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英国の PrepSchoolと日本の私立小学校

―その比較教育社会学的考察ー一

小針誠

1．本稿の目的

2012年4月より翌13年3月までの 1年間、私は本務校である同志社女子大学の在外研究

制度を利用して、オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジ内にある Nissan

Institute of Japanese Studies（日産日本問題研究所）の SeniorAssociate Member（上席客員研

究員）として研究活動に従事してきた。研究テーマは「日英の私立小学校の比較社会学的研

究」。私はこれまで日本の私立小学校について歴史社会学的あるいは計量社会学的な研究を

行い、著作や論文を上梓してきたが、このたびの在外研究の機会を得て、比較社会学の理論

と方法によって、日本以外の英国（主にイングランド地方）とその教育・子どもの問題、特

に私立小学校の学校経営やカリキュラム、学校選択・入学志向の問題や入学選抜の方法など

を観察することで、「外」の視点から日本の私立小学校の特質、ひいては日本の教育制度や学

歴社会・進学の問題を捉え直してみたいと考えたのである。言うまでもなく、日英の国際比

較のみならず、同一の国や地域のなかにさえ、公立 (publicsector)と私立 (privatesector)、

今（現在）と昔（過去）、設立母体の相違など、多様な比較参照軸が存在する。

英国の私立学校は IndependentSchool、私立小学校は PreparatorySchool（一般に Prep

School、以下 Prepと略記）と呼ばれる。敢えて邦訳すれば「独立学校」および「準備学校」

あたりに落ち着くだろうか。 IndependentSchoolについては、すでに上田 (2009)をはじめ

とする先行研究では「独立学校」と訳され、紹介されている。

その独立学校についての研究動向や日本への紹介を見ていくと、旧くはトマス・ヒューズ

の『トム・ブラウンの学校生活』（原題 TomBrown's school days 1857年刊・ 1924年訳）の自伝

小説などの数多くの訳書をはじめ、池田潔『自由と規律 イギリスの学校生活』（岩波新書・

1963年）などの新書によって、特に中等学校 (SeniorSchool)であるパブリック・スクール

における学校生活の様子に関して、大英帝国を支えた「ノブレス・オブリージュ」の精神に

よるジェントルマンの形成とそれを育む学校教育との関連に注目して、カリキュラムや教師

一生徒関係などを明らかにしている。

また、ここ 20年間の間でも竹内洋『パブリック・スクール 英国式受験とエリート』（講

談社現代新書・ 1993年）や同氏監訳の G・ウォルフォード著『パブリック・スクールの社会

学』（原題Lifein Public Schools 1986年刊・ 1996年訳）などの社会学的著書が刊行・紹介され、

学校の特徴や歴史、生徒の属性などが克明に分析・考察されている。いずれの著作でも、英

国社会のエリート階級の子弟がパブリック・スクールに入学し、卒業後はオッスクフォード

（こばり•まこと 同志社女子大学）
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大学やケンブリッジ大学（いわゆるオックスブリッジ）に進学し、やがて英国社会のエリー

トとなっていく、いわゆる社会階級の再生産の過程（家庭や学校での社会化）と帰結（卒業

後の進路やライフコース）の双方を明らかにしている。パブリック・スクールの社会学的研

究の試みはエリート大学であるオックスブリッジに入学するための前段階の準備教育機関、

すなわちエリート私立中等学校としての英国内での教育上または社会的なポジションを精緻

に解明してきた。

しかし、英国で名門パブリック・スクールに入学するために、初等教育段階の Prepを選

択する家庭がある現状も見逃してはならないだろう。正確な数字は明らかではないが、筆者

の推計する限りでは、少なくとも 4~5％の家庭がPrepを選択しているとみられる。これは

現在の東京都の私立小学校在学者の割合 (4.5%）とほぼ同程度である。

しかし、その independentschoolのなかでも初等教育機関である Prepについては、日本

で紹介される機会はそれほど多くなかったようにおもわれる。滞在中の資料収集を含めて管

見する限り、英国内においても十分に調査研究が行われてきたわけでもないようだ。そこで

本稿では、英国の私立初等機関である Prepの現状について、日本の私立小学校との比較を

意識しつつ、学校見学、学校関係者（校長・教員・保護者など）へのインタビュー、文献・

資料調査をもとに明らかになったことを報告したい。

2.英国の教育制度における IndependentSchool（独立学校）

(l)キャメロンとミリバンド

英国の教育の privatesectorにあたる独立学校の存在や特徴を論じる上で、ここでは現在

(2013年6月現在）、同国を代表する二人の政治家の教育歴・学校歴を通じて、明らかにして

みよう。それは与党・保守党党首で、現首相のデーヴィッド・キャメロン (1966~)と野党・

労働党党首のエドワード・ミリバンド (1969~)である。

キャメロンは2010年5月、英国内閣史上最年少の43歳で、第75代の英国首相に就任した

人物である。折からのユーロ危機 (EuroCrisis)や英国内の財政難を背景に、彼はたびたび

の10％の歳出削減を提案し、野党・労働党や関連のマスコミからは「ミスター10%」と批判・

椰楡されることも多い。その国会論戦で急先鋒に立って、キャメロンはじめ保守党内閣を舌

鋒鋭く批判するのは労働党党首のミリバンド。彼は、『現代資本主義国家論』をはじめ日本の

社会科学でもよく知られたマルクス主義政治経済学者のラルフ・ミリバンド (1924~ 1994) 

の次男である。

この二人の党首は同世代に誕生し、同時代にオックスフォード大学を卒業している。とこ

ろが、彼らがオックスフォード大学に進学するまでの学校歴は著しく対照的であり、しかも

両党の政策やイメージの違いをよく反映していて非常に興味深い。

英国の義務教育は5歳からはじまり、 11歳までが初等教育、 16歳の中等教育までが義務教

育期間である。 16歳時点で義務教育修了資格試験である全国学力試験 GCSEを受験し、大

学進学を希望するものは第六学年級の学校（シックスス・フォーム SixthForm College/ 

School)に進学し、日本で言う大学受験相当の Aレベル試験に備える。そして一般的には、
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Aレベルの試験の結果にもとづいて進学する大学が決定される。

ところが、大学進学に至るまでの学校制度は独立学校 (IndependentSchool)と公立学校

(State School)の系統・制度とでは大きく異なる。前者の教育歴をもつ典型例がキャメロン、

後者はミリバンドである。

キャメロンは、株式仲買人の父親と男爵の娘である母親のもとに生まれ、特に父方の祖母

を通じて、ハノーヴァー朝の国王ウィリアム4世 (1765~1837)を先祖に持つなど、貴族と

王室の系譜を受け継いでいる。経済的・文化的に恵まれた家庭環境のもと、キャメロンは実

兄につづいて、 7歳で HeatherdownPreparatory Schoolという男子校の Prepに進学し、成

績優秀だったという。ここでいう Prepとは、同校の校名にもあるように、’'Preparatory"の

略称で、私立中等教育機関であるパブリック・スクールの進学に向けた「準備」または「予

備」を意味する（l)。同校は彼が卒業した後の 1982年に閉校しているが、当時から',Leading

feeder to Eaton’'と呼ばれていたように、キャメロンもまた 13歳のときに、英国のパブリッ

ク・スクールのなかでも最も著名な学校のひとつであるイートン校 (EtonCollege)に進学、

シックスス・フォームまで過ごした。 Aレベルでは美術史、歴史、政治経済の試験に合格

し、オックスフォード大学ブレーズノーズ・コレッジに進学、哲学・政治学・経済学を修め、

1988年に最上位名誉学位 (Afirst class honours degree)を取得、卒業している。

かたや労働党党首のミリバンドはポーランド系ユダヤ人の移民の子弟としてロンドンに

生まれた。 1972年に父・ラルフのリーズ大学への転職もあり、一家揃って移住、 5歳で地元

Horsforthの校区の公立小学校に進学、卒業後はロンドンにあるコンプリヘンシヴ・スクー

ル（公立総合制中等学校）で学んだ。コンプリヘンシヴ・スクールとは、 1964年に発足した

ウィルソン労働党内閣が「すべての者に中等教育を」をスローガンに、それまで存在してい

た公立中等学校におけるグラマー（進学校）、テクニカル（専門校）、モダン（進路多様校）

の三分岐制を廃し、その地域に住むあらゆる属性の子どもに等しい中等教育の機会を提供す

るために創設された、包括的な公立の総合制中等教育機関を指す(2)。ミリバンドは同校のシ

ックスス・フォームを経て、オックスフォード大学コーパスクリスティ・コレッジに進学、

キャメロン同様、哲学・政治学・経済学を修めた。

今回の英国滞在中にも、マスメディアにおいて、キャメロンはじめ保守党の議員が社会的

不平等や社会移動の閉鎖性または貧困問題を取り上げると、その度に首相や大臣の出自や出

身校（パブリック・スクールからオックスブリッジヘ）が批判的に論じられる風景を何度も

目にした。ところが、コンプリヘンシヴ・スクールに対する批判もまた、これに匹敵して多

いこともあり、ミリバンドが’'Comprehensive! Comprehensive!! "とテレビで絶賛・連呼

する様子はとりわけ高階層の人々や保守党支持者から格好の嘲笑の対象になっている。それ

もそのはず、 18歳以上の2,063名の英国市民を対象とした IposMORI (2008)の世論調査によ

ると、過半数の人 (54%）が独立学校と比べて公立学校の教育水準が低いと答え、特に中年

層・高階層の保守党支持者にその傾向が強くみられるという。

(2)独立学校(IndependentSchool) 

前にも触れたように、英国では「私立学校」を、 PrivateSchoolではなく Independent
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School（独立学校）と呼ぶことが一般的であり、公的な財政補助と管理・監督を受ける公立

学校 (StateSchool)と対比される。これまで述べてきた、プレップ・スクールもパブリッ

ク・スクール (Senior)も基本的には「独立学校」なのである。

英国では公教育制度の成立 (1870年）よりはるか以前から、宗派・教団などが機会と場を

提供し、高等教育機関への準備教育を行うための独立学校を発足させてきた。特に英国で名

門のパブリック・スクール9校（「ザ・ナイン」と呼ばれる）は最旧のウエストミンスター校

(1179年創立）からチャーターハウス校 (1611年創立）まで、いずれも 500年から 800年以上

の歴史を誇る。

一般的な独立学校の定義は、 1996年教育法によれば、「義務教育段階にある 5人以上の子ど

もにたいして教育を提供する学校のうち、地方教育当局または国の補助金を受ける学校もし

くは、障害をもつ子どもたちのための学校を除いたもの」とされている（上田 2009)。

そして、おそらく日本の私立学校と決定的に異なる点を挙げれば、その “independent"と

いう名称に象徴されるように、国家をはじめとする公的な財政支援・管理から多くの点で

「自由」で「独立」しているということだろう。その独立 (independent)とは大きく分けて①

教育理念、②学校設置、③カリキュラム、④学校財源の独立性・独自性にある。

以下、英国の独立学校または Prepの一般的な特徴については、 IndependentSchool 

Councilが毎年度発行している、 ISCCENSUS 2012所収のデータをもとに明らかにする。な

お、特別の断りがない限り、以下の数値データは同資料に依拠している。

①教育理念の独立についていえば、各学校の教育理念は国家または公教育からの独立を

意味する。学校の創立には多様な設置母体が関わっているが、大きく「チャリテイ」（慈善団

体など）と「それ以外」とに大別できる。 Prep段階の574校(3)に限ってみると、 85.3% (490 

校）がチャリティ・スクールで、ほとんどが宗教立・教会立で、その多くは英国国教会（ア

ングリカン）やカトリックをはじめとするキリスト教系の学校である。そもそも、古典を教

える歴史のある Prepは（i)パブリック・スクールの進学に向けた準備教育 (preparation)を

行うために、 (ii)Seniorに通う年長の生徒から分離 (separation)し、 (iii)郊外や山村地域の

寮で年少の子どもを教育する (rustication)という 3つの特徴を備えていたという (Donald

Leinster-Mackay, 1984)。田園教育運動の流れを汲むアボッツホルム・スクール（男女共学・

全寮制）などはそうした学校の典型であるといえよう。しかし、昨今では世界各国からの多

様な出自・宗教をもつ移民の増加に伴い、イスラム系、ヒンドゥー系、仏教系の独立学校も

ロンドンやバーミンガムなどの都市部を中心に創立されている。

②学校設置の独立については、それぞれの独立学校が各学校の自由裁量で、 2歳から 18歳

までの間で、自由に学校を設置していることに現れている。極端なケースであれば、乳児

期の Nursery（保育園）から 18歳のシックス・フォームまで抱えている学校から、 Prepの

み、中等教育段階の Seniorのみの学校もある。 IAPS所属の Prep574校について見ていく

と、 2割程度が男女別学校（男子校11.9%・女子校7.1%）で、それ以外は共学校である。通

学形態でいえば、 65.2％が通学生 (Dayschool students)のみの学校、そして寮生 (Boarding

students)の割合が1~30％未満の学校が31.0%と続き、在籍する全児童が入寮する学校は

2校に過ぎない。また 1,000名以上の児童•生徒が在籍する大規模校 (4.2%）もあれば、 100
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名以下の小規模校 (4.0%)もある。そのほか、いわゆるエリート校または進学準備校のみな

らず、多様な能力をもった児童（発達障害や学習障害の子どもを含む）を対象にしている学

校もある。以上、 Independentや Prepは設置形態や理念、学校規模などを含めて、「多様性」

という特色の上に成り立っている (Cooke,AB. and Woodhead, D. 2011)。

なお、「公」からの独立に代わって、各独立学校は学校種別や学校段階、または個々の

職域の共通する利害のために、ひとつまたは複数の独立学校協会 (IndependentSchool 

Association)に加盟している（上田2009)。代表的な協会には、学校理事会の団体である全

国理事会協会 (GoverningBodies Association: GBA)、学校単位の加入団体である独立学校

協会 (IndependentSchool Association: ISA)や初等教育段階のプレップ・スクールが加盟す

る団体の全国プレップ・スクール協会 (TheIndependent Association of Prep Schools: IAPS)、

校長を構成員とする団体としては全国校長会 (Headmasters'/Headmistreses'Conference:

HMC)などがある。各独立学校は、多様な独立学校協会への加盟を通じて、学校相互の認

証・評価、会計監査、教職員研修などを実施し、学校間の「ヨコのつながり」を構築している。

しかし、どの団体に属するかは各学校あるいは学校長の任意であり、すべての PrepがIAPS

に属しているわけではない。

③の教育活動の独立についていえば、カリキュラムをはじめ教育活動に対する国家の統制

を受けることはない。英国では 1988年の教育改革法でナショナル・カリキュラムが導入さ

れて以降、国家主導の枠組みで教育課程が構成されるようになった。公立学校については言

うまでもなく、しかし、独立学校に対してはそれを参考にカリキュラムを構成することが謳

われている程度に過ぎない。そのため、独立学校のカリキュラムは公立学校で導入されてい

るナショナル・カリキュラムとは大きく異なるし、英国内で実施されている全国統一学カテ

ストに参加する義務がないため、ホームページなどに掲載されている LeagueTableを見て

も、 Prepに通う児童の学力や得点などはほとんど明らかではない。

私が見学した Prepを含めて、進学校であるエリート Prepの多くは、オックスブリッジ

の卒業生や博士号・修士号の学位をもった各教科専門の教員が教科専門の教室で1クラス 10

名程度の少人数の児童を対象に授業を行っていた。また、ラテン語などの古典語やフランス

語・ドイツ語・スペイン語といった外国語を教育課程に組み込むところも多い。その場合、

いわゆる進学に必要な学力のみならず、ラグビーやクリケットなどのスポーツ、音楽・演劇・

美術・工芸などの芸術教育を課内・課外に位置づけることで、知・徳・体の総合的・全人的

な人間育成を謳っている点も大きな特徴である。

④学校財源の独立という点については、独立学校は国や地方自治体からの経済的補助を受

けずに、運営している学校である。独立学校は、 Nosupport and no controlの原則に基づき、

その財源は主に授業料収入に依存しなければならない。上田 (2009)が数校の事例から明ら

かにしたところによると、いずれの学校の収入源の80%~90％以上は授業料で占め、それ

以外にわずかに利息、寄付、営利活動による収入、資産売却益があるに過ぎない。

また、先に紹介したように、授業料をはじめとする教育費は極めて高額である。 Prep全

体の 1学期分 (oneterm)の授業料は平均£3,517（日本円換算4)で約46万円）、 3学期制なの

で、年間授業料は£10,500程度（約137万円）にのぼる。このうち全寮制の Prepのみをピッ
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クアップすると、 1学期当たりの授業料の平均はやや割高で£4,028（約52万円）、これに寮

費が1学期平均£6,510（約85万円）かかるため、 1年間の授業料と寮費を合計すると、 £31,614

（約410万円！）にのぼる計算になる。 Prepの授業料は日本の私立小学校の約1.5倍、しかも

Boarding Schoolに入学すれば、その4倍近くにもなる。

単純に日本の私立小学校と比較することはできないが、少人数教育の導入、国や自治体か

らの運営補助金がないことや入寮する児童の割合が高いこともあり、 Prepの教育には高い

コストを要する。その結果、家庭の経済力による選抜は日本の私立小学校の入学以上に厳し

いのではないだろうか。

ちなみに、先にも紹介した lposMORI (2008)による英国一般市民に対する調査において、

「仮に経済的なゆとりがあったら、独立学校に入学させたいか」という質問に対し、約57%

が「YES」と答えている。その理由として「学力水準が高いこと」 (66%）、「しつけが行き届

いている」 (30%）、「少人数教育」 (25%）の割合が特に高い。

3. 子どもの家庭背景

先に明らかにしたように、 Prepの授業料は極めて高額に設定されている。 Boarding

Schoo]の場合は授業料に加えて、寮費なども加わる場合もある。したがって、入学者の属

性を考えると、先に見た高額な授業料や寮費の負担能力が問われている意味で、すでに入学

以前に、経済的な予備的選抜を受けていることになる。児童の出身階層について明らかにし

た研究は、管見の限り確認することができなかったため、とある Prepの保護者に父親の職

業について伺ってみたところ、主にロンドン・シティの金融業に勤務する父親、開業医や有

名企業の顧問弁護士、あるいは自ら会社を興し、経済的に成功した実業家・起業家が多いと

いうことであった。また、先祖代々から相続される不動産で莫大な収入を得ている「無職」

の保護者もいるようだ。

なお、昨今では、英国国籍以外の外国籍の児童•生徒が急増しているという。 1990年か

ら2005年までの外国籍の入学者に関するデータによると、 Prepのみで800名前後、 Nursery

から Seniorまでの IndependentSchoo]全体で8,000名程度を推移していたが、 2010年にはそ

れぞれ2,015名・ 10,900名、最新の2012年のデータでは2,399名・ 10,993名に増加している。

それ以前から英国の Prepはヨーロッパを中心に数多くの外国籍児童・生徒を受け入れて

きた。 2012年度の入学者の出身国別データでは、スペイン (Prepのみ397名と Independent

Schoo]全体843名）、ドイツ (256名・ 1,322名）、ロシア (186名・ 841名）などが際立って多い。

ところが、ここ数年の外国籍の入学者数の急増は、アジア各国、なかでも中国本土出身の

児童•生徒の増加が背景にあるという。それ以前から、アジア出身の児童といえば、もとも

と英国本国と結びつきが深く、英語が公用語のひとつになっている香港やシンガポールの

児童が中心であった。また、 90年代から日本や韓国出身の児童•生徒が少しずつ増えてき

た。しかし、その後、特にこの数年間の傾向を見る限り、中国本土出身の児童・生徒の数が

急増している。約10年前の2000年度には Prep17名と IndependentSchoo]全体464名、 2年

前の2010年度でさえ 14名と 1,486名に過ぎなかったが、最新データの2012年度には272名と
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1,649名と、 Independent全体では微増しつつ、 Prepに入学した児童はわずか2年間で20倍

以上に急増している（5)。その背景には、中国における昨今の急速な経済成長による家計水準

の上昇と、少子化を伴う教育意識の高まりが国内の公教育からの大規模な離脱と欧米圏の大

学・学校に向かわせていることを示唆している。また、初等教育段階 Prepの入学には、す

でに一部の都市部の幼稚園で開始されている本格的な英語教育が背景にあるとおもわれる。

こうした現象は、将来の「グローバル・エリート」に向けて、我が子を英国の Prepに入学さ

せる中国人の新たな教育意識や教育戦略を示唆しているといえる。

4．入学に至るプロセスと入学選抜

Prepの入学者の選抜は、日本の私立小学校入試のように、学校に志願者を集め、ほぼ同

ーの課題を親と子どもに課し、その様子や成果を試験官が審査員となって「客観的」に評価

し、業績順に合否を決めていく集団主義的 (collective)かつ競争主義的 (selective)な選抜ス

タイルを採用することはない。

以下は私が訪問した、ある Prepの事例である。同校に限らず、多くの学校では前年の9

月と翌年6月を中心に OpenMorningという学校開放日が設定されている。日本で言えば、

学校見学会または学校説明会といったところだろうが、日本のように学校関係者が一方的に

話をするような、通り一遍の「説明会」ではなく、学校長・教職員と保護者らがティーカッ

プ片手に談笑しつつ、学校に関する情報を交換したり、不明点を問い合わせる場になってい

る。最も多い保護者からの問い合わせは学校または学寮内での「いじめ」 (Bully)の問題だと

いう。いじめの被害者が他校への転校を余儀なくされる場合もあり、人権侵害の問題として、

かつてないほど対応に追われている。その後は在校生の案内で、学校内の施設を見学するこ

とができる。入学を希望する保護者は在籍する児童に学校や学寮に対する率直な印象を聞い

たり、質問することもできる。学校見学が一通り終わると、最後に再度、学校長や学校関係

者による説明や質疑応答が行われる。

入学を希望するものは用意された RegistrationFormに記入し、 £50を支払って家族と子ど

もの情報を登録する (Registration)。この登録は時期を問わず受け入れるため、特定の志望

校がある保護者の中には、子どもが生まれると、すぐに Registrationを行う者もいるという。

Registration Formには、家族の氏名、住所、連絡先、生年月日、年齢などの基本情報のみ

ならず、国籍、きょうだいの通学している学校、保護者の出身校や職業、宗教、さらには当

該学校との接点 (connection)など、かなり個人的なところまで記入する欄が設けられてい

る。この提出をもって、いわゆる「入学志願」をしたことになる。後日、入学時期が近づくと、

改めて学校に連絡をとって、学校長とスケジュールを調整の上、面接や試験の日程が決定さ

れる。

指定された日には、保護者と子どもがそれぞれ学校長と面接を行う。保護者に対しては子

どもの教育方針や志願理由、将来の希望などを訊く。子どもに対しても面接が行われるが、

肩肘張った「面接」というよりも、リラックスした雰囲気のなかで「面談」または「会話」が

行われるようである。また、学校によっては簡単な知能テストが行われることもある。子ど
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もの年齢が低くなればなるほど、保護者の面親が重視されるという。逆に入学時の年齢が高

くなればなるほど、学力が重視される。特に著名な進学校の Prepの場合、他の Prepや公

立学校から編入を希望する児童も少なくないため、その場合は基礎学力を判断するための英

語・算数の学科試験と面接を実施することが多い。

入学可否の判断は各学校によって様々だが、ほとんど学校長の判断によって決定されるケ

ースが多い。ある Prepで選抜の基準を伺ったところ、「それぞれの子どもがこの学校の児童

としてふさわしい家庭に育ち、しかるべき家庭教育を受けて、この学校で学ぶに相応しい能

力があるか」という学校長の主観・判断で入学者が決まることが多いということからも、入

学選抜には学校長の裁量がきわめて大きいことがわかる。また、その選抜の過程で、日本で

言うところの親や兄姉または紹介者などの存在（コネクション）が強い影響力をもっている

ことも特色である。とりわけ親や兄姉が優秀な在校生・卒業生であれば、その子どもや弟妹

に優先的に入学許可を出しているようである。もちろん、明言こそしないものの、保護者の

職業や身なり・立ち振る舞いなどから、子どもの教育環境、家庭の経済力、保護者の文化的

素養を見極めることもあるようだ。

入学者の受け入れは、 ‘‘Firstcome, First served” の原則に従って、一定の入学者数を見込

めた時点で、その後の受付を締め切ってしまう。厳格な「入学定員」なるものは存在しない

が、多くの入学者を受け入れてしまうと、セールスポイントである少人数教育の妨げになる

のみならず、そのことによって他の保護者からクレームを受けることもあるという。もちろ

ん、入学選抜の過程で、入学が認められない子どももいるが、それほど数が多いわけではない。

しかし、昨今では入学が認められなかった保護者が学校にクレームを申し立てるのか、学校

のホームページなどで、合否についての問い合わせや不許可になった場合のクレームには一

切応じない旨が記載されているケースもある。

英国の Prepの入学選抜の方法を知るにつれ、日本の私立小学校の競争主義的な入学選抜

のあり方が普遍的な現象ではなく、極めて日本に特徴的な選抜の方法であることが明らかに

なる。日本の小学校入試においては、保護者・兄姉・紹介者の私的なコネクションや一部の

教員の主観的な判断や評価は極力排除されるうえに（あったとしても「極秘裏」に行われる）、

入試での成績や業績を客観的に評価するのは困難な課題であっても、それを点数化して〈見

える〉評価を行うことで、できるだけ客観性を追求し、そのことによって「公平性」を担保

している。その前提•原則に立てば、英国の Prep はそれとは正反対の、著しく不公平・不

公正な選抜を行っているように見える。

ところが、それをある学校長に伺ってみたところ、「（日本の小学校入試のように）多様な

個性を持つ子どもに同一課題を与えて、テストを行って、果たして本当にその学校にとって
ペ ス ト

の最高の児童を集められるとは思えません。子どもの個性を見ることができなくなる点で

は、むしろ不公平ではないでしょうか」と日本の小学校入試を批判的に捉えて、答えてくれた。

英国の Prepのように、多少の「客観性」を犠牲にしても、志願者一人ひとりに注目し、家庭

環境を含めて、個別に入学可否を判断する方法はそれだけ入学選抜に対する哲学（アドミッ

ション・ポリシー）が現れているともいえ、言い得て妙だとおもったものである。
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5．社会化とカリキュラム

(l)保護者の教育意識とカリキュラム

そもそもいかなる理由で、保護者らは私立初等教育機関である Prepを選択するのだろう

か。公立小学校を選択・進学させた保護者との比較した下表によれば、全般的に Prepを選

択する保護者のほうが全般的な傾向として、学校教育の質を重視していることがわかる。と

りわけ、有意な差となって現れているのはクラスサイズ（学級規模）である。

（表）公立小学校（StateSchool) と私立小学校 (PrepSchool)に子どもを通わせる保護者の意識

の違い（％）

～子どもの学校（選択）において重視するもの～

Prep Schoo]選択の保護者 N=26 State School選択の保護者 N=85

教育の質 89 69 

子どもの幸せを願って 85 79 

子どもの必要 (needs)
69 59 

に合っているかどうか

学校の雰囲気や特徴 69 47 

クラスサイズ 65 ＞ 19 

児童の能力を伸ばす 50 44 

出典）AnneWest and Philip Noden., 2003, Parental Choice and Involvemnet: Private and State Schools, 174pp, 

Geoffery Walford (ed) British Private Schools Research on Policy and Practice, Routledge. 

筆者註）上記引用文献中で、統計的に有意だと示されたものについては不等号を付してあるが、そもそもサンプ

ルサイズが小さいために、その統計的処理に意味があるかどうかの判断は難しい。

クラスサイズは Prepはじめ IndependentSchoolにとって重要な教育的要素のひとつであ

り、じじつ、 Prepのクラスサイズは非常に小さく、教員一人当たりの児童数は公立小学校

の20.4に対し (Departrnantof Education,2011)、Prepはその半分の9.6に過ぎない。すなわ

ち10名足らずの少人数クラスは、児童一人ひとりの理解度や課題の進捗度に教師が対応で

きるのみならず、ディスカッションやデイベートなど、意見を弁論・交換し、議論を戦わせ

るうえで、極めて適合的なクラスサイズなのである。そこで鍛えられた弁論術や知識は後々、

パブリック・スクールやオックスブリッジヘの入学面接試験、あるいは中等・高等教育に進

学後、課内・課外活動で求められるプレゼンテーションやディスカッションの方法に通じて

いる。

先にも述べたように、多くの Prepでは、それぞれ教科専門の教師がおり、児童が専門の

教室に移動して、そこで授業を受けることが多いようである。以下、ある Prepのいくつか

の教科（外国語、宗教、芸術・エ芸）の様子を見ていこう。

この学校では、古典語であるラテン語のほか、現代外国語としてフランス語、イタリア語、

ドイツ語、ロシア語、中国語などのなかから選択して学習することができる。また、外国語

教育の一環として、 ドイツやフランスヘの研修旅行の機会もある。いずれも 10名～15名程
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度の少人数制で、一人の教師がフランス語とスペイン語またはドイツ語を掛け持ちで教える

こともあるという。ヨーロッパでは、英語以外にも複数の言語で自由自在コミュニケーショ

ンができる者も少なくないため、このような言語間の掛け持ちが可能になるのだという。

宗教の授業では同校のチャプレン（教会など宗教施設以外の場で宗教活動・教育に従事す

る聖職者）が宗教教育担当教員として、同校の教育理念でもあるアングリカンはもとより、

それ以外のカトリックやプロテスタントなどの教義や聖書解釈なども同時に教育するという。

また、文化的多様性が高まり、日常的に移民を目にする機会も増えたため、イスラム教やス

ーフィー信仰を学ぶ機会を設けているという。ただし、仏教や神道など、東洋の宗教・思想

はチャプレンにとって難しくてよくわからないため、取り上げる機会は少ないようだ。

芸術の教室や授業では、新聞紙や粘度などを使った、レベルの高い作品が並んでいる。児

童の多くが寮生であることから、怪我などの危険がない工具を除いて、 24時間いつでも作

品づくりに集中することもできる。また、 24時間開放されているパソコンルームでは、課

内ではパソコンによる文章作成やインターネットを利用した情報検索の方法を学ぶ。寮に住

む児童にとっては、インターネットやパソコンは保護者とメールや Skypeで連絡をとりあ

う重要なツールになっている。なお、インターネットはすべての有害サイトをブロックする

設定がなされている。

体育の授業では、まず体育館では卓球台やチェス、ビリヤード台などがある。屋外では広

い校庭で陸上、テニス、ゴルフ、フットボール、ラグビーなど多種多様な種目ができるうえ

に、校内アスレチックもできるなど、施設・環境は非常に充実している。そのほか校内にス

タジオもあり、演劇教育にも力を入れているようで、教師が役者となる児童にメイクを施し

て、本格的な練習をしたり、保護者や地域の人を招待して、公開されることもある。音楽の

教室ではピアノをはじめ多様な楽器に触れることができ、楽器の専門家から個人レッスンを

受けることもできる。

以上、 Prepに通う児童は出身階層もさることながら、将来的に社会のエリートである

し、エリートの育成を教育目的として明確に掲げている学校も多い。しかし、 Prepにおいて、

エリートとなるべき者は高い学力や知識をもつだけでは不十分であり、豊かな人間性を育む

うえで芸術・宗教・体育の授業や寮生活が必要不可欠だと考えられている。

昨今の学力重視の教育改革に反対する教職員組合は学校が「インディペンデントのように

なってしまう」と批判して、学カテストの導入に強い反対を表明している。しかし、 Prepの

現状を十分に観察すると、学力重視の改革が即「独立学校化」を意味するものではないこと

は明らかである。 Prepもパブリック・スクールも、学力はもちろんのこと、芸術や体育な

ど文字通り知・徳・体の全人教育を目指している学校が多い点からも、明らかにその種の批

判は正鵠を得ていない。

(2)寮生活

また、この Prepでは、在学者250名のうち、 9割以上の220名の児童が入寮している。寮

内では学年別に部屋割りがなされ、 5~6名程度の児童が同室でともに寝起きをしている。

親から離れて寮で生活するうえでは、当然ながら自律・自立することが求められる。もちろ
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ん寮監 (HouseMaster /Mistress)がおり、学校生活・日常生活の悩み事や緊急事には親代わ

りの対応や躾をしてくれるとはいえ、すべてに十分な対応ができるとは限らない。そこで幼

少時から自らを厳しく律し、秩序正しい生活が求められる。起床後にベッドの布団を畳むこ

と、食事の正しいマナーを習得すること、学習時間や課外活動に費やす時間も自ら設定し、

進んで取り組まなければならない。

Prep入学の5~7歳で親から離れる児童もいるなかで、何人かの児童に「親元を離れてさ

みしくないですか」と尋ねたところ、一児童が「ほとんど寂しいと思ったことはありません。

寮では大勢で生活していて、たくさんの友達と生活するのは楽しいし、何かあっても先生や

スタッフ（寮監）もきちんとケアしてくれるし、長期休暇のたびに実家に帰省しているから

大丈夫です」と笑顔で答えてくれた。しかし、多くの寮生のベッドの枕元には、家族の写真

が貼ってあるところを見ると、家族を恋しく思う気持ちが消えてなくなることは決してない

のである。また、寮生活では「いじめ」が深刻な問題になることもあり、なかには中途退学

を余儀なくされる児童も少なくないという。子どもの入寮を希望する保護者が最も気にかけ

るのはこの問題である。

(3)進路の問題

Prepの卒業生の多くはエリート中等教育機関であるパブリック・スクールヘの進学を希

望する。なかでも先に述べた名門のパブリック・スクール9校「ザ・ナイン」は児童の憧れ

の的である。さらに、これら名門校に進学するに当たっては、「スカラシップ生（奨学生）」

として入学したかどうかが進学した本人とともに、送り出した Prepにとっても重要な意味

をもつ。英国の学校や大学において、スカラシップは経済的に困窮している生徒や学生の支

援を目的としたものではなく、むしろ優秀な生徒・学生の奨学と名誉のために付与されるこ

とが一般的である。また、大学・大学院など高等教育機関においては、スカラシップの受賞

歴が本人の能力のひとつとして十分に評価され、進学や就職・転職のときなども評価の対象

になることも多い。

なお、イートン校のスカラシップ生は特別な試験を経て、 1学年約250名のうち、わずか

14名しか選抜されない特別な生徒である。彼らは「王の生徒」 (KingsScholars)という特別

の名称を与えられ、「コレッジ」という特別の学寮に居住し、通学することが許される。それ

以外の一般の生徒は「ハウス」と呼ばれる寮に住むので、「コレッジ」への入寮自体が名誉で

あり、他の生徒とは別格であることを証明するものでもある。

もちろん、スカラシップ生は成績優秀であることが基本的な条件であるが、パブリック・

スクールなど Seniorへの進学に当たっては、 Prepの児童を対象とした共通進学学カテス

トである CommonEntrance Examinationを受験することが一般的である。試験科目は英語、

算数、科学を必須とし、諸外国語（独語・仏語・西語や古典語であるラテン語・ギリシャ語）、

地理、歴史、宗教学は選択科目である。多くのパブリック・スクールでは、必須3科目に

加えて、外国語2科目（だいたいラテン語と現代語）に、地理または歴史学のいずれか1科

目、さらに学校によっては宗教学を指定する場合もある。試験は各 Prepで受験し、採点は

進学を希望するパブリック・スクールでおこなわれ、この試験の結果と Prepからの推薦状
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(reference)、そして面接 (interview)によって進学の可否が決定される。ちょうど日本の中

学受験に相当する年齢であり、試験の内容も範囲もそれに近いが、日本の難関私立中学校の

入試問題に比べれば、基礎的な問題が多いようにもみえる。しかし、 Prepの教師や保護者

の間から、進学先を決めるうえで大きな比重を占める「一発試験」への批判や、試験準備に

向けた詰め込み教育に対する批判が起きている。

6. 最後に

本稿は英国の Prepに関して、日本の「私立小学校」との比較を意識しつつ、学校運営の方

法、カリキュラム、家族の入学志向、入学選抜の方法、児童の属性など多様な点から比較し、

その異同を明らかにした。

昨今、貧困層の増大と格差の拡大に伴い、英国社会において「独立学校」に対する評価は

シビアな傾向にある。多くの国民にとって、 IndependentSchoolの高額な授業料（と寮費）

は経済的な障壁になっているし、パブリック・スクールを含めて、 IndependentSchoolに進

学しない限りは、オックスブリッジなどエリート大学への進学が難しいなど、英国社会の教

育機会の不平等の一因になっている事実は否定の仕様がない。

とはいえ、 IndependentSchoolやオックスブリッジは、英国社会において政治家や経済人

はじめ幾多のエリートを輩出し、彼らが英国社会を長らく牽引してきた史実を否定すること

もまた難しい。彼らの多くはオックスブリッジはじめエリート大学の卒業生であり、その履

歴を仔細に調べていくと、キャメロン同様、多くが名門パブリック・スクール、名門 Prep

で教育を受けている。 Independentの初等・中等学校からオックスブリッジに至るまで、い

わゆる「一貫校教育」を施しているわけではないのだが、しかし、そこには多くの人々には

「見えない壁」が間断なく立ちはだかっている。ラテン語による古典教養主義、ガウン着衣

のうえ多くの公的行事（宗教行事を含む）に出席する儀礼主義、あるいは親と離れてコレッ

ジやハウスと呼ばれる寮における共同生活のスタイルは初等教育段階の Prep、ハロウ校や

イートン校といった名門・中等教育機関のパブリック・スクール、そして私が一研究員とし

て在籍していたオックスフォード大学のすべてにおいて存在している。もちろんそれは 800

年以上もの長い時間をかけて構築された歴史があり、いつしか慣習化されていったに違いな

い。しかし、英国の独立学校とオックスブリッジを貫く独特の文化や慣習は、それらが行わ

れる重厚な建物を含めて、「部外者」の入り込む隙が著しく限られていることを囁くように知

らしめているようでもある。あたかも、外部者が乗り越えられない「見えない壁」を〈不平

等問題〉として摘発する「社会学」という新興の学問を嘲笑うかのように•••…。

付記：本論文は2012年度同志社女子大学在外研究制度（研究課題「日英の私立小学校の比較研究」）、

2013年度同志社女子大学研究助成金（奨励研究）、および平成25~28年度日本学術振興会 科学研

究費補助金 基盤研究(C)「公営非営利組織としての私立小学校の経営問題に関する日英比較教育

社会学的研究」（研究代表者・小針誠／研究課題番号25381149)による研究成果の一部である。
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(I) Independent Schoolの場合、 2歳から 5~7歳までの保育・幼児教育段階を Pre-Prepあるいは

NurseryやKinderg紅 ten、5~7歳から 11歳（女子は 13歳）までの初等教育段階を PrepSchoolまたは

Junior School、11歳（女子13歳）～18歳までの中等教育段階を SeniorSchoolと区別することもある。

(2) 志水(2002)は多様な属性と学力の生徒が学ぶ日本の公立中学校と英国のコンプリヘンシヴ・スクー

ルに注目して、両者を比較して、日本の学校文化の特質を論じている。

(3) 英国内で刊行されている様々なIndependentSchoolに関する案内書によれば、 600~700校以上の

Prep Schoolの存在が確認できる。しかし、そのすべてがIAPS（全国プレップ・スクール協会）に加盟

しているわけではないため、 Prepに関するデータは加盟の574校に限ったものであることを付記し

ておく。

(4) 日本円への換算レートは、 2012年1月～12月の大凡の平均をとって、£1=¥130とした。

(5) 2012年度のデータによると、日本人は Prep25 名 •IndependentSchool全体177名、韓国人は33名と

223名が入学している。韓国の人口規模が日本の約4割近くの4,800万人程度であることを考えると、

韓国人の海外留学教育熱は日本以上に高いと言える。
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