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日本の教育制度は、明治時代（1868～
1912年）に西洋の思想・科学・技術を

迅速に吸収するのに中心的役割を果たし、第
二次世界大戦後は、復興と急速な経済成長を
実現する重要な鍵となりました。
しかし 21世紀初頭の日本社会は、文化的

規範の変化・科学技術の進歩・経済のグロー
バル化・不況等の問題から生じる数々の課題
に直面しています。こうした課題に取り組む
若い人々を育成することは、日本の教育の重
大な任務です。そのためにとるべき針路につ
いて、政府、教育界、そして社会全体におい
て盛んに議論がなされています。

歴史

読み書きのための教育は、漢字と仏教が
導入された 6世紀以来、何らかの形で行われ
てきました。701年に発布された大宝律令で、
都と地方に貴族の師弟のための学校が設立
されました。そして鎌倉時代（1185～ 1333
年）になると、武士の子供たちが次第に多く
学校に通うようになりました。しかし、支配
階級と庶民の子供全体に学校教育が普及した
のは、250年の平和が続く江戸時代（1600～
1868年）になってからです。
江戸時代の教育は、儒教の考えを第一の

基礎とし、暗記と中国の古典の勉強が中心で
した。学校は二種類あり、一つは、江戸時代
末までに 200以上の藩で開校した藩校で、主
に武士の子供を対象としていました。もう一
つは、庶民の子供が通う寺子屋で、道徳と読
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み書き、算術を教えました。寺子屋を開くの
は通常一人の教師か夫婦で、江戸時代の終わ
りまでには何万もの寺子屋がありました。
幕府が倒れた 1868年の時点で日本人の識

字率は 4割であったと推計されていますが、
これは当時の西洋諸国と比べても引けを取
らない比率です。こうした教育の基礎がな
ければ、その後の急速な近代化は達成されな
かったことでしょう。
明治の指導者たちは、西洋に追いつき国

を結束させるための重要な方策として、新し
い教育制度を素早く発足させました。小学
校、中等学校、高等学校の三段階制度を設立
し、小学校を男女児童の必修としました。
第二次世界大戦後の 1947年に、占領軍の

指導のもとで教育基本法と学校教育法が施
行されました。後者が定めた制度は現在まで

小学校
小学校の教室での教師と
生徒たち
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就学前教育：小学校入学前の教育は幼稚
園と保育園で行われます。公立・私立の保育
園は 1歳未満から 5歳までの子供を受け入
れており、その中で 3歳から 5歳までの子供
には幼稚園と似た教育プログラムを実施し
ています。幼稚園の約 6割は私立です。幼稚
園または保育園に通う 5歳児は合わせて 95
パーセントを超えます。幼稚園の教育方針
は、遊びを重視し授業もほとんどない自由な
環境のものから、頭脳訓練を重視する高度に
スケジュール化されたものまで様々です。

小学校：小学校は義務教育です。99パー
セントの小学校は公立で男女共学です。それ
ぞれの学級に担任教師がつき、通常は音楽と
図工以外のほぼ全教科を教えます。2006年
の 1学級の定員は 40人で、平均は 25.9人で
す。原則として授業は能力別に編成されませ
んが、特定の科目に関しては熟達度に応じて
生徒を分けることもあります。カリキュラ
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続いており、6年制の小学校、3年制の中学
校、3年制の高校、2年または 4年制の大学
から構成されています。このうち小学校と中
学校は義務教育です。ほかに、保育園や幼稚
園、中学卒業者のための 5年制の高等専門学
校、中学校と高校卒業者のための専修学校、
そして障害児のための特別学校があります。
大学には、4年制の学部大学のほか、短期大
学、大学院が含まれます。

学校とカリキュラム

学校の一年：ほとんどの小学校・中学校・
高校では新学年は 4月 1日に始まり、一学年
は 4月～ 7月、9月～ 12月、1月～ 3月の 3
学期からなります。2学期制を採っている学
校も一部あります。学校週六日制から週五日
制への転換は徐々に進み、2002年に完了し
ました。しかし多くの私立校は土曜開校を継
続しており、最近は一部の公立高校も特別許
可のもと、必修科目の教育時間を増やすため、
土曜日の授業を再開しています。

学習指導要領：文部科学省が作成する学
習指導要領は、学校で履修する各科目の基本
的な内容と、各学年の教育の目的・内容を示
したものです。これは 10年ごとに改訂され、
全国の学校の手引き書となります。1998年
の大改訂では授業時間と授業内容が大幅に削
減され、2002年に実施されました。

教科書：全ての小学校・中学校・高校は、
文部科学省の検定を受けた教科書を使わなけ
ればなりません。公的な検定制度は 1886年
以来続いているもので、その目的は、教育の
標準化および、政治的・宗教的事項に関する
客観性・中立性の維持にあります。義務教育
における教科書の無料配布は 1963年に始ま
りました。公立学校で使う教科書は、その学
校がある地区の教育委員会が都道府県の教育
委員会の審査に基づいて、政府検定教科書の
中から選びます。私立学校では校長が教科書
を選定します。

学校制度
出典：文部科学省
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す。例えば、年間通して決まった数の科目を
履修するのではなく、必要な数の単位をそろ
えれば卒業できる単位制の高校が開校して
います。また個人の関心と能力に従って、選
択科目をより自由に履修することができる
総合高校もあります。

大学：日本では高校卒業後に 2年制の短
期大学または 4年制の大学に進学する人の比
率は、1993年に 41パーセントを超え、2006
年には 49.3パーセントに達しました。4年制
大学への進学率のみを見ても 41パーセント
となっています。短期大学へ進学するのは、
ほとんどが女子学生です。大学全体の 76パー
セント、および短大の 90パーセントは私立
です。2006年には 4年制大学卒業生の 12パー
セントが大学院に進学しました。
大学は近年、一連の改革を経験し、特に

国立大学は根本的に変化しました。2004年
に 99ある国立大学は 87へと再編され、文部
科学省の内部機関から独立行政法人になり
ました。その目的は、大学が民間の経営手法
を取り入れ、教育と研究の両面において各大
学独自の強みを発揮できるような、より競争
的・自立的な環境を作ることにあります。多
くの大学は、社会が求める広範な専門知識を
持つ人材を育成するため、経営や法学の専門
大学院も開設しています。
日本の大学における外国人留学生の数は

増え続けており、2006年 5月現在、短大・大学・
大学院を合わせて 10万 4,000人に達しまし
た。その約 9割はアジアからの学生です。

学習塾・予備校：教育制度の中心にはあ
りませんが、学習塾や予備校もまた日本の教
育において大きな役割を果たしています。予
備校は大学受験準備を主眼に置いています。
学習塾は、学校の補習・予習指導という、よ
り一般的な目的を持っていますが、試験準
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ムに含まれる教科は、国語、社会、算数、理
科、生活科、音楽、図工、体育、家庭科です。
その他の教育項目は、課外活動、道徳、総合
学習（国際理解、環境、ボランティア活動な
ど）です。しかしおそらく小学校の科目とし
て最も重要なのは読み書きで、小学生はひら
がな・カタカナと、少なくとも 1,006字の漢
字を 6学年の終わりまでに習うことになって
います。

中学校：中学校も義務教育です。9割以上
の中学校は公立で男女共学です。生徒は毎年、
定員 40人（2006年の平均では 30.4人）のホー
ムルームに分けられ、そこで授業を受けます。
ほとんどの場合、授業は能力別ではありませ
んが、一部の学校は数学と英語について能力
別編成を導入しています。標準カリキュラム
に含まれる必修科目は、国語、社会、数学、
理科、選択外国語（ほとんどが英語）、音楽、
美術、保健体育、技術・家庭です。その他の
教育項目は、課外活動、道徳、総合学習です。

高等学校：高校は義務教育ではありませ
んが、2006年には中学卒業生の 98パーセン
トが高校に進学しました。75パーセントの
高校は公立です。入学は試験の合否で決めら
れ、評判の高い学校は狭き門となります。中
高一貫校に通う生徒は高校入試を受けずに済
みますが、そのような学校は公立校ではまだ
少数です。高校の中心的履修科目は、国語、
地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、
外国語、家庭、情報です。課外活動と総合学
習も教育内容に含まれます。一方、職業専門
校の生徒は、普通高校ほど中心科目に時間を
かけず、各自の専門分野の授業（実務、工業
技術、農業等）を合わせて履修します。
現在、中学校の卒業生は、希望の有無や

何を学びたいかにかかわらず、ほとんどが高
校に進学します。そのため高校は、生徒のや
る気を引き出し、中途退学者を減らそうと
様々な工夫を凝らしています。その一環とし
て、新しい教育モデルが様々に導入され、生
徒個々人の能力や関心に応えようとしていま

学芸会
日本の小学校の年中行事
である学芸会は、通常は
秋に催される。生徒たち
は展示・演劇・コンサー
トなどで腕前を披露し、
保護者や親戚、近隣の人
たちもみな招待される
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備に集中することもあります。文部科学省の
2001年度の推計によれば、公立小学校の生
徒の 39.0パーセント、公立中学生の 75.0パー
セント、私立高校生の 54.9パーセントが学
習塾に通っています。

改革の課題

日本の教育制度は、協調行動や集団規律、
基準への順応を重視します。これは熟練労働
力の育成には効果的で、20世紀に日本を世
界的な経済大国にするのに役立ちました。こ
の制度の成功はまた、日本人の大多数が中流
意識を持ち、教育が子供にとっての成功への
道だと考えている点にも示されています。
しかし近年においては、21世紀の課題に

取り組むための教育制度はどのような方向に
進むべきかが盛んに議論され、互いに対立す
る提案もなされています。2002年に導入さ
れた新しいカリキュラムでは、「画一・受身」
から「自立・創造」へと教育の比重が移され、

授業時間を減らし、「ゆとり」ある教育環境
を作るための施策がとられました。しかし、
その後の国際比較で日本の子供の学力が低
下していることが示され、そのことから、
再び基本に戻り、特定科目の授業時間を増
加させようとの要求も出ています。
政府は 2006年に教育基本法を、1947年

の同法施行以来初めて改正しました。この
見直しで、公共心、伝統・文化の尊重、そ
して愛国心を養う教育の必要性が明記され
ました。2006年に発足した教育再生会議は、
教育基本法の改正を教育政策に反映し、学
校におけるいじめの問題や学力低下問題に
取り組むための具体的施策を提案しようと
しています。
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