこと《Must》」が幼少期に押し付けられ「自発的なや

る気や想い《Will》」が阻害されると、意欲をもてない大人になることを示したうえで、

具体的にどういった「押しつけ」がなされているのかを指摘する。 

そして、課題を明確にし、政策で何を意識し理想へ促していくかを示す。 

 

$2-1 モチベーション理論と、幼少期の発育環境との関係        

 

 意欲を持てない、つまり動機づけに困難をきたす若者を増加させた要因について考える

際に、モチベーション理論を参考にしたい。 

モチベーションはひとの内部にある「動因（ドライブ）」と人の外部にある「誘因（イ

ンセンティブ）」の相互作用により発生すると考えられているが、動因に注目するか誘因

に注目するかで、その後の理論展開は異なってくる。 

動因に関して、古典的な研究ながら、今なお有名なのがマズローの欲求階層説である。

マズローは欲求には右のような階層構造がある

と主張し、下位の欲求が満たされると上位の欲

求が生じるとした。 

一方、「誘因」に関する研究として有名なの

がハーズバークの動機づけ衛生理論だ。外部か

ら報酬を与えて、モチベーションを刺激しよう

とする外発的動機づけを行うことで、ひとはそ

のインセンティブを獲得しようと、自らの意思

で主体的に目標を立て、目的に向かって行動を

起こさせる内発的動機づけを行うとした。 

 大量生産・大量消費社会の競争において重視されたのが、外発的動機付けだった。表彰

制度や報奨金制度、福利厚生の充実など、労働力を確保するとともに生産効率を上げるた

め、労働者にインセンティブを付与することで労働意欲を喚起することは合理的な選択で

あった。 

 しかし、ハーズバークの理論がいう外発的動機付けは、あくまで外部が設定した目的を

遂行するうえでの考え方であって、マズローが研究対象とした、人間が根源的に持つよう

な「動因」ではない点に注意したい。 

 もし意志や能力がはっきりとしない幼少期に、外発的動機付けに支配されるような環境

に置かれると子どもたちはどうなるのだろうか？ 

成人後もモチベーションを持ち自身の意志と能力を遺憾なく発揮するためには、幼少期

における「やってみたらうまくいった（随伴経験）」経験と「自分がやりたくてやってい

る（自己決定感）」感覚が重要である。 
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牧ら（2003）は中学生の無気力感に関する研究の中で、中学生の無気力は「やってもう

まくいかない経験（非随伴経験）」が多いことよりも、「やってみたらうまくいった（随

伴経験）」が少ないことに起因する可能性を指摘した。2 

また著名な心理学者であるエドワード・L・デシは、人が好奇心や関心によって、換言す

れば「行為そのものが楽しいから（行動する）」という内発的動機付けについて、その要

因が①自己決定感（「自分の行動を自分で決めている」という感覚）、②有能感（「行動

の結果自分が役に立っている」という感覚）、さらに③interpersonal relatedness（対人

交流、重要な他者からの受容感）であることを提唱している。これに関連して松元(2014)

はストップウォッチを使った実験によって、人が外的報酬によって「やらされている」感

を持ち、行為に対する好奇心や関心を減衰させ、結果として内発的動機付けを低下させる

ことを示している（アンダーマイニング効果）。松元は自己決定感が高ければ失敗をもポ

ジティブに捉えやすくなると主張する。3 

以上を総合すれば、「やってもうまくいかない経験」や「やらされている感覚」は好奇

心を減退させ無気力な人間を生みやすいのに対し、「自分の行動を自分で決めている」、

まさに自分の《Will》に基づいていると自分で認識しながら行動することは人のやる気を

高め、さらにそれが成功体験であれば現在増加している無気力な若者の発生は減少すると

いえるのではないか。 

 

 

$2-2 【思考実験】Must が幼少期に押し付けられるとどうなるか  

 自分たちの身の回りの例を参考にして、外発的な動機付けを Must、能力を Can、意欲

を Will として考えてみると以下のようになるのではないかと考えた。 

 

幼少期に逃れられない Must が課され、 

発育に伴って Can や Will が発生するが、Must と結びつけようとするにあたって…… 

A）ともに後付けに失敗 ＝＞ 憂鬱でしかない 

B）Can の後付けに失敗 ＝＞ 劣等感を抱える ＝＞やがて Will を失う 

C）Will の後付けに失敗 ＝＞ 思い悩むが、成功者にみえるため周囲に理解されない 

D）ともに後付けに成功 ＝＞ 事情が変わらなければ幸せに生きていける 

              （Will を重視する必要性をとくべつ感じない。） 

 

 A や B がどういった事例かは想像がつくだろう。C や D について補足する。 

 学歴エリートを例にして考える。右の円グラフは、Z 会が東大生にむけて実施したアン

ケート(2008 年)で、東京大学に入学するために必要なものが実力以外にあるとすれば何か

という質問への回答である。 

                                                   
2 牧郁子,関口由香,山田幸恵,根建金男「主観的随伴経験が中学生の無気力感に及ぼす影響-尺度の標

準化と随伴性認知のメカニズムの検討-」『教育心理学研究,2003,51,298-307』 
3 松元健二「お金がやる気を失わせ、自己決定感がやる気を高める」RMS Message, 37,9-11 ペー

ジ 
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5位：保護者の教育への熱意 

6位：居住地 

その他 

Z 会調べ 

http://pr.inter-edu.com/090615/ 

 「保護者の経済力」が１位なのは世知辛いが、２位の「実力以外に必要なものはない」

とする回答をどう捉えるか。これは D の典型例だろう。 

 C の場合はどうか。発育環境が「災い」して、意欲薄弱な若者（or エリート）となって

しまった本人にとって、周囲の期待の厚さがいた

たまれない。もともと意志を実現できず（といっ

てもこれといってやりたいことがあるわけではな

いのだが）憂鬱であり、ますます憂鬱に拍車をか

ける結果となる。 

 いざ悩みを相談しても、多くの人間は成功者の

肩書を引き合いに出し、他の人も苦労しているの

だから悩む必要はないと相手にされず、孤独を味

わうのである。また、「そんなにいい学校に行っ

たのに、あんなところに就職するの？」という一言は

期待や投資を裏切られたと感じる親が一時の感情で述べるのは百歩譲って仕方がないとし

ても、知人・友人から上の言葉を投げかけられるのはなかなかに苦しい。 

他にも例を挙げる。兄弟・姉妹関係に即して考えてみてはどうだろうか？ 兄や姉は年

長者であるという理由で自身の欲求が満たされない。「お兄ちゃん／お姉ちゃん なんだか

ら、我慢しなさい！」という言葉に恐怖した長男・長女の話はよく耳にする。 

 問題の原因は、《Will》や《Can》が不明瞭なまま単一の《Must》が課され、相手の“理

想”に従うよう強制されることにある。やはり何よりも《Will》を尊重する意識を確実のも

のとすることが肝心と思われる。 

 

 

$2-3 実例①【 学力偏重 】         

 

思考実験により《Must》が押し付けられることが「自発的なやる気や想い」を阻害する

可能性を示した。以下に実例を交え、また好ましくない理由も示していく。 

 

$2-3-1 学力偏重の現状（１）  

尾木直樹は著書4にて、2002 年から実施された所謂「ゆとり教育」が予想されない形で

テスト学力偏重を強化することになったと指摘する。すなわち、本来はテスト学力だけで

はなく、体験に基づいた生きた学力を身に着ける方向へと転換するはずだったが、捻出さ

れた“ゆとり”は「主体的な学び」にではなく親の誘導にもとづいた学習塾での学習に捧

げられ、また、PISA の成績の一時的な低下をみてマスメディア等からゆとり教育が断罪

され、2011 年度改訂の学習指導要領において再度「脱ゆとり」の詰め込み型路線が選択さ

れるという事態を招いた。いまなお教育意識の高い家庭の子どもは放課後も学習塾で学び、

学校の外でもテスト学力を身につけるという価値観が浸透している。 

                                                   
4 尾木『いじめの問題をどう克服するか』（岩波新書,2013） 
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現在の子どもたちは、学校であっても家庭であっても「テスト学力を伸ばす」という大

人たちの《Will》、子どもたちにとっての《Must》に晒されることになる。 

この価値観の浸透が現れている一例が、首都圏を中心とする中学受験の増加である。ベ

ネッセの「中学校選択に関する資料」によれば、首都圏の中学受験率は 2002 年の 13.9％

から 2008 年の 20.6％に上昇している。 

 

 

（出典：ベネッセ教育総合研究所「中学受験の経年変化」） 

また、教育社会学者の苅谷が示したように5、子どもはみなテストで 100 点をとれる能力

を備えているものとする、能力平等主義が広まった結果として、努力さえすればテストは

乗り越えられるという価値観も広まった。欧米では能力に応じた教育を施すことが平等で

あり習熟度別クラスが肯定されているが、日本では受け入れられない。 

努力すればできるという考え方は、数値化された学力と結びつき、年齢や性別，国籍，

文化，障害の有無，地域の違い，家庭環境等といった多様な背景に左右されない「公平」

なものとして社会に根付き、固定化した。 

大学入試制度改革の際に指摘されたように、知識量のみを問う「従来型の学力」や、主

体的な思考力を伴わない協調性はますます通用性に乏しくなる中で、現状の高等学校教育、

大学教育、大学入学者選抜は、知識の暗記・再現に偏りがちで、思考力・判断力・表現力

や、主体性を持って多様な人々と協働する態度など、真の「学力」が十分に育成・評価さ

れていない。 

従来型の学力であっても「生きる力」を育む上で役に立たないということはないだろう

が、形式的な定期試験や大学入試を突破するためのテクニカルな技術習得に終始しても乗

り越えることは可能であり、より好ましい在り方を模索するのが賢明だ。 

                                                   
5 苅谷剛彦『大衆教育社会』（中公新書） 
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不登校状態が継続している理由（中学校・30日以上欠席） 

何より、特定の分野に強い関心をもち、その向上に夢を賭して卓越した力を磨く高校生

やグローバルな課題に積極的に向き合う活力のある高校生、身近な地域の課題に徹底的に

向き合い考え抜いて行動する高校生などが評価されずに切り捨てられる傾向にあり、それ

ぞれの夢を育み、その中で自らを鍛えるとともに、秘められた才能などを伸ばすことはで

きない。まさに「自発的なやる気や想い《Will》」」を阻害する環境と言えそうである。 

 

 テスト学力偏重主義が子どもの無気力感を招きやすいのは明らかだ。牧(2003)らは現代

社会が目標を見出しにくい環境にあり、そのことが子供たちの無気力感を助長していると

指摘する。上記の通り「テスト学力を伸ばすこと」が至上命題になり、その目標のために

時間を多く割く現状は、学力を培う以外の《Will》を設定する選択肢を子どもたちから奪

っているともいえる。 

国立教育政策研究所(2007)によ

れば、中学生の不登校の原因のう

ち「無気力」が 28.6％と「不安な

ど情緒的混乱」に次ぐ第 2 位とな

っている。6作地(1990)は「無気力

傾向の登校拒否」の背景として「目

標の喪失」を挙げている。7彼らは

身体的症状が伴わず精神的にも不

安・不穏状態に至っておらず、こ

れは誰もが陥りうる状態といえる

のではないか。 

 

$2-3-2 学力偏重の現状（２）“とりあえず”主義   

 また、学力偏重という《Must》が設定されることへの懸念として、親世代が社会状況の

変化や、本質をみることなく“とりあえず”子どもたちに促している点も問題である。 

 橘木・参鍋『世襲格差社会』にて示されていたことに、医師や政治家などの職業が親か

ら子へ継承されている傾向にあることだった。 

 長男が親の職業を世襲する割合が高いことを示したうえで、所得と世襲との間で有意な

相関関係を認め、次に長男と所得との相関がないことから、親の職業を継承すると満足の

いく所得を獲得できると予測して、子どもは親の職業を継承するのだと統計的に示した。

世襲するから長男というわけではない。 

 橘木は、所得が高くなるだろうと予測できたのはいくつかの要因があるとしつつも、職

業的威信の強さが大きく関与しているのではないかとの見解を示した。職業的威信を維持

                                                   
6 

https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/1syu-kaitei/1syu-kaitei090330/1syu-kaitei.3futoko.pdf#searc

h=%27%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%A0

%94%E7%A9%B6%E6%89%80+%E4%B8%8D%E7%99%BB%E6%A0%A1% 

27（最終閲覧 2017 年 2 月 28 日） 
7 作地眞「中学生の無気力傾向の登校拒否への援助」月刊学校教育相談,10,16-21 ページ 
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[分類名] 

[パーセン

テージ] 

大体知っ

ている 

16% 

よく知ら

ない 

37% 

[分類名] 

[パーセン

テージ] 

東大入学後について、どれくらい 

知識を持っていますか？ 

Z 会調べ 

http://pr.inter-edu.com/090615/ 

するためには金銭的なゆとりも必要であり、それを目にした子どもも、あえて親の意向か

ら外れるメリットが小さいのだろう。 

 「医者の子は医者」とは俗的なもの言いだが、親の威信を子どもが引き受けざるを得な

いというのは《Will》を尊重する観点からは好ましくない。ましてや AI が医療に進出し圧

倒的な効率性と診断技術をもって将来、分野によっては代替されることが予想されている。

現に、東大発ベンチャーの L Pixel はディープラーニングによる高度な画像解析を医療分

野に応用しているが、同社の脳の CT スキャン画像解析により、医師の診断にかかる時間

は 1/100 になりました。画像解析による脳腫瘍の正解率は 95%を誇るという。 

加えて、社会保障費の膨張を抑えるために予防医学を重視することは政府も名言8してお

り、人材の飽和の結果として投資コストに比して憂き目にあった弁護士業の二の舞となる

危険性も大いにある。 

にもかかわらず医学部人気は高まるばかりだ。9 

少子化と大学の増加により、大学全入時代に突入したが、医学部の倍率は依然として上

昇中で、経済的安定と社会的地位の髙さはやはり魅力的であり、子どもに就かせたいラン

キングでも上位に食い込む。10 

 また、学歴を身につければ、世界が広がる！可能性が広がる！安定的な地位にいられる！

という夢をみせて子どもに勉強をさせる親は

少なくないだろうが、学歴を付けた先に何が待

っているかまで把握して子どもたちを叱咤激

励しているわけでは必ずしもない。 

右の円グラフは、Z 会が 2008 年に東大合格

者の親に実施したアンケートで、東大入学後に

ついての知識を問うたものだが、7 割の親は知

らないと回答した。 

 医学部にせよ、学歴にせよ、共通するのは“と

りあえず”主義である。実際に自分たちが生活

する世界をみて正しいとする道を選択する。子

どもたちが大人となるのは十数年後であるにもかかわらず。 

 目標を達成するための忍耐力や自己抑制，目標への情熱、他者と協力するための社会性

や敬意，思いやり、情動を抑制するための自尊心や楽観性，自信といった非認知能力の重

要性も説かれるが、あくまで学力の土台として注目を集めているのが現状だ。 

 

 

$2-4 実例②【 道徳教育 】                 

 

                                                   
8 健康日本 21 http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/s0.html 
9 Crinic Station Portal「空前の医学部人気」その本当の理由とは？  

～西高東低？猫も杓子も医師希望？～ http://clinicstation.jp/topics/464/ 
10 （日経 DUAL）親が子に望む職業、「公務員」「医療系」が人気

http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2635&n_cid=DUALTW03 

http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/s0.html
http://clinicstation.jp/topics/464/
http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=2635&n_cid=DUALTW03
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学力偏重に加えて、道徳教育の強化もまた、子どもたちが《Must》環境に置かれている

好例として取り上げるべきものだろう。太平洋戦争中の修身の授業の反省から、道徳教育

は絶妙な立ち位置にあったが、いじめ問題を端緒として、国家主導で道徳教育を進める動

きが活発化している。 

以下に、いじめ問題の歴史を簡単に振り返りつつ、なぜ道徳教育の強化が好ましくない

か指摘したい。 

 

$2-4-1 いじめ問題の４つの波   

いじめ問題は 1970 年代後半から、いじめ問題が少しずつ表面化してきた。もっとも当

時は、高校進学率が急上昇する中、入試競争が激化し、「強い者」を評価する価値観が優

勢な時代の雰囲気があり「いじめられっ子」のひ弱さに目が向けられがちだったという。 

「いじめられっ子」が被害者として捉えられるようになったのは、1979 年の埼玉県中学

校いじめ事件（通称、林賢一君事件）である。自殺にまで追い込むいじめの攻撃性や、学

校の初期対応のまずさ、ずさんな調査報告書にみられる学校・教育委員会の隠ぺい体質が、

取り上げられ、被害者が在日朝鮮人であったことから民族差別の懸念も相まって大きな社

会問題となった。 

 この林賢一君事件から 2010 年代まで 30 年余りの間に、いじめ自殺を契機として社会的

に注目を集め、時間の経過とともに忘れられ、また次のいじめ自殺で盛り上がるという流

れを繰り返す。 

 「第一のピーク」は、1984、85 年から 87 年ごろのおよそ 3,4 年間。85 年に痛ましい事

件が相次ぎ小中学生 10 人以上が自殺する結果を受けて、文部省は「児童生徒の問題行動に

関する検討会議」を設置しいじめ実態調査を始めるとともに、同会議は「緊急提言―いじ

めの問題の解決のためのアピール」を提出した。 

 「第二のピーク」は 1994 年から 96 年ごろのおよそ 3 年間。当時中学 2 年生だった大河

内清輝君は、小学 6 年ごろから続く深刻ないじめ11を受けて自殺した。89 年 11 月に国連

総会で採決された「子どもの権利条約」の影響もあり、いじめに関して人権の観点から議

論されるようになり、「いじめは、いじめる側に問題があり、いじめは恥ずべきもの、許

されないもの」と明確にとらえられていた。 

この時期にはいじめ発見のためのアンケート調査や、カウンセラーの全国的な配置など

様々に取り組みがなされたが、特に、文部省が「学校が確認したもの」から「本人の訴え

があればいじめと確認」するといじめの定義を変更したのは一つの画期であった。 

「第三のピーク」は 2006 年ごろ。2005 年 9 月に北海道滝川市の小学校 6 年生女子が 7

通もの遺書を教卓に残して教室内で首をつり、2006 年 10 月には福岡県筑前町の町立中学

校 2 年男子が遺書を残して自殺。2006 年の 1 年間に報道されただけでも、いじめ自殺は

12 件に上る（未遂の 2 件も含む）。いじめ自殺予告の手紙が文部科学大臣宛に届いたため

                                                   
11 同級生数人によるいじめは、やがて多額の現金なども要求され取られるなど、恐喝や暴行といった犯罪行

為を伴う、深刻ないじめが続いた。被害者は遺書にて詳細ないじめの内容を告発し、「いつも四人の人にお金

を取られていました。そして今日、もっていくお金がどうしてもみつからなかったし、これから生きていて

も…」「まだ、やりたいことがたくさんあったけど、…本当にすみません」というような文面がしたためられ

ていた。 
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出典：平成 26 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
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当時の伊吹文明大臣が緊急記者会見を開き、「いじめられて苦しんでいる君は、けっして

ひとりぼっちじゃないんだよ」との「文部科学大臣からのお願い」を広報した。 

この結果、いじめ件数が特に増加したわけでもないにもかかわらず社会問題化し、安倍

内閣に設置されていた教育再生会議は「いじめ問題への緊急提言」(後述) を発表。実態調

査に乗り出した。 

 「第四のピーク」は 2011 年ごろ以降。大津事件を皮切りに、現在に続く。 

 

$2-4-2 対策のピントのズレ   

いじめ問題について、被害者の落ち度ではなく加害者に全面的な責任を認める向きは、

歓迎されるべきだが、いじめが定期的に社会問題化する背景には国や学校、社会の姿勢に

それぞれ問題があると考えるのが妥当だろう。 

安倍内閣に設置されている教育再生実行委員会は、大津事件に際して「学校は、子どもに

対し、いじめは反社会的な行為として絶対許されないことであり、かつ、いじめを見て見

ぬふりをする者も加害者であることを徹底して指導する。…徹底的に調査を行い、…問題

を起こす子どもに対して、懲戒の基準を

明確にし、毅然とした対応をとる。」と

発表し、道徳教育の強化を提唱。2018

年の教科化に向けた準備を進める。 

しかしこれは、いじめが起きる原因や

学校での対応が後手に回ってしまう背

景などを深く検証しない、短絡的な対応

策のように思える。 

教科化における工夫として、「考え、

話し合い」の中ですすめていくことを挙

げているが、結局のところ「正解」は決

まっているのであり、ややピントがずれ

ているのではないだろうか。 

尾木は、道徳教育をこのように強化し

たところでいじめ問題が克服できる道理

はないとする。その理由として、そもそも

いじめの加害者は、学校や家庭でストレスを抱え、そこに思春期特有の複雑な心理の絡み

合うことで本人としても攻撃の衝動を抑えられない場合が多いことを指摘する。そうした

子どもに、教師が上から規範意識を身につけさせよう、「いじめはダメ」と蓋をしても、

根本的な解決にはならないのである。 

今津が紹介したオーストラリアでの調査報告12も、いじめ加害者のなかに不満や不安、

いら立ちが生まれる家庭の事情を推し量る上で重要な示唆を与える。 

                                                   
12 今津はロンドン大学教育大学内で手にしたオーストラリアでの調査研究報告『学校でのいじめ —そして何

をなすべきか』(1996 年)において、いじめ加害者が自分の家族について感じたことの調査に目を引いたとい

う。そこには以下のような整理がなされていた。 

〇私の家族は、私が悲しかったとき、共感もしてくれなければ、理解も示してくれない 

〇私の家族は、家族が問題を抱えたとき、一緒になって対処しようとはしない 
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$2-5 総括 

 

発育期に「やらなければいけないこと《Must》」が課される環境にあると、「自発的な

やる気や想い《Will》」が阻害され、結果として無気力な、意欲を持たない若者を生み出

してしまうのではないかということを示した。 

そして、その《Must》は社会的に好ましくないものとは限らない。学力偏重の背景には

大人の子どもへの期待や“思いやり”もあるし、道徳の教科化も“いじめ”に苦しむ生徒

を考えての対処なわけだが、そういった意味・意義のある取り組みだからこそ、問題を潜

在化させる。 

他にも身近なやり取りの中で《Must》を押し付けてしまっていることもあるだろう。例

えば、子どもたちから寄せられる「（こんなにも辛いのに）なぜ勉強しなければいけないのか」

という素朴な問いに対し、大人はどう答えるのだろうか。「よい暮らし」をするため、将

来の選択肢を増やすため……etc 

どの答えもきっと間違いではないが、カウンセルの観点からいうと、そう述べるのは回

答として好ましくない。なぜなら、勉強する理由を求める子どもたちは、自分たちが抱く

「辛さ」への共感と、勉強する理由として「辛さ」を甘受するに値するもの、つまり彼ら

自身が「勉強するべきだ」と納得できるものを求めているのであって、大人の考える勉強

する理由を参考にこそすれ、無条件に受け入れるわけではないからである。「正解」を提

示するのではなく、共に答えを考えていく姿勢が理想とされる。 

 

ここで重要なのは、質問に答えた大人には子どもの《Will》を無視しようという意志が

ない点だ。多少、面倒に思いながらも、子どもの問いに回答を示そうとしている。しかし

ながら、勉強をするべきだという《Must》の枠組みから出ていないのである。 

相手の《Will》を尊重することは、コミュニケーションの方法を知らなければ存外に難

易度が高い。なぜなら、われわれは普段、様々な《Must》の中で生き、《Must》により

生かされていて、それとして疑わないからだ。「なぜ勉強するのか」と問われたとき、「そ

れは、そういうものだから」というのが率直な回答ではないだろうか？ 

昨今、相対的貧困や高度専門人材の育成を喫緊の課題として高齢者の保護から次世代へ

の投資が叫ばれているが、貧困層でも超優秀層でもなく、スポットライトの当たらない“ほ

どほど”層こそ、《Must》の中で生きてこようと努めてきた分、《Must》を他者へ無意識

的に押し付けてしまう危険性が高いのではないかと考えている。 

解決の方向性として、公教育において 《Must》に縛られない環境整備と相手の《Will》

を尊重するやり取りを身につける仕組みづくりを最優先に取り組み、《Must》を生み出す

環境の除去を並行して目指していく。 

 というのも、上に見てきたような、思いやりや無意識による《Must》の強制といった事

態の背景には従来の価値観と、教育に課題があるように思われるからだ。それらを変え、

                                                                                                                                                                         

〇私の家族は私をまだ子どものように扱い、一個の人間として応じてくれない 

〇両親は私の将来や進路について関心を持っていない 

〇私の家族は、互いに他の感情を考慮することがない 



 

21 

 

効果を生むには長い時間がかかることが予想されるため、新たな環境を用意し、またその

環境下での振舞い方を伝えていくのだ。 
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第３部 政策提言 

 第二部にて、発育期に「やらなければいけないこと《Must》」（以下、《Must》と表

記）を受け入れるよう求められる環境にあると、「自発的なやる気や想い《Will》」に基

づいて意欲をもつ力を強めることができないこと、もし《Must》に対し随伴経験を持てな

い場合には自己肯定感を培うことができず、意志薄弱に陥ることを事例を交えながら示し、

《Must》による”支配”の危険性を指摘した。もっとも、大人や社会の提示する《Must》は

おおむね子どもの将来の充実を考えての”思いやり”であることもあって、それとして非難

の対象にはなり辛く、問題を潜在化させる。 

 そうした前提のもとで、学校選択の自由化や成果主義の広がりにより学力偏重が学校や

家庭の区別なく広がり、大津小事件などいじめ問題の対応策として道徳教育の強化が進め

られているといった、子どもを取り巻く環境は決して望ましいものとはいえず、相対的貧

困や高度専門人材の育成を喫緊の課題として高齢者の保護から次世代への投資が叫ばれる

中、貧困層でも超優秀層でもなく、スポットライトの当たらない”ほどほど”層への対応も

忘れてはいけないとした。 

そして、公教育において 《Must》に縛られない環境整備と相手の《Will》を尊重する

やり取りを身につける仕組みづくりを最優先に取り組み、《Must》を生み出す環境の除去

を並行して目指していくとまとめた。 

 

第三部では具体的に、政策提言へと移っていく。 

 公教育に関してのプレイヤーは、①家庭・親 ②学校・教師 ③国 ④子どもであり、

この４者間関係の調整が求められるが、

今後、①～③が教育に対しどれほどコミ

ットできるかは定かではない。 

 安倍政権は労働人口減少への対策と、

男女共同参画社会の実現のため女性の社

会進出の一層の促進を提唱している。年

功序列・終身雇用制の維持はもはや難し

く、家庭所得を男性にのみ任せられる時

代は終焉を迎えた。共働き世帯は今後も

増加の一途をたどるだろう。 

（出典：内閣府男女共同参画局 就業をめぐる状況） 

 学校に情報開示の風が吹き、経営的観点が取り入れられるようになった結果として、親

や教育委員会、国を意識した成果主義的な運営を余儀なくされているという点はすでに指

摘した通りだが、教員も限界が近い。 

 愛知県教職員労働組合協議会（愛教労）によると、2016 年 4 月に新たに着任した名古屋

市立中学校の新任教諭の「残業時間」が、月平均で 100 時間に迫り、国の定める過労死ラ

インの 80 時間を優に越している状況だと判明したという。通常の学級担当に加え、部活動

の指導や、文科省からの調査・報告書の作成などの雑務が大きな負担となっている。 
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 国としても教育に多くの予算を割くことができればいいが、現実として一般財源からの

拠出であり、毎年、社会情勢に左右される不安定さをみると心もとない。 

 この状況下において、公教育に新たなプレイヤーを組み込み、家庭・親や学校・教員、

国の負担を均しながら、ゆとりを創出することが求められ、地域や民間企業がその担い手

として注目されている。 

 提言する政策も、基本的にこの流れを踏襲しつつ、子どもたちが《Must》に縛られない

でいられる環境をつくっていく方針を探る。 

 児童福祉法改正により「子どもの権利条約」批准後 22 年たってようやく子どもの権利が

法律に明文化されたが、構造上、弱い立場に立たされるアクターを保護することは労働法

にすでにみられる考え方であり、従来、家庭・学校の枠組みの中で相対的に弱い立場にあ

った子どもたちに寄り添う主体をつくっていくのが先決だろう。 

 ただし、従来の児童相談所のようなトラブルが起こって初めて利用を検討するような体

制は好ましくない。問題が発生する前から日常的にかかわれるような主体の登場が待たれ

るのである。 

方針として以下に３つ掲げる。 

・公教育に地域や民間企業を参加させ、家や学校の負担を軽減させる 

・実態として、子どもを精神的に孤立させない 

・閉鎖的な空間を極力取り除く 

 

手段を考えるときに「第三の居場所」「法教育」「学級制度」の３つがキーワードだ。 

第三の居場所を整備して《Must》から逃れられる環境を子どもたちに与える。 

法教育により、相手の《Will》と自分の《Will》を調和させる方法を学ぶ。 

そして、《Must》を生みやすい閉鎖的な環境となりうる既存の学級制度をより、学校を

《Will》ファーストな環境へと変えていく。 

 

 

$3-1 居場所の設置と充実 ～ Must に縛られない環境の整備 ～                  

 

昨今、こども食堂が各地で作られている。食事をたべ、楽しみながら生活習慣をみにつ

ける場や、勉強以外の自分の可能性に気づくきっかけを与えていく。実際、学校では「ど

うせ自分は勉強できないし」と授業を寝て過ごしていた児童が、こども食堂に訪れて「料

理だったら自分もできるかもしれない」と意欲的に取り組んでいたという事例がある。 

三菱総合研究所によると、小学校高学年（10 歳以上）から中学校 3 年生までの間の子ど

ものための行政のサービスが十分に行われにくい現状があり、更に経済的に問題がない家

庭の場合、「制度の狭間」に陥っている。従って小学校低学年までは、「鍵っ子」たちの

ために用意されている学童保育の対象を、限られた低学年の児童にするのではなく、誰で

も立ち寄れる場所に変えていく。どこの学校という帰属意識とも関係ない場所作りに期待

が寄せられているが、認知や利便性に大きな課題を抱えている。 

 公民館を利用した市町村や NPO 法人による居場所づくりの例は既に存在するが、公民

館の利用率は全国的に高水準とは言えず、子どもの居場所としての機能は限定的である。 
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ほぼ毎月 

8.7% 

年に数回 

17.1% 

ここ1年に1回以上 

11.6% 

この1年は未使用 

62.6% 

公民館の 

利用率 

（N＝1182人） 

公民館

の役

割、活

動内容

を知っ

ている 

24.3% 
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知って

いる

が、役
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動内… 

わから

ない 

17.7% 

公民館 

未使用者の 

意識 

 

 

また、学童保育も問題を抱えている。市町村からの運営委託によって NPO 法人や民間

企業がその担い手となっているが、学童待機児童は 2015 年の調査で把握した数で全国

15,000 人以上。政府による「放課後子ども総合プラン」による学童保育と放課後子ども教

室の一体化の促進が行われる一方で、給与水準の低さから指導員の慢性的な人手不足、空

き教室数の限りからスペース確保の問題など課題を抱えている。 

よって、学校外の既存のスペースや人材を活用する方法が有効だと考えられる。 

全般的に運営資金に課題がある。こども食堂も、家庭で眠っている食料の寄贈や食品製

造業者等からの印字ミス製品等の寄贈、食品小売店等からの賞味期限内で残っている商品

等の寄贈、地域住民ボランティアによる調理の手伝いを活用するなど、フードバンク活動

を通した地域コミュニティとの連携を通して費用の軽減を図っている。 

 

・子どもの貧困が取り上げられる中で、注目度は高まっている。 

・公民館や学校施設の利用は現状、期待できない 

・とはいえ運営資金に課題 

 

 

$3-2 学級制度の改革 ～ Must を生む環境の除去 ～                    

 

閉鎖的な環境においては関係性が固定化され、《Must》が生まれる可能性も高まる。し

たがってその閉鎖性を除去するという方針の下、学級制度の改革を目指していく。学区制

の撤廃や学力テストの導入を踏まえて、表面的な数値目標による成果主義が学校経営に取

り入られた結果として、校長は教育委員会の、教師は校長の方針に気を配り、学級の中で

教師公認の「都合のいい」生徒と「都合の悪い」生徒が生まれてしまう環境にあると、尾

木は指摘する。 

もっとも、「効果のある教育」を目指すのは日本の教育行政の大きな流れであり、新自

由主義的な経営をここにきて転換するのもまた現場を混乱させる結果になるだろう。 

（出典）三菱総合研究所 

平成 22 年度「生涯学習施策に関する調査研究」社会教育施設の利用者

アンケート等による効果的社会教育施設形成に関する調査研究 
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25.2% 

27.3% 

32.5% 

24.6% 

29.3% 

42.1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

上のほう 

やや上のほう 

真ん中～下 

「とてもそう思う」＋「わりとそう思う」の％ 

学
校
成
績
別 

何のために勉強するのか分からないときがある 

受験しない（1224） 受験する（202） 

従来の、年齢集団的で習熟度によらない学級制の問題点として。混合能力編成のクラス

を教えることの難しさが挙げられる。大半の教師は，中位の生徒をターゲットにするため

に，優秀な生徒はフラストレーションを感じ，低い能力の生徒は置き去りにされていく。

教師の技量の問題でない点に注意したい。 

また、学習塾等の利用により、クラス内で成績の良い子と悪い子の差が開く状況に拍車

がかかっており、置き去りにされる成績下位層の子どもは、自分なりの努力が「良い成績

＝結果」に表れないという経験を重ねていき、やがて「努力しても無駄だ」「自分が勉強

したところでどうせ成績は変わらない」という気持ちを持つようになる。いわゆる非随伴

経験を繰り返すことによる学習性無力感である。 

（出典：ベネッセ教育研究所「中学選択の多様化と子どもの生活の分化｜「中学選択に関する調査」から｜」） 

 

もっとも、混合能力編成クラスの良さとして、すべての生徒を平等に取り扱い，共通の

教育を与えられること、“協争的”な関係を築き、ピア効果が生じることが期待できるこ

とが挙げられている。 

加えて、欧米のような飛び級制度を導入することへの懸念もある。例えば、公文式では

年齢にかかわらず、実力により難易度が上がっていく仕組みが取り入れられており、世界

的にも評価されているところであるが、以下のような弊害が指摘されている。 

 

・試行錯誤が苦手に 

・早く進む子が優れているという価値観の定着（「成果の大きさ」＞「努力のプロセス」） 

・理解を深める楽しさを奪う 

・完璧主義になる（100 点をとれないと次に進めないので、ミスをしない意識が強まる） 

・便利な道具に頼ってしまう 

 

この点からも、学校内に欧米のような飛び級制度を導入するのは好ましくないだろう。 

学校は生活習慣や協働生活を学ぶ場でもある。早さだけが価値となり、優劣の判断がなさ

れるのでは、《Will》が尊重される社会をつくるという政策理念に反する。 
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そこで、混合能力編成クラスのよさを残しつつ、能力主義的な授業編成の実現を期待し

たい。具体的には、①それぞれの能力や進度に即した学習を可能とし、子どもたちに自分

なりの在り方でいいのだという承認をすること、②多様性の担保と閉鎖的な環境の除去を

大きな目的に、A) 数学、国語、英語に関して、学年・クラスの幅を超えた習熟度別授業を

展開し、(B) 特定の科目について「飛び級」や「留年」が存在する環境を整えながらも、

(C) 体育や音楽などは従来のクラス編成とし、ピア効果を発揮するために必要な「仲間」

をより多層的に発見する機会を保障する。こうして同じ講義に様々な学年の児童が参加し、

定期的に出入りのある状態を整える。 

科目ごとで“飛び級制度”を設けるわけだが、特に、学習が遅れている児童を置き去り

にしない点で効果が大きいと思われる。既存の制度では特定の科目の理解が不十分であっ

ても学年が上がっていく運用がなされているが、応用のためには基礎固めが重要であるか

ら、基礎レベルを蔑ろにされるのは本来的には好ましくないはずだ。 

とはいえ生徒一人一人で受ける授業レベルが異なるため、生徒と教師の関係も希薄化す

るだろう。子どもたちに伴走する主体の確保も求められるだろう。 

 

・子どもたちが自らのペースでの学べる環境を整え、《Will》を阻害しない 

・能力混合型クラスにもメリットがあり、一概に否定できない。具体的にはピア効果など 

・学級が閉じてしまうことで《Must》が生まれる。多様性と流動性の確保が肝心 

・能力主義に傾倒すると、《Must》が生まれる 

・科目ごとの“飛び級制度”であり、生徒教師間の関係性希薄化。新たに伴走者が必要 

 

 

$3-3 法教育  ～ 主体的に相手の Will を尊重する意識の獲得 ～                       

 

道徳教育に代わり、同じく規範意識を内在しつつも意見の対立を前提に共生のルールを

考える、法に関する教育を広めていく。 

法教育とは、法や司法が身近な社会になってきた現在、将来の法を担う主権者である子

どもたちへの新しい教育として注目されている。法的教養（legal literacy）を育成するも

ので、「法律専門家でない人々に対する、法に係わる基本的な知識、考え方、さらにはそ

れに必要な技能等の教育」と定義できる。無意識に法に囲まれて生活する人々が、自由で

公正な社会で、精一杯に充実して人間の尊厳をもって生きる上で役に立つ、法的な権利や

それに伴う責任等を学ぶ教育だ。 

そもそも法とは、人を縛るものではなく、私的自治の原則のもと人々の共生のためのル

ールであるにも関わらず、多くの場合誤解されている。好ましくないことが起こった際に

短兵急に「法規制」を求める声が上がるのは誤解がある証左であろう。 

「誰もが寄り道のできる社会」には相互尊重の文化が根付くことが肝心であると考えて

いる。というのも、もし特定の個人が自由に選択し「寄り道」できたとして、周囲がそれ

を好ましいことと思わなければ、次に「寄り道」を考えた個人は思いとどまるよう働きか

けられるだろう。したがって、周囲の承認は、誰もが寄り道をするためには不可欠な要素
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といえる。もっとも、相互尊重は本来、基本的人権の尊重や公共の福祉といった形で現行

憲法に内在している価値観であるから、その掘り起こしで足りる。 

しかしながら、法教育に取り組む島田13によると、教育現場で憲法を教えるにあたって

重視されるのは 9 条【戦争放棄】と 25 条【生存権】であり、しかも深く意味を考えるこ

となく、暗記で十分とされる現状があるという。この実態の裏には、「授業予定の余裕の

なさ」「受験偏重で形骸化」「教師が法を体系的に学んでいない」「生徒としても実感が

わかない」があり、自然と解決するような類の問題ではない。 

法教育は「生意気」な子どもを生むだけであり、まずは規範意識を強く身につけさせる

べきだとする意見もあるかもしれない。あるいは家庭の教育方針に反するとする意見もあ

るかもしれない。たしかに、日本の子育てにおいて家庭あるいは親は大きな影響を及ぼす

主体であり、親権は厚く保護されてきたわけだ。しかし、いまこそ転換の時である。子ど

もの権利条約批准から 20 年以上が経ち、児童福祉法改正により、ようやく子どもの権利が

明文化された。親といっても子ども人権を侵害することはもはや許されない。 

 東京大学法科大学院出張教室というサークルがある。法律を学ぶ学生が、大学院生なり

の視点で法律の誤解を着眼点に授業をつくり、子どもたちに法に触れる機会を提供する授

業を展開している。形式的でない授業は、子どもたちが楽しむことも念頭に作られており、

例えば「廊下の利用にあたってのルール作り」といった、学校生活に即した題材が扱われ

るのだ。ただ、場所の確保や集客の不確定性、さらに運営側の信用問題が重なり、プログ

ラムの開催が学生の出身校に偏っている現状があり、全国展開には課題が多い。 

 

 

$3-4 実行プロセス                      

 

下の表に記した 3 段階を踏むことを考えている。 

子どもを取り巻く環境に地域や民間企業を参画させて家庭・親や学校・教師の負担を軽

減。学級や授業科目に新たな取り組みを実施することで公教育において Will をもち、相互

に尊重し合う文化を身につけ広げてられるよう、環境を変えていく。 

 STEP１ではよりみち広場を設置し、官民連携の運用を始める。STEP２では、よりみち

広場から、地域や民間企業が子どもたちに関わっていく。 

 そして STEP 3 では、いよいよ学級制度の転換を試み、よりみち広場間での交流も促進

し、よりみち広場が新たな閉鎖空間とならないような仕掛けを施していく。 

 

 

 

 

                                                   
13 教員が集う 中高生のための映像教室 『憲法を観る』「学校教育の中の法教育・憲法教育」（2010

年） 島田浩孝さん（弁護士・埼玉弁護士会法教育プロジェクトチーム座長）

http://www.jicl.jp/mirukenpo/kenpou_kyouiku/backnumber/100816.html  
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◇ STEP 1 学校や家庭に対し、「よりみち広場」の存在と利用価値の認知を図る  

 

・より道広場の設置、官民連携による運営をもとに全国展開 

・家庭科・情報・課外活動を中心に学校と連携。 

〔目的〕教師と運営スタッフの信頼関係を築くこと、児童への周知 

・土曜日・日曜日限定の公共交通パスの子育て世帯へ配布。 

〔目的〕児童への移動手段提供、家庭への周知 

・学習指導要領の柔軟化 

・法教育など、各種教育プログラムの実践開始 

 

 学校に外部の人間が立ち入るにあたって、セキュリティの観点から関係者には強い忌避

感がある。刃物を持った男が立ち入り、児童 8 名（当時 2 年生 7 名、1 年生 1 名）が殺害

され、児童 13 名や教諭 2 名が傷害を負った附属池田小事件から 15 年以上の月日が経過し

たが、学校の安全神話が崩れた点で衝撃は大きかったという。 

 子どもと地域がつながる場所を用意するにあたり、学校を起点とした地域連携は信頼関

係の構築に時間がかかる以上迅速性に欠け、公民館など学校外に拠点を用意する方向性で

検討していく。設置を目指す第三の居場所をこの報告書では「よりみち広場」と呼ぶ。 

 なお、「よりみち広場」は極力交通の便のよいところに設置するように注意したい。STEP 

2 以降、民間に有料で開放し運営資金を稼ぐため、経営的観点から工夫を施す。運営主体

は自治体と民間の混合とし、ふるさと納税をモデルとした目的税を新たに設け、基礎自治

体に財源の管理を任せつつ、不足分は中央から補助金を拠出する。 

 STEP 1 においては、「よりみち広場」の認知度の向上をはかること、大人世代に有用

性を実感してもらうことが目標であり、法教育プログラムの実践研究およびノウハウ集積、

学習指導要領の改訂といった STEP 2、STEP 3 の準備も進めていく。 

具体的には、英語や音楽、課外活動、プログラミング教育など家庭や学校で取り組むに

あたって、「よりみち広場」でプログラムを用意し、学校に対してそれらの利活用を義務

よりみち広場 法教育 学級制度改革

目的 M ustに縛られない環境の整備 W illを尊重する方法の習得 M ustを生み出す環境の除去

S T E P  1

・学校教育との連携

　（家庭科やプログラミング等）

・家庭への認知をはかる

　（子ども向け土日公共交通無料パス配布）

・よりみち広場での実験

・プログラムのブラッシュアップ

・学習指導要領の柔軟化

・文科省での検討会開始

S T E P  2

・民間への平日有料開放

・地域を巻き込んだ企画の実施

・学生インターンの受け入れ

・よりみち広場内で全国展開

・教員の巻き込み、ノウハウ浸透

・学校外での学習補助体制整備

・新学習指導要領の勉強会主催

S T E P  3
・よりみち広場間での水平連携

・外部交流促進

・学校での実践

・親への訴求

・能力別クラス編成開始

　（英語、算数、国語のみ）

政策提言
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付けることで、①児童に「よりみち広場」の存在を認識させること ②教師と運営スタッフ

が関係をもちお互いに信頼を構築するきっかけをつくること、を目指す。そして公共交通

機関と連携し、土日の「よりみち広場」への移動につき無料で利用できる公共交通パスを

家庭に配布することで、利用が経済的な負担とならない体制を整えるとともに、家庭への

周知も図る。 

 児童が初めて「よりみち広場」を訪れるのは平日、学校単位での利用となるだろうが、

２回目以降は家に近い「よりみち広場」の土日での利用を促していき、学校以外の、地域

とのつながり形成の拠点とする。 

こうして「よりみち広場」の全国展開と時期を同じくして、NPO や東京大学法科大学院

出張教室チームなどを「よりみち広場」で受け入れて法教育を実践し、PDCA を回しなが

らプログラムを改善。文科省では学習指導要領を、現在の理想的な水準から、教師の負担

や生徒の習熟度といった実態をベースに、最低ラインを設定し、幅を持たせた教育目標を

掲げたものへと改訂を進め、学校の改革に必要と思われる条件を整えていく。 

 

 

◇STEP 2 「よりみち広場」を起点とした法教育の全国化および学級改革の準備  

 

・「よりみち広場」の民間への平日有料開放開始 

・「よりみち広場」で地域を巻き込んだ企画の実施 

・「よりみち広場」に学生インターンの雇い入れ。本格的な学習サポート体制を展開 

・学校教員を巻き込んでの法教育プログラムの実施、全国展開 

 

 「よりみち広場」の利用が一定の水準を超えたタイミングで、平日の一般利用を有料で

開放していく。それによって得た収入を「よりみち広場」の運営資金に加えていき、補助

金などの公的資金に依存しなければ回らない運営状況からの脱却を目指す。このため「よ

りみち広場」の設置に当たり立地に気を配る必要があった。 

 また、STEP 1 では実習系の科目のプログラムの提供がメインだったが、国語や数学、

社会、理科などといった一般的な教科学習のサポートも開始する。講師役に地元の大学生

や高校生を巻き込めることができたら理想だろう。14 

 そして、STEP 1 で洗練させた法教育プログラムの定型化とともに、全国展開を実行に

移していく。その際に学校の教員を巻き込み法教育プログラムを授業に取り入れる前提で

体験してもらい、実践を通して経験を積んでもらう。 

                                                   
14 高校生に対しキャリア教育を提供する NPO カタリバがつよく提唱している「ナナメの関係」を参考にし

たい。「ナナメの関係」とは、親でも教師でもない第三者と子どもとの新しい関係（文科省）のことで、社

会全体で子どもを育て守る上で注目されている。カタリバはキャストと呼ばれる大学生に自分の人生の浮き

沈みを語ってもらい、高校生にメッセージを送る授業を届けるのだが、すこし先を行く先輩の言葉だからこ

そ、日々に退屈を覚える高校生も聞く耳を持つという。毎日を楽しんでいて自分とは違う存在に思える大学

生も、自分と同様に悩んだ時期があるのだと知ることで、高校生は励まさられ前に進む活力を得る。普段接

することのない相手だからこそ話せることもあるという。 
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◇STEP 3 閉鎖的な空間の開放  

 

・「よりみち広場」の水平連携開始。拠点間での交流の促進 

・学校での法教育の実施 

・法教育プログラムの企業研修化 

・部分的な飛び級制度の運用開始 

 

 閉鎖的な空間においては、役割の固定化から新たな《Must》を生む環境になりかねない。

子どもたちの《Will》を尊重するべく用意され運営される「よりみち広場」であっても、

定期的に攪拌していくことを念頭に置いておくべきだろう。そこで、全国の「よりみち広

場」の拠点間で児童同士の交流を促進するような企画を実施していく。 

 また、法教育プログラムも教員にノウハウが移譲された段階で、実際に授業に取り入れ

るよう働きかけ、相互尊重の文化を学校から社会に敷衍していく。さらに法教育プログラ

ムを企業研修に取り入れるよう促し、大人もまた相互尊重の文化を身につけていく。 

 そして STEP 3 ではいよいよ、年齢主義的学級制度の改革を実行に移す。〔STEP 1 学

習指導要領改訂〕で教育目標の柔軟化を実現し、〔STEP 2「よりみち広場」での学習サポ

ート開始〕で学校外に学ぶ場を確保したことを受けて、部分的に能力主義的なステップア

ップをみとめる新たな学級制度を実施していく。競争を促進するのではなく、みなが自分

のペースで学ぶ環境を整えることに目的があることを再度、強調しておく。 

 

～最後に～ 

以上で我々の提言を終える。理想と現実のギャップから課題を分析し、それを乗り越える

政策を考えてきたが、まず隗より始めよ。我々一人一人の意識こそ重要である。2030 年の

未来が抱えているイシューに対応できるよう、我々もまた Will の相互尊重を強く意識し、

誰もが寄り道できる社会を目指していきたい。 
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