
 

(１)募集期間 
  平成２７年１１月２６日（木）から１２月２５日（金）まで 

(２)提出方法 
  電子メール、ファクシミリ、郵送 

(３)意見の総数 
  ２５２件（以下の分野単位で件数を計上） 
 
     

 
  

分野（骨子における「具体的な目標」に準拠） 件数 

目標Ⅰ 次代を担う社会的に自立した人間の育成（教育内容）  ３５件 

１ 

社会的自立に必要となる「知」「徳」「体」の育成【知】   ７件 

社会的自立に必要となる「知」「徳」「体」の育成【徳】   ４件 

社会的自立に必要となる「知」「徳」「体」の育成【体】   ３件 

２ グローバル人材の育成  １４件 

３ オリンピック・パラリンピック教育の推進 ０件 

４ 社会的・職業的自立意識の醸成   １件 

５ 都立高校における特別支援教育の推進   ６件 

目標Ⅱ 生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす学校づくりの推進 
    （学校設置・課程改善等） 

１９５件 

１ 国際色豊かな学校の拡充  １０件 

２ 専門高校等の改善   ７件 

３ 定時制課程・通信制課程の改善 １７７件 

４ 島しょ高校の改善   １件 

目標Ⅲ 質の高い教育を支えるための環境整備（教育諸条件）  １６件 

１ 組織的な学校経営の強化 ０件 

２ 教員の資質・能力の向上   ２件 

３ 安全で環境に優しい施設整備   １件 

４ 就学機会の適正な確保   ５件 

５ 社会の変化に対応した入学者選抜の改善   ３件 

６ 課題を抱える生徒の自立に向けた支援の充実   ５件 

計画全体   ６件 

   「都立高校改革推進計画・新実施計画（案）」の骨子に対する意見募集の結果について    

【内訳】 

１ 意見募集の結果の概要 ２ 目標ごとの意見の概要 

１ 

目標Ⅰ（教育内容）に関する内容 

Ⅰ－１ 
学校という場の性格上、学習でのつまずきが学校生活に及ぼす影響はとても大きいものがある。
義務教育段階での基礎学力の定着が十分でない生徒については、学力の向上と定着に向けた
様々な取組が重要であり、学び直しの支援を是非充実させてもらいたい。 

Ⅰ－２ 
都立学校には、日本国籍以外の生徒も多数在籍しているが、彼らは「グローバル人材の育成」
の対象から外されているのだろうか。もし対象に含まれるのであれば、「日本人としての
云々」という表現は、彼らへの配慮が足りない。 

目標Ⅱ（学校設置・課程改善等）に関する内容 

Ⅱ－１ 
新国際高校について、一刻も早い実現が望まれる。東京2020大会に向けて、「開かれた東京」
を海外にも都民にもアピールする上でも、出来ることならば早急な対応を求めたい。 

Ⅱ－２ 
高卒の、特に大企業や金融関係の事務職の採用は減少傾向にあると思われるが、販売・事務中
心に商業高卒者の企業のニーズは高い。今回の商業高校の改編案は、特に中・低程度の中学生
の選択肢を狭めるものだと考える。 

Ⅱ－３ 

夜間定時制で学ぶ生徒は、全日制を中退し通う生徒、事情により高校で学ぶ機会が無かった年
配者など、まさに「多様な生徒が在籍する」学校であり、そうした生徒の「セーフティーネッ
ト」としての重要な役割を担っていて、チャレンジスクールではこの役割の代わりはできない。 

夜間定時制高校には、数多くの「外国につながる」生徒たちが通い、日本語支援や教科支援な
どを通して、生徒たちにとって重要な教育の場所となっている。そんな中、小山台高校を始め
とする夜間高校が彼らの最後の受け皿として機能してきた。日本人生徒の国際化、グローバル
人材育成を目指すうえで、すでに日本に滞在する外国人にやさしい学校を閉鎖するのではなく、
支援していくことが非常に重要だと考える。 

立川高校定時制は現在でも定員を超える応募者があり、なぜ閉課程となるのか理解に苦しむ。
多摩地区の夜間定時制は、次々に閉課程となり、全日制に入学できなかった子の選択肢は、非
常に狭くなっている。通学できる範囲も昼間よりも限定されるため、特に八王子地区の生徒に
大きな影響が生じている。八王子地区に夜間定時制が一校も無いという現状で、さらに夜間定
時制を減らすことは、絶対にやめて欲しい。 

定時制課程の給食は、たとえ少数であったとしても給食制度のおかげで学ぶ環境が整えられる
生徒がいる。給食を必要とする生徒にとって充実した内容となるよう、見直しをお願いする。 

目標Ⅲ（教育諸条件）に関する内容 

Ⅲ－４ 
都立高校の全日制課程における在京外国人対象募集枠は、目黒区・北区・練馬区に３校55名分
の定員しかない。多摩地区や東部地区への適正配置も考慮する必要がある。 

Ⅲ－６ 
（不登校や中途退学の未然防止について）教員によるコーディネーター的役割を担う人材の育
成を考えてほしい。現在は多くの学校で養護教諭が担っている仕事だが、教員にもそういう立
場の人材がいてもよいのではないか。 

（参考資料） 別添３ 



「都立高校改革推進計画・新実施計画（案）」の骨子に対する主な意見 

分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目 
標 
Ⅰ 

１ 社会的自立に必要となる 
  「知」「徳」「体」の育成【知】 

学校という場の性格上、学習でのつまずきが学校生活に及ぼす影響は
とても大きいものがある。義務教育段階での基礎学力の定着が十分で
ない生徒については、学力の向上と定着に向けた様々な取組が重要で
あり、学び直しの支援を是非充実させてもらいたい。 

平成28年度から指定する10校において、義務教育段階の基礎学力の定
着が十分でない生徒に対して、放課後や休業日等に外部人材を活用し
た学習支援を行い、学力の向上や定着の充実を図ります。 

その他（※） 

義務教育段階の基礎学力の定着が十分でない生徒に対応するために、
入学直後に「基礎学力テスト」を行い、必要な生徒に対しては、放課
後の補習などで基礎学力を補うようにしてほしい。 

入学直後に生徒の基礎学力の定着状況を効果的に把握する方法を検討
していきます。また、平成28年度から指定する10校において、義務教
育段階の基礎学力の定着が十分ではない生徒に対して、放課後や休業
日等に外部人材を活用した学習支援を行っていきます。 

学校関係者 

不読率の調査はやめるべきである。読書は、何冊読んだかではなく、
何をどのように読んだかに意味がある。 

不読率調査は１か月に１冊も本を読まない生徒の割合を把握し、全く
本を読まない生徒への働き掛けを検討するために行っています。不読
率の改善だけではなく、読書の質の向上を目指し、読む本の質の向上
や、読書に主体的に関わる態度を育成していきます。 

その他 

学力の低い生徒にはＩＣＴタブレットが大変有効に働くと思う。板書
を写すだけの授業よりはるかに理解度があがるはずである。ものづく
りをする上でも、３Ｄ映像などで視覚的に捉えてから実習に入るとよ
り安全な作業ができるので工業科にも有効かと思う。是非、そうした
学校にも配置をお願いする。 

平成29年度までに、工業科を含めた全ての都立高校に１教室分のタブ
レットＰＣを計画的に導入していきます。また、義務教育段階の基礎
学力の定着が十分ではない生徒に対して、弱点を克服する学習支援
ツールをタブレットＰＣに導入するなど、学力向上を図るための支援
を充実させていきます。 

高校生の保護者 

１ 社会的自立に必要となる 
  「知」「徳」「体」の育成【徳】 

よりよい生き方や正しい価値観を身に付けることは重要であるが、失
敗したり、間違った時にどう行動すべきかを知っておくことも実社会
では大切である。自分が困難に陥ったときにどうすればよいか、他者
が困難な状況にあることを見たら何ができるのかを考えさせるととも
に、誰かに相談したり、助けを求めることも生きる力のうちであるこ
とを学校においても教育してもらいたい。 

御意見のとおり、「人間と社会」では、社会的現実に照らし、よりよ
い生き方を主体的に選択し行動する力を育成するために、道徳性を養
い、判断基準を高めるとともに、失敗したときや困難に陥ったときの
行動や相談方法を身に付ける機会を設けています。 

その他 

「こういうマナーやルールがあるのだからそれを守れ」という指導で
はなく、「なぜそのマナーやルールが生まれたのか、そのマナーや
ルールによって、どのような人権が守られ、どのような人権が制約さ
れているのか」と、人権の観点から考えることが必要である。 

教職員による組織的な指導体制の構築に向けて、現在、生活指導の充
実に資する指導資料を作成しています。指導に当たっては、人権に配
慮し、生徒一人一人に寄り添う生活指導を実施できるように周知して
いきます。 

その他 

学校での教育も大切だが、ことネットに関しては家庭での教育がさら
に大切だと思う。 

平成27年11月に策定した「ＳＮＳ東京ルール」でも、家庭での取組を
重要と捉えていることから、学校だけでなく家庭でも保護者と子供が
話し合ってルールを作るように働き掛けを行うとともに、学校・家庭
が一体となって生徒の情報モラル教育を推進していくための補助教材
を作成・配布することとしています。 

高校生の保護者 

１ 社会的自立に必要となる 
  「知」「徳」「体」の育成【体】 

部活動を増やす取組もあるべきではないかと思う。高校入学とともに
活動する場を失っているスポーツの部活を作り、多くの中学生が目標
をもって都立高校に入学できることを望む。 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、
スポーツの全国大会や関東大会への出場を目指す都立高校を増加やし
ていくため、競技力の高い運動部活動のある学校を平成27年度に「ス
ポーツ特別強化校」と指定しました。「スポーツ特別強化校」では、
競技人口の少ない運動部活動の普及・活性化にも取り組んでいきます。 

小学生の保護者 

民間のスポーツクラブやテニスクラブと包括提携し、部活動の指導に
当たっていただくこともよいのではないか。 

平成28年度から、民間委託により専門的指導者を学校に派遣すること
で部活動の指導面の充実や生徒の技術向上を図るモデル事業を都立高
校で実施していきます。 

高校生の保護者 

２ 

※「その他」は、「小学生」、「中学生」、「高校生」、「未就学児の保護者」、「小学生の保護者」、「中学生の保護者」、「高校生の保護者」、「学校関係者」以外の個人又は団体 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目 
標 
Ⅰ 

２ グローバル人材の育成 

次世代リーダー育成道場では、レベルの低い学習者も少なからずいる。
そうした学習者は、各学校でさまざまなフィードバックができないで
いる。そうした課題を踏まえ、「東京グローバル10」の指定校は、少
なからず、いわゆる上位校から選定した方がよいと考える。 

「東京グローバル10」については、意欲ある生徒の英語力を伸ばし、
積極的に国際交流を行い、グローバルな人材の育成を推進する都立高
校及び都立中等教育学校10校を平成27年度から指定しています。 

その他 

ドイツやスウェーデンなどのように公教育が無償である国々に卒業後
に留学できるように、第二外国語教育についても重視すべきであると
考える。 

今回の計画では、都立高校における英語以外の外国語選択科目の実施
拡大や、都立高校生を対象とした英語以外の外国語を取り扱う体験講
座の開設など、多言語学習の機会の拡充に向けた取組を位置付けてい
ます。 

その他 

「多様な言語が学べる環境を充実させる」ことや多文化理解を深める
ことが重要である。そこで、ＪＥＴ青年の新規採用の際、英語圏以外
の国から英語指導経験がある優秀な人材を雇い、授業の中でいわゆる
ワールドイングリッシュ、言語的多様性、さらに出身国のことばや文
化を生徒と共有するような試みをしたらどうか。 

ＪＥＴ青年は、一般財団法人自治体国際化協会が募集を行っており、
募集条件を都が変更することはできませんが、多言語学習の機会拡充
や姉妹校交流の促進、留学生の受入れ拡充を進めることで、多様な言
語や文化など、国際理解教育の促進に向け、取り組んでいきます。 

その他 

都立学校には、日本国籍以外の生徒も多数在籍しているが、彼らは
「グローバル人材の育成」の対象から外されているのだろうか。もし
対象に含まれるのであれば、「日本人としての云々」という表現は、
彼らへの配慮が足りない。 

学習指導要領にもあるとおり、グローバル人材の育成に当たっては、
我が国の生活様式や歴史、伝統文化などに関する認識を深め、これを
尊重する態度を育成することも重要な要素の一つです。外国籍の生徒
については、これらの教育を通じ日本をよく知ってもらうことで、将
来、日本と世界との懸け橋となってもらいたいと考えています。 

その他 

グローバル人材の育成に関して、ＥＳＤについて述べられている。 
ＥＳＤはユネスコという国際機関で認められ、持続可能な社会をつく
る意義ある教育である。オリンピック・パラリンピック教育と連携し
つつ、都として是非推進していただきたい。 

「環境（持続可能性）」がテーマの一つとなるオリンピック・パラリ
ンピック教育とも連携しながら、持続可能な社会の担い手を育成して
いくことができるよう、全ての都立高校に対してＥＳＤの普及・啓発
を図っていきます。 

学校関係者 

４ 社会的・職業的自立意識の醸成 

社会貢献教育が「防災」一辺倒になってしまうのは保護者として複雑
な思いである。社会貢献は防災だけではないし、「自助・共助は社会
の一員としてあたりまえに行う活動」という認識をもたせる教育が求
められる気もする。 

計画の該当箇所にボランティアに係る取組である「東京ユースボラン
ティアの推進」を記載しました。 

高校生の保護者 

５ 都立高校における 
  特別支援教育の推進 

平成28年４月から障害者差別解消法が施行され、都立高校にも合理的
配慮が義務化される中、「都立高校における特別支援教育の推進」の
中にもそれを明記するべきではないか。 

障害者差別解消法では、障害者から配慮を求める意思の表明があった
場合において、行政機関等は過重な負担にならない範囲で合理的な配
慮を行わなければならない旨を定めております。都教育委員会はこれ
までも、教職員に対する理解啓発に加え、障害のある生徒の自己理解
を深め、コミュニケーション能力を高めるための指導を行ってきまし
た。今後とも、法に定める合理的な配慮を行うとともに、障害のある
生徒一人一人の自立と社会参加を実現できるよう、都立高校における
特別支援教育の推進に努めていきます。 

高校生の保護者 

支援が必要な生徒のことを考えるのは、特別支援コーディネーターを
中心とした校内委員会であると思う。校内委員会が機能するようにな
らなければ、支援員や医師、スクールソーシャルワーカー、臨床発達
心理士等の外部専門家は活用できない。 

全ての都立高校に設置している特別支援教育に関する校内委員会は、
特別支援教育コーディネーターが中心となり開催するものであり、東
京都特別支援教育推進計画に基づき、引き続き特別支援教育コーディ
ネーターの育成を行っていきます。また、各校における発達障害教育
を適切に実施するため、教育管理職をはじめとした職層や経験に応じ
た研修を実施するとともに、外部専門家の活用に関する研究の成果普
及や、外部専門家との相談を円滑に行うための高校の教員が活用する
「学習・行動の支援に関する気づきチェックリスト」を作成します。 

学校関係者 

「担当教員が自分のスタイルで授業を行う」という考え方の強い高校
において、「ユニバーサルデザインの考え方に基づく授業を作るこ
と」は難しい。管理職だけでなく、教育委員会の強い指導力を使って、
授業の研究開発を行ってほしい。 

都教育委員会として、次の内容を含むユニバーサルデザインの考え方
に基づく授業と行動支援の手引を作成し、各校における障害特性に応
じた指導・支援を充実していきます。 
①分かりやすい授業展開の方法について 
②適切な行動を促す行動支援の方法について 
③生活指導の方法について 

学校関係者 

３ 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目
標
Ⅱ 

１ 国際色豊かな学校の拡充 

新国際高校について、一刻も早い実現が望まれる。東京2020大会に向
けて、「開かれた東京」を海外にも都民にもアピールする上でも、出
来ることならば早急な対応を求めたい。 

新国際高校（仮称）については、設置場所の検討を進めるとともに、
平成28年度から外部有識者等で構成する検討委員会を設置し、学校の
教育方針などを検討していきます。 

その他 

外国人生徒および日本語に課題をもつ帰国生徒が急増している。とく
に、非漢字圏の生徒の増加が顕著になってきている。いわゆるニュー
カマーの外国人および日本語能力に課題をもつ帰国生徒に向き合う必
要がある。新国際高校は、二部制の定時制課程として昼間部は三修制
を基本とし、午後（夜間）部は四修制を基本とするのが効果的と思う。 

都立高校における外国人生徒等の受入れについては、公立中学校にお
ける在京外国人生徒の動向等を踏まえた適正な募集枠の設定や、外部
人材を活用した日本語指導の充実などに取り組んでおり、今後も新実
施計画に基づいて推進していきます。 
また、新国際高校（仮称）については、設置場所の検討を進めるとと
もに、平成28年度から外部有識者等で構成する検討委員会を設置し、
学校の教育方針などを検討していきます。 

学校関係者 

既存の中高一貫教育校に附属小学校を設置する事に反対する。小学校
から競争心をあおり、エリート教育する学校は、学校格差を生み、子
ども達にとっても、悪い影響を与えると思う。 

近年、グローバル人材育成が社会で求められる中、国際的に活躍でき
る人材を育成していくため、早い時期から帰国児童・生徒や外国人児
童・生徒とともに学ぶ国際色豊かな環境を整備する学校として、小中
高一貫教育校の設置を計画案に示しました。 
本校のように、特色ある学校を設置することは、保護者等が学校を選
択する機会の拡大につながるものであると考えています。 
なお、本校はいわゆるエリート教育を目的としたものではなく、その
具体的在り方については、今後更に外部有識者等で構成する検討委員
会を設置し、多面的視点から検討していきます。 

その他 

「計画（案）」全体を読み、感じたことは「多様化路線」が極まった
ということである。20年前「長期構想懇談会」を傍聴した際に感じた
懸念が、今日そのとおりに進んでいること、後戻りできないような現
状に、憤りさえ感じてしまう。確かに、私立学校には小学校からの一
貫校が存在するが、都立で必要か。 

近年、グローバル人材育成が社会で求められる中、国際的に活躍でき
る人材を育成していくため、早い時期から帰国児童・生徒や外国人児
童・生徒とともに学ぶ国際色豊かな環境を整備する学校として、小中
高一貫教育校の設置を計画案に示しました。本校のような特色を持っ
た公立学校への保護者ニーズも十分あるものと考えています。 
なお、本校の具体的在り方については、今後更に外部有識者等で構成
する検討委員会を設置し、多面的視点から検討していきます。 

学校関係者 

２ 専門高校等の改善 

高卒の、特に大企業や金融関係の事務職の採用は減少傾向にあると思
われるが、販売・事務中心に商業高卒者の企業のニーズは高い。今回
の商業高校の改編案は、特に中・低程度の中学生の選択肢を狭めるも
のだと考える。 

中学生の商業科への入学希望や、商業高校生の卒業後の進路希望など
を踏まえ、商業科全体の規模の見直しを実施する計画です。存続する
商業高校に加え、チャレンジスクールや家庭・福祉高校など、多様な
タイプの都立高校を設置することで、中学生の選択肢を用意していき
ます。 

学校関係者 

多摩工業高等学校は、１クラス増によるデュアルシステム科の設置で
定員割れを起こす。ここ数年の現実を踏まえて定員15名のデュアルシ
ステム科を提案する。あるいは、３クラス目の機械科として、進学
コースと就業体験コースからなるコース制のデュアルシステム科を提
案する。 

公立の高等学校の全日制の課程における１学級の生徒の数は40人を標
準とすることとなっています。東京都では、工業科などの専門学科は
この標準よりも少ない35人としており、デュアルシステム科について
も同様と考えています。今後、デュアルシステム科の設置対象校と連
携しながら、具体的に検討していきます。 

学校関係者 

エンカレッジスクールの指定について、工業高校は、数学や理科の基
礎の上に専門的な基礎力を育成する学科の学校であり、方向性が正反
対である。エンカレッジスクールに指定するのであれば、総合学科や
普通科として学科自体を変更すべきである。しかし、従来型の工業高
校をこれ以上減らすと、ものづくり社会の崩壊が危惧される。 

工業高校では中途退学率が高い状況にあることから、エンカレッジス
クールに指定し、学び直しや１年生の国語・数学・英語における30分
授業、実習用の施設・設備を活用した体験学習等の充実、２人担任制
や35人学級によるきめ細かな学習指導・生活指導を行うことで、中途
退学率を改善し、ものづくり人材の育成につなげていきます。 

学校関係者 

都内で２校しかない「産業科」の学校の今後の方向性も是非示してほ
しい。産業科を無視することなく、いい方向へ改革していってもらい
たい。 

平成27年６月公表の「都立専門高校改編基本計画検討委員会報告書」
を踏まえ、産業科の高校２校が抱える個別の課題解決について、取組
を推進していきます。 

その他 

４ 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目 
標 
Ⅱ 

３ 定時制課程・通信制課程の改善 

夜間定時制で学ぶ生徒は、全日制を中退し通う生徒、事情により高校
で学ぶ機会が無かった年配者など、まさに「多様な生徒が在籍する」
学校であり、そうした生徒の「セーフティーネット」としての重要な
役割を担っていて、チャレンジスクールではこの役割の代わりはでき
ない。（①） 

（①～⑨について） 
夜間定時制高校を当初から希望する生徒の入学者選抜応募倍率は、平
成23年度には0.63倍でしたが、平成27年度は0.42倍と更に低下してい
ます。また、第二次募集以降では、全日制高校などへの進学希望がか
なえられなかった生徒のセーフティネットの機能を果たしていますが、
それでもなお、募集人員に対する在籍生徒の割合は、平成23年度以降、
年々低下し、平成27年度では定員の68.6％にとどまっています。その
上、夜間定時制高校は、昼間に学校に通うことができない勤労青少年
の学びの場として、昭和40年度には夜間定時制高校に進学した生徒の
うち勤労青少年は88.3％でしたが、平成13年度の夜間定時制高校に在
籍する全生徒のうちでは7.0％に、平成27年度には更に3.3％にまで減
少しています。 
その一方で、夜間定時制高校には、学習習慣や生活習慣等に課題があ
る生徒や、小・中学校時代に不登校を経験した生徒、外国人の生徒な
ど、多様な生徒が在籍するようになっています。こうした生徒の中に
は、昼夜間定時制高校やチャレンジスクールを希望していたものの、
合格できずに夜間定時制高校に入学した生徒も多くいる状況です。こ
のため、都教育委員会では、このような生徒や保護者のニーズに対応
すべく、昼夜間定時制高校やチャレンジスクールを設置してきました
が、平成27年度入学者選抜においても、その応募倍率は昼夜間定時制
高校が1.77倍、チャレンジスクールが1.66倍であり、入学希望に十分
に応えられていない状況があります。 
そこで、「都立高校改革推進計画・新実施計画」では、多様化する生
徒などのニーズに更に応えるため、昼夜間定時制高校とチャレンジス
クールの夜間部の規模拡大やチャレンジスクールの新設を行い、その
進捗や夜間定時制高校の応募倍率の推移などの状況を考慮しながら、
一部の夜間定時制高校を閉課程していくこととしました。また、全て
の定時制高校において、スクールカウンセラーの配置拡大や勤務日数
の拡充など教育相談体制の強化等を行い、定時制教育の充実を図るこ
ととしました。 
小山台高校（２学級、募集人員60人）及び雪谷高校（１学級、募集人
員30人）の定時制課程の閉課程に当たっては、大崎高校、大森高校、
松原高校、桜町高校、六郷工科高校普通科などの周辺の夜間定時制高
校において、夜間定時制高校を希望する生徒を受け入れていきます。
これらの夜間定時制高校の平成27年度の募集人員240人に対する在籍
生徒数108人、割合は45.0％であり、両校の定時制課程の閉課程後も、
夜間定時制高校を希望する生徒を受け入れられる募集人員を確保して
います。 
江北高校定時制課程（３学級、募集人員90人）については、足立高校、
南葛飾高校、江戸川高校、葛西南高校、飛鳥高校、大山高校、豊島高
校、葛飾商業高校普通科などの周辺の夜間定時制高校において、夜間
定時制高校を希望する生徒を受け入れていきます。これらの夜間定時
制高校の平成27年度の募集人員510人に対する在籍生徒数412人、割合
は80.8％であり、同校定時制課程の閉課程後も、夜間定時制高校を希
望する生徒を受け入れられる募集人員を確保しています。 

最後に、立川高校定時制課程（３学級、募集人員90人）については、
同じ学級数を、昼夜間定時制高校である砂川高校の夜間部の学級増と
立川地区チャレンジスクール（仮称）の新設により確保します。あわ
せて、夜間定時制高校を希望する生徒については、福生高校、町田高
校、神代高校、農業高校普通科、青梅総合高校、五日市高校併合科、
瑞穂農芸高校併合科などの周辺の夜間定時制高校において受け入れて
いきます。 
なお、これらの夜間定時制高校の平成27年度の募集人員480人に対す
る在籍生徒数354人、割合は73.8％であり、同校定時制課程の閉課程
後も、夜間定時制高校を希望する生徒を受け入れられる募集人員を確
保しています。 

学校関係者 

チャレンジスクール、昼夜間定時制は倍率が高く、都立高校しか行け
ない子どもたちの十分な受け皿になりえない。（②） 

その他 

夜間定時制高校には、数多くの「外国につながる」生徒たちが通い、
日本語支援や教科支援などを通して、生徒たちにとって重要な教育の
場所となっている。そんな中、小山台高校を始めとする夜間高校が彼
らの最後の受け皿として機能してきた。日本人生徒の国際化、グロー
バル人材育成を目指すうえで、すでに日本に滞在する外国人にやさし
い学校を閉鎖するのではなく、支援していくことが非常に重要だと考
える。（③） 

その他 

立川高校定時制は現在でも定員を超える応募者があり、なぜ閉課程と
なるのか理解に苦しむ。多摩地区の夜間定時制は、次々に閉課程とな
り、全日制に入学できなかった子の選択肢は、非常に狭くなっている。
通学できる範囲も昼間よりも限定されるため、特に八王子地区の生徒
に大きな影響が生じている。八王子地区に夜間定時制が一校も無いと
いう現状で、さらに夜間定時制を減らすことは、絶対にやめて欲しい。 
（④） 

学校関係者 

昼間働かなければならない者にとって定時制高校は必要である。夜間
定時制を閉課程するのは絶対反対である。（⑤） 

その他 

５ 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目
標
Ⅱ 

３ 定時制課程・通信制課程の改善 

ひとり親家庭で経済的に苦しいので全日制をあきらめ、昼アルバイト
をして夜学ぶことを選択せざるを得ない生徒も依然として少なくない。
貧困状況にある子どもに十分な支援をする、しないによって、その後
の就労状況に明確な差が出る。夜間定時制の廃止は絶対撤回すべきで
ある。（⑥） 

（③について） 
在日外国人生徒については、全ての都立高校において、心身ともに安
定した学校生活を送ることができるよう配慮する取組を行っています。
これからも、都立高校における「在京外国人生徒対象」の募集枠の検
討、在京外国人生徒への日本語指導の充実、外国籍の受検者に対する
措置、多言語学習の充実等を行っていきます。 
 
（⑥について） 
東京都では、定時制課程の高校に在籍し職を有する生徒が利用できる
教育費に対する支援として、授業料減免制度、就学支援金、奨学のた
めの給付金、生活保護の生業扶助、教科用図書補助金、修学旅行費補
助金、修学指導事業参加費補助金、夜食費補助金の制度を設け、支援
を行っています。 
 
（⑦について） 
東京都では、交通費に使用可能な給付として、低所得者を対象とする
生活保護受給世帯への生業扶助や、住民税所得割額非課税世帯への奨
学のための給付金を給付しています。 

学校関係者 

近隣の高校が閉鎖されてしまえば、通学のための交通費が出せなく
なったり、物理的・精神的に距離が近いからこそ通えていた学生が通
えなくなることも出てくる。（⑦） 

その他 

「施設の共用による利用上の時間的制約」の問題を挙げているが、こ
の「制約」は全定相互の努力で解消してきており、生徒会の交流、行
事の同時開催、施設の譲り合っての使用などが行われてきている。一
方を切り捨てて済む問題ではない。（⑧） 

学校関係者 

夜間中学を卒業後、もっと勉強したいと考える意欲ある卒業生の多く
が夜間の定時制高校に進学していった。国も夜間中学の拡充に大きく
向かっている。そこで学び、さらに学び続けたいと意欲を持った人た
ちがどんどんこの先増えていくことは間違いがない。将来に向けても、
今夜間定時制高校を減らすことはやめていただきたい。（⑨） 

その他 

本当に多様な生徒たちの学びを保障してあげようと考えるのであれば、
チャレンジスクールや定時制単独で昼も夜も学べる学校を増やして、
そうした学校で教職員だけでなく、カウンセラーや医師、児童相談所
など多様な機関と連携した取り組みを行うべきである。無理のある全
日制と定時制の一緒の学校を少なくして、多様な生徒に寄り添う学校
を増やしていくことに大いに賛成する。 

多様な生徒や保護者のニーズに応えていくために、チャレンジスクー
ルの新設や既存のチャレンジスクールと昼夜間定時制高校の規模の拡
大を行い、学習時間帯を午前部・午後部・夜間部から選択できる定時
制単独校を拡大していきます。あわせて、昼夜間定時制高校・チャレ
ンジスクール・夜間定時制高校において、教育相談体制の強化等を行
い、定時制教育の充実を図ります。具体的には、スクールカウンセ
ラーの配置の拡大や勤務日数の拡充、スクールソーシャルワーカー等
による多様な関係機関と連携した就労等に向けた支援や福祉的支援の
実施等を進めていきます。 

小学生の保護者 

現在は、（夜間定時制には）色々な生徒が通っていると聞く。多摩地
区の立川高校が閉課程となるが、夜間定時制の存在価値は、一定の役
割を終えたと思う。よほどのことがない限り、勉学は昼間に行うのが
望ましい。多様な生徒に対応することができるチャレンジスクールも
近所にできるとなれば、敢えて立川高校に夜間定時制を残す必要はな
い。十分に役目を終えた立川高校定時制においては、お疲れ様でした
と労い、新しくできるチャレンジスクールに期待する。 

多様な生徒や保護者のニーズに応えていくために、チャレンジスクー
ルの新設や昼夜間定時制高校の規模の拡大等を行っていきます。チャ
レンジスクールでは、主に小・中学校で学校になじめず不登校の経験
がある生徒や、高校で長期欠席等が原因で中途退学を経験した生徒等
を受け入れ、学校の相談体制による支援のもとで、それぞれの生徒の
進路実現と社会的自立を図っていきます。また、昼夜間定時制高校で
は、自分のライフスタイルや学習ペースに合わせて、高校教育を学び、
進路実現を図っていく中で、基礎的・基本的な学力、生活習慣、社会
人としての規範意識を身に付けた生徒を育成していきます。 

その他 

６ 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目
標
Ⅱ 

３ 定時制課程・通信制課程の改善 

定時制課程の給食は、たとえ少数であったとしても給食制度のおかげ
で学ぶ環境が整えられる生徒がいる。給食を必要とする生徒にとって
充実した内容となるよう、見直しをお願いする。 

定時制課程の給食は、在籍する生徒が多様化する中、利用者数が減少
し続けています。今後、生徒の実情を把握し、そのニーズに応える食
の提供方法について検討していきます。 

その他 

定時制課程の給食が、栄養のバランスがとれた食事をとる唯一の機会
となる生徒もいる。一緒に食事をする教育上の効果や、献立を通して
季節の変化や年中行事に触れる文化的意義もある。喫食率が下がって
いるという数字だけを見るのではなく、給食を食べないのはなぜなの
か、給食をどう改善すれば喫食率が上がるのかを検討すべきである。 

定時制課程の給食は、安全安心を確保した上で、適温での提供や予約
の工夫などの改善を重ねてきました。しかし、利用者数は減少し続け
ています。今後、生徒の実情とニーズに合致し、望ましい食習慣や食
の自己管理などを学ぶ機会ともなる食の提供方法について検討してい
きます。 

その他 

４ 島しょ高校の改善 
ホームステイ方式による島外生徒の受入れはよい制度だと思う。自主
性やたくましく生きる力を育てるという点でも、地域の人達との交流
という点でも、得難い経験がたくさんできるのではないか。 

今後も、島外生徒の受入拡大に向け、各町村の意向を踏まえながら、
検討・調整を進めていきます。 

その他 

目
標
Ⅲ 

２ 教員の資質・能力の向上 
古くからの事業である「教育研究員」をより良い形へと発展させ、活
用してほしい。 

再開した教育研究員事業は、「都内各地区の教育研究活動の中核とな
る教員を養成する」「研究成果を広く周知して東京都の教育の質の向
上を図る」「将来の東京の教育を担うリーダーを発掘する」等、成果
については継承しつつ、新しい視野にも立った事業として進めていま
す。この事業は、教員の育成における主要な柱であり、引き続き充実
させていきます。 

その他 

３ 安全で環境に優しい施設整備 
東京2020大会に向けて、テニスコートや運動場への夜間照明の設置を
進めてはと思う。 

テニスコートや運動場の夜間照明設備は、夜間定時制課程を置いてい
る都立高校のほか、一部の全日制高校に設置しています。未設置の都
立高校に新たに夜間照明設備を設置するに当たっては、照明の光や運
動に伴い生じる騒音（運動する人の声や打撃音等）が近隣にお住いの
方々の生活等へ及ぼす影響について、慎重に検討する必要があると考
えています。 

高校生の保護者 

４ 就学機会の適正な確保 

都立高校の全日制課程における在京外国人対象募集枠は、目黒区・北
区・練馬区に３校55名分の定員しかない。多摩地区や東部地区への適
正配置も考慮する必要がある。 

現在、国際高校（目黒区）、飛鳥高校（北区）、田柄高校（練馬区）
（平成27年度募集は４月入学65名、９月入学16名）に加え、平成28年
度の募集に当たり、新たに竹台高校（荒川区）と南葛飾高校（葛飾
区）に募集枠を設け、定員を36名増やし、区部の５校で117名の募集
（４月入学95名、９月入学22名）としました。今後、中学校における
日本語指導が必要な在京外国人生徒数の動向や、区部と多摩地域のバ
ランス、在京外国人生徒対象枠の募集校における入学者選抜の応募状
況等を踏まえ、適正な募集枠を設定します。 

その他 

「都立高校における日本語指導が必要な外国人生徒数が年々増加して
いることを踏まえ、外部人材を活用した個別指導の拡大・充実等を図
り」との施策に全面的に賛成する。しかし、「外部人材」はあくまで
教育の補助でしかない。主役は専任の先生方であるべき。「外部人
材」は直接に外国人生徒に相対するだけではなく、教員の研修にも活
用すべきと考える。 

外部人材については、学校で直接生徒に接するだけでなく、教員に対
する助言を行うなど、教員の指導力の向上にも寄与しています。 

その他 

７ 



分野 主な意見（要旨） 東京都教育委員会の考え方 意見提出者の区分 

目
標
Ⅲ 

５ 社会の変化に対応した 
  入学者選抜の改善 

（推薦に基づく選抜の集団討論について）試験官となる高校の教員が、
客観的で公正な評価をできるとは思えない。即刻廃止すべきである。 

 
これまでの選抜における評価方法や基準の設定の仕方を検証するとと
もに、校内での評価に関する研修の実施を通して、教員一人一人の評
価者としての一層の能力向上を図ります。また、評価の信頼性を担保
する観点から、事前の各検査における評価の観点及び事後の各検査に
おける得点分布のホームページでの公表は、継続して実施していきま
す。 
その際、各検査における評価の観点については、どのような点が評価
されるのかということについて具体的に記載し、受検者にとって分か
りやすい表現となるよう一層工夫していきます。 
 

その他 

６ 課題を抱える生徒の自立に 
  向けた支援の充実 

骨子に書かれていることはもっともであり、早急に実施してほしい。
これらを確実に実施するためには、担当教員が中心となって教員全体
を動かし学校全体として取り組む必要がある。 

 
指定する学校において、不登校や中途退学へ組織的に対応するため、
校内で対策の中心的役割を担う教員を指名していきます。 
 

学校関係者 

（不登校や中途退学の未然防止について）教員によるコーディネー
ター的役割を担う人材の育成を考えてほしい。現在は多くの学校で養
護教諭が担っている仕事だが、教員にもそういう立場の人材がいても
よいのではないか。 

 
不登校・中途退学対策については、校内でコーディネーター役の教員
が必要であると考えています。そのため、指定する学校において、校
内で対策の中心的役割を担う教員を指名していきます。また、今後は
人材育成の観点も含めて検討していきます。 
 

その他 

スクールカウンセラーが生徒の相談に応じているのは、良いことであ
り、今後も継続してほしい、しかし、生徒が自ら相談に行けるケース
は限られている。教師が常に生徒に目を配り、必要な生徒をスクール
カウンセラーにつなげられるようにしてほしい。そのための教師に対
する研修などを充実してほしい。 

 
各校において、配置されているスクールカウンセラーが講師となって、
学校のニーズに即した教員向けの研修を継続実施します。また、担任
等の教員が、心のケアが必要な生徒を見極め、スクールカウンセラー
による相談等の適切な支援につなげられるよう、教育相談体制の充実
を図っていきます。 
 

学校関係者 

「自立支援チーム」が十分に機能し、学校を変えていけるようになる
ことを期待したい。さらに、中途退学者や進路未決定卒業者への就労
などに向けた切れ目ない支援、いじめや不登校の問題への対応も、十
分に行ってほしい。 

 
「自立支援チーム」の設置により、学校の不登校・中途退学対策の体
制の充実を図っていきます。また、いじめ等の生徒の問題行動に迅速
かつ適切に対応していくため、全ての都立高校に設置している「学校
サポートチーム」の機能強化も図っていきます。 
 

学校関係者 

スクールソーシャルワーカーについては、定時制高校やチャレンジス
クール、エンカレッジスクールなどから優先的に配置し、学校全体で
生徒を支援できる体制を整備していけるとよいのではないか。 

 
不登校や中途退学等の課題を抱える生徒が多い学校に、スクールソー
シャルワーカー等による「自立支援チーム」を継続的に派遣します。
また、指定する学校において、校内で不登校・中途退学対策の中心的
役割を担う教員を指名し、校内における生徒の支援体制の構築を図っ
ていきます。 
 

その他 

８ 



９ 

一般財団法人東京私立中学高等学校協会からの意見 

項目 内容 東京都教育委員会の考え方 

小中高一貫教育校の設置について 

 
今回の計画（案）は、公私連絡協議会でも何ら説明されておらず、公私協調の精
神を完全に踏みにじる行為である。 

都立小中高一貫教育校の設置は、選抜による受験競争の過熱化を招き、受験塾に
通える収入のある限られた家庭しか入学対象となりえないことから 公立学校間
での教育格差を拡大する。 

また、国立学校が実験校として役割を果たし、そのメリットやデメリットを検証
するより前に、東京都が都民を実験台にしてまで行う必要はない。 

さらに、外部有識者委員を含んだ検討委員会では「理数教育」を前提としていた
はずが、最終報告では突然「英語教育」に変わった。しかしその議論の経緯は都
民に公にされず、またその方針転換を都教育庁職員だけで決めたのは手続き上問
題である。 

これらのことから、都立小中高一貫教育校の設置について反対である。 
 

 
今回の計画（案）の骨子については、これまで培ってきた公私協調の精神の上に
立ち、東京都における検討状況を踏まえて、貴協会には、説明ができる最も早い
時点で、お話しできる最大限の内容により説明を行いました。 
都教育委員会は、これまで培ってきた公私協調の精神に則り、今後とも貴協会と
の十分な情報・意見交換の下、手を携えて、真摯に東京の公教育の充実を図って
いきます。 
 
東京の公教育の充実に向けて、私立学校と都立学校とが連携・協力の下に互いに 

切磋琢磨してきたように、東京の公立学校の間でも切磋琢磨し、教育内容の一層
の充実に努めていくことは好ましいことであると考えます。また、都立小中高一
貫教育校の教育の仕組みや取組を教育モデルとして発信することで、都内区市町
村における施策の推進を支援し、東京の教育全体の充実を図っていきます。なお、
本校はいわゆるエリート教育を目的としたものではなく、入学者決定についても
受験競争の過熱化などを招かないよう配慮していきます。 
 
本校は、語学力や豊かな国際感覚、日本人としての自覚と誇りを備え、国際的に
活躍できる人材を育成するために設置するものです。「世界一の都市」を目指す
東京にとって、グローバル人材の育成は喫緊の課題であり、国の動きを待つこと
なく取り組む必要があると考えます。 
 
検討委員会の中間まとめでは、理数教育とともに、特に英語教育も重視していま
した。検討委員会は、中間まとめの発表以降も引き続き外部委員も交えて議論を
重ね、この間も英語の力を重要視すべき等の御意見が出されており、議事要旨に
も公開されております。また、本検討結果は、外部委員であった前委員長の御意
見をあらかじめ伺った上で検討委員会で取りまとめて作成したものです。 
なお、本校の具体的在り方については、今後更に外部有識者等で構成する検討委
員会を設置し、多面的視点から検討していきます。 
 

せ っ さ た く ま せ っ さ た く ま 


