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れてきた規範意識の回復だけでなく︑こ

されている︒大人から子どもへと伝えら
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そ︑子どもの手本となる大人でありたい︒
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じ

からは︑規範意識の低下を実感として感

う︒学校における子どもたちの姿や言動

る親が︑そして周りの大人が時代に応じ

心を向上させるためには︑まず手本とな

将来を担う子どもたちの規範意識や公共
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行事予定

ている︒

田村伊之助が言い放った言葉である︒こ
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子どもの規範意識の低下が叫ばれて久
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自由と選択
記

ことがやっとわかりました︒これまでの

ましたが︑実はそれは存在しないという

全体の教育を知ろうとやっきになってい

当初︑訪問したハンチントンビーチ市

我が国とは違い︑地方分権そのものです︒

っています︒中央政府が大きな力を持つ

高校までの学制にいたるまで決定権を持

豊かな暮らしをしている人々が多いこと

チントンビーチ市は︑その意味では実に

が生じているとのことでした︒ここハン

そ︑学校区によってはかなり大きな格差

うものです︒こうした事情があるからこ

ます︒その結果︑住宅価格が上がるとい

校のある地域の住宅を買い求めようとし

一般的にアメリカ人はライフスタイル

春

げになっているか痛感しました︒市とい

に合わせて︑一生涯の間に五回は転居す

杉 山

今回は︑三月にチェリーブロッサム・

う行政区分と︑学校区はまったく一致し

るとのこと︑たまげてしまいます︒﹁ふ

安城市教育委員会教育長

フェスティバル︵桜祭り︶を開催すると

ないのです︒私たちは︑市として様々な

るさとの山に向かいて言うことなし

が察知できました︒

いうことで︑そのご招待を受けたもので

教育施策を考えますが︑ここでは市と学

るさとの山はありがたきかな︵啄木︶﹂︑

固定観念というものが︑いかに思考の妨

した︒せっかくの機会でしたので︑小学

校区とはエリアが違うので︑市としての

そんな情緒は通じないのでしょうか︒

いろなことに触れることは︑日本を知る

トンビーチ市を訪れました︒海外のいろ

昨年︑機会あってアメリカ・ハンチン

郡の中はいくつかの﹁学校区﹂に分けら

中は五つの﹁郡﹂に区分され︑さらに︑

りますが︑視察したカリフォルニア州の

﹁州﹂によっても教育事情は大きく異な

するまでにかなり時間を要しました︒

納める固定資産税が教育費に充てられて

いということです︒それは︑地域住民が

それほど地域住民は学校教育に関心が高

がよくなければすぐ落選するそうです︒

選ばれた五人の教育委員がいます︒業績

学校区の中には地域住民の直接選挙で

でです︒ここまでが義務教育ということ

で︑高校は中学三年生から高校三年生ま

まで︑中学校は六年生から中学二年生ま

小学校は日本の幼稚園年長から五年生

学校区の五人の教育委員は︑別に一人

ことであり︑さらに︑自分自身を見つめ

れています︒ハンチントンビーチ市はそ

いるという背景があるからで︑自分たち

です︒

取りようがないというのが実情です︒私

る機会でもありました︒カリフォルニア

のうちの三つの学校区が重なっています︒

が支払った税金の使途に高い関心を持っ

の教育長を雇用し︑その下に何人かの事

州に位置するハンチントンビーチ市は安

ハンチントンビーチ市の多くの面積をカ

ているということだそうです

担任制ではなく︑学級もありません︒子

たちとは︑発想が根本的に大きく異なっ

ふ

校︑中学校︑高校を訪問し︑アメリカの

施策もありませんし︑市としての統計も

アメリカの教育

教育事情も視察させていただきました︒

二

城市と姉妹提携を結んでいる市であり︑

バーする一つの学校区と︑さらに隣りの

さらに驚くことに︑学校の質と︑地域

どもが授業を選択し︑指定された教室へ

務局︵アシスタント︶がいます︒人事も

毎年︑互いに交換学生の派遣を続けてい

市も含めて決められている学校区が二つ

の住宅の不動産価格が比例しているとい

行って授業を受けるというものです︒日

ています︒

ます︒安城市からは中学三年生が︑ハン

あります︒この学校区の裁量権は実に大

うのです︒学校ごとの成績が公表される

本の大学と同じです︒何を履修するかは︑

教育制度があまりにも違うので︑理解

チントンビーチ市からは高校生が︑互い

きく︑使用する教科書やカリキュラム︑

と︑子どもをもつ親は︑より質の高い学

小学校は担任制ですが︑中学・高校は

三 アメリカの学校

予算もここが担っているとのことです︒

にホームステイをしながら交流を深めて

始業日から終業日︑あげくは小学校から

一 はじめに

います︒
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学級集団の中での所属感とか︑帰属意識

は徹底され﹁飛び級﹂も当たり前です︒

分保障されています︒そして︑能力主義

うことです︒個に応じた選択の自由が十

し︑時間割は生徒一人ひとりが違うとい

します︒すでに中学校段階から個を重視

校内にいるカウンセラーと相談して決定

ってあったのが印象的でした︒

やたら﹁薬物乱用防止﹂のポスターが張

ませんでした︒ただ︑中学校の廊下には

についての緊迫感はまったく伝わってき

した中学校も高校も︑生徒指導上の課題

教育されるそうです︒したがって︑訪問

を起こすと︑別の機関に送られ︑そこで

さらに︑いわゆる生徒指導上のトラブル

ちに敬服しました︒体育では体力測定の

もなく︑黙々と画面と格闘する子どもた

クカバーをデザインしていました︒会話

は︑フォトショップというソフトでブッ

で本の感想をまとめていました︒三年生

中学校二年生も︑一人一台のパソコン

葉が印象的でした︒

の﹁保護者は学校に協力的だ﹂という言

されているような気もします︒そのため

れて良いものが残る︑という原理が重視

が根強いのか︑悪いものは自然に淘汰さ

他の学校もあります︒市場経済の考え方

な公立学校だけでなく︑私立学校やその

アメリカの教育は︑今回視察したよう

内には︑あちらこちらから﹁自由﹂とい

郵送やＥメールで連絡するそうです︒校

級という組織がないので︑直接学校から

クもありません︒学校からの連絡は︑学

にあいさつもありません︒黒板やチョー

ったく無縁です︒授業の始まりや終わり

ることを声高にアピールしていました︒

○賞に輝いたこと︑○○に認定されてい

の比較的若い校長は︑いずれも自校が○

ます︒校長は公募制です︒訪問した三人

と定年までという日本とは大きく異なり

区単位の契約です︒いったん採用される

アメリカの教員の雇用のベースは学校

タジオや編集機器もが完備し︑卒業生は

モコンカーの製作︑また︑プロ使用のス

た︒３Ｄプリンターソフトの製作や︑リ

高校では︑選択教科が授業の中心でし

れていました︒

板にランキングがリアルタイムで表示さ

すぐにタブレットに記録され︑校舎掲示

ようなことを行っていましたが︑結果は

のでしょう︒今回の視察では推測できま

ュニケーション力はどこで培われている

人特有の明快な自己主張力︑流暢なコミ

しかし︑それにしても多くのアメリカ

感じました︒

響力と︑その位置づけがなされていると

めて重視され︑教育の世界でも大きな影

に︑﹁自由﹂と﹁選択﹂という価値が極

五 おわりに

とか︑居場所づくりといったこととはま

う空気が流れているのを感じました︒

学習面で実績を上げることこそが︑校長

せんでしたが︑もっと奥深いものが根底

高校にもなると︑女の子は化粧をし︑

各界で大いなる活躍をしているとのこと

教える音楽では︑アップル社認定の指導

リカの教育事情を垣間見て︑改めて三河

日本とはあまりにも大きく異なるアメ

にあるのかもしれません︒

者もいるそうです︒この高校でも︑保護

教育を振り返る機会ともなりました︒こ

でした︒ギターやポップミュージックを

にとって大きな使命のようでした︒

制服などはありませんので随分大人びて
見えます︒高校生は︑その多くが自家用

者からの寄付金でパソコン八百台︑テレ

こ三河では︑強固な研究組織が確立し︑

アメリカの授業

成績を上げることが何よりも大きな使命

ビカメラ︑編集機器等をそろえたと言わ

互いに切磋琢磨しながら授業改善を目指

四

だと考えているようでした︒ＩＣＴをふ

れました︒

車で通学し︑校内には広い駐車場も完備

んだんに活用した授業もたくさん見まし

です︒

はその子どもを校長のところに送るそう

人に迷惑を及ぼしたりした時には︑教員

例えば︑子どもが授業中に騒いだり︑他

アメリカの教員は︑教えることだけです︒

実に多くの業務を抱えています︒しかし︑

でまかなっているとのことでした︒こう

ガンもタブレットも保護者からの寄付金

一台のタブレットで調べ学習︒電子オル

体感させるという算数︑五年生では一人

ンを弾きながら音符の長さを使って量を

まず︑小学校三年生では︑電子オルガ

のがありました︒

が唱えた経験主義教育を彷彿とさせるも

かつてのアメリカの哲学者﹁デューイ﹂

た︑教師中心から学習者重視へという︑

へ︑記憶中心から問題解決力重視へ︑ま

んでした︒教科書中心から生活経験重視

く授業スタイルは︑ほとんど見かけませ

教師が教室の前面に立って進行してい

とをお詫びいたします︒

にもかけ離れた内容になってしまったこ

最後に︑三河教育への提言とはあまり

らないことが見えてきたように思えます︒

改めて︑今私たちが大切にしなければな

し︑授業研究には労力を惜しみません︒

私たちは︑学習指導はもちろんですが︑

です︒そして︑校長が︑子どもから話を

した寄付について︑案内してくれた校長

どの校種の学校も︑学力をつけること︑

それ以外にも生徒指導︑進路指導︑部活

た︒

されています︒これが大国アメリカの姿

動をはじめ︑多様化する保護者対応等々︑

聞いたり︑注意をしたりするそうです︒
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