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５歳の子どもが経験したイギリスの学校
―教師・友だち・通知票―

（金子真理子）

１．はじめに

　日本から来た 5歳の子どもが、イギリスの公立小学校の 1年生に編入したら、

どうなるか。言葉は？勉強は？友だちはできるのか？また、このような子ども

を、学校はどのように受け入れてゆくのか。そして１年後、彼はクラスの一員

になれるのだろうか。

　本稿では、このような関心にもとづき、筆者の息子であるシンタロウが、約

1年間、ロンドンにある A 小学校で過ごした経験を、一事例として記述したい。

限られた紙幅で主に取り上げるのは、① A 小学校の社会的文脈と目的、②子

どもの文化間移動、③教師の対応や評価、④いじめられたらどうするか、⑤楽

しむことの大切さ、である。本稿の記述は、A 小学校でもらった文書資料や筆

者のフィールドノーツをもとにしており、人名は仮名である。

　2012 年 9 月、私は 1年間の研修専念期間を得て、ロンドンのキングス・カレッ

ジで研究する機会に恵まれた(1)。現地に着いて、子どもを連れて住まいを探す

ことになったが、それは、子どもがどの学校に通うことになるかという問題に

直結していた。シンタロウは、8 月に 5 歳になったばかりで、保育園にあと 1

年半以上在籍できる年齢だった。だが、イギリス（本稿ではイングランドを指

す(2)）では、子どもは 5歳になると義務教育が始まり、小学校の Year1（1 年生）

に入学する。しかも、学校の新年度の始まりは 9 月のため、8 月に 5 歳になっ

たばかりのシンタロウは、ぎりぎりで Year1 への入学年齢に達していた。

　本題に入る前に、教育制度について概観しておく必要がある。イギリスでは、
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義務教育は 5 ～ 16 歳の 11 年である。ただし、16 ～ 18 歳は教育あるいは訓練

に従事することが義務づけられ、この期間は進学者だけではなく、就職者もパー

トタイムの教育・訓練を継続するため、実際の離学年齢は 18 歳である(3)。イ

ギリスのナショナル・カリキュラムでは、表 1 に示す複数の学年にまたがる

キー・ステージ（以下では、KS と記す）ごとに、教えられるべき教科のセッ

トが示され、それぞれの教科ごとに、子どもが学ぶべき内容と到達目標が示さ

れている。地方教育当局（LEA）が公費で維持・管理している公立の小・中学

校はすべて、ナショナル・カリキュラムを教えることが義務づけられている。

ただし、児童・生徒から授業料を徴収して自己資金のみで学校経営を行ってい

る独立学校（Independent School）と呼ばれる私立学校や、政府から資金を直

接もらって運営しているアカデミー（Academy）などは、ナショナル・カリキュ

ラムに必ずしも従う必要はない(4)。

　表1に示すように、初等教育はKS1とKS2にまたがり、6年制のプライマリー・

スクール（Primary School）で行われるが、一部の学校では、インファント・

スクール（Infant School）とジュニア・スクール（Junior School）とに区分さ

れる場合もある。小学校には、義務教育ではないがレセプションと呼ばれる準

備学級が併設されているところが多い。中等教育は、KS3 と KS4 にまたがり、

6 年制のセカンダリー・スクール（Secondary School）で行われる。それぞれ

のキー・ステージの終わりには、子どもはフォーマルな評価を受ける。たとえ

ば、2013 年当時、義務教育の入口である KS1 の終わりには、教師が英語と算

数とサイエンスについて子どもの進み具合を評価していたが、2020 年現在は

というと、これに加えて全国学力テストが課されることになった模様である。

　次に、義務教育の出口はどうかというと、KS4 の生徒は、GCSE 試験と呼ば

れる中等教育修了一般資格試験（General Certificate of Secondary Education）

を中心とする、外部の試験機関による資格試験を各科目ごとに受ける。GCSE

試験の成績は、義務教育後の二年間の大学進学準備コースである A レベルコー

スへの進学要件になるだけでなく、大学進学の際にも、A レベル試験の成績と

ともに参考にされる。子どもは義務教育期間を通して、教師による評価や全国

学力テスト、最終的には GCSE 試験によって、定期的にフォーマルな評価を

受け続けるのである。
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　それでは、制度の概略をこのようにおさえた上で、子どもの Year1 での生活

を振り返りたい。

２．A小学校の概要

（１）社会的文脈

　子どもが入学したのは、渡英後に借りたフラットから徒歩 3 分の A 小学校

であった。イギリスでは、公立の小・中学校においても、保護者が子どもの学

校を選択することになっている。公立校に関しては、Ofsted（英国教育水準局）

による学校監査報告書や全国学力テストの結果、学校予算、児童生徒数／教員

数の比率、英語が母語ではない児童生徒の割合、児童生徒の欠席率など、多岐

にわたる共通情報が、学校間で比較可能な形で公開されている(5)。保護者はこ

うした情報を比較検討し、複数の学校を見学したりして、学校選びを行うが、

人気のある学校には長いウェイティング・リストがある場合も多い。そういう

場合は、学校までの距離がものを言うので、学校の近くにわざわざ引っ越す人

もいるらしい。

　シンタロウは、紆余曲折を経て、新年度の開始から 2 週間遅れた 9 月 17 日

より、A 小学校の Year1 に入れることになった。この学校は、レセプションを

併設したインファント・スクールだった。当時、学校でもらったカラフルな学

校案内の最初のページには、「校長からの手紙」として、保護者に向けて次の

年齢 学年 キー・ステージ アセスメント

3歳～4歳

4歳～5歳 レセプション ※教師によるアセスメント(年度はじめにも追加で行う場合がある)

5歳～6歳 Year 1 フォニックス・スクリーニング・チェック

6歳～7歳 Year 2
教師によるアセスメント（英語・算数・サイエンス）
※ナショナルテストと教師によるアセスメント（英語・算数・サイエンス）

7歳～8歳 Year 3

8歳～9歳 Year 4

9歳～10歳 Year 5

10歳～11歳 Year 6
ナショナルテストと教師によるアセスメント（英語・算数・サイエンス）
※ナショナルテストと教師によるアセスメント（英語・算数）と教師によるア
セスメント（サイエンス）

11歳～12歳 Year 7 教師によるアセスメント

12歳～13歳 Year 8 教師によるアセスメント

13歳～14歳 Year 9 教師によるアセスメント

14歳～15歳 Year 10 いくつかの科目でGCSE試験を受ける子どももいる

15歳～16歳 Year 11 ほとんどの子どもがGCSE試験等を受ける

Secondry School

注）政府によるHP（https://www.gov.uk/national-curriculum）の2013年時点の記述をもとに筆者作成
　　※印は、2020年3月1日現在、変更された点を追記した。

表1　キー・ステージ
学校

Nursery, Nursery class

Primary
School

Infant
School

Junior
School

Eealy Years
Foundation Stage

KS2

KS1

KS3

KS4
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ようなメッセージが載っていた。要点を抜粋しよう。

　A 小学校へようこそ

　 　A 小学校は、4〜 7歳の子どものための地域学校（Community School）(6)

です。この学校は、さまざまなニーズのある児童を歓迎し、受け入れていま

す。本校は、インクルージョンに精力的に取り組み、社会的、文化的、言語

的に多様なコミュニティに貢献しています。私たちは、この多様性こそ、子

どもたちの教育経験を豊かにする資産であると考えています。

　 　学校生活の始まりは、子どもだけでなく、親や保護者にとっても不安を感

じる時だと理解しています。あなたの助けとサポートを得て、私たちは、子

どもが成長・発達してゆく、思いやりと刺激に満ちた環境を提供するために、

連携して働くことを目指しています。

　2012 年時点で、A 小学校は、Ofsted によって数年前に示された学校監査報

告書で、「優れている（Outstanding）」という最高レベルの評価を得ていた。

理由は、児童たちの学力が高かったからではない。エスニック・マイノリティ

出身の児童が約 2/3、英語を母語としない児童が半数以上(7)いるなかで、子ど

もたちが大きな進歩を遂げて、「平均以上の学力」に達していることが評価さ

れたのである。また、学校監査報告書では、教師の優れた指導法、豊かなカリ

キュラム、教師による細心のケアとアドバイスが親たちに高く評価されている

ことも注目され、次のような親の声が紹介されている。「この学校には、温かく、

インクルーシブな雰囲気があるので、誰もが自分を価値ある存在と感じられ、

学校の一員になれる。」同報告書では、このようなポジティブな考え方は、校

長の傑出したリーダーシップによるところが大きいとみている。校長は、副校

長らに支えられながら、教職員や親たちから信望を受け、子どもたちに自らを

信じて努力する気にさせる中軸的役割を果たしている、というのである。

（２）学校の目的

　次に、当時の学校案内から、A 小学校が掲げていた目的を確認しておきたい。
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　私たちの学校の目的

　 　本校は、多様性を喜んで受け入れ、子どもたちが安全で幸せな環境でのび

やかに育つ学校になるよう努めます。ここでは、誰もが高い期待と高い基準

を達成できるよう、学校コミュニティ全体で協働します。

私たちは、次のことを信じています。

• すべての人にとっての平等な機会

• 個人が重要であること

• 多様性を祝福すること

• 自己と他者を尊重すること

• 全員が学習コミュニティに貢献すること

• 誰もが成功することができ、これを促進することは私たちの責任であるこ

と

• 知性は、たくさんの異なる方法で表出されうること

• コミュニティのすべての学習者が潜在能力を発揮する権利があること

• 学習は、意味を感じられ、楽しいものでなければならないこと

• 高い期待を分かち持つことの重要性

• 達成を祝うことの重要性

　以上の目的を見ると、個人の意思を尊重し、多様性を祝福し、誰もが楽しく

学び、参画できる学校であろうとする意志が読み取れる。だからといって、楽

しければよいというわけではない。多様な背景を持った児童一人一人が、「平

等な機会」を保障され、高い期待と高い基準を達成できることまでもが目標に

掲げられていた。

３．「う」がない

　A 小学校には、日本人を含めて、様々なエスニック・グループの子どもが在

籍していた。私は、ひらがなも知らなかった息子に、Shintaro という名前のス

ペルをなんとか覚えさせ、初めての登校日を迎えた。夕方、児童たちが親の迎
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えを待つスペースに駆けつけると、彼は何とも言えない微妙な表情で、クラス

の子どもたちと並んで床に座っていた。

　子どもは英語がわからないから、教師の言っていることがわからない。さら

に、保育園とは様子が違う学校という場所の意味もわかっていなかった。英語

と勉強という二重苦をいきなり背負わされ、訳がわからなかったようだ。それ

でも子どもは、学校には行くものだと思わされて、数日間は黙って行った。ト

イレに行きたいという言葉が言えずにおもらしをしたが、誰にも気づかれない

まま、何食わぬ顔で一日過ごしていた日もあった。

　初登校から一週間くらいたった頃、学校からの帰り道、シンタロウが下を向

いて、「う」がない、と不満そうに言った。「えっ？何？」と聞き返すと、眉を

ひそめて答えた。

　「外国の人は、僕のことをシンタ́ーロって呼ぶんだ。「う」がないんだよ。僕

の名前はしんたろうなのに。何度も間違えてさ。外国の人は、だから嫌なんだ。」

　英語がわからなくて、四苦八苦していたのは想像できる。しかし、シンタロ

ウが置かれた立場を考えれば、教師のほうが間違っている点を、たとえ一つで

も指摘できることは驚きだった。私は、「たしかに自分の名前だけは、あなた

が正しいよね。」と同意した。それから、日本語と英語のイントネーションの

違いや、そもそも私が教えた Shintaro というつづり方がそうなっているから

かもしれない、と付け加えた。

　また、シンタロウは、分別ある大人ならおそらく、自分のことをイギリスに

おける外国人ととらえるところを、この期に及んで、イギリスの人々のことを

外国人として見ているようであった。5 歳の子どものこのような自己中心的な

考え方が、文化間移動の最初の段階において壁になるかもしれない一方で、ア

イデンティティを保持し、自己を主張する精神を捨てさせないのだとすれば、

それはそれで意味があるようにも感じられる。

　当時、シンタロウのクラスには、4 人の日本人の女児が在籍していた。その

一人の母親に、シンタロウが「う」がないと言った話をしたことがある。する

と、4 人の同級生たちは、その後、やたら注意深く「しんたろうくん」と呼ん

でくれるようになった。その後、シンタロウが「シンタ́ーロ」と呼ばれるのに

慣れてきてからも、彼女たちは律義に「しんたろうくん」と呼び続けてくれた
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のである。

４．一番好きなところに行って、好きなことをして過ごしなさい。

　イギリスの学校では、9月初旬から 12 月の第 3週くらいまでを秋学期、1月

初旬から 3 月末までを春学期、4 月下旬から 7 月下旬までを夏学期と呼び、学

期の間には、冬休み、春休み、夏休みがある。また、各学期中の真ん中くらい

には、ハーフ・タームと呼ばれる約 1週間の休みもある。

　みんなより少し遅れて、9 月 17 日から学校に通い始めたシンタロウは、し

だいに「つらい」と言うようになった。「何がつらい？」と聞くと、「全部」「始

まりから終わりまで何もかもだよ」と、そんなこともわからないの？と言わん

ばかりの返事である。それでも、10 月下旬にはハーフ・タームがある。それ

を心待ちにして、行き渋る子どもを元気づけたり、なだめすかしたりしながら、

学校に連れて行く日々が始まった。近所の高齢の女性が、「昔、私の息子もずっ

とそうだった。最初のハーフ・タームまで、毎日、毎日よ。」と声をかけてくれた。

　シンタロウは、日本で 0歳から保育園に通ったが、最初の 1年間くらい毎朝

大泣きした。私が後ろ髪をひかれていると、保育園の先生が、「お母さんの顔

が見えなくなると、あきらめて楽しく過ごせるようになりますから、早く仕事

に行ってください。」と明るく追い出してくれた。いつしか私も、子どもとは

こういうものだと思い込み、その行動パターンを踏襲していた。

　しかし、イギリスに来て、このような私の「常識」に、疑問が投げかけられ

た。我慢が限界に達したのか、10 月 12 日の朝、送り届けた教室前で、シンタ

ロウが猛然と泣きだした。私は、日本の保育園での様子を話して、親の姿が見

えなくなれば泣き止むと思う、とクラス担任のキャシーに伝えた。だが、1 時

間もしないうちに電話がかかってきた。シンタロウが泣き止まないから、迎え

に来るようにというのである。学校は、保育園とは違うのである。シンタロウ

は、廊下のようなところでしくしく泣きながら、副校長や担任らといた。

　シンタロウの傍らで、大人たちは頭を突き合わせて「何で泣いているのか」

を考えていた。私に思い当たる理由をどんどん尋ねてくるので、「スイミング

があるからかもしれない」と、まずは目先の問題を話した。シンタロウにとって、
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これも初めての経験だった。副校長は目を輝かせて、「それよ。スイミングよ。」

と言った。キャシーは、「うーん。そんなふうには見えなかったわ。」と首をひ

ねった。彼女は子どもをよく見ている。次に私は、言葉や勉強の問題や、１週

間ばかり滞在中のシンタロウの父親が明日日本に帰国予定であることなどを話

した。すると、副校長らは、はっはーんというように、何度も肯き、ようやく

腑に落ちたようだった。そして、シンタロウと私に向かって、「今日はもう帰っ

ていいです。一日学校を休み、シンタロウが一番好きなところに行って、好き

なことをして過ごしなさい。」と言うのである。彼女たちは、いったん納得す

れば、厳格なルールのもとでも、臨機応変な対応をとることがわかった。

　制度的に見ると、イギリスの学校では、子どもの欠席や遅刻には厳格に臨む

ことが定められている。A 校の学校案内でも、「出席と時間厳守」は、他の頁

と明らかに異なるトーンで、次のように書かれていた。

　・ あなたの子どもが定期的かつ時間通りに登校することが重要です。遅刻し

た子どもは、クラスの気を散らし、大切な授業時間を奪います。現在、学

校は出席を監視する事務員を雇用しており、午前 9時以降に到着する子ど

もは、遅刻者として記録されます。遅刻や欠席が続く場合は、教育福祉担

当者が地方教育当局（Local Education Authority, LEA）に代わり、あな

たに連絡します。

　・ 子どもが欠席する際には、書面または電話で学校事務室に連絡しなければ

なりません。病気、宗教儀式、または特別な理由により欠席する場合は、

公認欠席になります。一方で、理由がない、または容認できない理由の場

合は、無断欠席とみなされます。そして、地方自治体に報告され、保護者

に罰金が科される場合があります。

　以上のルールは厳格に適用され、学期中に子どもを旅行や出張に連れていく

ことも、許されていない。筆者ものちに、出張に同行させようと、理由書をつ

けて子どもの欠席許可を申請したことがあるが、許可されなかった。しかし今

回は、このような厳格なルールとは対照的に、例外的対応が取られたのである。

副校長は続けた。「今日はそれが、学校に来ることよりも、あなたたち家族にとっ
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て大切なことです。」

　シンタロウもこの言葉を聴いていた。おかげでその日は、後ろめたさを一切

感じることなく、堂々と地下鉄に乗り、自然史博物館に恐竜の化石を見に行っ

た。シンタロウは満足そうだった。そして、この日を境に、泣かずに学校に行

くようになったのである。

　A 小学校は、多様な社会的・文化的背景を持つ子どもたちが学ぶ場として、

常に温かい雰囲気を演出していた。しかし、誰もが自由気ままに行動してよい

わけではなく、遅刻や欠席に対しては驚くほど厳格なルールを家庭に守らせて

いた。それが必要な理由もあった。もちろん、児童生徒の欠席率などが政府の

ウェブサイト等で公開されるという事情もあるだろうが、そもそも多様な背景

を持つ子どもが共に学ぶためには、このような面での共通ルールは欠かせない

ものだったと思う。ただしそのルールも、子どもの「いま・ここ」の反応とそ

の理由次第では、臨機応変に運用されていた。ルールそのものよりも、子ども

の言動や反応から、その意思を推し量り、子ども自身が納得できる対応をとる

ことが優先されていたのだと思われる。

　あらためてこの出来事を振り返ると、知らぬ間につくられていた私の常識こ

そ、問題だったのではないだろうか。子どもの意思を推測できるのに、学校に

行かせれば何とかなると、それ以外の対応を考えてこなかった。いや、子ども

の意思でさえ、都合よく解釈して、ああでもない、こうでもない、と頭を突き

合わせて考える機会を逸してきたのではないか。あの日、子どもは一日遊べた

から元気になったというより、自分の意思を聴いてくれる存在がいて、自分で

その日の行動を選択できたことで、はじめて納得したのだと思われる。5 歳の

子どもが、自分の意思が尊重されることを、求めていたのである。

５．いじめられたらどうするか？

（１）「いじめの国際比較研究」

　森田洋司らが 10 歳～ 15 歳の小・中学生に行った「いじめの国際比較研究」

では、学校内でいじめの起こる場所を複数回答で尋ねた結果、日本では教室

が中心であるのに対し（「教室」76.4%、「廊下階段」30.3％、「校庭」12.6％）、



122

子ども社会研究 26 号　海外研究情報

イギリスでは校庭が最も多かった（「校庭」56.2%、「教室」52.6％、「廊下階段」

30.0％）。（滝 2001，p.62）

　なお、このような国際比較を行う場合、「いじめ」の定義の相違に留意が必

要だが、同調査では、いじめの操作的な定義が、調査票上で次のようになされ

ている（森田 2001，p.9）。

　 　これから、「いじめられる」ことや「いじめること」などについての質問

をします。

　 　このアンケート調査で「いじめる」とは、ほかの人（児童または生徒）に

対して、

　＊いやな悪口を言ったり、からかったりする

　＊無視をしたり仲間はずれにする

　＊たたいたり、けったり、おどしたりする

　＊ その人がみんなからきらわれるようなうわさをしたり、紙などにひどい

ことを書いてわたしたり、その人の持ち物にひどいことを書いたりする

　＊その他、これらに似たことをする、などのことです。

　　いじの悪いやりかたで、何度も繰り返しからかうのも、いじめです。

　 　しかし、からかわれた人もいっしょに心のそこから楽しむようなからかい

は、いじめではありません。

　 　また，同じくらいの力の子どもどうしが、口げんかをしたり、とっくみあ

いのけんかをしたりするのは、いじめではありません。

　本稿では、以上の定義にもとづきながら、「いじめられたらどうするか」と

いう問題を検討することにしたい。多様性が尊重されている A 小学校にあっ

ても、Year1 の子どもが集まれば、悪口や仲間はずれ、暴力などは、起きるも

のである。その時、いじめられた子どもや教師は、どう対応するのか。シンタ

ロウの周りで起きた事例から見ていこう。
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（２）3つの言葉

　シンタロウが最初のハーフ・タームを心待ちにしている頃のことだった。友

人のヒデミさんと息子のショウくんと、イタリアンレストランで夕食をとった。

ヒデミさんは、配偶者のロンドン駐在が長く、子どもの学校事情にも詳しかっ

た。息子のショウくんは、シンタロウより 4歳ほど年上で、シンタロウとは別

の公立小学校のYear5に在籍していた。シンタロウがウルトラマンの話をして、

ショウくんが「何それ？職業は？どうやって稼いでるの？」などと突っ込みを

入れ、ヒデミさんが「やめて、ヒーローなんだから。」といさめたりして、楽

しい雰囲気が最高潮の時だ。シンタロウがふいに、「ぼく、入って来るなって

言われるんだよ。」と言い出した。私より先に、ショウくんが「えっ」と表情

を変えた。彼は、それまでとは打って変わって慎重に、シンタロウから一つ一

つ聞き出してくれた。それによると、校庭の隅のほうに建てられた小さなハウ

スの中に、シンタロウが入ろうとする度に、「入って来ないで」「出ていけ」と

言われるらしい。ショウくんは、言葉は？どんな子？髪の色は？などと質問し

ては、何か考えているようだったけれど、憶測でアドバイスする子どもではな

かった。ヒデミさんが、「ほら、あの、3つの言葉があったじゃない？」と、ショ

ウくんに言った。

・Stop it.（やめろ）

・I don't like it.（それはいやだ）

・Go away.（あっちへ行け）

　これは、ショウくんが通う小学校の校長が、友だちから嫌なことをされた時

に、自分を守る言葉として、子どもと保護者を集めた集会のようなところで

伝えたものだ。ショウくんが「いや、3 つ目までは、さすがに言わないから。」

と首を振ったところを見ると、実用性や汎用性には難があるらしい。たしかに

発達段階や状況にもよるだろう。だが、これはシンタロウにも使える簡単な言

葉で、渡りに船だった。
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（３）噛まれたらどうするか？

　3 つの言葉は、良いか悪いかは別として、嫌なことをされたり言われたりし

た時に使うと、それなりに効果があったらしい。それは、語学力のない子ども

が自分で自分を守る武器として機能しているようにみえた。そうこうして学校

に慣れてきた矢先の 11 月、シンタロウが腕を噛まれて帰宅したことがあった。

シンタロウによると、校庭などで活動する際、教師の指示で二人組を作ること

がよくあり、一定期間ごとに決められた二人組の相方を特別パートナー（special 

partner）、子どもたちにその場で適当に二人組を作らせるときの相方を誰でも

パートナー（any partner）というらしい。教師の指示をよく聞き取れないシ

ンタロウに対し、特別パートナーの男児がイライラを募らせていたので、それ

で噛まれたと思うと、シンタロウは憂鬱な顔で言った。

　私は、ギリシャ系の大家さんに相談すると、「えっ、噛まれたの？最悪じゃ

ないか！」と憤り、「もちろん教師にすぐ言う。あたりまえじゃないか。」と言

われた。彼にとってあたりまえのことを、私はわざわざ相談したことになる。

考えてみると、私は、子どもの保育園時代には、自分から何かを言って、子ど

も同士のトラブルに対処した経験がほとんどなかった。たとえば、子どもが顔

をひっかかれた時、自分から言わなくても、連絡帳に、「これこれこういう状

況で、友だちにひっかかれました。急なことで止められず、申し訳ありません。」

と丁寧に書かれていたし、ひっかいた子どもの母親から謝罪のメールをもらっ

たこともあった。そんなふうに先回りした状況説明や謝罪の言葉があったので、

「いえいえ、お互い様ですから。」と言うしかなかったのである。

　しかし、ここでは先回りの状況説明や謝罪は、期待できそうもない。教師は

おそらく気づいていないだろうし、状況を変えたければ、子どももしくは親が

自分から言う必要があった。シンタロウが言えないと言うので、私が短い手紙

を書くことにした。子どもが同級生に授業中に噛まれたことを伝え、特別パー

トナーを変えるか、彼が噛まないように注意してほしい、といった内容である。

朝の送迎時、教室の入り口で担任のキャシーに手紙を渡した。その日の午後、

迎えの時間にシンタロウを探していると、いつの間にか彼女が私の横にすっと

立っていた。「あの手紙のことだけど・・・」と言うので、その時の状況を知

りたいし、子どもがようやく学校に慣れてきたばかりだから何とかしてほしい
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と伝えた。すると彼女は、「調査するわ。（I will investigate it.）」とだけ返答し

た。数分後、噛んだ子どもとその母親が、キャシーの後ろから、教室に入って

いくのが見えた。

　翌日、シンタロウがポケットから、くしゃくしゃになった A4 の紙を出し

た。ごみと間違えて捨てそうになりながらも広げてみると、子どもの字で、

「噛んでごめん、シンタロウ。ジェイより。（Sorry shintaro that I bit you. from 

Jay.）」と書いてあった。シンタロウが「ジェイからの手紙だって。キャシー

がくれた。」と言った。えっ、それだけ？調査ってこれだったのか、と気が抜

けた。その後も状況の説明はなく、これで「解決」したようだった。しかし、

シンタロウと彼は、それからまあまあ仲の良い友だちになったので、わからな

いものである。

　その後、他の子どもとの間でも、いくつかトラブルは起きた。校庭で、シン

タロウの工作作品が奪われ、落とされ、踏みつけられたこともあった。その時は、

シンタロウが泣き出し、たまたま目撃していた同級生の母親のひとりが、やっ

た子を追いかけて謝らせ、その子の母親にも注意してくれたと聞いた。教師は、

校庭の隅々まで見ているわけではない。小さな事件が起こる度に、モグラたた

きのように、子ども本人や周囲の誰かが声を出してはじめて、対症療法的な「解

決」のプロセスが始まるのであった。

（４）自分で言うということ

　日本では、「いじめ撲滅」「いじめゼロ」といったスローガンを耳にすること

があるが、イギリスの小学校では、いじめを未然防止するという視点はあまり

なく、トラブルが起きたときに一つ一つ対処することに徹しているようにみえ

た。そこでは、子どもも自ら対処する主体になることが求められていたといえ

る。自分を守る 3つの言葉もそうである。教師は、いじめる側を指導するのは

もちろんだが、いじめられる側が対処しうる手段を具体的に示すことで、語学

力の乏しい子どもでも自ら対処しうる主体になれるよう働きかけたのではない

だろうか。また、子どもだけでは解決できないときには、親が乗り出せばいい。

ここでは、日本で見られた「先回りの文化」は発達していないのだから、大人

も子どもも、自分であたりまえのように声を出さなければならないことを学び、
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知っていたように思われる。

　イギリスでは、毎朝、教室の入口まで親が子どもを送っていく。私にも、よ

うやく周りを見渡す余裕が出てきたある日のことだ。登校してくる子どもと親

たちを笑顔で迎えるキャシーのもとに、クラスの子どもが入れ替わり立ち替わ

りやってきては、何かを訴えていた。

　「△が、僕を蹴った！」

　「×が、私を押したの！」

　噛まれたならともかく、押したって？それ、いちいち言うの？と思ったが、

キャシーはそのたびに顔をしかめて、△や×を呼び止め、やったかどうか確認

し、その場で叱っていた。なるほど、教室より校庭でいじめが起こりやすいこ

とも一理ある。これは、教室における告発文化というのであろうか、いや、そ

れほど大げさなものではないかもしれない。この子たちも、大きくなれば、も

うこんな風には言えなくなるのかもしれない。だが、このクラスの 5，6 歳の

子どもは、少なくとも、自分で言うということを学び、知っていた。シンタロ

ウも私も、ここでそのことを学んだのである。

６．楽しむことの大切さ

（１）笑顔と褒め言葉

　シンタロウが学校で時々嫌なことがあったとすれば、その多くは言葉の問題

が関係していた。特に最初の 2，3 か月は、英語を聞き取れないことが多く、

思うように話せない、読めない、書けないために、勉強面での遅れが目立ち、

友だちとの間に小さな誤解や差別が生じることも想像できた。

　担任のキャシーは、子ども同士の関係に必要以上に介入しないようにみえた。

彼女が、校庭の隅々にまで目を光らせていないことはわかっていたし、一人一

人の子どもの思いをどれだけ把握していたかも不明である。だが、毎朝、彼女

がすべての子どもを温かい笑顔で、教室に迎え入れていたことだけは確かだ。

　シンタロウが緊張の面持ちで初登校した日も、笑顔で教室に招き入れてくれ

た。言葉がわからない人間にとって、相手の表情こそが唯一の手がかりである。

そして、ことあるごとに、シンタロウを見ては、「かわいいわね（Sweat）」「い
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い子ね（Good boy）」と声をかける。勉強ができる・できない、英語が話せる・

話せない、という問題は二の次で、本人を丸ごとほめるのである。また、私にも、

「こんな素敵な子に育てて、よかったわね。」と、大袈裟に褒めてくれた。日本

の学校で、こんなふうに褒められることは、まずないのではないだろうか。

　私は気をよくしていたが、Year1 の最後の学期（夏学期）中に、国際結婚で

定住している日本人の母親に話すと、みんなも言われているらしい。さらに彼

女は、成績優秀な子どもを持った日本人の母親から聞いた話をしてくれた。そ

の子どもの通知票はいつも華々しいものであった。称賛されてばかりだった母

親は、教師との面談で、子どもが苦手なところや、もっと頑張ったほうがよい

ところを尋ねた。すると、教師に気色ばまれ、「こんなに完璧なのに、いった

いどこが不満なの？」というようなことを、逆に聞かれたという。

　たしかに日本では、子どもをさらに成長させようとしてなのか、子どもの苦

手な点や課題について話すことは、むしろ普通のことだと思われる。シンタロ

ウも私も、日本に帰国してからというもの、「なんてかわいい子なの！」「こん

な素敵な子に育てて、でかしたわね！」なんて、聞いたことはない。帰国して

間もない頃、教師との面談で、何か物足りなさを感じたとすれば、子どもを丸

ごと褒められることがなくなったからであろうか。

（２）みんな、楽しんだ？

　A 小学校の信念の一つに、「学習は、意味を感じられ、楽しいものでなけれ

ばならない」という項目があった（2 節）。実際、Year1 では、子どもの興味を

そそるトピックを使った、ユニークなカリキュラムや宿題があった。これらに

ついては別稿を期すこととして、本稿では学校行事に注目しておきたい。A 小

学校では、様々な学校行事があり、親が参加する機会も頻繁にあった。ここで

も、子どもが楽しめるかどうかが重要なポイントであった。

　たとえば、2013 年 3 月のある夜には、ディスコパーティーがあった。子ど

もたちは保護者同伴で（入場料：大人のみ 4 ポンド）、着飾って、学校のホー

ルに集まった。薄暗いホールには、本格的な照明とミラーボールがつき、ディ

スコミュージックに合わせて、子どもたちが思い思いに踊るのである。出店も

いくつか出ていた。子どもたちが踊るのを見ながら、大人も飲み物を片手に会
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話が弾んだ。

　6 月には Year1 の運動会があった。子どもと教師が近くのグラマースクール

に行って、行われた模様である。子どもは、T シャツとズボンなど、いつもの

私服を着ていけばよかった。Year1 は 3 クラスあったが、優勝したクラスは教

師も一生懸命だったという。シンタロウのクラスはビリに終わったが、担任の

キャシーはにこにこして、「みんな、楽しんだ？」と言ったそうである。シン

タロウによると、走ったり、跳んだり、ボールを蹴ってゴールに入れるなど、様々

な種目があったらしいが、運動会に向けた練習などはなく、いきなり本番だっ

たようである。運動会は、日本では、一生懸命練習して成果を見せる場という

イメージがあるが、A 小学校では、これも子どもが楽しめればよし、という位

置づけのようにみえた。

（３）通知票―クラスの幸せなメンバーです。

　最後に、Year1 の最終学期である夏学期も終わりに近づいた 7 月中旬、シン

タロウは、人生初の通知票（Annual Report）をもらった。9 月に初登校した

日から約 10 か月、教師や友だちの言うことを大分聞き取れるようになり、意

思疎通ができるようになっていた（日本に帰国後、忘却することになる）。校

庭を駆けまわり、友だちの家を行き来したり、誕生会に呼ばれたりすることも

あった。だが、勉強となると、算数はともかくとして、ライティングやリーディ

ングでよい評価がもらえるはずもなかった。正直、期待はしていなかったので

ある。ところが、A 小学校の通知票は、想像とは違うものだった。まず、通知

票に添付された校長からの手紙には、今年度から通知票の様式を変更したこと

が書かれていた。

　保護者の皆様へ

　2012-2013 年度の通知票をお渡しできることを嬉しく思います。今年度

は、通知票の様式に大きな変更を加え、あなたにとって意味があると私た

ちが考える情報のみを書くことにしました。

　私は、あなたにこれを読んで楽しんでもらいたいと思っています。そし

て、この通知票が、子どもたちの今年度の進歩を適切に反映しているとご
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同意いただければと思っています。

　この通知票には、子どもが自らの進歩をどう捉えているかについても記

載されています。子ども自身の認識も、子どもたちの成果を表す、すばら

しい記録です。

　もしも、何かコメントがございましたら、コメントシートをつけました

ので、学校事務室の○さんに提出してください。通常、夏学期中に保護者

との面談は行われませんが、ご希望の場合はお子様のクラス担任と面談す

ることもできます。

　皆さんの素晴らしい子どもたちと彼らが挙げた成果に、祝福を贈らせて

ください。

校長

　この手紙にあるように、この年にリニューアルされた通知票は、学校独自の

検討により、他校の一般的な様式とは異なるものであった(8)。変更の方針は、

保護者と子どもにとって、意味があると思われる情報のみを記載し、楽しんで

読めるものにする、というものだった。2節でみた A 校の目的のなかには、「学

習は、意味を感じられ、楽しいものでなければならない」という信念があった

が、「通知票」においても、この信念を貫こうとしたに違いない。それは、5

頁にわたる次のような構成になった。

　1頁： 子どもの写真（シンタロウの場合は、教室で絵本を読んでいるところ）、

子ども自身のコメント、校長のコメント

　2頁：担任教師のコメント

　3頁：ライティング（Year1 の終わりに期待される水準、個人の学習状況）

　4頁：リーディング（Year1 の終わりに期待される水準、個人の学習状況）

　5頁：算数（Year1 の終わりに期待される水準、個人の学習状況）

　本稿では、3 頁以降の学習状況に関する具体的記述は割愛し、1 頁目のシン

タロウが書いたコメントと、2頁目の担任教師のコメントを見ていきたい。
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　子どものコメント：

In Year 1 I enjoyed

playin in show.

I like topic abut space and

Chocolate factory.

（Year1 でぼくは、ショーをやったのが楽しかった。ぼくは、宇宙とチョ

コレート工場のトピックが好きです。）

　担任教師のコメント：

　シンタロウは、☆☆クラスの幸せなメンバーです。毎朝、教室に登校す

るとき、彼が普段、顔に浮かべている笑顔から、私はそう言えます。彼は、

みんなより少し遅れて、☆☆クラスにやってきて、最初は、A 校への移

行は非常に困難であると感じました。1 年が進むにつれて、彼は自信を深

め、この期間に彼を支えてきたクラスでいくつかの強い友情を築き上げま

した。彼は英語を話せるようになるために、一生懸命がんばってきました。

そして今や、私に冗談まで言い始めたのです！彼は、小さなグループでも

大きなグループでもよく好かれ、よく働いています。 彼は、教室内での

識字支援の恩恵を受けており、読み書きのなかで、その効果が表れはじめ

ています。

　私は、彼の宿題ノートから、シンタロウについてより多くのことを知っ

て、楽しみました。彼がお母さんやおばあちゃんとロンドンを見て回った

写真は、どれもとても素敵でした。彼は恐竜が大好きで、自然史博物館が

最高の場所だと思っていますね！ 彼は、チョコレートのトピックをはじ

め、Year1 で取り組んだすべてのトピックを楽しんできました。〇〇（お

菓子屋）を訪問した後、彼は素晴らしいチョコレートバーをデザインして、

私たちに言いました。「それは甘い、ぼくはそれが好きだ。」

　シンタロウを一年間にわたって知ることができて、嬉しかったです。彼

は、努力して成し遂げた自分の成果を、誇りに思うべきです。彼が Year2

でも幸せでありますように。これからも頑張ってください！
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　まず、シンタロウのコメントを読むと、書かれた内容だけでなく、彼がどう

やって書いたかも想像できた。スペルを間違えながらも、それでも、耳で聞い

たり、話したりするときの音を、学校で習ったフォニックスの知識を活用して、

文章に書こうとしていることがわかった。もしも教師がスペルを直していたら、

美しいだけであった。しかし、ここに記された子どものコメントは、確かに校

長の言うように、子どもの努力の成果を表す記録になっていた。

　次に、キャシーのコメントである。「シンタロウは、☆☆クラスの幸せなメ

ンバーです。」（Shintaro is a happy member of the ☆☆ class.）という最初の

一文で胸を打たれた。インクルージョンとはこういうことなのか、と感じたが、

本稿では学問的に分析する余裕はなく、今後の課題としたい。さらに、シンタ

ロウが学校から欠席を許可され、自然史博物館に行った日のことを、彼女も覚

えていてくれたのだ。

　通知票の 3頁目以降は、「Year1 に期待される水準」についての記述欄と「個

人の学習状況」についてのコメント欄を対照的に比較できる記述形式になって

いるため、子どもの課題がわかりやすく見えてくるものであった。したがって

この通知票は、子どもの学習状況と課題を明確に伝えるという、従来の機能を

十分に果たすものであった。だがそれ以上に、校長が意図した通り、親が読ん

でいて心地よく、楽しめるものでもあった。個人の学習状況の詳細な記録もさ

ることながら、1 頁目の子ども自身のコメントや、2 頁目の教師からの親密で

個人的なメッセージが、通知票を、通知票以上のもの、心に残るものにしてい

たように思われる。通知票というものの概念さえ軽やかに超えていく、校長の

アイディアと行動力はどこから生まれるのか。それは、学校という場を、利用

者にとって意味があり、楽しい場所に変えてゆこうとする信念のなせる業のよ

うに思われた。

７．おわりに

　以上では、5 歳の子どもが経験したイギリスの学校の様子を記述してきた。

それは、文化間移動の困難から始まった学校生活であった。しかし、学校の社

会的文脈や目的が功を奏して、子どもは、教師や友だちとしだいに関係を築い
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ていき、1 年後にはクラスのメンバーになることができた。そして変わったの

は、子どもだけではなかった。私も親として、否応なく学校にかかわり、教師

や子どもたちの言動に接するなかで、自分の常識が問い直され、変わったと思

う。たとえば、子どもの意思を尊重することや、自分で「言う」ことの必要性

を、これまで以上に考えるようになった。また、楽しむことの大切さも、自分

だけでなく、多様な教育の受け手（子どもや親）が楽しめる方策までを射程に

入れて、真剣に考えたことがあっただろうか。それは少なくとも、楽しむとは

どういうことかを、受け手の立場になって考えないとできないことである。

　本稿を書くことで、自分自身の気づきと変化のプロセスの一端を、はじめて

言語化することができた。今後、学校の比較社会学的研究と教員養成に生かし

ていきたいと考えている。

記

　本研究は、JSPS 科研費 18K02411 の助成を受けたものです。

注

(1)  当時の研究内容については、既に一部を紹介している。（金子 2013, 2018）
(2)  イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという 4 つの地域

から成るが、それぞれが独自の歴史を持ち、行政制度や学校制度も異なる。本稿では、このう

ち、イングランドについて記述する。

(3)  文部科学省「諸外国の教育統計　平成 31（2019）年版」https://www.mext.go.jp/b_menu/

toukei/data/syogaikoku/1415074.htm（2020 年 3 月 1 日閲覧。以下、本稿が参照した WEB サ

イトは、すべて同日に最終閲覧した。）

(4)  政府の WEB サイト https://www.gov.uk/national-curriculum

(5)  政府の WEB サイト https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/

(6)  イギリスでは、日本でいう公立学校にあたる学校は、学校が有している財政、人事、経営など

の権限の相違によって多様である。そのうち最多である「地域学校（Community School）」は、

日本の公立学校に最も近い形態で、地方教育当局（Local Education Authority, LEA）が設立し、

維持管理している学校である。（梶間 2004）

(7)  この傾向は今も続いているようだ。2017-2019 年のデータによると、A 校で英語を第一言語と

しない児童は 2/3 に近づいている。

(8)  別の小学校の通知票を入手して確認したところ、各教科のトピックごとに、A（良い）、B（ふ

つう）、C（もう少し）の三段階で評価がつけられ、すべてが記述式の A 校の様式とは異なっ

ていた。
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