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品川区「小中一貫教育」の虚と実
「小中一貫教育」とは
東京 都品 川区 は、 全国に 先駆 けて学 校選 択制 などの

この 「中 一ギ ャッ プ」の 解消 が、小 中一 貫教 育の大
きな目 的だ とさ れる 。
もち ろん 新入 生の 不安の 解消 のため に、 小学 校と中

新自由 主義 的な 教育 「改革 」を 進めて きた 。
この 品川 でも うひ とつの 「改 革」の 目玉 とし て始ま

学校が 十分 な連 携を はかる こと は重要 だ。
しか し、 新し い学 校や友 人と の未知 の経 験は 、子ど

ったの が、 「小 中一 貫教育 」だ 。
小中 「一 貫」 とい っても 、完 全に校 舎ま で統 合して

もたち をさ らに 大人 へと成 長さ せてる 大切 な契 機でも

９年制 教育 を行 う「 施設統 合型 」もあ れば 、小 学校と

ある。 「ギ ャッ プ」 との出 会い は、必 ずし も否 定的な

中学校 は独 立し たま ま、カ リキ ュラム に連 続性 を持た

ことば かり では ない 。
一方 、不 登校 の要 因は様 々で ある。 思春 期の 悩みで

せたり 教職 員の 交流 を行う 「施 設分離 型」 もあ る。
品川 は市 区町 村で は全国 初の 「施設 統合 型」 一貫校

あった り、 受験 体制 へのと まど いや「 いじ め」 などの

を設立 し、 カリ キュ ラムま で含 めた一 貫教 育を 始めた 。 要因も 大き い。 「中 一ギャ ップ さえ解 消す れば 、不登
この 小中 一貫 教育 は、全 国に も広が りは じめ ている 。 校が解 決す る」 など という 単純 なもの では ない 。
とこ ろが 、品 川区 では小 中一 貫教育 によ って 「不登

神奈川 県で も川 崎に 「施設 分離 型」の 一貫 校が 生まれ
たほか 、横 浜で も導 入が始 まる という 。
この 小中 一貫 教育 とはど のよ うなも のだ ろう 。品川

校が大 幅に 減少 した 」とい う。 たとえ ば産 経新 聞は２
００９ 年５ 月１ ７日 の紙面 で、 このよ うに 報じ た。

区の例 をも とに 検証 してみ るこ とにし たい 。

． ．． ． ． ．
１８ 年度 の小 ６の 不登校 児童 数を１ とし た場 合、
．．
中２ の不 登校 生徒 数は全 国平 均が約 ４． ５、 東京
．． ．．
都が 約３ ．５ に増 加。し かし 、品川 区の １９ 年度

品川の「小中一貫教育」
品川 区教 育委 員会 の「品 川区 の小中 一貫 教育 の考え
方」を 要約 する と、 その目 的は 次よう なも のに なる。

の数 字で は約 １． ９にと どま った。 （傍点は筆者)

① 「中 一ギ ャップ 」の 解消
② 一貫 した 教育課 程の 作成で 教育 効果 を高 める

これ は本 当な のだ ろうか 。

③ 小中 一貫 教育の 導入 で教職 員の 意識 を変 える

学校 基本 調査 によ れば、 東京 都の小 学校 に在 籍する

こう した 方針 の下 、２０ ０６ 年に新 設さ れた のが品
川区立 Ａ学 園で ある 。
この 学校 は、 同じ 敷地内

平成１ ９年 度の 不登 校児童 は１ ９１４ 人。 これ が中学
．． ．． ．
校では ８０ ０９ 人と 約４． ２倍 に増加 する 。

に小学 校１ 年生 から 中学校

では 、品 川区 では どうか 。小 学校４ ３人 に対 して中
．． ．．
学校１ ８５ 人。 増加 率は４ ．３ 倍で、 東京 都の 平均と

３年生 まで が学 ぶ。 カリキ

ほとん ど変 わら ない 。

ュラム も一 貫し たも のが作
成され てお り、 従来 の６・ ３の 枠組み では なく 、４・

この 増加 率は ここ 数年ほ ぼ同 じであ る。 「１ ．９」
という 数字 は、 いっ たいど こか ら来た のだ ろう ？

３・２ 年間 をそ れぞ れで区 切る 形態を 取り 入れ ている 。
学校 選択 制が 実施 されて いる 品川区 では 、入 学希望
者が３ 倍を 超え るい ちばん の「 人気校 」で ある 。

この 謎を 解く 鍵は 、下の グラ フにあ る。
品川区の中学校の不登校生徒数の推移
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たし かに 公立 中学 校だけ を見 れば、 平成 １７ 年度を
境に不 登校 の生 徒は 大きく 減少 してい る。
とこ ろが 何の こと はない 、そ の「減 った 」生 徒は、

私立中 学に 移っ ただ けなの であ る。結 局、 区全 体の不
登校の 生徒 はむ しろ 増えて いる 。

に伸ば す教 育」 にと りくむ 、と いうも のだ 。
しか し、 中学 校の 教育課 程に はかな り抽 象的 な概念
も入っ てく る。 それ を、発 達段 階を無 視し て小 学校高

これ が「 １． ９」 という の数 字の背 景だ った とすれ
． ．． ．
ば、「 小中 一貫 教育 の教育 効果 によっ て、 不登 校が減

学年に 取り 入れ れば 、学習 につ いて行 けな い子 どもを

少した 」と いう 主張 はきわ めて 疑わし くな る。

生む恐 れも ある 。

事実 、品 川区 教委 が二次 にわ たって 発表 した 報告書
「小中 一貫 教育 の検 証につ いて 」には 、「 不登 校が減
少した 」と いう 記載 は見あ たら ない。
これ では 、一 貫教 育導入 の大 前提が 崩れ てし まう。

この 「ス テッ プア ップ学 習」 「個性 ・能 力の 伸張」
には、 言外 に別 の目 的はな いの だろう か？
Ａ学 園の ホ
ームペ ージ を
見てみ よう 。

「４・３・２」の根拠は？

その冒 頭に 並

「施 設統 合型 」一 貫校Ａ 学園 のカリ キュ ラム の特色

ぶのは 、「 高

は、従 来の 小学 校６ 年、中 学校 ３年の 区切 りを 、「４

等学校 合格 者

年・３ 年・ ２年 」の ３段階 に区 分けし たこ とで ある。

数」の 一覧 表

この 「４ ・３ ・２ 」の区 切は 、小中 一貫 教育 を実施
する多 くの 教育 委員 会が、 品川 になら って 一様 に導入

である 。
「日 比谷 ４

する傾 向に ある 。

名、慶 応志 木
この 「４ ・３ ・２ 」とい う区 切りの 根拠 は何 だろう 。 ２名、 國學 院久 我山 １名、 早稲 田高等 学院 １名 ‥‥」
本当に その よう な区 切りが 、最 近の教 育学 や発 達心理
これ は進 学塾 の宣 伝では ない 。義務 教育 の公 立中学

学では 適切 だと され ている のだ ろうか 。
とこ ろが 、私 はい くら探 して も、「 ４・ ３・ ２」制
の客観 的な 根拠 をみ つける こと はでき なか った 。
かわ りに たど り着 いたの が、 唯一こ の文 章で ある。
品川 区の 若月 秀夫 教育長 は、 ２００ ９年 ４月 に教育
再生懇 談会 で行 った 講演で 、こ う述べ てい たの だ。
．． ．．
学 習の まと まり の区切 りに 絶対と いう 実証 結果
． ．．
はな い、 実態 をつ かみそ れに 応じた 教育 活動 を展
開す るこ とが 重要

（傍 点は 筆者）

（講 演資 料「 信頼 される 公教 育に向 けて 」よ り）
． ．． ．．．
根拠 は、 ない のだ 。
もち ろん 、「 区切 りは実 態に 応じれ ばよ い」 という
若月氏 の主 張は 正し い。
だが 、そ れで は一 貫教育 の導 入に際 して 判を 押した

のホー ムペ ージ であ る。
かね てか ら、 「一 貫教育 」の ねらい は実 は「 私学に
対抗で きる 進学 校づ くり」 だ、 という 批判 があ った。
このホ ーム ペー ジは 、その 批判 を裏付 ける 。
たし かに 公立 中学 がこの よう な道を 歩め ば、 不登校
などの 支援 を必 要と する生 徒は 、学校 には 居づ らくな
るだろ う。 結果 とし て、そ の数 は減る はず であ る。

「連携」の充実こそ先決ではないのか
次々 と降 ろさ れる トップ ダウ ンの教 育「 改革 」に、
教育現 場は 翻弄 され てきた 。そ の教育 「改 革」 のシン
ボルと して 脚光 を浴 び続け てき たのが 、品 川区 である 。
しか し、 「流 行」 は廃れ るの も早い 。
「学 校選 択制 」は 各地で 見直 しが相 次ぎ 、い まや一
時の熱 はす っか り冷 めてし まっ た感が ある 。
一方 「小 中一 貫教 育」は 、「 中一ギ ャッ プの 解消」

ように 「４ ・３ ・２ 」制を 唱え る全国 の教 育委 員会は 、 などを 旗印 にい ま全 国で
立場を 失う こと にな る。

ブー ム

と なり つつ ある。

しか し、 品川 の小 中一貫 教育 が「不 登校 の解 消」に
必ずし もつ なが らず 、他方 で「 私学に 対抗 でき る進学

ホームページには「高校合格者一覧」が
小中 一貫 教育 の最 重点で ある はずの 「一 体的 なカリ
キュラ ム」 は、 どの ような もの だろう 。
小学 校と 中学 校の カリキ ュラ ムのよ り効 果的 な連携
を考え るこ と自 体は 、もち ろん 重要で ある 。
Ａ学 園は 、「 ステ ップア ップ 学習」 と呼 ばれ るカリ
キュラ ムを 持つ 。こ れは「 前倒 しカリ キュ ラム 」とも

校づく り」 に向 かう ものだ った のなら 、私 たち は品川
の「改 革モ デル 」を 無批判 に模 倣して よい のだ ろうか 。
私は 、小 中の 「連 携」自 体を 否定す るつ もり はない 。
カリ キュ ラム の整 合をは かる ことは 重要 だし 、小中
間の教 職員 の相 互理 解は大 きな 意味を 持つ 。総 合学習
などの 場面 では 、小 中の連 携が 大きな 成果 をあ げてい
る実践 例も 少な くな い。

呼ばれ 、小 学校 段階 から前 倒し で授業 を進 めて 時間を

しか しそ れな ら、 現在も とり くまれ てい る小 中「連

生み出 し、 ８・ ９年 生では 「生 徒の個 性・ 能力 を十分

携」を より 充実 させ ていく こと が、先 決で はな いのか 。

