
１ はじめに-高専の現況 

長引く不況の下，志願者倍率（入口）でも，就職率（出口）でも

現在，各高専が置かれた状況は，非常に恵まれているかに見える。

しかし，高専のみならず日本社会を取り巻く国際的な環境は大きな

曲がり角の真っただ中にいる感がある。とりわけ急速に進展しつつ

ある国際化の流れは，日本企業の海外進出のみならず外国人労働者

の流入など，双方向で就業環境の流動性（labor mobility）が高ま

る情勢にあると言えよう。 

 大学と並び高等教育（higher education）の一翼を担う高等専門

学校（以下，高専）は，同じ学齢期にある者に対して教育を提供し

ている高校，短期大学と比べ，大学工学部のカリキュラムに準じ，

実習を主体とした実践的な教育を早期から行っていると理解され

ている。しかし，授業形態ごとに座学と実習に分類し履修時間ベー

スの単位を基準にして集計してみると，依然としてその多くが講義

で占められている（図１）。 
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Creative learning processes at class/home should have so far been introduced in Japan as an 

alternative pedagogy divergent from traditional lectures.  These one-way lectures may mislead 
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knowledge-based self-taught, could fulfill these modern-day needs, in terms of boosting learning 
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図１ 学年別履修単位数の座学/実習比 
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講義の効果を評価する仕組みが定期試験である。高専の教科教育

が備える性格として，①定期試験による成績評価，②成績不振者に

対する措置（留年と退学）など，厳格に数値化された成績評価シス

テムを採用していることが挙げられる。 

また，日本技術者教育認定機構（JABEE）で認定された技術者

教育プログラムでは当該分野の技術士の資格取得に際し一次試験

が免除される一方，成績評価に対しては，定期試験で 70%を配分

することが目安である（すなわち，レポート評価は最大30%）。 

以上のことから，現行の高専教育では講義と試験による評価シス

テムの適用が教育カリキュラムの根幹をなし，この枠組みの中で学

生は勉学に励む指導システム設計（instructional system design）

となっている。 

本稿では，講義と試験を主体とする高専教育の中で，これまでの

教育方策の問題点を洗い出す傍ら，教育界のイノベーションの可能

性を探究し，次世代に必要となる国際競争力を育む学力観，さらに

新しい学校観という視点で近未来の教育の方向づけを試みた。 

 

２．学校の役割と変遷 
 

２．１ 日本の学校教育の特徴 

 

日本の学校は全国津々浦々まで一律に整備され，世界的にも高水

準にあると長く認められてきた。しかし，国際学力到達度試験（い

わゆるPISA試験）では，順位を下げて，挽回できないでいる。原

因は2002年度に導入された「ゆとり教育」が一因であると，これ

まで論評される一方で，PISA型学力に即応できる対策が施されて

いないという指摘１）もある。 

PISA試験を実施する経済開発機構（OECD）は，日本の教育に

一定の評価をしつつも，先進国型ではなく，時代の要請に応えてい

ないと論評している２）。現在まで主流の日本の学校の教授法

（pedagogy）は，工場の生産現場の大量生産がモデルになってお

り３），それならば高度経済成長期に求められた社会への人材供給に

奏功した事実と符合している理由に頷ける。 

高専も，その時代に要望された人材を養成する場として日本で独

自に発達した学校種である。先のOECDの高等教育調査団が，日

本の大学教育を評価しなかった一方，高専教育は高く評価された４）。

実際，就職や大学編入と進路の多様性は確保されている５）。 

 

 

   表１ 学習方式による伝達効果の比較 

学習方式 記憶残存率 

聞いたとき 10％ 

見たとき 15％ 

聞いて見たとき 20％ 

話し合ったとき 40％ 

体験したとき 80％ 

教えたとき 90％ 

  注）吉田（2008）の記述を筆者が表に起こした。 

２． ２  「講義－試験」方式の限界 

  

 講義は非識字者を対象に 500 年前，中世の修道院で始まった口

頭伝授に遡り，教師がノートを読み上げる形式はドイツの大学から

始まったとされる ６） 。 

 一斉授業による教授と同一試験による評価は，今も学校に引き継

がれてきている。これを伝統と呼べば威厳を感じるが，惰性７ ）で

あるとする意見もある。もとより高等教育は義務教育に端を発する

一連の公教育のアンカー役を担う立場であり，学生にとっても実社

会に出る直前の仕上げ期間に当たる 。 

昨今 ，技術革新と連動 した産業構造の変化は急激であり，今，

学校で教えているコンテンツが直ちに学生が社会で中核を担う頃

には役立つ保証はない。そのような社会の変動性に備える には，

コンテンツ（content-oriented）重視であるより，コンピテンシー

重視（competency-oriented）とする必要がある 。 

 現在，コンピテンシーという概念は，学校教育のみならず企業研

修でも使われている８）ので，社会と直結している高等教育でも必須 

な概念であり，社会との整合性を重視する，いわゆる PISA型学力

（the PISA competencies）の基盤をなしている ９）。 

企業や自治体向けの研修経験に基づき吉田 ３）は，教授法と受講

者の記憶に留まる程度を表１のような数値を目安に示している。こ

れは，座って“話を聞く”という座学形式の学習効率の悪さを示す 。 

しかも単に定着率が悪いだけでなく，一斉形式の座学を続けてい

ると，徐々に学習者が受け身の姿勢を身につけてしまうという大き

な弊害もある１０）。新入生は毎年のように期待を抱いて入学してく

るものだが，段々と入学当初にはあった目の輝きを失い，いわば好

奇心の萌芽を喪失させる可能性がある。要は，学生たちは当初の向

学心への期待を裏切られ，諦めの迷宮に迷い込む結果になる。 

 

３．学習のメカニズム 

 

３．１ 学習性無力感と成績評価 

 

 当初，脊椎動物を使って実験で発見された心理現象に学習性無力

感（learned helplessness）がある。動物が置かれた状態で我慢を

強いられると，動物は次第に諦めて無力感を習得し，仮りに事態が

改善されても動物の無気力状態が持続するという現象である１１）。 

学習性無力感は，企業が官公庁など組織の活力を損ねる要因として

ビジネス分野で採り挙げられることもある１２）。多くの場合，前例

踏襲の下，個人が集団に埋没していく中で進行する場面が多い１３）。 

 学習性無力感にいち早く着目した米国のセリグマン（Seligman）

自身，対策を講じるべく逆に学習性楽天感（learned optimism）を

提唱した１４）。しかし，これは個人の意識や生活面に限定され，学

校や会社などの集団や組織を対象とすれば，また別である。 

 学校に関しては，生徒・学生に対する扱い方次第で正反対の結果

になり得ることを英国の教育現場にいたポラード（Pollard）が指

摘した１５）。要は，学生を成長し得る１人の個人として扱うか，未

熟な個人として扱うか（表２），教員のスタンスによって学びの質 
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表２ 日本の学校で主流の教師のスタンス 

クラス全体で捉え，生徒を個人としては捉えない

いつ，何を，どう評価するかは教師が決める。 

試験の成績を餌にインセンティブを引き出す。 

誰もが学ぶべき内容を，教科の枠内で教える。 

教科ごと教師が入れ替わって系統的に教える。 

学びの質より，教える知識の量を重視する。 

生活や社会との関係より，基礎を重視する。 

指示された通りに従うことが期待されている。 

一斉に一方通行の授業を行うことが主である。 

「規則は規則だ」として，柔軟に対応はしない。

「教師は教師だ」として，生徒との関係は固定的。

教師は「教える」人で，生徒は「教わる」人。 

学びは教室内に限定され，試験結果を重んじる。

注）吉田新一郎（2008）作成の表を，筆者JTが加筆修正した。

 

（成長度）も大きく乖離することを示唆している。 

 概ね個人主義が基調の欧米では生徒・学生の人格を尊重する指導

方針に則っている一方，日本では成績を数値化する作業が客観的な

評価を下している行為だと信じられている。このため，学生は試験

の成績に基づく序列を黙って“受容する”習慣が根づいている。 

 これに反して，欧米の授業や試験では自己を他者に向けて“発信

する”訓練が基調になっている１６）。このような自己表現や他者と

の意見交換の訓練は，学校現場で社会性を養う上で肝要であろう。 

 定期試験の役割も日本と欧米とで大きく異なる。端的に言えば日

本では成績に“序列を付けること”が目的化されている感があり，

欧米では生徒に“学力そのものを付与すること”が主眼である。 

答案は文字通り“答えの候補案”を書くのであり，正解との照合

が狙いではない。そのため答案に付けるのは欧米式では小さな丸印

だけであり，しかも，間違えた箇所に注意を喚起させる意図であっ

た１７）。このように生徒を序列化するのではなく，育成させる方向

に向ければ，“無力感”ではなく“効力感”，すなわち，「頑張れば

報われる」という実感が沸く。各種統計によれば，日本の若者の自

己肯定感は調査対象国の中で最低ランクに位置づけられ１８），陰湿

なイジメから自殺に至る社会風潮の背後には，学校のシステム設計

上の重大なミスが潜んでいるように思えてならない。 

 なお，定着している定期試験による評価システムであるが，限ら

れた出題範囲を試験前日に丸暗記して対処し，試験後に忘れて実力

としては身につかない，いわゆる“ごまかし”勉強との指摘１９）も

あり，講義を聞かなくても前日の集中暗記で点数は稼ぎ出せるため，

授業時間を疎かにする“悪循環”に陥る傾向は最早，防ぎ難い。 

 

３．２ メタ認知論 

 米・ハーバード大学医学部では，20 年間にわたり卒業生を追跡

調査した結果，レンガのように積み上げられた伝統的なカリキュラ

ムは体系的にまとまっており理屈としては優れてはいたが，卒業生

は講義内容の大半を忘れてしまっていることが判明した。これでは，  

 

 
 

注）外国語学習の例であるが，汎用化が可能である。 

 
図２ 関連づけ作業の概念図（筆者原図） 

 

試験で満点を取っていても学習したことにならないことが実証さ

れたことになる。そこで，医学分野の個々の課題に“関連づけた”

講義内容にカリキュラムを転換させたことによって習得効率が劇

的に向上することが確認された２０）。 

これまでの学校教育は，社会変化がきわめて緩慢であったため一

応の成功を見せたが，現在社会のように技術革新の速度が早まると，

習得した知識そのものは直ぐに過去の遺物と化す２１）。そのような

流動性の高い環境では，既成の知識習得でなく知識の獲得法，すな

わち“学ぶ力を会得する”教育システムの設計強化が急務となる。 

 この種の学習心理プロセスは，学習力を支援する認知機能として

メタ認知（metacongnition）という概念で説明されている２２）。こ

のような処理は無自覚のまま半ば自動的に行われてきたので，発見

されにくかった効能である。例えば，図２には，母国語を習得して

いる学習者がある年齢から外国語を学び出す際，それまで母国語で

蓄積してきた知識や技能の少なからぬ部分をある程度，外国語学習

で活かすことができることを示唆する。 

 これは言語習得の場合に限らず，専門分野の学習にも広範囲に適

用でき，このオーバーラップさせる過程が“関連づけ”する行為に

他ならない。これは，ハードディスクのような読み書きする記憶媒

体と異なり，脳神経系のシナップス形成を考えると当然であろう。 

 ロジャー・シャンク（Roger C. Schank）は人工知能をヒトの脳

と比較研究２３）する中で，興味深い発見をいくつもしてきた。例え

ば，著書『人はなぜ話すのか』の中で，人間が他人に話をする過程

では外部からもたらされた雑多な情報を，自分が利用しやすいよう

に整理するために役立っていることを見出した２４）。これなら学生

が，学習した内容を自ら口頭発表することで理解も深まり，記憶も

定着するカラクリが見事に説明できる。さらに，シャンクは間違い

を犯した方が記憶に刻印されて，反って学習効果が高まる２５）事実

（失敗主導の記憶）の存在も指摘している。使わぬ手はない。 

 失敗学の畑村はその経験を転用して学習法に言及している２６)が，

“関連づけ”または“類推”などの仕組みによると思われる（図３）。 
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注）畑村（2005）原図２７）を一部，改変 

     類推による学習は，発見へと繋がる。 

 

図３ 類推による関連づけ（筆者原図） 

 

 

以上の知見を総括すると，現在，わが国で主流となっている一方

通行の講義，出題範囲が限定された定期試験，機械的に数値化され

た成績評価，それに基づく進級判定は一部，例外を除けば，過去の

慣例を踏襲しているだけで，教育システム設計に何ら最新の学問的

な研究業績が反映していないことは明白である。 

 2002 年度から実施された「ゆとり教育」の拠り所となった新学

力観（1989）は PISA 型学力が目指した方向性と合致しており，

推進者２８）も第三者２９）も「ゆとり教育」は間違っていなかったと

している。実際，OECD は日本の伝統的な教育を最早，先進国が

行うべき教育ではないとして強く勧告してきていた。さらに，日本

は社会が求める学力は時代と伴に移り変わることを知るべきだと

指摘してきた１）。その意味では，OECD は日本が「ゆとり教育」

へ舵を切った政策転換を暗に歓迎していた向きも感じられる。 

 OECD は経済成長が成熟段階にきた先進国では学習の動機づけ

が競争原理から学習意欲の高揚へシフトすべきと考えている。この

教育政策の転換に失敗したことが今日，日本の企業や政府が低迷し

ている元凶であろうという指摘も，あながち否定し難い３０）。 

 今後，決められた枠内の作業に留まらず，新たに独創的な工夫を

加えたり，さらにパラダイムを転換していくようなビジネス戦略が

グローバル化の激流の中で強く求められている３１）。 

 2005 年，経団連は画一的な人材を供給する今までの教育では最

早，先行きがないことから要望書を提出した３２）。製品のコモディ

ティ化（commodification）のあおりを受け３３），日本の家電メーカ

ー各社は瀕死の重傷を負っている。逆に，何も新規技術を発明して

いないジョブズが率いてきたアップル社の方が一人勝ちしている

有様である３４）。以上のことから，表３のように国際競争力の中身

がパラダイムシフトしたのは明白であり目下，緊急対応を迫られて

いる。しかし，グローバル化の末，コモディティ化の罠（commodity 

trap）に嵌まるのは早晩，社会へと出る新卒人材にも当て嵌まる。 

 

表３ 社会が求めるコンピテンシーの階層 

階層 対応するコンピテンシー 

５ 価値観の転換  epoch-making 

４ 創造的な行動  creative 

３ 能動的な行動  proactive 

２ 満足いく行動  promptly-acting 

１ 受動的な行動  reactive 

    １～３のレベルが，旧パラダイムでの指針だった。 

注）川上・齋藤（2004）を改変し，筆者が英訳も付記。 

 

 

４．現状改善への羅針盤 

 

４．１ 世界の代替教育の潮流 

 これまで見てきたように，学校教育は概ね，教室で授業を行い，

試験で成績評価するという意味では，一定の基本形に収斂してきて

いたと言える。ひいて日本と海外の学校の違いを言えば，日本では

教室が固定され，教員が交代で教室へ教えにくる形態を採る一方，

海外では教科ごとにdepartmentがあり，学生が各教室へ向う形態

を採ることが多い。これは，後者の方が自ら教室移動することで，

勉学に対する学生の主体性が築ける可能性が高いとされている。 

 教室設計の基本の差を越え，世界には主流となっている学校教育

と異質な流れが知られている。これらは，従来の学校教育とは違う

路線と言う意味で，代替学校（alternative schools）と総称される。 

人権意識の高い北欧では，全体の１割を占めるマイノリティーの

声が反映される社会を形成しようと努力している３５）。換言すれば，

全国一律の画一的な教育を施すことで“取りこぼし”が必ず生じる

ことを配慮しているからである。日本の硬直化した学校制度の中で

不登校やイジメなど歪みを生じているのは当然の帰結であり，許容

幅を設けないことは教育行政に不作為がある証拠だと言えよう。 

海外に目を向けてみると，米国は1980年以降，代替学校を多く

設置してきた国であり，既存枠内で人種統合や質向上を目指し特色

あるカリキュラムを持つマグネット・スクール（magnet school）

が全米各地に設置された。次に1990年代に入ると，チャーター・

スクール（charter school）の設置が始まった３５）。これは，特定の

目標を達成するために認可された実験校であるので，存続が流動的

となる弊害もあろうが，社会ニーズに即応できる利点もある。米国

で誕生した生徒個人と自治を最大限に尊重するサドベリー

（Sudbury）校３６）をはじめとして，米国へ輸入された世界各地で

発達した学校（ドイツのシュタイナー校やイタリアのモンテッソー

リ校など）も設置されているだけでなく，既設校の中でこれら代替

プログラムがオプションとして設定されていることが多い。要する

に教育プログラムに多様性を担保して，選択の余地を設けている。

これは民族の多様性に乏しいとは言え，日本の画一化した学校現場

で，陰湿なイジメからの逃げ場所がないまま，子供たちが自殺へと

追い込まれていく状況３７）とは，雲泥の差があると言えるだろう。 
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ルドルフ・シュタイナー（1861-1925）は，オーストリア帝国に

生まれた哲学者，兼芸術家で，ドイツを中心としたヨーロッパ各地

で自由ヴァルドルフ学校（シュタイナー学校と総称）を設置した。

「授業を芸術の域まで高める」ことをモットーとし，試験はなく，

成績評価もなく，管理者が生徒を落第させる仕組みもなく，教員の

権利は平等で，学習者は教科書を学ぶのではなく，自分のノートを

色鮮やかな作品に仕上げていく過程で生じる学びを利用する３８）。

その立地条件から，二ヶ国語を学ぶことを視野に据えている。 

 マリア・モンテッソーリ（1870-1952）は 19 世紀末にローマ大

学医学部を卒業し，障害児医療を経て幼児教育の分野へ傾倒してき

た。特に12歳までに敏感期を迎え，シナップスが著しく増大する

一方，使わないと消滅してしまうので，子供の成長が決定してしま

うとしている。学習者像としては，「自律的であり，他者への思い

やりを持ち，生涯学び続ける姿勢を持つ」ことを目指している３９）。 

 セレスタン・フレネ（1896-1966）は，南フランスを拠点とし，

権威主義的な伝統教育に異を唱えた教育者で，校内で新聞を制作す

る活動を通じて子供たちの人間性を養うことで教育改革を進め，

「もう教科書はいらない」あるいは「もう授業を止めよう」という

過激なスローガンを掲げたので，当局から弾圧を受けてきた４０）。 

 新しい教育思潮に共通することは，子供たちから「生きる力」を

引き出すことであり，驚き・感謝・感動・熱中・互助の精神を育む

ことであり，教育は単に知識を授ける行為だとする認識ではなく，

「全人的な教育」（liberal arts）を目指していることがわかる。 

 これらの教育理念を今に引き継ぐ教育として国際バカロレア（IB，

International Baccalaureate）がある４１）。元々は，外交官の子女

が親の転勤で国家間を移動した場合にも学校教育の課程で支障が

生じないように標準化するため作られた制度で，その目標とする

10 通りの学習者像は表４に掲げる通りである。国際バカロレアは

また，思考や感情の保持のため母国語を保持しつつ，実質上の世界

共通語である英語を学習媒体言語として使う。まだ国際バカロレア

資格は，汎用の教育プログラムになっていないが，最も熟成した教

育理念を掲げており，かつ世界の一流大学へ進学できる通行手形と

して近年，幅広く認知されてきている。 

 

表４ 国際バカロレア（IB）が目標とする学習者像 

オリジナルな記述   日本語訳 

１）Inquirers 探究する人 

２）Knowledgeable 知識を獲得できる人 

３）Thinkers 思索する人 

４）Communicators 分野を超え対話できる人 

５）Principled 信念のある人 

６）Open-minded 心を開ける人 

７）Caring 思いやりがある人 

８）Risk-takers 挑戦する人 

９）Balanced バランス感覚のある人 

10）Reflective    振り返りできる人 

注）文部科学省のホームページから抜粋（日本語訳は一部，改変した）。 

４．２ 日本における「自由主義」教育の進展 

 日本にも幾多の革新的な教育者が生まれた歴史がある。古くは江

戸末期，松下村塾で明治維新の志士たちを精神的に導いた吉田松陰

（1830-1859）や，『学問のすゝめ』を著し，慶応義塾大学を興し

た福澤諭吉（1835-1901）がいる。しかし，明治以降の学制が整備

された後，既存の学校教育の枠組みの中で斬新な教育改革を進めた

人物として，鈴木達治（1871-1961）がいた。 

 鈴木達治は愛媛県伊予三島に生まれ，同志社・ハリス理化学校で

化学を学んだ（電気化学工業を専攻）。教歴としては，旧制第二高

校（東北大学），広島高等師範学校（広島大学教育学部）を経て，

東京高等工業学校（東京工業大学）教授を経て，1920 年創立の横

浜高等工業学校（横浜国立大学工学部）の初代校長に就任すると，

既存の学校の方針とは大きく異にする「無試験・無採点・無賞罰」

を掲げ，「三無主義」教育を標榜した４２）。達治は庭先で過去の講義

ノートを全て焼くと，自ら学生と直接，触れ合う機会を設け，初年

度教育の場で自らの教育観を正しく伝えることから始めたとされ

る４３）。その結果，学生を集め自由闊達とした校風が築かれたが，

創立15年を経て校長職を辞すると，校風は一変してしまった。 

鈴木達治の教育観を引き継いだ教育者は基本的にはいない。達治

自身，私学（同志社）出身であったが，官学にしか縁がなく，事業

を興したいとする願望も実現しなかった。後に，神戸高等工業学校

の広田精一が，僅か１人，達治の教育理念を受け私学（東京電機大

学）とオーム社を創立した４４）。しかし，「三無主義教育」の伝統が

今日の日本社会の中に根づいている訳ではない。 

 以上は，工業高専のプロトタイプとも言える理工系学校での試み

であるが無論，かつて「大日本帝国の贅沢品」と言わしめた日本の

旧制高校（学制改革により後に，大学に昇格）群の流れにも各々，

独自の教育理念の実践がなされていた記録が見られる４５）。 

 なお，初等・中等教育機関であれば，日本でも独自の教育理念の

実践してきた少数派の私学が二，三，見られる（表５を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 稀少本『自由教育の片鱗』の扉（筆者所蔵） 

 

23竹内：国際競争力を育む教育方策への展望



 

 

表５ 日本にある異質な校風を持つ学校（廃校分も含む） 

かつて日本にあった，あるいは今なお現存する大半の学校と比べ

て明らかに異質な校風を持つ学校を，表５に一覧する。 

トモエ学園は，小林宗作がリトミックによる情操教育を推進させ，

著名人を輩出したが，空襲により校舎を焼失し一部，再建されたが，

廃校となった４６）。特に，従来の型に嵌まった教育に馴染めない子

（今で言う学習障害など，広義の発達障害児を含む）を受け入れる

受け皿として機能したことは想像に難くない４６）。 

自由学園は羽仁夫妻によってキリスト教精神に基づいて創立さ

れ，現在も幼稚園から大学までの学校法人を形成し，自治の精神で

文部科学省の学習指導要領に捉われない独自の教育方法（例えば，

酪農と収穫物による調理実習）を実践している４７）。文化学院は，

大正デモクラシー（1910-20年代）の担い手であった文化人（与謝

野晶子，与謝野鉄幹ら）が発起人になって創立された。その趣旨は

時の学校令に捉われることなく，一流人が芸術や学問を説くことを

目指し，文部省の方針と異なったため補助金は一切なく，文化人た

ちの善意と創立者・西村伊作の個人資産で運営された４８）。初期の

講師には菊池寛，川端康成，佐藤春夫，北原白秋，堀口大学，芥川

龍之介，遠藤周作，高浜虚子，荻原朔太郎と続き，1930年代には，

三木清，清水幾太郎，美濃部達吉が講師に加わった。文化人サロン

を形成し，各界の最先端のプロが教壇に立っていたと言える。 

わが国で，少数の学校とは言え，鈴木達治の横浜高工を含めて，

自由教育を標榜し創立された時期は，1920 年頃に集中している。

大正年間（1912-1926）に政治・社会・文化の各方面で民主ないし

自由主義が高まった時代と符合している（1923年，関東大震災）。 

 一方，自由の森学園４９－５０）創立は1985年で昭和末期，経済成長

も一段落して，日本のバブル景気（1986-1992）前夜であり，その

後は破竹の勢いで ICT技術が進展していく（表６を参照）。 

 

表６ ICT技術の進歩と連動した教育界への波級効果 

５．新時代の教育方策 

 

５．１ ＩCＴ技術が牽引する教育イノベーション 

 誰もが共通して修得しておくべき基礎学力の育成に関しては，単

調ではあるが，個人が苦手箇所を克服するため集中して取り組める

インターネットを利用した自学自習システム（eラーニング）が最

適である。Moodle（オブジェクト指向ダイナミック学習環境）を

使った物理学のコースを丁寧に学習した本校の学生が学力到達度

試験で首位に立てたと聞く，優れた実証例がある（惣中，私信）。 

 英語学習にもアルク社が開発した“NetAcademy 2”が導入され，

全国で400校の教育機関で採用され，公称50万人が利用している

と言われている（アルク教育社の公式サイト調べ）。 

 通信制高校でも，古くはNHK学園の通信高校講座など，テレビ

放送を視聴することが前提であったが，インターネットが整備され

てから個人単位で基礎学力を身につける作業が便利になった。 

 リクルート社出身の日野公三は，2004年,インターネットを利用

して在宅学習をする株式会社（アットマーク・ラーニング社）立の

アットマーク国際高等学校を石川県内に教育特区（内閣府及び文科

省認定）を設け，日本で始めて開設した。日野は，インターネット

の普及を幕末期に現われた米国の「黒船」に，eラーニングを教育

界の「開国」に喩えている。そこでは，一斉授業の弊害を克服する

だけでなく，学級崩壊や不登校にも対処可能５１）としている。 

 ２年後，ソフトバンク系の桃井隆良（ルネサンス・アカデミー社）

は，ルネサンス高等学校を茨城県大子町の教育特区に開校し，通信

事業リソースを駆使し携帯端末で生徒がわかるようになるまで課

題に再挑戦する学習システムを開発した（同社公式サイト調べ）。

これは従来の試験が，点数で人間を篩い分けすることを目的化して

しまっている側面を是正する方策を示した点でも，画期的である。

試験による序列化を廃する方向性はインターネットの夜明け直前，

自由の森学園が掲げた目標であり，ルネサンス・アカデミーの方策

は（既存の学校が取りこぼしてきた）生徒のセイフティー・ネット

となるに留まらず，教育の原点に回帰したことの意義は大きい。 

 同じ2006年，米国のシリコン・バレーではサルマン・カーンが

カーン・アカデミーを創設し，たった１人の生徒から始めたネット

上の学校の規模が 2012年半ばには 600万人以上に膨れ上がった。

これは，国際標準語である英語を学習媒体言語とし，YouTube で

無償公開したことの効果である。彼の始めた事業は，ビル・ゲイツ

（マイクロソフト会長）やクリス・アンダーソン（TED のキュレ

ーター）から財政支援を受け運営され，幼児から大学生まで3,000

件を超す動画レッスンをアップロードし，1億４千万回以上も視聴

され，猛スピードで急成長する教育組織体へと育っている５２）。 

 既存の学校の教育効率は高いとは言えない。2002 年に新学習指

導要領が施行されるに当って作られた冊子の中で「７・５・３」の

経験則（半分程度しか理解できない生徒の割合を高校で７割，中学

で５割，小学校で３割）の存在を，文科省も認めた５３）。これは，

一斉授業の教室では，実在しない架空の学習者の平均像を想定して

集合授業を強行しなければならない宿命なので，学年が上がるほど

学習内容を理解できる率が低下していくのも当然の帰結であろう。 
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 2008年，クレイトン・クリステンセンは，『教育×破壊的イノベ

ージョン』５４）という著書を発表した。原題は，“Disrupting Class”

で直訳すれば，「授業（または教室）を壊す」の意であるが，学校

教育が沈滞していることの要因を分析して，対策を提言している。

クリステンセンが提起した主要な論点は，以下の通りである： 

１） 人によって学びは違うはずなのに，なぜ学校は教え方を柔軟

に変えられないのか？ 

２） 現在の「工場モデル」型の学校で，個別対応することは実現

できないだろうか？ 

３） 画一化した教授方式から，生徒中心の学びを実現させること

はできないだろうか？ 

 クリステンセンはコンピュータ・ベースの学習（eラーニング）

を適切に導入すれば，学習コンテンツを好きな時に，好きな場所で，

好みの順序で各自バラバラに学習を進めていくようになるだろう

と予測している。結果として教員の立ち位置は教える“マシーン”

としての講師役から解放され，個々の生徒の“コーチ”役として個

別指導の使命を担うことが可能となる５５）のである。図５では，ICT

技術の進歩によって引き起こされる教育イノベーションの前後で

予想される，“学びのカタチ”の変遷を模式的に表している。 

 

５．２ 交流・体験ベースのプロジェクト学習 

 基礎学力の付与を ICT 技術に任せた結果，各教員のリソースは

個別指導へ傾注することが実現する。これは，高専の大半の教員が

博士号（少なくとも修士号を）所持しているため，従来の一斉授業

ではその真価を発揮する場面はなかったと言っても過言ではない。

高校までの学習指導要領で規定された内容を逸脱して，個々の学生

の知的好奇心に応えていく目的で，本来の教育力が発揮できるとと

もに学生の，ひいては社会のニーズに応える研究が志向できる。 

 e ラーニングによる自学自習システムが確立した暁には，教員に

本来の能力に相応しい役割が，以下のごとく浮き彫りになる。 

１） 教室で学生同士（教員を交えて）ディスカッションする。 

２） 実験室で，実験や観察，設計及び創作活動などを行う。 

３） 野外や街角で，実験や観察，聴き取り調査などを行う。 

 とりわけ一斉授業では折角，学生が各地から交通費を掛けて登校

して交わっているのに黙って同一の授業を聞くだけでは，全く無益

なだけでなく精神衛生上も好ましくない。学生同士で私語を交わし

たくなるのは，当然過ぎるほど健全な反応である。そのエネルギを 

 

図５ 教育イノベーション前後の学習形態の変化 

学生同士，あるいは教員を交えた討議の時間に回すことができる。

特に，理工系では実験や観察，野外調査で得たデータを伴う論理的

な思考能力の育成が肝要である。聞くだけの一斉授業は，受講者を

“受け身”態勢に固定化しまうため，“学び方を学ぶ”という肝心

な機会１０）を喪失する原因になっている。それを是正する手が仮説

を立てて論証していくというプロセスで，それを具現化した一つの

理科教育に板倉聖宣（物理学）の“仮説実験授業”がある５６）。 

 一方，実物に触れてみるという体験が理科，特に生物学や地学で

重要という考え方から，山田卓三（生物学）らは“原体験教育”と

称して，経験レベルの学び５７）の持つ重要さを喚起している。 

 討論から野外活動まで，これらのオプションは学習者らの内発的

動機づけを強化し，知的好奇心を高める，すなわちファシリテート

する役割５８）を果たすように変貌する。一度，学習者の心に好奇心

の火が灯れば，あとは流れ（フロー）に乗る２９）ので各教員は専門

分野ごとに助言者としてのコーチング活動に徹すれば良い。 

 

６．おわりに-教育ルネサンスへ- 

 過去の学校教育は，生身の人間を１枚の成績一覧表に置き換え，

合否判定も数値という基準を設け，機械的に処置してきた。まさに

工業で製品を作るがごとき振る舞いである。基準に満たさなければ

教授陣が評価基準を再検討するのではなく，学生側を裁いてきた。

まさに工場における品質検査の延長である。これまでは何とか経済

成長時代を切り抜けてきたが，これからの50年はモノづくりから

ヒトづくりへの教育復興（ルネサンス）が必要不可欠であろう。 

 「知ること」と「考えること」は氷炭相容れないとエッセイスト

の外山滋比古は指摘する５９）。また，心理学者のキャロル・ドゥエ

ックは人間のマインドセットが固定的（fixed）か可塑的（flexible）

かによって，人生の運命軌道が分岐することを示唆している６０）。 

 社会を変えていくのは，並大抵のことではない。しかし，制度疲

労は構造的な欠陥なので，改革は待ったナシである。その着手が遅

れれば遅れた分，被害は拡大する。教員の１年間と学生の１年間は

物理的に同じでも，成長する機会としては同等でないからである。

教育ルネサンスへと通じる外的条件は，既に整ってきているのだ。 
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