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はじめに

　高等学校への進学が準義務化された現在ではあるが，中学卒業生の進学先の1つに高等専修
学校という学校があり，全国で4万人近い生徒が学んでいる1。しかし，世間一般的には，その
名前すらも十分に知られていない。それは，高等専修学校が，学校教育法第124条にある専修
学校であり，学校教育法第1条にある正系の高等学校とは異なる傍系の教育機関だったからで
ある。高等専修学校は，資格教育を重視してきた専門高校（職業高校）と比較して，その歴史
が浅く，むしろ技能の習得に重点をおいてきた学校である。また，高等学校の数に対して学
校数が少ないこともあるが，3年課程の高等専修学校においては，技能連携制度2や指定校制度3

の導入により，1条校の高等学校の教育に同化しつつも（山田2012），技能教育と技術教育を支
える基礎基本教育の系統的な学習が見えにくく，その差異が識別されにくかったためであろ
う。
　しかし，高等専修学校は，学校教育法124条にあるように，職業技術教育の習得を主たる目
的とした学校であり，長年，後期中等教育における職業教育を担ってきた（斎藤1996）。また，
現在では多くの高等専修学校が中学時代の不登校生徒や高校中退者を受け入れているが，一
部の高等専修学校では，1条校がこれらの生徒を受け入れる以前から，不登校や中退者を受け
入れ教育を行ってきていた。近年では，特別支援教育を実施している学校もあり，高等専修
学校は1条校の高等学校と比べて，先進的な取り組みを行ってきた学校も数多く見受けられ
る。
　だが，現在の高等学校教育において，職業教育の主流は，正系の専門高校（職業高校）であ
り，通信制高校や定時制高校においても，全日制高校では受け入れが困難である不登校生徒
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や高校中退者に，広く門戸を開いている。特に，通信制高校に関しては，自学自習の学習スタ
イルによって単位修得を進めていくので，不登校の子どもにとっても自分のペースで単位修
得・卒業ができるという特色がある。
　それにもかかわらず，高等専修学校が，学校数・生徒数は減少しつつも，ある一定の生徒数
を維持しながら，現在まで存続しているということは，やはり，その教育に正系の学校では担
いきれない，傍系の専修学校だからこそできる生徒個々の職業観の育成に特徴があるのでは
ないかと推測される。その特徴とそれを可能にしている要因を探り，1条校との棲み分けとい
う観点からも，今まで注目されたことのなかった高等専修学校の教育に焦点を当て，今後，高
等専修学校に期待されている教育とは何かを検討していく必要があると考えた。
　そこで，本稿では，研究の予備段階として，高等専修学校に関する専修学校の先行研究の
整理を行い，高等専修学校における今後の研究課題を検討することを目的とする。以下，1節
では，高等専修学校について学校教育法の内容を中心に説明をする。次に先行研究の整理だ
が，専修学校の先行研究は，量的にも多い専門学校の研究が中心であり，高等専修学校に関連
する研究はわずかである。しかし，専門学校が同じ専修学校として歩んできた歴史や制度成
立の過程，教育の特徴は，高等専修学校にも共通する部分であるので，専修学校（主に専門学
校となるが）の先行研究を2節「歴史・制度成立の過程」，3節「中等後教育における位置付け」，
4節「専門学校の教育の特徴」の観点から概観し，数は少ないが5節「高等専修学校に関する研
究」も付け加えて整理をする。最後に，6節では，専修学校の先行研究検討を踏まえて，高等
専修学校における今後の研究課題を提示していきたい。

１．高等専修学校とは

　表1に示されている通り，高等専修学校とは，学校教育法第1条に記されている「学校」では
なく，学校教育法第124条にある「専修学校」である。専修学校の前身は，各種学校であり，3
課程が設けられている。専修学校制度が1975年にスタートし，ある一定の基準を満たしてい
る各種学校は，専修学校へと格上げされ，正系の学校体系に対応する形で，高等課程，専門課
程，一般課程の3課程が設置された（倉内 1976 a）。中卒者の進学先である専修学校高等課程
を高等専修学校と言い，高卒者の進学先である専修学校専門課程を専門学校と呼んでいる。
専修学校一般課程は，入学に学歴や年齢の条件がない（図1）。　

表1　学校教育法における学校と専修学校

第1条校 学校（正系） 第124、125条 専修学校（傍系）
幼稚園，小学校，中学校，高等学校， 高等課程，専門課程，一般課程
中等教育学校，特別支援学校， 職業若しくは実際生活に必要な能力を育

と的目をとこる図を上向の養教は又，し成校学門専等高び及学大
する。

出所：学校教育法をもとに筆者が作成。



209専修学校研究の検討

図1　専修学校のおこり

　専修学校では，「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上を図ること
を目的」とした教育が実践されており，「工業」「農業」「医療」「衛生」「教育・社会福祉」「商業
実務」「服飾・家政」「文化・教養」の8分野における学科がある（表2）。高等専修学校において
も，表2のいずれかの分野を学ぶことができ，分野・学科によって修業年数が1年～5年と幅が
ある。各分野の学生数は表3の通りである。3年制課程の高等専修学校は，技能連携制度と指
定校制度を導入している学校が多い。技能連携制度とは，学校教育法の第45条の2（いわゆる

「連携法」）に基づいて，高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒が，都道

表2　専修学校の8分野

1975年～
件条学入程課期治明

高等課程(高等専修学校)・・中卒者の進学先各種学校 専修学校
専門課程(専門学校)・・・・高卒者の進学先
一般課程・・・入学に学歴や年齢の条件なし

各種学校

出所：倉内史郎（1976）「専修学校制度の発足」『教育』26 ⑶，P109を参考に筆者が作成。

科学野分
情報処理，情報工学，マルチメディア，自動車整備，建築，土木・測量，工業分野
電気・電子工学
農業，園芸，畜産，ガーデンビジネス，フラワービジネス，農業分野
バイオテクノロジー，生命工学技術，動物管理など
看護，理学療法，作業療法，リハビリテーション，歯科衛生，柔道整復，医療分野
はり・きゅう，あんま，マッサージ，歯科技工，臨床検査，診療放射線
調理，栄養，製菓，美容，理容，メイク，エステティックなど衛生分野
保育，幼児教育，介護福祉，社会福祉，医療福祉教育・社会

福祉分野

経理・簿記，会計，ビジネス，観光・ホテル，旅行，秘書，医療事務，商業実務分野

経営など
服飾，和裁，ファッションデザイン，スタイリスト，パタンナー，服飾・
アパレル，ファッションビジネスなど家政分野
デザイン，音楽，放送芸術，演劇，ジャーナリスト，英語，通訳，翻訳，文化・
動物，公務員，法律行政，スポーツ教養分野

出所： 『平成25年度版 全国専修学校総覧』P10～P11をもとに筆者が作成。
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表3　高等専修学校の分野別生徒数

府県教育委員会の指定する技能教育のための施設 （専修学校，各種学校，職業練施設等）で教
育を受ける場合に，高等学校の校長が一定の条件のもとに，当該技能教育施設における学習
を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる制度である（大村1992）。高
等専修学校の在学中に，高等学校を卒業するにあたっての不足単位については，レポートの
提出・試験，スクーリング授業の出席などによって習得し，高等専修学校卒業と同時に高等
学校卒業資格が得られる，いわゆるダブルスクールの方式をとっている。
　指定校制度とは，専修学校の修業年限3年以上の課程で文部科学大臣が指定した高等専修
学校を修了者した者に，高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められる制度のことで，
高等学校卒業者と同じく，大学，短大，専門学校へ進学することができる。3年制の高等専修
学校では，独自の教育を展開しつつも，多くの学校では，この2つの制度を導入し，1条校の高
等学校卒業者と比較して将来的に不利にならないようにしている。

２．歴史・制度成立に関する先行研究
　
　専修学校の前身は各種学校でありその起源は，明治の「学制」まで遡る。江戸時代から存在
していた寺子屋・私塾が明治の「学制」（1872年）施行により，正系の学校となったものと，学
科が不備なゆえに，「変則小学校」（第28章）「変則中学校」（第30章）「家塾」（第32章）に分類され
た学校があり，それらの学校が各種学校の起源であると言われている（多田1954，韓民1996：
31-32）。年限や教科を定めた小学校，中学校よりも，当時の実情から規定に拘束されない「各
種学校」の方がむしろ就学しやすく，社会全体の教育機会の拡大に貢献していた（韓民1996：
48）。また，各種学校は，正系の学校よりも学科不備の点から，下位の学校という認識があっ
たが，明治時代は，政府が法的に管理する正系の学校よりも，むしろ各種学校の方が量的に
も多数を占めており，各種学校は制度化された学校同様に必然的な存在であった（土方2008：
2-26）。この制度外にある学校に対して，設置・廃止の法的根拠となるものは乏しく，従って
公の支援もない状態であった。ようやく，1975年に専修学校法が成立し，各種学校が専修学
校へと格上げされ，専修学校は，法的根拠を持つ学校となり，公的な支援や学生への待遇も1
条校の学校へ近づいていった。しかし，青年の職業教育機関である専修学校には，今後，制度
面における改善が望まれる（瀧本2011）。この節では，「明治期から1947年（昭和22年）の学校
教育法制定まで」「1947年から1975年の専修学校制度化まで」「専修学校制度化から近年の政策
動向」の3期に分け，先行研究の整理を行っていきたい。

（単位：人）

工　業 農　業 医　療 衛　生
教　育・
福　 祉

商　業
実　 務

服　飾・
家　 政

文　化・
教　 養 合　計

4,804 6 13,319 6,402 1,106 7,475 2,998 3,609 39,719
12.1％ 0.02％ 33.5％ 16.1％ 2.8％ 18.8％ 7.5％ 9.1％ 100.0％

出所：『平成25年度版 全国専修学校総覧』P20より引用。
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2．1． 明治期から1947年（昭和22年）の学校教育法制定まで

　各種学校の歴史的な研究には，その役割や性格を検討するものがある。小金井（1965～
1969）は，明治から戦後にかけての各種学校の変遷を「各種学校の歴史」として『各種学校教
育』に13回に渡って発表している。その中で，明治前半における各種学校の役割を「一般的お
よび予備教育」「実業教育」「専門教育」「女子教育」「特殊教育・就学保障」「補完補修教育」と述
べ，さらに，明治後半から昭和初期にかけての各種学校の成長・発展を分野ごとに整理して
いる。小金井は，戦後の各種学校について，「画一的な6・3・3制の我が国の教育制度の隙間を
ぬって，弾力性のある教育の場と機会を提供してきた」「戦前の各種学校は，高等学校や専門
学校，大学など正系の学校に昇格する学校が比較的多かったが，戦後の各種学校は，正系の学
校に昇格する学校は少数であり，各種学校として存続し，そこに特有の存在価値と機能を見
出す学校が増加している」「公立学校や第1条の私立学校と比べて，経営者，設置者の考え方，
方針が強く支配している」等，その特色を指摘している。
　韓民（1996：31-48）は，『文部省年報』や『学校基本調査』を使って，戦前・戦後の各種学校の
分野別（学科）の学校数を調べている。社会の変化やそれに伴う民間の多様な教育要求に応え
るように各種学校は成長・発展を遂げてきたと指摘している。韓民は，各種学校の役割を「社
会全体の教育機会の拡大に寄与した点」「実務的・職業的教育専門と訓練において一定の貢献
をしている点」「日常生活に必要な生活技能，文化的教養あるいは社会の特殊な教育需要を満
たしている点」の3点に要約している。
　小金井や韓民の研究は，各種学校の検討を中心に行っているが，土方と若手研究者たち

（2008）によって編集された『各種学校の歴史的教育―明治東京・私立学校の原風景』の中で，
明治期の近代教育制度成立において，各種学校の果たした役割について検討を行っている。
ここでは，土方の担当した第1章（2-26），第13章（338-347）の内容を整理する。従来の各種学
校の研究では，「補完教育」「女子教育」「職業教育」など，制度化された正系の学校に対して，下
位の学校として認識されていた。しかし，土方らは，各種学校が，明治以降の近代教育制度が
成立していく過程の中で，重要な役割を果たしたことを強調している。明治維新直後は，制
度化された正系の学校の方に実体がなく，それに対して個人で任意に作った教育機関である

「各種学校」があたかも強力な雑草のような力を持って存在していた。明治初期から中期にか
けては，社会の必要性に応じて各種学校が作られていったので，簿記や西洋音楽などの新し
い教科を取り入れた結果，先駆的な教育機関となる場合があった。また，この当時存在して
いた各種学校は，現在の有名私立大学へと制度化されていった学校も多く存在している。各
種学校は，従来，制度化された学校と比較すると，正系でない学校，下位の学校と見られがち
であったが，明治中期までの検討で，近代以降の日本では制度化された学校とそれ以外の学
校が併存していて，各種学校は，近代社会が必然的に生み出した，歴史的に不可欠な学校であ
ることが示された。土方らの各種学校研究は，従来の「制度された学校」を中心に見る教育史
学の視角の問題を指摘している（植上2009）。
　このような制度外にある各種学校であったが，全て自由に，設置・廃止等ができたという
わけではなく，ある法的根拠でもってそれらがなされていたようである。同じく『各種学校の
歴史的教育―明治東京・私立学校の原風景』の中で，吉田（2章：29-53），小林（3章：59-86），土
方（12章：305-334）が各種学校の明治期の法令に関わる内容について検討しているので，ここ
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で紹介しておく。　
　吉田（2008）は，「各種学校」という学校制度上の学校種別がどのように発足していったの
か，文部省の諸達や政策文書，『文部省日記』所載の府県とのやりとりを使って整理をしてい
る。「教育令」布告直後において，学校は私人が「適宜」設置できるものであり，その学校の性
質によって「各種ノ名称」を付す，という学校種別方針であった。1880年6月，「小学校」「中学
校」の種別基準を厳格化しようとする政策の下，その規格に合わない学校種別として「各種学
校ノ部類」が創案された。そして，府県宛指令文で示された「各種学校ノ部類」の方針に沿っ
て，さらに文部省年報の統計表や記述の上で「各種学校」という種別が設定され，それが「各
種学校」の起源となっていった。すなわち、私人等が自由に設立する教育施設を，国家が定め
た類型を前提として，それに入らない学校を「各種学校」に一括するようになっていったので
ある。
　小林（2008）は，法令上の規定がなかった各種学校が，設置廃止等において依拠した法令に
ついて整理し，そこから派生する公立各種学校における地方公共団体の各種学校設置能力に
ついて論じている。1886年（明治19年）に「教育令」が廃止され，「学校令」と同時に「諸学校通
則」が公布された。「諸学校通則」は，公立私立の別なく「学校幼稚園書籍館等」一般を規定す
る性格のものであり，個別規定のない各種学校もこの通則が規定された。その後，1899年（明
治32）年に「私立学校令」が制定され，私立各種学校の設置廃止等については，その法令に依
拠するようになった。しかし，1900年（明治33年）に「諸学校通則」が廃止になり，「小学校二
類スル各種学校」以外の公立各種学校においては，学校設立のための根拠法令がなくなり，制
度化されていない学校を，府県以下の地方公共団体が自由に設置することが可能かどうかと
いう問題が生じるようになる。さらに，小林は，各種学校が制度の変遷に対応して，線引きの
基準が変わる「可変的な領域」であることを指摘している。
　土方（2008）は，私立学校令が，宗教教育規制，特にキリスト教の抑圧が目的であったとい
う先行研究に対して，私立学校令が悪質な各種学校の取締法案として立案が開始された法令
であったことから，それらの学校を取り締まる法案として成立したものであると仮説を立て
る。当時の問題となった東京の各種学校の状況を述べ，各種学校取締法案としてスタートし
た「私立学校令」が，井上毅文相期の案と西園寺公望文相期の案を経て成立していく過程を述
べ，宗教教育が文部行政の中でどのように扱われてきたのかを整理している。土方自身も，
自らの仮説を実証するには至らないことを認めつつも，教育史の通説に対して再点検・再確
認をする必要性を指摘している。
  小学校に類する各種学校は公私とも小学校令，私立の各種学校は私立学校令によることと
なった。従ってここでも小学校に類するもの以外は，私立の各種学校は地方長官の許可を要
することと，校長・教員の資格についての若干の規定があるのみで，公立に至っては全く拘
束をもたず，1947年の学校教育法制定まで，各種学校は，非常に緩やかな設置基準のまま設立
されていくことになる（多田1954）。
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2．2． 1947年から1975年の専修学校制度化まで　

　戦後，1947年に公布された学校教育法の中では，学校の範囲が「小学校・中学校・高等学
校・大学・盲学校・養護学校及び幼稚園とする」と規定され，これら1条校を中心とした単線
型教育制度が整備された。この新学制下で，各種学校は第83条に「第1条に掲げるもの以外の
もので，学校教育に類する教育を行うものは，これを各種学校とする」と規定され，その設
置・廃止その他については第1条の学校の規定を準用することが定められた（瀧本2011）。多
田（1954）は，1947年（昭和22年）の学校教育法が各種学校に法的根拠を与えた点では画期的で
あると言っているが，依然その実際の取り扱い方は大差を認めない状態であって，各種学校
の現状は，終戦前とさほど変化していないことを指摘している。
　それに引き続き，1956年には，「各種学校規定」が制定された。「各種学校規定」の諸条文は
修業年限，授業時間，生徒数，教員資格など「学校」として最低の条件を提示したものであっ
て，どのような内容を教えるのか，教育課程については一切限定しいてない（土方2008：6）。
各種学校間に対立構造を生まないように，「類する教育」の内容の明確化は避け，「類する教
育」の「条件」を示しただけの規定であった（瀧本2011）。　
　そして，各種学校に大きな転換期が訪れたのは，1975年（昭和50年）の専修学校制度設立で
ある。専修学校制度とは，学校教育法に専修学校の規定を加える（第11章）法律が施行された
ことを指し，それ以前に各種学校であった教育施設のうち，設置基準を満たすものが専修学
校へと移行していった。
　韓民（1996：49-88）は，戦後の学校教育法制定から，それに専修学校の規定が加えられる過
程を，文部行政の専修学校構想，各種学校経営者側の法改正要求，それを踏まえてた改善要項
案を中心に整理をしている。最終的には，設置者や内容によって差をつけることなく，修業
年数や生徒数，教員数，年間の授業時間数などの基準を満たしている学校は専修学校へと移
行することになった。この専修学校制度が成立した背景には，高等教育多様化政策により，
大学抑制政策の受け皿的教育機関として，専門学校を中等後教育機関の1つとして位置付けた
いという政策的な意図と，制度化されることによって公的な支援を受けたいという各種学校
経営者側との要求があったからである。韓民は，専修学校の制度化によって，「学校教育法」
に規定される学校体系の中で，従来の「1条校」と1条校以外の「各種学校」との間に新たな「専
修学校」制度を創設することによって，学校に対する公的規制の程度に応じて「1条校」「専修
学校」「各種学校」という「3元構造」が生まれたと述べている。
　倉内（1976 b）も，専修学校制度の発足は，各種学校に対する社会的評価を高め，公的助成
を導入したいという各種学校側の要求と大学抑制政策による政策的な意図によってもたらさ
れたものであると指摘している。専修学校制度発足に伴う変更点は，専修学校設置基準によ
り各種学校規定よりも教育諸条件に対する要求水準が高くなった点と，専修学校が3つの課程
を設け，入学者の学歴を規定したことにより，正系の学校体系に半ば組み込まれた点である。
正系の学校体系に対応させた位置付けを規定するなどの制度的整備がなされたことで公的助
成の道を開くことになったと述べている。しかし，反面，「私」的な各種学校が「公」的な性質
を帯びてくることで，学校制度上まったくの傍流として放置されていた各種学校に，行政的
指導のルートがつけられたことになる。
　瀧本（2011）は，日本の戦後教育の発展の中で，専修学校制度の成立と展開が果たした意
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義・意味を考察している。戦後各種学校の成立（1947年）から，専修学校法案の成立の間の，
各種学校の整備・振興方針の変遷を整理し，その意味・意義を検討している。現在の専修学
校制度の第124条という位置付けは，当時の各種学校整備の問題と共通する課題を一定程度改
善した。しかし，瀧本は，戦後我が国の教育制度において，各種学校のような教育内容にその
需要，成立の根拠ある学校に対して，制度的背景を持たせることが出来なかったことが重大
な欠陥であると指摘している。現在，青年期の職業教育を担う専修学校であるが，今後，専修
学校関係者の要請を教育学的に解釈し制度改善に結実させていく視点が重要であると付け加
えている。

2．3．専修学校制度化から近年の政策動向

　梶原（2005）は，新卒労働市場の関係から，専門学校卒業生の高い就職率により，専門学校
が大学に次ぐ高校生の進学先として健闘している点，3年制以上の課程の増加や大学などの
卒業を入学要件とする課程の出現など高度化の傾向にあり，専門学校の高等教育システムに
おける存在感が質量ともに高まってきている点を指摘しつつ，1990年以降の専門学校に関す
る政策動向についてまとめている。近年では，専門学校を大学等と対等な高等教育機関とす
ること，教育の自由度をより高めること等を目的として，専門学校間や大学，短大との単位互
換，大学への編入学が認められるようになっていった。梶原は，2000年代の審議会答申や関
係団体の報告書にもふれ，今後の専門学校の可能性を「大学・短期大学との競合」「資格教育分
野」等の視点から述べ，さらに，再就職対策，若年者のフリーター対策等，専門学校における
新しい事業の展開を紹介している。
　瀧本（2008）は，専門学校に関する先行研究を概観し，専門学校の制度上の特徴，設置者の
特徴および労働市場の3点からその多様性を整理している。1990年代以降の政策の展開も踏
まえながら，専門学校を青年期における職業教育機関として明確に性格づけることが必要で
あるとし，青年期職業教育機関として今後，専門学校に求められる課題を提示している。さ
らに，瀧本は，政策の展開の中で，専門学校関係者を中心に推進されている1条校化への取り
組みについても触れている。1条校化とはすなわち，小・中・高校・大学などと同様に学校教
育法の第1条に専修学校が組み込まれることであり，これに関しては全専各連4を中心に要請
活動が行われている。全専各連と都道府県協会である東京都専修学校各種学校協会及び，私
立学校振興会特別委員会の1条校化に関するそれぞれの意見の要点がまとめられており，1条
校化に関して瀧本が専門学校関係者（理事長，校長，教職員）に行った調査の回答も付け加え
ている。
　植上（2011：43-66）は，1990年代以降の専門学校の変容過程が先行研究では明らかにされて
いないので，学科別の生徒数の変動を中心に分析を試みている。その結果，専門学校の学生
数が全体的に減少しており，その中でも資格教育分野5は学生数が安定しているが，他方，商
業実務分野や非資格教育の工業分野等は学生数を大きく減らしていることが分かった。こう
したなかで，専門学校関連団体は「生涯職業教育機関」「高等職業教育機関」として専門学校を
打ち出す方向に舵を切り，また政策側も，職業能力開発政策等における専修学校の活用や，新
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しい高等職業教育機関の制度化の検討などが紹介されている。
　教育制度の外に存在し成長・発展を遂げてきた各種学校に対して，1975年の専修学校制度
によって，公的な支援と共に，行政的な指導ルートをつけられたことは画期的なことであっ
た。さらに，近年では，大学への編入学など大学に近づきつつあり，また，若者の雇用対策と
しても注目されている。しかし，専修学校制度は，日本の中等後教育を市場経済に委ねた形
で登場した制度でもあり（細井2003：112），青年の職業教育機関として，未だに1条校との格差
が残るものであるが，先行研究においては，そこの部分の議論が充分に行われているとは言
い難い。

３．中等後教育における専門学校の位置付けに関わる先行研究

　専修学校の制度化で，3つの課程を設け，正系の学校体系に近づいていった。専門課程（専
門学校）が高卒者の進学先として明確化されるようになると，中等後教育における専門学校
の位置づけや役割等が議論されるようになっていった。倉内（1980，1983）は，大学進学の
抑制策による高卒者の代替機関として，専修学校が登場してきたと述べている。このポスト
セカンダリー教育（中等後教育）を，倉内は，短期大学と同じく「短期高等教育」（short-cycle 
higher education）と位置づけている。高校卒業後の教育機会がどうあったらよいかという問
題は，1970年ごろ以降，我が国だけではなく，諸外国でも議論されるようになり，ほぼ共通に
認識されているのは，従来の高等教育とは性格を異にする「短期高等教育」（short-cycle higher 
education）の必要性であった。非常に多様なコースを持つアメリカのコミュニティ・カレッ
ジが短期高等教育の例として注目されている中で，専門学校も，短期高等教育の日本型モデ
ルといってよく，コミュニティ・カレッジの日本版と呼ばれているという。
　喜多村（1983）も，大学の拡張が抑止され，学歴の社会的効用性が低下し，社会が大学や短
大では教えられない多くの分野を他の教育機関に求めるようになった時に，まさにタイミン
グよく専修学校制度が成立したと言っている。しかし，喜多村は，単に，大学の代替機関と
しての専修学校の登場ではなく，高等教育の多様化の流れの中で，専修学校制度が登場し成
立したと述べている。喜多村は，この論文の中で，専門学校を短大と同等の「短期高等教育
機関」として位置づけ，それと似ているアメリカのコミュニティ・カレッジを紹介し，その現
状，課題を述べながら，日本の高等教育の今後を予測している。
　その後，喜多村（1986：76）は，専門学校を中等後教育（postsecandary education）の中の

「継続教育」であると述べている。ここで，中等後教育とは，「高校教育後の組織的な教育」
（education beyond high school）の総称であり，「高等教育」「継続教育」「生涯学習」の3種類に
大別している（図2）。「高等教育」とは，学校教育法（第1条）上の学校（大学・短大・高専）に
よって提供されている教育機関であって，教育の目的，水準，就労パターン，学生層の性格
からみても，学校教育の延長的性格がきわめて強い。それに対して，「継続教育」は，社会的
要素を強く帯び，特定の目的に集約化された教育・訓練を行うことを目的とする組織的なも
のである。「高等教育」と「継続教育」の区別については多くの議論があるが，きわめて多彩な
教育目的を志向するのが「高等教育」で，一般にせまく限定された職業技能の習得，特定のレ
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ジャーやレクリェーションの技能とか，単一の目的を達成するための教育を目指すシステム
を「継続教育」に分別している（図3）。「生涯教育」は，必ずしも制度化されていないが，現実に
中等後教育の機会として機能していると考えられる非定型的な営みを総合して呼んでいる。
喜多村は，職業技能の習得を単一の目的とする専門学校をここでは，中等後教育の中の「継続
教育」に位置づけた。

図2　中等教育以後の学習機会の概念図

図3　高等教育と継続教育の区分

　長尾（2008）は，専門学校の社会的位置づけが，中等後教育機関から高等教育機関へ移行し
ていった「変容モデル」であるという。「変容モデル」を前提に，その変容が専修学校の進学者
層の変化に伴ってもたらされたのではないかと仮定して，進学者層の分析を行っている。大
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出所：喜多村和之1986『高等教育の比較的考察－大学制度と中等後教育のシステム化－』P76
より引用。
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より引用。
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学に限らず専修学校も含めた高卒後の進路市場全体の構造的な転換点が90年代であるとの仮
定から，この地点を1つの分岐点と考え，90年以前の進学者層と90年以降の進学者層の比較を
行っている。その結果，90年代以前は，専修学校進学者が高卒者に近い層であり，90年代以降
は，高卒就職者と専修学校進学者の間に世帯収入の違いが生じ，専修学校進学者は大学進学
者に近い階層になっていることが分かった。進学者層の変容から，専門学校は，中等後教育
機関から高等教育機関へと変容をとげたのではないかと指摘している。
　このように，1条校でない専門学校は，傍系の教育機関であるが故に，研究者によって中等
後教育における位置付けがまちまちである。例え，専門学校がさらに大学・短大へ近づいて
いったとしても，中等後教育における位置づけは定まりにくいのではないと考えられる。そ
れでは，実際に，専門学校ではどのような教育が行われているのか。その特徴について，次節
で整理しいてく。

４．専門学校の教育の特徴に関する先行研究

　韓民（1996：142）は，専門学校を高等職業教育として捉え，1条校の大学，短大，高専では充
分に行われていない，職業教育を担っている学校であると述べている。その中で特に，専門
学校は，1条校ではあまり養成されていない準専門的職業を養成する機関であると専門学校の
教育内容を特徴づけている。しかし，植上（2004，2005）は，「準専門的職業」という概念に関
して日本では定着しておらず，また「準専門的職業」という概念自体，それと関連する「専門
的職業」や「非専門的職業」概念との関連で問題が残る概念であると，韓民の主張を批判的に
指摘している。
　植上（2003）は，専門学校教育の特徴として資格教育を取り上げ，資格制度と専門学校（その
前身である各種学校）との関係を歴史的に検討し，日本における「資格」と教育の関係におけ
る特徴を考察している。各種学校は，正系の教育機関に対して低い位置づけであったが，明
治後期になって，各公的職業資格6の「養成施設」として制度的に新たな位置を獲得するように
なった。戦後は，公的職業資格取得の認定のあり方が変化し，試験認定の基礎資格としての
養成施設の卒業や一定の学歴などを規定したため，養成施設である各種学校の重要性は増大
していった。1990年以降，18才人口の減少に伴い，非資格教育分野の学校は，学生数が激減し
ているのに対し，資格教育分野の学校はむしろ学生数を増加させてきている。以上のことか
ら，植上は今後の専門学校研究の課題として，資格教育に注目した研究の重要性を強調して
いる。そして，資格教育の保障の問題も取り上げ，資格教育への公的保障の拡充や資格教育
の制度理念の確立の必要性が語られている。この資格教育の視点は，高等専修学校の教育を
検討する上でも重要なので，高等専修学校で取得できる資格の内容・種類を整理しながら議
論する必要がある。
　吉本（2003，2008，2009）は，専門学校の拡大の中核を支えているのは，18才の高卒者に対す
る「完成教育機能」ないしは「しつけ」の機能ではないかと述べている。専門学校が「特定の職
業に向けての知識・技術の教育」だけではなく，「職業生活一般に通じる社会化＝しつけ」を
行う機関であり，本来高校で完成していなければいけない教育，子どもたちを大人にしてい



218

く教育の最後の部分を専門学校が担っている。韓民と同じく，吉本も専門学校を高等職業教
育と捉えているようだが，専門学校の教育には非専門職業領域もたくさん含んでおり，関連
分野の職業に就かない学生もいることから，職業教育を通して，学生を大人にしていく「完成
教育機能」を持つという視点は，今後の専門学校研究を行う上でも重要視されるべきであろ
う。この専門学校における「しつけ」の機能は，あくまでも吉本の仮説の段階であり，今後，
実証的な研究が望まれる。
　植上（2011：67-278）は，専門学校におけるキャリア形成の実態を明らかにするために「青年
期教育」「職業教育」という2つの観点から検討を行っている。その結果，教員の聞き取り調査
から，従来言われてきた「即戦力」養成といった専門学校教育のイメージは一面的であり，専
門学校教育において，人間形成的側面を重視していたことがわかった。学生の聞き取りから
も，専門学校にある多様な契機をもとに専門学校生は多様な形で青年期的な学び・成長を遂
げていた。しかし，植上自身も，今回扱ってきたデータのみでは，専門学校・専門学校生全
体に一般化することはできないし，青年期教育と職業教育という2つの観点から専門学校を検
討してきたが，それらの特徴が専門学校においてのみ指摘される特徴なのか，それとも他の
教育機関においても指摘しうる特徴なのかどうかについては，ここだけでは議論できないと
言っている。だが，青年期の「学び」と「教育」に注目した植上の研究は，今後の専門学校の研
究に新たな課題を提示してくれたと言えるだろう。

５．高等専修学校に関する先行研究

　高等専修学校に関連する先行研究は非常に限られているが，ここでは主なものを挙げてお
きたい。畠山（1965）は，専修学校制度が発足する前の中卒者を受け入れている各種学校に注
目し，後期中等教育における各種学校の役割について検討している。畠山は，岩手県にある
後期中等教育年齢の子どもが比較的多く在学している被服系，理容・美容系，准看の各種学
校の生徒並びに学校当局を対象に調査を実施した。その結果，正系的学校体系，つまり高等
学校へ最初から進学する意思を持たず，各種学校へ進学した生徒が40％いたことから，各種
学校は，正系的体系の学校では充たせない教育を補完する役割があると言える。その反面，
各種学校で学んでいる50％の子どもが家庭の経済的理由や学力的な面で，高等学校へ進学出
来なかったことから，各種学校は，正系の学校に進学することのできなかった子どもの受け
入れ先としての役割も持っている。しかし，1960年代に担ってきた各種学校の役割は，高等
学校の拡充が遂げられた現在において，当然，再検討しなくてはならないことである。
　高等専修学校は，中学から進学する専修学校であり，職業教育機関として多年に渡り社会
貢献をしてきた学校であるが，高等学校への進学率の向上など，学歴社会の圧力によって存
亡の危機に立たされている。存続をかけて高等専修学校は，技能連携制度や指定校制度に
よって高校との関係を深めてきた。齊藤（1996）は，平成7年の専修学校教育振興会が行った
高等専修学校に対するアンケート結果をもとに，これらの制度が職業教育に及ぼす影響につ
いて検討している。その結果，技能連携制度や指定校制度は，高等専修学校の経営に安定と
発展をもたらすが，その反面，それらの制度は，職業教育機関として，人材を職業関連分野に
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送り込む機能を弱めていることがわかった。つまり，高等専修学校が教育制度に依存すれば
するほど職業教育が弱まっていくのである。高等専修学校における教育の質的向上は，職業
教育の深化以外にないとして，職業教育の重要性を強調している。
　大村（1992）は，制度が発足した1960年代とは異なる性格を持つようになった技能連携制度
の現状を明らかにしようと，制度に関連する全国の統計と愛知県の事例を整理している。高
校進学率が9割を越えた1970年代前半以降，技能連携制度発足時の中心的課題であった中卒労
働者（技能者）養成を目的とする企業内養成施設との連携は，連携数・生徒数とも減少する。
しかし，1980年代中ごろ以降，通信制高校と高等専修学校との連携が技能連携制度の主流と
なり，量的にも拡大してきた。大村は，技能連携制度の教育学的な性格規定を目的に，事例を
調べた。その過程で，高等専修学校に行き当たり，その特色に触れてはいるものの，高等専修
学校の性格を規定するまでには至っていない。
　梁（2007，2008）は，志水らの「効果のある学校」研究等の先行研究に依拠しながら，中学時
代の不登校生徒を多く受け入れているA学園の教育実践に焦点をあて，3年間にわたる調査・
研究を報告している。A学園は，メンタルサポートや特別支援教育を必要とする生徒たちに，
担任，カウンセラー，特別支援教育士，スーパーアドバイザーなど個々の生徒にチームで指
導にあたることによって，生徒のエンパワメントを引き出すことに力点をおいている。今後，
益 「々社会的困難な生徒」が増えていくであろう日本の学校教育現場において，A学園の実践
は，将来，全ての学校が担うべき，先駆的な働きを行っているのではないかと指摘している。
　伊藤（2009）は，中学での不登校経験者を積極的に受け入れ，登校継続による単位取得を卒
業要件とするチャレンジスクールや高等専修学校での調査を通して，不登校経験を持つ生徒
の登校継続を支えている実践・要因の分析を行っている。伊藤は，森田の不登校行動を押し
とどめる4種類のボンド（きずな）7に基づき分析を行った結果，不登校経験を持つ生徒の登校
継続には対人関係によるボンドの変化が大きな意味を持つこと，また対人関係によるボンド
を強固なものにするために，教師の直接的・間接的なサポートが働いていることを明らかに
した。しかし，そのような教師の働きかけによって，無事，卒業出来たとしても，就職先や
進学先で対人関係のボンドをうまく形成することができず，早期離職や中途退学してしまう
ケースも見られるという。不登校経験者が，卒業後も社会と繋がっていける対人関係のあり
方が，事例となった学校の今後の課題として残された。
　このように，高等専修学校に関する研究は，技能連携制度や不登校，教育困難校の研究領域
において，触れられている程度であり，高等専修学校の教育そのものを扱った調査や研究は
皆無に等しいといってよい。

６．先行研究のまとめと課題

　以上，専修学校における先行研究について，専門学校を中心に「歴史・制度成立の過程」「中
等後教育における位置付け」「専門学校の教育の特徴」の3つの観点で整理を行ってきたが，先
行研究には，次のような課題が残されている。第1の課題として挙げられるのが，専門学校に
おける制度が整備されても，結局，周辺的な部分の改善だけで，専門学校を青年の職業教育機
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関として捉え，国がその教育をどこまで保障するのかという公教育の議論が十分になされて
いない点である。専門学校関係者からは専修学校が1条校でないことに起因する格差を解消
しようと「1条校化運動」が展開されているものの，瀧本が指摘しているように，関係者からの
要請を教育学的に解釈し，制度改善に結実させていく研究が今後必要である。
　次に，第2の課題としては，専門学校の教育の多様性を踏まえながら，それを類型化し，教
育の特徴を整理していくことが十分に行われていない点である。なぜなら，第1の課題の議論
を進展させていくには，専修学校教育の特徴を捉えることが必要であり，その教育は，分野・
学科が非常に多様であるため，研究が進めにくいという欠点を持っている8。中等後教育の中
でも，専門学校の位置付けが研究者によって異なるのは，専修学校の制度的な位置づけが特
殊であるからだけではなく（瀧本2008），その教育内容が多種・多様で実態が掴みにくいとい
うことも要因として考えられよう。そこで，分野・学科の分類をはじめとして，教育の目的
ごと等で専門学校の教育を類型化していく作業が必要である。専門学校の教育に限らず，高
等専修学校の教育も同じく多様である。准看護学校は，高等専修学校の課程に入るが，中卒
者の生徒は少数で，その多くは高卒者であり，近年の不況の影響で，大卒・短大卒の生徒も増
えている9。そのような学校と中卒者や高校中退者を受けている3年制の高等専修学校とでは
明らかに教育の目的が異なっている。この場合、例えば、教育の目的ごとに学校を分類化し検
討してみることによって，グループごとにおける教育の特徴が，よりクリアに見えてくるの
ではないかと考えられる。
　第3の課題としては，そこで学ぶ学生・生徒に焦点をあてた研究が少なすぎる点が挙げられ
る。専門学校に進学する学生・生徒の階層などをJCSS10累積データを活用した研究もあるが，
このような研究だけではそこで学ぶ生徒の実態は全く見えてこない。専門学校は，「しつけ」
の機能があると主張する吉本も，それはまだ仮説の段階であり，その教育によって実際，学
生・生徒がどのように変容してきたのかが明らかにされているわけではない。そのような中
で，青年期の「学び」「教育」に注目し，学生や卒業生を対象に調査を行った植上の研究は，大
変貴重であり，専門学校研究に重要な視角を与えている。今後，キャリア形成において大学・
短大の学生と比較することで，専門学校教育の意義や意味を見出していくことができる。
　さらに，高等専修学校における生徒を研究の対象とした場合，特に高等学校と同年代が通
う3年制の高等専修学校においては，「とりあえず卒業して高卒だけでも」と考える生徒が多
く，准看護学校や美容学校等と比べて，明確な目的意識を持たずに入学してくる生徒も存在
している。そのような生徒たちが，高等専修学校で，どのように自らの職業観を形成し，卒業
後の進路を選択，そして決定していくのかを検討することにより，今後の高等専修学校教育
の方向性や公的な支援のあり方を議論することができるだろう。

注
 1  文部科学省HP（http : //www.mext .go . j p/component/b_menu/other/_ i c sF i l e s/a f i e ld f i l e/

　 2012/12_/21/1329238_2_1.pdf）からの数値。国立の学校3校，公立7校，私立441校，合計451校。

　 私立の学校がほとんどを占め，39,719名の子どもが高等専修学校で学んでいる

 2  本稿p3を参照のこと。
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 3  本稿p4を参照のこと。全国高等専修学校協会HP（http://www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.

gr.jp/about03.html）には，「この指定校制度は，大学入学の機会を拡大するとともに，後期中等教育の多様

化，活性化に資することを目的に昭和60年9月「大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められる者」の規定が一部改正され，制度が加えられた。つまり，大学入学資格付与指定校を

卒業すると自動的に大学入学資格が付与され，大学・短期大学を受験することができる。なお，指定の主

な要件は就業年限が3年以上で総授業数が2,590単位時間以上（普通科目の総授業時間数が420単位時間以

上）などとなっている。」との解説がある。

 4  全国専修学校各種学校総連合会のこと。そのHP（http://www.zensenkaku.gr.jp/profile/index.html）の説

明によると，全国の各種学校団体を統一した「全国各種学校総連合会」（昭和33年5月28日設立）を前身とす

る団体である。昭和50年（1975年）7月11日の「学校教育法の一部改正」により，昭和51年（1976年）1月11

日 に「専修学校設置基準」が施行されたことを受けて，昭和51年6月28日に名称を改めた。

 5  佐々木（1993）によると，資格には，その社会的性格により，「（公的）職業資格」と｢技能検定資格」に分か

れる。（公的）職業資格には，電気工事士，自動車整備士，測量士，建築士，調理師，保母，（准）看護師など

があり，その資格がなければその職種に従事することができないが，技能検定資格（簿記検定，珠算検定，

英語検定，情報処理検定など）は，知識・技能の水準をはかるものであって，就業や営業に影響を与える

ものではない。ここで，植上の言う資格教育分野とは，（公的）職業資格やその受験資格を得られる学校の

ことを指し，簿記検定，情報処理など技能検定資格取得に対して指導を行っている商業分野の専門学校

は，ここでは非資格分野の学校に分類している。

 6  前掲5に同じ。

 7  伊藤（2009）は，森田（1991）が提示している不登校を押しとどめる4要素 ①対人関係によるボンド②手段

的自己実現によるボンド③コンサマトリーな自己実現によるボンド④規範的正当性への信念によるボン

ドを基に、高等専修学校に登校を継続できる理由を分析している。

 8  瀧本（2008）も，専門学校研究が進展しにくい理由として，その多様性をあげている。しかし，それは，専

修学校に3課程（専門課程，高等課程，一般課程）が存在していることと，設置者の多様性（学校法人，準学

校法人，社団法人，財団法人，医療法人，社会福祉法人，個人，地方公共団体など）をあげており，分野・

学科，教育の目的，学生の年齢，学生の学歴などの多様性には触れられていない。

 9  「平成24年　医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査」（ http://dl .med.or . jp/dl-med/

teireikaiken/20121114_2.pdf）によると，准看護学校の入学者の7割以上が高校新卒（2,704名）・高校既卒

（4,487名）であり，2割近くが短大・大卒者である。それに対して，中学卒業と同時に准看護学校へ進学し

た子どもは，たったの4％（384名）にしか過ぎない。

10 日本版総合的社会調査（Japanese General Social Surveys）のこと。
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Abstract
As the destination of graduates attend junior high school,there is a Technical high school 

in addition to the high school. The number of high schools have increased, the amount of the 
Technical high schools have decreased. But a certain number of students exist so that there is a 
unique feature of Technical high school education, it is necessary to consider the role of schools 
in upper secondary education.As a result of previous studies related to Special Training school, 
it is pointed out that Have not been discussed how far the country has financially supported an 
institution to vocational education of youth for Special Training school, That while understanding 
the diversity of Special Training school education, to typify it, to understand the characteristics 
of education has not been performed thoroughly，Few studies have focused on student learning 
at Special Training school.Considered by Technical high school education, and how students have 
admitted to having no purpose with clear, whether you are to form a view of their profession, 
research issues of Technical high school of the future, It is to discuss the role of public support in 
Technical high schools.
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