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 愛知県高等学校教職員組合 教文部 

 

2020 年 2 月 5 日の教育委員会会議にて第 2 期実施計画が策定され、愛知県 web ページへ掲載されま

した。 

 計画の概要を紹介し、現時点で考えられる問題点を述べます。今後さらに必要な分析および批判を新設

準備中の“愛知の高校「多様化」検討委員会”で行うこととします。 

以下、   は、県文書の抜粋です。 

 

前文 

県立高等学校教育推進実施計画 （第１期）は、2015年度から 2019年度までを期間としてきた。この間

の進捗状況と 2022 年度から実施される学習指導要領の方向性を見据えながら策定した。また、「愛知・

つながりプラン 2023」を踏まえた特別支援教育の充実や、県産業教育審議会答申、中教審の審議の方

向性、教育再生実行会議の提言なども見据えながら編集した。計画期間は、2020 年度から 2024 年度ま

で。 

 今回の「県立高等学校教育推進実施計画 （第 2期）」（以下「実施計画」）には、約６年の流れがあります。 

発端は、2014年 6月に始まった「県立高等学校将来ビジョン検討会議」。学校関係者だけではなく、中部経

済連合会や三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ主任研究員といった財界関係者も交えてかなり率直な財界から

の「提案」がなされています。今に至る５つの柱立ては、この段階で決定しています。 

 その後、「基本計画」、「実施計画（第 1期）」と経て、今回の計画となっています。 

 全体の基調を端的に言えば、“安倍教育「再生」の愛知版”ということでしょう。「Society5.0」時代を見据え、

グローバル社会を生き抜く「強い精神力」をもった「人材」の育成が重要といった形です。そもそも学校教育

の目的は「人格の完成」であり、「企業人になるための人材育成」ではありません。この「実施計画」が生徒の

人格形成に資するものなのか、生徒の自治活動や主権者意識の向上に資するものなのか、憲法・1947 教

育基本法の精神からの分析が必要と考えます。 

県の 2020年度予算案によれば、高等学校費は前年比 105.6%と若干の増ですが、分析すると「実施計画」

で掲げられた事業に重点的に充てられており、すべての生徒を視野においた予算増とはなっていません。

また新しい教育課程や指導方針を立案するためには職場に時間的な余裕が必要ですが、定数増などの裏

付けもなく、現場のさらなる多忙化を招くことを危惧せざるを得ません。 

 

１ グローバル社会で活躍できる人材の育成 

(1)国際理解教育の推進 

・国際探究科の新設                      刈谷北（2023） 

・あいちグローバルハイスクール（AGH）の指定      旭丘(2019)、時習館(2020) 

・スーパーイングリッシュハブスクール事業コアスクール 千種、尾北、刈谷北、御津 （2018～2022） 

 

・「グローカルリーダー育成のための研究」 惟信 

・日本語指導モデル校を指定 

 

(2)科学技術人材の育成とＩＣＴ教育の推進 

・理数科の新設  瑞陵、岡崎北(2022) 

・理数コースの新設 春日井(2022) 

・学校司書の配置について研究します。 

 

(3)芸術、スポーツなどの分野における個性の伸長 

・総合学科への「健康スポーツ系列」の設置       豊橋西(2020) 

・芸術科の正規採用教員の配置の在り方の研究 

(1) 国際理解教育について 

冒頭に「国際探究科」の新設とあります。現行の刈谷北の「国際教養科」を改編し「グローバル人材育成

の全県的な拠点校」とするとあります。「国際探究科」では「専門教科・科目を 25 単位以上履修」「特色ある

教育課程を研究」とあり、教科「英語」あるいは学校設定科目もひきつづき設定されます。社会科など英語



以外の教員も「専門科目」の担当がありえます。 

留学等について、生徒の個人負担の高額化や、引率教員の過重負担を改めさせます（ある「国際理解

コース」の HPによれば、「１･２年次で行事にかかる費用」が 242,000円となっています）。 

英語教育全般では、「スーパーイングリッシュハブスクール」「英語教育指導者研修」「高校生海外チャレ

ンジ促進事業」と英語教育にからめた事業が列挙してあります。県は、愛知の高校生の英語力が下位に甘

んじているという危機意識を持っています。「英検準 2 級相当以上の英語力を取得または有すると思われ

る」高３生の割合が、平成 30 年度で全国 40 位(愛知 33.7％、全国 40.2％)であることが記されています。

民間英語検定試験の押し付けなど授業方法への介入に警戒が必要です。 

 

(2) 科学技術人材の育成とＩＣＴ教育について 

 理数科（瑞陵、岡崎北）の新設により、該当校は教員加配となります。この間、SSH 事業や STEM ハイスク

ール研究指定事業といった特定の学校に予算を投下する「科学技術人材の育成」が行われてきました。愛

高教はこうしたアンバランスな施策を批判し、どの学校にも一定の実験・実習費をあてるよう要求します。また、

「授業にＩＣＴを活用して指導できる教員の割合」が 63.7％で全国 43 位であることも記されています。授業等

へのＩＣＴ活用の押し付けに警戒が必要です。 

 学校図書館と公立図書館との連携などと絡め、「学校司書の配置について研究」との記載がされました。

愛高教が長年要求してきたことであり、注目されます。 

 

(3)芸術、スポーツなどの分野について 

「芸術科の正規採用教員の配置の在り方を研究」と記載されました。県は芸術の正規教員があまりに少な

いとの問題意識をもっています。必要な学校への配置を要求します。 

 

２ キャリア教育と職業教育の一層の充実 

(1)キャリア教育の一層の充実 

・全日制単位制への改編・企業連携コースの新設 （2年次に週 1回程度の企業実習を数か月実施） 

                                     守山 幸田(2022) 

・定時制キャリア教育モデル推進校・総合学科への改編  城北つばさ昼(2023) 

・定時制課程に就労アドバイザー 拠点校           熱田、一宮、蒲郡 

 

(2)ものづくり愛知を支える職業教育の一層の充実 

ア）農業科・水産科 

   「あつみ次世代農業創出プロジェクト」       渥美農業(2020) 

   「先端農業技術者育成事業」「ＧＡＰ認証事業」  安城農林(2020) 

   「スマート林業担い手育成事業」           田口(2020) 

   「水産業６次産業化担い手育成事業」       三谷水産(2020) 

イ)工業科 

   新しい時代にふさわしい学校名への改称(2021)  校名変更を１４校 

   産業界のニーズの変化を踏まえた新たな学科・コースの設置(2020,2021) 

   募集単位を大括り化します。 

ウ)商業科 

・商業高校を、三つのタイプに分けた学科改編の検討 (2022をめど) 

  Ⅰ 商業 4分野（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、会計、ビジネス情報）の専門性を身に付けた人材の育成 

  Ⅱ 地域の特色やニーズに対応し、地域創生を担う人材の育成 

  Ⅲ AI、IoT、ビッグデータなどに対応してビジネスを展開できる実践的な ICT人材の育成 

・地域企業と連携した商品開発の実践「地域協働ビジネススキルアップ事業」(2020) 16校 

    

エ)家庭科・看護科・福祉科 

・「生活産業グローバル人材育成事業」(2020)   瑞陵、古知野、一宮、佐屋、大府、桃陵 

岩津、安城、一色、吉良、豊丘、豊橋南、成章 

・「あいちものづくり文化継承事業」(2020)      古知野、一宮、大府、岩津 

・望ましい食習慣を身に付けさせる取組(2020)   瑞陵、佐屋、松平 

・５年一貫教育の一層の充実(2020)         桃陵、宝陵 

・「グローバル介護人材育成事業」(2020)      古知野、海翔、高浜、宝陵 

・「高大連携介護力スキルアップ事業」(2020)    高浜 

 



○産業の複合化が進んでいることから、各職業学科が連携した教育課程の開発、(中略)、新しいタイプの

総合専門高校の設置について研究をすすめます。 

〇普通科の生徒が、職業学科の教員のジョブ・シャドウイングを行う体験活動を受け入れます。 

〇「愛知・つながりプラン 2023」に基づき、特別支援学校と県立高の職業学科が連携し、高校の施設設備

を活用した実習や学校行事等を通じて、交流及び共同学習を進めます。 

 第２章は、紙数も多く、ほぼすべての職業高校が指名され記載されています。全体に共通することは、産

業界の要請にダイレクトに応える「人材育成」のためになっていることです。「実践的な」、「商品開発」、「スキ

ルアップ」といったワードが並び、特色および魅力を打ち出させようとしています。 

また、愛知総合工科高校や商業科Ⅰタイプが、トップ校として明確に位置付けられています。他の学校は

自己努力で「特色づくり」をということでしょうか。行政の側から学校に格差をもちこむ政策には反対します。 

今回注目されるのは、守山、幸田の「全日制単位制への改編・企業連携コース」です。2000 年代前半に

守山、幸田を含む数校に「情報活用コース」がつくられました。10 年ほどで「情報ビジネスコース」に衣替え

し、今回「企業連携コース」へと移行することになります。「コース」を選択した数十人規模とはいえ、「2 年次

に週 1 回程度の企業実習を数か月実施」で、教室から企業に学ぶ場が移ります。企業人としての心構えや

姿勢、ビジネスマナーなどをより厳しく学ばせたいということでしょうか。「デュアルシステム」と呼ばれるこうし

たシステムを導入するのであれば、校内での教育課程編成や体制づくり、事業所などとの連携のシステムづ

くり、企業側での責任ある受け入れ態勢づくりなどに関する十分な条件整備と準備プロセスが必要です。新

たなシステムは、職業の専門性を知るだけでなく、次代を背負う労働者として、“生きることの根本”や“労働

の本質”を考えさせる教育的なものとなるべきでしょう。 

 

３ 魅力ある高等学校教育の基盤づくり 

(1)教員の指導力向上と様々な学びの機会の充実 

・「主体的・対話的で深い学び」の研究事業  2020年度から 24年度の５年間で、全県立高校を順次、研

究指定する。1 年目は 30 校で 2 か年。指定校の視聴覚室や図書館等をアクティブ・ラーニングルームと

して整備 

・５年研、10 年研を見直し、「中堅教諭

等資質向上研修」として再構築する。 

(2)ＩＣＴ環境及び安全な施設・設備 

・特別教室を含む全教室へのプロジェ

クタの配備 

・「県立学校施設長寿命化計画」を踏ま

え、便器の洋式化など改善を図る。 

 

「主体的・対話的で深い学び」の研究としていますが、ねらいは「Society5.0 に向けた人材育成」を全県で

徹底させたいということでしょう。何か、「モデル」や「スタンダード」と称する実践が上から押し付けられるよう

なことがあってはなりません。「深い学び」を真の意味で追究しようとするのなら、私たち教職員にこそ主体的

な実践を保障する時間や予算(定数)を配置すべきです。2020 予算では、12 校に「アクティブ・ラーニング推

進事業費（新規）」として、247万円となっていますが、1校あたりは 20万円にすぎません。 

プロジェクタ、便器の洋式化の前進については、この間の愛高教のとりくみの成果といえます。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえた様々なタイプの高等学校の配置 

(1)総合学科の新たな設置と普通科の活性化 

・総合学科の新設                   豊橋西、城北つばさ昼 （従来 12校） 

・「観光ビジネスコース」の新たな設置の検討  足助 （既設は福江） 

・「医療・看護コース」 の   〃          成章 (既設は長久手、豊田) 

・教育コース（半田東、豊橋南）の成果を検証し、地域のバランスを考慮した新たな設置の検討 

・中教審答申を踏まえた普通科の在り方を改めて検討 

 

(2)多様な生徒のニーズに応える学校づくり 

・全日制単位制高校への改編（個別最適化された学び ＩＣＴ機器の先進校）    守山 幸田(2022) 

    2023年度以降もさらに、地域のバランスを考慮して、複数校の設置を検討 

・昼間定時制の新設 定員増の検討 （不登校、中退などに対応） 

・旭陵通信制 サテライト施設の設置 (平日に利用できる)     名古屋西 小牧 (2022) 

・「定時制キャリア教育モデル推進校」（あわせて総合学科への改編） 城北つばさ昼(2023) 



・遠隔教育の研究 (療養中の生徒等) 

・通級による指導の実施校の新たな設置       福江(2020) (既設 高浜、起工昼) 

・「外国人生徒等選抜実施校」の拡大  岩倉総合 知立(2020) （従来 9校） 

・ＳＳＷの新たな拠点校の設置      東浦(2020) 

・連携型中高一貫教育校の新たな設置の検討  （既設 田口、新城東作手、福江） 

全体の基調は、「中教審答申を踏まえた」“普通科の解体”となっています。2019 年 4 月に教育再生実行

会議は、普通科を（１）国際的に活躍、（２）科学技術の分野をけん引、（３）地域課題を解決－といった改編

を提言しました。県も「生徒の学び方に対するニーズが変化している」（高校教育課）として、こうした方向を

志向しているのではと感じます。 

全日制単位制高校の新設が打ち出されました。以下の記載があります。「既存の学年制を、科目を選択し

て自分のペースで学習することができる単位制に改編」、「個別最適化された学びの実現に向けた、ＩＣＴ機

器の活用」。現在の城北つばさ昼間部がひとつのモデルとなりうると高校教育課は語っています。未定の部

分が多く、今後、現場とやりとりを重ねるとしています。城北つばさで設置されている「学び直し学習（必履

修）」も一例とのことでした。安易にＩＣＴ機器に頼る「個別最適化した学び」ではなく、異質な集団で交流し、

対立も調整しながら自律的な行動を育む学校でありたいと考えます。 

全県的に中退や転学で進路変更をする生徒が一定数います。第１回県立高等学校将来ビジョン検討会

議（2014）によれば、高校の中途退学率は県全体で 1.4％（25クラス中 14人、全国 1.5％、全日制 1.0％、定

時制 14.3％）とあります。県立の昼間定時制の定員を増やすことがこうした生徒の「ニーズ」に直接応えること

になるのか、慎重な検討が求められます。 

総合学科については、県は「望ましい成果をあげている」との認識のようですが、進学志向か、職業指導

か中途半端になりがちとの指摘もあります。普通科に比べて教員定数が多いことはメリットといえます。ひき

つづき問題点を洗い出していきます。 

「(特別支援教育の一形態である)通級による指導」、ＳＳＷは現場のニーズに応えた施策をひきつづき求

めていきます。 

５ 生徒が減少する地域における対応 

・東三河の活性化や将来の担い手育成    豊橋西、豊橋工、成章、時習館、渥美農 

・地域の課題の解決を通じた探究的な学び  加茂丘、足助、福江、新城東作手、田口 

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 設置の検討 

・山間僻地におけるＩＣＴ技術の効果的な活用・スマート林業推進  田口 

・全県的な学校配置の具体的な構想について、第 2期期間中に検討し、次期計画に反映 

 普通科と専門学科の実績を継承する新しいタイプとの触れ込みで新城有教館高校が開校しましたが、生

徒募集にはまだまだ困難があるようです。東三河地域の生徒減少について、県は相当の危機感をもってい

るようで、多くの学校を指名して「プロジェクト」の旗を振っています。 

 県がすすめる「特色化」の焦点となる地域が東三河とも言えます。 

 コニュニティー・スクールについては、県は神奈川県などの事例を検討するとしています。 
（参考） http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/cnt/f535758/documents/h30leaflet.pdf 

 県全体で、「中卒者は 2021 年度に 66,910 人にまで減少し、その後も減少傾向が続く」と記載されていま

す。県は、「(一般論だが)統合には７～８年かかる」として、「第 2 期期間は検討のための大事な時期」と語っ

ています。僻地校の統廃合をこれ以上すすめさせないようとりくみが、今後も必要となります。 

 

今後の検討のために  

以上、前文から５章までを見てきました。今後、新設する愛知の高校「多様化」検討委員会で検討をすす

め、一年後をめどに「提言」をまとめたいと考えています。その際、留意したい点を述べます。 

(1) なぜ、新たな「実施計画」なのか。表面的な変化にとどまらず、国や財界が求める政策と今回の「実施

計画」の関連などを明らかにしていきます。 

(2) 「愛知の(高校)教育はどんな問題をかかえているのか」という、“そもそも”のところも議論します。 

(3) 新自由主義の教育観に対置する、教育の社会的な意味を探究します。たとえば、憲法 13 条（幸福追

求権）、憲法 26条（教育を受ける権利）などに基づき議論します。 

(4) 職業教育や労働教育について、私たちの方向性を探究します。職業高校だけの問題とはしません。 

(5) 不登校や中退などの実態を重視し、「多様な生徒のニーズ」について前向きの方向性を示します。 

(6) 特別活動、自主活動の活性化の観点も重視し、主権者教育につながる提言をめざします。 

(7) 学校現場におりてくる施策の不当性を告発するだけにとどめず、教務主任など担当者の苦労に寄り

添い、励ます提言をめざします。 

(8) 愛高教が、教文政策の「完成版」を下すのではなく、運動をはじめる「たたき台」とします。現場の実態

から出発し、小さな単位、手の届くところから試していける提言をめざします。 


