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学校と地域との�� 

―より良い学びのために― 
 
 
 
 

北村 三子 
 

はじめに 

 日本では、1990 年代末から、「学校支援ボランティア」（1998 年～）、「学

校評議員」（1998 年～）、「学校運営協議会（コミュニティ・スクール）」（2004

年～）など、学校を地域に開くための全国的な仕組み作りが進んできた。そ

してその延長上に、文部省は 2008 年から「学校支援地域本部事業」に取り

組んでいる。 

 「学校支援地域本部」は、「地域教育協議会」・「地域コーディネーター」・「学

校支援ボランティア」から構成され、地域住民はもちろん、地域の関係機関・

組織・団体も加わって学校を支援し、子どもたちを育成しようという大掛か

りな組織である。「地域教育協議会」は取組の基本方針・事業内容を協議する

ためのもので、そのメンバーは、町内会・自治会、婦人会、JA、漁協、商工

会、社会福祉協議会、体育協会・文化協会など、地域のさまざまな組織・団

体の代表者および、校長、PTA の役員、コーディネーター・ボランティアの

代表、教育委員会の職員などである。「地域コーディネーター」は学校と地域

のボランティアや講師等をつなぎ、円滑な学校支援ができるよう調整する役

割を担う。そして、この事業に期待されている成果は、学校にとっては、１.

教師・保護者・地域住民等の相互理解の促進、2.学力の向上、3.教員のゆと
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はじめに 

 子どもの人間形成に関わる学校は、しばしば地域との関係で議論されてき

た。学校と地域の連携や、地域に根ざした学校、地域に開かれた学校づくり

など、今日では「学校」と「地域」はセットで語られるのが当たり前のよう

になっている。 

 本稿では、こうした学校と地域について検討したい。子どもが 1 日の大半

を過ごす学校とはどのような場なのか、大人や子どもが暮らす地域には子ど

もの成長を支える上でどのような可能性があるのか、子どもの豊かな育ちに

向けて学校と地域はどのような関係をもてばよいのか、あらためて考えてみ

たい。 

 その手掛かりとして、ここでは哲学者である内山節の次の著書を取り上げ

る。『「創造的である」ということ（下）地域の作法から』農山漁村文化協会、

2006 年（以下『地域の作法から』と略称する）。『子どもたちの時間―山村か

ら教育をみる』岩波書店、1996 年。『時間についての十二章―哲学における

時間の問題』岩波書店、2011 年。 

 これらの著作に着目するのは、人と地域との関わりやその変化、地域や学

校の特徴などがよくわかるからである。内山は、農山村社会に生きる人々の

描写を通して現代社会における人々の状況を鮮やかに照らし出している。ま
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りの確保及び学校の総合力の向上、である。一方地域にとっては、1.学校を

核としたコミュニティ意識の醸成、2.住民の学習成果の活用・学習意欲の向

上及びそれによる地域の活性化、3.新たな町づくり活動の促進、である（1）。 

このように大きな期待を寄せられて出発している学校支援地域本部事業だ

が、地域と学校の歴史的関係を振り返ってみると、想定されている成果を得

るのはそう簡単ではないことが察知される。近代学校はそもそも地域の伝統

的な生活文化とは相いれないものであった。西洋モデルの日本の学校は近代

化の推進のための機関であり、伝統的な人間形成の文化・習俗に対して破壊

的に作用してきたのである。進行した都市化や消費主義化の中で、現代の地

域は都会、地方にかかわらず、そのままでは人間を育てる力をほとんど持っ

てはいない。田舎で草刈りなどの協働作業が不可欠な場合はともかく、多く

の場合、大人自身が地域に対する当事者意識が薄いのである。「新しい公共」

ということも言われる今日、そうした現状を踏まえて、この事業では「学校

支援地域本部」という新たなネットワークを構築するのであろう。併せて、

事業推進のエネルギーを強化する狙いで目標管理型自己評価および第三者評

価を用いるのであろう。しかし、新自由主義の教育改革として学校にも持ち

込まれたそうした評価制度がどのような影響を教員に与えているかを考える

と、その有効性を全面的に信じることはできない。 

とはいえ、学校と地域とが学び合い、共に望ましい方向に変わることを目

指すこと自体は良いことである。本稿では、この事業において学校の変化と

して期待されている「学力向上」という課題に絞って、進みつつある学校と

地域の連携のあり方にどのような問題や可能性があるのかを考えてみたい。

「学校を地域に開く」という課題だけでなく、日本の学校に求められている

のは、グローバルな人間形成の課題に応じられるような教育活動の創造であ

る。それには「学力」観の刷新も必要となる。地域と連携することでそれが

どこまで促進できるかは、この事業の真価を問うための重要な視点の一つと

なるであろう。また、OECD の提唱する構成主義的な学力観と人間育成の考
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え方は、デューイなどの、19 世紀末に始まる新教育（進歩主義教育）の思想

のそれと近似している。それゆえ、「学びの活性化」という観点から地域と学

校の連携について考えようとすれば、新教育（進歩主義教育）の諸実践から

も学ぶ必要があろう。 

 

1．「教える」という意識からの脱却 

 「生きる力」の育成ということが国の教育目的として掲げられている。現

行の学習指導要領では、学校で獲得すべき「生きる力」とは、「基礎的・基本

的な知識・技能」と「知識・技能をいかした思考力・判断力・表現力等、お

よび学習意欲・習慣」だと説明されている。PIZA の結果に照らして、文科

省は特に後者の育成に力を入れようとしており、「知識活用型学習」や「実験・

体験等を通じた学習」の実施が強く求められている。学校支援地域本部事業

も、こうした必要と結びついている。学校教育において実験や体験の機会を

十分に児童・生徒に提供するため、保護者や地域住民による支援が求められ

ているのである。 

たとえば、理科の実験などは大変手間がかり、教師一人では何度もやるこ

とはできない。そこで、教師の指示に従って、事前準備や実験中の生徒の見

守り、後片付けなどを支援する人々が求められているというわけだ。また、

キャリア教育・職業教育の分野では、地域の企業・団体の助力が必要とされ

ている。さらに、コミュニケーション能力の育成という点でも、教師以外の

大人達と生徒が日常的に接することが有効だとされている。 

 保護者や地域の人々の協力が得られ、体験的な学習の機会が増えることは

望ましいと言えるだろう。しかし、今、国際的にまた国としても推進する必

要があるとされている教育内容・方法に関する改革には、「教える」ことへの

囚われからの解放ということも含まれている。まもなく出される新たな学習

指導要領では、いわゆる「アクティブ・ラーニング」という教育方法が実践

課題として明記されることになるが、それは、学習者主体で、共同探求的で、
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表現を伴う営みであり、教師はあくまでそうした活動の助力者に留まること

を求められている。 

 このような学習は、講義的な一斉授業への反省にたって、新教育（進歩主

義教育）ですでに行われてきたものである。戦前の日本でも私立学校や師範

学校の付属小学校などで実践されたし、戦後教育改革期の授業もまたそれに

近いものだった。近年でも、教育学者の佐藤学が中核となって展開されてい

る「学びの共同体」の授業スタイルは、少人数のグループで、生徒が出した

疑問や教師からの問いかけを解くべく生徒たち自らが探求し、発表するとい

ったものである、学校を、生徒にとっても教師にとっても「学びの共同体」

とする、というその試みはすでに 20 年を超える蓄積をもち、各地の公立学

校にも影響を与えている。 

ところで、「学びの共同体」を学校に導入しようとする際に障碍となるのは、

生徒の学力ではなく、教員の意識の方である。「学びの共同体」の教師像、つ

まり、「教師の責任は『よい授業』することにあるのではなく、生徒一人ひと

りの学ぶ権利を保障し、学びの可能性を開くことにある」というのは、一見

当たり前のように見えるが、教師にとっては必ずしもそうではない。教師の

アイデンティティの中核に「教える」ということがあり、それを捨てること

に心理的困難が伴うからである（２）。 

受験に間に合わない、という反対理由は論外だとしても、グループ活動は

時間がかかるため、獲得される知識量が少なくなってしまうのではないかと

いう懸念は教師の間に根強くある。教科内容が学問に準拠している高校のよ

うな場合、体系的な知識を教えたいという教師の思いも強い。オランダやド

イツの学校などのように教科横断的な内容や総合的な内容があたりまえにな

るためには、学問準拠のそれではなく、生徒のためのカリキュラムを教師自

らが考えようとする姿勢と力量とが必要である。 

 さらに言えば、知識を伝達しようとするのではなく、児童・生徒の自律的

な学びを認めることができるためには、人間にもともと備わった学習能力を
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認めるとともに、古典近代的な真理観を脱することが必要である。つまり、

人間や世界についての哲学を変えるという困難な課題があるのである。「新教

育（進歩主義教育）」の支持者と教え込み型の「旧教育」の支持者との間には

常にそうした深いレベルの対立があり、これまでは後者が常に多数派であっ

た。 

 

2．学力観を変える 

 OECD は 1997 年から 2003 年にかけて「能力の定義と選択（DeSeCo）プ

ロジェクト」を実施した。経済のグローバル化やテクノロジーの急速な発展

という新たな事態が進行する中で、今後目指さされるべき、良好に機能する

社会と人生の成功とのためのカギになる能力（キー・コンピテンシー）を研

究し、提示しようとしたのである。それは、人権や平等といった民主主義的

価値を守り、自然環境を保全し、人類の持続可能な発展を目指すことを念頭

においたものである。そして、OECD はキー・コンピテンシーを国際標準と

して各国の教育政策に活かしていくために、PISA テストを開始した。近年

の日本の教育政策もこの OECD の教育政策の強い影響下にある。 

 キー・コンピテンシーとは、１．相互的に道具を用いる、２．異質な集団で

交流する、３．自律的に活動する、の 3 つのカテゴリーからなる。1.は言語・

シンボル・テキスト、知識・情報、技術を相互的に用いる能力である。2.は

他者とうまく関わり、協力し、争いを処理・解決する力であり、3.は大きな

展望の中で活動し、人生設計や個人的プロジェクトを設計し実行し、自らの

権利、利害、限界やニーズを表明できるということである。そしてその三者

をつなぐ精神の働きとして「省みて考える力」が想定されている。「省みる

（reflection）」は今日の日本でよく耳にするようになった「自己点検」とい

った狭い意味合というより、「熟慮する」ことであり、「状況および自己と対

話する」ということである（３）。 

 本稿と関わってここで特に押さえておきたいことは、「コンピテンシー」の
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意味が通常の「学力」（学業成績）ではなく、身体化された、汎用的な「能力・

力量・適性」であるということである。したがってカリキュラムも、学習指

導要領のような、獲得すべき知識のリストをもとにするのではなく、そうし

た能力から出発し、それをどのように培うかという観点で組み立てられると

いうことである。 

泳ぐとか自転車に乗るというのと同様、観察力、思考力、判断力もまた、

身体化された技である。自分でやってみることなしにはそのコツが分かるこ

とはあり得ない。また、そのセンスが磨かれるためには場数を踏むことが必

要である。 

 キー・コンピテンシーの明示化は、既成の世界へ子ども達を適応させると

いうよりも、大人達が見通せない未来にむけて子どもたちを育てるためのも

のである。同様の問題意識は、新教育（進歩主義教育）にも共通するものだ

った。１世紀以上も前に、デューイは次のように述べている。 

  民主主義と現代の工業化の到来のために、今から 20 年後に文明がどう

なるかを明確に予言することは不可能となった。それゆえ子どもを正確な

諸条件のセットに向けて準備させるということは不可能である。彼を未来

の生活のために準備させるということは、彼に自分自身を自由に使う力を

与えることを意味する。すなわちそれは、彼が全ての能力を充分にそして

すばやく使えるように、彼の目、耳、手がいつでも命令に従うことができ

る道具となるように、彼の判断力が働きかけるべき条件を把握できるよう

に、経済的かつ効果的に活動する実行力を付けるように、訓練するという

ことを意味する。個人の力、嗜好、興味に絶えず注意が払われなければ―

教育が継続的に心理学の言葉に変換されなければ―この種の適応に達する

ことは不可能である（４）。 

ここで言われている「命令」は自分のそれであること、同様に、「訓練」は

他律的なそれではなく、子ども自身の関心に根ざす体験からの「学び」であ

ることは言うまでもない。 



駒澤大学教育学研究論集 第 33 号 2017 年 2 月 
 

23 
 

3．学びの要件としての自律性 

 学習指導要領にも記されることになるアクティブな学びの特徴とは、「主体

的で対話的で深い学び」だと文科省は説明している「主体的な学び」とは「学

ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向と関づけながら見通

しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」

ことである。そして「対話的な学び」とは、「子供同士の協働、教職員や地域

の人との対話、先哲の考え方を手がかりに考えること等を通じ、自己の考え

を広げ深める」ことである。また「深い学び」とは「各教科で習得した概念

や考え方を活用した『見方・考え方』を働かせ、問いを見いだして解決した

り、自己の考えを形成したり、思いを基に構想、創造したりすること」であ

る（５）。 

児童・生徒が受け身にならないように小グループで学び合い、それを表現

へとつなげるような授業スタイルは、小中学校ではずっと前からあるもので

ある。その点ではほとんど新しさはない。新たに付け加わったものがあると

すれば、「主体的学び」という言い方で、自分の将来展望と結びついた自己規

律の強化を目指すという点であろう。 

 「学びの共同体」のような児童・生徒の学習を中心に据えた授業において

も「やらされている」と感じる子どもが一定数いるはずである。彼らが学校

という組織に従属する存在であり、また評価される立場であるということ自

体が強制力を持ってしまうからだ。フーコーの言うように、「主体的」である

ことは「自ら服従すること」、つまり、他から与えられたものを自分の選択と

して受け取り直すことを意味する。児童・生徒の立場からは、学校という場

で行われることは、多かれ少なかれ真に自由な学習だとは感じにくいものな

のである。生命体はオートポイエーシスであり、その学習もまた本来的にオ

ートポイエティックに、つまり、自律的に内的連続性をもって、展開される

ものであり、そうでしかありえない。したがって、無理な主体化は、キー・

コンピテンシーの獲得にとっても決して有効とは言えない。 
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 こうした、学校の持たざるを得ない「自由な学習」の阻害要因について真

剣に考えたのが、新教育（進歩主義教育）であった。そして、子どもたちに

学びに関する決定権を認めることでそれを緩和しようとした。たとえばイエ

ナ・プランでは週の初めにその週にやること（やりたいこと）を子どもたち

で決めている（6）。子どもたちが被ってしまった抑圧を解くことから真の学び

が始まると考えたサマーヒル・スクールは、授業への出席を、子どもたちの

意に反してまで求めることはなかった。アメリカのサドベリー・バレー・ス

クールでも、子どもたちは、自分に備わった自然な傾向に従い、自分のした

ことを毎日することで学んでいくことを認められている。年齢を超えて語り

合ったり遊び合ったりする仲間の中で、「自分のペースで、自分の時間に、自

分のやり方で」育っていくことができる。また、子どもたちはいつでも自分

の人生の主人公だと感じられるように、自分がなすべきことや進むべき道を

見出し決定していくのである（７）。 

このようなやり方は、知識獲得量の多さを重視するかぎり極めて非効率な

やり方に見える。（保守派なら、子どもの勝手気ままを助長するだけだと批判

することであろう。）しかしそれは、自律性という生命体に基本的な性能を活

かし、その有用な展開の仕方を訓練しているのである。こうした新教育（進

歩主義教育）の経験を振り返ると、教育方法としての「アクティブ・ラーニ

ング」は、学習の成果を求めるに急であり、成果が結果として醸成されてく

る条件についての認識が不十分である。 

もっとも、従来の学校教育においても、学習者の関わり方次第で自律的な

学びはある程度可能であったはずであった。学校から与えられる教育に対し

て自分なりのスタンスがとれる程度に子どもや家庭に力があれば、それは可

能であった。つまり、与えられたものに対する自分自身の判断を放棄さえし

なければよいのである。しかし、教育や認知に関わるカウンセリングの立場

から、藤澤伸介は、1990 年代以降の日本の学校の勉強からそうした姿勢が消

えて行ったと指摘している。藤沢によれば、自律的な学習者は、学習の目標、
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内容、教材、方法、量、実施時期、評価等を、学習方略に関する知識や経験

をもとに、全て自己判断によって決定し、実行するのであって、親や教師の

指示に従って、つまり他律的に決定するのではない。しかしこうした「本来

の勉強」は、90 年代以降、テストの点だけが重視されこと相まって、塾、学

習参考書などの提供する手軽で効率的な試験対策が普及したことで失われて

しまった。子どもたちは教科書に書かれていることに疑問を感じて自分で調

べたり、その内容をまとめたりするような手間さえ掛けなくなってしまった

のである。藤沢が見るところでは、それが思考力ばかりでなく、好奇心さえ

減退させたのである（８）。 

藤沢は、近年の学力低下問題は、子ども自身の問題だけでなく、教育産業

化の進行のなかで学校の教員も巻き込んで生じている現象として考えるべき

であると指摘しているのであるが、そうした社会状況をさておいて生徒の自

己規律を強化させようとする「主体的な学習」が、さらに内発的な学びを遠

ざけてしまう可能性もありうるだろう。 

ところで、共同性への欲求と自律性への欲求は、人間という存在にとって

（特に近代人にとって）、対極的なものではあるがともに切実な欲求である。

生徒の自律性への要求に加えて、共同性への要求に対しても、新教育（進歩

主義教育）では学校運営に生徒を参加させることで対応しようとした。 

サドベリー・バレー・スクールでは、学校が純然たるデモクラシーによっ

て運営され、校則、予算、教職員の採用・解雇を含むあらゆる事柄の決定に、

教職員はもちろん、子どもたちもそれぞれ 1 票を行使できる。サマーヒル・

スクールも同様に全員参加の民主的な意思決定のためのミーティングを行っ

ていた。それらは、学校が本物の社会になるというデューイの考えと通じる

ものである。 

学校運営にどのように、またどこまで子どもたちを参加させるかはいろい

ろなケースがあるが、ミーティングに加えて、手仕事や共同プロジェクトな

どを通して関心が共有されることで学校が小さな現実的な社会となるよう、
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新教育（進歩主義教育）では工夫されている。そうした学校生活は、子ども

たちの内に、切実でかつ社会的な性格をもった関心を呼び覚ますのである。 

 

４．学校運営や地域社会への直接的な参加 

 新教育（進歩主義教育）に照らしてみると、学習という観点からみて、日

本で進行中の学校と地域の関係のありかたには問題があることが分かる。学

校評議会でもコミュニティ・スクールでも、学校運営や学習内容の決定に生

徒が関われないからだ。授業評価を通じて生徒の意見はある程度反映される

としても、極めて限定的だ。この点は、生徒・保護者・職員・地域の代表者

からなるフランスやドイツの学校協議会とも異なっている。そこでは、地域

の自治と民主主義的学校の運営が目指され、それが生徒の主権者意識を高め

ることにもつながっている。 

 生徒の参加がもたらす豊かな学習の可能性については、日本の地方の普通

高校や職業高校の地域活動でもすでに実証されている。たとえば、宮下与兵

衛編著の『地域を変える高校生たち―市民とのフォーラムからボランティア、

まちづくりへ』には、長野県辰野高校、茨城県小川高校、北海道美瑛高校の

生徒会活動が取り上げられている。「進学校」ではないそれらの学校は、人気

がなく、不本意入学者もいて、通学マナーや喫煙などで地域の評判も良くな

かった。そこで打開策としてとられたのが、地域の人々の協力をもとめるこ

とであった。 

辰野高校では、「将来構想委員会」を設置し、1.生徒の自主性・主体性を育

てることを重視する、2.選択科目を増やすなど生徒の実態に合わせたカリキ

ュラム改革、3．地域に根ざし、地域に開かれた学校づくり、の三つの方針

を決定した。町村合併の波の中で町も高校も存続の危機にさらされていた時

期でもあり、教員達によって策定されたこの方針は、生徒や地域の人々によ

って形を与えられていったのである。 

 その過程でとりわけ重要だったのは、生徒の参加であった。しかし、それ
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は初めから計画されていたわけではない。1995 年から 3 年間、辰野高校で

は地域代表と教職員とで年１回の懇談会（「辰野高校の教育に関する懇談会」）

を始めている。地域代表は、町長、教育委員長、教育長、議会文教委員長、

区長などであり、生徒とはほとんど接触のない人々だった。そのため、そう

した人々の意見に生徒はほとんど関心をもつことはなかった。生徒不在、一

般市民の不在の懇談会の不毛さに気づいた「将来構想委員会」は、1997 年か

ら、懇談会に代えて、学校、PTA、同窓会の三者共催の「辰高フォーラム」

を発足させた。それは、生徒会と地域の人々の全てが参加できるものであり、

地元メディアを通じて開催を告知した。 

初回のテーマは「辰野高校の現状と将来を考える」というものであったが、

授業参観ののち、一年間の教職員・生徒会・PTA の活動をまとめた『辰野高

校の教育』をもとに報告がなされ、話し合いが行われた。参加者は 68 名で、

大学進学率を高めようとか、野球で甲子園を目指そう、という意見もある半

面、地元でしっかり生きる若者達を育てよう、という意見も出ている。また、

茶髪等、生徒の外見への批判ばかりでなく、病院や福祉施設での生徒のボラ

ンティア活動の様子を目にしている人々から、外見では測れない生徒の良さ

が指摘されたりしている。そして、こうした遣り取りの中で、かねてから批

判されていた通学路のごみ問題を解決すべく、生徒会は、こみ箱の設置と回

収を自分達ですることを提案し、地元区長の許可を得て実行していった。こ

の提案や実行には、教師は関与していない。 

このような集まりに一定数の人々が参加するというのは、100 年にわたっ

て存続してきた辰野高校の歴史的特性のおかげでもあろう。長野県には地域

住民による町村の組合立の学校を起源とするものが多くあるが、辰野高校の

前身も、伊北農蚕学校として、地域の担い手を育てるものであった。後、商

業科を併設し伊北農商学校になり、戦後、普通科を設置し、県立高校となっ

た。そしてその後農業科を廃止し、今は普通科と商業科の高校となっている。 

辰野高校では、授業もこうした活動と連動させていく。1999 年から「総合
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的な学習の時間」の先行実施科目として「地域」という 3 年生のための選択

科目をつくっている。社会科、理科、国語の教員がチームとして担当し、町

役場や地域からのゲスト講師に学んだり、現地に出向いたりして、地域を学

び、その課題について調査・研究していった。そしてそれが、生徒会の様々

な活動に活かされていった。たとえば、2003 年には、生徒会は文化祭のテー

マとして「地域との連携」を掲げ、「地域住民と高校生による魅力ある町づく

りと合併問題を考えるシンポジウム」を開いている。生徒たちは、自分達が

取り組んだ町村合併についてのアンケート調査、商店街の調査、辰野町の「町

づくりマスタープラン」に関するアンケート調査などの結果をそこで発表し

ている。また、自分たちの理想の町の模型を作り、町村合併についての住民

投票に中高生も参加したいという要望を出している。  

この「辰高生と住民による町づくりシンポジウム」と地域調査は継続され

ていき、「辰高フォーラム」もそれに伴って、６つの分科会をもつまでになっ

た。1.福祉・国際分科会、2.環境分科会、3.産業振興と進路指導分科会、5.

地域文化と特別活動分科会、6.地域活性化と高校分科会、であり、そこには、

町議会議員、町役場係長、教育委員、職業安定所指導員、商工会長、公民館

主事、青年会議所副理事長、商店街会長などが招かれている。こうした活動

が進むにつれて、地域住民からも、地域の行事への生徒の参加が積極的に求

められるようになり、空き店舗を利用した生徒によるカフェの運営や地元の

特産品の開発など、商業科の学習も町おこしに貢献するようになった。 

 生徒の参加は学内でも進んでいった。「辰高フォーラム」がはじまった 1997

年、生徒・保護者・教職員による三者協議会がつくられ、翌年には、「私たち

の学校づくり宣言」が生徒会、PTA、教員会の連名で出されている。その筆

頭に置かれたのは生徒会である。そこには、憲法と教育基本法、子どもの権

利条約と辰野高校の教育方針に基づく学校づくりと人間づくりを目指すと明

記されている。具体的には、「平和と人権、自然や文化を大切にし、自覚と責

任感をもった社会の主権者をめざし、自主的に本気で取り組める学習や生徒
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会・クラブ活動をつくる」、「互いに人格を尊重し、暴力やいじめ・差別のな

い、明るく楽しい、この学校で学んで良かったと思える学校をつくる」、「生

徒・父母・教職員が互いに信頼し、民主的に協力し合い、地域に根ざし地域

に開かれた学校をつくる」といったことである（９）。 

 地元で暮らそうとする高校生にとって、どのような学びが本気で取り組め

る学習なのかを辰野高校の活動は示している。卒業後に所属するであろうど

こかの組織に認められるための勉強ではなく、今いる学校や地域が自分が関

わるべき本物の社会であると感じられることが必要なのである。そうなれば、

体験そのものが学びとなり、体験を重ねるほどに学びの深さもましていく。

たしかに辰野高校と辰野町はそうしたことを実現するための好条件に恵まれ

た例外的な場所かもしれない。しかし、個人が本来持っている活動力や要求

が学習の基盤であり、何事であれ、児童・生徒が自分の関係する事柄の意思

決定に参加できることが、学習が成り立つ上でどれほど重要かということを、

しっかり押さえておくべきだろう。そしてそれは、教員自身の学びについて

も言えることである。 

 

5.教育観の変革をもたらす地域との出会いの可能性 

 学校フォーラムを通して、高校生と地域住民が学校づくり・地域づくりに

ついて話し合い、それをステップに高校生が地域づくりに参加していくとい

うのは、小川高校、美瑛高校にも見られる。ただ、学校フォーラムでは、服

装・頭髪・校則などについては生徒も地域の人々も発言しやすく議論も盛り

上がるが、授業や教育課程というテーマは活発な議論になりにくいようだ。 

 しかし、教師の専門領域とも言いうるこうしたことを、教師が地域から学

べないわけではない。社会教育的な分野との交流は、教師が学校的なバイア

スに気づく機会になる可能性がある。地域の環境教育 NPO などと交流を持

てば、教師は地域の環境教育の中で学校が果たすべき役割を考えるよう促さ

れるし、そうすれば近代の学校の組織原理そのものを見直す契機が生まれる
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であろう。 

 たとえば、NPO 法人エコプラスのプロジェクト「地域に根ざした教育」

（Place Based Education）では、学びの場を学校の壁を越えて地域社会と

そこにある自然環境の中に移していこうとしている。「地域に根ざした教育」

(PBE)とは、ある場所で「良く生きる」方法について学ぶことであり、自然

をよく観察することでその場所を良く知るというだけでなく、それが「そこ

に根ざしているという感覚」につながることを期待している。また、多様な

生き方や価値観を認め合うとともに、社会的な抑圧や不正義を発見し、取り

除き、他者や自然を犠牲にせずその場で「良く生きる」ことを目指すもので

ある（10）。 

 また、博物館や美術館などの文化施設との連携も、教師の意識を変える可

能性がある。博学連携が求められるようになって、最近の博物館は学校向け

のいろいろなサービスを提供している。HP の充実化はもちろん、資料の貸

し出し、出前授業、教員向けの講座など広く教育活動を行っている。児童・

生徒を教師が博物館に連れて行くというのは、手続きの煩雑さや時間の制約

などで、頻繁にはできない。しかし、教師自身が足を運ぶのはそれほど困難

ではない。 

2005 年から始まった国立民族学博物館・国際理解教育学会共催の教員研修

の成果が、『学校と博物館でつくる国際理解教育―新しい学びをデザインする

―』という共同研究書として 2009 年に刊行されている。同書では、博物館

から提供される情報やモノを授業でどう活用するかが論じられている。さら

に、博物館の展示には、新しい授業構成を生み出す契機があるということが

分かる。たとえば、田尻信壹は、民博の展示と世界史 A・B の内容とを結び

つけて、新たな単元、「『大航海時代』以降のヒトの移動とモノの交流は、人々

に何をもたらしたか？」を設定している。ウォーラーステインの「近代世界

システム」の問題意識と重なる、世界史教育の中でも近年注目されている大

きな問題の立て方だが、国別・地域別の歴史の記述が多い世界史 B ではなか
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なか扱いにくい性格のものであった。 

 また同書には、学校知として求められる知識の特徴や、時間に縛られるこ

となどが、博物館での学びと矛盾する面があり、博物館と関わることを望む

ならば学校はその根幹を問い直さなければならない、と指摘する論文も掲載

されている（11）。 

 博物館では学校のように時間に縛られることなく、じっくり見たり体験し

たりすることができる。このことは、博物館だけの特性とするのではなく、

学校にも求められるべきことであろう。そうしたことと関わって、美術館か

ら発して学校にも取り入れられた教育方法がある。 

1987 年、ニューヨーク近代美術館（略称 MoMA）は教育プログラムの見

直しに着手し、認知心理学の研究にも助けられながら、ヴィジュアル・リテ

ラシーを高める方法として、ヴィジュアル・シンキング・ストラテジー（VTS）

を開発した。それはまさしく、自由にじっくり見ることを妨げない、あるい

は励ますことが中核にある方法なのである。多くの教員によって学校でそれ

は試行され、教科の別を問わず、有用な方法であることが判明した。VTS 開

発の中心にいた MoMA の教育部部長フィリップ・ヤノウィンによれば、そ

れは、「様々な能力、たとえばヴィジュアル・リテラシーや複合的な思考力と、

それを伝えるための言語能力、傾聴力、書くことへの関心と記述力、さらに

は協働的な問題解決能力などを培う基盤となる。また、教師にとってもこれ

は、普段の授業では積極的に参加しない子どもたちを巻き込み、公平な学び

の場を構築し、対話を通じて相互理解を深め、ピア・ラーニングを促進する

ための基礎的な方法」なのである（12）。 

 子どもは、時間をかけて物事を観察し、好奇心を持ち、他の人の話してい

ることに耳を傾け、分からないことは質問し、自分にとって興味があること

を吸収する。そうした自律的なやり方で子どもは体験から多くのことを学ん

でいく。ヤノウィンの見るところでは、「なぜ？」と繰り返す子どもは必ずし

も大人の「答え」を求めているわけではない。求めているのは「問い続ける
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ことの容認」、つまり、自分自身でじっくり見て、熟考し、自分なりの解決策

を見つけ出すための時間、なのである。 

 示唆的なのは、こうしたことが美術館の来館者にも言えるとヤノウィンた

ちが気付いたということである。MoMA は 20 世紀以降のアートを専門とす

る美術館である。難解なモダン・アートに接して来館者は多くの「なぜ？」

を発する。彼らの理解を助けようと、作品の主題・関連情報・逸話・比喩な

どを美術館は来館者に提供してきた。しかし、認知心理学的な調査から、そ

れらは、美術鑑賞に通じている人にはともかく、一般的な人々には有用では

ないことが判明した。レクチャーやキャプションによる解説に接すると、来

館者は、「作品を正しく鑑賞するためには、知識を持っていなければいけない」

と思い、自分で見ることをやめてしまうからである。 

 専門家でも初心者でも絵画はそれぞれの方法で楽しむことができる。美術

鑑賞の初心者に絵を「見つめる」経験をしてもらうこと、つまり作品をじっ

くり鑑賞し、見えたことについて考える経験を積んでもらうことが重要だっ

たのである。そして、そのために考えられた支援の方法が VTS であった。 

 VTS は美術館が学校の教育観や教育方法の変革にも寄与できることの一

つの例であるが、その美術館の反省のきっかけとなったのが、「来館者は

MoMA の教育プログラムに満足しているようであるが、それらは鑑賞者に実

質的な変化を生んでいるのか？プログラムを通して参加者はより多くの学び

を得ているのか？」という理事たちの問いであった。そしてアート作品の鑑

賞にともなう思考プロセスを研究する認知心理学者の力を借りて、美術館が

着目すべきは、鑑賞者が「何を知ったか」ではなく、「知っていることをいか

に活用したか」であるということに初めて気づいたのである。 

 MoMA の教育プログラムは、確かに来館者にとって満足のいくものであり、

評判がよかった。しかし、来館者はそれによって鑑賞能力を高めることも、

作品の情報やコンセプトも理解できていなかったのだ。見たはずの作品自体

ですらはっきり印象に残っていなかったのである。 
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 先にキー・コンピテンシーについて触れたが、MoMA が経験したことは、

今日本の学校教育に求められていることとほとんど同じものである。そうし

た転換は彼らに内面化されていた学校的な発想を捨てることで起きた。彼ら

は、初めは「鑑賞能力」（観察、解釈、意見の再検討、複数の可能性の追求な

どからなる）を「教える」ことができないかと考えていたが、やがて、それ

を「教える」ことは不可能で、大人であれ子どもであれ「すでに備えている

力を活性化（あるいは再活性化）し、研ぎすまし、意識を持ってやってみる」

しかないと分かったのである。 

 

おわりに 

 1980 年代以降進められている日本の教育改革は、学校の組織改革を終えて、

今はアクティブ・ラーニングの導入による授業改革を進める一方、地域ぐる

みの教育体制の整備へと進んでいる。そして、強化された官僚システムの下、

学校や教員の管理の手法としては手の込んだ新公共管理（NPM）の方法が導

入されている。アクティブ・ラーニングが目指すものは OECD の提唱するよ

うな汎用的な能力の育成ではあるが、こうした流れを背景にして、日本の教

育は、児童・生徒の内発的で創造的な力の活性化ではなく、自己規律化の強

化を促すものになっていく可能性がある。 

本稿では、学校と地域との連携がどのようなものであれば、子どもたちの

学びを活性化できるかについて考察してきた。結論としては、学びが本当に

成立するためには学習者の自律性が担保される必要があること、したがって、

地域活動や学校運営に生徒が参加できるということが教育上重要な意味をも

つということである。また、教師については、学校の組織原理の中で身に付

けしまったバイアスから解放されることが必要だが、それには、学校とは異

質な観点を提供できるような地域の人々や文化施設との連携が有効である、

といったことである。 

 とはいえ、2000 年以降、新自由主義的な改革が導入された日本の学校と教
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師の現状を考えると、学校が生徒の自律的な学びを支援できる場となるのは

かなりむずかしそうだと感じる。どのような点が問題なのかについて具体的

に論じる余裕はないが、そうした学校のあり方の背後には社会全体の問題が

あるということを最後に述べておきたい。そのような学校と地域との安易な

連携は、多くの困難の中でも続けられている、心ある教師達の自由な実践を

かえって妨げる可能性もあるからである。 

 本稿では、世界標準として今学校に求められている教育は、新教育（進歩

主義教育）と呼ばれてきたものに近いと考えてきた。新教育（進歩主義教育）

とは、子どもの学習を中心とし、子ども理解に対する責任と教育内容や教授

法の選択権といった、教師の専門性に裏付けられた教育の自由を教師に認め

るものである。ロイ・ロウはイギリスの進歩主義教育（ロウは「新教育」で

はなく「進歩主義教育」という語を使っている）の歴史の研究を通じて、そ

れがなぜ終焉したかを分析している。 

ロウによれば、イギリスの公教育では 19 世紀末から教室実践が教師の専

門領域として認められてきた。1960～70 年代は進歩主義の黄金期とされて

きたが、進歩主義の教育実践に対しては批判もあり、現実に実践されていた

教授法には教え込みが多かった。だが、まだ自由な授業実践は存在しえてい

た。こうした教室実践の自由が奪われてゆくのが 1970 年半ばからである。

教師に対する不信感や教育効果に対する疑念が高まり、中央政府による教育

費の統制や管理への要請が高まり、右派の教育論議が強まっていく。さらに

1980 年代の終わりには、サッチャー政権が保護者と教育科学省の権限を拡大

し、地方教育当局への圧力を強め、厳密な学校査察とナショナル・カリキュ

ラムを導入し、試験改革をおこなった。いわゆる新自由主義的な教育改革で

ある。その後の労働党政権でも、こうした路線は踏襲されていき、進歩主義

教育は公立学校では終焉を迎えるのである。 

この流れの背景にある社会的・経済的な要因としてロウが上げているのは、

1．社会の消費主義化によって、学校教育まで選択の対象となったこと、2．マ
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スメディアの政治への影響力の拡大にともなって、学校教育に関する報道が

過熱し、右派の意見を反映した教育関連法が作られていったこと、3．多国籍

企業の勃興によって労働現場が変容し、資格と技能をもった若者を生み出す

ことが教育制度に求められていったこと、である。子どもたちが学校教育を

より良く通過していくような体験を重視するということから、成果や資格の

獲得を重視する方向へと変化していった。そして、そのような教育の目標設

定と成果の計測が可能だとされるので、教師は教室で行っていることに主導

権を持ち続けられなくなったのである。  

イギリスのこうした教育政策と社会・経済的な動きは、10 年遅れで日本に

もやってきた。ロウの今後の見通しはかなり悲観的だ。彼が見るところでは、

教師が自分のすることを決める権限をとりもどし、純粋に子ども中心的な教

育経験が学校の標準となることは難しい。なぜなら、「学校教育の行く末は、

教師たちだけでなく、学校外の者によってもまた決定されている」からであ

り、「教育職の専門知識に従おうとしていた社会は、教師たちが大衆の絶え間

ない監視に従う社会になってしまった」からである。 

「子どもたちに子ども時代を、そして良い経験としての学校時代を提供す

るためには、私たちがもっている多くの野望と信念体系を捨てなければなら

ない。私たちの社会が良い生活であると思うものを、再考する必要がある。

また社会政策が目指している価値自体を再考する必要がある」とロウは言う。

「私たちの学校は、私たちの学校が仕える社会と同じ程度のものにしか良く

なれない」のだから、と。（13）。 

 こうしたことは日本の学校と社会の関係についても十分当て嵌まることで

ある。そして、地域と学校が次世代のために深く連携しようとするなら、必

ず心にとめておくべきことであるにちがいない。 
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