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本稿は、「教育課程」を考えるための基礎として、教育課程の意義と定義、学習指導要領の概念・定義とその編成の歴史的
な変遷、新しい『高等学校学習指導要領(^平成 30 年告示 )』の内容と特色を把握し、それを基礎として、教科「公民」に「現代
社会」に代わって新設された科目「公共」の授業のカリキュラムマネジメントの基礎とその評価について考察することを目的と
したものである。第 1 章では、 日本の教育課程と学習指導要領の概念とその意義並びに教育課程の編成原理について考
察した。第二章では、新学指導要領の至る学習指導要領の変遷とその社会的な背景について概観した。第三章では、新し
い『高等学校学習指導要領(平成３０年告示)』の全体的な特徴と「公民科」の内容と特色について検討し、「公共」授業の社会
的な存在意義等について検討した。第 4 章では、カリキュラム・マネジメントの理論を前提として、これまでの「現代社会」に代
わって新設された「公共」の授業の目標と内容について具体的に検討し、カリキュラム・マネジメントの基礎とそのカリキュラ
ム・授業評価についての考察した。それらによって、高等学校の教育における新たな方向性の一つを考えた。

はじめに
本稿は、
「教育課程」を考えるための基礎として、教育課程の意義と定義、学習指導要領の概念・
定義とその編成の歴史的な変遷、新しい『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 )』の内容と特色
を把握し、それを基礎として、教科「公民」に「現代社会」に代わって新設された科目「公共」の
授業のカリキュラムマネジメントの基礎とその評価について考察することを目的としたものである。
――――――――
*茨城大学名誉教授
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第 1 章 日本の教育課程と学習指導要領の概念とその意義
(1)教育課程の意義
「教育課程」
〔カリキュラム、
（英）
curriculum（独）
Curriculum（仏）
programme（de I'education）
〕
の語義•概念から見ると、
「カリキュラム」は、
「語源的にはラテン語の cursum = 競争路を意味し、
いわゆるコース•オブ•スタディ course of study と同義。一般に『教育課程』と訳され、教育目標
に即して児童生徒の学習を指導するために、学校が文化遺産の中から選択して計画的•組織的に編
成して課する教育内容の全体計画を意味する。
カリキュラムの語義的解釈については諸説があるが、
それらいずれにしても、カリキュラムというコトバが含意することは『教育と訓練のために意図的
に構成された内容』
（Pratt、 D.1980）を超えるものではない」1)といわれる。
このように、
「教育課程」という用語は、英語の「カリキュラム」
（Curriculum）を原語とし、さ
らにさかのぼると、そのカリキュラムの語源は、ラテン語の「Currere」
（クレーレ）といわれる。
そして、 その意味は「走ること」
「走路・道程」
「競走場」
「人生の行路」となる。
日本において「カリキュラム」の訳語として「教育課程」が使用されるようになったのは第二次
世界大戦後(戦後)で、それまでは、
「教科課程」
（小学校）
、
「学科課程」
（中等学校・専門学校）とい
う訳語が用いられていた。戦後、
「教育課程」という用語が用いられるようになった理由は、教育改
革の中で、教科学習に加え、教科外の様々な活動（学校行事や学級活動、生徒会活動•部活動など）
が、学校での教育活動に加わったからである 2)。 その教育課程という用語は、昭和 24 年 5 月に
公布された文部省設置法(1949（昭和 24）年法律第 146 号）の初等教育局の事務を規定した同法 8
条第 5 号、
「五 教育職員及び教育関係公務員等の適格審査に関すること。
（初等中等教育局の事
務）第八条 初等中等教育局においては、初等教育、中等教育及び特殊教育に関し、左の事務をつ
かさどる。(中略)五

左のような方法によつて、学校管理、学校の施設、教育課程、特別教育活動、

生徒指導、教授法その他初等教育、中等教育及び特殊教育のあらゆる面について、教育職員その他
の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
」3)(アンダーライン及び強調は、引用
者による)と初めて使用された。しかし、戦後初期の日本の教育現場では、
「教育課程」という用語
よりも、
「カリキュラム」という言葉が用いられることが多かったと言われる。このように、
「教育
課程」(カリキュラム)は、学習者が学んでいく道、学習の課程と学習の内容を意味し、学習内容の
組織と配列を表す。つまり、教育課程は、学校の教育を実現させるための最も重要な教育計画で、
学習者の学ぶ道を示すという意味で「教育課程の意義」の存在がある 4)。
『小学校学習指導要領(平成 29 年告示 )解説総則編』第 2 章第 1 節には、
「教育課程は、日々の指
導の中でその存在があまりにも当然のこととなっており、その意義が改めて振り返られる機会は多
くはないが、各学校の教育活動の中核として最も重要な役割を担うものである。教育課程の意義に
ついては様々な捉え方があるが、学校において編成する教育課程については、学校教育の目的や目
標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に
組織した各学校の教育計画であると言うことかでき、その際、 学校の教育目標の設定、指導内容の
組織及び授業時数の配当が教育課程の編成の 基本的な要素になってくる。
」5)と述べて、各学校の教
育活動の中核として最も重要な役割を担った総合的に組織した各学校の教育計画であるというよう
に「教育課程の意義」について示されている。
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(2)教育課程と学習指導要領
学習指導要領（英）course of study（仏）directives d'enseignement について、文部科学省は、
次のように説明している。
「学習指導要領とは何か？ 全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるよ
うにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編
成する際の基準を定めています。これを『学習指導要領』といいます。
『学習指導要領』では、小学
校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めています。ま
た、これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中学校の教科等の年間の標準授業時数等が
定められています。各学校では、この『学習指導要領』や年間の標準授業時数等を踏まえ、地域や
学校の実態に応じて、教育課程（カリキュラム）を編成しています。
」6)と、
「学習指導要領」を各学
校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準と説明している。
『新教育学大辞典』では、学習
指導要領は、
「文部大臣が文部省告示をもって公示する学校の教育課程の基準。
」7)と解説されてい
る。
(3)教育課程の編成の方法
①「教育課程の編成の方法」の考え方
2019 年、平成 31 年告示の 新しい学習指導要領おいて、
「教育課程の編成の方法」の考え方」に
ついて次のように示されている。
「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、学校教育全体や各牧科・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
づき定められてい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
⑴各学校においては、生徒の発逢の段偕を考慮し、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、各科目・
教科等の特質を生かし、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。
⑵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で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。
」8)と示されている。
ここで示された教育課程の編成の基本的な考え方としては、①「社会に開かれた教育課程」と関
連して、教育課程の方針を家庭や地域と共有すること。②学習の基礎となる資質・能力を言語能力、
情報活用能力、
・問題発見・解決能力の三点であることを前提として各教科の独自性をもとに、さら
に、教科横断的に教育課程を編成すること。③災害などの現代的の社会的課題に対応できる能力を
教科横断的に育成する教育課程を編成することが示されている。ちなみに、
「第 4 章の第 2 の 1」に
は「各学校においては、第一の目標を踏まえ、各学校の総合的な探求の時間の目標を定める。
」9)と
掲げられており、
「教科横断的な教育課程の編成」に関して、高等学校の場合には「総合的な探求の
時間」がその中心の一つとなることを明示したのである。
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②教育課程編成に関わる基本的な原理
教職コアカリキュラムの教育課程の一般目標の一つとして、教育課程編成の基本原理及び学校の
教育実践に即した教育課程編成の方法を理解するということが明示されている。そして、教育課程
編成に関わる基本的な原理としては、スコープ（教育内容の区分、領域、範囲） とシーケンス（教
育内容の順序立て、系列、配列・排列）
、経験主義（教育と生活の結合） と系統主義（教育と科学
の結合）
、工学的アプローチと羅生門的アプローチ、履修主義と 修得主義、年数主義と課程主義、
タイラー原理、カリキュラムの類型、顕在カリキュラムと潜在カリキュラムといった原理や論点が
あると示されている 10)。この中から、ここでは、特に、現代の教育問題と深くかかわると思われる
「工学的アプローチ」と「羅生門的アプローチ」を取り上げる。
③「工学的アプローチ」と「羅生門的アプローチ」
「工学的アプローチ」と「羅生門的アプローチ」については、文部省(当時)がまとめた『カリキ
ュラム開発の課題』という報告書に次のように説明されている。
「3.カリキュラム開発における 2 つのアプローチ
以上の課題をめぐって討論をすすめる過程で、カリキュラムの開発において可能な、明らかに対
比的な 2 つのアブローチが次第に浮かびあがってきた。
その一方のアブロマチは、
『工学的接近』と呼ばれる、教育工学的アプロー チであり、他方は、
黒沢明監督によって映画化され、世界的に知られた芥川竜之介の小説『躍生門』にちなんで『羅生
門的接近』と呼ばれるアプローチである。2 つのアプローチについて、両者を対比させながら簡単
に説明しよう。
まず、カリキュラム開発における一般的な戦略、手続きについて比較する。
『工学的接近』の典型
的な手続きは次のようになる。まず最初に、一般的目標が立てられる。これは要求評定(need
assessment)により定式化されてくる。次にその一般的目標が、より具体的な特殊目標に分節化され
る。ついで、 その特殊目標がいわゆる『行動的目標(behavioral objectives)』に定式化される。
この『行動的目標』はテストなどで測定可能な形になっている。つぎに、 これらの目標を実現する
ための教材が作製される。この教材を用いた教授学習活動が試みられる。そして、目標がどれだけ
達成されたかを、さきの『行動的目標』に照らして、学習者たちの行動で評価し、それによってカ
リキュラムそのものを評価することになる。こうして、カリキュラム開発のためのフィード バック
情報が教授・学習過程からとりだされることになるわけである。これに対して、
『羅生門的接近』の
典型的な手続きはどうか。この接近でもやはり、まず一般的な目標を立てることから始まる。この
点は『工学的接近』 とかわりがない。しかし 次の段階でちがいが生じる。すなわち、
『羅生門的接
近』では、その一般的目標を直ちに特殊目標に分節化することをしないで、それを実現するための
教授・学習活動が試みられるのである。このことは、教授者、教師が、一般的目標を充分に理解し
た上で、
『専門家としての教師』の経験と技術、技能を生かして、この目標の実現を計る『創造的な
教授活動(creative teaching activities) 』を行うことによって可能となる。教材の作製、あるい
は、既存の教材の活用も、この活動の中に含まれている。そして次に、この教授活動によって学習
者に何がひき起されたか、そのすべての結杲が、できる限り多様な視点から、できる限り詳しく叙
述される。この記述は、さきの一般的目標に関わる側面の記述に限定されない、という点が重要で
ある。次に、その記述にもとづいて、一般的目標がどこまで実現されたかの判断が下され、カリキ
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ュラム開発へのフィードバックが行われる。
『羅生門的接近』においては、 カリキュラムは、以上
のような『創造的な教授・学習活動』の集合の組織として開発されていくことになる。以上の対比
をまとめると、第 1 表のようになる。

『工学的接近』は分析的、分子論的(atomistic)であり、
『羅生門的接近』 はゲシュタルト的、全
体論的(wholistic)である、ともいえよう。
」11)と、二つのアプローチの違いが説明されている。
このふたつのアプローチに関して、
「
『工学的アプローチと羅生門的アプローチ』という提案が、
大変に興味深いものです。1975 年に当時の文部省と OECD の CERI が協力して開催しましたセミナ
ーで、アトキン（Atkin、 J.M）氏が、この二つのアプローチを提案しました。アメリカのカリキュ
ラム論の文脈で申しますと、工学的アプローチはブルーム（Bloom、 B.S）氏の立場に近く、羅生門
的アプローチの方は、アイスナー（Eisner、 E.W）氏の立場そのものであると理解しています。私
は、この二つのアプローチは、
『二項対立』として理解するのではなく、
『相互補完関係』として理
解すべきであると考えています。
」12)と、
「工学的アプローチと羅生門的アプローチ」の相互補完関
係の見解が示されている。
「工学的アプローチ」は、
「教科カリキュラム」の原理として機能し、
「羅生門的アプローチ」は
「経験カリキュラム」の方向へと導くものと考えられる。そして、それらが『相互補完関係』にあ
ると考えると、村井 実が提唱した「E―MⅢ型」方法モデルの教育観 13)につながる。

第 2 章 学習指導要領の改訂の変遷と改訂内容の概略及びその社会的背景
次に、今回の教育課程－学習指導要領の改訂への変遷と主な改訂内容並びにその社会的背景につ
いて考えてみたい。
(1)学習指導要領の変遷の全体像
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まず、学習指導要領の変遷の全体像を把握してみる。学習指導要領の変遷についての流れを示す
次のようになる。①昭和 22 年の学習指導要領→②昭和 26 年改訂の学習指導要領/生活中心のカリ
キュラム →③昭和 30 年社会科編の改訂→④昭和 33 年改訂の学習指導要領→⑤昭和 43 年改訂の学
習指導要領/社会情勢の進展と教育内容の現代化→⑥昭和 52 年改訂の学習指導要領/第三の教育改
革→⑦平成元年改訂の学習指導要領/生涯学習体系への移行→⑧平成 10 年改訂の学習指導要領/ゆ
とりの中で生きる力の育成→⑨平成 15 年の学習指導要領一部改正/ゆとり路線の修正→⑩平成 20
年改訂の学習指導要領/「知識基盤社会」の中で「生きる力」→⑪平成 29 年改訂の学習指導要領/
「社会に開かれた教育課程」の理念となる 14)。この流れにそれぞれの特色を追加して示した結果が
表 1「★表 12-1 の学習指導要領の変遷」15)である。

(佐藤 環編『日本の教育史』あいり出版、2013 年、pp.167-168 より)
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この一覧表に関して、学習指導要領の変遷の全体像については、
「学習指導要領は、文部科学大臣
が文部科学省告示による初等・中等教育を行なう学校教育課程の基準である。現在、その種類は、
小学校・中学校•高等 学校および特別支援学校（2007 年以前は盲学校・聲学校・養護学校）があり、
中等教育学校ではその前期課程には中学校学習指導要領、後期課程には高等学校学習指導要領が適
用される。なお、幼稚園には 1948 （昭和 23）年にその教育基準となる保育要領が文部省から刊行
され、1956（昭和 31）年に幼稚園教育要領となった。
学習指導要領の内容は、初めて出された 1947（昭和 22）年からおおよそ 10 年間は経験主義的性
格が強かったが、法的拘束力を持つようになった 1958（昭 和 33）年（高等学校は 1960 年）の改訂
から教科の系統性が重視されるようになった。1977（昭和 52）年（高等学校は 1978 年）の改訂か
ら各教科などの目標・内容をしぼり、ゆとりある充実した学校生活を実現しようとした。2008 （平
成 20）年（高等学校は 2009 年）の改訂では、基礎的な知識や技能の習得と思考力、判断力、表現
力の育成を強調し、1970 年代中葉の学習指導要領改訂以降、減少し続けていた授業時間数を増加さ
せた（a 12-1）
。
」16)と、学習指導要領の変遷の全体像について説明されている。
文部科学省の説明では、
「昭和 33～35 年改訂」から始まっているところに特徴がある 17)。そのこ
とが象徴するように、学習指導要領の変遷の全体像の中で重要となる一つの点は、昭和 22 年の学習
指導要領の「試案」と昭和 33 年改訂の学習指導要領の「告示」の部分である。つまり、学習指導要
領が「法的な拘束力」を持ったという「ターニングポイント」である。この点に焦点化して、文部
科学省の詳細な説明文を見ると次のように説明されている。
「昭和 22 年３月に学校教育法が制定されて、小学校教育は根本的な変革がなされ、教育課程につ
いても大きな改革がなされた。すなわち、同年５月に学校教育法施行規則が制定され、学校教育法
第 20 条の規定に基づいて教育課程（当時は「教科課程」と称していた。
）に関する基本的な事項を
定めるとともに、教育課程の基準としての学習指導要領を試案の形で作成した。(中略)、この学習
指導要領においては、昭和 22 年の学習指導要領の「教科課程」という用語に代えて「教育課程」と
いう用語が用いられた。(中略)、
「(3) 昭和 33 年の改訂 昭和 26 年の学習指導要領については、全教科を通じて、戦後の新教育
の潮流となっていた経験主義や単元学習に偏り過ぎる傾向があり、各教科のもつ系統性を重視すべ
きではないかという問題があった。また、授業時数の定め方に幅があり過ぎるということもあり、
地域による学力差が目立ち、国民の基礎教育という観点から基礎学力の充実が叫ばれるようになっ
た。そのほか、基礎学力の充実に関連し科学技術教育の振興が叫ばれ、理科、算数の改善が要請さ
れた。このような点を改善するため、昭和 31 年に教育課程審議会に「小学校・中学校教育課程の改
善について」諮問し、昭和 33 年３月に同審議会から答申を受け、学習指導要領を全面的に改訂し、
昭和 36 年４月から実施した。学習指導要領の改訂に先だち、昭和 33 年８月に学校教育法施行規則
の一部を改正した。その改正の要点は次のとおりである。ア 学習指導要領は、教育課程の基準とし
て文部大臣が公示するものであると改め、学校教育法、同法施行規則、告示という法体系を整備し
て教育課程の基準としての性格を一層明確にしたこと。(後略)」18)と説明している。
この文部科学省の詳細の解説では、さすがに、昭和 22 年の学習指導要領から始めているが、昭和
22 年の学習指導要領での重要な点と思われるものを指摘すると、①教育課程の基準としての学習指
導要領を試案の形で作成した。②従来の修身（公民）
、日本歴史及び地理を廃止し、新たに社会科を
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設けた。③日課表を作成する上で１単位時間を特に固定せず、学習の進み方などの必要に応じて変
化のある学習が行われるようにしたという点である。ここで、特に、問題になるのは、
「試案」の解
釈である。1946 年に文部省に入り教科書局でこの学習指導要領の作成に携わった上田 薫は、後に、
「この『試案』というのは学習指導要領は試案であって、教師がそこで考えるものであって、それ
で試案と書いた。まだ作り始めて試みだから試案だっていうんじゃない。戦後の新教育が目指した
時には、学習指導要領は拘束力を持つんじゃなくて、自由に使っていくという考え方だったんです
よ。
」と、テレビ放送の番組を通じて説明している 19)。つまり、
「試案」の意味は、単に、
「一時しの
ぎの仮のもの」ではなく、
「教師のための参考書・手引書」であったと証言しているのである。
昭和 33 年の改訂の重要な点は、①全教科を通じて、戦後の新教育の潮流となっていた経験主義や
単元学習に偏り過ぎる傾向があり、各教科のもつ系統性を重視すべきではないかという問題があっ
た。②学習指導要領は、教育課程の基準として文部大臣が公示するものであると改め、学校教育法、
同法施行規則、
「告示」という法体系を整備して教育課程の基準としての性格を一層明確にしたこと
という点である。いうまでもなく、対「試案」に対する「告示」の宣言である。
当時、文部省初等中等教育局で学習指導要領の改訂に携わっていた菱村幸彦は、
「子ども中心主義
で体験学習でやっていましたから、それに対してちゃんと系統的に教える必要があると。子どもの
生活体験を重視するとお店屋さんごっことか、郵便ごっことか、乗り物ごっこのような学習になっ
て系統的な知識が教えられなかった。国家基準としての性格を明確した。教えられる中身が全国ど
この地区でも、どこの学校でも、どの先生になっても均等の同質の教育が与えられるのが教育の機
会均等なんです。そのスタンダードを明確にした。系統的な知識をしっかり教えることで全国均一
の教育を保証するようになったということですね。
」と昭和 33 年の改訂を説明・証言している 20)。
これらを含む一連の学習指導要領の改訂の流れについて、小針 誠は「
『振り子』の揺り戻し」と
題して、
「教師主導•知識重視の本質主義または系統主義の教育か、それとも子ども中心で、学習に
臨む態度や考える力を重視する経験主義の教育なのか!―戦後日本のカリキュラム改革は、それぞ
れの時代によって、いずれか一方の極に大きく振れては、その反動でもう一方の極に振れる『振り
子の原理』にたとえられて説明されてきました〔図表 3、4〕
。旧い学力と新しい学力のあいだの関
連や関係性ではなく、対立させてみる見方の典型でもあります。
」21)と、下記の図を示して、学習指
導要領の全体的な変遷には「振り子の原理」が働いているという見解を述べている。
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この見解に対して、
「学習指導要領の改訂の歴史を見ますと、大きくは『進歩主義 progressismj』
と『本質主義』esscntialism の間をまるで『振り子』のように、振れたことが分かります。戦後最
初に作成されました、1947 年の学習指導要領は、1946 年に来日しました、
『米国教育使節団』の報
告書（ミッションレポート）の影郷を強く受けたものです。この『米国教育使節団』はおもに進歩
主義者で構成されていましたので、その影響を受けました『学習指導要領』は、今日から見まして
も大変にリベラルな性格でした。そして、御覧のように、その後、
『学習指導要領』の性格は、振り
子が振れるように大きく変化していきます。
」22)と、初期の学習指導要領の性格について述べられて
いる。
さらに、
「 学習指導要領の性格が大きく変化します時に、その中間点あたりに、注目すべき『学
力論争』が起こっています。その『学力論争』の時期に注目しますと、およそ 25 年周期で起こって
いることが分かります。この 25 年周期に着目しましたのは、吉見先生の本からヒントを得たもの
で、 あながち、私の独断ではありません。この 25 年周期説が正しいとすれば、今度は 2025 年あた
りに『学力論争』が起こり、学習指導要領の性格が大きく変化するのではないかと推測します。も
ちろん、あ くまで私の『推測』ですが。
」23)と、教育課程の専門家は、
「25 年周期説」に基づく学習
指導要領改訂の今後の展望を述べている。
次に、この度改訂された現行の『高等学校学習指導要領(公民科)」の内容について具体的に見て
その変化や特徴を理解してみることにする。

第 3 章 『高等学校習指導要領(平成 30 年告示 )』における「公民科」の特徴
(1)新『学習指導要領(平成 30 年度版)』全体における内容の特徴
①「前文」の新設
これまで、学習指導要領は「総則」から書き起こされることが通例であったが、それとは異なり、
新しい学習指導要領の冒頭には「前文」が掲げられている。そこで、まず初めに、新しい『高等学
校学習指導要領(平成 30 年度版)』の「前文」24)の一部を引用して見てゆくことにする。
「
【前文】教育は、教育基本法第 1 条に定めるとおり、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家
及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的のもと、
同法第 2 条に掲げる次の目標を達成するよう行われなければならない。
1 賴広い知識と教雜を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな愦操と道徳心を培うとともに、
健やか な身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うととも
に、職業 及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と資任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体
的に社会 の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を苺重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を敢重し、
国際社 会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。(中略)、生徒が学ぶことの意義を実感できる環
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境を整え、一人一人の資質•能力を伸ばせるようにしていくようにしていくことは、 教職員をはじ
めとする学校関係者はもとより、家庭や地域の人々も含め、様々な立場から生徒や学校に関わる全
ての大人に期待される役割である。幼児期の教育及び義務教育の基礎の上に、高等学校卒業以降の
教育や職業、生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら、生徒の学習の在り方を展望していく
ために広く活用されるものとなることを期待して、ここに高等学校学習指導要領を定める。
」24)と述
べられている。
この「前文」において、
「2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び
自律の精神を養うとともに、職業 及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
」
、
「一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在と
して尊重し、多様な人々と協働しながら 様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持
続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。
」
、
「幼児期の教育及び義
務教育の基礎の上に、高等学校卒業以降の教育や職業、生涯にわたる学習とのつながりを見通しな
がら、生徒の学習の在り方を展望していくために広く活用されるものとなることを期待して、ここ
に高等学校学習指導要領を定める。
」という三つの点の記述が注目される。
確かに、
「前文」では、教育基本法を引用しながら教育の目的や目標が明記され、
「持続可能な社
会」づくりを意識しながら「社会に開かれた教育課程」の重要性と学習指導要領の意義が示されて
学校教育の目標全体が述べられているといえようが、一言でいえば、学校教育の基礎として「キャ
リア教育」を、そしてさらに「生涯学習」を推進すると宣言しているようにも考えられる。
②新教科・科目の設置
新しい『高等学校学習指導要領(平成 30 年度版)』の総則の「各教科・科目及び単位数」(p.21 の
一覧表参照)を基本として、各教科•科目等の見直しについて、
「新設」の視点から旧学習指導要領に
はなかった科目についてみてみると次のように指摘できる。新科目が設けられた教科は「国語」
「地
理歴史」
「公民」
「数学」
「外国語」
「情報」である。そして、その新科目の内で 1 つまたは 2 つの科
目が必履修科目に設定されている。各学科に 共通する教科・科目として、教科「理数」が設定され、
その中に新科目の「理数探究基礎」と「理数探究」が設置された。また、教科「公民」の中の科目
「現代社会」が「公共」へ変更された。さらに、従前の「総合的な学習の時間」は「総合的な探究
の時間」となり、この「総合的な探求の時間」は全ての生徒に履修させるものとしている 25)。
③「総則」におけるその他の重点項目
「総則」の中に今回記述されたその他の重点項目の主なものを箇条書き等にしてまとめて指摘す
ると次のようになる 26)、27)。
1) 育成を目指す資質・能力の明確化。2) 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善
の推進。3) 各学校における「カリキュラム・マネジメント」の推進。4)学校段階等間の接続を図る。
5)道徳教育の充実。
(2)新学習指導要領(平成 30 年度版)における「公民科」の内容の概要と特徴
高等学校には「社会」という教科はなく、
「地理歴史」と「公民」がそれに代わる正式な教科とな
っていたが、今回の 2022 年度の学習指導要領の改訂で高等学校のその「地理歴史」と「公民」は大
きく変わることになった。教科「公民」の場合は、
「公共」
、
「倫理」
、
「政治・経済」の３科目から構
成され、その中の「公民」が必修科目となる。これまでの教科「公民」は、
「現代社会、倫理、政治・
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経済」の構成で、3 つのうちどれかを選ぶ選択必修制であった。
「公共」の登場には、18 歳から選挙
権が得られるようになったというような我が国の社会状況の変化が影響していると思われる。例え
ば、自由民主党の『J―ファイル 2013 総合政策集』において「高等学校において社会参加や消費
者教育等の推進を図るために、新科目『公共』を設置するとともに、現行の家庭科教育の単位数を
ゆとり教育前に戻し、かつ、現代の家庭教育に役立つ単元を増やします。
」28)と、現代社会の状況に
対応した新しい教育の在り方の一つとして「公共」が提案されていた。
次に、その新設科目「公共」に焦点化して、その授業のカリキュラム・マネジメントの基礎と評
価について考えてみる。

第 4 章 「公共」授業のカリキュラム・マネジメントとその評価
(1) カリキュラム・マネジメントの基本理論(概念と構造 )
①カリキュラム・マネジメントの概念
「カリキュラム・マネジメント」のコンセプト（概念）については、
「カリキュラムマネジメント
とは、学校の裁量権の拡大を前提として、
『学校の教育目標を実現するために、教育活動（カリキュ
ラム）の 内容上•方法上の連関性と条件整備活動（マネジメント）上の協働性との対応関係を、組
織構造と組織文化とを媒介としながら、PDCA サイクルを通して、組織的、戦略的に動態化させる営
み』のことである。
」29)と定義されている。また、
「カリキュラムマネジメントの最終目的は、教育
的エコロジー観を前提とした学校改善にあるが、その中核は、当該校における教育目標（理念） の
具現化自体にある。カリキュラムマネジメントが成立するためには、 各学校（校長）の裁紙権（規
制緩和）が制度的にも確保されていること が必要である。
」29)とも述べられ、
「学校における教育目
標（理念）の具現化」とされている。さらに、
「カリキュラムマネジメントへのアプローチにおいて
は、
『工学的アプローチ』(technical approach)と『羅生門的アプローチ』(the Rasyomon approach)
の双方の組み合わせが特色となる。
」30)と言われている。本稿の第 1 章において、
「工学的アプロー
チ」と「羅生門的アプローチ」を取り上げた理由はここにある。
簡単に、カリキュラム・マネジメントとは、
「カリキュラムを主たる手段として、学校の課題を解
決し、教育目標を達成していく営み」31）ということもできるとも言われている。つまり、カリキュ
ラム・マネジメントは、教育目標の実現を目指して、学校全体の経営と教育活動を改善していくと
いうものといえる。
②カリキュラム・マネジメントの構造
カリキュラム・マネジメントの構造については、一つの説明例として、下に示した構造図を基に
して、次のように説明されている。
「カリキュラムマネジメントの構造は、基本的に教育目標の具現化(actualization of educational
goals)のための教育活動の内容•方法 (curriculum as contents and methods of educational
activities) と、それを支える条件整備(management as providing and maintaining the
conditions) の双方(カリキュラムとマネジメント)の対応関係(connection④一 1〈番号は図表 1 の
グランドデザインのなかの番号。以下同じ〉)から構成されて いる。そして、それらを合体させた
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内部構造としては、前者のカリキュ ラムについては『基軸』(基本となる原理 fundamental axis)
が、後者については、少し複雑ではあるが、P—D—C—A (P―D―S ③)サイクルと、このサイクルを支
援することになるリーダーシップ(leadership ⑥)とその組織力(組織構造⑤-1 と組織文化 ⑤-2)
の合成力 (power of organization ⑤)としての協働力がマネジメントの中核としての構成要素
(components)に位置づいている。また、組織構造と組織文化とがそれぞれにおいてポジティブな在
り方として機能している場合、前者は協働体制(collaborative organization)であり、後者は協働
文化(collaborative culture)といわれる用語で表すことができよう。
」
「この PDCA サイクルは、理
論的にはマネジメントの機能であるが、カリキュラムの教育活動としての内容・方法(特に内容)と
も結合して機能していくことが要求される。こうした意味での全体をトータルに展開していくこと
がカリキュラムをマネジメント(学校経営)していくことであり、これは広い意味での「組織化」と
いわれるものでもある。また、先の基軸は 2 つの原理から構成されていて、一つがカリキュラムの
内容•方法上、そして機能上の連関性(relevancy①)であり、今一つがマネジメントの協働性
(collaboration②)である。なお、この協働性はマネジメントの条件整備でもある 4M のなかでも、
人・物(情報)•予算の 3 M を統括する狭義のマネジメント(M 管理•運営)の中核的な存在でもあり、
かつ、先の連関性との対応関係(相補関係)を形成している基軸の一つとしても機能している。それ
だけではなく、協働性は、構成要素の組織構造と組織文化との相補関係をポジティブな関係として
合成していく際のキーとなる用語(協働体制•協働文化)でもある。なお、基軸と構成要素との関係
は、前者を後者が支援(サポート)する対応関係にある。そして、この内部構造を外部から支援する
関係にあるのが、地域社会 (community)と各種の教育政策の執行機関でもある教育行政
(educational administration)である。この双方は連携(linkage)という形において、すなわち、学
校内部との関係においてカリキュラムマネジメントをソト(ママ)から支援する。
」32)と、完全なカリ
キュラム・マネジメントの構造が考えられている。

(中留武昭・曽我悦子『カリキュラムマネジメントの新たな挑戦』教育開発研究所、2015 年、p.34 より)
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(2)「公共」授業のカリキュラム・マネジメントの基礎
学校における教育目標（理念）の具現化」がカリキュラム・マネジメントの意味内容であった。
そこで、
「公共」授業の目標・目的と内容について、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)』(平
成 30 年 3 月告示)と『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年 7 月)で
確認しておきたい。そのことは、授業レベルでのカリキュラム・マネジメントを進める上での基礎
を形成することになる。
①「公共」授業の目標
「公共」授業の目標は、
『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示 解説) 公民編』(平成 30 年 7 月)
には、次のように示されている。
「(2)目標 人間と社会の在り方についての見方•考え方を働かせ、現代の諸課題を追究したり解決
したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民
主的な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質•能力を次のとおり育成することを
目指す。
(1)現代の諸課題を捉え考察し、選択•判断するための手掛かりとなる概念や理論について理解する
とともに、諸資料から、倫理的主体などとして活動するために必要となる情報を適切かつ効果的に
調べまとめる技能を身に付けるようにする。
(2)現実社会の諸課題の解決に向けて、選択•判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における
基本的原理を活用して、事実を基に多面的・多角的に考察し公正に判断する力や合意形成や社会参
画•を視野に入れながら構想したことを議論する力を養う。
⑶よりよい社会の実現を視野に、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに、
多面的•多角的な考察や深い理解を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き
方についての自覚や、公共的な空間に生き国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁
栄を図ることや、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さについての自覚な
どを深める。
」33)
(1)の目標では、
「社会的事象等に関する情報を収集する技能」
「収集した情報を適切かつ効果的に
読み取る技能」
、
「読み取った情報を効果的にまとめる技能」が重要視されている。(2)の目標では、
授業場面において、設定した適切な学習上の課題である主題に応じ、様々な概念的な枠組みを用い
て、協働して主題を追究したり解決したりする活動を展開されることが求められている。(3)の目標
では、
「公共的な空間に生き国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ること」
や「各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さについて」の自覚などを育むこ
とを要請している 34)。
②「公共」授業の内容の概略
「公共」授業の内容は、３つの大項目、
「A 公共の扉」
、
「B 自立した主体としてよりよい社会の形
成に参画する私たち」
、
「C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち」から構成され、
「A→B→C」
の順序で学習を進めるように指示されている。
「A 公共の扉
(1)公共的な空間を作る私たち
公共的な空間と人間との関わり、個人の尊厳と自主•自律、人間と社舍の多様性と共通性などに着
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目して、社会に参画する自立した主体とは何かを問い、現代社会に生きる人間としての在り方生き
方 を探求する活動を通して、自らを成長させる人間としての在り方生き方について理解すること
などを身に付けることができるよう指導する。
⑵ 公共的な空間における人間としての在り方生き方
主体的に社会に参画し、他者と協働することに向けて、幸福、正義、公正などに着目して、課題を
追究したり解決したりする活動を通して、よりよく生きる行為者として活動するために必要な情報
を収集し、読み取る技能を身に付けることができるよう指導する。
3）公共的な空間における基本的原理
自主的によりよい公共的な空間を作り出していこうとする自立した主体となることに向けて、 正
義、公正などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、 人間の尊厳と平等や個
人の尊重、民主主義、法の支配などの事項を身に付けることができるよう指導する。
B 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち
自立した主体としてよりよい社会の形成に参画することに向けて、現実社会の諸課題に関わる具体
的な主題を設定し、幸福、正義、公正などに着目して、他者と協働して主題を追究したり解決した
りする活動を通して、法・経済・政治に関係する事項を身に付けることができるよう指導する。
C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち
持続可能な地域、国家•社会及び国際社会づくりに向けた役割を担う、公共の精神をもった自立し
た主体となることに向けて、幸福、正義、公正などに着目して、現代の諸課題を探究する活動を通
して、 課題の発見、課題の解決への協同的な考察、論理的な説明や論述することなどを身に付ける
ことができるよう指導する。
」35)と示されている。
内容では、日本国憲法や「幸福・正義・公正」に着目させるとともに、選挙権・環境保護・裁判
制度・国際主権・領土・防衛などの理解を深めさせることが求められている。一言で表すと「キャ
リア教育」といえるかもしれない。
(3)カリキュラム・マネジメント評価と「公共」授業の評価
①カリキュラム・マネジメントの評価
カリキュラム評価は、
「
『学習活動として開発された一連の内容と配列を有するもの•ことを対象
とし、そ の利点、価値、意義を決定する手続』と定義されている。この定義に『利点、価値、意義
を決定する手続』とあるように、評価には最終的には『良いか悪いか』
『悪かったらどこを修正すれ
ば良いのか』という価値判断が求められる。その判断は、効果と適切性で行う。効果では、カリキ
ュラムは教育目標をよりよく達成したかという点から判断する。適切性では、法令や学習指導要領
に定められた規定に適合しているかどうかの観点から評価される。また、倫理的道徳的な側面や教
育資源の活用の適切性も判断される。
」36)という説明が示されている。簡略に言えば、カリキュラム
評価とは、カリキュラムを適切性に評価し、カリキュラムの修正を行い、カリキュラム自体をさら
に良いものに改善を図るということになる。
②「公共」授業の評価
「公共」の授業をどう評価するのか、すなわち、
「正解のない問題」をどう評価するのかという問
題が「公共」授業では課題となる。これに対して、
「
『公共』の場合、アクティビティを多用して生
徒に考えさせる授業が求められている。もちろん、記憶したことを再生させるテスト問題が作れな
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いわけではないが、先の授業プランで行うような活動では、グループごとに扱う問題も異なるし、
同じ問題を議論させても無数の提案が出されてくる。このような『正解のない問題』を評価する方
法のひとつがルーブリックである。ルーブリックの良い点は、作る過程で教師が何を育てどこまで
育ってほしいかと言う到達目標と評価規準（項目）が明確となると同時に、どのような筋道やステ
ップで到達目標に達するかと言う評価基準（ものさし、段階）が明確になることである。
」37)と、
「公
共」授業には「ルーブリック」評価が適切であるとされている。
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