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Mission

教育格差を是正する政策を考案せよ。
ただし、教育格差とはどのような問題か、
教育格差が是正された状態とはいかなる状態か、明
確にすること。



教育の目的とは？

幸福の追求

自己肯定感の獲得

主体的に選択するための自己決定力の獲得

進路を考える際に必要になる。
↓

教育課程の中で獲得する必
要がある。



教育格差とは
前述の教育の目的を考えたとき
に、私たちが考えた格差とは、自
己決定力を持ち自己実現を通した
個人の幸福を獲得可能な人がい
るのに対して、様々な要因によっ
て、自己決定力があるのに自己実
現に向かえない人や、そもそも自
己決定力を得られていない人がい
る状況。

教育格差とは？

       幸福の追求

主体的に選択する
自己決定力

　　　教育の目的

・自己決定力があるのに、
自己実現に向かえない人

・そもそも自己決定力を得られ
ていない人



教育格差が是正された状態

進路に関して自分で望ましいと思うものを選
び取ることができる状態

自分のやりたいと思ったことを
実現する体験を獲得

自分で物事を決定する力を獲得



現状分析

就学前教育

→自己決定力を身に
つけるための機会が
ない。

現行の学校教育

→総合的学習で、自
己決定力を身につけ
ることが十分にでき
ていない。

高校での進路選択

→自分にとって望ま
しい進路を選び取る
ことができていない。



問題領域特定

就学前

中学校

　　高校

小学校

自分の幸福を自己決定力によって獲得できる人間に！

①：自分で物事を決定する力を得る（就学前・小中高）
・自己決定力の基盤を作る就学前段階において、子供たちが主体的に学べる場
が欠如している。
・自己決定能力を育むような制度はあるにもかかわらず、
教員がそれを有効活用できていない。

③：進路に関して自分で望ましいと思うものを選びことができる（高校）
・学校間で、就職するにあたって情報の格差がある。
・高卒就職者と企業でミスマッチが生じている。

②：自分のやりたいと思ったことを実現する体験を獲得する（小中高）
総合的学習において、
・生徒の学習誘引が十分なされていない。
・指導する教員の間で格差が生じている。
・指導法が共有されていない。



自己決定力とは？

自己決定力

就学前

小学校

中学校

高校【定義】

物事を主体的に考え、自らにとって望

ましい選択肢を選び取る力

就学前→小学校→中学校→高校と

幼少期からの積み重ねで培われる



就学前段階における課題

現状

深刻な保育士・幼稚園教諭の不足により、子どもひとりひとりに寄り

添った指導をする余裕がない

→潜在保育士（現在保育士に就いていない保育士資格保持者）の活

用によって人手不足の解決が見込める

自己決定力の基盤をつくる就学前段階において、子どもたちが主体

的に学べる場が欠如している



課題へのアプローチ

新たな資格制度の創設

・採用試験（筆記・実技）に合格または、保育士資格保有者に

限り、文部科学省の定める研修を一定時間数受講することに

よって免許状が発行される

＜ねらい＞

保育園や幼稚園での子どもたちの主体的な学びのサポートを

する人材を確保することで、就学前段階における自己決定力

の基盤形成を強化する



新たな資格の仕組み

潜在保育士

資格不保持者

登録センター
（文部科学省管轄）

保育園・幼稚園

採用試験
・筆記
・実技

研修受講

子どもの自己決定力や

主体性を伸ばすサポー

トのために必要な知識

を身につける

条件登録

勤務可能日時・場所な

ど諸条件の登録

無条件で登録可能

派遣

依頼



政策の効果

新たな資格制度創設の効果

保育園や幼稚園において、

人手不足の解消により労働

環境の改善が見込める

就学前段階での自己決定力の基盤

固めが強化される（小学校で行われ

る総合的学習の前準備）

・潜在保育士の雇用の受け皿として

の役割も果たす

・保育士のキャリアアップの材料に

なり得る

雇用面労働環境面 教育面



小中高の自己決定力学習の現状
平成29・30年度改訂学習指導要領

「主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニング）」

各他科目と異なり、評価基準が一致する授業
＝「総合的な学習の時間」に注目

*中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）』（2016年12月21日）の補足資料より



「総合的な学習の時間」とは

「変化の激しい社会に対応して、自ら課題を見つけ、
自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を

解決する資質や能力を育てる」

対象：小学校３～６年生→各７０時間
中学校１年生→５０時間、中学校２～３年生→各７０時間
高校→３～６単位

→効果的な学習を阻む課題とは？



現状の課題は主に３つ

※ここを変えない前提で、データ・文部科学省の認識に基づく課題は …

生徒

①学習誘因の欠如
…他科目と比べ、役立つ
イメージ・意欲の欠如

教員

②教員・学校格差
…教員個人の自発性

に一任される

指導方法

③基礎能力への
取組不足
…「整理・分析」

「まとめ・表現」が未熟



①生徒の学習誘因：評価

原因：評価・達成基準の曖昧さ

過程主義と成果主義の両用
＝いいとこどり政策

・過程主義
＝「関心・意欲・態度」など現行政策で十分



①生徒の学習誘因：評価

・成果主義
＝客観性・明確性が必要

成果発表の場＝評価獲得のための積極性・競争心UP
→学級全体の意欲向上

例）学習成果プレゼンテーション大会など
→内容に重点を置いた、自己・他己評価



①生徒の学習誘因：将来一貫性
原因：学習一貫性のなさ

「総合的な学習の時間」に小中校一貫性を
包括例）学年末・卒業時の集大成的プロジェクト＝成果発表の場

明確な長期的目標＝将来を意識

将来に役立つ意義を見いだせない

学年が上がるにつれ、より高度な成果を
生み出せると実感できるように



②教員間格差是正：義務研修

原因：抽象的な学習指導要領
　　　＋具体例・研修の活用さえも、教員の自発性に一任

→質の確保のため、
『全』教員に向けて指導方法を明確化

→行政主催「教員の学びの場」

　　　　　　　＝「総合的な学習の時間」
　　　　　　　　　　のための教員研修の義務化

※勤務時間内研修が望ましい



②教員間格差是正：義務研修
現状：主に学校内研修

「総合的な学習の時間のための教員研修」（必修）

主催：各教育委員会など
　＝各学校の垣根を超えた研修
　＝地域性という良さは保持

内容：指導例・成果・問題の共有など
他校と情報交換
→視野の拡大・

切磋琢磨各校の到達度
の把握

→政策に活用

教員

行政



③基礎能力の確立：指導案共有

原因：教員にも生徒にも、効果的・合理的な学習方法が示されていない

「整理・分析」「まとめ・表現」
＝学習内容と違い、地域性不要かつ一元化しやすい

文部科学省中心に、論理的思考プロセス
などの具体的指導内容を決定

→教員へ特設研修による共有
→総合的な学習の時間のうち該当時間数を設定



③基礎能力の確立：指導案例

例）「整理・分析」
＝段階別適切な調査方法について

調査前：仮説定義や利点欠点検証の方法
→要点整理力・調査意義UP
調査中：文献調査・アンケート作成の方法
→情報収集力UP
調査後：沢山のデータの取捨選択や複数を組み合わせた理解の方法
→分析力・視点数UP
　　「まとめ・表現力」
自分の思考を論理だてる方法
→自己理解力・説明力UP

※学年ごとに難易度を変えて提供

→学習効果の向上



３つが改善されれば…
「総合的な学習の時間」学習効果向上・蓄積

↓
①自分で決めて、②それを実現する経験の蓄積



現状：望ましい就学先を選ぶことができていない

特に 高卒就職者があてはまる

高校卒業～就職



高校生の就職の状況

全国の卒業生105万6,847人のうち、就職希望者は18万7,342 人。そしてその中の18

万3,891人の高校生が、無事に内定をもらって就職している。(平成31年)

文科省：https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/kekka/k_detail/1416864.htmより

しかし！

就職率98％



高卒就職者の離職

高卒就職者の3年以内の

　　　離職率は

約40％

https://atteme.com/method/step2/section2-4より

１年目で辞める高卒就職者の半数近くが働き始めて3ヶ月以内に離職



就職先を見つける際の

情報不足

企業とのミスマッチ

ミスマッチが生じる要因

理想的な進路選択
ができていない

専門アドバイザーの
不足

特に普通科の高
校が深刻だよ



高校生が就職先を見つける際、学校が企業と生徒の橋渡しとし

て機能し、情報提供や学校斡旋を行う。だが、普通科では職業

学校に比べてそれらが少なく、学校間で格差が生じている

普通科の高校

学校に情報が限定されている

普通科では、進路指導室の担当の先生も普通科教員になっており、教員は就職指導の経

験や社会経験がなく、生徒に合ったアドバイスができない。また、ハローワーク職員による個

別相談の実施率は3割で学校内で完結してしまっている。

教員の限界



つまり、学校の中で閉ざされていた
就職活動の環境を広げる必要がある

ハローワークとの
　協力が重要！！

行政機関のハローワーク
は民間企業と違い
連携しやすい

解決への道筋



ジョブサポーターに着目

ジョブサポーターとは？

「ハローワーク」を拠点に、大学生や高校生などに対するさまざまな就職支援を専門に

行っている。ジョブサポーターとなっているのは、大学などでの就職支援や人事労務

管理の経験のある人や、キャリアカウンセラーの資格を持つ人など、就職活動に関す

る知識や経験が豊富なスペシャリストたちである。



ミスマッチの解決へ

ジョブサポーターの強化

義務化 情報提供の

強化
任期の緩和



ミスマッチの解決策①

ジョブサポーターの義務化

学校とジョブサポーターとの連携を義務化する。どれくらいの頻度

で学校に来てもらうかは、学校の実情に合わせる。

専門的アドバイザーの確保



ミスマッチの解決策②

就職の情報提供を強化する

学校間の情報格差をなくすため、ジョブサポーターからの情報提供を強化す

る。学校にある求人以外にどんな求人がハローワークにあるのか伝えしっか

り情報提供していく！

就職先を見つける際の情報不足を解消



ミスマッチの解決策③

ジョブサポーターの任期を緩和する

ジョブサポーターの任期規定は現状１年である。それだと就職相談を
するジョブサポーター自身のメンタル面が不安定になってしまい、仕
事に集中できない。

任期を緩和し増やすことで、安定した人材の確保でき、
ジョブサポーターが満足に仕事を行える環境を整える
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