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Thisopportunitytocontributetoasymposiumaddressingthecomprehensive

schoolininternationalperspectiveisvaluable・Itisalsochallenging:mycontribution

hasbeenmuchmoredif5culttocompletethantheonethatlshallgivetomorrow，

whichfbcusesontheEnglishexperlence．

Ofcourse，ｉｔｉｓｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｅ沖erlenceofcomprehensiveschoolingthatl

knowbest・IwasapupilatanEnglishcomprehensiveschooLTheschoolsinwhichl

completedmyteachingpracticewhiletrainingtobecomeaschoolteacher一inthe

northernEnglishcityofLiverpool-werecomprehensiveschools・Ｓｕbsequently，I

taughtintwocomprehensiveschoo1s，inBirminghamandMiltonKeynes・Also，I

haveresearchedandwrittenextensivelyaboutBritishcomprehensiveschools，and

havebeeninvolvedinseveraltelevisionandradioprogrammesrelatingtothe

historyofsecondaryeducationintheUnitedKingdom(ＵＫ)．

IntheUnitedStates(US),halfacenturyofwritingsabouttheAmerican

comprehensivehighschoolhavehonouredthetraditionandplaceofdemocratic

ideas,landmarkreports,curricularmodelsandtheroleplayedbyleadingdomestic

educatorsinpromotingsuchideas・Yetsuchwritings(e､9.Conant,1959;Sizer,1984；

AngusandMirel,1999)havebarelyacknowledgedthesimilaritiesanddiHbrences

betweentheAmericancomprehensivehighschoolsand，fbrexample，British，

ScandinavianandAustralasianvariants・Writings金omothercountries，including

myowninEngland,alsocommunicateunfblmiliaritywithpracticesinotherpartsof

theworld・Arecentvolume，ｅｄｉｔｅｄｂｙＢａｒｒｙＭ・Franklinandmyconeague，Gary

McCunoch（2007)，ｍａｙｂｅｓｅｅｎａｓｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆａｐｒｏｃessthatcanbetter

understandhowthecomprehensiveschool,asaninstitution,hasfaredindifferent

partsoftheworld､Thereis,astheyacknowledge,ｍｕｃｈｍｏｒｅｔｏｂｅｄｏｎｅｏｎｔｈｉｓｈＦｏｎｔ
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(McCunochandFranklin,2007,ｐ､203),andthissymposiummakesacontributionto
thatprocess・Iamlookingtolearn，ｏｆcourse，aboutJapanesee叩enencesand
perspectives､Intheearlyl970s,陸”肱ｙ皿e”,aclassic-and,asthingsturned
out,over-optimistic・Britishtextonthecomprehensive･schoolrefbrmsuggestedthat
Japanｗａｓｉｍｐｌｅｍｅntingsecondarycomprehensiveschoolsacrossthenation､From

whatlunderstand，theJapanesecomprehensiveschoolmodelwaswidely，and
uniquely,adoptedinboththepublicandprivateeducationsectors・Again,fromwhat

lunderstand，theJapanesecomprehensivehighschool，ｌｉｋｅｔｈｏｓｅｉｎｍａｎｙｏｔher
nationalsettings，hasencounteredsomeparticularchallengesanddiB5cultiesin

urbancontexts､Butithasnotbeencanedintoquestｉｏｎｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙｔｈａｔｉｔｈａｓ
ｂｅｅｎｉｎsomeotherWesterncountries，

Wheredidthecomprehensiveschooloriginate？InEngland，ｔｈｅｉｄｅａｏｆｔｈｅ

'ｃｏｍｍｏｎschool'ｃａｎbeassociatedwiththenineteenth･centuryChartistsandsuch

fguresasthesocialrefbrmerFrancisPlacｅ(1771.1854),buttheideatookstronger
rootinthｅＵＳ･ThelateCarolineBennandClydeChittyarguedthatthecommon

schoolwasintegraltotheprQjectofbuildinganAmericanpubliceducationsystem・
Duringthel830s,ａ丘eejournalfbrteachers，班ｅＣｂｍｍｏｎＳＧｈｏｏﾉ“”Gaだ,was
widelycirculatinginthenorth･easternstates，ｂｕｔalready，ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ，
controversiesreignedaboutwhetherthecentralpurposeofthecommonschoolwas

topreparechildrenfbrtｈｅｗｏｒｌｄｏｆｗｏｒｋｏｒｔｏｐｒｏｍｏｔｅｇｏｏｄｂｅhaviour・Norwas

thereagreementaboutwhetherthecurriculumshouldcomprlseonlybasicsubjects：
ｓｏｍｅteachers，fbrexample，favouredtheteachingofchemistry，geometryand
trigonometry(BennandChitty,1996,ｐ､２)．

ＴｈｅｐｅｒｉｏｄｈＦｏｍｌ８９０ｔｏｌ９２０ｈａｓｂｅｅｎidentihedasacrucialperiod,when
supportfbrtheAmericancommonschoolevolvedintosupportfbrthecomprehensive

highschool,anoutcomeoftheinteractionbetweenprogressiveeducationalthinking
andhedevelopmentoftheliberaldemocraticstate(Murphyetal,2001,ｐ､１８).The

ideaofthehighschoolasa'crucibleofdemocracy'wasathreadthatranthrougha
report,entitledCｶﾖ２℃趣aﾉP城z]”たsof､Sb“nda〃配凹函如ｎｉｎｌ９１８(Commissionon

theReorganizationofSecondaryEducEition,1918).Ｔｈｅ“zYZina/盈菰ｎＧわjbsreport
'assertedthatthemainobjectivesofsecondaryeducation．．、shouldincludehealth，
ｈｏｍｅmaking,vocationaleducation，social-civiceducation,educationfbrwiseuseof

leisureandethics,ａｎｄcommandoffimdamentalprocessesI(Hammack2004a,ｐ､８)．
ItowedsomethingtotheegalitarianandhumanitarianthinkingofHoraｃｅＭａｎｎ

(1796.1859)，ｔｈｅearly･eighteenthcenturyeducationalrefbrmer，andtoHenry
Barnard(1811-1900),ｗｈｏ'playedaleadingpartinpromotingtheconceptionofthe
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commonhighschool'(BennandSimon,1972,ｐ､２８).TheazYimaIEr9mc4pﾉbsauthors

alsodisplayedanxietiesaboutthelikelyimpactofindustrialismandurbanizationon

Americansociety：

Theythoughtaschoolingexperiencｅｓｈａｒｅｄｂｙａ〃ｏｆａｃｏｍｍｕｎｉｔｙ's

youththroughearlyadulthoodwasimperativeintheserviceofsocial

solidarity・Inonewidelycitedpassage，theyarguedthatthesonofthe

factoryownershouldgotothesameschoolasthefUturejanitorinthat

fbLctory(Hammack,2004b,ｐ,130)．

Europeansecondaryschoolsatthistimewerenormanyrestrictedtopupils

whosefamiliescouldpayfees・Separateacademicandvocationalschools，inwhich

pupilsfbnowednotablydiffbrentcurricula,presentedwhatFritzRinger,drawingon

thesocialtheoryofBourdieu，ｔｅｒｍｅｄａ'segmented'systｅｍ,withselectiveschools，

suchastheFrench｣【ｿ"c色atheGermangﾜmmasjUmandtheEnglishgzzImmaz･sUhooノ

developingstrongacademictraditionsandlinkswiththeuniversities・The

segmentedschoolmodel,heargued,fnvouredsocialreproduction,wherebythethree

typesofcapitalidentihedbyBourdieu-socialcapital,culturalcapitalandeconomic

capital-were，，withinaparentalgeneration．．、reincarnatedinanessentiany

similardistributionwithinthefbllowinggeneration'（Ringer，1987,ｐ､４;seealso

Bourdieu，1977)．Thel920ssawbriefbutultimatelylimitedandunsuccessfUl，

movementsinFranceandGermany,fbrexample,tocreateacommonschool(Benn

andSimonl972,ｐｐ､２５．６;seealsoCampbellandSherington,2006,ｐ､１),buttheUS，

continuedtolead・Ｉｔｗａｓｉｎｔｈｉｓｄｅｃａｄｅｔｈａｔｔｈｅｈｉｇｈｓｃhoolbecameestablishedas

theinstitution'servingthemasses'(Spring,1990,ｐ､197)．

GrahamSavage,anEnglishBoardofEducationo鐘cial,wholaterservedas

EducationO伍ceroftheLondonCountyCouncil,providedafblscinatingoutsider's

vlewofearlyAmerlcancomprehensivehighschools・Ｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｅｎｄｏｆｈｉｓｌｉｆも，in

l965,Savagerecalledthat,４０yearsearlier，

ＩｃｈｏｓｅｔｏｇｏｔｏＮｅｗＹＯｒｋＳｔａｔｅｂｅｃａｕｓｅｉｔｉｓａｂｏｕｔｔｈｅｓａｍｅｓｉｚｅａｓｔｈｉｓ

country[EnglandlAndlwenttolndianatogetacontrast､Ifbundthat

NewYOrkschoolshadplentyofshortcomings，butIthoughttheirnon・

selectivesystemwasgood､Americanｃｈｉｌｄｒｅｎｄｉｄｎｏｔｇｅｔａｈｕｒｄｌｅａｔｌｌ・

Ｍｉｎｄyou,ｔｈｅｙｗｅｒｅｈｕｇｅｐｌａｃｅｓ－Ｉｒｅｍｅｍｂｅｒｂｅｉｎｇａｓｋｅｄｔｏｍeetthe

staffatone,ｉｍａｇｉｎｅｄｉｔｗｏｕｌｄｂｅａｑｕｉｅｔｃｈａｔｉｎｔｈｅｃｏｍｍｏｎｒｏｏｍ,and

fbundmyselfconfrontedby250ofthem(mhezXmeS2Aprill965,ｐ､８)．
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Infact,theviewthatwaswidelyheldinBritain,thatAmericancomprehensivehigh
schoolsweremassive,seemsnottohavebeentrue・Murphyetal(2001)reportthat，
attheoutbreakoftheSecondWOrldWａｒｏｎｌｙｌ５ｐｅｒｃｅｎｔｏｆＡｍｅｒｉｃａｎｈｉｇｈｓchools
wereattendedbymorethan500studentsandalO-teacherinstitutionhousing250
pupilswasthenorm(Murphyetal2001,ｐ､３７)．

Schoolsize,then,doesnotseemtohavebeenthe'bogy'intheUSthatitproved
tobeintheUK・Bycontrast,theassumptionthatcomprehensivehighschoolswould
teachaunifedcurriculumwasmoreproblematicinthｅＵＳｔｈａｎｉｎｔｈｅＵＫ.Ｉtisnow

widelyarguedbyAmericanhistoriansofeducationthatthepursuitofegalitarianism
viaa'unitary'curriculum，extending'theoEferofeducationtoasmanypeopleas
possibleregardlessoftheirbackground，ambitions，orabilities'，underminedthe

pursuitofhighacademicstandardsandquality(Ｍｕｒｐｈｙｅｔａｌ２００１,ｐ、３８)，and
raisedexpectationsoftheschoolsthatcouldnotbemet(AngusandMirel,1999)．

Similarly，JurgenHerbst，authorofamaJorcritiqueofAmericansecondary
education,stronglyarguesthatthecustodialmissionof'schoolmen'meantthatthe

Americancomprehensivehighschoolembarkedona'rudderlessvoyage'duringthe
twentiethcentury(Herbst,1996,ｐ､208),whichhascontributedtothesenseofcrisis

surroundingthecomprehensiveschoolprOjectatthepresenttime．

Today,thesecriticismsnowhaveafnmiliarringtothem,notjustintheUS，
butinotherpartsoftheworld,too・But,asSheringtonandCampbenhaverecently
argued,theAmericancomprehensivehighschoolprovidedahighlysign造cantmodel
fbrpossibleadaptationthroughouttheWest，fbllowingtheSecondWOrldWar

(SheringtonandCampbell，2008,ｐ，121)．Comprehensivesgainedanunlikely
ｃｈａｍｐｉｏｎｉｎｔｈｅｆｂｒｍｏｆＪａｍｅｓＢ・Conant，thefbrmerPresidentofHarvard

University,whoiswidelyrememberedfbrwritingthat：

Thethreemainobjectivesofacomprehensivehighschoolare:丘眺to
provideageneraleducationfbranthefUturecitizens;““zzd;toprovide
goodelectiveprogramsfbrthosewhowishtousetheiracquiredskills

immediatelyongraduation；勉iIYjItoprovidesatisfactoryprogramsfbr
thosewhosevocationswindependontheirsubsequenteducationina
conegeoruniversity(Conant,1959,ｐ､１７)．

But，ａｓＦｌｏｙｄＭ・Hammackhasrecentlycautioned，Conantalsoraisedasetof

troublingquestions-albeitonestowhich,hefbltthereweresatis色ctoIyanswers-
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thatencapsulatethedifEcultiesthatcomprehensiveschoolshavefaced,andcontinue

toface,ataninternationallevel：

Onecanraisethequestionwhether,ｕｎｄｅｒｏｎｅｒｏｏｆａｎｄｕｎｄｅｒｔｈｅｓａｍｅ

management，ｉｔｉｓｐｏｓｓｉｂｌｅｆｂｒａｓｃｈｏｏｌｔｏｆＵｌｆｉｌsatisfblctorilythree

fimctions:Ｃａｎａｓｃｈｏｏｌａｔｏｎｅａｎｄｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｐｒｏｖideagoodgeneral

educationfbraZﾉthepupilsasfUturecitizensofademocracy，provide

electiveprogramsfbrthemajoritytodevelopusefUlskins,andeducate

adequatelythosewithatalentfbrhandlingadvancedacademicsubjects

-particularlyfbreignlanguagesandadvancedmathematics？（Conant，

1959,ｐ､１３;Hammack2004a,ｐ､１３)．

BefbretheSecondWorldWarthecountrythathaddemonstratedgreatest

interestinfbllowingtheAmericanexamplewasNewZealand,whereanEducation

Ministerhadoutlinedthegovernment1sintention，toconvertaschoolsystem，

constructedoriginallyonabasisofselectionandprivilege'ｔｏｏｎｅｔｈatcould'caterfbr

theneedsofthewholepopulationoveraslongaperiodoftheirlivesasisfbund

possibleordesirable'(quotedinBennandChitty,1972,ｐ,３６).But,ｉｎEurope,，the

structureofpost-primaryeducationmmostWestEuropeancountries'ｉｎｌ９４５'was

stilllargelythesameasinthenineteenthcentury'(Henkens,2004,ｐ、193),ｗｉｔｈ

diBfbrentiationbyschooltype，curriculumandsocialclass・ArangeofEuropean

refbrminitiativesestablishedthepreconditionsfbrintroducingcomprehensive

schoolsor,ａｔleast,fbrtriallingsuchschools．

Fonowingtheamalgamationofasecondarymodernandgrammarschoolin

Anglesey,Wales,ｉｎｌ９４９,fbrexample，EnglandandWalescommencedaperiodof

experimentation，mainlyonthehFingesofEnglishcitiesorinareasthathad

expenencedwartimebombdamage・ＩｎＳｗｅｄｅｎ,too,thel950switnessedaperiodof

experimentationaheadofthegovernmentdecisivelylegislating,inl962,infbLvourof

non･selectiveschooling，whilesuchcountriesasBelgium，Norwayandthe

Netherlandsalsoplannednationalsystemsofcomprehensiveeducationthat

revealedcentralistandcorporatisttraditionsofthosｅcountries（seeRustl990；

KerckhoEfetall996;Wesselinghl996;Henkens2004)．

Ｔｈｅｅ]menenceofthel960sandl970sacroｓｓｔｈｅｗｏｒｌｄｓｅｅｍｓｔｏｐｏｉｎｔｔｏｔｈｅ

ｃｏｎclusionthatcomprehensiveschoolｓｗｏｒｋｅｄｗｅｎｉｎｒｕｒａｌａｎｄｓｍａｎ･ｔｏｗｎareas，

whereprivateschoolenrolmentswerelowandagenuinecrosssectionofchildrenin

termsofsocialclassandabilityattendedthem・Comprehensiveschoolswereless
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successfUl,ｎｏｒｄｉｄｔｈｅｙｌｉｖｅｕｐｔｏｔｈｅｎａｍｅ'comprehensive'incitieswhereparents

wereheavyusersofprivateeducation，whereresidualopportunitiesfbrpublic・
fimdedselectiveeducationpermittedparentstoselectschoolsotherthantheirlocal

schoolfbrtheirchild，andwheretheschoolservedhomogeneouscommunitiesin

respectofsocialclassorethnicity・InLondon,whereIwork,itishardtoescapethe

conclusionthatthecomprehensiveschool，asitwasoriginallyconceived，ｆもliled・

Ｔｈｅｒｅａｒｅａｌｍｏｓｔｎｏｓｃｈｏｏｌｓｉｎｔｈｅｃａpitalnowthatevenincludethedescriptor
Icomprehensive’ｉｎｔheirname・Similarly，ｔｈｅｓｏ･canedcomprehensiveschoolsin

whichlhaveworkedbothsuEfbredbybeinglocatedclosetomoreprestigious，
selectiveschools,whichrecruitedthebestandbrightestmiddle･classstudentsinthe

locality．

ｌｔｒｅｍａｉｎｓａｓｏｕｒｃｅｏｆｒｅｇｒｅｔｔｏｍｅｔｈａｔｌｎｅｖｅｒｔａｕｇｈｔｉｎａ’true1

comprehensive，yet,ａｓａｐｕｐｉｌｌｄｉｄａｔｔｅｎｄｏｎｅ・Forbeyondthelargecities，Ｉｃａｎ

ｔａｋｅｔｏｙｏｕｔｏｃｏｕｎｔｉｅｓａｎｄｒｅｌａtivelysmantowns-includingNorthampton,wherel

waseducated，andHorsham，３０milessouthofLondon,ｗｈｅｒｅｌｎｏｗｌｉｖｅ・where

comprehensiveschoolsaregeneranywensupportedbyparentsofallbackgrounds，
andwherepupilsachievepublicexaminationresultsthatexceedthenatinnH1

averagebefbreproceeding,inlargenumbers,tohighereducation・InScotlandand

Wales,too,comprehensiveschoolshavenotgeneratedthesamecontroversyasthey
haveintheEnglishcities．

Thepuzzlingthingisthat,duringthel980s,when,underthepremiershipof

MargaretThatcher,acrisisinBritishschoolstandardsandeducationqualitywas

acknowledged，therewastoo･littlerecognitionofthecityversusnon-city

diEferentiation,Itwasafailing,perhaps,ofthedefbndersofEnglishcomprehensive

schoolsthatｔｈｅｙdidnotproducemoreexamplesofsuccessfUlcasestudy
comprehensivestocounterthegeneralaccusation,oftendirectedbyindividualswith

littleknowledgeoflifboutsideLｏｎｄｏｎａｎｄｎｏｅ叩erlenceofbeingaconsumerofstate
education,thatthecomprehensiveschoolmovementdidnotdeliver・Ｔｈｅｍｏｍｅｎｔｔｏ

ｄｏｔｈｉｓｈａｓｎｏｗｇｏｎｅａｎｄｔｈｅｔｅｒｍ'comprehensiveschool'has，regrettably，been
tarnished．

MirroringtheBritishurbane叩enence,intheUS,ithasbeenarguedthat

Suburbanizationmadeurbanhighschoolsfarfromcomprehensive，ａｔ

ｌｅａｓｔｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｏｆｅｎｒｏｌｌｉｎｇａｃross･sectionofacommunity'syouth・
Suburbanschoolsinevitablyreflectedtheeconomicandsocial

compositionoftheirresidents,andthesewereseldomverydiverse・Ｓｏｍｅ
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olderandmidsizetownshaveschoolsthatremainedcomprehensivein

thisregard,butthesehavebecomeasignifcantlysmanerproportionof

U・Shighschools(Hammack,2004,ｐ,131)．

InAustralia,too,whereanetworkofcomprehensiveschoolshaddeveloped

quicklyduringthel950sandl960s，therewasarecognition，bytheendofthe

twentiethcentury，thatthefbrcesofglobalisation，industrial，technologicaland

demographicchangerequiredmorediversityandnexibilityinsecondaryschool

provision・Inl999KenBoston,thentheDirectorGeneralofEducationandTraining

fbrNewSouthWales，whoiscurrentlytheChiefExecutiveoftheEnglish

QualihcationsandAuthority,arguedthatthestand･alonecomprehensivehighschool

wasnolongerEtfbrpurpose(CampbeuandSherington,2006,ｐ､153).NewZealand

alsoseemstobeatapomtwherethecomprehensiveidealisunderthreat(Leeetal，

2007)．

Ironically,bythel980s,itwaswidelyconcededthat,whereselectivesystems

ofschoolinghadbeenretained,asinWestGermany,fbrexample,amoresatisfactory

systemofcomprehensiveedu函加nwasoccurrmgwithoutthepresenceof

comprehensivesUhooZs(seemeEbnnomjs嵐'Schoolscouldtryharder',１５Marchl986，

p､２９).ThegreaterspecialisationanddiBferentiatedcurriculaassociatedwiththe

Germanmodel，givinggreateremphasistopre･vocationaleducation，fbrexample，

wassaidtoexplaintherelativelyhigherattainmentofGermanpupilsin

internationalcomparlsonsofpupilattainmentinmathematics(乃eEbロno､お‘，The

threemeanmgsofequality'’２０Septemberl986,ｐ２８)．

Theglobaltendency，ｏｖｅｒｔｈｅｌａｓｔ２０ｙｅａｒｓ，fbrpubliceducationtobeina

perpetualstateofrefbrm,leadingtotherelaxationofcatchmentareas,ｔｈｅｄｅｍｉｓｅｏｆ

ｔｈｅ'neighbourhood1secondaryschoolandtheintroductionofmarket･led'solutions，to

theareasofschoolbudgets,stafangandcurriculahasleftthecomprehensiveschool

exposedandvulnerable(CampbenandSherington,2006,ｐｐ､2.3).Yetthedemiseor

deathofthecomprehensiveschoolasaglobalinstitutionmayhavebeenexaggerated・

SusanneWiborg,mycolleaguehFomthelnstituteofEducation,UniversityofLondon，

beginsherchapterintheFranklinandMcCunochconectionwiththefbllowing

words,whichmight,perhaps,ｂｅｅｑｕａllyapplicabletotheJapanesecase：

WhenlookingatScandinavianeducationitisnotsomuchthequestionof

whethercomprehensiveschoolmgisstrugglingtosurvivethatcomesto
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mind,aswhycomprehensiveschoolingisdoingsoweninthispartofthe
world(Wiborg,2007,ｐ､131)．

Economistsandeducationistshavemarvenedatthelate･twentiethcenturyFinnish

‘miracle'，whichsawthecountrytransfbrmedoverageneration赴omamostly
agriculturaleconomywithabarely･noticededucationsystemintotheleading
competitiveeconomywith，accordingtotheProgrammefbrlnternationalStudent

Assessment(PISA),thebestschoolsystemintheworld(Crook,2008,ｐ､256).Given
thatFinnishchildrenandyoungpeoplescorehighlyonsuchmeasuresasliteracy，
problemsolvingandmathematics，onewonderswhetherattendanceata

comprehensiveschooloveranine-yearperiod,withmixed-abilityclasses,fromages
seventol6,isafactorinthatcountry，sexceptionalperfbrmance．

Ｉｈｏｐｅｖｅｒｙｍｕｃｈｔｈａｔｔｈｅｒｅｃａｎｂｅｓｏｍediscussionaboutmternational

comparlsonsandthatlcanlearnsomethingoftheJapanesepositiononthe

comprehensivehighschool・Thisisespecianyneeded，ｉｔseems，fbrChristopherP・

Hood'sanalysis，JZRpanesF皿1J“ｔｊｂｚｚｊ２Ej6Im：雌血”nebLegzﾖ”(Hood，2001)，

publishedintheEnglishlanguagesevenyearsago，mistakenlyreportsthat
Japanesecomprehensiveschoolsemergedintｈｅ趣1altwodecadesofthetwentieth

century,claimmgalsothat'SuchschoolsarelikelytoplayalargerroleinthefUture’

(Hood，2001,ｐ､110)．Thisstatement,Ｉhope，mightprovideastartingpointfbr
fUrthercontributionsthisafternoon,TakingthequestionposedbyCarolineBenn

andClydeChitty，istheJapanesecomprehensiveschoolaliveandwen，orisit

strugglingtosurvive？
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コンプリヘンシブスクールの歴史

一一国際的見通L一

ＤａｖｉｄＣｍｏｋ

事務局訳

く＞は原文強調

国際的見通しからｺﾝブﾘﾍﾝｼブスクールについて論じるというシンポジウムに参加できるという今回の機

会は､貴重なものである｡これはまた挑戦的でもある｡すなわち､私の貢献は､明日私が行うｲギﾘｽの経験に

焦点を当てたものよりも､遂行するにはもっと難しいものである。

もちろん､私が最も良く知っているのはｲギﾘｽのｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクール教育の経験であるb私はあるｺﾝブ

ﾘﾍﾝｼブｽｸー ﾙの生徒であった｡私が獅而になるために教育実践の経験を積んだ学校､それはリバプール

の北部にある町にあったが､それもｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールであった｡続けて私はパー ﾐﾝガﾑとミルトンケイン

ズにある二校のｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールで教えた｡また､私は英国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールについて研究

もしてきたし､それについてかなり書いてもきた｡そして英国(UK）における中等教育の歴史に関するﾃﾚビ番

組やﾗゾｵ弓番組にも出演してきたりもした。

米国合衆国においては､半世紀もの間､米国のコンプリヘンシブハイスクールについての記述は､その伝統、

民主的なｱｲヂｱの位置づけ､主要な報告書､ｶﾘｷｭﾗﾑモデル､そのようなｱｲヂｱを推進する指導的立場

に立つ民主的教育者によって果たされた役割などを誉め讃えてきた｡そのような本(たとえばｺﾅﾝﾄ:1959､サ

イザー:1984､アンガスとﾐﾚﾙ:1999）は､米国のコンプリヘンシブハイスクールと､例えば､英国､スカンディナ

ビア､ｵー ｽﾄﾗﾘｱにおける変種との類似性と差異についてほとんど認識していない｡他の国の研究者による

著作､ｲﾝグﾗﾝドにいる私を含めて､これらもまたその他の地域の実践についてあまりよく知りはしないbバリ

－．M･ﾌﾗﾝｸﾘﾝと私の同僚であるゲﾘー ･ﾏｶﾛｯｸ(2007)によって編集された最近の本は､いかにｺﾝﾘﾍ

ﾝｼブｽｸごルが一つの制度として世界の様々 な場所でやっていっているのかということについてより良く理解

することを可能とするプロセスが始まったことの証としてみることが出来よう｡編者たちも認識しているように､この

問題に関してはさらに一層研究が進められなければならないし(McCUllochandFi君nklin:2007:208)､このシ

ンポジウムはこのプロセスに貢献することが出来る｡私は､もちろん､日本の経験と見通しについて学べることを

期待している｡1970年代初頭､『道程の半分ﾉ過Zf卿７７hE2ngJといういまや古典ともなった､そして､事態が逆

転したいまでは､かなり楽観的な､英国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクール改革に関するﾗ竜ｷｽﾄは､日本では全国民

を対象とする中等教育ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールを実施していると示唆している｡私が理解したところでは､日本

のｺﾝブﾘﾍﾝｼブスクールのモデルは､広く､そしてユニークにも､公立私立両方で採用されてきた｡再び､私

が理解したところでは､日本のｺﾝプﾘﾍﾝｼブハイスクールは､他の多くの国々 と同様に､都市問題という文脈

において､いくつかの特定の挑戦と困難に立ち向かっているbしかし日本の場合は､その他西欧諸国が抱えて
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いる問題とは同じようなものではない。

コンプリヘンシブスクールはどこにその起源を持つのか？ｲﾝグﾗﾝドでは､｢共通学校cmpnschool」の

ｱｲヂｱは19世紀のチヤーチストや､社会改良者であるﾌﾗﾝｼｽ･プレース（1771-1854）に関連させることが

可能であるbしかしこのｱｲヂｱは米国合衆国により強い根をもっていた｡最近のｷﾔﾛﾗｲﾝ･ベンとｸﾗｲド･ﾁ

ｯﾃｲは､以下のように論じている｡すなわち共通学校は､米国の公立学校制度を打ち立てるブﾛゾｪｸﾄにとっ

て必須のものであった｡1830年代を通じて､教師を対象とした無料の雑誌、『共通学校の提唱昨α、､‘y7

SqhoQL4dimQca剣は､北東に位置するいくつかの州で幅広く回覧されていた｡しかし､すでにその当時､共通

学校の中心的目的は､労働世界に向けて子どもたちを準備させることなのか､良き行動規範を推進することな

のかということを巡る論争が支配的であった｡また基礎的教科だけを教えるべきなのか否かについての合意も

なかった｡一部の沸而は､たとえば､化学､幾何学､三角法を教えたがっていた(BennandChitty:1996:2)。

1890年から1920年の間は､決定的な期間であったと目されているb米国の共通学校への支持が､コンプリヘ

ンシブハイスクールヘの支持へと発展したからである｡これは進歩主義的教育思想と､自由民主主義国家の発

展と力湘互作用した結果であったONumhy,ｅｔ・aL,:2001:18)｡｢民主主義のるつぼ｣としての高校というアイデ

アは､1918年の『中等教育の重要な原則α､創加aﾉﾉう胃１h℃』此sQf&ｇａｙ，りk2U'ＥｂｉｊりatmJ(CCmnissionon

theReorganizationofSecondalyEd』cation）と冠された報告書を貫通するものであった｡この報告書は、

｢中等教育の主要な目的とは､健康､家政､職業教育､社会的市民的教育､余暇の有効利用と倫理のための

教育､そして基本的なプロセスの命令を含むべきであると主張した｣(H2mnack:2004a:8)｡それは､１８世紀初期

の教育改革者ホレース･マン(17951859)の平等主義者的かつ人道主義者的思考に幾分負っており､｢共通の

高校という概念を推進することに多大な役割を担った」（BennandSimon:1972:28)ヘンリー･バーナード

(1811-1900）に負っていた｡この報告書の著者たちは､米国社会の産業主義と都市化の衝撃に対して不安を

表明もしていた。

彼らは､早期の成人期を通じて､この社会のく全ての＞若者によって共有された学校教育の経験は､社

会的紐帯に奉仕するのに必須であった｡あるひとつの良く引用された文章において､彼らは､工場主の息

子は､その工場の将来の門番と同じ学校に行くべきだと論じたOIamack:2004b:130)。

当時のﾖー ﾛｯバの中等教育学校は､普通､授業料を支払える家庭の生徒に限定されていた｡分離した学術

的学校と職業教育学校は､そこで生徒は異なるｶﾘｷｭﾗﾑを学んでいたが､フリッツ･リンガーがブルデユーの

社会理論を引いて､フランスのリセ､Ｆｲﾂのギムナジウム､ｲギﾘｽのグﾗﾏー ｽクールのように､強力な学術的

伝統を発展させ､大学と密接に結びついている選抜制の学校を有する｢分断された(segnented)」システムと

いう用語を充てたものを表象している｡分断された学校モデルは､彼が論じるには､それはブルデユーによって

特定化された三つのﾀｲの資本､すなわち社会関係資本､文化資本そして経済資本が､｢親世代におけるも

のを､次世代内部にも本質的に同様な分配を転生させる｣(Ringer:1987:４劃ヒブルデユー1977を参照のこと）

ことになる社会的再生産に有利なのだ｡1920年代は､ﾌﾗﾝｽとドｲﾂで､たとえば､共通学校をつくる短い､し

かし究極的に限定的で不成功に終わった運動が見られた(BeimandSinpn:1972:25戸26.またCam力elland

Sherington:2006:1を見よ)｡しかし米国ではこの動きは続いた｡この十年間にこそ､高校が｢大衆に奉仕する」

機関として設立され始めたのである（Spring:1990:197)。
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グレアム･サベージ､ｲギﾘｽの教育院官僚で後にﾛﾝドﾝ市参事会の教育局局長になった人物は､初期の

米国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブﾊｲｽｸー ﾙについて､極めて魅力的な部外者の見解というものを提供している｡人生

の終わりに向かいつつあった1965年､サベージは40年前を次のように思い出していた。

私はﾆｭー ﾖー ｸ州に行くことを選んだ｡なぜならば､それはこの国(イングランド)とほぼ同じｻｲズだか

らだ｡そして私は対照的なインディアナにもいった｡私はﾆｭー ﾖー ｸ州の学校が大幅に不足していること

を発見した｡しかし私は､非選抜のｼｽﾃﾑは良いものだと思った｡米国の子どもたちは１１歳でハードル

を超えなくても良い｡思い出してほしい｡それらは大規模だった｡私は､そのうちの一つの学校のｽﾀｯﾌ

に会ってくれと頼まれたことを思い出すb私はｺﾓﾝルームでの静かなおしゃべりを想像していたが､250

名ものｽﾀｯﾌの正面にいたのだ（昨mmaS2APrill965,ｐ,8)。

事実､このような見方､すなわち米国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブﾊｲｽｸー ﾙは大規模であるという見方は英国では

広く見られたが､真実ではなかったように思われる｡マーフイー他(2001）は､第二次大戦が始まったとき､米

国のハイスクールの15％のみが500人以上の生徒を有し､教師10名がともに住む250名の生徒の寄宿舎が

基準であったと報告している(M』rphy，ｅｔ.a１．:2001:37)。

そして､学校規模は､英国ではそうであったが､米国では｢悩みの種｣とは看倣されていなかったようだ｡対

照的に、コンプリヘンシブハイスクールは統一されたｶﾘｷｭﾗﾑを教えるであろうという仮説は英国でよりも米

国でより問題であった｡今では米国教育史研究者によって一般的に論じられているが､｢生徒の出身家庭とい

う背景､野心あるいは能力を考えることなしに､可能な限り沢山の人々 に教育を提供する」というところまで拡

大されつつ､｢統一された｣ｶﾘｷｭﾗﾑを通じて平等主義を追求することは､高度な学術的水準と質の追求を

できなくするしOhjmhy,et・al.:2001:38)､決して実現することが出来ない学校への期待というものを高めた

(AngusandMi１℃l:1999)｡同様に､ユーガン･ハーブスト(JUrgenHelbst)､米国の中等教育に関する主要な

批評家は､米国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブハイスクールは､２０世紀を通じて､｢舵をもたない船旅｣を続けているような

ものであったということを｢学校人」によって保持されたﾐｯｼｮﾝは意味していたと強く論じている

(Herbst:1996:208)｡そしてそれは､今日のｺﾝプﾘﾍﾝｼプｽｸー ﾙブﾛゾｪｸﾄを巡る危機感の一因となるもの

であった。

今日､こういった批判は今や聞き慣れたものとなっている｡米国だけでなく､世界のその他の地域でもそうだ。

しかし､ｼｴﾘﾝグﾄﾝとｷﾔﾝべﾙが最近論じているように､米国のｺﾝプﾘﾍﾝｼブハイスクールは､第二次大

戦後､西側諸国で適用可能なまさに重要なモデルを提供したのだ（SheringtonandCEum.e11,2008,p､121)。

保守党は､ジェームズ。B･ｺﾅﾝﾄ､先のハーバード大学学長で､以下のように書いたことでよく知られている人

物だが､まさにその人物を意外なﾁｬﾝピｵﾝとして獲得したのである｡コナントはいかのように書いているｂ

コンプリヘンシブﾊｲｽｸｰﾙの三つの目標は､<第一>､未来の市民全てに対する一般教育を提供す

ることb<第二>､卒業後すぐに獲得したｽｷﾙを使いたいと願うものにとって､良い選択ブﾛグﾗﾑを提供

すること｡<第三>､職業がその後のｶﾚｯジあるいは大学での教育に依存するようなものに対する十分満

足のいくプログラムを提供すること（Conant:1959:17)。
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しかし､ﾌﾛｲド｡M･ハマックが最近注目したように､コナントはまた､問題の多い質問を生み出してもいた｡そ

れらは満足いく解答であると本人は感じていたにも拘らず6つまり､ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールが､国際的なレベ

ルで直面した､そして今も直面し続けている困難を集約するような問題であった｡すなわち

ひとつの屋根の下､一つの管理のもとで､これら三つの機能を満足いくように実現することは学校にとっ

て可能であろうか､大多数のものに役立つｽｷﾙを身につけさせるための選択ブﾛゲﾗﾑを提供し､上級

の学術的科目､とくに外国語､そして上級数学といったものを扱う才能を持っているものに十分な教育を

与え､一度にかつ同時に､民主主義社会の将来の市民として全ての生徒に良い一般教育を与えること

はできるのかというような質問がでるだろう（COnant:1959:１３;HamBck:2004a:13)。

第二次大戦以前､米国の事例に従うことに興味を最も示したのはﾆｭー ヅー ﾗﾝドであった｡そこではある教

育大臣が､｢もともと選抜と特権に基づいて作られてきた学校制度を｣､｢彼らの全生涯を通じて､可能でもあり、

望ましいものであると考えられる全国民のニーズを満たすような｣制度へと変換するという政府の意図の概略を

述べている(BennandChitty:1972:36からの引用)｡しかし､ヨーロッパでは､｢ほとんどの西欧諸国における

初等教育後の教育の構造は｣､1945年の段階で､｢依然として19世紀のままであった」（Henkens:2004:193)。

つまり学校のﾀｲブ､ｶﾘｷｭﾗﾑそして社会階層による差異化を伴うものであった｡ヨーロッパの改革イニシアチ

ブの範囲は､ｺﾝプﾘﾍﾝｼプｽｸー ﾙの導入のための前提を確立させたか､あるいは少なくとも､そのような学

校を実験するための前提を確立させた。

たとえば､1949年にｳｴー ﾉﾚズのｱﾝグﾙｼー において､セカンダリーモダンとグﾗﾏー ｽクールが統合され

たのに続いて､ｲﾝグﾗﾝドとｳｪー ﾙズでは､実験の時代が始まった｡主要には､ｲﾝグﾗﾝドの都市周辺や、

戦時中空爆の被害を受けた地域であった｡スウェーデンでもまた､1950年代において､1962年の政府の決定

的な法律に先行して､非選抜学校を好む実験の時代を見ることができる｡他方､ベルギー､ノルウェー､オラン

ダといった国でもまた､こういった国々 の中央集権的､ｺー ポﾗﾃｲぇﾑ的伝統を露にするｺﾝﾘﾍﾝｼブ教育

の全国制度を計画した(Ihjst：1990;KemldlofEet・al.:1996;Wesselin副1,1996;Henkens,2004参照)。

1960年代､1970年代の世界の至る所で見られた経験は､ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールは､農村部そして小さな

地方都市では非常にうまく機能したという結論を示しているように思われる｡そこでは私立学校への進学率が低

く､社会階層と能力という意味で生徒は純粋に多種多様であった｡ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールは､親たちが私立

学校を支持していたり､公立の選抜教育の名残があるようなところでは､また社会階層やｴｽﾆｼﾃｲといった

点に関して､均質的な地域に学校があるような都心部では､地元の学校以外に学校を選ぶことが許されたよう

な場合､それほど成功しなかった｡そこでは｢ｺﾝﾘﾍﾝｼプ｣という名にも相応しくもなかった｡私が働いて

いるロンドンでは､コンズノヘンシブスクールは､それがもともと考えられたものとしては､失敗したと結論付けざる

を得ない｡学校名に｢コンブﾘﾍﾝｼプ｣を冠した学校はこの首都には一校もない｡同様に､私がこれまで勤

めたいわゆるｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールもまた､近くに､その地域のﾐドﾙｸﾗｽの最善のかつ聡明な子どもたち

を集めているもっと信望のある選抜制学校があるために難儀している。

私は未だかつていちども｢純粋な｣ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールで教えたことがない､私は生徒としては通ったこと

はあるのではあるが｡このことはずっと残念なことであった｡大都市を遥か離れて､私は皆さんを田園地帯そし

て相対的に小さな町にお連れしよう｡ノーサンプトンのような｡そこで私は教育を受け､そしてロンドンの南30マ
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イルのところにあるﾎー ｼﾔﾑ､今私はそこに住んでいるが､そこでは､あらゆる背景を持つ親たちによって､コ

ン詞ﾉﾍﾝｼプｽクールは一般的には良く支持されているし､生徒たちは試験結果もよく､全国平均を遥かに超

えて大学に進学しているbｽｺｯﾄﾗﾝドとウェールズでもまた､コンプリヘンシブスクールについて､イギリスの都

市部に見られるようなこの種の論争はまだ見られない。

1980年代を通じて､マーガレット･サッチャー首相のもとで､英国の学校の水準と教育の質は危機に瀕してい

るということが知られるようになったとき､都市部と非都市部の差異についてはほとんど認識されなかったというこ

とは不思議なことである｡おそらく、イギリスのｺﾝブﾘﾍﾝｼプｽｸー ﾙ擁護派が失敗したのは､一般的な非難

に対して､ｺﾝプﾘﾍﾝｼブスクールでの成功例をもっともっと紹介しなｶﾝったことである｡この非難自体､しばし

ば､ﾛﾝドﾝ以外の生活をほとんど知らない､そして公教育の消費者としての経験を持たない個人によってなさ

れたものであった｡それをするﾀｲﾐﾝダはいまや過ぎ去ってしまった｡｢コンプリヘンシブスクール｣という用語は、

残念なことに､汚れてしまった。

英国の都市部の経験を反映して､米国においても以下のようなことが論じられている。

郊外化は都市部の高校をコンブリヘンシブであることから遥か遠くに遠ざけてし実った｡すくなくとも､その

地域の若者のすべての層が進学するという意味において｡郊外の学校は､その地域の住民の経済的社

会的構成を不可避的に反映するし､それらはほとんど多様であることI沈い｡いくつかの比較的古くて中

規模レベルの町では､そういう意味ではｺﾝプﾘﾍﾝｼブｽｸー ﾙにとどまっているような学校が見られるｂ

しかしそれらは､米国の高校全体を考えるとかなり少数派となっている(H2mBck:2004:131)。

ｵー ｽﾄﾗﾘｱでも､1950年代そして'960年代を通じて､急速にｺﾝプﾘﾍﾝｼプｽｸー ﾙのﾈｯﾄﾜー ｸが発

展してきたが､そこでは､２０世紀末までには､グローバリゼーション､産業化､技術的､人口動態的変化が､より

多様な､柔軟性ある中等教育制度を要請するということが認識されていた｡1999年に､ニユーサウスウエールズ

の教育と訓練担当長官(DilもctcrGeneml）であった､そして今はｲギﾘｽのQAAの代表であるケン･ボストン

は､独立したｺﾝブﾘﾍﾝｼブハイスクールは､もはやその目的には合致していないと論じた(Cam.belland

Sherington:2006:153)。ﾆｭー ジー ﾗﾝドもまた､コンブﾘﾍﾝｼプというｱｲヂｱはそういう意味では脅威にさら

されているように思われる(lEe，ｅｔ・al.:2007)。

皮肉なことに､1980年代までに､たとえば西ドｲﾂのように､選抜制度を持つ学校教育を保持しているところで

は､ｺﾝﾘﾍﾝｼプ＜スクール＞が存在しなくても､コンブﾘﾍﾝｼプ<教育>のより満足できる制度が生じてい

るということが広く認められた(恥EbaxⅢzお喝‘Schoolscouldtryharder，，ｌ５Ｍａｍｈｌ９８６,ｐ29)。たとえば、

職業準備教育をより強調するようなより進んだ専門化と､差異化されたｶﾘｷｭﾗﾑがドｲﾂモデルには存在して

いたが､それらは生徒の数学の成績の国際比較において､Ｆｲﾂの生徒が相対的に高い得点を取っている理

由だといわれた（１７he＆とyxm芯喝‘ｎｌｅｔｈｘもemeaningsofequality’’２０Septamberl986,p､28）。

通学区域の弾力化、「近隣」中等教育学校の消滅、人事、カリキュラムそして学校予算への市場主

導の「解決策」といったものをもたらしながら、公教育が永続的な改革の対象となるという過去２０

年以上に渡る地球規模の傾向は、コンプリヘンシブスクールにとっては傷ついて危険に身をさらさせ

るものとなった（Canlj.ellandSherington：2006：2-3)。地球規模で広がった制度としてのコンプリヘ
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ンシブスクールの消滅あるいは死は、しかし、誇張されたものかもしれない。スザンヌ・ウイボーグ、

インスティチュートの私の同僚だが、彼女は、フランクリンとマカロックの編集した本の彼女の執筆

した章を、以下の言葉で始めている。

スカンディナビアの教育をみてみると、なぜコンプリヘンシブスクール教育が世界のこの部分

（イングランドのこと-訳者）ではそんなにもうまく機能したのかという問いに比べれば、コン

プリヘンシブスクール教育が生き残るかどうかなんていうことはそれほど問題であるようには思

えない（Wibo唾：2007：131）。

経済学者と教育者は、２０世紀後期のフィンランドの「奇跡」に目を見張る。それは、３０年ちょっと

で、教育制度に関心をあまり払わない、主要には農業に依拠した経済から、ＰISAによれば、世界で

最善の学校制度を有する競争力ある経済を先導する国へと変えていった(Q℃ok：

2008:256)。識字、問題解決と数学といった尺度での高い得点をフィンランドの子どもや生徒がとっ

たことを前提としたとき、人は、７歳から16歳という９年間、混合能力制の学級のコンプリヘンシ

ブスクールに出席したかどうかということが、フィンランドのこの例外的な成績の要因であるかどう

か疑問に思う。

私の知る限り、この質問に結論を出すのは議論のないところであろう。しかし、私は、この講演を

始めるときに提示した問題に戻ろうと思う。すなわち、日本におけるコンプリヘンシブハイスクール

という問題である。５年前、クリストファー・Ｐ・フッドによって英語で書かれた『日本の教育改

革：中曽根の遺産ﾉ印a"巴s巴Ebijりat”ﾉｆｂｒｂｍ:A＆AGasとy]e'sLe磐圃ﾛy』（HOC｡:2001）に気づいたのは最

近のことだ。それは伊奈コンプリヘンシブスクールに言及している。この学校は3,000人以上も生徒

がいる大規模校で、埼玉県にあり、生徒を大人として扱い、幅広いカリキュラムを提供するという哲

学を持っている。

清水一彦教授の著作を引いて、フッドは、1994年に、日本には、高等学校総合学科として知られ

ている７つのコンプリヘンシブスクールがあったと報告している。そしてそれは1998年には106校

にもなっている。そして「そのような学校は、将来もっと大きな役割を演じるようになるだろう」

（Hood：

2001:110）。だから、私が不思議に思うに、多くの西側諸国がコンプリヘンシブスクールは過去の

ものだと看倣しているこの時期になって、何故日本はこのような関心を持っているのだろうか、と。

事務局註＊コンプリヘンシブスクールの概念に、日本側とクルック博士との間に共通理解がえられな

かったので、すべては訳出していない。コンプリヘンシプスクール、コンプリヘンシブスクール教育

の問題については［質疑と応答］を参照されたい。
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【資料：事前の質疑応答（清田夏代氏とクルック博士のやりとり)］

清田→クルック

Iwmsubmityoufbllowingthreequestionsonthe

symposium(atthispointintime,thoughthey'restillincomplete)．

First,intherelationshipwiththeLEAs・Ihavestudiedmainlyaboutthe

LEAsystemsassecondary(ormedium)powers(inaDurkheimeanterm,'pouvoir

secondaire,)whichhaveautonomousfUnctions・

ProfKShimizu(1994)saidthatoneofthecausesofthefauofthe

comprehensiveeducationwastheambiguousnessoftheirdefinition,withthe

refbrmationpoliciesbeinglefttoeachLEA・Doyouthinkifitwasanegativesideof

theautonomyofLEAsystem？WerethereotherwaysinwhichtheLEAsshould

fimction？

Second・Healsopointedthatgivinguptheconcept'grammarschoolfbr

all'attheErsthalfofl970ｓｕｎdertheConservativegovernmentwasthecritical

momentofthedeclinationofthecomprehensiveschools・ThesuccessiveLabour

governmentalsohadnotstressedacademicexcenencemcomprehensiveeducation・

IregardNewLabour'spolicies

fbrAcademiesashavingsomemeaningofthecompensateeducationentailingthe

positivediscriminationandstressingthestandardandexcenence，Whatdoyou

appreciatethepoint？

Third,therearelittlerefbrencetotherelationshipwiththehigher

educationpolicies・AsaJapanese,itseemscurlous,because,ｉｎJapan,weoften

judgethequalitiesofsecondaryschoolsinrelationtothehighereducation・Howdo

youregardthecomprehensiveschoolsasanaccesstohighereducation？

クルック→清田

Ｏｎｌ,ProfessorShimizu'sargumentispowerfill,ｏｆcourse，

butltendtotakeadiEferentview・IbelievethattheautonomyofLEAswasa

strength,ａｎｄthat,withlesscentralgovernmentinterfbrence,astrongersystemof

comprehensiveschoolingcouldhavedevelopedinthel970s・

Manyexcenentcomprehensiveschoolswerecreatedthatarestnloperating，

especianyinruralareas．

Ｏｎ２,iflunderstandcorrectly(andpleaseexcusemeifl

donot),Idonotagreethatthecomprehensivemovementdeclinedintheearlyl970s・

Numerically,ａｔleast,１９７０tol974wastheperiodwhenmore
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comprehensiveschoolswerefbrmedthaninanyearlierorlater過ve-yearperiod・Butl
doagreethattherewasinsufficientattentiongiventothecurriculumfbr

comprehensiveschools・Manyteacherswhohadbeenvery

successfUlingrammar･schoolenvironmentschosetoretireearlyratherthanteach

mixed･abilityclasses,Thefailuretodevelopcurricularprogrammesfbrlessacademic

childrｅｎｗａｓａｄｅ丘nitefailingofthel970sandl980s．

Ｏｎ３.,duringthel960sandthefirstpartofthel970sthe

proportionofyoungpeopleproceedingtohighereducationintheUKwasinsingle

fgures・Therewasamassivee麺ansioninentrytohighereducation,particularlyin
thel990s・Amajorityofyoungpeopleenteringhighereducationsmcethattimehave

attendednon･selectiveschools,soitcould・andperhapsshould‐berepresentedasa

greatsuccessfbrBritishcomprehensiveeducation・Yetpoliticiansandothersrarely

makethispoint．

ldohopethatthisishelpfill､Ishalllookfbrwardtomeetingyouanddiscussingthe
pointsyouraiseinfUrtherdetail．
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[討論・質疑と応答１

司会（浪本）私はイギリスに留学したときにクルック先生にお世話になり、授業にも出させてい

ただきました。今回のテーマはとても興味深く、司会という大役をがんばって勤めたいと思います

のでよろしくお願いしますｂそれではクルック博士へのご質問をお受けしましょう。

小口英国で言われているコンプリヘンシブスクールと、日本がモデルとしているアメリカのコン

プリヘンシブスクールとの違いはどうお考えでしょう力も

クルック日本のコンプリヘンシブスクールはアメリカがモデルであるということ、ヨーロッパの

コンプリヘンシプスクールとはかなり異なるということをいま徐々に理解し始めていますｂアメリ

カでは都市部のコンプリヘンシブスクールはやはりマイノリテイ中心となっていて、「ホワイトフラ

イト」が問題となっている。つまり、階級、人種といった問題を抱えていて、イギリスの場合も都

市部では人種的に分離したコンプリヘンシブスクールが見られますｂその点、日本ではこの問題は

あまり見られないということ、移民問題があまりないということが一番違う点でしょう。

清田一番聞きたかった質問は今のでお答えいただいたと思いますｂ都市部と非都市部でコンプリ

ヘンシブスクールの成功の度合いが異なっているということは、人種問題ということが大きな要因

となっているということですね。だが本当に非都市部ではだいたい成功しているといえるのか。も

しそこでも問題があるとしたら、コンプリヘンシブスクールそのものに原因があるとは考えられな

いかというのが質問ですｂ

クルックコンプリヘンシブスクール自体のアイデアは第二次大戦直後のものであり、今のような

移民問題が生じる前のものであった。現在は住民構成を反映するために、そういった意味では地域

学校はマイノリティ中心のものになっていて、社会的混合を達成するという理念は、この現実のも

とではなかなか達成できていない。アメリカではバス通学というようなこともやったが、それは不

自然であろう。現在、イギリスではポストコンプリヘンシブソリューションが求められている。し

かし地方の小都市であれば今でも社会的混合を地域として保持していると思われる。だからそこに

はコンプリヘンシブスクールがうまく機能している可能性があると思うのだもそういった事例をた

くさん紹介すべきである。

しかしそれがどのように２１世紀の都市部において可能性を持つかということはかなり予想が困

難だも

安田重要な観点を提出していただき、ありがとうございますｂ第１の質問は、今日米国の話が出

ましたが、コンプリヘンシプスクールという意味では私たちは共通の教育の質、カリキュラムを提

供してきた。そしてそれは大多数の保護者、教育関係者から支持されてきた。しかし実際生徒の能

力は多様である。学力差も歴然とある。すべての生徒に同じ内容を与えることはイギリスではどの

ように行われているのか。第２の質問は、イギリスではグラマースクールがある。ほとんどの生徒

-90％と聞いているが一はコンプリヘンシブスクールにいっている。グラマースクールには今10％

程度がいっているというが、この問題は教育の機会均等という観点からすればどう考えられている

のか。

クルック民主主義の観点からすれば､同じカリキュラムを提供するということが求められていて、

能力のある生徒に対して特別な配慮をするということはしてこなかった。伝統的に言えば、グラマ

ースクールは優秀な子供を集めている。米国もイギリスでも、同じコンプリヘンシブスクールと言

っても内部で教科別の能力別編成を行っていることが多い。ストリーミングとかセッティングと呼
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ばれている方法である。たとえば数学とか教科によってはこの方法は成功している。米国では混合
能力制が伝統的に強いことも事実だが、優秀な子供たちの問題は残っている。

二番目のご質問についてだが、1960,1970年代にはグラマースクール廃止論議も盛んだった。中
等教育再編のときに政府は主にＩＥＡと交渉しただけだった。ご存知のように、中央政府はＩＥＡに

対して指導･助言しかできない｡判断はＩＥＡにゆだねられていた。だから三分岐型中等教育学校制
度を維持しているＩＥＡも存在しているのだも現在､約2000校のうち163校がグラマースクールで

ある。しかし、一方、９０％がコンプリヘンシブスクールをうたっているが、純粋にコンプリヘンシ
ブスクールというのはほんの数校しかないと思う。

宮島豊かな時代になって、学校のほうが家庭より条件が悪くなっている。たとえば、暑い夏なの
にクーラーのない学校というのが問題ではないか、ちょっとお金を出せば環境のよい私立学校があ

る。それならそっちを選ぶということがでてきたのではないか。イギリスではどうでしょうか？

クルックそんな大変な環境で勉強するなんて、ご同情申し上げますｂご存知のように、イギリス

では暑さの問題はあまりない(笑)。しかしご指摘の問題はよくわかる。イギリスでも良い質の教育
を求める親の存在はある。クラスのサイズや教師の質に注目する親たちである。近年の問題は公立

学校への資金援助が少ないというものだｂ人々 は増税を嫌う傾向にある。政党は選挙で負けるから

増税は言わない。だから公費が足りないので、結果的に公立学校の条件は悪いものとなっている。
もっと公費を教育に振り向けるための強力なキャンペーンというものが必要である。教育関係者が
もっと連帯して発言力を強めないといけないｂ

現在、イギリスにはアカデミーというのがあって、そこには巨額の建設費が国費から投じられて

いる。しかしアカデミーそれ自体も今はあまり成功しているとは思えない。最近ミッドランドで開

校したアカデミーには運動場がなかった。すばらしいデザインの学校建築ではあったが。建築デザ

イナーや官僚の頭の中で考えられているために、子供の教育という視点が欠落していたのだも今こ
の学校は問題視され、再検討されている。

ジェンキンズ最近の動向を見ると、イギリスでは中等教育学校では学術的なストリームの強調が

見られるようだも今日の報告では日本のコンプリヘンシブスクールについて言及されているが、私

は工業高校で最近まで英語を教えてきた経験がある。日本ではもちろん良い学校もあるが、とても

水準の低い学校もある。いくつかの学校では学校内で能力別にクラスが組織され、問題を抱えたク

ラスとそうでないクラスが明確に分かれているようにも思う。そうしないとできる生徒も水準が下

がると思われているようだｂそのため生徒に対して教育的ではない影響を与えている。これらはち

ょっとしたテストの結果で振り分けられていたりするのだ。またちょっとでもテストの結果が悪い

と生徒はこなくなる。知り合いの教師４人のうち２人は、すべての生徒に同じような教育内容を与

えようと試みると生徒たちはとてもよく反応するとも言っている。学校内の選抜、また総合制高校

と選抜制高校の問題はどう考えればいいのか、クルック博士のみならず、今ここにおられる皆さん
はどう考えているのか知りたい。

クルックイギリスでは日本の教育はすばらしいと、政府関係者や官僚、多くの政治家たちが言っ
ているので、そういう意味で今の話は驚きである。

確かにイギリスでも優秀な子供を大事にするということは政府関係者によっても明言されている。
選抜制あるいは能力別編成は、確かにコンプリヘンシプスクールという理想からすれば反対される

だろう。ストリーミングはイギリスでは受け入れられないだろう。しかし数学とかは確かに能力別

のほうがいいと思う。これは科目による。つまり学校内部で一部の教科に関してはセッティングは
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良い制度だと思う。

教師は、教員養成の課程で混合能力制とか、困難な問題を抱えている子供たちをどのように教育

するかといったことをほとんど習ってこない。したがって、こういう問題に対してきちんと対応が

できるような準備を教員養成課程で提供すべきだと考えている。これは世界中の課題であろう。す

ばらしい教師を生む必要がある。上級熟練教師という考え方が今導入されつつある。良い教師とは

同僚と悩みを話し合えるような教師だが、ベテランのすばらしい教師が管理者になるのではなく、

そんな税而を支援する教師が教員養成課程で後輩を教育することが必要なのだｂ

片山（茂）日本の総合制高校は、私が知る限り、入試制度によってある種のランキングが機能し

ている。みんなそのランキングを知っている。選抜に関していえば、日本のハイスクールはそうい

う意味で近隣原理とはいえない。これについてどう思うか。

クルック日本のコンプリヘンシプスクールヘの注目は、プットの本が出てからで、この本によれ

ば、コンプリヘンシブハイスクールは90年代に導入されたことになっていた。しかしながら、日本

に来てどうもこの情報は違うものをさしていることに気づいた。そんなわけで今私は日本の高校に

ついて学び始めている。

米国の占領期の政策が日本に何を残したのかということだが、そこにすでに威信の高い高校とそ

うでない高校がすぐ作られたのではないかという仮説がある。

ジェンキンズ日本では中等教育は常に教育問題であった｡実際には18歳までほとんどの子供が中

等教育を受けているのに、とくに中学校と高校が分かれているところが問題なのだ６中学校は完全

なコンプリヘンシブスクールであるが、高校は選抜試験があって、総合制の意味が異なるのではな

いか。

大田中等教育をひとつのまとまりで語っているが、実は、日本では中学校と高校とが異なってい

ること、また、コンブリヘンシブという用語でカリキュラムを意味するときと、社会階層の混在、

近隣原理として使うときと、また選抜制との対比の問題と、概念が整理されていないような気がす

る。クルック博士が依拠しているプットの本では、最近導入された日本の総合学科の高校をコンプ

リヘンシブスクールとして、今後期待できるものとして紹介している。そのため、戦後の普通制高

校のことが落ちてしまっていることが来日されてからわかった次第である。概念が未整理なので、

また共通理解が成立していないので、ここではこれ以上議論をするのは困難ではないか。

上田今議論になった点ですが、アメリカの事例でクルックさんが使っているのはハイスクールで

すよね。しかしイギリスの場合は１６歳までですよね，つまり、コンブリヘンシブという用語を使

っておられますが、やはり対象年齢が異なるし、ハイスクールというものもまったく異なるので、

たとえば同じ年齢を対象にしないと議論ができないのではないかという質問ですｂ

クルックご指摘ありがとうございました。確かにコンブリヘンシプといってもこの擁護が多様に

使われていることは事実ですｂ私が研究してきたのはコンプリヘンシブセカンダリースクールなの

で、年齢は１６歳までですｂ確かにコンプリヘンシプセカンダリースクールとコンプリヘンシプエ

デュケーションとは異なりますもそういった意味でコンプリヘンシブセカンダリースクールは失敗

したとみなしていますも他方、コンプリヘンシブエデュケーションは、今はナショナルカリキュラ

ムもあり、カリキュラムの面では共通の部分ができてきたという意味で成功しているといえますｂ

今イギリスではスウェーデンやノルウェーなどに注目していますｂそこでは初等、中等とわけない

で教育を考えている。ここでは、早くからコンプリヘンシプセカンダリースクールが成功している

といえますｂ比較をする際には、もっと深く研究しないといけません。残念なことに最近イギリス
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で公刊された日本の中等教育制度の研究書は、実際、多くの誤解のうえに書かれているようですｂ
もつと年齢や内容について、共通の枠組みを想定すべきでありました。マカロックとの共同研究を

やったときもこのことは検討されてこなかった。アジアも検討対象になっていなかった。今回のご
指摘を真筆に受け止めたいと思う。

大田選抜の問題について少し質問をしたい。義務教育までは共通カリキュラムが行われているの

は当然のこととして、高校ではある程度の多様化は必要ではないかと考えている。

問題は、義務教育段階の選抜がコンプリヘンシブスクールを破壊していると思われているのか、そ

れとも義務教育後なら多様化は仕方がないと考えるのか、クルック博士はどちらでしょうか。

クルック用語をきちんと整理して話をしなければなりませんねｂ８０年代までは、すべて混合能力

制でやってきたし、いまでもいくつかのコンプリヘンシブスクールは混合能力制ですも日本では１８

歳までなんですね。混合能力制は今イギリスでは消滅しつつありますｂ中等教育学校に進学すると

同時にセッティングが始まっているからですもこれは視学官からの圧力や、政府からの圧力で、ほ

とんどの教科でそういった傾向に拍車がかけられているからですｂそういった意味で今回のテーマ

は比較ということですが、課題が見えてきたかなと思いますｂ

司会今回の大会テーマは公立中等学校の日英比較ということでした。このごろの日本では教育基

本法の改正やらでも、初等教育に関心が高まっているようで、中等教育への関心が弱まっているか

なと思っておりましたが、非常に重要な観点が出されてきたかなと思いますもご協力ありがとうご

ざいました。明日もまた同じテーマで議論がなされますｂ本日の検討を踏まえてまた明日お目Iこか
かりましょう。

7６


