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公立進学高校における進学指導の制度化とその帰結
―1990 年代以降の東北地方 X 高校を事例として―

（冨田知世）

1. はじめに

　2000 年以降、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪など大都市を中心に公立進

学高校の「復権」を掲げた改革が進んでいる。70 年代までに導入された学校

群制度や総合選抜制度の影響、そして私学の躍進で、大学進学が私学優位となっ

ている地域である。いずれも、教育委員会が改革を主導し「進学指導重点校」

を指定した上で、「進学指導」を教育活動の中核に位置づけることを求めている。

教師による生徒の大学受験への関与を広義の進学指導とすれば、この改革が推

進する「進学指導」は、単なる教師の関与を指すのではなく、受験結果に対し

教師たちが一義的な責任を背負うこと、特定の大学（その多くは東京大学など

の難関大学）の合格者数の伸びを「成果」とみる、組織的な認知的枠組みを伴

わせることにその特徴がある。ここでは、このような認知的枠組みを教師の「受

験請負規範」と名付け、その規範を前提とすることに特徴をもつ進学指導のこ

とを括弧付きの「進学指導」と表現する。

　この「受験請負規範」を持つ「進学指導」が学校現場に制度化されていくこ

とは、教師たちにどのような帰結をもたらすのだろうか。現在、大都市の公立

進学高校に広がりつつある「進学指導」は、そもそも地方公立進学高校の特徴

として知られてきた(1)。有海（2011）は学習塾等の教育機会が乏しい地方にお

いて、進学校では教師が生徒の学習・進学意欲の維持に対して「全面的に面倒

をみる」という特徴があることを大都市との比較から捉えている。さらに一部
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の地方では 1980 年代半ばに各地の県議会などで、公立高校の大学進学実績低

迷が問題視されるようになり（小川 2000, p.125）、近年の大都市教育委員会が

進めている進学指導重点化施策を 1990 年頃から実施してきた。つまり、「受験

請負規範」をもつ「進学指導」が、すでに 1990 年頃に成立していたと推測さ

れる地方公立進学高校を事例とすることで、近年の大都市公立進学高校におけ

る「進学指導」の帰結を占うことができるかもしれない。

　そこで本研究は、東北地方の A 県を事例とする。東北地方では 6 県すべて

で 1990 年代に進学指導重点化施策が実施されている（千田 1993）。東北地方

において、この進学指導重点化施策の実施が、「受験請負規範」を伴う「進学

指導」が学校現場で構築される背景にあったと考える。A 県は、その先駆けと

なっており 1985 年に県議会で県の大学進学率が全国平均を大幅に下回ってい

る状況が問題視され（1985 年度 10 月・12 月定例会）(2)、その原因の一つを、

教育関係者は「学力」不足に求めた。そして A 県は、進学指導重点化施策を

1988 年度から開始し、県内の公立進学高校数校を対象に最初の 3 年間で 3000 

万円の予算を充てた。進学指導の充実が目指され、具体的到達目標として①入

試センター試験の県平均点を全国平均点に近づける、②国公立大への合格者数

を 2000 名の大台にのせる、③東大、京大、一橋大、東工大への合格者をそれ

ぞれの占有率の 1% 以上にする、という 3 点が掲げられた(3)。大学進学率低迷

に見る「学力」不足の対策を、学校現場の進学指導に求める姿勢を教育委員会

が見せたことは、「受験請負規範」を伴う「進学指導」に取り組むべきことを

県内の公立進学高校に対して公に認めたことを意味した(4)。このことを背景に、

A 県では「トップ」校とされる X 高校において、当時の教師たちによって「受

験請負規範」は補強され「進学指導」が制度化されていく。そして施策実施か

ら間もなく X 高校を中心に難関国立大学合格者数が飛躍的に伸び、施策は「成

功」と評された。

　以上のような A 県 X 高校を事例とし、制度化された「進学指導」が教師た

ちにもたらす帰結を明らかにできれば、2000 年以降の大都市に広がりを見せ

る「進学指導」の帰結を推察していくことができるだろう。大都市の「進学指

導」は先述したように地方公立進学高校の「進学指導」と、「受験請負規範」

という点で共通しており、さらに、1990 年代に地方公立進学高校で制度化さ
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れた「進学指導」の普及と見ることができるからである(5)。

2. 理論枠組みの検討

2.1 新制度派組織社会学

　以上より、本研究の分析課題は、「進学指導」の制度化とその帰結である。

本研究が注目する「進学指導」とは、教師の行為を方向づける認知的枠組みで

ある。つまり、生徒の大学受験に対して教師がいかに関与すべきかについての

教師に共有された認知的枠組みである。この認知的枠組みはいかなる概念で分

析していくことができるだろうか。

　これまでの進学校研究をみると、地方進学校生徒の進路選択に関する研究（吉

川 2001，苅谷他 2007，有海 2011）、進学校の文化論的研究（黄 1998，井上・

保田 2002）、地方公立進学校の政策転換に注目する研究（平木 2008）、進学校

の進学実績に関する雑誌記事がある。いずれも「進学指導」に伴う教師の認知

的枠組みを捉える視点は十分ではない。一方、日本の高校組織研究では、教育

社会学を中心として高校組織分析の枠組みが確立され、その枠組みのなかで教

師たちの振る舞いを方向づける認知的枠組みを「教師集団パースペクティブ」

（苅谷 1981）と概念化してきた。また、ミクロレベルの相互作用過程へと迫る

解釈的アプローチや、教師の意味世界を理解しようとする教員文化研究も、教

師の思考や振る舞いを方向づける認知的枠組みを捉えることを可能とする。

　しかし、本研究が問題とする「進学指導」を捉えるには、いずれの概念も限

界がある。本研究は制度化された
4 4 4 4 4 4

認知的枠組みに注目している。分析の過程で

明らかになるように、「受験請負規範」を伴う「進学指導」は、特定の時間・

空間に存在する教師の行為を方向づける認知的枠組みとして存在することを超

え、その文脈を離れ、他の時間（次世代の教師）・空間（大都市公立進学高校）

へと広がっていくことになる。それは Berger and Luckmann が制度化と述べ

るような「経験が一つの世代から次の世代へ、そして一つの集団からもう一つ

の集団へ、受け継がれる」過程と重なる（Berger and Luckmann 訳書，2003, 

p.105）。対して、先に述べた先行研究の概念は、認知的枠組みの制度化までを

含意するものではなかった。
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　そこで本研究では、認知的枠組みとしての「進学指導」を制度概念から分析

することを可能とする新制度派組織社会学を参照していくことにしたい。新制

度派組織社会学は Meyer and Rowan が 1977 年に発表した「制度化された組

織－神話と儀礼としての公式構造」に始まる。Meyer and Rowan は官僚制組

織が近代社会に普及した理由を、その合理性が当然視され神話のように信じ

られているから普及したと考えた。つまり、「ある社会関係のネットワークに

組み込まれている人々は、必然的にその社会的文脈に特有の文化の枠組みとい

うレンズを通して物事を見たり感じたりすることになる」（佐藤・山田 2004，

p.197-199）ために、官僚制組織の合理性は真に合理的かどうかとは別に、当

然視され普及したのだと考えた。そしてこの「レンズ」を文化 -認知的制度（Scott 

2014）として制度概念に位置付けたのである。彼らはこの文化 - 認知的制度が

広く複数の組織に影響を与えることを指摘した。以上のような特徴をもつ新制

度派組織社会学を本研究の事例に援用すれば、「進学指導」は、教師が生徒の

大学受験に対してどのように関与すべきかということに枠組みを提供するレン

ズとして、文化 - 認知的制度という概念から捉えることができるかもしれない。

（1）制度化という枠組み

　では、新制度派組織社会学は、どのような段階を経て認知的枠組みが制

度化すると想定しているのか。Scott（2014）は制度化における「客観化

（objectification）」の重要性を指摘する。Strang and Meyer（1993）によれ

ば、客観化とは理論化（theorizing）を指し、理論化はパターン化された行

為が、はっきりとした因果関係として説明されることを指す。加えて Berger 

and Luckmann（訳書，2003）は継承自体が客観化であると指摘する。新制

度派組織社会学における文化 - 認知的制度の発想は、知識社会学の Berger 

and Luckmann の制度概念に影響を受けている（Scott 2014）。Berger and 

Luckmann（訳書，2003，pp.84-85） は、制度を、パターン化された行為が類

型化され、歴史性と統制を伴ったものと定義する。類型化とは「X というタイ

プの行為は X というタイプの行為者によって遂行される」と想定することで

ある。歴史性とは、時間的に持続し新世代に継承されていく性格を指す。なお、

正当化図式が付与されることで、継承は可能になる。統制とは、「一つの方向

へと人間の行動を回路づけること」である（以上、Berger and Luckmann 訳書，
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2003，pp.95-96）。つまり、正当化図式を付与され、継承していくことが制度

化には必要であることを指摘している。

　以上の枠組みを援用すれば、客観化の過程が観察されたとき、「進学指導」

を文化 - 認知的制度と位置づけることが可能となる。

（2）脱制度化という枠組み

　さらに制度化された認知的枠組みは、その後、どのような過程をたどるのだ

ろうか。少し本稿の内容を先取りすれば、本研究の「進学指導」は上述した制

度化の過程をたどった後、安定して存在していたわけではなく変容していくこ

とになる。新制度派組織社会学の理論においても、一度構築された制度は決し

て不変的に存在するのではなく変容していくとされ、それを脱制度化という枠

組みで捉えている。では脱制度化研究において制度はどのような形に変容して

いくとされているのか。

　Oliver（1992, p.564）は脱制度化を「確立された実践や制度的実践の正当性

が蝕まれ、持続しなくなること」と定義する。Oliver の貢献は、脱制度化概念

の設定によって、制度の脆さを強調したことにある。それに加え脱制度化を導

く原因として、政略的・機能的・社会的圧力をあげ、それぞれ組織内部に由来

するものと、外部環境に由来するものに分けて体系的に示したことにある。各

圧力について簡単に説明しておこう。

　政略的圧力（political pressure）とは、制度の効用（utility）に対して、あ

る利害や信念を持つ特定のメンバーが疑義を呈する状況を指す。機能的圧力

（functional pressure）とは、制度の技術的価値（instrumental value）に疑義

が呈される状況を指す。社会的圧力（social pressure）とは、メンバーの入れ

替わり、職場の多様化の副産物として組織内部で規範の分断が生じることや、

合併などによって組織の歴史が中断することによる圧力を指す。または国家や

社会の制度的ルール、価値などが変化することによって生じる圧力を指す。こ

うした圧力のバランスで制度は脱制度化していくことを Oliver（1992）は示し

た。

　なお、本研究においてはデータの制約から脱制度化を促す諸圧力を厳密に特

定することは難しい。データの詳細は後述するが教師のインタビューデータが

中心となる本研究では教師から語られたことや教育行政施策などの観点から、
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脱制度化圧力について捉えていくことにしたい。しかしそのことは、それ以外

の要因が本研究の事例の脱制度化に関係していないことを断言するものではな

いことはあらかじめ述べておきたい。

　上述した Oliver の知見では、脱制度化することによって制度がどのような

形に変容するのか、という本研究の疑問に答えられない。そこで、Dacin and 

Dacin（2008）の知見を参照したい。Dacin and Dacin が事例としたのは、ア

メリカのテキサス A & M 大学のボンファイヤーというイベントである。丸太

を高く積み上げ、燃やし、巨大な炎を作り出す行事で、1909 年にスタートし

2002 年に脱制度化した。分析から Dacin and Dacin（2008）は Oliver（1992） 

の枠組みに新しい知見を加えている。1 つ目は脱制度化の圧力を押しとどめよ

うとする守護者（custodians）の存在である。2 つ目に危機的出来事の重要性

である。3 つ目に、制度には中核（core）と補助（ancillary）があり、補助的

制度は諸圧力の影響を受けやすいが、中核的制度はそれほど影響を受けないか、

むしろ強化すらされるという指摘である。4 つ目に脱制度化した実践は「制度

的残余物（institutional remnants）」として新しい伝統の構築に役立つという

ことである。このうちの 3 つ目の知見は、脱制度化した制度の形に言及するも

のである。脱制度化していった制度は補助的制度が先に抜け落ち、中核的制度

を残す形に変容する、という知見である。確かに本研究の事例でも、制度変容

は一気に生じるのではなく部分的に生じていており、この知見が援用できるか

もしれない。加えて変容に対して抵抗する教師が観察されていることから、守

護者という概念も援用できる可能性がある。

　しかし、Dacin and Dacin の枠組みには課題も残っている。Dacin and Dacin 

の分析では、最後まで残った制度を結果的に中核的制度と位置付けている。な

ぜそれが最後まで残り続け、逆になぜ別のものは途中で消失してしまったのか

を決定する要因を説明してはいない。そこで本研究では制度化された「進学指

導」のなかで一部の制度が中核的制度として残り続けていたとき、その決定要

因も考察しておきたい。以上、本研究の事例に対して新制度派組織社会学の分

析枠組みを当てはめて整理すれば図 1 のようになる。次節では、この枠組みを

援用し分析を進めていくことにする。



133

公立進学高校における進学指導の制度化とその帰結
―1990 年代以降の東北地方 X 高校を事例として―

（冨田知世）

3. 「進学指導」の制度化と脱制度化

　本節では A 県 X 高校を事例とし、1990 年代に X 高校で構築された「進学指

導」が文化 - 認知的制度として捉えられることを確認する。さらに 2000 年代

以降に観察される、制度化された「進学指導」の変容過程を、脱制度化という

枠組みから分析する。

　 X 高校は A 県の県庁所在地にあり、旧制一中の歴史を持つ伝統校である。

大学進学実績上でも県内の一番手校である。本研究は資料収集（学校史、教師

作成資料、同窓会誌、教育委員会発行資料）ならびに X 高校に勤務経験のあ

る現役・元教師へのインタビューを実施した。対象としたのは A ～ Q の合計

17 名である。図2 で濃く塗った年度が、それぞれのX 高校での勤務年度である。

なお、教師 A・B・C は 1989 年度以前に X 高校に転入している。全ての対象

図１　本研究の分析枠組み
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図２　インタビュー対象者の X 高校勤務年度
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者に対し、1 ～ 2 時間程度の半構造化インタビューを実施した。質問項目は、

赴任時にすでに X 高校にどのような進学指導が存在していたのか、その進学

指導をどのような過程を通し学んだのか、その進学指導に変更を加えることは

あったのか、赴任した頃から調査時点まで（すでに X 高校を離任した教師の

場合は離任時点まで）生徒や教師集団、進学指導などに変化はあったのか、が

主な内容である。対象者には時系列で経験を語ってもらい、その所々で、筆者

が上記の項目に関わる質問を重ねていく形で進行した。教師 A・B には 2014 

年 10 月に合同インタビューを実施した。両名は教員生活を終えていた。教師

C は、2013 年 9 月、2014 年 10 月に実施した。教師 E は、教師 C に紹介を受

ける形で、2014 年 10 月に教師 C も交えた合同インタビューを実施した。両名

共、X 高校をすでに離れて他校に勤務していた。教師 J も X 高校を離れ他校で

勤務していた。2016 年 9 月に実施した。それ以外の教師は当時 X 高校に現役

で勤務しており、2011 年 6 月と 10 月に X 高校を訪問しインタビューを実施し

た。6 月調査では教師 F・I・K・N・Q、10 月調査では教師 D（退職後、再任用）・

G・H・L・M・O・P を対象とした。なお、教師 C のみ複数回、そして単独と

合同インタビューを実施したため教師 C のデータを引用する場合は、インタ

ビュー実施年月と単独か合同かの区別を記載する。インタビューデータや資料

の引用部分はゴシック体で示していく(6)。

3.1. X 高校の「進学指導」の制度化：1990 年代

3.1.1. X 高校の「進学指導」

　本研究は「進学指導」を、単に生徒の大学受験に対して教師たちが関与する

ことを指すのではなく、受験結果に対し教師たちが一義的な責任を背負うこと、

難関大学の合格者数の伸びを「成果」とみなければならないという、「受験請

負規範」が伴うものと定義した。

　A 県教育委員会によって、教師たちが「受験請負規範」を持つことが公式に

認められただけではなく、X 高校の教師たち自身が、積極的にそのような認識

を補強した様子が、1990 年代に X 高校に勤務していた教師 A・B の語りから

は示されている。教師 A・B によれば、進学指導重点化施策以前にも、X 高校

には生徒の大学受験に向けた指導がすでに存在していたという。しかし 1990 
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年代になり、上記の定義に当てはまる「進学指導」が教師 A・B によって構築

された様子が語られた。教師 A は X 高校の勤務中に外部試験の分析手法を改

良した。それまで、外部試験の結果は総合
4 4

得点の平均点を他校と比べるだけで

あった。それを設問ごと
4 4 4 4

に簡易に比較できるように「X 高校指数」を作り出し

たという。さらに教師 B は、東大に合格した卒業生が在校時の校内試験でど

のくらいの成績を収めていたかを分析し、在学生の校内試験の成績から、東大

合格可能性を統計的に推測できるようにした。統計という形式で示したことは、

日々の学習指導の賜物として校内試験の結果が生じ、そして、その校内試験の

成績が東大合格へとつながるという因果関係を可視化させたことを意味する。

よって、教師 A が語るように、長期休業中に X 高校の教師たちは生徒に塾な

どの利用を積極的に回避させ「お前たちはよそに行っちゃ駄目だぞと、うちの

学校でやる講座が一番なんだから、それは一番実質的で効果があるんだから、

絶対行っちゃ駄目だぞ。」と呼びかける。この語りは、「受験請負規範」に基づ

くものだが、この規範は日々の学習指導と難関大学合格の間の因果関係の理論

化によって補強される。以上のように教育委員会による要請のみならず教師た

ちによっても「進学指導」における「受験請負規範」が補強された。

　さらに「受験請負規範」を実現するための具体的な規範や振る舞いが 1990 

年代の X 高校には構築されていた。1990 年代に X 高校に勤務した教師（A・B・

C・E・G・H）と、それらの教師を先輩に持った教師 J の語りと、当時の教師

たちが作成した教師向け・生徒向け手引書を参考にして確認していく。

a）　X 高校では教科間に優先順位がある。上から英語、数学、国語、理科およ

び社会という順で優先される。優先される英語、数学、国語は教員の数も多い

ため、1 学年に 2 名以上が配置され「チーム式指導」の体制で指導ができる。

教師 H は「国数英は予習復習できちっと基礎作る。で社会理科は授業で勝負」

と語る。教師 J は英語・数学に対して国語は一歩引かなければならないとの規

範を語っていた。この優先順位に応じて教育課程の時間数や生徒への課題量が

調整される。

b）　教師たちの力量を可視化し、教師たちが競争することで力量が鍛えられ

るとの規範も存在する。英語・国語は校内模擬試験の問題を教師たちが作成す

る。試験問題検討会という会議で問題を持ち寄り、誰の問題を採用するか選抜
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競争が行われる。この過程で、「良問」を作成できる教師が目指される。教師

B は問題検討会を経て「授業も指導力を、先生方、養っていったんだろうなと

思います」と語る。他にも、全教員が出席する成績検討会がある。主に外部試

験やセンター試験の結果が開示され、各クラスの平均得点が競われる。ここで

教師たちは、担当するクラスの成績が伸びなければ責任を感じ、成績を上げる

ことができれば、力のある教師として評価される。

c）　ただし、競争状況があるなかでも、教師たちは自身の教科だけに尽力せず、

5 教科総合成績のバランスに配慮する必要がある。もし、成績が伸び悩む教科

があれば、他の教科の教師は生徒への課題量を抑制するなど、連携が求められ

る。教師の指導の手引書には「教科間のバランス・総合力をいつも意識し、教

科セクトに陥らない」とある。

d）　放課後の時間は部活動や生徒の自学自習に優先するという規範もある。

1992 年 4 月に赴任した教師 E は教師 F ら同僚の教師と協力し、「能力のある子

は（中略）講習だ、課題だって、あんまり時間をね、奪ってしまったらかえっ

て伸ばせなくなる」との認識のもと、正規の授業時間外での補習や課題量を抑

制した。

3.1.2. 「進学指導」の制度化過程

（1）客観化（objectification）という側面

　以上の規範や振る舞いは客観化したという点で制度化したとみなされる。客

観化とは理論化（theorizing）を指し、理論化はパターン化された行為が、はっ

きりとした因果関係として説明されることを指す。この点は、先に示したよう

に X 高校の教師たちが日々の進学指導を原因とし、難関大学合格という結果

を位置づけたこと、その因果関係を統計手法で可視化させたところから観察で

きるだろう。

　Berger and Luckmann（訳書，2003）は継承自体が客観化であると指摘する。

2.1.（1） で確認したように継承には正当化図式が必要であるため、X 高校の「進

学指導」の正当化図式を確認する。先ほど参照した手引書からは、①国家に有

益な人材を地域から送り出すために、②東京大学に 10 人以上の合格者を輩出

可能にする進学指導であるとの正当化図式が読み取れる。さらにその正当化図

式は、進学実績の向上という事実によって補強される。X 高校にとって 1995 
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年度の東大合格者数は伝説となった。翌年も大きな記録が出る。そして 1997 

年に作成された教師向け指導手引書には「本校の歴史に燦然と輝く金字塔」と

記される。

（2）「進学指導」の継承

　以上の正当化図式を与えられた X 高校の「進学指導」は、次の場面で継承

されていく。まず各教科で開催される試験問題検討会がある。校内模擬試験の

問題作成をする中で、後輩教師たちは先輩教師たちの厳しい指導を受け、X 高

校の「進学指導」が目指す到達水準を理解する。成績検討会も同様に新任教師

たちに「進学指導」を継承する機会となる。担当クラスの生徒の成績が振るわ

ないことで、新任教師は「進学指導の未熟さ」を自認する。そして先輩教師の

指導や励ましを受け、「進学指導」への適応を強める。また、指導的立場にな

ることで「進学指導」の伝達者となる。この仕組みは、複数名の教師が配置さ

れる英語・数学・国語に当てはまる。教師 C は先の試験問題検討会で、赴任

したばかりの頃は「そこでケチョンケチョンにやられるわけ、最初は先輩に。「こ

んな問題駄目だ」とか。（2014.10・単）」と語る。だが、「（引用者注；X 高校

勤務年数が）真ん中過ぎると、僕らのほうもそういう注文を付ける側に回って

い（2014.10・単）」たという。また、教師 H は 1998 年 4 月に赴任した際の辞

令交付時に教務係長の先輩教師が新任者たちに対し「先生方が担任したり授業

で担当したりする、その目の前に座っている生徒の半分は（中略）東大もしく

は東北大に行く生徒です」と言われたことを鮮明に記憶していた。加えて、先

述した教師向けの手引書にも正当化図式は明文化され継承が試みられている。

　以上の客観化過程より、X 高校の「進学指導」は制度化したとみなすことが

できる。以下では 3.1.1. で示した a）を「教科間の優先順位制度」、b）を「競

争制度」、c）を「連携制度」、d）を「放課後確保制度」と呼ぶ。教師 C は「外

から来た人が独自性をいきなり発揮できるほど X 高の枠組みというのは甘く

ない（2014.10・単）」と述べた。その語りは、X 高校の「進学指導」が、教師

たちにとって客観的事実として存在していることを示している。

3.2.「進学指導」制度の脱制度化過程

3.2.1. 連携制度の脱制度化：2000 年代後半
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　「進学指導」制度は「受験請負規範」を前提とし、a）～ d）の複数の制度が

並存している。教師 J は2000 年代にX 高校に勤務していたが、勤務時期終盤に、

そのうちの連携制度が脱制度化し、次第に、競争制度が先鋭化する形に「進学

指導」制度が変容したのを認識した。競争制度が前面にせり出した成績検討会

においては、競争が「悪いことを教科のせいにするとか、いいことを教科の手

柄にするとかいうその評価システム」になってしまったと語る。「悪いこと（い

いこと）」とは、ある教科の生徒の成績が伸びない（伸びる）ことであり、そ

れを担当教科の教師の責任や手柄にしてしまう発想になっていたということで

ある。

　教師 J は、連携制度が抜け落ち、競争制度が支配的となった「進学指導」制

度に疑問を抱いた。難関国立大学への合格者を輩出するための手段である「進

学指導」制度の正当性（3.1.2. 正当化図式②）への疑義であった。教師 J は行

動も起こした。長期休業中の講習の時間割を一部変更し、理科の時間を増やし

た。教師 J のこのような振る舞いは、連携制度をもつ「進学指導」制度に従っ

た守護者としてのものであった。しかし他の教師から「前例にしないと言質を

取れ」と言われたという。連携制度がない「進学指導」制度を正当とみなす

同僚教師もまた守護者であり、教師 J の行動の影響を最小限にとどめる結果と

なった。

　連携制度はなぜ脱制度化したのか。直接的には教師 J のような行動をとる者

が少なかったことが考えられるが、なぜ少なかったかといえば人事異動という

社会的圧力によって制度の継承が不十分だったからと考えられる。しかし、一

方で継承されている制度があることを考慮すれば、連携制度は「進学指導」制

度の補助的制度であった。

3.2.2. 放課後確保制度の脱制度化と守護者の減少：2010 年代前半

　さらなる制度変容は 2010 年代にも見られた。学習指導要領の改訂に伴い X 

高校では理科の時間数が増加したことで、理系コースの国語と、放課後の時間

が減った。それまで X 高校の時間割は一日 5 時間構成となっていた。それが、

英語と数学の時間を固守するために 1 日だけ 6 時間目が追加された。教師の言

葉を借りれば「ぶら下がり」である。つまり、教科間の優先順位制度は守られ、

その代わり放課後確保制度が脱制度化した。ここから教科間の優先順位制度は
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中核的制度であり、放課後確保制度は補助的制度に近いと捉えられるだろう。

　放課後確保制度の脱制度化の直接的な原因は、学習指導要領の改訂（社会的

圧力）である。一方で守護者の減少によって、社会的圧力の影響を回避できな

かったと解釈させる語りも得られている。教師 H は「X 高校の事をドライに

考えられる」人・「全然こだわってない」人が存在するようになったと指摘し、

その背景に教師 M・H は人事異動の影響を指摘する。社会的圧力の認知である。

事例県の地元紙に掲載された教師（正規採用教員・管理職および、教科の教諭

を対象とし、養護教諭・栄養教諭等は除いた）の異動情報を 1990 年度から

2014 年度まで収集しデータ化したところ、確かに、1990 年 4 月から 1994 年 4 

月まで転入し、X 高校の「成功」を体験した世代の教師たちは、2006 年度の 2 

人を最後に 2007 年度以降 0 人となっている(7)。2010 年度以降、半分を占める

のが 2005 年 4 月以降に X 高校に異動してきた教師たちであった。

　また、教師 G は例えば、先の「ぶら下がり」に関連して次のような出来事

を語る。2002 年度の週 5 日制実施の際にも、X 高校は授業時間数の削減を迫

られ各教科の時間数減が問題となった。その時には、コマ数を捻出できない

とはっきり主張する教師がいたが、2012 年度からの「ぶら下がり」に関して、

職員会議で疑義が呈されることはなかったという。内心では抵抗感を抱いても

声を上げない。守護者の減少を示す例である。

　それでも放課後確保制度の脱制度化だけで済んだのは、残存する守護者の存

在が大きい。教師 H は「使命」という言葉で正当化図式を強調する。教師 H 

は近年の人事異動の傾向から、「X 高校は特別な学校じゃなくて、X 高校も他

の高校と同じ」であるという教育委員会からのまなざしを感じていた。それ

に対し「やっぱり、X 高校は X 高校としての使命があって、やっぱり、これ

までの伝統をみても、東大に県内で 1 番多く出さなきゃいけない学校（中略） 

なんだ」と語る。守護者の振る舞いは英語科の教師 I にも見られた。「チーム

式指導」が確立する X 高校の英語科は、1 学年 3 名が配置され、そのうち 2 名

が主力となり 3 年間同じ学年を担当する。主力 2 名のうち 1 名は「3 年間を見

通したプラン」（教師 I）を熟知した教師でなくてはならないが、2011 年度の

2 学年は、人事異動と教員数の減少（社会的圧力）のため「3 年間を見通した

プラン」を熟知した教師がおらず、教師 I は、急遽補佐役として 2 学年担当に
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なった。そして「X 高校の英語」を生徒のみならず教師にも伝達しているという。

　なお、生徒の質的変化が何らかの制度の脱制度化に結びついているという語

りはインタビューでは得られなかった。もちろん、生徒の変化は語られている。

例えば英語科の教師 K は中学校の教育課程の変更により、X 高校の英語が前

提とする文法的知識が不足している生徒が増えてきたと認識する。しかし、そ

れへの対応は「進学指導」制度の脱制度化ではなく、「進学指導」制度の枠内

で行われている。例えば、1 学年の教科書の難易度を下げることや、自身の授

業内で教授内容を精選するなどの対応である。

3.3. 中核的制度と補助的制度を決定する要因

　人事異動や学習指導要領の改訂という同じ社会的圧力にさらされながら、競

争制度と教科間の優先順位制度はなぜ残り、連携制度や放課後確保制度はなぜ

脱制度化してしまったのか。ここで組織内外に由来する何らかの脱制度化圧力

が、消失した制度にのみ影響を与えていたと仮定することもできるが、2.1.（2）

で述べたようにデータの制約から、ここでは教師たちが認識した圧力（学習指

導要領の改訂や人事異動）だけが発生していたと仮定しておきたい。その場合、

それらの圧力は「進学指導」制度の諸制度に均一の力を加えると考えられるこ

とから、中核的制度になり残存するか否かを決定する要因は、圧力の側ではな

く、圧力を受ける側、すなわち「進学指導」制度に内在すると考えられる。

　ここでは「進学指導」制度の「受験請負規範」に適合しやすいか否かが要因

となり、適合しやすいものが脱制度化の圧力の発生を契機に中核的制度として

守られるという仮説を提示したい。「受験請負規範」に統制される教師たちは、

たとえ多様な要因が絡んでいようとも、生徒の受験結果に対し自分たちの進学

指導に一義的な責任があると思わなければならない。これに対し、競争制度は

適合的である。競争制度は教師の責任という観点から見れば、教師個人レベル

にまで責任を明確化しうる仕組みである。対して、連携制度はその責任を曖昧

化し、請け負った責任を一時解除する仕組みでもある。さらに、「受験請負規

範」のもとでは、教師たちは進学指導の「成果」を難関大学の合格者数の伸び

に表れると思わなければならない。これに対しては、教科間の優先順位制度も

適合する。難関大学の受験教科として国語・数学・英語は必須であり、それら
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3 教科が優先される制度は難関大学合格という目標に向けては効率的な制度で

ある。対して、放課後確保制度は「進学指導」の管轄時間をあえて抑制する仕

組みであり「受験請負規範」には適合しない。

4. 変容する「進学指導」制度の帰結

　2010 ～ 2011 年度の校長 Q は、X 高校に赴任すると、教師全員と 30 分ほど

の面談を 9 日間かけて実施した。校長 Q は、教師たちが日々の「進学指導」

に余念なく務め、土日も部活動で非常に忙しい様子を語る。さらにワークライ

フバランスを著しく欠く教師も一部におり、「そのことは X 高校だから仕方が

ないっていう、また、そういう二重の責任感、そこで乗り越えてるっていうか

な、無理しているっていう現実もあって」と語る。校長 Q は、X 高校独特の

責任感から教師たちが抜け出せない様子を指摘している。

（1）競争制度で高められる教師の責任

　教師たちの責任は、2000 年代後半に連携制度が脱制度化したことで、過剰

に高められている。教師 J は、「教科（引用者注；各教科担当の教師）がその

生徒の責任を負うみたいな形だと、（中略）教科に責任が任せられてる現状で

は怖くて手は引けない」と過剰な責任を背負いこむ様子を語る。しかし、連携

制度があれば、「例えば学年で調整して、『この生徒はいまこの教科の勉強が必

要だから、国語はそれほど頑張らなくていいんじゃないですか。先生方みんな

それで了解ですね、（中略）』となれば、国語は言い訳できる」という。過剰に

責任が高められる競争制度のもとで、教師の仕事は増えるばかりである。例え

ば教師 J は、生徒に与える課題量が増えていったことを指摘したが、その分、

課題を作成し添削する教師の仕事量が増えていったことが示唆される。

（2）責任範囲の拡大

　2010 年代後半には、X 高校教師たちの責任範囲が拡大する。A 県教育委員

会は X 高校に、探究学習を目玉にした探究科の設置を決定した。新たな社会

的圧力の発生である。その際、教育委員会に設置された探究科検討委員会にお

いて「進学校では、センター試験で 1 点でも多く取らせることに力を注ぎ」、「ど

こが一番少子化に影響を与えているのかと考えると、地方の進学校なのではな
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いか」(8)という批判的意見が表明されている。その発言は従来の「進学指導」

とは違う「成果」を X 高校に求めるものである。この発言が見受けられる中

で決定した探究科の設置は、教師たちが背負う責任範囲の拡大を意味する。

（3）失われる自信と、得難い達成感

　高められ、範囲が拡大する責任は、次の状況と相まって教師を追い詰める。

探究科設置検討委員の発言に再度着目したい。同様の論理は、2014 年の地元

新聞の社説にも掲載され、A 県で目立ちつつある。この発言は、「進学指導」

制度を担う教師たちの自信を喪失させるかもしれない。地元新聞の社説を読ん

だ教師 C は、すでに X 高校を離れていたが、「何か長期的な見方をした場合、

A 県にメリットをもたらしたんだろうかと考えると、その中に加わった一人と

してちょっと生産的でなかったのかな（2014.10・単）」と、「反省」を口にした。

　高められる責任に反比例し、達成感が得難い状況もある。制度化当初も、教

師たちは責任を背負いこんできただろう。しかし、その分「成果」が向上する

という達成感を得ることもできた。しかし、2010 年代以降は、はっきりとし

た「成果」が得られなくなる。責任は過剰に高められる一方で、自信と達成感

を得ることが難しい状況が、X 高校教師たちを追い詰めている。さらに今後本

格化する探究科での学習は、「成果」が極めて不明瞭なものであり、その分達
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図３　X 高校の東大合格者推移

注 1）X 高校東京大学合格者数は小林（2009）と X 高校同窓会誌に記載された現・浪合格者情報、X
高校 HP に記載された情報をもとに作成
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成感を得ることも難しいだろう。教師たちは一層困難な状況に追い込まれてい

る。

5. まとめ

　本研究の目的は、教師たちが生徒の受験結果に対し一義的な責任を背負い、

その成果は難関大学の合格者数の伸びに表れると思わなければならないとい

う、「受験請負規範」を伴う「進学指導」の制度化が、教師にもたらす帰結を

明らかにすることであった。この「受験請負規範」は少なくとも東北地方の上

位の公立進学高校においてはある程度共通するというのが本研究の見立てであ

る。なぜなら 1990 年代に東北地方の教育委員会では一様に進学指導重点化施

策を実施したからである。 X 高校で観察された a）～ d）の制度の内容は、各

学校に応じたものがあると思われるが、「受験請負規範」は共通しているので

はないか。その典型例として本研究は東北地方 A 県 X 高校を事例とし、1990 

年代に「進学指導」が制度化された後、脱制度化圧力にさらされ変容した様子

とその帰結を明らかとした。「進学指導」制度は、「成果」が確実に得られた時

期には教師たちの達成感や喜びの源泉となっていた。しかし、教師間の競争を

熾烈化させる形へと「進学指導」制度が変容したこと、そして「成果」の伸び

悩みが見られることで、変容後の「進学指導」制度が、教師たちの責任を過剰

に高め、追い込む様子を捉えることとなった。本研究は教師について論じたも

のであったが、当然ながら教師による「進学指導」は、その指導下に生徒を統

制していくことになる。大学受験競争のなかで生徒が受ける教育の一端を本研

究の分析で示すことができたと考える。

　2000 年以降、大都市の公立進学高校の間に広がりを見せる「進学指導」も、

X 高校と同様の弊害を教師にもたらす可能性がある。そのことは 3.3. で示した

ことと関係する。「進学指導」制度は脱制度化の諸圧力にさらされた時、「受験

請負規範」に適合的な競争制度を残存しやすい性質を持っている可能性がある。

例えば東京都の公立進学高校でも、X 高校の競争制度のように教師個人レベル

で責任を明確化しうる仕組みが制度化されている(9)ため、様々な脱制度化圧力

の発生を見た時、X 高校と同様に競争制度が先鋭化する「進学指導」へと変容
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していくことが予想される。そこに、大学合格実績の低迷が重なれば、変容し

た「進学指導」は教師を過剰な責任で追い詰めることになる。近年の大都市に

おける公立進学高校改革は東大合格実績で見る「成功」ばかりがもてはやされ

ている。しかし、「進学指導」を担う教師を置き去りにしたまま、「進学指導」

が推し進められる現状は、危機感を持たざるを得ない。教師たちを過剰な責任

によって追い詰めることのない仕組みづくりを期待したい。

注

(1) 本稿では上山（2013）が三大都市圏（埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良）

と分類する地域を「大都市」とし、それ以外の地域を「地方」と呼ぶ。ただし、「進学指導」

が広がりつつあるのは「大都市」の中でも冒頭で言及した都府県である。

(2) 1990 年頃の大学進学率の地域分布をみると、三大都市圏では平均して 27.0% であるのに対し、

東北地方は宮城県を除く 5県でいずれも約 10％低くなっている（上山 2013）。
(3) 県教育委員会・県高等学校長協会が 1999 年に発行した『県高等学校五十年誌』に掲載された、

X 高校校長・県高等学校長会長も務めた者の回想録（pp.16-17）より確認できる。

(4) 県教育委員会が 1989 年に発行した『県高等学校四十年誌』に掲載された、県内進学校元校長の

回顧文には、施策前には「日陰者の悪業のように進学対策を講ずるのに悪戦苦闘した」が、施

策により「進学指導にはじめて陽が当たるのを感じた」（以上 p.53）とある。

(5) 東京都に代表される進学指導重点化施策を含めた教育改革は、新自由主義的改革における民間

の経営手法の導入とみなされている（乾 2004）。一方で、「進学指導」の確立にあたり現場の

教師たちは、地方公立進学高校を視察し「進学指導」のノウハウを学んでいる様子がメディア

で伝えられている。例えば日比谷高校教員が地方公立進学高校を視察した様子が 2018 年 3 月

20 日号の日経ビジネスオンライン「『我々はこうして復活した』変化に迫られる伝統校」や、

リクルートが発行する『キャリアガイダンス』2009 年 5 月 No.26 の「シリーズ・改革者たち」

で伝えられている。2007 年度から進学指導重点化施策を実施した神奈川県でも、指定校の横

浜翠嵐高校の当時の副校長、教頭が、2005 年頃から、北海道から鹿児島まで公立トップの進

学校を中心に実に 30 校あまりを訪問し、カリキュラムや指導方法を学んだとの様子が、2016

年 6 月 29 日朝日新聞朝刊で伝えられている。

(6) 対象者には、匿名性に十分配慮した上で、論文へのデータ使用の許諾を得ている。

(7) 1995 年度～ 2005 年度まで推移は、36 人、33 人、27 人、24 人、18 人、15 人、13 人、9人、5人、

4人、2人となっている。

(8) 第 1回（平成 27 年 6 月 9 日開催）および第 3回（平成 27 年 11 月 2 日開催）探究科等新学科設

置及び普通科活性化に係る検討委員会における「委員の主な意見」より引用。

(9) 例えば東京都の進学指導重点校に指定されている都立日比谷高校では、改革後、校内テストや

外部模試の結果を詳細に分析する年 2 回の会議が設けられている（長澤 2010）。東京都の進学

指導重点化施策の実施状況の報告書（東京都 2011）では、試験結果の分析を組織的に行うこ
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とや、他学年や卒業生徒の比較を行うことを進学指導重点校に求めており（東京都 2011, p.14-
15）、教師同士を競争させる仕組みになりかねない。
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