にしがみつく腕力もなく、歯も

かる。チンパンジーのように親

るようになるまで一年くらいか

て歩けるが、ヒトが自力で歩け

まれた瞬間から自分の脚で立っ

くるという特徴がある。馬は生

熟な状態で生まれて

現生人類は極めて未

球上で最も繁栄した

くおとなになったらしく、それ

たが、彼らは現生人類よりも早

タール人はすでに滅んでしまっ

生し、交雑もあったネアンデル

サピエンスとある時期までは共

に当たるようになった。ホモ・

磨かれ、協議しながら問題解決

びつきが深まり、互助の知恵が

育を通じ、家族、血縁地縁の結

カギになったのである。また養

食料確保に費やす時間が短縮さ

生産力を飛躍的に高めたことで、

ことも人口増加を促した。食料

な島々に進出するようになった

発達により、砂漠や高山、小さ

生み出した。また農耕と牧畜の

を描き、法や掟を作り、貨幣を

世界であるあの世を作り、絵画

なった人類は神を作り、死者の

抽象的な思考ができるように

で自由を謳歌できるように、も

に、公共の福祉に反しない限り

に不当に抑圧されずに済むよう

いように法を歪曲する。権力者

らず、権力者は自分に都合がい

るためのものであるにもかかわ

法は権力の横暴から人々を守

が改まることはなかった。

することに躍起になるその習性

力を手中にすると、それを維持

が証明しているが、ひとたび権

で、高度な技術を生み出し、複

膨大な時間と手間をかけること

がかかる。だが、教育や学習に

人前になるのに十年以上の歳月

と過ごす幼年期が長いので、一

の動物に比べて成長が遅く、親

気づき、物質の特性や自然の法

天体の運行と気象の因果関係に

し、淘汰をくぐり抜けてきた。

的噴火などの気候変動にも対応

や寒冷化、乾燥化、火山の破局

あらゆる環境に適応し、温暖化

ホモ・サピエンスは地球上の

征服や虐殺というかたちで発揮

きたが、その知恵が差別や独占、

代々、受け継がれ、踏襲されて

私たちの遠い先祖の知恵は

る側に回っても、そのための努

そが教育の本質である。教育す

をいかに身につけるか、それこ

と呼ぶのである。思考の多様性

ことは教育とはいわない。洗脳

権力者のイエスマンを育てる

なのである。

っといえば、奴隷状態から解放

雑なコミュニケーションを行え

則を発見し、自然に加工を施す

されることもあった。共存共生

力は死ぬまで続く。

知性を存分に発揮することがで

るようになり、より多様な環境、

技術を洗練させ、自然界に存在

をめざした方が結局はより多く

されるためにこそ、教育が必要

状況に臨機応変に対応できるよ

しない人工物を次々と生み出す

きるようになった。

うになったことが、生き残りの

の生存に有利になることは歴史

ないので固形物は食べられず、

が環境変化への適応という点で

れ、活動の範囲が広がり、その

ようになった。

目もよく見えず、放っておいた

裏目に出たからだという。

作家。1961年生まれ。東京外国語大学
在学中の83年、
『優しいサヨクのための
嬉遊曲』でデビュー。84年『夢遊王国
のための音楽』で野間文芸新人賞、92
年『彼岸先生』で泉鏡花文学賞、2006
年『退廃姉妹』で伊藤整文学賞を受賞。
17年 5 月に『カタストロフ・マニア』
（新潮社）を刊行。

ら、すぐに死んでしまう。ほか

（しまだ・まさひこ）

イラスト：岡田 丈

撮影協力：松山大学

「EDUPONT（エデュポン）
」は、
「Education（＝教育）
」と「Pont（＝仏語で「橋」の意）
」からの造語で、
教育と社会、学生と教育現場をつなぐ「架け橋」となることをめざして命名されました。

PC教室
ステージ
目標

目標

現状

目標

目標
現状
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自治体

先生、強い！

2.9%
54.2%
週 1日

週 2日

週 3 日以上

14.1%
設けていない

6.4%
22.4%

その他

5.3% 7.1%
早く先輩たちに
追いつきたいな !

87.5%
全員顧問が原則

希望制が原則

その他

昨日の授業のこと
なんですけど…

7.7%
26.0%
0人

1人

2人

17.3%
3人

4人

16.0% 12.8%
5 人以上

出典：スポーツ庁「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

20.3%

学習指導要領は
なぜ必要なの?
簡潔に言えば、
「教育の機会
均等の確保と全国的な水準の維

る際の「最低限の基準」として
学年の目標及び内容」が示され

領 域」で は、
「目 標」及 び「各

留意すべき事項」が明らかにさ

と内容の取扱いについて配慮や

るとともに、
「指導計画の作成

定められているのです。

どんなことが定め
られているの?

全国には小中学校だけでも約

受ける権利を保障しています。

「教育課程編成
「総則」には、

ています。

いった「編成領域」で構成され

合的な学習の時間、特別活動と

各教科、道徳、外国語活動、総

れることになります。

のが教科書として学校で使用さ

が作成され、検定に合格したも

表 紙 本」（検 定 前 の 教 科 書 案）

間の教科書発行者によって「白

これらを踏まえたうえで、民

れています。

こであっても一定の水準で教育
の一般方針」
、各教科などの「内

「総則」と、
学習指導要領は、

がなされる必要があるわけです。
容等の取扱いに関する共通的事

持向上のため」です。

その一方で、地域の特性や子ど
項」
、
「授業時数等の取扱い」
、

憲法第 条は、国民の教育を

もたちの心身の発達段階などに
「指導計画の作成等に当たって
改訂に関する議論は、大臣が
中央教育審議会に「教育課程の
基準の改善について」諮問する

理由は、教科書の「著作・編集」
、
「検 定」
、
「採 択」に そ れ ぞ れ１
年程度かかるためです。

「社会が変容するサイクルに合
です。まず文部科学省から各地

行うのが学校現場への「周知」

同時に文部科学省が並行して

けられます。審議の多くは分科
わせて」ということだと思いま

、 年におけ

くため、学習指導要領も見直さ

合わせて教育の内容を変えてい

情報化の進展など、社会状況に

を伝える、といったように周知

分たちの地元の学校現場で主旨

します。次にその方たちが、自

たな学習指導要領の主旨を伝達

ため、年間総授業時数は、それ

他の学習内容の削減はされない

なポイントではないでしょうか。

る「外国語活動」の導入も大き

れているというわけです。

改訂から実施まで
どの程度かかる?

日本の教員は、現在でも多忙
を極めていますが、今回の改訂

学習指導要領は、1947年

17年に公示された次期学習指

ら れ て い ま す。 例 え ば、20

ん。3年間の「移行期」が設け

に実施されるわけではありませ

込んでいます。これは、学習指

「資質・能力」にまで深く踏み

子どもたちが身に付けるべき

けに留まらず、
「指導方法」や

今回の改訂では、指導内容だ

を進めていけるかが、今後の課

ど、どのように教育条件の整備

や「教員の研修環境の充実」な

対応する「教職員定数の増加」

大が予想されています。これに

によって、指導業務の一層の増

に文部省（現文部科学省）
が「試

導要領が、実際に実施されるの

学習指導要領は改訂後、直ち

案」として示しました。これが

題ではないでしょうか。
20

年度からです。移行期がある

逸脱するおそれがあり、教員の

導要領の「最小限基準性」から

年改訂のポイン
トと課題は?

ぞれ 時間の増加となります。

る「外国語科」
、 、 年におけ

また、小学校

れるべきものだからです。

教育現場の判断において選択さ

来、指導方法などについては、

ると懸念する声もあります。元

「自 律 性」や「裁 量 性」を 損 ね

そんな教育問題をわかりやすく解説。

は、小学校が 年度、中学校が

のは、最初の改訂が実施された

今回は、
「学習指導要領」
を取り上げます。

万 千校ありますが、全国ど

応じて、個性的で特色ある教育
配慮すべき事項」といったもの

年、 年、 年……と、約

年ごとに改訂されています。

誰がどんな風に
決めているの?

へのニーズも高まっています。
が示されています。

年からです。その後、 年、

各教科や道徳といった「編成

こうした観点から、学習指導要
領は、学校が教育課程を編成す

ことで始まります。
中央教育審議会には、 人ほ
どで構成される「総会」の他に、
なぜ 年ごとなのかと言えば、

会によって行われ、その結果を

「頻繁に耳にするけど実はよくわからない」

させていきます。

の教育委員会の指導主事らに新

す。科学技術の高度化や国際化、

分野ごとに「分科会」などが設

10

68

総会でもう一度審議したうえで、
「答申」がなされ、文部科学大
臣が公示します。
審議会のメンバーは、大学教
授や教育長、現役の学校長など
といった教育関係者だけでなく、

6

30

地方自治体の首長や経済界から
も選出しています。

4

98

26

学習指導要領改訂
のタイミングは?

5

89

10

1

法的拘束力を持つようになった

17

35

明星大学教育学部教授。1976年に文
部省（現文部科学省）入省、大臣官房審
議官、スポーツ・青少年局長などを歴任。
2009年より明星大学教授、東京学芸
大学客員教授。

イラスト：ワタナベケンイチ

3

77 58

3

21

にもう一度だけ」との思いで日

「やっぱり何か違う」と。
「試し

勉強する大学に進学したものの、

したが、結果は不合格。保育を

学したのを機に、私もめざしま

た意味が今はよく分かります。

年は宇宙人みたい」と聞かされ

きました。先輩たちから「低学

れ、色々な経験を積むことがで

て赴任した学校でも担任を任さ

ありがたいことに、講師とし

後、校庭のいたる所に穴を掘っ

体大に再挑戦し、合格しました。

大学では、中・高の体育の免

てしまったことがありました。

図書室で地域の遺跡の本を読ん

許と養護教諭の免許を取得しま

本気で宝物を発掘しようとした

リラックスして受験できたのが

いてあるよ」なんて言いながら

した。教育実習は、保健体育で

だ 年生の子どもたちが、放課

学生の時、毎朝、黒

も、心待ちにしているようでし

みたいで（笑）
。こんなふうに、

3

良かったのだと思います。

板いっぱいに書かれ

中学に 週間、養護教諭の実習

毎日、予想外の発見があります。

た。
「教員」という職業を意識

2

た担任からのメッセ

で高校に 週間行きました。指

授業をすると、子どもたちは

し始めたのは、毎日欠かさずメ

導案を書くのに時間がかかり、

ージを読むのが楽しみでした。

ッセージを贈り続けてくれた先

ま す。反 対 に、
「もっと 写 真 を

前日の良かった点や改善点だっ

親しみを込めて
「ところちゃん」

用意すれば良かったかな」など、

自身を映す「鏡」のような存在

と呼んでくれたのですが、その

不安がある時は必ずと言ってい

いつも夜遅くまで指導教員が手

ままの関係で授業をするのは良

いほど、反応がよくないのです。

生への感謝と憧れからです。

くないと思ったのです。
「とこ

教員は、想像以上に事務仕事

たり、
「いま夜中です。夜の学

ろちゃん」は休み時間だけ、授

が多いです。夜遅くまで仕事が

だと感じます。こちらの準備が

業中は「野老先生」というメリ

終わらないこともあります。そ

伝ってくれたのを覚えています。

ハリをつけるよう意識しました。

れでも、どんなに忙しくても、

体を動かすのが大好きで、
「教

卒業後、倍率が高い中学校体

子どもたちの笑顔を見ると、元

校は怖いです」など少しお茶目

育科での採用は叶いませんでし

気が湧いてきます。毎年勤務校

万端だと、
「はい！」とたくさ

たが、小学校に講師として赴任

が変わった講師時代と違って、

実習中は、生徒との距離のと

することになりました。経験す

複数年にわたって、子どもたち

員になるなら体育」と思ってい

るうちに、働きながら通信課程

廣瀬亮治さん（愛媛大学教育学部学校
教育教員養成課程数学教育専修 3回
生）❶夕食を食べている時 ❷主体的
に学校生活を送れるところ ❸実習校
の先生に言われた
「良い先生になるよ」
❹数学を人に教えていた際、
「わかり
やすい」と言ってもらえた経験から

の成長を見守っていけることが、

田丸誠大さん（松山大学人文学部社会
学科3 年）❶中学時代に、県の駅伝大
会で3位になった時 ❷学食がおいしい
ところ ❸中学の担任に言われた「自
分が楽しまないと他人を楽しませられ
ない」❹親が教員で、学校（行事、友
人、部活など）が好きだったから

で小学校免許を取る道もあると

※学年は取材時のもの

坂根桃子さん（愛媛大学教育学部学校
教育教員養成課程国語教育専修 3 回
生）❶講義で新たな知見を得た時 ❷
地域との強い繋がり ❸大学受験時に
母親に言われた「お天道様は見てくれ
とるよ」❹内気だった私に親身に接し
てくれた小学時代の担任に憧れて

今からとても楽しみです。

佐藤晴紀さん（松山大学経済学部経済
学科 3年）❶学園祭で出店した焼きそ
ば屋で商品が完売した時 ❷色んな人
と関わることができ、人との縁の大切
さを実感できるところ ❸高校の時に
剣道部の顧問に言われた「初心生涯」
❹人に教えることが好きだから

❶ 学生生活で一番ハッピーに感じた時は ?
❷ 自分の大学の好きなところは ?
（家族、
友人、
恋人等々）
の言葉は ?
❸ 今でも覚えている先生
❹ あなたが教職を志した動機は ?

琴井谷朋代さん（愛媛大学教育学部学
校教育教員養成課程数学教育専修3回
生）❶実習校の児童に色紙をもらっ
た時 ❷県中心部にあるところ ❸中学
のバレー部の顧問に言われた「チーム
のために精一杯やれ」❹数学好きにさ
せてくれた中学時代の先生に憧れて

知って、追加で取得しました。

黒田英太朗さん（愛媛大学教育学部学
校教育教員養成課程保健体育専修 3 回
生）❶小学校で跳び箱の補助をした際、
児童に「うまく跳べるようになった」
と感謝された時 ❷アクセスの良さ ❸
ゼミの先生に言われた「教員は授業で
勝負」❹高校野球の監督に憧れて

な内容だったり。クラスのやん

1988年千葉県生まれ。日本体育大学体育学部を卒業後、東金市立城
西小学校に講師として赴任。2015年より九十九里町立豊海小学校勤務。
同年、教員採用試験に合格し、16年4 月より教諭として同校勤務に。
取材時、小学校 2年生の担任を務める。

ん手が挙がり、教室に活気が出

加藤啓太さん（松山大学経営学部経営
学科 3 年）❶ランニングコーチをして
いる駅伝部が全日本大学女子駅伝で優
勝した時 ❷地元密着で地域に愛され
ているところ ❸高校の担任に言われ
た「努力は必ず報われる」❹幼少期か
ら教壇に立ちたいと思っていたから

り方に悩みました。生徒たちが

林三紀子さん（松山大学経済学部経済
学科 3 年）❶友人とカフェで恋バナな
どで盛り上がっているとき ❷新しく
できた樋又キャンパス ❸高校の時に
父親に言われた「良い時も悪い時も長
くは続かない」❹陸上が好きで、高校
の駅伝部の指導者になりたかったから

ました。兄が日本体育大学に進

池田悠人さん（愛媛大学教育学部学校
教育教員養成課程教育学専修 4 回生）
❶常にハッピーです（笑）❷教育実践
の機会が多いところ ❸母親に言われ
た「失敗しても、嫌なことがあっても、
無駄なことは一つもない」❹小学校教
員の父親の働く姿に憧れたから

ちゃな子たちも、
「また何か書

出水香花さん（松山大学経済学部経済
学科 3 年）❶「フル単」だった時 ❷
アットホームな雰囲気 ❸就活中に親
に言われた「あなたならどこでも上手
くやっていける」❹中学時代の養護教
諭のように、どんなことも気軽に相談
できる教員になりたいと思ったから

2

今号の教育リレーコラ
ムにご寄稿いただいた作
家・島田雅彦さんの新刊
が5月31日（水）に発売。
2016年 2 月号から2017年
1月号まで『新潮』に連
載された小説「黎明期の
母」が、
『カタストロフ・
マニア』というタイトル

『カタストロフ・マニア』

で単行本化されます。

島田雅彦著／新潮社刊

今号の「表紙の人」
、山本美月さ

女子・沙絵の悪巧みで、事態はどん

ん主演の映画「ピーチガール」が、

どんこじれてしまいます。二人の男

5月20日（土）に公開されます。

性の間で揺れ動き、沙絵の罠により

見た目は派手でも内面は超ピュア
なヒロインを中心に、高校生 4 人が

絶体絶命に陥ったもも。果たしてこ
の予測不能な恋の結末は……!?

巻き起こす恋模様を、息をつかせぬ
展開で描くラブストーリーです。
山本さん演じる「安達もも」は、
中学の頃からの同級生に片思い中。
ひょんなことから学年一のモテ王子
に想いを寄せられるものの、小悪魔

2036年、治験のために

入院していた病院で目覚めたシマダミロクは驚愕する。
そこには、誰ひとりいなくなっていたのだから。ライフ
ライン停止、感染症の蔓延、AIの専制が世界を脅かしま
す。このまま黄昏れちゃっていいのか、人類――。あり
うべき近未来を強靭な想像力が照らし出します。

明治大学
農学部生命科学科
2014年卒業

「ピーチガール」
5月20日（土）全国ロードショー
出演：山本美月、伊野尾慧（He y ! S a y ! JUMP）
、
真剣佑、永野芽郁、本仮屋ユイカ 他
原作：上田美和「ピーチガール」
（講談社）
©2017
「ピーチガール」製作委員会
脚本：山岡潤平 監督：神徳幸治

EDUPONTを読んだ感想や取
り上げて欲しい内容など、みな
さんのご意見をお聞かせくださ
い。編集部まで声をお寄せいた
だいた方の中から、表紙の人・
山本美月さんのサイン色紙をプ
レゼントします。①名前、②大
学名・所属、③年齢、④住所、⑤ご意見・ご感想を明記
の上、件名を
「EDUPONT7号プレゼント応募」として、
以下の宛先までメールをお送りください。みなさんのご
応募をお待ちしています。

政府が進めている「働き方改革」

ジェクト」です。プロジェクトでは、

では、時間外労働の上限規制が設け

オンライン署名サイト「change.or

られましたが、公立校の教員は「例

g」で、教職員の時間外労働にも上

外」とされ、規制の対象から外され

限規制を求める署名活動を展開して

ました。こうした教職員の労働環境

います。

の改善に向けて活動しているのが教

子どもたちの身近なおとなであり、

育学や教育社会学の研究者を中心と

学校現場を支える教職員の働き方を

した「教職員の働き方改革推進プロ

考えてみませんか。

署名サイト
change.org
https://goo.gl/ik6IrU

「教職員の働き方改革推進
プロジェクト」Webサイト
https://学校の働き方改革.com/

1991年生まれ、福岡県出身。2009
年から雑誌『C a n C a m』専属モデ
ルとして活動。12年公開の映画『桐
島、部活やめるってよ』でスクリー
ンデビュー。17年 5 月には主演映
画『ピーチガール』が公開される
など、映画、テレビドラマ、C Mな
ど幅広く活躍している。
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学生特派員

荒木真歩
伊東花乃

（安田女子大学教育学部）

大友康平

（広島修道大学人文学部）

岡村隆広
武田憲久
長谷川博一

（早稲田大学文化構想学部）

デザイン

（群馬大学教育学部）

細山田デザイン事務所

田村桃花
（同志社女子大学現代社会学部）

（早稲田大学教育学部）

大西早紀

（島根大学教育学部）

岡田龍

（日本獣医生命科学大学応用生命科学部）

田盛七海
原国光

松木泰裕

（東京学芸大学大学院教育学研究科）
※特派員の所属は2017年 3 月時点の
ものです。

