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シリーズ・現場を歩く（３） ２００８・４

杉並区立和田中・「夜スペ」を見る。
こと の発 端は 、杉 並区立 和田 中学校 で始 めら れよう

当初は 希望 者が ほと んどな く、

として いた 進学 塾「 ＳＡＰ ＩＸ 」の講 師に よる 夜間特

ある女 子部 活の 顧問 が部員 を説

別授業 「夜 間ス ペシ ャル（ 夜ス ペ）」 に対 し、 東京都

得して 集め たた めだ という ‥‥

教育委 員会 が中 止を 求めた こと だった 。
和田 中学 校は 、リ クルー ト出 身の藤 原和 博氏 が校長
をつと める 。
この 「夜 スペ 」に 対して 都教 委は

ＳＡ ＰＩ Ｘの 講師 の数学 の授
業がは じま る。 内容 は進学 塾の
授業そ のも ので ある 。
この 「夜 スペ 」の 風景を 、２ 月２８ 日の 毎日 新聞は
こう報 じて 高く 評価 してい る。

① 希望 して も受け られ ない場 合が あり 、機 会均
等 の確 保に 疑問が ある
② 特定 の塾 が学校 を利 用して 営利 活動 をし てい

印象 に残 った のは 子ども たち の表情 だ。 「授 業は
楽し い」 と生 き生 きとし た表 情で口 をそ ろえ た。

る と疑 われ かねな い
それ はそ うだ ろう 。受験 のた めの授 業だ から といっ
などと 指摘 して 、再 考を求 める 指導を 行っ た。
しか し都 教委 は後 に、「 『夜 スペ』 は『 地域 支援本

て、無 味乾 燥と は限 らない 。同 質な少 数の 生徒 が集ま
れば、 効率 の良 い「 わかる 楽し さ」も 味わ える 。

部』（ 地域 の有 志な どがつ くる ボラン ティ ア団 体）が

まし てマ スコ ミで 連日、 全国 報道さ れて いる のだ。

主催す る教 育活 動外 」であ り、 問題点 もク リア された

参加し た生 徒が 好意 的な反 応を 示すの は当 然で ある。

として 、突 如容 認に 転じる 。こ れには 石原 東京 都知事

こん なこ とは 評価 の理由 には ならな い。 問題 は都教

の意向 が強 く働 いた とも言 われ ている 。
この 「夜 スペ 」は 、マス コミ の報道 によ って 一躍全
国の注 目を 集め るこ ととな る。

委のい う「 希望 して も受け られ ない生 徒」 がい たかど
うか、 その 生徒 はど う考え てい るのか 、と いう ことだ 。
藤原 校長 は私 に、 「説明 会で 、中間 テス トの 合計点

教育 関係 者の 多く がきわ めて 批判的 だっ たの に対し 、 が４０ ０点 以上 の生 徒のた めの 授業だ と繰 り返 し念を
マスコ ミは 概し て好 意的だ った ことも 特徴 的だ った。

押した 」と 語っ た。 言外に それ 以下の 生徒 はだ めだと
言って いる に等 しい 。実際 、当 初の希 望者 のう ち２名

「夜スペは楽しい」というけれど‥‥
私は 、「 夜ス ペ」 につい ての 論点は 、都 教委 の当初
の指摘 に尽 くさ れて いると 思っ ている 。
しか し、 本当 にこ れらの 問題 点はク リア でき たのだ
ろうか 。私 は、 和田 中学校 を訪 れて自 分の 目で 「夜ス
ペ」の 現場 を訪 ねて みるこ とに した。

は説得 によ って 参加 を断念 させ られた 、と いう 。
いま 和田 中の 生徒 たちの 間に 、どん な思 いが 錯綜し
ている のだ ろう 。「 夜スペ 」を 報じた ある テレ ビのニ
ュース に、 「あ れは 僕たち の授 業では ない から 」と冷
ややか に答 えた 一般 の生徒 の姿 も映し 出さ れて いた。
これは 、ご く少 数の 声にす ぎな いのだ ろう か。

私が 和田 中を 訪れ たのは 雨の 降る３ 月の 夜。 藤原校
長が直 接対 応し てく ださっ た。
ひと しき り藤 原校 長の話 をう かがっ たと ころ で、教
室に案 内し てい ただ く。
この 日の 「夜 スペ 」に参 加し ていた 生徒 は１ ７名。
男子４ 名に 対し 、女 子は１ ３名 と圧倒 的に 女子 が多い 。

「教育の効率」と「品質」は別
一方 、マ スコ ミを 中心に 「夜 スペ」 を「 成績 上位者
の『吹 きこ ぼれ 』に 対応し てこ なかっ た公 立学 校のあ
り方に 一石 を投 じた もの」 とし て評価 する 声が ある。
しか し、 藤原 校長 はその 著書 である 「校 長先 生にな

ろう！ （日 経Ｂ Ｐ社 ）」の 中で 、こう 書い たは ずだ。

保護 者は この 文書 を見れ ば、 当然「 学校 の主 催なの
だ」と 判断 した はず だ。

私 立は 受験 によ って偏 差値 で足切 りし てい るか
ら、 『教 育の 効率 』はた しか に上が る。 勉強 につ
いて いけ なか った り、極 端に 素行の 悪い 子は 排除
して ある 『同 質集 団』な のだ から、 ある 知識 を伝
えた とき に、 理解 し定着 する 効率は よい 。
だ が、 これ は教 育の品 質（ クオリ ティ ）と は別
問題 だ。 知識 が伝 わるス ピー ドが上 がり 、量 的な

私は 訪問 当日 、和 田中で 「夜 スペ」 の主 催者 である

効率 が上 がる とい うこと に過 ぎない 。よ り深 い思

はずの 地域 支援 本部 の責任 者の 姿を探 した 。し かし、

考や 豊か な学 びと いった 『教 育の効 果』 がほ んと

そんな 人の 姿は 最後 まで一 度も 見かけ なか った 。

うに 高い のか とい えば、 疑問 が残る 。

「地 域支 援本 部主 催の教 育外 活動」 など とい う主張
は、と うて い納 得で きるも ので はない 。

この 藤原 校長 自身 の言葉 こそ 、「夜 スペ 」に 対する
もっと も端 的な 批判 ではな いの だろう か。

藤原校長の姿しか見えない
私は 、藤 原校 長の 業績に は公 立学校 が真 摯に 受け止

「夜スペ」は営利活動ではないのか

めるべ きも のも 少な くない 、と 思って いる 。

都教 委の ふた つめ の指摘 であ る「特 定の 塾が 学校を

先に あげ た「 校長 先生に なろ う！」 は、 先入 観を捨
利用し て営 利活 動を してい る」 という 点は どう だろう 。 てて一 読す るこ とを お勧め する 。共感 する とこ ろも多
都内 にも 塾の 講師 が補習 を行 ってい る学 校が ないわ
いはず だ。
けでは ない 。し かし 、その 場合 でも希 望者 は全 員参加
できる し、 費用 など 徴収し ない 。

しか し、 私が つね に感じ たの は、「 藤原 校長 ひとり
の姿だ けが 見え て、 生徒や 保護 者、教 職員 の姿 が見え

「夜 スペ 」は 特定 の生徒 しか 受講で きず 、し かも有
料であ る。 まっ たく 質が異 なる 。

ない」 とい う違 和感 だった 。
もし 「夜 スペ 」が 教職員 の間 で十分 議論 され 、合意

「Ｓ ＡＰ ＩＸ は実 費（月 額１ 万８千 円） を徴 収して
いるだ けで 、利 益は ない。 だか ら営利 活動 では ない」
と藤原 校長 はい う。 しかし 、私 が和田 中を 訪ね たとき 、
藤原校 長が こう 語っ たこと を私 は聞き 逃さ なか った。

の元で スタ ート した 事業な ら、 マスコ ミに もっ と一般
の教職 員が 登場 して も不思 議で はない 。
現実 には 、教 職員 の間で は「 あの校 長に 何を 言って

彼らも 、学 校を 使っ た新し いビ ジネス モデ ル開 発のた

も無駄 だ」 とい うあ きらめ が蔓 延して いる 、と いう。
、、 、
保護 者の 声も 聞こ えてこ ない 。３月 ２２ 日、 藤原校
、、
長は「 ＰＴ Ａを 学校 支援本 部の 下に統 合し 、市 Ｐ連を

めのに やっ てい るん だ」

脱退す る」 と発 表し た。

「Ｓ ＡＰ ＩＸ にと って『 夜ス ペ』だ けで は赤 字だ。

つい 本音 が出 たの だろう 。臆 面もな い発 言で ある。
少子 化で 、進 学塾 はどこ も生 徒の奪 い合 いに なりつ

また も主 語は 「藤 原校長 」で ある。 この 件で はＰＴ
Ａ総会 さえ 開か れて いない とい う。

つある 。「 夜ス ペ」 が認知 され れば、 受験 産業 にとっ
てはま さに 「新 たな ビジネ スモ デル」 とな る。

「互 いが 競い 合う ことで 、全 体の質 が向 上す る」と

これ と進 学実 績を 上げた い藤 原校長 の利 害が 一致し
たのだ 。こ れが 営利 活動で なけ れば、 何な のだ ろう。

いうの が学 校選 択制 の謳い 文句 だった はず だ。
しか し、 杉並 区で 和田中 学校 は一人 勝ち であ る。
何か と脚 光を 浴び る和田 中学 校を希 望す る生 徒は激

「地域支援本部」主催というトリック

増した 。一 方、 地道 に教育 活動 にとり くむ 近隣 の中学

「『 夜ス ペ』 は地 域支援 本部 が主催 する 教育 活動外

Ｐ連脱 退で なん らか の影響 を被 るだろ う。

である 」と いう 論理 も、成 り立 つのだ ろう か。
１２ 月に 配布 され た「和 田中 の校舎 を使 って 夜間に
塾を開 きま す」 とい う文書 は、 「和田 中学 校長

校の生 徒減 は著 しい 。他校 のＰ ＴＡ活 動も 、和 田中の

藤原

この ３月 、教 育へ の市場 原理 導入の シン ボル ・藤原
和博校 長は 多大 な「 業績」 をあ げて退 任し た。 彼の去

和博」 名で 出さ れて いる。 地域 支援本 部長 名で はない 。 った後 、杉 並の 教育 には何 が残 ったの だろ うか 。

