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7. 学習指導要領の全面改訂は急

がなければならないのか 

 

 

大阪市立大学助教授 木原俊行 

 

対応のポイント 

●学習指導要領の改訂による新しい枠

組みが学校現場に浸透するには，それ

なりに時間がかかる。それゆえ，「一般

的に」学習指導要領の改訂は急ぐべき

ではない。  

●平成 10 年 12 月に告示された小中学

校の学習指導要領は，我が国の教師た

ちにとって，実に大きな可能性をもた

らすものであるから，その枠組みを堅

持することが望ましい。 

●現行学習指導要領の見直しの視点と

して，国語力の育成，基本的な学習内

容の定着を目指す理数教育の改善充実，

外国語教育の改善充実等が提唱されて

いるが，それらは，授業時数増ではな

く，その内容・方法の工夫・改善等に

よって実現しうる。  

●学習指導要領の改訂を始める前に，

教師や保護者等の意見の聴取，より総

合的な学力調査の実施とその結果分析，

研究開発学校の実践記録の総括等によ

り，現行学習指導要領をより実証的・

包括的・民主的に検討すべきであろう。 
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１．学習指導要領の改訂と教育現場の

対応 

 学習指導要領の改訂のスピードが速

まっている。平成 10 年 12 月に告示さ

れた小中学校の学習指導要領は，５年

後に，一部改正となった。 

 そして，今日，早くも，その見直し

が進められている。中央教育審議会総

会第 47 回における文部科学大臣あい

さつによれば，①「人間力」向上のた

めの教育内容の改善充実，②学習内容

の定着を目指す学習指導要領の枠組み

の改善，③学ぶ意欲を高め，理解を深

める授業の実現など指導上の留意点， 

④地域や学校の特色を生かす教育の推

進という４つの観点から，現行学習指

導要領を見直しが求められている。（１） 

 例えば，①については，「全ての教科

の基本となる国語力の育成，さらに，

基本的な学習内容の定着を目指す理数

教育の改善充実，外国語教育の改善充

実について，十分に検討が必要である」

と，教育課程の基本枠組みの検討をも

視野に入れた主張が繰り広げられてい

る。また，②については，「授業時数等

の見直しについては，各教科及び総合

的な学習の時間の授業時数の在り方，

学校週５日制の下での土曜日や長期休

業日の取扱いなどについて」検討する

ことが要請され，現行学習指導要領に

導入された，新しい枠組みさえも，そ

の是非が問われている。学習指導要領

の全体像を，しかも導入されたばかり

の枠組みをも変えるかもしれないとい

うのだから，大変なことである。学校

現場の教師たちは，それをうまくフォ

ローできるであろうか。  

 学校現場の授業研究やカリキュラム

開発を支援している筆者の経験からす

れば，教育改革に対するスピーディー

な対応を教師たちに求めるのは酷であ

ると言わざるをえない。教師たちは，

子どもたちを相手にして，日々，様々

な活動に従事している。学習指導要領

の改訂に対応するためには，それに必

要とされる力量を獲得する必要がある

が，残念ながら，教師たちには，その

時間が十分には与えられていない。  

 たとえ趣旨が間違っていなくても，

学習指導要領の改訂による新しい枠組
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みが学校現場という現実世界に浸透す

るのには，それなりに時間がかかる。

そうした意味で，「一般的に」学習指導

要領の改訂は急ぐべきではない。  

 

２．平成 10 年告示の学習指導要領の意

義と可能性 

 加えて，筆者は，平成 10 年 12 月に

告示された小中学校の学習指導要領は，

我が国の教師たちにとって，実に大き

な可能性をもたらすものであると考え

ているので，なおいっそう，現行学習

指導要領の枠組みを堅持すべきである

と主張したい。 

 それは，「総合的な学習の時間」の創

設や中学校の選択履修幅の拡大などに

象徴される「学校を基盤とするカリキ

ュラム開発」の萌芽である。前者につ

いて，その可能性を再確認しておこう。 

筆者は，「総合的な学習の時間」創設

の意義を，いわゆる「ゆとり教育」の

体現にあるとは思っていない。学習指

導要領総則に記された，この時間の「ね

らい」からしても，そのようには解釈

しがたい。最近では，平成 15 年 12 月

の学習指導要領の一部改正により，「ね

らい」に加えられた「教科等との関連」

を踏まえ，「総合的な学習の時間」にお

ける目標・内容・活動に，適切な形で，

教科のものをオーバーラップさせる実

践も増えてきた。 

「総合的な学習の時間」は，教科学

習と対立するものではない。その可能

性は，「学校としての全体計画」の作成

にある。つまり，「ゆとり」ではなく，

学校裁量権の大きさに，この時間創設

の今日的意義を求めるべきだ。 

これまでも，確かに，「教育課程は学

校で編成」するものであった。しかし，

その理念が学校現場で具体化されてい

たかというと，そうではなかった。教

師たちは，学習指導要領の内容と指導

上の留意点，そしてそれを体現した教

科書，指導書にある意味で束縛されて，

指導と評価を展開していた。それが，

眼前の子どもたちの実態と乖離してい

ることを感じつつも――。 

地域や学校を単位とする教育課程編

成の尊重，それを可能にする教授組織

や学習環境（情報手段，外部人材など）
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の工夫・改善，そしてそれらを点検・

評価する仕組み（例えば学校評議員制

度，地域教育協議会等）の構築という，

教育界における規制緩和の試金石とい

う性格が，「総合的な学習の時間」創設

のもうひとつの，そしてより重要な意

味なのである。 

昭和 20 年代，学習指導要領が「試案」

であった時代にも，各地で地域教育計

画が作成され，実践された。その思想

を，現行学習指導要領は（部分的にで

はあるが）復活させ，また実現のため

の方策をリニューアルさせた。そうし

た，教育課程の作成と運用に関するパ

ラダイムの（再）転換が試みられたと

いう点からも，筆者は，それを全面改

訂することに，ためらいを禁じ得ない。 

 

３．予想される改訂の方向性 

 しかしそれでもなお，現行学習指導

要領の見直し，その全面改訂が断行さ

れるのであれば，当然，それは，「全て

の教科の基本となる国語力の育成，さ

らに，基本的な学習内容の定着を目指

す理数教育の改善充実，外国語教育の

改善充実について，十分に検討が必要

である」という提言を踏まえたものと

なろう。これらについて，筆者なりに

批評を試みてみよう。 

①国語力の育成 

 「国語力の育成」は，OECD（経済協

力開発機構）による学習到達度調査

（PISA）の結果が引き金となり，改訂

の重要課題として認識されるようにな

った。 

この調査では，我が国の子どもたち

の「文章を解釈する」能力が，前回調

査に比べて，低下傾向が著しいこと，

また出題形式では，自由記述の問題で

正答率が低くなっていることが明らか

になった。（２）それらの問題点を解消す

るためには，学習量を増やせねばなら

ぬ，そのためには国語の授業時数を増

加させるべきだという意見が強く出て

きそうな気配である。 

筆者は，これにあまり賛成できない。

というのも，読解力の育成は，国語以

外の教科でも，教科書や各種資料，イ

ンターネットなどを対象として展開し

うる。それを充実させればよいことだ。
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例えば，算数・数学の発展的な学習と

して数学の歴史に関する資料を読ませ

る，理科の実験結果に関するレポート

を子どもが相互に批評するといった活

動を導入すれば，子どもたちが文章を

読解する機会は確実に増える。読解力

の育成は，国語の授業時数増ではなく，

各教科の指導の留意点に磨きをかける

ことで，それを実現すべきであろう。 

②理数教育の改善充実 

 これは，IEA（国際教育到達度評価学

会）による国際数学・理科教育動向調

査（TIMSS）の結果を踏まえて遂行され

ると思われる改訂である。この調査で

は，それらの教科の学習が「楽しい」

と思えるかについて質問しているが，

「そう思わない」と回答している児

童・生徒の割合が統計的に有意に増加

しており，それが危惧されている。（３） 

 授業時数をいたずらに増やしても，

子どもが学習を「楽しい」と感じられ

るようにはならない。やはり指導内容

や指導方法の工夫・改善が必要だ。前

者について言及すれば，「合科的」な取

り扱いが今後注目に値すると思う。そ

れは，英国の最近の教育改革の動向が

モデルになるであろう。彼の地では，

国語・数学と並んで，理科がコア教科

に位置づけられている。2003 年５月に，

同国政府は，Excellence and 

enjoyment: A strategy for primary 

schools という文書を公示したが，そ

こでは，小学校の子どもたちが学習意

欲を高める方策がいくつも紹介されて

いる。（４）そして，その一環に，他教科

との合科的取り扱いがアピールされて

いるのだ。 

既に我が国でも，学力向上フロンテ

ィアスクールの実践研究などにおいて，

発展的な学習の構想が提案され，その

中で，合科的な取り扱いが再評価され

ている。理数教育の改善充実は，彼我

のこうした実践を踏まえて実現すべき

であると，筆者は考える。 

③外国語教育の改善充実 

 筆者は，昨年 10 月に，中国・上海市・

静安区のある小学校を訪問した。そこ

では，週５単位時間も，子どもたちが

外国語を学習していた。１日にそれを

２単位時間学ぶ曜日さえ，存在した。
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しかし他の教科の授業時数は日本の小

学校と同程度であった。どうして，こ

のような時間割を作成できたのであろ

うか。そのからくりは，１単位時間の

設定にある。上記の小学校では，それ

が，我が国の小学校のものよりも短く，

35 分だった。それゆえ，１日に７単位

時間を設定して，授業時数を増やすこ

とができたのだ。 

 筆者は，現行学習指導要領の教科編

成は，我が国の小学生がその発達段階

において学習すべき事項を扱うのに，

妥当な枠組みであると考える。しかし

同時に，世界の趨勢からすれば，彼ら

が外国語，とりわけ英語を学ぶ必要が

あることも疑いようのない事実である

と思う。両者を満たすために，中国の

学校の営みに学び，１単位時間の改訂

に挑んで，小学校における外国語教育

の第一歩が記されることを期待したい。 

 

４．改訂作業を始める前に 

 学習指導要領の改訂を今，断行すべ

きか。それとも慎重を期すべきか。改

訂するならば，何をどう見直すべきか。 

 それらの意思決定は，なんらかの根

拠に基づいて進められるべきである。

改訂作業を始める前に，教師や保護者

等の意見の聴取，より総合的な学力調

査の実施とその結果分析，研究開発学

校等の実践記録の総括等が十分におこ

なわれるべきだ。学習指導要領の改訂

が実証的・合理的・民主的に展開され

ることを望んでやまない。 

 

注 

（１）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shing

i/chukyo/chukyo0/gijiroku/001/0502

1501/001.htm から。 

（２）（３）澤圭一郎「PISA，TIMSS の

『低下傾向』は指導要領が原因か？」（月

刊『悠』，平成 17 年３月号，ぎょうせい，

12-13 頁） 

（４）

http://www.standards.dfes.gov.uk/pr

imary/publications/literacy/63553/ 


