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高等学校学習指導要領の改訂と「総合的な探求の時間」の
カリュキュラム・マネジメント
―― 「キャリア教育」としての「総合的な探求の時間」教育実践の新たな方向性 ――
望 月 厚 志＊
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Revision of High School Courses of Study and Curriculum Management for " "Integrated Inquiry Time":
-- A New Direction for Educational Practice of "Integrated Inquiry Time" as "Career Education -Atsushi MOCHIZUKI
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本稿は、 現代日本社会での「働く」をめぐる問題と子どもたちの問題の所在の一つとして「自殺」問題を明らかにし、「教職」
にとって必要な現行「教育課程-新学習指導要領」における「総合的な探求の時間」の教育目標・内容等の理論的方法論の検
討を行い、それらを踏まえて、そのうえで今後の高等学校における「キャリア教育」の中核としての「総合的な探求の時間」の
新たな方向性や内容を展望し考察することを目的としたものである。第 1 章では、 新「高等学校学習指導要領」における「総
合的な探究の時間」の理念と全体的な位置づけを「キャリア教育」との関係で把握した。第二章では、新学指導要領と関係づ
けながら「カリキュラム・マネジメント」の基礎理論についての再確認を行い、第三章の考察の基礎とした。第三章では、高等
学校学習指導要領の改訂での「キャリア教育」の中核としての「総合的な探求の時間」の内容と特徴について検討し、「総合
的な探究の時間」の開始に向けた「カリキュラム・マネジメント」開発について考察した。第 4 章では、「キャリア教育」の中核と
しての「総合的な探求の時間」のカリュキュラム・マネジメントと教育実践について具体的に検討して新たな方向性を示した。

はじめに
文部科学省の「コロナ禍における児童生徒の自殺等に関する現状について令和 3 年 5 月 7 日」に
よると、児童生徒の月別自殺者数［推移］令和 2 年における児童生徒の自殺者数は 499 人で、前年
と比較して大きく増加、さらに、令和 3 年 3 月までの三ヶ月で 112 名と報告されている。特に、学
校段階別に分けて比較してみると、高校生が全体で 339 名と小学生 14 名、中学生 146 名に対して
――――――
*茨城大学名誉教授

- 249 -

茨城大学全学教職センター研究報告(2021)

多い数を示している。また、令和 2 年における児童生徒の自殺の原因・動機を見ると、第一位は
「その他進路に関する悩み」
、第二位は「学業不振」となっている。これに対して、文科省は、
「新
型コロナウイルス感染症に伴う長期にわたる学校の休業では、通常の長期休業とは異なり、教育活
動の再開の時期が不確定であることなどから、児童生徒の心が不安定になることが見込まれる。
」
と、コロナの影響を認める見解をとりながら、
（１）学校における早期発見に向けた取組、
（２）保
護者に対する家庭における見守りの促進、
（３）学校内外における集中的な見守り活動、
（４）ネッ
トパトロールの強化という対応策を指示した 1)。
ここでのデータからは詳細な原因・理由はよくわからないが、高校生の「進路」に関する悩み、
進学や就職等の悩みからの自殺と考えられる問題である。そして、それに対して、心理的な支援や
早期発見・見守りを対策として促進する姿勢等を打ち出している。
また、厚生労働省は、2021 年 1 月 22 日、警察庁の統計に基づく 2020 年の自殺者数（速報値）
が、前年確定値より 750 人（3.7％）多い 2 万 919 人だったと発表した。自殺者は 10 年連続で減少
していたが、女性の自殺が 2 年ぶりに増え、男女合わせた人数はリーマン・ショック後の 2009 年
以来 11 年ぶりに増加に転じた。人口 10 万人当たりの自殺者数（自殺死亡率）も 16.6 人となり、
11 年ぶりに増えた。女性の自殺増の背景には、新型コロナウイルスの感染拡大による経済悪化な
どがあるとみられる。厚労省の担当者は「女性は健康や生活苦、家庭問題などを理由とした事例が
増えている。相談窓口を拡充し、悩む人を支援機関にしっかりつなげたい」と話している。厚生労
働省によると、男性の自殺者は前年比 135 人減の 1 万 3943 人で 11 年連続で減ったが、女性は同
885 人増の 6976 人だった」2)と女性の自殺率が高いと報じられている。このように、何らかの「キ
ャリア教育」を受けてきた世代の若者たちが「過労死」する。また、
「進路で悩む」子どもたち、
特に、高校生が多く自殺するという社会現象・問題を「キャリア教育」の視点からどのように考え
たらよいのであろうか。このような問題意識を基礎として、新しい高等学校学習指導要領に基づく
今後の「総合的な探求の時間」についての方向性について考察したいと考えたのである。

第 1 章 新高等学校学習指導要領における「総合的な探究の時間」
まず初めに、新学習指導要領における「総合的な探求の時間」の授業の理念と全体的な位置づけ
から検討していくことにする。
今回の改訂された学習指導要領の「第 1 章総則第 1 款高等学校教育の基本と教育課程の役割」2
には、
「
（2）道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の涵養を
目指した教育の充実に努めること。学校における道徳教育は、人間としての在り方生き方に関する
教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによりその充実を図るものとし、各教科に属する科目
（以下「各教科・科目」という）
、総合的な探究の時間及び特別活動（以下「各教科・科目等」とい
う）のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行うこと。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、生徒が自己探求
と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮
し、人間としての在り方生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共
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によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
道徳教育を進めるに当たっては、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他
社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、伝統と文化を尊重し、それらを育んで
きた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の
形成者として、公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と
発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意
すること」と、人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うこと、
そしてそれは、
「各教科・科目」
、
「総合的な探究の時間」及び「特別活動」等を通じて学習が行われ
るべきこととしている。完全な新設とは言えないと思えるが、
「総合的な学習の時間」が「総合的な
探求の時間」へと変更された。
また、続いて、
「５ 各学校においては、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や
目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状
況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保する
とともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の
教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という）に努めるも
のとする」3)と、今回の改訂のキーワード・キャッチフレーズの一つともいえる「カリキュラム・マ
ネジメント」の必要性についても述べられている。
新たな「総合的な探究の時間」関係して、
「第２款 教育課程の編成 １ 各学校の教育目標と教
育課程の編成 教育課程の編成に当たっては、学校教育全体や各教科・科目等における指導を通し
て育成を目指す資質・能力を踏まえつつ、各学校の教育目標を明確にするとともに、教育課程の編
成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際、第４章の
第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。２ 教科等横断的な視点に立った資
質・能力の育成 （1） 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力
（情報モラルを含む）
、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことが
できるよう、各教科・科目等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るもの
とする。
（2） 各学校においては、生徒や学校、地域の実態及び生徒の発達の段階を考慮し、豊か
な人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して
求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成していくことができるよう、各学校の特色を
生かした教育課程の編成を図るものとする」4)と書かれている。第４章の第２の１には、
「目標 各
学校においては、第 1 の目標を踏まえ、各学校の総合的な探求の時間の目標を定める」5)と示されて
いる。さらにまた、
「総合的な探究の時間の目標について、新学習指導要領の第 4 章「総合的な探究
の時間」の冒頭の第 1 に次のように目標が記述されている。
「第 1 目標
探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方
を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを
目指す。
(1) 探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概
念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。
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(2) 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整
理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。
(3) 探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造
し、よりよい社会を実現しようとする態度を養う」6)と構成されている。
この目標の構成について、
「目標の前段に示されている第 1 の目標は、大きく分けて二つの要素で
構成されている。一つは、総合的な学習の探究に固有な見方•考え方を働かせて、横断的・ 総合的
な学習を行うことを通して、 自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を解決していくため
の資質・能力を育成する総合的な探究の時間の特質を踏まえた学習過程の在り方である。もう一つ
は、後段の(1)、(2)、(3)に示されているこの時間を通して育成することを目指す資質•能力である。
これらの資質・能力は、他教科等と同様に、(1)は『知識及び技能』
、(2)は『思考力、判断力、表現
力等』
、(3)は『学びに向かう力、人間性等』が示されている」7)という解説がなされている。
従前の「総合的な学習の時間」との違いは、
「総合的な探究の時間」が「自己の在り方生き方を考
えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力」の育成という点にあると考えら
れる。
「総合的な探究の時間」は、従前の「総合的な学習の時間」にも指摘されていた「自身の在り
方を見つめる」ことに、
「課題の発見と解決」という視点を加えてさらに発展させたものと考えられ
る。
新たな「総合的な探究の時間」は、資質・能力を教科等横断的な視点で育成していくという学習
指導要領の記述を具体化したものと考えられ、生徒が地域の実態や自分の在り方・生き方を考えな
がら自分の地域の課題・問題を発見し、自ら解決する能力を身に着ける授業、またその際に、別の
「各教科」で学習した知識や身に着けた能力、例えば、情報活用能力やコミュニケーション能力な
どの高等学校での学習成果を相互に関連付けながら「フル活用」する授業であるといえる。他の教
科内おける「キャリア教育」とは明らかに異なり、
「カリキュラム・マネジメント」が必要となる。
正に、今回の教育課程改正の趣旨を踏まえ、
「キャリア教育」の本質を備えた高等学校独自の授業と
なりえる。この点が「カリキュラム・マネジメントの中核としての総合的な探求の時間」8)といわれ
る所以である。
そこで、今回はその潜在的な可能性を探り高める意味を含めて、
「総合的な探究の時間」を中心と
した「キャリア教育」の「カリキュラム・マネジメント」を考える試みを行った。

第 2 章 新高等学校学習指導要領と「カリキュラム・マネジメント」の基礎理論
「カリキュラム・マネジメント」の基礎理論について再確認しておきたい。
「カリキュラム・マネ
ジメント」の概念についてみると、
「
『カリキュラム・マネジメント』を一言で言うと、学校の教育
課程をデザインし編成するとともに、その実施、評価、改善に向けて組織を管理し運営すること。
すなわち、カリキュラムをデザインすることと、組織をマネジメントすることとを結び付け、一体
で組織的に行うこと」9)と説明されている。つまり、カリキュラムをデザインするということと学校
教育の経営が主な内容となる。この「カリキュラム•マネジメント」という言葉は、平成 21 年度の
学習指導要領の時から叫ばれていたが、今回の学習指導要領の改訂でさらに大きな標語となった。
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学習指導要領には、
「各学校においては、生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や
目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状
況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保する
とともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の
教育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という）に努めるもの
とする」10)と述べられている。
「カリキュラム・マネジメント」を要約すると、
「(1)教科横断的な視点で教育課程を編成する。
(2)教育実践の質の向上のために PDCA サイクルを確立する。(3)教育実践を可能とする教育資源(人
や物等)を確保する。
」ということになる。この３つ中で、
「(1)教科横断的な視点で教育課程を編成
する。
」が最も重要な主張と思われ、
「総合的な探求の時間」がその要となる。
また、総則「第 6 款 学校運営上の留意事項１－ア」で「各学校においては、校長の方針の下に、
校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ、相互に連携しながら、各学校の特色を生かし
たカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また、各学校が行う学校評価につい
ては、教育課程の編成、実施、改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえつつ、カリキ
ュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする」11)として、
「カリキュラ
ム・マネジメント」は、
「学校運営」と密接な関係を持っている、或いは、持たせるべきという考え
方を示している。
「(1)教科横断的な視点で教育課程を編成する」については、カリキュラムのデザインには三つの
階層があるといわれている。(1)教育目標を踏まえつなぐグランド・デザイン(全体計画)、(2)全単
元を俯瞰し関連付ける単元配列表(年間のすべての教育・学習が理解できる計画表)、(3)学びの文脈
を大切にした単元計画、そして、この(1) 全体計画、(2)俯瞰図、(3)単元計画、それらの延長上に
具体的な授業の展開計画がある 12)。以上の基礎を踏まえて、次に、
「総合的な探究の時間」に向けた
「カリキュ ラム・マネジメント」開発について考えてみる。

第 3 章 高校「総合的な探究の時間」に向けた「カリキュラム・マネジメント」開発
先にも、
【総合的な探究の時間編】高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説において、
【高等
学校】総合的な探究の時間の目標は、
「探究の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行う
ことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。(1) 探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知
識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。(2)
実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分
析して、まとめ・表現することができるようにする。(3) 探究に主体的・協働的に取り組むととも
に、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養
う」としていることは確認済みであるが、
「探究学習」になって追加された点についてまとめてみる
と、 探究の過程を通じて、生徒が探究の意義や価値そのものを理解することを目指すこと、探究の
問いは実社会や実生活と自己との関わりから見出すこと、４つのプロセス（課題設定、情報の収集、
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整理・分析、まとめ・表現）を経ること、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとする
態度を養うことが示されている。特に、探究を進めるための４つのプロセス（課題設定、情報の収
集、整理・分析、まとめ・表現）を明示したところに今回の改訂の特徴がみられる。これらをまと
めた概念図が示されている。この図では、螺旋型で学習のプロセスが進むことが示され、次のよう
な説明がなされている。

文部科学省「第 2 節 目標の趣旨：1 総合的な探究の時間の特質に応じた学習の在り方」
（
【総合的な探究の時間編】高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説、p.12 より

「生徒は、①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて、自ら課
題を見付け、②そこにある具体的な問題について情報を収集し、③その情報を整理・分析したり、
知識や技能に結び付けたり、考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み、④明らかになっ
た考えや意見などをまとめ・表現し、そこからまた新たな課題を見付け、更なる問題の解決を始め
るといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは、物事の本質を自己との関わり
で探り見極めようとする一連の知的営みのことである」13)と説明され、この探究学習の概念図・イ
メージ図で学習プロセスが螺旋であらわされて、
「自らの考えや課題が新たに更新され、探究の過程
が繰り返される。
」
、つまり、探究学習は一回やれば終わりなのではなく、一つの探究が新しい問題
設定へとつながり、次の探究への導入となるとしている。
これを NHK 高校講座「高校生・先生のための探求学習ガイドブック」
『総合的な探求の時間』で
は、
「
『総合的な探究の時間』は、何を、何のために学ぶ学習なのか?」というタイトルの下で、
「•『総
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合的な探究の時間』は与えられたテーマから、みなさんが自分で『課題』を見つけて調べる学習で
す。•『総合的な探究の時間』
（総合的な学習の時間）には教科書がありません。だから、自分で調
べるべき課題を設定し、自分の力で探究学習（調べ学習） を進めていく必要があります。
『とうや
って学習すればいいの?』と悩む人もいるかもしれません。でも大丈夫!そんなときは『総合的な探
究の時間』の番組（動画）や番組サイトの教材を活用すれば、あなたも自分で探究学習ができます!・
調べ学習の正解はひとつではありません。
『自分で考える力を身につけ』
、
『自分で問題を解決できる
ようになる』ことが目標です。そのための大事な一歩が、自分で見つけた課題を調べ続けることで
す。この方法は社会に出て問題に直面したときあなたを支えてくれるでしょう」14)という説明文を
明記し、さらに、下記のような概念・イメージ図と学習の進め方を示している。そして、授業の初
めにこの図による説明をしている。

NHK 高校講座「高校生・先生のための探求学習ガイドブック」
『総合的な探求の時間』
、p.2 より

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/tanq/images/2018_tanq_guide.pdf)

NHK 高校講座「高校生・先生のための探求学習ガイドブック」
『総合的な探求の時間』
、p.5 より
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第 4 章「キャリア教育」の中核としての「総合的な探求の時間」教育実践の新たな方向性
本稿の冒頭で問題視した「過労死」や「自殺」という現代的な課題と関係して、厚生労働省は、
平成 28 年度の「労働法教育に関する調査研究等事業」で、労働法教育プログラムの「
『はたらく』
へのトビラ～ワークルール 20 のモデル授業案～（改訂版）
」を公表して、全国の高等学校等に送
付した 15)。その第３章には、次のような「過労死」を考える授業の展開モデルを示している。

この授業モデルでは、グループ討議、教科書・参考書による学習、動画資料の使用、そして次の
ような授業内容に関するワークシートも考えられている。労働法教育の中の一つの授業として「過
労死」を扱う授業用としてとして設定されており、
「過労死」についての単独テーマでの「連続的な
授業」計画ではない。しかし、
「モデル授業案 20」で構想されている授業の展開計画は基本的なプ
ロセスとして、
「過労死」をテーマとした「カリキュラム・マネジメント」の一つの参考となる。し
かしながら、ワークシートの課題と解答例には問題があるように思える。
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「過労死」を単独なテーマとしての継続した学習活動の例としては、愛知県名古屋市同朋高等学
校放送部員が中心となって行われたドキュメンタリー作品
「過労自殺」
の制作活動は注目に値する。
2016 年から 2019 年までの約 3 年間の学習活動であった。沖縄修学旅行の事前学習によって、
「戦争
による若者の死」から「現代の若者の過労死」について関心を抱き、
「若者に犠牲を強いる日本の社
会構造」に注目した。そして、様々な学習会等を経ながらドキュメンタリーの制作へと踏み込んで
いった。すべて過程が詳細に記述されていない点で内容的に大変惜しまれるが、
『高校生・若者たち
と考える過労死・過労自殺』(学習の友社、2021 年 7 月)は一読に値する 16)。確かに、学校全体の
「カリキュラム・マネジメント」によって計画された生徒全員を対象とした「総合的な学習の時間」
ではない。希望者を中心とした学習活動であり、また、偶然的な状況の積み重ねの様相を呈してい
る。さらに、
「修学旅行」は、
「総合的な学習の時間」のテーマとしては不適切ともいわれている。
しかしながら、
「修学旅行」の事前学習で自ら抱いた課題意識とその課題に主体的に取り組む姿は、
明らかに「探求」といえる。
この『高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺』は、
『経済』(No.313、新日本出版社、2021
年 10 月号)の書評に取り上げられ、
「高校生は、最初の小さな疑問を大事にして、問題意識を膨らま
せながら、どんどん取材を重ねていく。その過程は、教える側の教員、研究者にとっても驚きと認
識の発展の連続だった。事実を知り、学び、仲間に呼びかけ、創造してゆく若者たち の記録」17)と
評された。
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『高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺』(学習の友社、2021 年 7 月の表紙、及び、pp.128-129 より

高等学校段階において、
「カリキュラム・マネジメント」によって、組織的に行われた「キャリア
教育」の教育実践の一つとして、注目すべきものに大阪府立西成高等学校の「反貧困学習」がある。
この学習の様子については、2021 年 1 月 25 日(月)に NHK『逆転人生』という番組で「貧困の連鎖を
断て〜大阪府立西成高校の挑戦!」というテーマもとに紹介された。
大阪府立西成高等学校では、次のような考え方をもとにして、下記のような俯瞰図を作成、教育
全体の「カリキュラム・マネジメント」を図っていた。
「この 10 年ぐらいで社会は大きく変わった。グローバリズムの波のなか、
『規制緩和』や 『自己
責任』という言葉がさかんに使われだし、あっという間に、働く人の 3 分の 1 が非正規雇用、若者
においては 2 分の 1 が非正規雇用という社会が出現した。そして、2008 年 のリーマンブラザーズ
破綻に端を発した世界的経済金融危機のなかで、
『非正規』の人たちの失職がものすごい勢いで進ん
でいる。親の不安定な就労状況のもと、厳しい生活環境 で育った子どもたちが、成長後も経済的自
立を果たすことのできない『連鎖』がますます進んでいることを、教育現場にいる私たちは日々否
応なく実感してきた。格差と貧困の連鎖を断ちきるために、すべての生徒の自立を支援することを
西成高校のミッションとしたのは、3 年前のことである。それでは、教育が『格差の連鎖を断つ』
ためにできることと は何なのか。西成高校では、以下の 4 つの力をつけることだと考えた。
①『描く』
」=自らの人生に希望をもち、将来設計する力の育成
身近にさまざまな仕事へのロールモデルをもたない生徒も多いため、実際に社会にはどのような
職業があり、それに就くためには、どのような過程を踏まなければならないのかをあらゆる方法を
通じて伝えるキャリア教育に重点をおく。その際、
『プロに聞く』
『先輩に聞く』職場訪問、体験入
学、インターンシップなどの『出会い』と『体験』を多く組み入れ、そこで見つけた目標を、卒業
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への強い意志や学習への意欲につなげていく。
②『伸ばす』=基礎基本の徹底と潜在能力の伸長
さまざまな事情から、勉強を苦手としてしまった生徒が多い。習熟度別授業やティームティーチ
ングを取り入れながら、自信を回復させるなかで潜在能力の伸長を図る。また、 将来への目標をも
った生徒には、個人指導も含めた支援をおこなう。ホームヘルパー2 級、 福祉住環境コーディネー
ター、ワープロ検定、情報処理検定等の資格取得を積極的に進め、 将来設計への励みとしていく。
③『守る』=ルールやマナーを守り自分の感情をコントロールするカの育成
感情のままに行動していては、社会から相手にされない。基本的な生活習慣を確立すること、時
間や規則を守ること、服装や挨拶等のマナーを心得ることは、社会を生きていくための重要な力で
ある。自らの人生をたいせつにする心と自律の強い意志を育てていく。
④『繋がる』=人と繋がる協同の営みをとおした他者への関心、愛着、信頼感の釀成
自立とは孤立しないこと。
「繋がる力」こそ究極の生きる力である。人間関係づくりや集団での活
動の不得手な生徒も多いが、生徒会活動や学校行事、部活動等をとおして、仲間と心が通い合う喜
びや感動を数多く体験させていく。
」18)と将来を考え見据える力、基本的な能力・資質の育成、社会
生活を焼くるための基本習慣の育成、共生生活を営める力いう４つの明確な目標をかかげていた。

大阪府立西成高等学校『反貧困学習 格差の連鎖をたつために』解放出版社、2021 年、p.7 より
さらに、
「今、なぜ〈反貧困学習〉なのか」ということについて、次のような説明がなされている。
「本校は『西成』という日本の社会問題が集積する地にあって、さまざまな生活背景をもつた生
徒たちが集う学校である。本校生徒の生活環境は従前より厳しいものであったが、
『バブル崩壊』以
降に生まれた生徒たちは、より厳しい生活を強いられてきている。さら に、労働市場の規制緩和で
政策的に創出された非正規雇用者の増大、若者の貧困化という 社会状況のなかで、これまで実践し
てきた人権学習を『反差別』から『反貧困』という軸で再構築する必要性に迫られた。そこで、2007
年度より 1 年の総合学習（講座名 CHALLENGE）の学習内容を『反貧困』を軸にした人権総合学習へ
と再構成していき、2 年間の実 践を経て〈反貧困学習〉の 7 つの視点と 20 テーマの教材を作成し
てきた」
、
「
〈反貧困学習〉の 7 つの視点とは、①自らの生活を『意識化』する、②現代的な貧困を生
み出している社会構造に気づく、③『西成学習』をとおして、差別と貧困との関係に気づく、④現
在ある社会保障制度についての理解を深める、⑤非正規雇用労働者の権利に気づく、⑥究極の貧困
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である野宿問題をとおして生徒集団の育成をはかる、⑦『新たな社会像』を描き、その社会を創造
するための主体を形成する」19)と、学校のおかれている「地域社会での現実の課題」を直視・問題
視して、それを「総合学習」へと結びつけ、生徒たちの「生きる道」を探ったと説明されている。
そして、その実現へと向けた「カリキュラ厶改革」について、
「本校が採用する教育システムであ
る普通科総合選択制は『興味・関心から進路実現へ』 をテーマとしている。西成高校は、2003 年
に普通科総合選択制へと改編された当初は『興味・関心』に重点をおいたシステムであった。しか
し、
『格差の連鎖を断つ』を本校のミッションとする改革のなかで、重点をむしろ『進路実現』へと
シフトした。その理由は科目選択ガイダンス機能とキャリア教育プログラ厶が乖離し、定期考査の
ない科目への選択が増え、自己の将来を見据えた科目選択がおこなわれていなかったことにある。
そこで改革 は次の 5 点を重視しておこなわれた。
①商業系科目を増やし、資格取得に重点をおいた『IT•キャリア』エリアの新設
②既存のエリア指定科目を、
『
「興味・関心』から『基礎カ充実』の科目に変更
③自由選択科目を、進路実現に向けて『選択すべき科目』と『選択が望ましい科目』を明示し、
生徒へのガイダンスを明確化
④従来の『科目履修ハンドブック』を『ガイダンスブック』と名称変更し、キャリア教育、 科目
選択指導、各エリアでの教育内容、教科での教育内容を関連づけた総合的なガイダンスブック
として作成
⑤学年ごとに取り組まれていたガイダンス指導を進路指導とエリアでの教育内容とを結びつけた
系統的なガイダンスを実施
特に、府内のほかの普通科総合選択制高校が、専門学校以上の進学を目標にエリアやモデルプラ
ンが設定されているのに対して、今回の改革の目玉ともいうべき『IT•キャリ ア』エリアは、就職
の実現に力点をおいたモデルプランを用意した。エリア指定科目には 商業高校の必須科目である
“ビジネス基礎”を配置し、電卓検定•商業経済檢定の取得をめざす。加えて“文書デザイン”では
ワープロ検定、
“情報処理”では情報処理検定の取得をめざす。さらに自由選択科目には、
“簿記”
を 2 年生で 4 単位(週 4 時間)、3 年生 4 単位と設定した。商業高校と同様に簿記検定資格の取得を
めざすように設定した。ここまで徹底して商業科目を充実させたのは職業人としてのビジネススキ
ルをできるだけ向上させて社会に送り出したいとの考えからである。
本校ではキャリア教育の重要な部分を『総合的な学習の時間』(CHALLENGE)で取り組んでいる、そ
の一方の週のほとんどの授業を今回の改革で『進路実現をめざす』方向へとベクトルをあわせるこ
とができた」20)と、
「興味・関心から進路実現へ」という統一テーマの教育目標に変更し、
「総合的
な学習の時間」を教育の中核として各教科との連携・関連を深め、
「現実社会で生きられる力」
、
「セ
ーフティネット」の構築への「カリキュラム・マネジメント」を図っていたのである。
<反貧困学習〉の具体的な教材は、
「教材 1.生きる力をもつ子どもたちーダッカのストリートチル
ドレン、教材 2.『ネットカフェ難民』からセーフティネットを考える、教材 3.『ワーキングプア』
からセーフティーネットを考える、教材 4.シングルマザーについて、教材 5.『ホームレス中学生』
から考えよう、教材 6.貧困ビジネスについて、教材 7.ハウジングプアについて、教材 8.高校生の
『無保険』問題を考える、教材 9.日雇い派遣について、教材 10.『こんなときはどうするの?』 —労
働者を守る法律や制度、教材 11.突然、解雇されそうになったら!？、教材 12.西成差別から野宿問
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題へ、教材 13.不公平なイス取りゲームから考える、14.社会的排除について考えよう」などが設定
されている。まさに、
「リアリティ」のある課題に関する「セーフティネット」の連続的な構築へ道
が描かれている。また、
「家庭基礎」や「社会福祉制度」の科目とも繋がれている。

大阪府立西成高等学校『反貧困学習 格差の連鎖をたつために』解放出版社、2021 年、表紙、pp.4-5 より。

大阪府立西成高等学校『反貧困学習 格差の連鎖をたつために』には、それぞれの教材に関して、
〈反貧困学習〉における位置づけ、学習の展開、教材について、生徒の感想、学習の発展、教材の
評価・コメント、教師用資料等について説明が加えられている。さらに、各課題について複数ペー
ジに渡るワーク・シートが用意されている。次は、教材 12 に関するワーク・シートの一部である。

大阪府立西成高等学校『反貧困学習 格差の連鎖をたつために』解放出版社、2021 年、pp.76-86 より

- 261 -

茨城大学全学教職センター研究報告(2021)

この学校で指導をした経験のある教員は次のような感想を述べている。
「
『先生へ

先生との約

束ははたせんかったな。ごめんやで。今でも覚えてる。
『1 年だけの 付き合いなんかいらんぞ!!』
ってゆわれたん。ほんまにごめんな。体育祭の時、停学なって必死に怒ってくれたん。あの時はち
ょーうれしかった。ありがとう、ごめんね。西成行ってよかった。いい先生に出会えたし、いろん
な友達と仲良くなれた。留年した子とかやめた子とかいっぱいおるけど、私は忘れへんし、私のこ
とも忘れんといてほしい。ほんまにいっぱい心配かけてごめんなあ。ちゃんと働いて先生にご飯お
ごるからな。楽しみにしといてな。じゃーまたいつか……短い間だったけど、ありがとうございま
した』
学校に届いた退学書類のなかに紛れていた、中退していった生徒から担任に宛てた 1 枚の手紙。
入学当初からなかなか学校生活に馴染めず、家庭の問題に悩み、家出を繰り返し、進級に必要な出
席日数をクリアできずに留年。そして退学。彼女だけではない。少なからぬ数の生徒たちが同じ道
を辿っている。けっして本人一人の問題と片付けてしまってはいけない。子どもにそうさせてしま
っている周囲の環境や状況がある。そんななかで西成高校は『格差の連鎖を断つ』ために取り組ん
でいる。CHALLENGE の授業、生徒指導、進路指導、人権教育。その指導の一つひとつの根底に、
『社
会に出てからしっかりやっていけるように』という思いを込めている。3 年間の指導をとおしてそ
の思いを実らせたい。だからこそ西成高校の次の目標は『中退防止』である。手紙の彼女のような
子どもたちを含め、西成高校に入学してくる子どもたちが『学校』をとおして強くたくましい社会
人に成長していけるように、 西成高校の教師たちは奔走している（西成高校 林田照男）
」21)と、地
域社会での「リアリティ」問題を背景に、
「学校」での「生徒のリアリティ」に悩み格闘している教
師の姿が浮かんでくる。
2018 年(平成 30 年)10 月に、教育課程部会が「総合的な学習の時間の成果と課題について」にお
いて述べた「今回の学習指導要領改訂のポイント」で指摘した 4 つの点、すなわち、
「①各教科等で
育成する資質・能力を相互に関連付け、実社会・実生活における活用や各教科等を超えた学習の基
盤となる資質・能力の育成を重視、②教科等横断的なカリキュラム・マネジメントの軸となるよう、
各学校の教育目標を踏まえて総合的な学習（探究）の時間の目標を設定することを明示、③他者と
協働して課題を解決しようとする学習を重視、④自然体験や職場体験活動（就業体験活動）
、ボラン
ティア活動などの体験活動等を引き続き重視」 、そしてこれらによって、
「予測がより困難な時代
において、教科等で育成した資質・能力を総動員しながら主体的に課題に向き合い、解決していく
資質能力を育成」22)と謡ったことをすでに取り込んで実際に行った教育実践が大阪府立西成高等学
校の「反貧困学習」であったといえよう。しかし、
「キャリア教育」は、一筋縄では実現しない。
以上、改訂された学習指導要領を中心にして、最後は「キャリア教育」のこれまでの教育実践に
ついてみてきたが、ここで、これまでの考察をもとにして、今後の「キャリア教育」の方向性につ
いて考えてみたい。
今後の「キャリア教育」の方向性についてまとめると次の三点を指摘できる。
第一に、課題を「リアリティ」のあるものを選択し扱うことが必要である。その際に、その「リ
アリティ」ある身近な地域社会の問題・課題について、子どもたちにどのように発見させて意識化
を図るかということが基本である。また、それは重要かつ必要となろう。指導側から「今日のキャ
リア教育の学習課題は何々です。これについて考えましょう。
」といったスタンスでは、今回改訂さ
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れた学習指導要領の趣旨に添わないと思われる。
第二に、そのためには、生徒以上に、指導する側、つまり教師の社会認識を深め、問題をいかに
して「教材化を図り」
、教育計画を立てるのかというところから生徒と一緒に考えることから始まる
といえよう。その意味で、指導者側は、それ相当の負担を覚悟しなければならない。また、自分自
身の「生き方」も問われる。成人教育理論の「アンドラゴジー」の考え方が必要となる。
第三に、身近な社会問題・課題の発見とその意識化は、子どもたちだけの問題として存在してい
るのではない。
「大人たち」にとっても問題として解決を図らねばならないものとして子どもたちと
共通して存在している。そのため、
「大人たち」も学習して課題解決を図る必要がある。まさに、子
どもたちが意識し考えなければならない身近な地域社会の問題・課題は、
「社会教育」の学習課題で
もある。そこで、
「子どもたちの問題」と「大人たちの問題」とに区別するのではなく、
「共通する
問題・課題」として考えるべきだということができる。つまり、
「総合的な探求の時間」と「社会教
育の実践」とを同時に合わせて行う「学社融合」の学習が必要となると考えられる。そのように、
「キャリア教育」における「学社融合」の教育実践を行うことは、子どもたちに「生涯学習」の意
義と重要性を認識してもらう絶好の機会となると思えるのである。これが「キャリア教育」で必要
な次の方向性といえよう。
最後に、
「過労死」についての一つの解答を示しておこう。ジェフリー・フェファーは、
「なぜ悪
しき職場を辞められないのか」という問いに対して、
「第一の答は、言うまでもなく、経済的な必要
性である。親から潤沢な遺産でも受け継がない限り、大方の人は働いて生計を立てなければならな
い。高齢の親や病気の子供を抱えている、夫が失業した、子供の教育费がかかる等々さまざまな理
由から、苛酷で健康に悪いが給料のいい仕事を辞められない人は少なくない。
そのうえ一部の企業はきわめて合理的な理由から、 製造や物流などの拠点を新設する際に、雇用
が不足している地域、産業が立ち後れている地域、経済的に困窮している地域などを選ぶ。このよ
うな地域では、少ない貨金でもよろこんで働き、 労働条件をうるさく言わない(言えない)労働者を
容易に見つけられるからだ。たとえば大きな工場が閉鎖された地域では、大勢の人が解雇され、 仕
事口を見つけようと躍起になっている」23)と、各個人における「経済的な必要性」から仕事をやめ
られないというのが第一の理由であると明快な解答を述べている。但し、この論では、アメリカ社
会が前提であることに注意を払う必要があることは言うまでもない。
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